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① 決定から出発まで

昨年ソ連側の回答が遅れたため実施出

来なかった，日ソ漁業調査団の交換が本

年7月始め急に決定し，日本側調査団 13

名の入選も終り水産庁漁業監替舶東光丸

で7月 15日函館出港ナホトカへ向うこ

ととなった。東京から連絡のあったのが

7月9日で北海過からは北水研大垣所

長，佐藤，平野の両氏に私の 4名で旅券

の整備その他のため上京するようにとの

ことであったが，いろいろ交渉の結果写

真だけを送って全部東京で手続きしても

らうこととなりまず一安心， 10日には小

樽の検疫所で防疫関係の注射，種痘など

を済してこれも 1週間をおいて 2度行わ

ねばならぬものを無理に頼んで 1度で済

ました。更に旅行区域が北緯600 近い才

ホーヅク村にまでおよぶので日中 :-]OOC
を超える暑さのなかで毛皮のジャンパ

ヘ毛のシヤヅなど防寒衣料の準備に追

われ 11日になってようやく一息つくこ

とが出来た。 ところが12日午後0時東

京からの電信で先に送った，写真不鮮明

のため不合格，撮りなおして至急送れと

のこと，開襟シャツで外出していたので

大急ぎワイシヤヅ，ォ、クタイを買揃へ三

越の 4時間仕上げの写真を撤り辛じて 5
時半の航空便に間に合せ 13日午前中に

無事到着の通知を受けほっとした， (東

京では外務省， ソ連大使館とかけまわり

大変と迷感をかけました。)その翌日 14
日朝の急行で札幌をたち(早朝にもかか

わらず見送りをいただいた方々に厚くお

躍中上げます。)余市で北水研の 3氏と



合流余市駅では研究所員の盛んな見送り

をうけようやく旅行の第一歩をふみ出し

た。午後2時すぎ函館着まず水研支所へ

立寄り，添田支所長のところで旅券，旅

費などを受けとりさらに日魯漁業で手配

してあった湯の川大和旅館へ外務省の 3

人を除いた 10名が参集， 旅行日程， 視

察報告の担当などの打合せが行われ夜は

弘6漁業会社主催の歓送会に出席して午後

11時ようやく床につくことが出来た。 7

月15日は午後5時出港とのことで午前

中外務省の昇，西岡，磯貝の 3氏到着で

藤永団長始め13名全員が顔をそろえ紹介

が行われたのち出港まで自由な時間が得

られた。この聞に床屋へ行ったり，たば

こを買ったり，細々したものを整えるた

め街へ出fこが丁度火曜日で函館中の床屋

は休みとのこと旅館の顔をきかせてよう

やく一軒みつけてもらい往復ハイヤーで

整髪料合計700[ljその割にはきれいにな

らない高いおしゃれで、あった。きてわれ

われのために就航する 1111トンの東光

正丸は前日から函館第 2 土I~lí良に横付けとな

り甲板には歓送会用のテープルが準備さ

れ，午後5時少しwiわれわれの乗舶と同

時に税関員による旅券，手荷物などの型

どおり終った後平塚氏を始め各漁業会社

の幹部，道水産部，北大水産学部，北海

道水産会，北水研などの各fずその他多数

の歓送をうけ 5時すぎ一路ナホトカへ向

って出発した。海はやや時化ぎみであっ

たが，ほとんど船蜂いもなく約1昼夜半

の航海を無事にすごし 17日早朝ナホト

カ港外8浬の位置に到着したの

⑨ ナホトカ上陸からハパロフ

スクまで
ナホトカ港外8沌の地点で 1時停酷し

た東光丸はソ連側のパイロ γ トを乗せて
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再ぴ進航途中再び停船して税関員の乗舶

