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一極東海域動物相研究第三会議課題評議会嚢報第四分冊よ bー

(太平洋漁業海洋研究所カムチヤツカ支部)

訳大屋善延

太平洋漁業海洋研究所カムチヤツカ

支部は長年に亘り多面的に紅鮭の研究

を行い，幾多の生態学的な観察や生物

学的な観察を行って来た。

本短報中では紅鮭の数的な変動及び

その原因，更にその数的な増加を促す

二三の施策について触れるに止める。

戦前の紅鮭漁業は，主にオゼルナヤ

河〈カムチヤッカ西海岸)，カムチヤ

ッカ河〈半島東部沿岸〉に産卵固辞し

て来る魚群を撫獲することにあった。

その他の河川に回世して来る紅鮭の漁

獲高は，総漁獲高からみれば比較的少

いものであった。

日本人に依って実施された標識放流

の資料に依れば，紅鮭の主群は，コマ

ンドノレスキー諸島から南， カムチヤツ

カ半島東岸の，クロノツキー岬に至る

梅域から産卵場に来i併する。回激する

紅鮭の大群は個々の小群が集って出来

たものである。太平洋鮭の母川海域え

の回帰は周知の事実であり，このこと

はカナダで行われた研究に依っても確

認されて居り，又太平洋漁業海洋研究

所カムチヤツカ支部の資料でも明らか

である。紅鮭は特に母川えの愛着が強

礼、。カムチヤツカ治岸に接近した各紅

鮭の群は夫々，各方面に分散して行

く。その中の一群はカムチヤツカ河，

或るいはベーリング海に流入する各河

川に訴上する為，北西乃至は北方に向

って激泳する。叉他の一群は，カぷチ

ヤツカ半島沿いに南に移動し，千島海

峡を通ってオホーツク海を遍歴する。

最も優勢な紅鮭の群はオゼルナヤ河に

産卵の為侭上l_..，その他の群はオホー

ツク海域の河}I!(ボルシヤ河，バラナ

河，オホタ河等〉に小群をなして分散

i斥上する。戦前には泊岸漁業以外に，

クロノツキー岬と千島海峡水域の公海

上で， 日本人に依って極めて強度の漁

業が行われていた。 1930年後半には極

めて強度の紅鮭の捕獲がが行われた。

その結果1940年代の前半には紅鮭の数

が著しく減少してしまった。オゼノレナ

ヤ河に来辞する群は比較的に減少しな

かった。戦時中は一時，日本が漁業を

中止したので， 1940年代の後半にはカ

ムチヤツカ西岸での紅鮭の漁獲高は増

加し，同時にオホーツク海域に於ける

紅鮭の主要な産卵場であるクリリスク

湖内えの，親魚の訴上数が或る程度増

加した。

1940年の前半に，カムチヤツカ河の
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紅鮭群が濫獲された結果，この群はオ 部所属の観視所は，今の所夏分だけ仕

