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編集氏の依頼で‘北洋の模様を是非

書いて呉れと言われて軽く引き受けた

ものの‘単調な毎日とは言え87日の航

海記となると，やはり書き度い事で一

杯である。 吋じ洋あれこれ、も 3回に

及んでLまった『貴重な紙面をさい

て司何かとまずい文章を皆様のおめを

わずらわして心よりお詑び申し上げる

と共に掲載していただし、た編集氏に深

く感謝致します。

これ以上雑文を続けて貴重な紙面を

さく事は，筆者も心苦しいので，本編

のミむすび、と致しまして，増殖担当

者として眺めた北洋鮭鱒資源と母船式

鮭鱒漁業について感じた事を最後に雑

感という事で書いて見ました。この事

が少しでも皆々様の参考になれば幸し、
で、ある。

重要書類・・・・・

漁の方も順調に進んでオカのネオン

の灯も恋しくなり.そろそろホームシ

ツクという名の病に取りつかられる。

特に時化でもあって退屈を感ずるよう

になると余計に病が悪化する。今日も

退屈しのぎに隣室の耀詰検査官のA氏

の所に出かける，話しも通り一辺の世

間話しではすぐタネ切れとなり，全く

烹1]戟のない話しとなってしまうが 1 何

時もながら苦しは，いきおいY談へと

~ 

飛躍して行く，こんな事で時をかせい p 

でし、る頃，仲積船も逐次漁場へやって

来るようになる。出港以来 3ヶ月一歩

も上陸出来ない生活と連日魚、に追われ

る乗組員にとっては，内地からの使り

がコ唯一の楽しみだ。この仲積船に時

折慰問品がまよい込んで来る。この慰

問品は通称重要書類と呼ばれている。

この重要書類は大漁の縁起モノと称し

て，オカでは公開出来ない， 芸術写

冥，珍木等の秘密同覧が回って来る。

初めそれもパーサーから「只今重要書

類が仲積船で参りました」と真回目な

顔をして持って来るので‘水産庁より



重要書類でも来たのかと胸をわくわく

閉し、でびっくり…・

今年の漁は幸いこの縁起物の重要書

類のせいか，神武以来のベニ鮭の大漁

に見舞われ，仲積船の往来もひんぱん

で，たくさんのお便りや慰問品を頂戴

した，その中にM丸の従兄より重要書

類と特級酒の特別慰問品が 2同 も あ

り: この重要書類は船内でも多いに人

気を呼んだシロモノで回覧途中なくな

。って，オカに持って来れなかったのは

残念であった。これも船上生活の笑い

のーコマで，長い船上生活もこの重要

書類によって早〈過ぎ去った感じがし

てならなかった。

サロンボーイとシチヨジ・・・・

サロンボーイは，サロシメスルーム

に集る紳士族のメイド役をするもの

で，我が輩のような不精族には込頼の

みまっせq の存在だc 朝起きて室の掃

除から食事のはて迄厄介になお。それ

ばかりでなく，し、かに不精者と云えど

も髪の伸びるのだけは，省略すること

が出来ない。特にサロン族ではヒゲ等

を伸ばしていると言った，顔はあまり

T 見当らなし、。我が輩もいきおい，カミ

ソ J)などを手にする回数をふやさなけ

ればならなし、，でも跡、髪の方は，いか

に22月!者と言えども.一人で、はどうに

もならなし、。月に一定位は‘やはり人

並みにバリカ九ハサミの御厄介にな

らなければならない，この船の床屋さ
んはボーイサン達である。彼等は仕事
の暇を見てやって〈れるわけである
が，大体受け持ちの顔もきまってい

る。監督官ともなれば，ボーイ長のし
なやかな，お手並にありつけるので，

バリカン，ハサミの音もさわやかに，

眠気を催す事がある。船乗り稼業つ男

達のはし〈れだった手で，ゴツツイ不

器用な子で，ノミリカン，ハサミを動か
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すだろうなどと想像されましょうが船