があり旅券，荷物などの検査が行われ

た。パイロヅトは今度の旅行で会った最

初のソ述人で 6尺ゆたか， 120kg級の瓦

体で比較的ノj、さく設計された東光丸内で

は天井ばかり気をつけ，船内を歩くのが

いかにも窮屈そうであったっ税関員の一

部は女でその検奈ももの柔く弓ミつてなご

やかなうちに提示する書類、に各自ロー 7

字で署名して O.K.やがてソ連側案内陣

および，ナホトカm長などの待つナホト

カ時頭へ接岸じたのは午前9時であっ

たn 着岸と同時に東光丸へ乗込んで来た

のは主席案内役ウラヂ才の太平洋漁業及

び海洋学研究所長のパーニン氏を始め，

ナホトカ市長ほか 10数名で最後までわ

れわれの世話に当ったカフコ氏の通訳で

rIi長の歓迎の挨拶があり，各自旅券を提

示しつつソ連日空第 1歩を印し直ちに朝

食のため白動車に分乗してレストラン・

ナホトカへ向ったの

上陸最初の食卓は極めて豪華でまず，

ナホトカ市長の歓迎の挨拶があって乾

杯， 日本側藤永団長の校拶でまた乾杯，

さらに共々と歓迎のスピーチがあってそ

のたびに乾杯また乾杯でウオトカ， コニ

ャγク， プ ]>"9酒 i'-;レを 200ccも入

る大杯で活発に乾し，査の多い料理を弐

々と片付け最後にシャンパンスコエで互

いの健康を祝してようやく食事終了，こ

の間約2時間，アルコール分40度を超

えるウ才トカ， コニヤヲクなどとてもわ

れわれでは同調することが出来ず終始レ

モネード(コニヤ';lクと同じ色をした〕

などで乾杯に参加し終るころにはすっか

り水腹になってしまった今食事が終ると

列車の時間が切迫しているとのことで直

ちにナホトカ駅へ向いわれわれのために
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特別に町草された寝台車〔軟床車という)