ゼルナヤ河の紅鮭群よりも遥かに減少 事に従事している。

してしまった。 1942年から1947年にか カムチヤツカ河は半島随一の大河川

けては，カムチヤツカ河に拝上した紅 であり，その全長は700Km.ある。沢山のl

鮭の潟獲をも含めて，戦前を遥かに下 支流を有し，流域面積は 5万平方キロ

回る略々一定の低い水準を持続けてい メートルにも及び，年間流水量は28立

た。 方キロメートルに達し，略々ドシ河の・

1948年には，カムチヤツカ半島東部 流量に匹敵する。

治岸全体に亘って紅鮭の数が著しく減 1948年には，カムチヤツカ河流域に，

少してしまった。カムチヤツカ東部治 カムチヤツカ養魚場所属の養魚ー土地

岸の紅鮭の数は今尚低下したままの状 改良ステーシヨンが二つ開設された

態にある。最近産卵場に・沢上して来る が，遺憾乍らそれは今尚設立当初のま

親魚数が極度に減少しているので，こ まで放置されている。当然このような

の群が急速に 条件の下で

増大するとはエえよ は，カムチヤ

到底考えられト 官 ツカ河流域の‘

ない。従って/.IdtA ft 紅鮭の充分な

再生産が好条 12d~ 1¥ n 監視や観察は

件下で行われ ω トI¥ : ! 不可能であ

たとしても， 山 ~L ，\_:\ る。

そのことに依 80~ J'i ，! ! ~ _ ダリーニ湖l

って数的にhfihi八人 では，産卵の

通並の年級群 トI~ fY W ~ I 、 為辞上する親

が生れて来る 什 I¥/ ¥ H ¥ 魚数や流下す

とは考えられ ?nL・v 、イ λ 、 ， る稚魚の数を

なし、。/ lト， Js ，E E Lイ，kふPへ..;，， 毎年数えて居

カムチヤツ v 1935 19?'l fO9 1'#/ I問 / 怖 1947l'仰 1951.JQ;5畢・ り，卵の分布

カ東岸に於け 第一図 苦手上親魚並びに回帰成魚(単位千尾〉 状況や発生のり
る紅鮭の極度 ー…訴上親魚 ，..…回帰成魚 状況，更には

の減少は如何なる原因に依るのであろ 湖内での稚魚の索餌状況に至るまで観

うか? 太平洋漁業海洋研究所カムチ 察している。

ヤツカ支部は，クリリス湖(オゼルナ ダリー=湖やプリジニ湖に流入する1

ヤ河流域)，ダリー弓湖(パラトンキ バラトシキ河流域で産卵する紅鮭の，

河流域)，カリマイスク7.K源(ポリシ 数的な変動の傾向と，カムチヤツカ河

ヨイ河流域〉に観視所を有するが，こ 流域で産卵する紅鮭の，数的な変動の、

れらは周年観察作業に従事している。 傾向とが非常によく類似して居り，両

ウスチカムチヤッカのカムチヤッカ支 者の相異点は年令組成に若干見られ，



る。 1948年に，ダリ-=湖内の紅鮭の

数は特に減少した。

この年にはカムチヤツカ東部治岸の

各河川内には，主として1943年度に産

卵され解化した紅鮭が回帰して来る筈

であった。

第一図及び第二図には， 1935年以降

のダリーニ湖内の産卵親魚数とこれら

親魚の産卵に依って得られた流下稚魚、
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示されている。

図は先づ第一に流下稚魚の数と回帰

魚の数の変動が，絶対に親魚数の変動

と一致しない事を示して居り，第二に

は，海からの回帰魚数の変動が殆んど

完全に流下稚魚数の変化と同じ傾向を

たどり，従って紅鮭の増加は流下稚魚

数に依って予測され，海洋に於ける紅

鮭の生活の方が，流下に至るまでの河

川内に於ける生活よりも温かに安定し

ている事を示している。

1943年の親魚数は最も少い部類に属

していたが，過去に於てはこれと略々

同数の親魚から，平年並或るいはそれ

以上の年級群が得られている事を強調

しなければならない。 1944年に湖内に

入った紅鮭親魚数は，全観察年を通じ
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て最も多い方の部類に属してはいた

が， 1943年度の場合と同様1944年度の

産卵に依って得られた流下稚魚数及び

成魚の回帰数は非常に少かった。

従って1948年及び1949年に，ダリー

ニ湖内えの紅鮭のi斥上数が少なかった

事は，四年前の親魚数が少なかった事

に基因するのではなくて， 1943年度並

びに1944年度の年級群の再生産時の条

件が悪化し，その為流下稚魚数が減少

を来たした結果と考えられる。この群

の産卵は，或る程度良かったが，降海

以前に稚魚が湖内生活を行っている聞

に，最も大きな消耗が起った。 1943年

度の年級には第一年目の中頃に稚魚のI

損耗があった様で，通常，数の少い年

級群には大型の稚魚がし、るものである

が，この年級の稚魚は完全にー才魚と

して流下せず(二才叉は三才で流下)，

小型で、初年度の生活期間中に成長の遅

れたものがし、た。

1945年， 1947年，及び1948年にダリ

-=湖に特に大量の，三東京のあるトゲ

ウヲが集って来た(検査網の中に500-
1000尾が捉えられた。通常この頃には

20-30尾程度しか入らなしつ。三棟ト

グウヲは紅鮭の稚魚の強敵である。紅

鮭の稚魚と同様，赫魚は動物性プラ γ'

