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サケ・マス購化事業の友省

サケは日木では古くから珍重されて

いたことはよく知られているし，之が

増殖法に就ても，越後村上藩では丈政

5年 (1808)に三面川で青砥武平治の

意見によって込種川の割、を設け産卵

場の保護をはかにこれはそめ後全長

く継続されていた。支鈴木牧之は天保

12年(1841)に北越雪詩ーの中でサケの

人工受精や卵の移殖に就て卓見を述べ

ている。明治 9年関沢明i脅が米国より

サケ・マス人工府化法を伝習し，之の

方法により菊地親は茨城県那河川で実

施したのが木邦に於ける始めとされ，

叉翌10年には札幌の階楽園で当時の御

雇米人のトリートによって僻イじが行わ

れたのが北海道での初めである。即ち

今から80年前にサケ・マスの人工解化

事業はアメリカ式で開始され，明治21
住には当時の初代水産課長伊藤一陀、に

よって千歳に国立のサケ・マス醇化場

が設立されているから，これも70年前

のこととなる。以来道内各地に僻化場

の設立を見，年間約 3-4憶の稚魚を

放流して現在に至っている。北海道治

岸或は河川に夜卵湖上するサケ・マス

は，往年に比べて甚だしく減少した事

は認めざるを得ないが，これは独りサ

ケ・マスに限られている訳ではなく，

その他の多くの魚種に就ても同様の現

象が見られる。否むしろ，甚しい漁獲

高の減退を来し，昔日の悌を残さない
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魚穐も多い。サケ・マス類は繁殖のた

めには，必ず海洋から河川に湖上し.

その上，極めて条件づけられた環境の 3
河床で産卵しなければならない宿命を

負っているのであるから，之を乱獲の

まま放置しておいた場合，果して現在

の漁獲を持続出来るであろうかと考え

るとき，肌に粟を生ずるの感がある。

幸にも木邦では明治初年に於て，サ

ケ繁殖のために，欧米に於ける進歩し

た人工解化放流が実施されたが，この

原理は既に1757年オーストリヤのヤコ

ピーによって創始されたもので，日本

では明治11年に金回帰逸が執筆して勧

業向蔵版、養魚法一覧、として凹版さ

れている。その後アトキンス式が採用

され，叉技術的には幾分の改善進歩は

式うったが醇化事業に従事していた方々 、

は，此の方j去を忠実に宍行し，サケの

母川Illi]帰説を信奉し，山間避地をも苦

にせず，長い人生を之が使命達成のた

め努力を続けていられることは，匠;の

功労者として忘れることは出来ない。

;jJJ治初年に於ては，あらゆる方面で

欧米文化の移入により持導されて来た

ために各界は急速な発展は来したが，

これは大部分模倣時代でもあった。極

少数の指導者によって伝授されたこと

を忠実に突行したのみで、柁当な効果が

あがった時代で、あった。これ以上の発

展を期するためには科学を基礎とした



独自の方法を見出さなくてはならな

L、。

サケ・マス解化場は事業実施の官庁

であるから，試験機関で有効なことが

認められ，この方法が定められた場合，

その方法を着実に実行する役目の官庁

であった。現在では調査課が設けられ

ているが，研究所や試験場とその性格

が異るためか，試験研究のために費さ

斗れる経費は少い。

私がここで述べたいことは，サケ・

マス1際化場で実施している解化事業の

みで，果して資源維持は足りるであろ

うか。或は現在の僻化場の事業のほか

に如何なる施策を構ずる必要があるか

どうか等に就てである。

結論的には現在の静化事業のほか

に，行政的にも，技術的にも，叉国際

的漁場に於ける漁獲制限の固とか，醇

化場運営等に充分な根拠のもとで，断

固たる措置をとり，資源を永続させな

ければならなし、。先づどのような点を

重視すべきかに就て，意見を述べて見

たいが，幾分でも参考になれば幸であ

る。

1. 産卵場保護。サケは必ず河川に

棚上して産卵はするが，どの川でもよ

い訳ではない。条件にかなった河川は

極めて少いのであるから，保護河川と

して捕獲禁止は勿論のこと，河床荒廃

を防ぎ， 71<質汚濁を防止し，水量調節

をはかり，上流地帯の森林を育成し河

川の河口附近のサケ捕獲も禁止する。

これは極めて重要なことで天然産卵場

の保護となり，親魚の湖上を安定せし

めることにもなる。之に対しては水質

汚濁防止法の如き緊急を要する法律を

初めとし， 71<力電気によるダム建設に
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よる魚道遮断に対する対策，森林ノミツ

