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H乍年，北JlLf丹岸で、(hlの漁期間中，鰭の

一部や乱1325の欠けたもの，あるいは背ιド

に， ピニーノレのチュープーがif子いた鮭が沢

山鹿れた事が皮ノ?新聞やラジ才で発表さ

れましたので，これが醇化場あるいはそ

の他の試験機関が放流した標識京t，である
ということは大方の御承知のことと思い

ますが，木隼皮捕獲された椋識鮭の結果

から本{f.の才ホーワク治岸の鮮の沼l活字状

況についてE11上げて見たいと思いますっ

しかしこの訴に入る前に，1.(¥の標識試

験ということについて巾上げねばなりま

せん今何故かといいますと，この標識試

験は極めて笥!の思い試験で，乙の結果か

ら標識を施さない他の健全な魚も同じよ

うなi回帰率を示すものと考え， これでは

たまらないからです。

魚、の生活状態， 1回帰性，放流効果を知

る為l乙可成り昔から魚、lと標識をつける試

験がuわれ， 1114いものは今から約 150年
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常呂川の標識鮭ど

北見沿岸の鮭漁業

星 野 克 己

知

車

岬

前，英図のマヅケンジーが，サケの脂f絡を

切断放流しており，わが国では大lE6年

石狩川のサケ lと;標識を施しております。

サケ許りで無くその後プリ，ヵ γ才，マ

グロ，タラ，ホ'/ケ，スデソウタラ，カ

レイ害見などの，11.ど煩から， カユ， エピの甲

殻類，クジラまで標識試験をやっており

ますの;斯様に色々な1.~1、績やその他の生物

に標識を施すようになったのは学術的要

求からでは勿論ですが，その対象とする

if.~組の費源量と漁獲長の問題が漁業免許

許可件数と切り放せなくなって来た為で

あります。

この例は目下，国民注目の的である日

ソ漁業交渉で， ソ連が資椋漁量を口 l乙日

本側の漁獲量:を制限しようとしているこ

とでお判りと思います。日ソ漁業交渉が

毎年難行しているのは裏面の問題はとも

かく，表面上回ソ両国の北洋の鮭鱒資源、

l乙対する見解ーが違う為で， "?ア資源量を



摘むということはそれ稗難しい問題とい

えます。乙の難しい費源量の問題を少し

ずつでも解明したいが為に標識試験が行

われるように成ったともいえます。

きて，サケの標識試験の割の悪い理由

について申上げる ζ とに成りますが，放

流する時のサケ仔魚の体長は 1寸3分か

ら1寸5分位，これが成魚、と成って採捕

官される時は約3年後のことではあり，体

長も約20f告に生長しています。

この 3カ年間に消滅せずかっ発見し易

い標識方法が仲々ありません。現在の標

識方法としては共のような方法がある。

着色法 アサ、ラシのような海獣には毛

l乙，貝類は伐にペンキ，エナメ Jレを塗

るのまた， イカなどには皮下に色素を注

射するのですが，セイゼイ 10J日以内よ

り持たない，長期の標識に向かない欠点

がある。

文 身法体l乙色素で，イレズ iする方

法であるが，これまた長期の標識に埴し
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試験場で脂鰭胸時腹鰭尾鰭4偲蓋を切断し

