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太平洋鮭の保護と漁業調整

仲 B.Lコトフ記

大 屋 善 延 訳

太平洋の鮭は鮭科の魚、族中最も経済的

に重要な意義を有する。北部太平洋にお

ける鮭の漁獲高は 500万-600万チエン

トキルにおよび，世界全体の鮭鱒漁獲高

の84%に相当する。

1951年には鮭鱒の金漁獲量の 50.7%

がアメリカ治岸で漁獲され， 49.3%が極

東治岸(日本を含む〕で漁獲された。ま

た1954年のアメリカ治岸での漁獲高は

54.6%，極東治岸の漁獲高は 45.4%で

あった。

特定な年(1937年)には太平洋の北西

部だけで，鮭憾の漁獲高は 600万チエン

トオ、 Jレにもおよんだ。

近年は， ソ|司盟の漁業計画に恭く極東

での総漁獲高中，鮭舗の漁獲高の占る割

合は 33%程度である。

太平洋の鮭鱒漁業は特l乙，鮭舗が河川

内で繁殖するため接岸することによって

成立っている。永い間鮭鱒は産卵のため

河川内に湖上する時期にのみ捕獲されて

いた。領土内l乙産卵河川を有する国々の

住民が，鮭鱒漁業に従事していたことは

いうまでもない。これらの国々では鮭鱒

が天然繁殖するための条件を改善し，鮭

鱒人工解化場建設など，必要な手段を構

じている。世界の鮭併交椋の産業的開発

は，これまで主として地方的な性格を維

持してきた。ソヴイエートの極東地方の

経済にとって，鮭鱒は重大な意義を有す

るものである。しかしながら今世紀の 30

年代に至って，日本の漁業家たちは，カ

ムチャ γヵに接する外洋海域での鮭鱒漁

業を発展させ始めた。 1936年-1928年

には彼等は更に太平洋北東部での鮭僻漁

業の組織化を試みるに李.った。

アメリカ漁業団体の激しい抗議によっ

て，太平会洋東部における日本の鮭鱗漁業

は阻止された。

1952年には日本は，北アメリカおよび

カナグと協定を結ぶことを余儀なくさ

れ， この協定によって日本は，この海域

で、の鮭餅漁業を支;控るよう義務づけられー

た。北アメリカ鮭群と極東鮭群との棲息、

域を区分する仮定の線として， 西経 175

度棋が採用され，この協定以後日本の漁

船は，西経 175皮綿以西での鮭の捕獲，

すなわち極東鮭の捕獲を始めた。

1952年以来日本人は，ソヴ、イエートの

各河川で繁殖する極東鮭の漁業を，外洋

において著しく拡大させた。

外洋で日本人が捕獲する鮭鱒の漁獲高

と， 日本の港l乙根拠地をもっ鮭鱒漁船の

漁獲高とを合せると，その漁獲高は弐の

通りである。〔単位 100チエントヰ、 Jレ〕。
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産卵回融会、を捕獲の対象とする，無調

整の極東鮭の漁業は， すでに 1955年に

は鮭鱒資源の維持をおびやかす規模にま

でなった。

1956年には，外洋における鮭鱒漁業規

整に関するソグイエート政府の施策によ

って，産卵地へ向う鮭の回融路の条件が

若干改善された。

3 日ソ漁業条約は，日，米，加の協定条

件と異なり，日本が外洋において鮭鱒漁

業を営み得るようにしである η

しかしながら，既存の費料が示す如

く，非常に強庚な鮭鱒漁業を外洋でその

まま続けさせておいて， ソヴ4エートだ

けが如何に自国領土内において，鮭鱒の

保護並ぴl乙再生産を行っても，決して現

在のとの避け難い鮭鱒費源の悪化を防止

する乙とは不可能である。
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し，その 1/6以下であった。

