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海外水産情報 1

ソ連邦に於ける魚類増殖の展望

とかくソ連の魚類増殖の現況がうとく魚類
増殖事業の効果的遂行に甚だ不便を感じてし、

るが，この論説は 1953年全ソ漁業経済会議
の報告に掲載されたもので，最近ソ連の増殖

方針並びに研究方針を知るための参考になる

ばかりでなく，ソ連の魚類増殖の現況を知っ

て，本邦魚類増結事業の関連性等を考え合せ
るに大し、に参考になろう。 B.F.タラシユク

氏は，先に本j亘の増殖，漁業の状況をつぶさ

に視察された人。本調では船軍事関係のものを

出来るたけ詳しく紹介した。
その他内水面関係のものでは，相当に要約

してありますので，詳しし、事を知りたし、方は

“海外水産情報 53号"を参照にして下さL、。

(大久保技官〕

ソ連法業省魚類養殖部の主t:r:.る課題は我国

71¥主主に於ける魚類資源の保護及び増進を目的
とする方策を研究し施行するにある。この課

題は二つの方向を取っている。一つは資源の

保護と治、拶筑整iこ関する措置系統について，

第二に人工養嫡漁業経済の改良及び民類風土

化に関係する施策を研究実施することにあ

る。

|忌明ら誤塁手資源の保護|

わが水域における魚類費源の現状を見

るに魚の数に変動があるのそれは水域に

おける水理体係魚の来餌及び産卵条件並

びに年により魚の発生が異ることなどに

よって起るものであるの漁業の調整及ぴ

資源保護の面では水域における環境の変

仇主要産業魚種の資源の現波及び漁獲

ソ連漁業省魚類養丹査部長

B.F.タラシユク

状態の観察に特に留意し，以って時機を

失せず，これら魚掲の復生に有効な措置
ちまうざめ

を講ずることにした。{71Jえぱ鱒魚、属の海

上漁拐を禁じた結果その漁撞高は増加し

平均の体重は増し，産卵も増加した。

北裏市の河魚、レシナ(うぐい類〕スダ

ク(すずき類〕ウオプラ〔小鯉〕の費源

保護は曳網及びラスポ1レヌイの漁法問題

と大きな関係があるので、禁止した。

漁業監視や学術調査によれば，北裏海

において曳網にかかるレシチ， スダク，

鯉の幼魚、は 25%.L;)、上である。金ソ漁業

研究所 (V.N.I.R.O)学術会議は 1950年

試験の結果，曳網禁止の決議をした。そ

れは当養殖部及び漁業経済団体の支持す

るところであり，北裏海における完全な

使用禁止を主張するの

ヴ才 yレが河口における禁治、区域の問題

も未Tご解決きれていないのまたがT口前の

禁漁区で多量の漁獲が小舟で行われてい

る。

弾東産の鮭師資源、を増大するため1954

年にその漁獲制限f!H]が採用されたの本魚、

将字宇和??伊丹.??lf拘
禁止を行い， カムチヤツカ及び才コツグ
.-守山伍 d日.
沿岸の産卵戸n乙j品、保安林を設け伐採を

禁ずる。鮭鱒の生物学的研究を進め，そ

の海洋生活にも及ぼすことが必要であ

る。
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当古j¥は水産科学の託料及び漁携試験l乙

基き各地の水域における漁業規則の改正

l乙大いに寄与するところがあったの現在

漁業調整のシスアムはつぎの原則に立っ

ている。

1)魚、のa卵に関する時期の制限

2) 'If.t拐の場所の制限，産卵，幼魚、の

飼養，税魚の越冬時の場所

3)治Li労法及ひ、f魚、兵の制限，網目の最

小限，漁共及び漁法の使用期間の設

定

4) いわゆる f.~1、の産業的寸法の決定，

各組魚、の漁獲に認める最少限幼魚、の

日Ilj産漁獲の限度

首ii言己の原則は時宜を得たものであるが

しかし地区や魚穏やf魚期などに対して万

能であるとはいい難い。だから長期に渉

り規則に違反したものが，否定的結果を

生じなかった事実があり，またその反対

に規則を励行しても積極的な効果が挙が

