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、米国に於ける最近の鮭鱒調査

研究の概要、

[まえがき[
この報告概要は第2回太平洋漁業国際

委員会に提出されたもので，最近の米国

鮭鱒の調蚕研究の方向及びその業績が知

られ参考になろう。この紹介のように最

近の鮭鱒研究方向としてめだってきた乙

とは米国のどの地区においても，鮭鱒資

源維持lと関するものが多く，相変らず，

タツギンクc試験が重要な課題となってい

る。産卵魚l乙苅してはがJ川環境調査，自然

産卵された卵の管哩などが耳元挙げられて

いる。このように資源維持に関するもの

が非常に研究テー?として取挙げられて

いることは，産卵群の減少でアラスカ，

米国本土においては資源維持問題が重要

な課題として取挙げられているの

乙のことについて第2回北太平洋漁業

国際委員会の席上，米国合衆国代表i.)レ

トン・E・プルーデインク'氏が重要なオプ

ニングステートメントを発表しておりま

すのすなわち「わが国の国民は北アメリ

カ起源のきけ，ます資源の沖合方向のj回

滋l乙重大な関心を有しております。また

われわれは可能な限り迅速にこれらの資

源の海洋分布を決定するための努力を続

けております。われわれはそれがわが国

の何川で産卵した後，わが国の沿岸の離

れることを知っています。さらにこれら

(北太平洋漁業国際委員会生物謂査)
資料、米加提出資料の要約、より

の魚、が長距離を澗遊する能力のあること

を知っておりますの 了度ー終了した本年漁

期合衆国の漁獲は極めて不漁で，若干の

河川の漁獲は完全な失敗に終っておりま

すのこれらの事実に鑑み，わが国民はこ

れらさけ，ますに対してその海洋生活中

に何が起るのかということについて重

大な関心を抱いていることは明かであ

ります。右のような事情の下I乙わ性空:tL

は栴伴におけるわれわれの;t;¥U乙苅する明

白な損失の故に重大な関心、を持ちつつ本

日この会議に出席しているのでありま

すの

われわれのアメリカの河川に現在十分

な産卵がなけば，将来漁業を永続するに

十分な資源、が得られないことになりした

がって前記の損失は将来のさげ，ます祖

遊魚の長t乙影響を及ぼす乙ととなりまし

ょう』以kのように米国においても鮭鱒

産卵群の減少より費源維持問題を重要視

していることは注目すべきであろう。

接北太平洋漁業国際委員会第二回定例年次会
議議事録より (企画課大久保妓官〉

調査研究概要

i三三三三J
(1) 従来行われた研究の大要

(a)椋識放流

1903年フ才ート 7 ン瞬化場の 1，600
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尾のペニサケ稚魚かナハ何で標識放流さ

れ 1910年までに 40尾が干I}捕された。こ

の実験でかなり多数のものが，発生した

些域φ夕日土封;JII~(}~巴主主豆主主主塑
らかにされたの

(b)計数 柵

1908 年から 195;~ 年の聞にプリストル糖

のウッドM，カーラック[RT，チグニクがI

などアラスカ半島地域を含めて 5ヵ所，

コジヤツク島， クック， インレツト及び

中央アラスカで 17ヵ所であるの

(c)河川改良事業

1954年以降継続的に行われて来た，乙

れには，河川の丸太， ビーバーのダム，

砂疎の除去， 滝の改造， 産卵区域の拡

充，河川の水路の拡張，魚、道の構築が含

まれているの

(d)害敵駆除

サナ，マスの害敵である才シヨロコ?

