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昨年10月31日から毘林省8階会議室

において北太平洋漁業国際委員会が開か

れ，生物学il)!il究小委民会から次のような

報告があっ1:'0.Lす、ード当gJに関係のある部

分五けJ掲載しすご。
1. 1955年の調査の検討

昨年の年次会議の決定に従って各国は

本年9月20日迄に調査の中間報告を提

出しすこ。

(1) さけの沖合の分布

日本は 1955年において州経175度の

阿で・の母船式操業に際し詳細な漁獲デー

ターを記録し1:'0 1隻の日本政府調査部与

は委員会のさけ分布調査に関連しτアリ

ユーシャン海域及ひ'ベーリンダ海ぞ調査

し， さけ 14，000尾以I二ぞ捕獲しすこ。

米国は 3隻の舶を動かし， アラスカ清

及びアリユーシャン南方海域のさけ分布

ぞ調査した。これらの日本及び米国の調

査舶は， ますこ海洋学的データ-~集めて

且つ或ゐ程度の標識放流沿行い， ますこ調

盗計画の全体に対する材料及び資料の集

収に寄与した。

(2: さけの組先日港区別するすごめの研究

1':1本はその調査舶が集めfこさけについ

て形態学的及びメリステツクな測定を行

い， また極属医Jjリ問題の将来の研究の七

めの相当数のサンプルを集収しfご。米国

はカナ夕、及び日本の援助~受けて，北米

沿岸，公海及ひ特定のアジア水域にわ大

って，車rさけ，ます及び白さけの非常に

沢111のサンプソレ及ひ測j定データーそ集収

しすこ。この;厄大な材料 (50，000尾以上)

の分析は既に始められている。米国は北

大平洋のさけについて， うろこの年輸が

示す成長特性の分析君主始めている。

この研究において既に，異0f::Mのさ

けの聞に多くの相違点が発見されてい

る。カナダは異った場所に発生するさけ

ぞ区別することが出来るような特性ぞ発

見するすこめ解剖学的な研究や始めてい

る。今年は場所による差異ぞ見出すにめ

に，さけが成長する際に起る変化ぞ研究

することに重点ぞおいた。

米国による生化学.的及び生理学的研究

は，各種の魚種ぞ区別する特性ぞ見出す

ことについて有望と思われる。紅さけ，

ます及び白さけの幼魚、及ぴ成魚、の寄生虫

の研究はアメリカ及びカナダの緊密な協

力のもとに行われており， 日本でも将来

の研究の7こめの収集が行われてh、る。各

積の魚種の寄生虫の相違は既に現われつ

つある。

(3) 標識放流によるi匝l滋調査

日本は公海で束附司によって捕獲した

679尾のさけの標識を行つ大。米国は標



識放流のための各種の技術及ひ‘材料を研

究し， 3隻の舶によって、沿岸及び公海に

おいて総計 1，7'∞尾以ヒの標識ぞ行った

が重点は魚、に損傷を与えずに公海におい

て捕穫し標識するという非常に困難な問

題立主ぴに魚、に損傷ぞ与えずに，成魚、にな

るまで附着しているような標識を作り出

すごとの研究に置かれた。最初の標識に

rよっての捕構及び標識の方法が発展すれ

ば，使用可能な比率の回収が得られるこ

とが示されでいる。

カナダは幼魚、の捕獲及ひ、標識放流にお

いて進歩を示し大。使用され仁各種の捕

獲方法のうちまき網が最も有効で・あり，

水槽実験による多くの標識の中プフステ

ィックのチユープが最も有望でhあっt=。
コロンピヤ例の海岸 12浬の水域で海洋

生活第1年のさけ約3，700尾について標

識放流が行われ大。

(日海洋学:

委員会の計画による調査に従事したす

べての舶が海洋学的観察ぞ行ったが，こ

れにはプランクトンの採集，温度，塩分・

その他の必要事項の測定が含まれてい

る。カ日うるに三国は委員会の計画とは別

個に協力して NORPACC北太平洋海洋

気象研究委員会〕による海洋調究を行つ

?と。 これは 1955年8月に行われ7こ北太

平洋の広汎な協同海洋調査で司あった。こ

の調査からの資料はそれが得られるよう

になれば北太平洋のさけの分布と物理的

な環境との関連の問題について委員会に

とり非常に貴重なものとなるであろう。

2. 1956年における調査計壷の

ための修正及び蹟大

三国によって報告されすと調査計画及てy
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結果を検討しすこ結巣，小委員会は調査が