1957年のアムール河流域における鮭

の捕獲高は， 1956年に比してやはり著し

く減少した。

鮭鱒の保護並びに再生産の目的で，ソ

グイエ{ト連邦の魚類保護機関によっ

て，現行の保護規則l乙更に制限が加えら

れた。産卵場での鮭鱒捕獲の杢面的禁

止，河川内での鮭鱒の湖上を保証すると

同時に，またアムール流域での樺太鱒お

よび夏鮭の捕獲禁止，マイナピリギノ河

流域にある，チギジンスク入江での鮭鱒

の捕獲禁止，更には樺太において樺太鱒

の捕獲を禁止している。

極東帯域?と関する現行規則を施行する

他，保護や調整を強化するため，漁業監

替官および監視舶の較が増加された。そ

の他鮮鱒の人工的な再生産に関する大き

カムチヤモYカ南西岸の河川内に鮭の親 な仕雪が実施ぎれている。

魚を湖上させるTfめ，ソヴ4エートの菱 岡本海舶による鮭鰐の高度の漁獲は認

魚土地改良ステ{シヨンの行った観察の 容し難いものであると同時に，網および

結果， 1957年には樺太鱒はこの地域で 延縄によって鮮鱒を捕穫する際，魚が傷

、主は，僅しか糊上しなかったし，産卵時の っけちれる精巣，鮭僻漁業に犬きな損害

プ親魚群と対比して，ケタは 1/20'紅は 1/40 がもたちされている。

以下であった。 1%7年の， 4つの漁業海区およびカム

ポリシヨイ河の支流ーハイコブスキー

およびトラチーチ源泉には，鮭が攻の如

く棚上した(尾)。

ナタ

紅

1931年

20800 

430 

1955年 1957年
4270 190 

60 20 

カムチヤヅカ河での紅鮭の捕獲を禁止

していたにもかかわらず，同河川内への

紅鮭の湖上は低下し続けている。 1956年

にカムチャワカ河で産卵した紅鮭の数

は， 1951年の親魚群に比して 17%少く，
また 1951年の魚群は. 1952年の群l乙比

チヤヅカ河の三つの河川漁場並ぴにカ

ムチヤザカ糖の漁獲統計は，鮭の約50

%が魚体に網傷の跡や， 間本の神、師が釣

漁具を使用している関係上，魚、体に深い

傷や刺傷を有することを示している。

キフチフ河に湖上した樺太鰐の内，傷

のついた樺太鱒は 15%. その中産卵場

に到達し得たものは1.7%であった。と

の乙とは，産卵に至るまでに網傷や外傷

を負った樺太鱒が著しく舞死した乙とを

物語っている。前記の費料によれば，網

傷や外傷のある鮭は，外傷のないものよ
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りも，生存し件なかったの (7，...__12%)。

日本の託1・洋漁業が，鮭鱒の再生産にお

よぼす間接的な影響のあらわれとして，

日本人の漁場に近い産卵河川程，多くの

網傷や外傷を負った鮭僻が棚上する。例

えば 1957年には，東部カムチヤヅカの

河川内に，網傷や刺傷のある魚、が平均

50%湖とし，千島列島の河川には約 50

%，西カムテヤヅカの河川には 12-15

%，才ホーγク治岸では 10-12%，樺

太の河川には 2-12%，アムール河には

8-10%湖上した。

1957年8月5日から 10日まで， 国後

島で集められた鮭鱒の試料は，次の如き

網傷の指数を示していたっ

8月5日網傷のある魚、の割合 4g.1%

6日// 67.7% 
7日// 49.9% 
8日// 4g.2% 
9日 。 4g.2%
10日。 47.7%

産卵河川の河口地帯の浩岸で，鮭鱒の

捕獲が行われていた乙ろは，各地域の鮭

鱒の群lと対する，漁業の操業率を定める

ことは困難ではなかったの海洋漁業が出

現するにおよんで，鮭{憾の捕獲の規整は

非常に複雑になってきた。海洋漁業の影

響を厳密に判定することは出来仕い，ま

たその為に沿岸漁業を正常に規整するこ

とは困難であるの

乙の日本の鮭鱒漁業の結果，各河川の

鮭鱒の群l乙認容し難い大きな荷重がかか

り，そうして各産卵水域の鮭鱒の，ほと

んど完全な絶滅が起るであろう。

平野義見氏の労作“サケ属魚類標識放

流試験結果概観"(1953)には， 鮭は太

平洋海・域の北部から， カムチヤヅカおよ

び才ホーサケ、治岸にのみ向うととが示き

れているのすなわち，

カムチヤモソカ治岸l乙向うもの

白鮭 80% 樺太鱒 20%

才ホー';lク治岸に向うもの

白鮭 90% 樺太鱒 10%

北日本の港を根拠地とする漁船が行動

する海域の鮭鱒を，その再生産の地域別

に区分すると次の如くである。(%)。

白鮭樺太鱒
カムチヤヅカ K 恥

向うもの 35% 50%も
オホーγ ク地方に，'/ 15% 15% 

アムール河に // 355杉 10% 
樺太に // 15% 25% 

アムー1レ流域およびカムチヤヅカ河に

は白鮭および樺太鱒は，鮭鱒が普通分布

している海域の，南部から接近して来

る。このとき鮭僻の南の群団は，北日本

の港に根拠地を有し，北枠組度以南で

操業する漁船によって，極めて強度に捕

獲されるのである。.