の駆除に多くの努力がなされて来た。

(e)瞬化場及び騨化場の研究

最初の騨イヒ場は 1891年コジヤツク島

のカーラック湖につくられた。そのf灸
1907 年~ 1927年頃までは酔化坊の数は

毎年7カ所仕であるの

魚、樟はべ、ニサケの他l乙ギンサナ， カラ

ットマス，ステーノレヘッドも増殖された。

195;)年にはアラスカのすべての魚類

養殖事業が廃止され現在に至っているの

(21 最近の生物学的研究

1) 魚類及び野性生物局の研究

( a)椋識放流

1922年から19:;0年の問に税魚、の標識

放流試問が行われたが，その結果，同地的

なポピコレエーシヨンカfあることカiわカ〉

り， カラフトマスとシロサケの再捕は局

部的でべ‘ニはかなり遠くで再捕された。

アラスカとカナダの国境で放流されたも

のでは， カナダ側の再捕は少なかったの

( b)カーラック湖の調査

1925 年 ~40年のカーラック湖での研

究結果によると逃避量とi回帰長との聞に

は相関々係は認、められない。サク，マス

の海洋における平均死亡率は 79%と計

算された。また目がかりしたサケ， '"ス

のうち 20%弱が産卵場につく前に死亡

することがわかった。

(c) プリストル糖の調査

沖合調査では沿岸沿いに魚群の密度の

大きいことがわかったのまた漁場試験，

親魚の標識海洋一調査も行われた。淡水の

B院には幼魚、の標識鱗の頁集，産卵場所

調査，種族の研究が含まれている。

( d)南東部アラスカの研究

カラプトマスについて生残， i回遊，産

卵期などに及ぼす環境の影響がしらべら

れた。現在では，カラフトマスの産卵生残

i回帰，種族の安定，漁獲強度， '1:魚、具につい

て研究が進められている。親魚、の計数柵

が 6つのがI川に設けられ，降海稚魚、と洞

帰魚の関係がしらべられている。カラフ

ト7 スの産卵が潮間帯で成功し， 満潮

線とでは，卵稚魚、の生残のよいことが

見出された。主主互三三土三三1空埜世慢
の魚でなく，自分の産卵場l乙帰ること，

また必ず2年目に帰ることが明らかにさ

れたの

2) アラスカ漁業省の研究

(a)曳縄漁業のストツク

南来部アラスカのスケとギンのストッ

クを標識放流によって知るための研究が

行われているの

(b)南東部アラスカにおける

河川の研究



マスのスタその他のサケ，マスについ

て，タク何で研究が行われているのこれ

は生産を増大させるための生物学及び管

理の基礎的な問題を研究するためのもの

であるの

(c)流域の管理

コジヤツク島海域でべ‘ニサテ， ギンサ

ナを対象とした魚、道の構築，ベニサナの

移殖が行われた。また南東部アラスカで

も障害の除去，魚、道の構築，移殖が行わ

れた。

(d)害敵の管現

アシカの根絶対策が 2~3 の地域で計

画されたの

3) フイツシユリース・リサーチ・

インステイチユートの研究

(a) プリストル梧における研究

1946年から研究が始められた。主とし

てヌシャガク水系のベ、ニサケj斥上群につ

いて研究がなされた。標識試験，細目笑

験，体長年令などのサンプリンクr受精実

験，若年ベニサケの淡水生活期の研究降

海稚魚数調査，淡水における卵，稚魚，

若年魚の残存率l乙;及ぼす環境矢作の影

響，年令の研究，サケマスの週期の構造

の原岡に関する研究，漁獲統計の整備も

行われている。

(b)コジヤツク島における研究

1949年から研究が始められた。べ、ニサ

ナとカラフト 7 スについて嗣査が行われ

ている。椋誠実験，年令，体長について

のサンプリング，年令と成長のための若

年魚、の研究，ペニサケj斥上河川の調査，

降雨量，湿度，糊の水牧，河川の流量に

ついてのデーターの保存，卵稚魚の発生

の研究，漁獲量逃避量の統計， カフフト

マスj斥上河川の調査が行われている。
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(c) アラスカ半島における研究

1951年から始められたが産業的に最

も重要なべ、ニ， カラフトマス， シロサケ

について行われている。体長と年令のた

めの漁獲物のサンプリンク二塁中からの

産卵調査，漁業統計の整備，標識笑験が

行われている。

(d)プリンス・ウイリヤム・サンド

1952年から始められたカラフト 7 ス

が主でシロサケベニについてもテータが

集められた。

(b)クック・インレツト

1949年から行われて来たが， 1952年

より野生動物局と協同研究で始められ

たの統計の研究，漁獲物のサンプリン

ク〉産卵場の謂交などが行われたの

円二ン万円1'1

( a)水カダムの研究

主としてコロンピャ川及び支流で米軍

工兵隊オレゴン州及ぴ野生生物同と協同

で，広汎な研究が進められているのまた

コロンピヤ水系のエ 1レワ及びベーカー両

河川のダムのサナ 7 スに及ぼす影響が，

北太平洋サケマス漁業国際委員会によっ

て行われたの

(b)河川の改良

河川の改良，魚、道の構築， スクリーン

をつける乙と，水の利用について研究が

広く行われているの

(c)環境の研究

マス，ギン， '"ス， シロについてがT川

の生産力，成魚の逃避量の調査，河川の

環境調査，瞬化放流などが行われている。

(d)沖合の曳網漁業調査

マス，ギンについて， アラスカからカ
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リフオルニヤに至る北米海岸の各地で，