員さん達は器用なものだ。もっとも続

の床屋さんは，ボーイさん達ばかりで

はなし、。船員，作業員の中には，元床

屋商売と云ったのがし、るし船内のオシ

ヤレには苦労がし、らないのも句ボーイ

さん遠のお蔭である。

母船では司厨長の事を込シチョウ

ジミと呼んでいる。母船内のサロン

族，作業員司病人等あらゆる階級の人

間様の栄養カロリーの献立は司厨長の

手によって行われる。筆者のお世話に

なった，シチョウジであるMさんは船

内の‘愛矯オヤジ、で名が通ってい

る。特に作業員の連中に人気がある。

何時もアカラ顔でオミキが入っている

様で，デツプリ腹を出して，船内を行

ったり来たり採配をふるっている姿は

限に浮ぶ，特に仲積船が到ノ着して，食

糧物資が入ると大きな腹を重そうに動

かしている姿はひとしおなつかしさを

覚えている。このM さんはなんと言っ
ても母船の食糧関係物資一切を握っ

て?いるんだからチヨットは:カミりニラ

ミがきくし，船団でのシユウト婆さん

的存夜である。

ドクターと無線局長さん・.. . . . 

北洋船団は荒武者揃いの連中でも，
l船団約700!，-800人の大世帯ともな

れば，ジヤパのように怪我人も出れば

病人も出る。船団ではこの乗組員の

‘死命を制する、権利幸どもっているの

カら ドクターである。ドクターはオカ
で考えている程ヒマ人で、はない。 3ヶ

月の航海中病気になれば，何んとして
も先生のお世話にならなければならな

い。本船は仲積船から媒介された，流

行性感冒が船内に蔓延，相当に先生の

子をわずらわしたようだ。作業員はド
クターの診断の結果により休養をとる

こともできるし良く診断されると，
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寒いデッキの上で作業しなければなら

