
(じこ品れは 臼制仙山l加加凶mOlω1

つf亡二ア 7スカ鮭一一寸

るが何かの余考にもと京I、って訳出し7て

前刊:記末の大ゴー Jレド?ヅシユ以来，

吾々はアラスカぞ蝉やかしい自然の宝と

しての黄金:の天国と考えるようになっ

亡。アラスカは笑に¥1上界の宝のーっと呼

ばるべき権利をもつことは疑わない。然

しながらそれは黄金によるものではなく

この国の偉大なる天然資i)j;[..一・・その何川

や海に産するヤ主きたみ室見込・・・・によみ

ものである。

アテスカの広大な士地3 その大森林，

幾多のれ'rJll，海岸は今日なお人組によっ

て損はれない，原始自然の状態ぞ保って

いる。唯比較的最近に至ってこの広大な

地域は，人類活動の影響ぞ家り始めずこが，

なお甚fごしい開拓は行われていない。人

々がこの土地で
‘ 人々の取ゐに任せて#抗主1供i文tする;天F疋くの忠恵:みでで

あ 1ゐb。アフスカは森林と毛皮と忠f~の凶で・

ある。かかる自然条れのある場月jiTは水

産は常に喚宵である。このバランスぞ破

る人類の干渉は絶対に汁されない。かく
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上てこれ等の氷域の性者(鮭)に取うて

の111;j '~gl る限りの長良な状態ぞ示し'1:の

T'ある。

アラスカでは [U:界の他の場所て寸とfミ幸子

て起らなかっfこことが起つ食。~\lちそれ

が企業として極めて大規模のものである

にも拘らず，水産業ぞその高い標準に保

つことが出来7こ。このことに関しては吾

々は唯生物学苛に感謝するのみである。

彼等の価値はここでは明白に示され7こ。

アアスカの除業は IU:界最大のものであ

ゐ。数千の人々がこれに従事する。その

内の 75%はリシントン州の市民であり.

7 ヲスカの水産物の最大な積出港はシャ

トJレである。 1867年に米国はアラスカ

ぞ7，200，00::>弗でロシヤから買収しすご。

この地方は今なお州として認められてお

らず，領土 (t己rrtory) となっている。

そこには知事もあり，立法権のある議会:

ちあることは事兵であるが，完全な州政

治は行われてk、ない。漁業，狩猟，及び

l休業は1直持ワシントンの連邦政府の統治

下に置かれ，総べての調をもそこで管理

されていら。連邦の機構のq-lに反に分:y:
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の係りが分れており，淡水漁業，林業，

;及び狩猟がそのー係りとなり，油;の漁業

が他のー係りとなっている。海の漁業監

視官は洞滋魚、の入込む淡水!又域ぞも管理

する。 ;¥¥lの保護のすごめにアラスカ全土に

30隻の監視船と，更に管理者がやJ時でも

自由に使い得る 10-15の飛行機ぞもつ。

プヲスカは 4つの漁業区域にJJIjれてい
る。即ちプリストル流アリクシャン諸

島， 中央アラスカ及び南東アラスカの 4

区である。余の訪れナニ南東地方では普通

漁季は 7月 15日に始まり 9月に終る。

鮭の来出状況によっては多少の相違はあ

る。 4月と 5月は直接観察で支閉され，

秋には特定の河川沿選定して約 10-30

択に就て産卵，遡ヒ1洋ぞ検査する。がJ幅
が大体同様であると仮定すれば， この面

積内の魚の数ぞ数えてこれに河の長さ沿

乗ずる。f!_l，は金川に亘って大休同様に分

イりするものと想像されるが放に， これに

よって産卵遡 J-Jl下の大さに対する概念が

得られる。

監視作業は南京地方では 6月から 7月

に始まり， 9月から 10月迄続く。太平洋

の鮭漁業はがJ川内北町にl~Ifl)中台.若こにG
IX域では許可されない。この規則には例

外は許されない。監視はかかる広大なる

距離の全域にiえって出来得る限り有効に

行われている。多くの商売的漁業者は屡

が々I口付近迄入込んで;'i実際に漁をする。

空からの監視は耽法才'"の発見に大きい役

割ぞ巣ナこすが， この地方に多い霧は密漁

者に取っては極めて好都合である。罰金:

は重いけれどもjjリに恐れる椋子もない。

アラスカの鮭漁は大平洋産の 5つの種

類の鮭の総てぞ合む。第1が梓太鱒，号た

に鮭，紅魚住〔アラスカでは屡々 Redsa1-

monと呼ぶ)，銀鮭，及び鱒の介(アラ

スカでは Kingsalmonと呼ぶ〕である。

南東地方で、は良い年には，樺太鱒は

4，000 Jj尾以上獲れる。鮭は時には 900

万尾以上獲れ，紅鮭は良い年で350万尾

の生産がある。銀鮭は最良の年には200

万尾の生産があるが，鱒の介は僅かに 80

J5尾ぞ超える程度である。

1906年迄は漁業には何等の制限もな

かっすこ。 1903年 1月5日に 7月1日以前

は漁業ぞ禁ずる規則があったことは事実

であるが， この規則は 1904年 4月 18日

に廃止ーされすとので，唯一漁季に適用され

7こに過ぎない。 1906年 6月26日に両岸

の距離500択以内の河川に魚、iトー柵ぞ設け

ることや禁止する規則が公布されfこ。紅

鮭の遡る川もま7ニ河口から 500時以内の

処に同定的設備を設けることが禁止され

fこ。

同じ法律で河川や潟の口ではその幅の

1 '3以上，幅 500択以内の紅鮭の遡る川で

は河口から 100碕以内の処に運用漁具身

置くことが禁止され?と。又主主網の長さと

幅は法律で制限されナこ。更に南東アラス

カの杢:域では週に 36時間の禁漁期が法

律化され，叉fロI幅 100時以内の全河川に

は 1日12時間の禁漁期が設定されすご。

かくて鮭が産卵床に速する機会の増大が

期待された。これ等の規則は唯に紅鮭の

みならず，他の太平洋鮭の漁獲にも疑も

なく良い影響を及ぼしず三ことであろう。

1918年 12月21日には何幅500択未

満の杢河川内で、の，商売としての鮭漁業

ぞ禁止する法律が公布され大。叉すべて

の鮭の遡上する河川の河口から 200時以

内の距離で、の商高的漁業は禁止されすご。

かかるがI川の河口から 500時以内での建



網その他の出史的施設は違法とされれ。

1920年には剖幅の如何に拘らず，総ての

鮭の遡る川，並びに河口の沖 200硝以内

， ぞ保護することに拡大された。又鮭遡ーに

何川の河口の沖 500稿以内における固定

的設備の使用か禁止.されずと。 1922年の 1

月に規則が新しく変り，総ての河川内の

漁業設ひ、に何日沖合500鵡以内での総て

f の漁業は禁止.され， 1920年の法律の移動

的漁具の例外的許可は廃止‘され?と。}二記J

の規則は一般的性格のもので南東アテス

カ金地域に適用され7こ。

夙い時代からアラスカの水産を支配す

るすごめに企てられに広汎にして賢明なる

規則は， この国の水産の官や少しも衰ヌ

させることなく，寧ろ多くの場所で感謝

されているということに大なる貢献を為

しすこ。しかして，最後に，生物学者等が

彼等の研究の結果に基いて，適切な行政，

立法ぞ指示しi=，そのやり方は最大なる

名春に値し、するとU、う可きである。

南部アラスカの典型的な何川の一例に

就て述べることは，有益で・あるとともに
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には Cut-throat(米国産淡水僻〕やアメ

マスが多数棲息し，叉定棲的の小型紅鱒

(知腕?)がk、Jるといわれている。 190:3

年の春に紅鮭の稚魚をこの水路に放流し

ず之が， この小型魚、はこれを起訴としすこも

のである。パッチン夕、糊は最も大きく，

又恐らく最深と，E1もわれる。長さ 1~3 哩，

幅 1哩以内で， 深さは或る場所では 138

~140 択に速するとし、う。それ等の下流

に鮭の遡り伺ゐ 2湖1fjがある。長さ約

1.51¥里のへツクマン湖と，約1.0哩余の

長さやもつジヨルダン湖とである。 Mr-I

付近に半断水の尚湖かある。長さ約1.0

哩でつレーズベ Jレト糊と呼ぶ。ナハ情の海

水が注排する。高潮時以外はその表層水

は半断水であるが，深部は-3-，"く海水と|百!