クトン餌料を貧り喰い，浮滋性の甲殻

類即ちシクロプシス，ダフニヤを常食

としている。この為，第一年目に，多

くのトゲウヲと共同生活を営んだ年級

群の流下稚魚数は非常に減少してしま

った。この事は1944年， 1946年，及び

1947年の各年級群に影響している。

1947年の年級群の，著しい数的減少

の，今一つの原因として，産卵床の凍

結に依る卵の死滅が考えられる。これ

らの各年級群の稚魚が減少した結果，

1949年， 1951年及び1952年には産卵回
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辞する紅鮭の数が減少した。二三の年

級群では海洋に於ける索餌固辞後の回

帰率が悪かった。 通常紅鮭のダリーニ

湖内えの回帰は，流下稚魚の約30%か

ら20%以上であるが， 1943年から1945

年の各年級群(即ち1946年及び1947年

に流下した稚魚、からなる〉は僅かに 5

-11%回帰したにすぎなかった。 1944

年の年級群は特に回帰率が低かった。

海からの回帰率が低い事が， 1948年以

降のダリーニ湖に於ける紅鮭の，数的

減少の第二の原因となったのである。

1948年及び1949年にアラスカ沿岸でも

同じく紅鮭の漁獲高が極端に低かった

事に注意する必要がある。 1948年には

ーヶ所だけ特にぬ獲高が少かったが，

1949年には数ケ所で漁獲高が減少し

た。

カムチヤツカ東海岸とアラスカ沿岸

で，同時に漁獲高が減少した事，叉ダ

リー=湖内えの紅の回帰が少なかった

事から，両地域とも同じ原因で、紅鮭の

数が減少したものと考えられる。

これについて思し、当る事は1946年に

太平洋の北部に，非常に強烈な海底地

震があり，その震央がアラスカ南西端

にあったと云うことである。この現象

が太平洋の鮭稚魚の生活環境に著しい

変化を与えなかったとは云い切れな

い。従って将来の研究に当って，この

点に留意する必要があると考える。

1948年来ダリーニ湖えの紅鮭の回帰数

が減少してしまったので・ (1953年を除

き)，近年この紅鮭群の著しい増加は
望み得ない。

1953年に紅鮭の数が増加しのは，
1949年の年級群の稚魚が異常に豊産し
た事にある。カムチヤツカ河に就ては

四年前の紅鮭親魚の産卵に関し，系統
酌且つ完全な産卵床の充満度について
の資料が依除していること，叉流下す

る稚魚数，更には降海に至るまでの生

活環境についての正確な報告が依けて

いる。従って1948年に起った紅鮭の著

しい数的減少が何に帰因するものか，

正確に述べる事が出来ない。

日本人に依る戦前の掠奪的な漁業に

依って，カムチヤツカ河の紅鮭群は，

すでに1940年代当初から不況にあっ

た。戦時中に行われた強度の捕獲に依

って，その後の紅鮭の数が減少した事

は疑いをはさむ余地がないが， 1948年

の著しい数的減少の原因はそれだけで

はない。

最近十年間にカムチヤツカ河流域に

於ける紅鮭の再生産の環境条件は，逐

次その河川渓谷地帯に行われつつある

植民や，特に1930年代の後半から始め

られた強度の森林開発に依って，荒廃

しつつある。産卵床は木材の残屑物や

泥土に依って著しく狭められ，地下水

の流量は減少し，産卵床に通ずる 7U~
も亦著しく荒廃している。産卵親魚が

減少した事や，稚魚の数が減少した事

も，それ自体，カムチヤツカ河流域の

再生産の環境条件を悪化させる一因と