標識放流が行われ， これは各河川の相対

的価値をしるため，また移動，生残率，成

長，年令，体重，漁具の効率，漁期，食

餌，種族の混合を研究するためである。

(e) tンター・クリークでの実験

ギン， シロ， スチー Jレヘッドについ

て，研究が行われている。シロ，ギンに

ついて淡水，海水の両方における生残率，

降海稚魚、数が調査されている。

( f )ノリ 7 ン清生物研究所

主とてカラフトマスとシロサケについ

て降海時期，降海する速度，沿岸におけ

る食餌，淡水と海水の収容力魚、病などに

ついて調査が行われている。

(g) ピユーゼツト・サタンドに

おける回融群の研究

偶数年にもカラフトマスを大量に来遊

させるための研究が行われているの

(h)カラフ卜 7 スの標識試験

米副とカナタの国境でJ昆合の割合を決

定するために標識矢験が行われた。

( i )人工増殖事業

1951 年~ 1952年l乙カラフトマス卵の

;~:， 500万粒の移殖研究がなされたのこれ

は (g)の研究のー・部として行われたの

( j )汚泣の研究

工業廃水がサケ， '"ス稚魚、l乙及ぼす影

響について研究されたの

(k)統計責料の蒐集，分析

円三三三1'1 I 

( a)人工増殖

スク， ギンの幼魚、， 当才魚、の標識実

験，食餌改良の実験，採卵前の成魚の漁

獲方法の改善，人工増殖の成果の評価の

研究であるの
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(b)河川改良

多くのがf川で魚道の構築，河川の障害

除去が行われている。

(c)水質汚濁

主としてクイリアメツテ f~n乙研究が集

中されたのその結果スチーJレヘッドの減

少の大きな原因と考えられた。

(d)水力ダムのサナマスの掴遊

に及ぼす影響

( e)産卵逃避量の調査

サナ，マスの各種魚、種について，産卵

期，産卵場所を明らかにするための調査

が行われている。

( f )環境について

特にコロンピァM水系で，未利用産卵

区域，稚魚、の成育区域の性状について調

査，掩の水位，害敵，河川の水量，森林

伐採，砂繰除去の影響が調査された。

( g)若年魚、の標識

(h)種族の研究

コロンピャドr，サケ， '"スについて年

令，体長，村正量の研究が行われている。

( i )海洋における食性

( j )統計

l カリフオルJι|
(a)水利計画が産卵何川に及ぼす

影響からサケマスを保護する

こと

汚川での増車道及びスクリーンの設置及

び研究，産卵，成育条件l乙最適にするた

めの夕、ム水量の規制が研究された。

( b)障害の除去

河川の各種障害を物取除いて，河川の

流出を改良してきにら産卵区域を改良し

て，資源の保護培養を考えた。

(c)標識実験



スナ，ギンの標識試験を大規模に行っ

た。この目的は魚群の移動について及び

重要な河川系のサナマスの魚獲される割

合を明らかにするためである。

(d)騨化場の利用

自然産卵のできるサク，マス卵を飼育

するため，解化場を利用することは無駄

!竺竺竺竺三三
;当な産卵区域のない卵を救う場合及ひ:it.t 

1病栄養の研究を行う場合l乙限られてきつ

つある内

(b)環境調査

成魚の産卵掴遊行動の研究及ぴ生活史

の諸相を支呪する要目の研究，また天然

及び人工増殖効率の研究瞬化期の死亡

率に影響を及ぼす要因の研究が行われて

いる内

1_7" 1} 7三百p y t-y-I 
| サナ，マスは太平洋生物学研究所で行

戸われている。

(a)標識による活岸河口における

澗遊の研究

(b)ボピユレーシヨンの性買を決

定するための漁獲物のサンプ

リンク

(c)産卵逃避量の研究

毎年産卵群の大きさ，性比等魚、の一般

状態などを知るため産卵区域がしらべら

れる。

(d)自然増殖の評価

天然産卵，g略化降海損耗，産卵量と稚

魚生産量の比較，回帰などのデータの蒐

集研究がなされた。

(e)自然増殖の改良の研究

人工増殖の価値，害敵の調節，卵の移
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殖，湖の生産容量増大について研究され，

またカラフトマスの不漁年に大量1回帰さ

せるための移殖も行われ，産卵場におけ

る砂礁を穆透する水量と砂礁の組成，卵

の生残率tと及ぼす影響などが研究されて

L、るの

|フレーず河|

フレーず河のべ‘ニサク魚、の乱獲防止，

障害の除去発見，増殖の助長を目的とし

ているのこのため太平洋サタ， '?ス漁業

調査委員会によって標識放流による種族

調査，漁獲統計調査，障害調査，産卵親

魚数の調査，増殖を助長する方法などの

研究が，19.J8年以降行われて来た。その

結果プレー，Y何のべ‘ニサナは単一の群で

はなくいろいろの種属がまじっているこ

とが明らかにされ，ベニサナ減少の原因

は主としてヘルズ，グリトの障害のため

産卵床i乙済上出来ないことが主な原因と

考えられ， 1946年にへJレズ，グリトに魚

道が設けられ，訴がJ数が近年増大して効

果が認められている。

! っ二五異動)
;常勤ー

1十勝支場札内事業場，農林技官長沢有晃

(本場) 1月17日

栽養鱒場，北海道技術補，丸谷三次郎 CiW!1
路事業場)12月7日

十勝支場釧路事業場，北海道技術補，賓漆

清造(千歳支場)12月7日

一勤務替一

本場庶務課庶務係，北海道事務補，数馬ケ

イ子〈事業課〉用度係，北海道事務補，高

橋信吉〈庶務係)12月10日