ないはめにもなる。本船のドクターは

次に紹介する局長につぐ愛嬬者で通っ

ている。航海中何か感ずる所が，あっ

たのかープリンナースタイルに長髪を

切って皆を笑わぜている。これは決し

って船内で，観音様がたかったせいで

はありません………

今世にはめずらしい坊主刈の船団長

とドクターの姿が今でも印象的だ。先

生は:w京のG大の助手で，アルバイト

に乗ったらしい，専門は「あの方で」

外科についても柁当白信があるらし

い，漁期間中 2人の盲腸手術と 4人の

外科手術を含む患者を無事退院させ名

ドクター板りを発揮させて居る，乗船

前から「あの道の話術」にかけては非

常に専門的でかつ材料も豊宮であると

聞かされ.比較的ヒマジシの我が輩も

一度お話しをたまわりに上ったが，そ

の道の専門家となわばなるほど…・・

再度お話しをたまわりに上りたく思っ

たが，当方の体の方は全くドクターの

お世話になる材料がなく聴講も一度だ

けに終ったのが，かえすがえす残念で

あったが，サロンでのお祝酒にありつ

く時は，隣り近所のお銚子 2-3本が

ドクターの前に立ち並ぶのは，我が輩

と同様であったO

このドクターと大の仲よしは局長さ

んの Iさんで， ドクターに輸をかけた

ような偉丈夫で軽く 20メを越えそうな

大躯である。 1さんは船内随ーの人気

者で，函館を出てから，恋にや愛妻から

の緊急連絡はなんと云っても局長のや

っかいになるので，なかなか強気であ

る「俺に勝った奴は，航海中の彼女と

の連絡はオミットだよ」と新潟ナマリ

のある言葉で皆を笑わせる彼氏は司す

べての情報網をキャッチするのでサロ

ンでのJA:も， 1氏の新ニユースが話題

の中心になるのも当然である，時折無

線窒に出かけてラジオニユースや野球

(ナイター〉に耳をかたむける事も出

来るのも Iさんの許可が必要で何かと

接する機会が多く特になっかしさを感

ぜざるを得なレ。

ドクターと局長の犬の仲よしの故以

はこうである。 1さんは船内きつての

名作家で， Y文章にかけては彼の右に

出るものはない。 彼等は常にドクタ- ~ 

から‘あの道の話、を聞いて， 新知

識を得ては名作を完成するわけだ。作

品完成次第事業部の連中が読んで好評

を博したものから暇を見て，ガリ版印

刷|にして.作業員‘独航船の連中に，

吋梁業適正要領、のみだしで配布され

る事になる。この特別印刷物が独航船

の明日への大漁の糧となることはいう

までもない。

ぬ期も終期に近づき，割当漁獲頓数

の源穫も終って，帰途につくと，そろ

そろー函館のキャバレーから「大漁お

めでとう，入港をお待ち致しておりま

す」の電信が入る。局長のニコニコ旗

で電交の[白!覧が始まる。一方ドクター

も函館に近づくにつれて，船団幹部連

との密交渉が始まる。それは今流行の

強精ホルモンの注射により情歓をたか

めるもので，出迎えの愛妻や恋人，飲

やの姉さんにサービスすると云うもの

です。船乗り稼業も毎年港に入る度新

婚気分にありつけるのもこれ等のせい

かも知れません………何んと言っても

船内の人気者はドクターと局長の二人

舞台の観がある。

サナダムシ・・

人間の腹の中の寄生最と聞いただけ

で，ぞっとするが，この寄生議の中で

サナダムシの寄生は最も恐ろしいもの



で，このいやなサナダムシの中間宿主

が鮭鱒属である。毎日の魚体測定でこ

のサナダムシになやませられる。鮭の

腹をさいて‘垂門蚕の中にぎっしりか

らみついている 1m内外のサナダムシ

を眺がめると，思わず鮭の味も半減す

るし，鮭鱒の好きな方には，虫下しを

すすめたい気持で一杯だ，これは決し

て薬屋の宣伝ではありません，筆者が

，白魚、体測定で観察した所では，最も

乎ナダムシの寄生率の高い魚種は，シ

ロザケで95%以上の寄生率を示してい

る。こんな事を考えると因果関係にあ

るアキザケにも充分サナダムシが見ら

れなくとも卵が魚体に寄生している事

が考えられ御注意御注意と言った所で

す。
漁体現1)定・.. . . . 

母船監督官の役割は，船団操業上の

取締り業務の外に生物調査の仕事があ

る。これは毎日行う漁体測定で，北洋

の寒いデッキの上とあって少々つらい

仕事の部類に属する。本年度の魚体測

定調査は，毎日ベニ.，シロ.マス各30

尾ギン，スヶ，各15尾地o尾程度の魚、を

そ余程の理由でもない限り調査しなけれ

ばならない。勿論助手は一人専属につ

けてはくれるが，なかなか骨が折れ

る。この調査でこまる事は，北洋の魚

は非常に鱗がはがれ易く，鱗が採集す

る場所についている魚を，ランダムに

サンプリングするので，なかなかたν

へんである。鱗のとれ具合は，ベニは

比較的とれにくし、，シロはややとれ易

い。マスになると全くとれ易し、，大漁

した場合，時化でもあって魚が痛むと

全く丸坊主になってしまうので，サン

プリングに相当なやまされる。サンプ

リングした魚は，先づ採鱗，計測に入

るが， 5月の時化とガス， ミゾレ，
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雨.せっかくの採鱗したガムカード