らなかったの即ち1925年-29年及び47-

50年の間アムー Jレ鮭の禁漁は著しい効果

が挙がらなかったの 1925年--33年の間奇

数年におけるアムー Jレ鱒の禁漁で、は本種

の資源は増加しなかった。恐らく禁漁Tご

けで黒竜江における夏鮭及び鱒の資源、回

復は期し得ない。産卵地の状態，解化の

条件，その他天然再生の要因を研究する

必要がある。

魚類、養殖の施策はアゾフ海，黒海，裏

海， アラ Jレ海， パルテツク海， パレンツ

海， ベーリング海， 才キジ湖， テドヵー

/胡，極東海域，四伯利の何湖，海洋のす

べての重要漁業水域で行われている。実

施の現状は，

A)長硝魚、を11-;魚， 幼魚を生後 30日

;及ひ'当才魚、の段階でフk域l乙放流する

人工養殖。

B) ;困渇する水域から産業幼魚、を救出

して主要水域へ放流するの

C)魚類及び飼料の風土化が行われて

いる人工養殖の対象は左のとおり。

1)鮭鱒属裏治:産，パ Jレテク@~，黒

海産， スタイル産， ラドガ産， ケタ(鮭)

コツレプシヤ〔鱒〕紅サケ，銀サケ， フオ

レル(鮭属〕ベロ Jレイピッツア(鮭属〕

2)シダ属(北方淡水産鮭属〕 ラド

カ。産， チユド産， ワ才 Jレホフ産，託手産，

リプス， リヤープシカ(シロ 7 ス類〕パ

イヤ Jレ産オームリ(シロマス類〕

3) 鱒魚属鱒;(\~，セグリユカシープ

ベツレーガ

4)鯉及びオクニ(すずき類〕属鯉

レシチ〔うぐひ類〕タラコ(コイ委員)}レ

イベツ(鯉類〕シユマヤ〔鮭類〕クツム

〔鯉類〕シユマヤ〔鮭類〕クツム(鯉〕

スダク〔すずき類〕

養殖事業の成績は下記の通りである。

1947年 -51年まで 5ヵ年聞に毎年放

流された平均数は，鮭僻稚魚、S憶，当才

魚 1億， f!rtt属の仔魚、 1億 4千，斜i魚、仔魚

15億，当才魚5億晃である。

雨時住措|

佐:鱒属養殖には45の養殖場がその根幹

となっており，その中18は黒竜江と南樺

太にあるの主要な生産は仔f.~1. と柏々の年

令の幼魚で、あるの鮭及び{憾の降海期の幼

魚及び大西洋産当才魚、の養殖は全体の22
3広--33%となっている。生産規模での当

才魚の養殖は柑東の瞬化場のみで行われ

当才魚、の段階まで長一殖されたのは主とし

可



て鮭だけである。

鮭鱒属養殖の首{伝を rLiめるものは，パ

イカル産の才ムリ(シロマス類〕で僻化

場生産の約 30%に kり，その他は大休

鮭25%，湖産シク(うぐい類)24%を

示している。

極東水域では人工養殖の外，天然産卵

の効果が研究され， この事業は養魚改良

所lζ委託されている。この種の試験所は

黒竜江流域及ぴカムチヤツカに 11カ所

ある。 1949年以来カムチャツカ川及び

ポリシヤ川その他で鮭鱒の天然産卵の研

究を行ったの

当部では鮭鱒属の標識を行っている。

カムチャツカ養魚、部は， 1950年 4， 5月

l乙標五~した鮭の稚魚約18万尾サガレン

養魚、識は同年に鱒の稚魚、17万尾，鮭の稚

魚、99万昆l乙標識を施したのまた1946年~

組年の間，黒竜江養魚部では秋鮭の幼魚、

150万尾l乙標識しTこ。そして約 1，200尾

の標識鮭を採捕したの北露養ff.~部は1947

年-49年の聞に 3，000尾の鮭親魚に標識

した。秋にはソヤナ川の流域l乙親魚、が10

尾澗帰したが，その中 5尾は1947年， 4 

尾は48年l乙標識されたものであった。

|海う査の養殖|

鱒魚は1946年-50年の聞に年平均鱒稚

魚7，000万尾が放流された。

i主点瓦重吉正|
本事業で主要な意義をもつものは， レ

シチ(うぐい類〕スダク〔すずき類〕鯉

の幼魚の制育で、ある。乙の事業の占める
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面積は 7，000ヘクター Jレで，毎年農業と

