
%が外傷のため舞死し，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チエントキルの鮭鱒が失

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

t~ ζ 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

竺の聞置を， ソヴイエート側からより細部

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

より抜草~

アメリカ太平洋漁業50年

自1903-至 1952

E 

51 g障化場はサタの問題の終止

符を主張さる。

15 

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

リカの鱗詰業者は， 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，解化場とい

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
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59 第三期通説

パ誌50年の中の 10年一1923(大正

12) -32 (昭和7)年ーは，“ドラマの 10

年"であった。 1921年の不況からの蘇生

に始まり，産業は“強気大相場"の員二金

時代を通じて栄えたη 唯 10年期が終る

時l乙“大不景気"の中につぶされて行

く。漁業のどの面にも，進歩発展ーある

場合，ただ衰退の前兆である発展もあっ

たがーが加えちれ，この 10年期こそは，

あたかもサケのラ η ンの年輪のような，

はっきりして消しがたい全長の跡を，太

平洋漁業の道のりの日乙残した。

との 10隼の雪之器の中には，他のどの

10年におけるよりも，より多い水産技術

の発展が，言者め乙まれたの健杢な科学的

研究に立脚した魚、放の保護が，本当の発

足をしたの科学研究と， j??礎的年物学的

調査における，国際的協力が始ったの?ソ

ナ開業は，活岸l乏しばりづけになってい

たきづなを断ち切り，最初のグリサパー

を進水させ，その最後の行き先が一今回

でもーかすんで見かねるはるか水平線の

かなたであるように，発展しはじめたn

すなわち，中の 10年期の発展の様相は，

弐ぎの 3つの方向において， きわだって

L、るの

(ll 水産技術・…・・デイーゼル・エンジ

ンの一般探用，急速冷原，機械の改革，

すなわち，ヴアキューム・シーマー， コ

ラプスト椛，高速フイラ，製函および

函扱い機械，サーデイン・ヵ γター，サ

ーデイン用スチーム・プリグモYグ。

(2) 調査研究と保護……オヒヨ一条約

とそれによって適用された科学的調査研

究の成りゆきの

(3) 商業的探究・・…0-:;ナの拡大，4::