もグチヤグチヤ，更にたいへんなの

は，精巣卵巣調査である各魚種30尾の

中15尾について卵巣精巣、の重量を計る

わけで， 5月上旬の漁期では，卵巣重

量20?内外精巣重量 1?内外から計測

され，漁期が進むにつれて卵精巣の重

量も増加して卵巣重量 300?内外精巣

重量70?前後迄になるが，これは簡単

に計測すればよいのではなし、かと言い

ますが 5月上旬の未熟の卵巣を計る場

合銀秤りの血にミゾレや雨がたまった

だけでも誤差を生ずる大きさなので，

その計測に骨が折れる， 7月に入って

卵精巣が今度大きくなると銀秤りの皿

に一辺に乗らないし，精巣は皿に乗る

にはのるが，船のローリシグや計測操

作でツルツル落ちるし，なかなかつら

いものです。ざっとこんな苦労の一端

を紹介したが，乗船中測定した尾数も

ベニ 1，500尾シロ 1，500尾マス1，400尾

ギン440尾スケ750尾計ラ，244尾の測定

を行った事になり，苦労がしめじみと

脳裡に浮いて来る。

キングサイズ・・・・・・
現今の女性美も八頭身時代とあって

全く世はキングサイズの時代と言って

良い。

北洋の鮭鱒属の中にも小マグロ移の

キングサイズのものがある。それは云

うまでもなくマスノスケで本般の最高

は8〆目全長 1m50cmという大物が漁

獲された。二人で立って竿秤りにかけ

るが，それでも尾鰭が地面つく程で，

北洋での魚ではサメ，イルカをのぞい

ては先づキングサイズのトップを行く

でしょうあの大きな魚体で荷に遡るの

でも眺められたら，さぞ壮観であろう

し，もし北海道の河川にも遡るもので

あったら，捕獲についても研究もしな
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ければならないし，厄介もののあっか