比較試験を行った処，防鰭が再生l乙最も

弱く他の部分は正確に切らないと切断後

約 1ヵ月後には再生し始めると報告され

ています。

第二の発見が容易でないという欠点に

ついては詑明の要が無いと思います。

処で今一つ除外出来ない点は，如何に

上手に切断してもその魚、が不共，片輪物

l乙成るということです。大体動物の如何

なる部分でも全く不必要と確定づける器

管は無いといって良いでしょう。全く不

必要なら退化して無く成って行くのが進

化の姿ですから，況して魚の鰭は陸上.動

物の手足，鳥類の羽根にも相当するもの

故，標識を施さない健全な普通の;(\~と比

べ運動が鈍く成ることは当然でありまし

ょう。

運動が鈍ければ他の大きい魚による食

害もまた当然予想される訳です。斯様な

欠点があるにかかわらず，毎年同じ方法

ない。 が実施されているのは現在これ以上の方、標識票法 ビニール，チュープや金属 法が見出きれない為であることを御承知

板をつける方法で昨年北見沿岸でもピニ 願います。

~)レチュープ付のもの18本カフスボタン さて，前置が長く成りましたが，昭和

式の 2尾が発見されましたが，これがア 29年春市呂川で放流する鮭稚魚850余

メリカの試験舶が北洋で成魚、につけたも 万尾の中， 50万尾に来「し脂鰭と右腹鰭を

ので勿論放流するサケの稚魚、には付けよ 切断(麻酔剤lこウレタン l%i液使用)し

うもありませんの ました。このように標識された鮭の仔魚

また，外部標識および体内標法という は他の健全な仔魚と共l乙活J釦乙川を降り

のもありますが到底，少さいサケの仔魚 7月末までには海l乙出て以後の‘長い誌・洋

に用いられよう筈もなく，体部分標識法 生活にl耐え得る体調準備が約 1カ月沿岸

の中，体の一部を切断する方訟を採用し を肱泳し沖合に姿を泊す。以来2カ年間

ております。 の鮭の生活状況は不明です。海に出て 2

これの欠点は切断部N~が再生すること 年目の春北洋アリユーシャン付近で，パ‘

と発見が谷易でないことですの ラパラ lこ泳いでいるのが発見される迄

第ーの再生という点に付新品県の水産 は，その聞の鮭は如何なる漁誌ででも獲
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ったことがない為ですの

4月の終りから 5月にかけ函館港は大

変賑い活気を帯びて米ますの昨年も大変

な賑いでした。これは約 500~をの独航舶

が 16船団に編成され共々と北洋を目指

して出航するからですが， この船団に騨

化場職員が3名，監督官，あるいは調査

官として乗船同行しましたが，この 3名

により常呂川の襟識魚、が確実のもの81

尾， 不確実ではあるが標識魚と息われ

る物 186尾カ〉発見されております。

御承知のように母舶に積込まれた魚、は

流れ作業で臨詰にあるいはJ令孫室l乙運ば

れる為，標識鮭1尾の発見も偶然ともい

える珍事ですが，一昨年も北洋に派遣さ

れた騨化場員 3名により矢張り常日川の

ものが 10尾発見されています。

海l乙出て 2カ年の春，北洋付近を遊泳

していることは右によっても立副会されま

す。

これらの鮭は 8月ころ約 500隻が流す

網をクグり南下を始め，弓たには北緯 48

度以南の流網舶 1，200余隻の網をくぐり

抜け知床岬沖l乙9月現はわ，ここで 2が

常田川信、識鮭 (29年放流〕肖作j数

|昭和川 l昭和2

斜 ii!?{}Y「liI 67 334 
湖;:t: ijt Ji1 615 
網走川
，『者11げ iに~j ti、f 281 829 
?台 日 )11 75 239 

湧1紋1君 別 di 作
14 49 

別岸n岸j詐H i B武室IJ IU 
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雄ィfr
桜北 ifヤ (1) 

(1) (18) 

!仏l l2悩
(2) I (18) 