産 酬と イ ユ一ミ戸一一一刊吋一の峨雌製艶造

タiン入， カキの生産， カニ擁詰の製造，

包装。

第四編外部よりの圧迫の 10年

80 第四期通説

われわれの 50年の，第4，10年の漁

業は，内からの影響よりも，外部からの

圧力によって，より多く左右された。 ζ

れらの年は，当産業一事実上金産業一千

が，とても大きな強さを持つ造山力の圧、

力を感じた年であった人今までの経済

の経験を越えた深きまで遣した内

“不景気"の経済復興の才能書きそ求め

た“統制経済ヘ新しい帝国を求めた“統

制きれない官僚主義(ピユーログラシ

ー〕ぺ世界が，乙ぞって，アメリカに市

場を求めた外国尽の“入国"。驚ろくべき

消費と，大きな変化そ伴った“戦争"こ

れらの力が， 19:¥3年(昭和8年〕から

1942年(昭和 17年〕の水産業に，作用

し，かつ反作用を為したη との期は，そ

れに直接先だっ各期が，そうであったよ

うな意味で，一つの発展の時期であった d

のではなく，ぞれは一つの変化の時期で司

あった・…・・太平洋の漁業の為の， また地

球上の，人々のためのo

しかし，われわれは，乙の 10年ダイ

ジエストにおいて，杢世界にわたる経済

の動向，わが国の政治社会的傾向および

第2弐刊:界大戦よりも，本質的に，水産

自体に関心を置くのしかもこの不景気と

ニューデールと，世界戦争の 10年 期 に

おいて，外部よりの圧力にもかかわら

ず，水産自体が何等の前進をも記録しな

かったとは，誰がいえるであろうか。

91 3個の侭留条項べ、ユサケ



米国とカナ夕、1とおいて，また世界の国

国の漁業保存において，その影響の長く

感知されるであろうところの， 19:35年に

行われた重要な出来事の一つは，その時

には比較的関心が無かった。ワシントン

州知事クラーレンス・ D ・'"-チンは，

1930年以来国務省の中で眠っていたべ、

ニサナ条約に息、を吹きこもうと，決心

守した。彼は“わが州の感'1育は，しだいに

この費源の公正妥当な保護と永久的回復

を計る為，決定的な措置を講ずることを

要望する方向に動いている"と書いてパ

シフイヅク・フイシユ-，ンの発行者 i

ラー・フリーマンにこの目標に達するた

めの運動を起すことを依頼した。

92 日本人プリストルペーのサ

ナ費税、をねらう。

“日本のサヶ13E業者プリストルペーに目

をつける“-….. 19;)o年の初号に現われた

この標題は，第 4，10年期の残りの年を

通じてi寅ぜられ夕、、ヅチハーパーの爆撃

とアリユーシャンの前哨である， プトウ

、ーとキスカの陥落によって，終幕となっ

ーた一つのドラマの最初jの~hになったっ
日本のタラ釣りや， 才ヅトセイ取りのス

クーナは長年月， アラスカの領海を侵し

ていたが，プリストルペーに最初のカニ

工舶が入ったのは， 1930年であった。

1935年まで彼等がそこでサケを取った

り詰めたりしたかは知られてない，物語

は 19'}6年の 4季をめぐって速みやかに

進んだ。 InJ年8月われわれは“日本人は

プリストノレベーのサケ漁場を調査す"と

書き彼等がそこで行った漁勝と製造の作

業状態を報導した。アラスカにおけるこ

の日本人の活動に却して，まき上がった

驚きの叫びはするどくなりー…・・日本のト

17 

ロール漁船等が， メキシコ水域に現われ

て，そこで漁業権をかちとったとき拍車

をかけられた， 10月に太平洋沖、業組合は

決議を公表した。“公海において，アラス

カのサケ漁業を搾取しようとする日本人

の発表された計画は重大な恐威である"

そして年が暮れる ζ ろ，北と南の金海岸

の漁夫たちの組合は，アメリカの河で産

卵するサケを横取りしようとする日本人

の，活動に対して活ぱつな抗議の声を挙

げていた。

94 カナダ騨化場を棄てる

サケのための瞬化場が 1936年にカナ

ダによって断念されたが，それは， カナ

ダの科学者たちが年来の徹底的研究の結

果適当な再生産が，天然の基礎では成功

することが出来ない，比較的限られた場

合を除き，人工酔化というものは，天然

蕃殖の健全な代替物ではないという，信

念を得たからである進歩した生物学的思

考はこの一撃によって瞬化場はすべての

サケの問題を解く万能薬であるという長

い間の官僚主義的教理へのl天11后な，炉、れ

い的服従から解放されたのである。

95 日本人がアメリカのサケの

操業を申し出るの

北太平洋漁場の国際劇は， すばやく

1937年に一幕のサブ・クライマヅクスに

達した。ひとり日本人が漁場をねらった

のみならず，ある英国の企業が，才ヒヨ

ーのため，太平洋のパンクにノーJレウエ

ーの冷蔵舶トーランド号を送りたいと申

し出Tこ。日本人はそのメキシコ水域にあ

る活動を強化した。それ故かような日本

人の侵入に対する不安の感じが，金太平

洋をおおった。しかし場面の裏で行われ

ていた何事かを， 1937年の春に， もらす
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ことは， T・タカサキという日本のー製