いになりかねないでよしう。いざ検卵

にでもなったら大変な事になるでしよ

うとつくづく考えらせられる。

次に北洋でとれるオシヨロコマであ

るが，北海道でみられるオシヨロコ

マはせいぜい15-6cmのものが普通

とされているが，北洋で漁獲されるオ

シヨロコマはサケ，マスに匹敵する大

きさである。勿論海に下ったせいかも

知れませんが，とにかく大きいのには

おどろかされる。母船内では美味しく

ないと言う事で，別名ネコマタギと言

って母船では独航船より買上げしない

事になっている。会社によっては専ら

作業員のJ::産魚としている所もある

し，独航船の連中は乾燥して専ら食用

に供している。北洋のオシヨロコマは

どこでも棲息しているわけでもない。

主としてカムチヤツカ半島の沿岸に多

く棲息しているものと考えられ，本船

ではコマンドルスキー島の北方では多

量に 7月中旬に入って持獲された。こ

の種の害魚はむしろ海でも多数漁獲し

た方が良いでせう。

標識 魚・・・・・

;魚に迷子ホしをつけて標識放流試験が

行われていることは良く知られている

ことである。それは魚のi回遊状態とそ

の魚、の資源i立を把握するための試験で

あるが，資源量を推定する方法は非常

にむづかしし、。母船監督官は標識再捕

報告の任務もおわされている。本年度

の標識魚，再捕業務は日米加漁業条約

によるW 175度線再検討の為めの北太

平洋漁業国際委員会の研究計画でアリ

ュウシャン列島のアダツク島附近より

標識されたもので，本年度は西経潟、場

のオリユトル地区が大豊潟、で、あった関

係木和ではベニ，シロ，マス合せて 9尾

(デスクタツグ型，スバゲテイ型〕の

再捕を得た。これを全船団の再捕数を

考えた場合，現在の¥v175度線は問題

になろうし，三本年度のベニの大豊憶は

思わしくない地域の大漁となって，ネ

ットマーク魚，産卵群の減少等の点を

考え合せた場合北太平洋漁業国際委員

会の重要な論題となりそうである。

他に当場より放流された鮭鱒の再捕

業務がある今等は常呂川 4年魚、の標識

魚の同帰年次とあって，再捕に充分注~
意した結果，標識らしきものも(組合

せ確実でなきものを〉含めて97尾の再

捕を得た。この内標識組合せ確実の 7
尾(有腹鱈，脂鰭〉もみつかれ鮭鱒

培殖事業の重要性も認識させられた。

この 7尾については，作業員の連中に

特別賞品附けの，かいがあってみつか

ったし，社員作業員の協力にも全く感

謝した次第で、ある。

北海道から放流された稚魚、が，一人

前の親魚になる為めはるばる北洋の海

迄やって来たのだと思うと，全く嬉れ

しさを感ぜるを得ませんO

ベコウオ・・・・・・

これは独航船のホマチ魚或は隠匿魚、

の事で北洋鮭鱒の特右語である。ニ、、

ン漁場等でニシン枠の積取りのヤンシ

ユワがサンパ船に多少の魚をホマチし

て，帰郷の際の土産;魚として別~フナ

グソ等と呼んでいて，ベコザカナも此

の種に属している言葉である。

鮭鱒の場合は許可条件によりぬ獲し

た，魚、は全部母船揚げしなければなら

ない事になっているし，各独航船毎に

割当頓数もあるので，ホマチf号、は絶対
認められない事になっている。正式に

は全部割当ノルマの範囲で土産魚、用と

して各独航船に積み込まれるが普通で

ある。



このベコウオの適発とし、う業務が監

督官にある。 7月中旬近くになって，

ノルマ達成の独航船も現はれて来る頃

4こなると船団切揚げの為めの取締り業

務に入る。これが各独航船のベコウオ

の検査であるこの場合各独航船毎に一

隻ずつ船内くままなく検査するわけ

です。北洋のあらくれ男達の寝室は勿

論の事各船除を入ってみるが，人権尊

重の今日，余り感じの良くない仕事の

、部類、である。ベコ検査の他に塩量検

査，予備網封印解除等ネズミのように

船鎗に入る監督業務である其の都度お

互にいやな思いがする。こんな検査の

都度あらくれ男達に海にでもレツコさ

nるのではないかと冷汗せという所

だ，監督官の業務にもこんなつらい事

ーがある。

帰りコース・・・・・・
太船団の割当ノルマ 5，958屯を目標

に連日操業が続けられ，鮭鱒と共に明

けくれた，生活も 7月に入って来る

と，北洋の海も夏型となれデッキの

上も気分がそろそろ良くなる頃には，

船上生活にもあきが来るーその中に 7

7 月18日の待望のノルマ達成の日がやっ

て来る。本船の最後の操業漁区はコマ

シドル島の北方に当る 207区，母船の

イ立震は580-20'N1670ー 01'.Eを示し，

この漁区は日ソ漁業条約による 7月20

日以降の操業禁止区域とあって，監視

船より，木目の操業をもって本深区よ

り退避せよの電信が入り，緊迫した空

気の中に，ノルマ達成による操業中止

を監視船に打電した。早速赤白の祝モ

チが全員に運ばれ，ノルマ達成を祝っ

た。 18時30分一部独航船に最後の油補

給を行って.別れの汽笛を合iLiに針路

をS.Eにとり帰港の途についた。あの

時の喜びの気持は，何んともえいない
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嬉しい気持である。幸い大漁にめぐま