に乗込み， 12時発事ハバロフスクを経て

イズベ、スト，コーヅムザボード駅へ向

うこととなった内この寝台車は両側に上

下 2段のべ、ヅドを備えた 8つの部屋があ

り廊下も 2人ならんで歩けるほど広く各

部屋には大きな姿見のついた頑丈なドア

があり窓側にはしゃれたテープルとスタ

ンドが置かれて一寸小ホテルの部屋とい

った感じであったわところがすべてささの

!被寒期に備えて設計せられているため窓

はほとんど聞くことが出おず上部 2Qcm

ぐらいが辛じて通風口となるのみで，あ

いにく瓦シヤヅ一枚でもj巾十r-の出るほど

のむし暑さ，夜も J，lもほとんど眠ること

が出来ず室内出医は ;;50c r乙E昇真に昔

しい汽車旅行であったの特別寝台車とは

いえH的地へ向う列車に連結して，その

方向へ行く列車のないときは長時閣待illt
線で待たされるなど来訪日に聞いてもい

つどこへ済くか分らぬとのこと， rn乙大

陪的で!ヨ木のE確な汽車になれたわれわ

れにとっては奇異なことであった。 i全Iド

の駅とは名ばかり切符も:阜の入口で検札

しホームもなく駅の建物も弓ミヮて小型!で

各，I，g{とも転桔手はほとんど女性が従事し

ていた、 途中ハバロフスクを経てナホト

カ出発以お :-::2時間余りで長>>;t場のある
イズべ、スト・コーヴイ・サ、ボード駅へ到

持直ちに下車して近くの行友工場労働者L

食常でn田舎とは民われない豪華な晩サ

ンを採り，ナホトカ|司様乾杯の連続，合

日jlの交歓約2時間を愉快にすごし再び寝

台車へ帰って一泊する Jこととなった。ハ

バロフスタを経て間もなく黒竜江の鉄橋

制度りその大きさに目を見張り通過時

間約6分全長 4粁を越えるとのこと，

3，000トン級の舶が3隻上-Fすてる状況が

見られた内われわれの寝台車には νスト

ラン・ナホトカより美人女給が一人サー

ぜスのために東軍，その名はべ、一ラさん

団員一同の人気苦となりペーラさんペー

爪サンでいろいろとお I陪舌になったのも

う一人女性が乗っていたがこの人は身長

175cm，体重80kgという年配の婦人で

主として車内の活掃を担当真安掃除器を s

持って各部屋の整理，整トンに当ってい 7
たη また，ナホトカからわれわれと同行

した人々は前記研究所長のパーニン氏，

通訳のカフコ氏およびリヤホ、フ氏その他

モスコーから派遣されたヴラドフ氏など

で途中ハバロフスタからはコートフ氏，

ほか専門家3名， タス道信見 2名などで

われわれと合せて総勢 24~5 4'iとなり，

;]0時間を超える汽車旅行も退屈するこ

ともなくすごすことが出来たが，前述の

とおりの暑さには総員かなり休力を消

耗，特に洗面所と便所はわれわれの感覚

からひどく不潔で水も少なく色も同色と

いう状況で，その使用は両方共にかなり

の勇気を必要としたうテプロフスキー養 J

魚場ゥ翌 19悶は最初の視察地のテプロ

フスキー養魚、を訪問ハイヤー 1台にトラ

モソク 2台〔乙の筒にはハイヤーが 1台よ

りなかった様子〕に分乗約4粁 20分で

到着したのソ連の養魚、場はわが国の静化

場であってζ 乙ではわれわれと同様、視魚、

の捕獲から苔養採卵僻化放流の仕事が行

われている。府化場のある e'ラ川はアム

ール川の水支流で、略北海道の千歳JI[ぐら

い，騨化場の位置はその中流にあり近く

にやや大きな濁泉があって放流稚魚、は乙

こで約2カ月ぐらい遊び，かなり生長し

てぜラ川へ降りさらにアムール本流を経

て海へ速するの舵化窒，事務所は共に丸

太組の頑支な建物で騨化室長2棟と採卵室



業捕獲場および室内養魚、池の設備があり

年間 3，000万尾前後の稚魚、の生産が行わ

れている。醇化設備は一見極めて大雄把

で全部手水式を採用，醇化器はわが国I百j

様アトキンス式を用い，事業はまず，親

魚の捕獲に始まり，その大部分がサナで

マスはほとんどないとのことであったの

湧泉からざラ川へ注ぐ水路上に建てられ

丸た捕獲場兼採卵室の下流に幅5間余の簡

単な魚、止装置およびウライが設けられた

室内で魚、を取掲げるよう設計・せられ親魚、

の大部分は直ちに採卵に供され未熟魚は

一時他の医主I¥{乙入れて催熟ほとんど 2-
日で採卵に供されるうi'ラ川と乙の沼泉

に入る親魚の割合は椋識:三:般の結果:泉へ

80%i'ラ川上流へ 20%であることが知

られ最近泉へ湖る割合が次第に増加して

いるといわれている。捕獲された親魚は

傾斜したテープル(採卵台〕土で採卵に

供されるが雄雌共に肢を割いて卵措を採

取雌7-8尾l乙雄2-3尾の割合で精をス

プ{ンで掬って卵に加え羽根でtl'Hlし謂

h 所ドライメソ γ ドが行われている。採卵

採精は共に一人で行われ頭部をテープJレ

に設けられた針に差して保持するように

なっている(針の太さは 5寸釘くらいで

長さは約5-6cm)受精後の卵は受卵器

に金網のふたをして水槽に漬けよく洗織

して，さらに金制張りの容器に移しがJ2

時間静置して騨化室へi民存されるわが国

のものと同様の附化盆に 2，200~'iLC-l， 2叩

粒入る卵掬い使用騨化金の卵は略2重と

なる〕宛盛分けて醇化槽l乙納められ瞬化

槽は平水式で一区割の幅 140cmほど

あり 4列にならべられ 10段 40枠を 1区

割として 20区劃 800枠が 1つの騨化窒

に収容せられる内解化直前にはさらに屋

根のある養魚、地へ移されその間隔を1.5
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mとし醇化終了まで放置される内解化水