様である。

八ツクマン糊の最ブ〈深度は約 130択で

ジヨルダン湖は少しく浅い。湖水が浅い

ことと杭置が淵けていることによって表

面水出は速かに上昇する。最も重要な紅

鮭の産卵床はへツクマン湖の最h流にあ

る。それは断水区域から 6哩上流に当り

興味深いことであろうと思う。そこには 幅 42~55 択で 395 硝の長さぞもう。金

比較的小さいが非常に生産の多い，紅粧 水面には木材や出木が雑然と覆ヲてい

の遡る川がある。その内最も特徴的なの る。ジヨル夕、、ン糊とへツクマン湖とぞ結

はナハ川である。これは最大の生産ぞぎ: ぶ河川の狭部から上流が産卵床に使われ

げる河川のーである。それはカナダ境に ている。同様に八ツケマン湖のJ二流のマ

近い群島のー島であるレピレデグド島の ツク・キューン・クリークや， シヨルダン

中部地方喜子流れる。この小何川はその流 湖の付近のー小区域である余り重要で

路に比較的多数の，少なくも 4倒以|三の. ないエムマ・クリーク等も産卵床になる。

湖沼があることが特徴的である。上流の これらの産卵床には銀鮭や梓太鱒も群集

2湖は鮭の遡上には重要でない。その途 するが，これ等はへツクマン湖に速する

中に 32 択の高さの滝があワて入ií\;~か妨 ものは勘ない。彼等の最もよい繁殖地は

げられているからである。この 2湖H:iは 潟湖とシヨルダン糊の聞の本流の部分と

狭い水路で冗に連絡され， /1.'，のill1l併には ドワーの掩の直下と，そのすぐムlfreの広

支障がないの下の方の湖，パッチング刷 い面積の部分である。更に彼等はj可制や
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湖に注ぐ多くのノj、がI川にも入る。一方鮭