れ船団 3番目に帰途につくとあって，

船団全部が喜ひ、に包まれた。帰航とな

れば，独航船の方もはりきって船足も

軽くついて来るo 7月18日切り湯げ，

函館入港 7月28日早朝ム決まって，い

よいよ帰りコース10日間の整理作業に

入る O 我が輩のブJの仕事も，最終総漁

獲数，製品別生産高を報告，資料の整

理にとりかかるO 作業員は各工場機械

の取りはずし，数取り台の取りこわし

等の仕事にかかる。船内も日 i日と南

下するにつれて暖かくなって来る。函

館に近づくにつれて船内も上陸気分に

取りつかられる。独航愉からはカンf%;i
いレコードの音楽が流れて来る。作業

員の連中もそろそろ入港後のノロケ話

しもで、る…………

7月27日5時30分86日振りに日高山脈

がきれし、に眺められ，やれやれ無事帰

れたのだなあと安倍の念をいだし、た。

入 港・・・・・・
北洋かせぎのベテラン連中でも毎年

味じあわ切り揚げ決定の喜びと，入

港時の喜びは，何度味じわっても忘れ

られないと云うが，全くその通りだ。

我が輩のように最初のものでは，なを

さら印象的である。 27日夕方の87日振

り故郷の山々に接し，船上生活も今晩

のみと思えば，余計に寝つかれない，

28日午前 5時30分恵山岬をかわして，

遠くに函館山を眺めた時は，全く嬉れ

しかった。 沿岸には函館名物のイカ釣

り発動機船が港に何かつて，正にオモ

チヤの船が多数走っているように見え

る。午前 7時30分函館港外に一時停迫

税関の検査にかかる O 本日の入港は本

船より先に入港のE丸船団と午後入港

予定のK丸船団だ，税関検査も約一時

間程で書類の手続きも終って，ス港準
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備で，パイロットの案内で待望の岸壁

に接岸である。 78日振りの上陸とあっ

て，この聞の待たされる時間の長く感

じる事，全くたえらない気持である。

港内に入ると，函館市の入港観迎の

パトロール船による拡声器から涜れる

「御苦労様でした」の女性の声が第一

に聞かされ.78日振に本物の♀さんと

あって，今までも印象に残っているO

9時接岸，岸壁には多数の出迎いの

人でうずまっている。間もなく出迎い

の人の乗船がゆるされ，久しぶりの対

商とあって，船内到る所喜びにつつま

れている。我が輩の最後のピズネスル

ームも出迎いの妻や親戚の人でー満，

無事帰還のバーテイを行った。 M丸の

従兄も出迎いてくれて，しばらく北洋

の詰しでどつろいだ。その後サロンで

入港式を行い社長や重役連中からの慰

労会がも上う引Jれ解散した。

雑 感・・・・・・
最後に‘むすびミとしまして，簡単

に増殖担当者として北洋母船式漁業を

まのあたり眺めて感じた事を書き度い

と思う。この事は，北洋の鮭鱒は日米

カ日ソと種々と国際的にも問題になって

いるだけに，鮭鱒の増殖は重要だし少

しでも皆々様の参考になれば幸いであ

る。

北洋鮭鱒資源は大きい 母船式の鮭

鱒漁業党見て先づ第ーに感ぜられる事

は資源の豊富な事である。この区域が

鮮鱒の成育地帯である事は，いうまで

もないが，この一帯は恐らく泊海州，

樺太，カムチヤツカ，アラスカ，カナ

ダ，北海道，千島というあらゆる種属

の鮭鱒が成長する為にこの地域を索餌

i回避するものと考えられる，ざっと母

船式だけの 1日の水揚尾数は 50万~

200万尾になる， これは北海道の年漁

獲量(秋鮭)に柁当する，反田我々が

増殖を担当している，北海道の利用資

源が之等に比べると非常に小さなもの

で，いささかがっかりだ。これを更に

海獣(オットセイ，アザラシその他〉

に例を取ってみると，現在北大平洋に

棲息する数がざっと25万頭に蓄殖した

と推定されてL、る，今仮に北海芭から

放流される雑魚の内 1%が親魚になる

ものと仮定した場合，年々放流される

稚魚平均 3億尾として約 300万尾の親事

1号、が期待されるが，今海獣 1頭が 1日

平均 3尾の鮭鱒を食べるとしても 2日

足らずの餌料にしか柁当しないことに

なる。こんな事を考え合せると如何に

北洋の鮭鱒資源が大きい事が推察され

るし一時は壊滅と迄言われた，オット

セイ条約による保護規制処置により，

かくも増加したとなると，鮭鱒資源上

からも.そろそろ間引きの時期が到着

したものと考えられる。

母船式鮭鱒漁業の漁獲努力は非常に

高い 本年度母船式鮭鱒漁業は16船団

500隻の独航船の操業規模に及び，操

業も日ソ漁業条約により，オコック海

区及びブルガニーライン内では独航船 J
一隻当り投網反数は1.2km (274反). 