交代に 4-6'fヘクター Jレを経営してい

る。

[風土化事業|

当部は全ソ漁業研究所 CBHNPO及び

BHOPA) の積極的援助を得て産業魚類

費源の種属改良のため風土化事業を行っ

ている。 1947年より 51年まで技術会議

の確認した計画によりつぎの風土化事業

が行われた。

1)北 fヴイナ産のステ lレリヤヂ(師

類〕をペチヨラ川及び四ドヴイナ川l乙移

殖。

2)裏一海のセヴ‘リユガ(僻類〕をアラ

J レ海へ定着。アラ Jレ海ではすでにその幼

魚が獲られた例があり，女子結果が期待さ

れる。

3)セワンブオレリ〔鮭属〕をオキガ「

糊へ， アムールの鯉をプスコアチユト水

域へ移殖したの

4) アムー lレ鯉をイリメン糊へ移植し

?こ。

5)主百互の!東を極東の河川へ移殖し

Tこ。

(漁業企~Iの改夏と養魚場建設|
漁業経済の改良は繁殖の天然条件の改

善を目的とするの主として裏海アゾフ黒

海及びアゾフ海で事業が行われ?この

裏海流域では 1955年までに裏海産鮭

鱒，鯖魚，併用の養殖場が建設されよう

としているのその他アラル海流域アゾフ

黒海流域にも各積の養魚、場が建設される

予定である。すなわちチヨールナヤ川に

は県i1rJ産鮭鱒類が建設された。ドン川に

は鯉養殖PHの産卵官，;J育試験J;!!jが建設され



10 

7ご。

|ね持品類霊源付瓦|

河川水流の調節は洞遊f!..l，.;及び半1回遊魚

の費源再生条件l乙根本的な変化を有す。

グオルガ川， カム川の発電用堰堤は，産

卵i乙拝上するべ、ロ Jレイピッツア(シロマ

ス類〕ベルーガ(鱒類〕鱒魚， セウリユ

ガ(鱒類)及び鯨の産卵地の大部分は遮断

されている。水力発電所の建設に関連し

つぎの課題が起って来る。

1)水力建設の害を受ける重要な産業

魚資源の保存及び増加に関する養殖改良

事業系統の研究と実施。

2)新しい貯水池において貴重な産業

水産資源の形成を目的とする施策の研究

と実施。

3)天然産卵の保護及ぴ魚、の費源利用

の合理化に関する施策の実行，これ等の

事業は各流域によって資源再生を予定し

ている。

|靖生産主主|
レーニンク"'7ド大学l乙当芸殖部の中央

基礎研究室があり，去海， アゾフ黒海及

びアテ Jレ海流域に養殖生物学:研究所があ

る。凶伯利及び極東l乙風土化研「究所があ

り，カムチヤツカ及び黒竜江に養殖改良

事業所がある。乙の相当な建設網の課題

は主として水力建設に関する養殖生物規

準の研究にある。

最近2年間のソ辿の試険研究事業では

べ 1レーガ(鱒魚属〕では生態・養殖に大

きな業績がなされ?こ。

黒竜江及びカムチヤツカ養殖改良事業

所は，鮭鱒研究の大事業に従事しており

その観測で判明した点はつぎのとおりで

ある。

1)親魚、が産事Ij地に充満する強度

2)黒竜江，カムチヤツカ，ポリシヤ

など諸川流域の天然産卵地における鮭鱒

卵生残率

3)降海までの幼魚の生残率，これら

の資料で産卵地への執魚の通過調節の貴

重な実際的結論が得られた。

また研究機関の魚の風土化研究は不充

分である。当養殖部及び太平洋及ぴ全ソ

の漁業研究所は 5~ 10年以内に予定計

画を立てる必要がある。他l乙相当の研究

室を設置しなければならない。魚の病気

及ひ'工場廃水による漁業水域汚濁の影響

の萄院は全く不充分である。魚の羅病を

予防する施設の研究は産卵飼育経済が大

規模に行わんとする際とくに緊急であ

る。(企画課技官〉

昭和31年度鮭補獲採卵成績

|捕 1獲数|
支 場一干「-8一「許一|採卵数

北見 115，185115，451130，6361 30，052，045 

根 室 121，922126，724148，6461引，080，660

十勝 137，268凶，566181，834168，091，530

天 境 11，6991 2，1411 3，剖01 3，632，495 

千歳 13，5731ラ，7341 9，3071 4，955，770 

渡島 14，20213，6001 7，8021 10，315，0仰

木年度 10') OAf'!L"'¥o '"l1LI，o.， (¥"::1:1 183，8491 副引168，127，540合計 10-，， 0，.71 叫 l 

前年度 1152，1141， l"oA loQI IU~: 001' .. :'nc1294， 1831297，543，930 合計 1 1881 9951"7>， 10-'1 

比較増減 168，339143，7791112，1181129，416，3明

〈事業課〉