健業者にかかっていた。彼はシアトルで

業界の代表的人たちと会見して，アメリ

カ市場のためサナ纏詰を詰める日本のヱ

舶をアラスカ漁場で操業させる共同経営

の会社を作りたいと提案したのしかしア

メリカ労働界代表の強硬な反対と，アメ

リカ業者の断呼とした担絶がこの提案の

息の根を止めた。しかし，乙の提案の底

に意味されたものは明白であった。

第五編 コース固めの 10年

105 第五 期 通 説

将来の漁業は賢い使用による保存の観

念じ科学的調査研究が決定する事実の

ても， もっと大きな重要性をもっ前進を

記録した。容易におわかりのように，そ

のもっとも重要な発展は，水質研究会を

誕生させてその仕事に手を着けさせたこ

とである……それは水産研究のただひと

つの国立でない企業体で民間の企業が公

共の利益のため科学的研究を支持して行

わせているただ一つの例である。 1945!乙

多数のアラスカのサナ漁業経営者等は，

当時現存の研究機関が， もつばらそのと

きどきの，当座の管制と取り締りのプロ

グラムlとわずらわされていた乙とを感

じ，才ヒヨ{とべ‘ニサケの国際的調査計

画の仕上げによって，世界的に知られて

基礎の上l乙理智的に進められていかなけ いるW.Fトンプソン博士と準備的打合

ればならない，かかる将来のコース如何 せを行った。その結果， 1946年に運動が

がひとたび第2弐世界戦争に勝った後， ー拡大され，ついに 1947年ワシントン大学

第 5，10年期-1943年(昭和 18年〕ょ のグラジユエート・ 7 クールのー構成要

り1952(昭和27年)!乙手.る一主要な関 素として，水産研究会が設立された。

心事であった。 10年期の最初の年々は， 水産研究会は始めプリストルペーのぺ

自然戦争のもろもろの要求が圧倒してい ユサケ漁業l乙関心を傾けたが，現在では

た…そして漁業は，乙れらの要求をフル プリストルペー，南東アラスカ，コデイ

に満たした。そこにはただぼう然とする アク島，アラスカ半島，プリンスウイリ

ような，おびただしい徴用漁船の損失と アム・サウンドおよぴ魚類野生生物局と 4

また誤まれる官僚主義とそれに巣喰う幼 協力して，クヅク入江を含む調査計画を

稚な，青二才の経済官僚らによってこう 行っているその活動外人の太平洋サケtと

むらされたハンデイキヤヅプもあったけ ついての知識の盲点を埋めるための基本

れど，戦争が終ってその教訓がまだ記憶 的研究に向けられている。研究はもっと

に新しかった乙ろ，北アメリカ両海岸全 も厳格な科学的，学究的水準と保証に従

体の太平洋漁業の指導者たちは，将来の って実行され，その結果はワシントン大

長年にわたって，かれらの産業を追うべ 学とアメリカ国民一般の財産となる。乙

きコースについて関心をもちはじめた。 の水産研究会は一つの大きな天然資源を

109 サナ漁業は科学的調査計 公共的利益のため，科学的に研究するこ

画の後楯てとなる。 とを，民間企業が支持している例として

第 5，10年期は，漁業の国際関係の分 今日全世界において独特のものとなって

野において，大幅の前進をしたが，それ いる。

は科学的調査研究と考え方の分野におい 132 カナダのサタはピークに達し
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アラスカのサヶは底を突く。

まことに印象的な発展が，サケについ

ての，第5，10年期の末ころを色どった。

1951年の中ころ，長らく続いていたサ

ナ臨詰に対する 25%の輸入税率が 15%

に引き下げられた……輸入高の上に直接

あまり大きな影響もおよぼさずに，この

年のアラスカのサケ擁詰の製造高は1911

1年以来展底となった……英領， コロンピ

アにおいては，同領始まって以来の歴史

的犬生産を挙げていたときに，乙の対称

1ま英領， コロンぜアアラスカにおいて行

われた保護と管理の計画の安当性を裏づ

ける光明となった。この鋭い対I守的な経

験は，すでに水産研究会のカによって発

見された結果を改めて強調した。そこで

同会は 1952年の始め，サケの逃送から

生ずる再生産の大小は，逃走した尾数の

多さよりも，むしろ逃走のタイミングに

よること並びに，それは産卵を行う親魚

の異なる尾数よりも，むしろ蕃殖を行う

活力の上から測られるそれらの質による

百という結論に基く，“サケ保護の新概念

を宣言した。

1952年の始め，流網の漁業者がプリス

トlレペ-ーのゆたかなべ、ニサケ費源の上で

漁をする動力舶をはげしく求めたため再

ぴ，造舶が驚くべき隻数に上ぼったろ米

国水産会は，その全国総裁を傾ぐ方向を

再び太平洋岸に向けシアトルのホラズ魚、

製品会社の社長チヤールズ・カアルハデ

フを選挙した。

133 三国漁業条約保存の原則

をうたう。

1951年が暮れる結びの週間に合衆国

とカナダと日本代表団が東京に会合して

ついに北太平洋の公海漁業に関する国際

19 

条約の案を作成したの乙の条約は， (1)調
印国l乙公海の漁業費源を利用する権利が

あることを確認し， (2)ィ〕己に実際上可

能だけ十分にかつ持続的生産量まで利用

されている漁業およびロ〕生産性の維持

または増大のため，保護されている漁業

から白帯しなければならない事を同意さ

せかっ同北太平洋漁業費源の調査を行い

それとその保存について勧告を行うため

の一つの国際委員会の設置を実現させる

ものであった。乙の条約は 10年間の効

力を有し， 岡本はこの条約によってアメ

リカ海岸の沖ではサケ，才ヒヨー，ニシ

ンの漁業を行うことを自粛することにな

った。乙れは大きな動きであってその影

響は第5，10年期を越えて将来の 10年

期におよぶであろう。 c大久保〕

ソ連漁業労組代表来場

5月10日来日したソ連の漁業労組代

表は 16日当場を訪れた。 この際アレキ

サンダー氏は開口一番，鮭鱒増殖の重要

性とより積極的な増殖に対する期待をの

べて場長を激励した。また，標識放流に

ついては強い関心を示し，短時間ではあ

ったが，種々意見の交換が行われた。

代表団はイプキン・アレキサンダー

〔中央委員会幹事会モスコー地区委員，

安全措置部責任者〕リシール・シユク

(機械技師，ムル 7 ンスク経済評議会漁

業管理部〕ジユエルシヨフ・ニコラス

(通訳〕の 3名で，この訪日は杢日本労

組国際委員会の招携によるものの