ライン外では15km(約300反)以下と

なっている。これを全際団の 1日の延

附設投網反数をみると，平均して13.5.

kmx500=6，7ラOkm(約 143，500反〉

となり，更に本年度の操業数を平均70;

日で計算すると. 6，750kmx70= 

472，500km (約10，045，000反〉の莫大:

な長さになり，この網の長さは地球念々

約11周という莫大なものとなるO

ここで考えなければ，ならない事

は，最近日ソ漁業委員会，日米加の北

太平洋漁業委員会で問題になってい



る，ネットマーク魚(網抜け魚)の多

い事や，河川産卵群の減少等の問題を

考えた場合，母船式鮮:鱒油業の漁獲努

力の非常に大きいものと推察される。

叉木船が本年度操業期間に米国標識魚

9尾を再捕し，北海道常呂川のものと

思われるもの29尾等再捕され，これを

全船団について考えた場合，相当に漁

獲努力が高いものと推察される，

上記の点より母船式鮭鱒漁業の操業

主区域内には，アラスカ，千島，カムチ

ヤツカ，北海道等から生産された鮭鱒

か棲息している事が考えられ，本漁業

は会海上の操業とは言い資源の問題に

ついては充分注意を払わなければなら

ない。鮭鱒は他の魚種とはことなり，

?l;:;海上で生産されるものでなく，その

国々の河川で生産されるもので，一般

の公海性魚属とはある意味では異なっ

ているもので，稚魚生産国が常に産卵
群と治岸，沖合，の漁獲ノミランスを考

えた操業形態でなければならないと考

える，現実の問題として，取り上げら

れている鮭鱒産卵群の減少について

は，沖合漁業によるものか，沿岸漁業

1によるものかは，別として，今後の任者

鱒漁業に重大な影響を及ぼすものであ

って，一日も早く科学的論拠の上にた

った，適正漁獲量による恒久的鮭鱒漁

業の確立態市!と予備資源の管理が望ま

しいものである。

未熟魚、が魚獲されている 母船式漁

業は流網により鮭鱒を魚慶するので，

どうしても多少の未熟魚のf号、獲はまぬ

がれないが，この概要を魚、積別にみる

と.ベニの場合は母船内では殆んど見

られないが.一般に独航船から母貯に

揚げられていない. 2年魚、が少量ある

程度差科目立った程度でない。マスは

全期聞を通じて 1年魚、と思われる魚体
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を見た事なかった。シロは本年度の場

合形態から言って 3年魚が，非常に多

かった。スケは全体的に見て全魚種を

通じて最も多心当才魚から 2-3年

土思われるものが，ベーリング海に入

って特に多い，以上概要を述べた通り

やはり相当数の未熟魚が魚獲されてい

るもので，これ等の点については，網

目の制限，幼魚棲息場所の退避等で或

る程度緩和されるもので特に注意すべ

き事項である O

制U~良漁獲量は魚種別jに 鮭鱒資源は

各魚種によって資源、の状態が異ってい

るもので，どうしても単価の高い需要

の多いベニを追う事になるが昨年度の

様にベニの派獲量が全体の50%もしめ

るとなるとベニ資源の枯渇はまぬかれ

ない事になるし.漁場によって或る程

度さけられる事になるので，各魚種の

資源の状態により魚種別の制限頓数が

のぞましいものである。

北洋の鮭鱒研究機構の不備 現在の

研究機関の在り方として，研究テーマ

も重要水産業に基づくものにそそがれ

るもので，これ等の点から考え合せて，

北洋の重要産業である，鮭鱒の資源調

査に対する熱が余りにもなさすぎるの

ではないか，もっと一貫した研究機構

を確立させ，ぬ業調整，規制!の問題を

より科学的論拠の上にもつべきである

し，もっともっと北洋の鮭鱒に関する

データーの蓄積が必要であろう。

母船会社はもっと増殖に関心を持た

なければならない 北海道から放流し

た標識魚が再捕された等北海道から降

下した鮭樽が相当数漁獲されているも

のと推察され，北海道の鮭鱒の産卵群

の減少等の点、より増殖事業に対しては

大いに，協力すべきであろう。