不確実 20 1 131 

に分れ 1群は根室より太平洋に出，沿岸

、沿いに西方に向け，今1群は，北見，宗谷

を経て日本託手に出るわ常呂川の標識魚は

勿論後者の群に属していることは根室，

十勝で治岸河川共ほとんど発見した報告

を受けておりませんのに北見治岸での発

見数は別表の通りです。

脂鰭と右腹鰭が正確に切れたもの以外

は不確実なものとし記帳しておりません

が 131尾ありました。 唱

鮭は御承知の如く 3，4， 5年魚、として

掴指しますが， 2， 4年i!，l.として計2，509

尾を発見した訳です。勿論33年にも5年

魚、もj回帰して米ましょうが，現在までの

澗信発見率は 0.5%余l乙成ります。

これは雌 1尾の字卵数;:;，000粒，解化

率 85%としても，解化事業l乙供用した

雌 1尾より 12尾i回帰という計算です。し

かもこの成績も先に説明の如く償金魚、に

比し食害が多いこと，更に報告洩れ数が

甚大なる点を勘案する必要があります。

さて， ;}Ij表から常呂川の標識鮭は知床

岬より湧別町、沿岸地医までこれより以西

には全くfJ:かないということが判りま 4

す。

今一つは 31年には'市呂川以外の河川

には，全く湖上しなかった標識鮭が ~2

年俸か 1尾宛に過ぎないが網走川，湧別

川に湖上したということですの

この第2の点については本年度常呂川

の汚濁が原閃したものと息われるの

その理由として，

(11 常呂川河口にある捕獲場の漁具

(曳痛めに，パルプ工場の廃液により生

じたノロが甚しく付着したこと，これは

昨年までなかった。

(21 、沿岸の好漁，特に河口両側の定置



の好治、l乙比しi湖上数は近年に無い不成

績を示したこと，例年河口左岸の定置と

常品川の捕獲数は同一に近い数値を示し

たが本年度約5分の 1。

(3: 網走川，部別川に棚上した棋識鮭

は何れも， 11月中旬に糊j'RTし成熟魚、で

あったこと。

以上により常呂川の水質濁汚甚だしく

、河口付近到底佃，その為常呂町沿岸にお

いて多数再捕されたし，常呂川への湖上

に耐え得なかったものが，他河川に湖上

したものと考えられる=今後この傾向が

益々激しく成ることは， 32年 i'ート工場

が奉rr設され，甚しく汚水が放出されてい

ることでも予想され誠に憂慮される状態

にある=がしかし他河川への湖上は極め

て稀であり，かっ低ir<l]の範囲も狭く母川

i回帰の習性が誠に根強いことが判りま

す。
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弐l乙一昨年および昨年のオホーツク沿

岸の鮭漁獲高は別表の通りです。

オホーツクめYF市町村別新漁獲高

(単{千人 質〉

|昭和l年!昭和2

斜
旦/ι と二 可町mj I | l 

243，827 460，770 
68，754 322，994 

常 呂 133，204 98，713 
/I;号 日IJ Inr 45，086 81，346 

紋 Bi:z ll 
市奇 30，298 21，320 

ffoll H可 13，600 9，980 

雄校 ずiPに戸
nlj 18，780 20，325 
間J 31，816 26，604 

(農林省統計事務所調〉

昨年の北見沿岸の鮭漁は，斜J旦網走

沿岸が豊漁，市呂，i勇別沿岸が中海、，紋

別以北はさをく不漁で終りました。

また，別表によると斜J即より紋別に北

上する主群の外に枝幸沖より紋別沖にか

7 

け移動する薄い群があることが判りま

す。これは初漁の時期からも祉明されま

すが， とにかく紋別以北の鮎漁獲高は以

東地区に比し例年低い。

この要闘を常日川の標識魚の結果l乙照

合すると割に解明し易い。というのは紋

別以東と以北では，醇化場の放流数l乙大

きな差があるという点であります。

別表の如く紋別以東地医には湧別，常

呂，網走の三大解化場があるに反し以北

地区には，放流しているが鮭の放流数が

少なく，その地区の放流比率は僅か 3.5

対1乃至4対 1であるということです。

今後北見f.}岸均等に鮭漁業を振興せし

める方策としては，雄武，紋別地区騨化

場を拡充し放流鮭稚魚、の増加を図ること

が第一と考えられますの

乙れは私も騨化場職員の一入として余

り我閏引水の考に過ぎましょうか，大方

の御批判をお願する弐第です。

(本稿は昨冬NHKを通じて放送したも

の〕

オホーツク治7:'11附化場の知放流数

事業場名 ful 竺一昨 数
| 昭和 29年 昭28~3C年平均

l 岩尾別 196，000 310，300 
紋|斜里 303:000 i 990: 800 

|花探 3，885，000 I 5，040，000 別i ||i j:!，i iJム 6.662，000 I 6，408，300 
以 I'if; ，'5 I 8，523，000 I 7，031，700 
束|鴻}]I]I 10，113，∞ol10，24i，m 

I IJ、両II 29，682，000 I 30，022，100 

紋 祐JJ治部内別

3，465，400 3，543，200 

別 興盟も巴ミト
105，600 96，500 

1，515，300 506，100 
800，000 780，000 

以需別 563，000 499，400 

北 別 1，978，000 1，937，900 

小計 8，427，300 7，363，100 