始められ?と四項目の各々について更に研

究ぞ進める必要性を再確認し?と。計・画の

修E及び拡大ぞ考慮するに際して小委

員は調査計画を出来る記け調整して条約

の目的を達成するためにすべての資金，

資材を有効に使用することが必要でーある

という原則に従0で行動しすこ小委員会は

次の勧告について同意しすて。

(1) さけの沖合における分布

Eイ)空間及ひ、時間にわたり，すべての

さけ集団分布を適当にサンプルする大め

に，三国の費金の許す限り徹底的にさけ

の全海洋水域にわ?とって同時に調査が行

われるべきで・ある。この土めには調査舶

の活動のみならず，沖合での商業的漁獲

からの標本採集が必要で司ある。

制調査舶による調査は天候が許す限

り羊期に，すなわち， 1956年 5月15日

頃に始めるべきでーある。それは資金の許

す限り出来る7三け長く継続させるべきで司

ある。

付調査は北緯40皮の紘から北の水

域で海洋状況が許す限りベーリング海に

わすこるべきである。

ロカナダ及び米国はその活動をこの

水域の東半分に集中し，又日本は同半分

に集~t.lするであろう。而jして三国の活動

は共同に立案することにより，又調査進

行中に結果をしばしば再検討してその結

果が示すような計画の調整を行うことに

よって，緊密に調整せられるであろうの

情報の交換や促進することにおける事務

局の援助は非常に貴重なものであろう。

斜この調査計画に対して使用し得る

舶は弐の如く期待される。

カナダー1隻 6ヵ月間
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日本一延べ6隻 月

米 国 一延べ5隻 月

小委員会はこの会議の中には，詳細な

調査舶の運航計画沿勧告することぞ期待

している。

(2; さけの種属区別の研究

この問題は末に方法発展の段階にある

ので三国はアジア系のさけとアメリカ系

のさけぞlズ加すゐ特性君主明らかにするの

に千JEqと思われゐすべての技術の研究沿

奨励すべきで‘ある。同時に測定，測定の

技術，標本採集計画及びうろこの鮮稗は

緊密に調整して三同により拡集せられf二

テータが量的に上凶え可能となるようにせ

ねばならない。小委員会は技術小部会と

名付ける特別の実行郎会ぞ設け，そのよ

うな調整を行わせることとしに。

(3) 標翻t流による ìl~1悦調変

使用しうる技術は調査のある面では既

にあるが，標識放流も叉まだ方法発展の

段階にある。大量のさけを標識にJl主すら

ような状態で捕獲する方法が改良され又

試!検されねばならない。標識し7三魚の大

部分が生き残るような標識の方法につい

ても InJ様であゐ。伝説の将米につk、ては

み同は千J千誌と民われる捕機及び棋識のす

べての技術の研究を焚肋すべきであゐ。

生物ノj、，委員会は試験の結果かその必要

性を示す烏合には充分に調務されずて椋識

計-画を作ゐ仁めにすべての標i識調交研究

所の結果企充分に検討すべきで、あゐ。

(4) 海洋学

海洋学的J..，:'I古械がj布:の魚のー量，分布及

び移動;;eJ，iHj!併するのに重要で・あることは

1::1本の研究が良く示す所で、ある。条約の

目的の7二め海洋学の知識ぞ拡大するため

に東太平'i'i二と州大平洋とのIUjの海洋主主的

及び気象学的現象の関係を決定する7こめ

に，並びに氷塊の状況がどのようにさけ

の分布に影響を与えゐか主主知るすごめに，

三国が海洋学的調査のすごめに溢当な力を

尽し，且つ北太平洋のさけの水域ぞカバ

ーするようにその計画ぞ調整することが

肝要であゐ。 1955年に調査の一部とし

て行われにようなこの水域についての広

i凡な海洋学的調査が 1956年に繰返えさ

るべきであり，そのテ、ータはさけの沖合

分イliと比較さオしみべきである。