漁場の北方部で，母:舶を根拠地とする

漁船による所の鮭鱒漁業が，たとえ日ソ

両国の協定によってある程度調整された

にしても， 1957年には漁場南部におい舗

で，直接北海道の港を根拠地とする約400

隻の漁船が，充分な調整なしに操業した。

海洋の索餌海域での流網漁業は，鮭鱒

の資源l乙大きな損害をもたらすの流網漁

船は多数の未熟なマスノスケ，白および

紅鮭を捕獲しており，その中でも混獲さ

れるマスノスケのほとんど全部は性的に

未熟なものであるの

若し将来においても同じような紅鮭，

白鮭およびマスノスケの漁業が続けられ

るならば，これらの鮭鱒類の，産業的な

意味での保護は不可能となる。

前述した資料は， 才ホーモ'lタおよびカ

ムチヤモヅカ治岸で，成熟した鮭鱒の約 10



%が外傷のため発死し，産卵場に達し得

ないととを立言IEしている。従って毎年海

洋で， 120，000チヱントネ Jレの鮭鱒が失

われることになるが，若しこれらが産卵

[ 場に達していたら，数千万粒の卵を産ん

だことであろう。

鮭鱒費源を保護し，その再生産の条件

を改善するためには，これら魚群l乙対す

両日本の漁業の，認容し難い影響を減少

しなければならない。

先ず第ーに，日本の漁業については，

鮭鱒捕獲のための釣獲穐具を禁止すべき

である。南部海域における鮭鱒流網漁業

を調整するためには，北部海域の海洋漁

業で実施されている条約の規則を，北緯

48度以南にも適用し，中でも北海道に接

する海域に適用する必要がある。

極東の鮭鱒資源の再生産を改善するた

めには，海洋における漁獲は制限される

べきである。

重要な極東鮭群に対する， 日本の漁業

船団の影響を，より一層バランスさせる

『ためには，今後，漁場における日本船団

二の聞置を， ソヴイエート倶]からより細部

にわたり調整する乙とが必要である。

(道立騨化場淡水係長〕

北洋へ 3名

本年の漁業監督官は弐の 3技官が派遣

され， 5月5日勇躍函館を出港した。

三浦〔本場，旭光丸一6，979屯〕

尾崎(十勝文場， 目安丸一5，800屯〕

麓 (北見支場，明晴丸一5，618屯〕
なお，手紙などの宛先は下記のとおり。

三浦・麓技官・函館市真砂町日魯漁業

KK函館支社気付。

尾崎技官函館市東浜町宝幸水産KK
画館支社気付。

~北洋資源研究協議会資料

より抜宰~

アメリカ太平洋漁業50年

自1903-至 1952
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51 g障化場はサタの問題の終止

符を主張さる。
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保護の考察を終える前l乙，われわれは

今一度，瞬化場がサケの救い主であり，

人工醇化があらゆる病気の不能薬を供給

しているという考えに，奴隷のように一

辺倒した執ようさに，言及しなければな

らない例えば，1914年に太平洋漁業組合

(アソシエーシヨン・才ぢf・パシフイヅ

ク・フイヅシヤリーズ〕が組織された

時その綱領の第一項には“各種の食用魚、

族の人工僻化を奨励する乙と"であっ

た。また 1918年のことであるが，アメ

リカの鱒詰業者は， フレ{ザー河を研究

している米加委員会に，“F障化場が，産

業の救い主になるであろうか"と語って

L、る。

1919年の末になって後，初めてパシフ

イワク・フイヅシヤ~"?ンが，ある疑い

の証拠を持ち出した。その時，そしてそ

の時からずっと引き続いて，瞬化場とい

うものは，唯特殊な条件の下においての

み，有効であり正当である。それに頼よ

ることは，科学的研究の代りとなりうる

ものでなく，またそれは実地の経験と測

定がいる漁業取締りの問題に利く才能薬

を提供することは出来ないという考え

に，向きが変ってきたのである。

第三編 ドラ?と発展の 10年