なっている。カムチヤツカ河流域に於

ても，紅鮭稚魚とその他の魚族の力関

係の変遷が，大きく紅鮭の数的減少に

影響を及ぼしていると思われる節があ

る。

表面的には再生産の環境条件の悪イじ

が，紅鮭の数的減少の主要因と考えら

れるが，二三の年級群については海洋

に於ける生活条件も可成り影響してい

る様である。紅鮭の数的な回復を図る

ため， 1951年来，カムチヤツカ湾及び

カムチヤツカ河での紅鮭の捕獲が禁止

された。その結果1951年には紅鮭親魚

に依る産卵床の充満度は平均水準まで

高まり， 1951年度の年級群は平均並の



数を維持するまでになった。

1953年には，カムチヤツカ河に，特

に1948年の産卵に依って生れた紅鮭が

回帰して来た。

1948年には産卵床の充満度は非常に

弱くその結果19日年の紅鮭拝上数は極

度に減少した。これに関連してカムチ

ヤツカ河流域の産卵床を紅鮭親魚で満

たすため漁獲禁止を行い系統的な観察

を行う必要に迫られた。

太平洋漁業海洋研究所カムチヤツカ

支部は，飛行機に依って，産卵床の親

魚に依る充満度の調査を実施した。こ

の方法に依って全産卵地帯の偵察を次

々に行ったが，作業は非常に迅速に終

り，しかも効果的であった。カムチヤ

ツカ河紅鮭群の数的な回復を図るた

め，我々はカムチヤツカ河下流域のア

ザノミリ湖に於て一連の養魚土地改良策

を行う事を提案する。

アザパチ湖地域に大きな養魚場を建

設すべきであり，湖そのものでは雑魚

や害魚即ち先づ第ーにウグイ次いでは

ゴリチ及びトグウヲを根絶 L，紅鮭稚

魚の成育環境を改善すべきである。

綜合的にこれらの方策を講ずれば，

カムチヤツカ河の紅鮭群全体が著しく

増加する事は疑いない。

カムチヤツカ半島の紅鮭を増加させ

る今一つの計画がある。即ち我々はク

ロノツキー湖を根拠地とする紅鮭の大

群を創造す事を目論んでいる。この湖

には現在の所，湖沼型の紅鮭(流下し

ない〉が棲息しているが， この湖内に

於て数百万の降海性の紅鮭を再生産す

る事が可能である。紅鮭が海から湖内

え?斥上するのを妨げている障害物とし

て，同湖に源を発するクロノツキー河

の早瀬や減水地帯が考えられるが，こ

れらの水工学的な問題が解決されれ

s， 

ば， i斥河性紅鮭の非常に優勢な群が創

造され得る。

クリリス湖(オゼ、ルナヤ河)の紅鮭

群は現在満足すべき状態にあるが，現

在まで太平洋ぬ業海洋研究所カムチヤ

ツカ支部が実施して来た，訴上親魚数

の算定方法を適用し，絶えずその数を

つかみ，同時に叉，流下する稚魚の数

を把握する事が必要で、ある。叉時期を

異にして糊内にi斥上して来る紅鮭の再

生産についての研究を更に発展させる

ため，あらゆる努力を払う必要があ

る。紅鮭の総穫とi斥上との合理的な調

整を図るためには，流下する稚魚数や

固辞する各魚群の再生産の条件を熟知

することが極めて重要である。

今までに鮭の淡水に於ける生活史に

ついての研究には，立派な業績が多々

あるが，然し溶洋に於ける生活史に至

つては，今の所，殆んど何も明らかに

されていない。従って，今までに太平

洋並びに極東海域での研究に幾多業績

を残して来たソ連科学アカデミー動物

学研究所及び海洋学研究所が，自己の

研究計画中にこれらの興味ある重要問

題を取入れた事は極めて望ましい事で

あれこれが解決こそ，極東糠業にと

って不可依の問題である。
(道立解化場淡水係長〉