3. 委員禽が必要とする統計

小委員会は条約の目的君主達成すゐ仁め

に委員会が必要とする統計にヴいて考察

した。小委員会は，統計の性質及び範囲

は条約の第3条第4条及び附属議定書の

要求ぞ沿にす如きものであらねばならぷ

いということを訳、めすご。小委員会は失の

ように勧告する。

(1) 統計は条約に含まれる主要魚種

に関して委員会により編集される

(2: 編集されゐ統計には次のものが

含まれら

事務局により用意さオLt=特別報告で勧

ii;ーされ，-n、ゐように条約が対象とする主

要魚筒の各々について地域防Ji役務， その

他次のような情報が編集されるよう勧告

される。各魚、障について地域別魚、機好力，

さけのエスケープメント， さ U'~、イ['，場の

拍動と生産，可能以限りニシンの年齢別

漁穫，可能な限りのさけの幼魚、の11守:何数

等である。小委民主は今の処事務局が特

別に訓練され7こ統百十学者ぞ使用すること

無しに編集することが出来るよう必要な

統計は各国から充分に編集されすご形で提

出され得るものと{言ずる。
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4. 委員奮の調査計壷の調整

三国により行われる各部分か条約の目

的ぞ充足するような単一の調査計画とし

て結合されねばならないというごとぞ認

識して，三国による努力の調整の翠1要要f

ヰぞ旨再確認認、す2る己4小、委民lは才ま、， 調安結果が比較

可能のものとなり且つ各国がw~j/査計画の

すべての部分・ぞ理解し，叉信頼し得るよ

う，方法の規絡化及びテーターの交検の

必要性を強調する。小委員会は失の事問

につし、て調教の必要性ぞ認め仁。

この分封・は統一巻確保するのに特に悶

難な分解であり叉材料の交換が絶苅必要

な分)j¥J-であ.'S。

(1) テーターの収集及び標本採集の

技術

(2) 年齢賓定及び成長の研究の際の

う乃この解稗

I~~ì 条約の日的}二必要とせられる統

計

(4) rIiJ洋学的研究及びプテンクトン

採集

(51 タフパカニの調究

161 中間会fFの民，と局所

(大久保)

言t “NORPAC"は日米1J!1.¥町内同の北太

平洋観測で，北緯 20度以上ベーリン

ク!IJ上 I fl宍王でを組問、1ニして行われて

し、 /:J。

…一一…一一一一J ノ_/'./'///_/'_/'_/'…

資 料の発行のこと
資料係

本年度，第 l回の資料としては「知時事!獲採卵数」を資料 103.1

として発行L主したが，これはf↓末ゑ;に発行J定の資半、卜 103.2r主主
流数」と共に 1ifJlとなるものだナ。従つ ζ今回送付し/こ各機関に

は 103.2を後日送イョする y定に以つ一乙おり主すの-c，も L~送J主i託イ付寸 7記1九1で

叉他に差上げている主診桜長易:台i士ムモ1のこと手台ピ吋6仰リ以i正d丹知知lドkさ主引¥，、、。 ιの資t利1.，守告台?1 

{叩惜に lししノバ/:cωカ ， ~~)tた二一4ことでは色ノ々な叫も御刊烹見立‘必冶弘ユ主あユ~;)り:ます

常に秀多存い7たニ以め刈〉刈iにこ， 1 Hltに扱うとすれば繁雑で人にく¥，、 4，のとれーるの

で，敢て分間したものです。

この資料の発行が計画されたのは既に昭和 26年で，現在:もな

を培殖を担当している調整二i認の五十嵐技官と話合ったのがjif

初，その後蜂谷技官がこれをまとめ，いまは5I1';dこし、るミr野3

んがやり，大久保技官がその柿をひきついで沖iiくまとめ終とた

もので，前後日年， この問料、とr}iH乏して目白j生'病んだ蜂谷技官が

今/工おrri起を危ぶまれ。、るのは桁11とのまわなです。

蜂Z下技行は現在

白域~Ç1，桃~I 君[s大1"わtP.村川山上

の自宅で療養しております。(秋庭〉