採に対する植林の義務とか，河口に於

ける絶対禁漁等，多くの行政的施策を

断固として実施しなければならなL、。

2. 親魚権保，毎年の棚上親魚数を

安定させるためには，河川に入ってか

らは密浪防止，或は捕獲後の催熟畜養

その他の方法で目的を達することが出

来るが，親魚湖上が海洋に於ける慌獲

量とどのような関係にあるが，或は湖

上数が河川や海洋の環境要因とどのよ

うな関連にあるか等は，多年の統計資

料によって調査する必要がある。叉全

道各河川に就て密漁数の推定も含め，

毎年の湖上親魚、数を算定することも必

要である。これらの統計から，海洋或

は河口附近に於ける限度制限も考慮し

なければならなし、かも分らない。

3. 人了解化放流。多年の研究或は

経験によって，技術的に進歩し，解化

率も高くなった。 1際化用水の少いとこ

ろでも応用出来る，滴下式解化器の採

用や，マスの成熟までの管理等には猶

研究の余地があるものと考えられる。

4. 放流稚魚の減耗 J拝化場で如何

に多数の稚魚を放流しても，之がどれ

位海に降り，叉海洋に出てからの沿岸

生活中に於ける生態や，減耗，叉沖合

に去ってからの幼魚の状態等も充分判

明していない。各河川には稚魚が海に

達する迄には，幾多の障害がある。即

ち稚魚を捕食するウグイ，ニジマス，

その他の害敵や，i寝瓶溝之の迷込み，河

川の水量不足とか，水質汚濁による死

乏等があるから，之等悪条件の除去に

は格段の努力が必要である。叉各河川
に就て天然解化稚魚， g際化場放流の稚

魚に対しての流下数の実数を把握する
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ことも肝安であり，之等がやがて百帰

するとせば，稚魚数と回帰数との関係

も幾分判明出来る。特に緊急、を要する

点は，沿岸小定置による稚魚の混獲で

あって，之は散主に禁止しなければな

らない。

5. 生態調査。河川に湖上した親知、

或は放流稚魚の海洋に達するまでの生

態は，努力によって幾分は切にされた

が，海洋生活 r-~l の行動に就ては大部分

が不山の状態にある。資源維持の立場

からは，種族系統の問題，凶帰，死之

率(各年級減耗率含)ifril説経路，資源

長等幾多の難問題がある。これらは標

識放流により，或は鱗，血液，卵数，

卵径， f~l体計側その他の方法によっ

て，一部閤明されつつあるとは謂，未

だ一層の研究を要するもので，特に海

洋生活咋のものでは，ぬ業会社の援助

を得なければ出来ない前五も多い。

河川から海洋に出た稚魚量が成熟親

魚となって数年後に河川にrm帰し，或

は海洋でiful併rbに漁獲される数量と，

どのような関係にあるか，又年によっ

て海洋に於ける海況や，餌料生ヰ会，言:

敵動牧，漁獲力等によっても影響され

るから，これらによる影響に就ても究

明しなければならないだろう。これら

は資源量推定と密接な関係がある。

6， サケ・マス解化場の運営。現在

北海道では国費と地方→査で解化場、合連

首しているが，他府県では地方費によ

っている。国費と地方費とで経費の使

途を区分しているらしいが，同じ建牧

の中で，職員の所属の違っていること

も気になる点もある。然、しこれらは局

外者の私には利害得失はつかめない

が，同ーの目的に従事する人の和によ

って解決される点もあろうが，同じ経

費ならば国費でこのような事業はまか

なったらどうかと云う気もある。

解{じ場の機構も， ~r字化事業の円満な

発展を来すためには，猶一層と調査研

究の部門を強化する必要があるように

思はれる。

更に希望したいことは，サケ・マス

撫菜に関係する漁業会社，漁業団体，

i魚料者は資源保仔は府イ己場が万事ゃっ官

ているのだと云うだけでなしに，吾々

のぬ獲する資源を育てている解化場の

事業に，大いに協力しようではない

か，或は1際化場の事業にもっと註丈や

要望をしようではないかと云う，民間

の盛り上りがあってよいと考えられ

る。強力な協力態勢をもち，日本の漁

業者も，資源j育設にはこれ程有効な協

力を宍施していると云う気回も必要で

あろう。

7. サケ・マス漁莱の国際性。北太

平洋に於けるサケ・マス漁場は云うま

でもなく，ソ述，アメロヵ，カナダ、と

の国際的な関係にあって，近年は資源

維持を日的とする漁度量の問題が毎年

論議され，主的区，漁獲量，i;~幻去にま
で考慮がはらわれて来た。日本は水産

国であり，北洋漁場は日本り水産業に

とっては重要なものの lつであるか

ら，外国に資源維持を唱えられるまで

もなく，日本こそこの点を最も考麗し

なければならないところである。オく続

的最高漁獲量を目標にし，縫固たる方

針念樹立することによって，日本は最

もその恩恵を受ける筈である。然し北

洋鮭鱒の資源量を正確に知ることは容

易ではないだろう。各国が協同研究に

より， 1歩 l歩之が解明に近づくこと



となろう。北洋のサケ，マスの察殖場

となる河川の天然産卵場や府ー化場は，

i引魚各同の協力出資や監視によって充

分なる効果を挙げることも考えてもよ

いのではなかろうか。

8. 北洋水産資源の総合的研究。以

上のようにサケ，マスは主要なれ4業で

あり乍ら，調査研究のmiでは未だ極め

て不明確な状態にあるからラ之等を主

ヰな対称として，生態，資源に就ての総

合的な研究機関の設立を痛感するもの

で，このような機関が出来れば，完備

した調査船も用意されょうから，ニシ

ン，タラ，タラバガニ，その他に就て

瞬化事業を見学して

昭和26年来朝したワシントン大学の

りチヤード・ヴアンクリーブ博士は我

が国の内水面水産と利水計画を視察し

て当時の天然資源同にその結果に基い

た勧告を残していった。その中に北海

道の舵鱒解佑事業に関して特に強い批

判をしている。当時は或はそうであっ

たかも知れないが内地の人々の中には

今でもそうであるかのような言を口に

する人がある。ヴ博士の勧告には多く

の親切な助言と良い意味での再考すべ

き亭項が含まれているが「解化した卵

の数も放流された稚魚の数もサケの生

産のよには何の意味も持たない」とは

私達内水田水産に携わりマス類の池中

養殖に関係をもっ者にとって全面的に

受け入れるには多少の疑いをもたざる
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も同様な問題に就て研究が出来ること

となる。

9. 結論。畏ーするにサケ・マスの稗

化事業のみによって資源を維持出来る

と考え，安心していることは出来ない

から，行政的にも，技術的にも又運営

方法等にも充分な検討を加え，漁業関

係者の協力を強化し，科学的な研究調

査の結果を基礎として，高全を期する

必要があり，サケ・マスの場合は，特

に国内的にととまなず，関係諸国と共

に資源離に努力しなければならないと

信ずる。(北海道大学水産学部長〉

稲葉伝三郎

を得なかった。というのはヴ博士は米

大陸の事情をもって北海道の鮭鱒事情

を聞き且つ調査されたの℃真の姿を把

握した日本の国情に適した言葉であっ

たろうか。調査されたのは何分にも 5

月中旬の短時日の事で鮭鱒解也事業と

しては甚だ;忠L、時期でなかったろう

か。北海道は口本の鮭鱒1際化卒業の大

宗であり 80年の歴史と伝統をもってい

るのだから悪し、方面だけで1主道民がつ

いてくるはずがないであろう。天然、の

班上と産卵をまかせられる河川が残さ

れているだろうかの疑問であった。

それからもう 6年の歳月が流れてい

る。当事者はヴ博士の勧告に従って研

究にも調査にも色々努力され解也事業

の改善も進められているはずである。