温は平均3.30Cで 125-1308を要して

瞬化しさらに長魚、池で 40 日 ~45 日間飼

育され容量法によって尾数を算定して泉

へ放流する勺 J誌には天然餌料が議官にあ

って放流時平均体重 300mgのものが降

河時には平均647.7mg!こ成長するとい

う〔最少 :-Hmm最大 57mm平均41.4

mm)これら稚魚の放流効果，刷用状況

を調べるため 120万尾の稚魚の鱈蓋，間

鰭を切除して標識放流実験が行われてい

るが，その結果は未だ明らかにされてい

ないっしかし最近までの縄々のデ一合ー

によって判断すると [L%五%は大体， 1% 

前後と推定され， 4竿前のおよ台、の数lこ対

しこれらの視魚、から発生した群のiu]用量

はその 120;Voに速するといわれているち

主任黒竜江(アム-}レ河)のサケ， マスは

最近漁獲制限あるいは一定期間の漁獲禁

止などの措置が講ぜられ資源の[i_J]復に大

きな努力が行われているにかかわらず次

第に減少の傾向を示しているがこの瞬化

場のあるざラ川の湖上量は近年急速に増

加しつつありこれは人工瞬化放流の効果

であると強調していたっこの醇化場は

1928年の創立でハバロフスク国民経済

会議漁業及び食品工業局に属しワシリエ

フ場長の F!こ専門技術者5名(うち 2名

女)その他7名が常駐し事業期には 10名
ないし 20名の臨時人夫を雇入れている。

乙の僻化場では晴、化窒収容卵の水生菌防

止にシャワーを利用して効果をあげ薬品

消毒は行われずわが国同様検卵ハサ iで

死卵除去が行われているのその他この騨

化場の年閉経費は 150000ループノレ〔約

13.50万円〕で目下さらに醇化窒の増設

を計画し近日中に着工とのことであっ

た。(その他詳細は別の機会にゆずる。〕
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きて養魚、場では場内見学の後日ソ双方か

ら質問意見が交わされ再び駅へ帰り待機

中の寝台車に来事，今度はもと来た織を

戻り 20日午前 4f冷却分ハパロフスク

着，直ちに柑東ホテ 1レに入った。車中の

疲れを快復するため 9時までの 4-5時

はゆっくり休?をするつもりでいたとこ

ろ，間もなく入浴の知らせがあり交替で

1入宛入浴系都が移るとろはすでに 6時

半をすぎ洗i禁物をけ1したり，荷物を整理

したり途に寝る暇もなく朝食となってし

まった内食事は相変らず，朝からウ才ト

カ，ゴユヤヅウなどがなら0'，けんらんた

るもので，時れと寝不足で一同その半分

も処理問たず尽に申訳ない弐第であっ

た内食後一息つく H肢もなく直ちにハバロ

ブスク閏民終済会議，'1:魚、業及ひを食iH工業

局(ハバロフスタ・サプナルホーズ〕号

訪問，漁業たらびに資源保棄に関する説

明を聞き， fR疑応符が行われまた日本の

サケ， -y'ス，腕漁業などに関する活発な

質問があって，午後2f1寺まで会談が続け

られたの総体的に見てアムー1レ河流域の

水産資源の維持に極めて大きな努力が行

われ，大小支流の各地には多数の監視所

が設けられていて年々の再生産状況が詳

細に調べられその資料にもとずいて漁業

の制限，禁止などの措置がとられている

とのことであったの

その後ホテルへ帰り食事の後，ハバロ

フスタ市内の見学，立派な陸上競技場，

大通り公園などで遊ぴ，今度は同市に

あるアムール魚類保護増殖局国家計画委

員会を訪問シエドロフスキー局長の説明

を聞き再び日ソ双方の質疑応答が行われ

ここでは日本の鮭，鱒保護施策，規模な

どの質問があり，特に北海道の状況につ

いて簡単に説明したの会談後夕食までの

時間に丁度ハパロフスグ大通りで開演中

のサーカス見物に案内され先日，札幌に

来演したのがポリシヨイ(大きい〕なち ' 

ばわれわれの見たのは 7 レンナ〔小さい〕

サーカスというところ，しかし馬犬の曲

芸は非常に面白かったわ

終ってホテルへ帰ったのが 11時それ

から夕食をとって就寝今度は夜中に起き

れるとともなく 7時までゆっくり休養す

ることが出来た。
械東ホテルはハパロフスタ最大のホテ

ルとのとと洗面所も水が嬰宵で浴場もあ

り部屋も清潔でと陪以来始めての快適な

1夜であったつしかし， トイレ下ヅトは相

変らずで用をたしている日の前の金網か

ごに使用済みの紙がうづ高くたまり紙が

固いので流すとすぐつまるとの乙と，ま

Tこノj、便所〔汚い話で失躍〕の朝顔の高さ 、

が高く背{中びしてやっと用をたすという-

j犬f兄であった。 21日はいよいよハパロフ

スタを発って北緯59度のオホモYグ村に

向うこととなり，午前 10時一問機上の

人となった(続〕
(国立ふ化場調査課長7
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n絵 4頁写真説明

左側J:から

① ナホトカ沖101里，前面はナホト

カ勺人物はソ連パイロット内

② ナホトカ治， ソ述仰!の歓迎(見

物が大部分?)

③ ナホトカ止り来事の特別寝台車

(軟床車)

④ テプロフスキー養魚場事務所内

右仰!とから

① テプロフスキイー塗魚、場瞬化室

と養魚池今

② ハパロフスク陸上競技場。

③ ノ、ノ〈ロフスク大通り公園にて。

④ ノ、ノミロフスク極東ホテノL。

一調査課長佐野誠三一