や舗の介は余りこの水系には遡らない。

稀れに獲れるのみで‘ある。

ヘツクマン湖とジヨルダン湖の瀕岸部

の湖底は犬祁分際より成り，一見産卵床

に非常に埴しているように見える。 M川

に魚が群集している場合は，時として湖

水の底も産卵に用いられるらしし、が，確

7三る記録はない。

ナハ川では越年も引和泊、て鮭の漁獲が

行われナご。その長い狭い浩は良い漁場Jを

なしている。主任川の産領は 1887千~1900

年の聞に年間 165，000ギンドから 738，000

ポンドに増加し大。多少のi自i1えはあるが

それ以来堅実に k昇の一途ぞ辿ってい

る。 1891年のナハ川では著しいJ曽加が見

られるが， この数字は恐らく統計資料の

計算が特に注意深く行われ仁ことによる

と思われるが，然しその主f二ib原j1;:U三何

といりでも，魚、の数の多いことによるも

のである。

アラスカ滞イ1:斗IナハJ11は余の最初に訪

問し?と川である。余はレピレヂゲド島の

ケチカン町からボートで行つに。ナハ川

に似fこ多くのMJIIには， 多くはfftt'の.i!J)J:Iり
符ないような典明的な誌があり，かか.':j

場所にはその下に群集する鮭君主捕りに熊

が屡々集まる。余等は 6Dfiの熊を見?二。

彼等の鮭ぞ缶詰る方法;;e研究することはJ1.;
T三興味深い。熊は急流にi'(.ってk、iSとす

ると，単に躍り kる魚!e;;e前足で岸に投げ

上げる。又或;る場合には，熊はその前足

ぞ水qlに入れ，あの不様な動物にとても

想像し得ないような之さで鮭身把む。

主主も良い，え/1主としてはそれ以外にな

い陥送機関は飛行機である。余はハラノ

フ品のリツル・ホート・ウヰー Jレターに飛び

サシン・クリークぞ訪問したc ここでは

サム J.ハッチニソン博士や主班とする

合衆国魚類射性生物局の天然産卵の効率

に関する研究，即ち一定数の成熟せる鮭

から畿何の椎魚が得られるとし、う研究が

行われていた。

サシン・クリークの出口に一つの落志向

装置が設けられ，総べてのこれに入クナ二

鮭，主とじて樺太鱒と，総べての泌へ向

うii'jll括:魚、もま7ニ全部捕猿されすと。数年間

にj{って幾千もの鮭が標識札をつりて放

流さ;fL7三。サシン・クリークは非常にノj、

さい川で長さはおよそ 3哩である。が然

し水量は非常に大きい。これはこの地方

は事実 k四六時中雨が降ってみというこ

とから考えて，特に驚くことではない。

アフスカ南諸は恐らく枇界中で設も雨の

多い地方であり，而してアラスカ中での

最多雨地はこの地方である。雨天でない

1::3には糠雨が降る。 1943年におけるリツ

Jレ・ポート・ウ才 Jレターの降雨量ーは 22択

にj主しすこ。

ハッチンソンの実験によれば，産卵床

内の温度は太平洋鮭に取って，非常に重

要である。魚、は 9~10 月に産卵し卵は 12

月 20~30 r=1に騨イじする。 然しながら稚

魚は若しも水温が低ければ 4~5 月頃迄，

恐らく 6月迄ということはないであろう

が，砂利の:-IJ1から出はい。稚魚、は水温に

対し卵より注カ、に敏感で・ある。 R是々稚魚

が大量に繁死するのは，余りにlylく解出

することによ 3ものである。解化後少し

の痛が降れば総ての稚魚は発死するであ

ろうのスウエーテンではこの点では条件

が温かによい。稚魚、が駒化ずる頃のllJ~皮
が上七校的平均しているからである。

その後サシン・クリークに小旅行ぞ試
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みたが，驚いkことにはそこには 1942

には 100，000足の鮭の遡ヒがあうにとい

われたが，鮭の産卵の7こめに開放されh

場所は，儀かに 310砺に過ぎなかっr。

高さ 60択の滝があってそれより先きに

は行くことが出3fミない。その_~.iJi(にサシ

ン湖とk、う小湖があるが， これは他のア

ラスカの湖沼と同様にその出r1か脱水の

f 茂みで寒がれている。余はそこで一本の

釣竿で釣りを試みすとが←寸Jの虫u向狂的 h

げゐことが出米大。二，三の細流が湖に

注ぎ，そこには日影の場所には雪がめり

すご。アラスカは対Jt誌の凶と称しでもぷ支

えない。当は年中治えないのに， J}(.出以

降雨のために摂氏十 20Cである。鮎の

回帰本能に関する学設が杢:く王しいとす

れば， サシシ・クリークには 1947年には

標識さオLI::_鮭のみが帰って来る苦であっ

た。然るに事実はそうでなく僅かに小な

る百分率 (4.5.90 が標識f主であり仁。

恐らくはアラスカの小なる沿岸の流れに

対すみ回帰の学設は， より大きな水域に

対すると ["j 様にはj直Ii~し仰ないであみ

う。 7G.~ らくは [~l婦のヌj>: 1ìË'ま，魚{:.:;eそのご!ミ

オvlてお'fJ 11 にりi付u-ることはぷk、lこしても

がI川の流入す沿更に}J~l 、JJ( :r3~に粧や持導

することにやlJ等7J、の影響主主もつものとい

い得るであろう。

パ、フノプ島にはJi.ソ(7J:.f.IM{1熊が常通でマ

ある。島杢全.体の熊の棲β

と推推A笥算ゐされ2る己。苦々はリシン・クリーク

からの帰りにその-.yflぞ11撃し仁。この

大きな動物は怒らせると1i%めて危険で・あ

.:， 0 ハッチニソン博七の詰.'J所によると

熊に向って射撃することは避けなりれば

ならない。~に傷ついたのみの熊の危険

は余りにも大きい。傷っし、1=熊に:遭遇す
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ることは極めて不愉快な経験である。森

林を歩く時は出来るT三け大きな昔~立て

るのが宜しい。熊は聞き慣れない苦に驚

いて歩き去る。若しも人か静刀、に歩いて

いて，知らずに突然熊に遭遇し7こ場合tま
え撃される危険が極めて大きい。

余は飛行機で，バアノブ島からプリン

ス・ 4 プ・クエー Jレス島に行き， クアカス

Mを訪れ7三。 γ政この何のかrnには六部

分の鮭に対してj遡上すゐに桜めて困難以

指がある。恐らく γイ足7中一足1v'しか遡り

得ないであろう。その以外のものは激流

に打仁オして死ぬか，或は熊か桁漁二行の1議
牲とばるであろう。この場川lで1志水面l式

全く魚住;の銀色の鮒-e叫やいていfこ。この

場所で・はf!..¥梯構築の可能性にJ就てiWJjまが
行われ亡。南東アテスカの多数の川には

鮭の遡り得7ぶい， このような掩が沢山あ

与。，f.\d~良及び旦:{，性動物fpJ:b'飛行機や普通

の士地測量二法ぞwりて行っているこの地

方の測量は殆ど完成に!1Il、。進言されh

1/1、梯がi落事終されれば， 会長くの新しし、天然

産早111坊が鮭に対して問かれ与であんう。

この1t判志ハツ T ソン向上の監併のドl二

:fd );!してU、与。

.;j，H， l フス刀詳ffイJ"'}I水産庁 lj ス力出

5HJiJi長ヒトニ・トニ/ソン問 ιに由ι会し

1: 0 この人は非常に卓越1_f.--t:伴者であ

り11イバJ政'白であ 3。被l立lilii'if]::t与におし、
て主主も俊敏な科学おであ 3ケレツツw七

と一向に飛行機でつ10てく ;!Lf-。この二人

の研究者は必民に応じて漁業区や開き又

は目]ち.;，-1:めに魚l'の移動状態ぞ調べれり

符ifv片足争取締つ t~ りする仕事に従事し1

いる。アラスカの水産は偉大なる資源で

あり，非常によく fr~~理されている。然し

ながらこの輝やかしい半面に対して時い
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半面ともいうべきものは，国がこれ等の

科学*i-の自由にし得る充分な予耳を支出

していないことと， これ等の人々に尾ノ守

その宇門の範囲外の行政的の仕事の負担

が4長過ぎるということである。卓越せる

研究JJに平 fUι讐J元三官の取締りの仕事~

させ.'Sということは，人間の能力の浪'~そ

ではないか， とh、う質ih¥Jは寧ろ当然で・あ

〆〉うの U判、え吹l諭トJこえG_べf二ようなか

かる旅行は，彼等:をして彼等の制ごL

に)討するJJt、ji訟をj栄めしめみで、あみう。

車工島iに闘すゐ研究はジョセフ T.パー

ナピーにようてカー Jレツク川で行われ

すと。これによって水の化学的の変化が如

何に餌料の供給に1影響するか，かくて叉

降海jX~の数にが1Mに影響するか，廷に進

んで降海ずる若い鮭の年齢と彼等の生長

との聞に明瞭な関連があること等が明ら

かにされナ二。最もJ早く生長したものは2

年目に早くも降海するが，生長の最も遅

いものは 5年になりても降海しない。大

多数のものは 3年目若くは 4年目に海に
lr'i7'ザ

I"f.:..)。

アラスカが世界最大の且つ段良の鮭漁

業を所有するとk、う事実は上に述べによ

うに単に天然の資源、が些官であるという

ことのみによみものではない。勿論それ

が主ナこ:..)要因ではあるがそれのみではな

い。多くの他の場所じおし、てやf々 は残さ

れずと天然資源が，無計画に乱獲され，や

がて荒廃されすこ幾多の例ぞ見る。かかる

慨慢すべき開発はアラスカには行われな

かっすこ。否， それとは全く正反対に鮭漁

業の申し分のない向上暑さえ見ることが

出来る。真に自然の h生きたる銀、は人

類に取って黄金よりも一層貴重なものと

なっfこのである。


