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太平洋産鮭類はアメリカで最も貴重な

資源である内鮭額は 1年間に約6億ポン

ドとられ， その 85ノぐ一セントが健詰と

して，最も多く国民に利用されている内

約 I億ポンドは鮮;札冷涼，慎製或いは

乾物として売られているm 合衆国で生産

される 93パーセント近くと鮭の世界生

産高の 55ノマーセントは， 資源的に重要

なアラスカから生産されている門実際に

アラスカの租税歳入の 70ノ、)セントは，

特産業によってまかなわれている門

世界中のどこでも，鮭は遊魚、の一つで

ある内統計としては採用されなk、が，遊

糸捕獲数は年に 100万ポンドになるので

d).S" 
鮭は民(“ドウ"等)，巻網，束Ij網，地

曳網及び底曳網によって漁獲されるn ご

オL等総ての漁具は，法律的に制限される

が杭， 場F所斤/々ヤノ々守によつて積/々?で

鮭鱗詰工場は，平均に 33 ノ~-セント

よりしずてまわる他の総:ての魚健産業より

多くの魚、ぞ活用している内他方，廃物は

他の総ての踏詰産業より少いの少量の魚

卵は釣餌又は塩漬にされる内廃物の-ml
分は 1由と魚、粉に作って利用するけれど

も，大部分は投げ棄てられる内同時に，

処理される鮭の総ての行程，技術的な進

歩が，廃物ぞ最小にして，そしてなお，

製品そ改良するように一生懸命になる必

史がある内

k.平洋東部には， 5樟類の鮭がし、る門

即ち 1吋 或 い は blueback(べ、ユマス)，

King， Chinook或いは Spring( '?スノ

スナ)， Coho或いは Silver(ギンマス)，

Pink 或いは humpback(カラフト 77、〕

及ぴ Chum，Keta或いは dog(サケ〕

で‘あるのアジア側にす三け発見される第6
需目は， γ スピけである内

太平洋鮭は生涯の犬部分.J，e，河川及び

産卵に趨上ずる淡水よりも，海洋に生活

ずるn 他のなによりも，好適な産卵場の

存在が，鮭の分布及ひ、察官J，e左右・するの



である。死なないまでも，不適当な条件

が河川の下流区域に存在するならば，よ

りよい産卵場所の河に移行する。それに

より鮭が維持されるわけで司ある。産卵区

域は，底が一定の大きさの礁でおおわれ

ていなければならない。それに丁度中位

の.割合に一定し七流れの，キレイな水

tある，種類によって，細かい必要条件

民異っている。即ち，ぎラフトアスとサ

クは，概して，海からそんなに遠くな

い，屡々 ， 1哩位の所に適当な場所ぞ見

位旦会。 7スノスナとギンずタは一般に

大切L'Iに遡り，ズーツト上流にまで行

く。ペニマスは上流に糊がある河川元け

に棲息し得る。鮭の海洋生活については

ほ:!:訪91じしか知られていない。鮭類は

ー盤じ，冷水に広く分・布して，浮酵生物

恥!，!下手、類ぞ食べていぞえ

鮭の産卵時期は色々である。しかし大

体は，夏の終りから初多まで続く。魚、が

成熟してくると，再びあっまって，産卵

擾'-'1ず見つかるまで，生れた河~遡って

包丸三号で鮭の雌維は 1対になり，各

1対は，河床の楳に魚、巣即ち凹みぞ作

る。そして数日間，卵~産む。替、ての太

軍詫鉱は，唯1回の産卵の後に死んでし

主5。
卵は秋，冬の間，礁の下に埋っていて

早春にふ化ずる。その後約2ナ月間，若

い魚は胴体の下に桝袋をつけて生活して

いる。ごれぞ吸収しすこ時の若い魚は稚魚、

と呼ばれて，醸の聞を通つでもがき出て

餌を探し始める。

カラフトマス及ひサタは直ちに海洋に

去ってしまう。しかしほかの種類は，一

般に海に降ードする以前， 1年から 4年位

決水中にとどまっているの海洋に到着し
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?と後，鮭の種類及び緯度により， 2年か

ら5年ぞ海洋で暮している。総てのカラ

フトマスは2年，ベ『エ 7 ス位、3年から 5

年，そしてキスノスナは 4年から 7年で

産卵するのである。

鮭は一生涯ぞ通じて敵ぞ持っている。

即i?卵は，潜水する犬部分の水禽類，カ

モメ， アジサシ及び鱒と他の魚類によっ

て喰われる。若い鮭はカモ， 'lサコ1 カ

モメ，久及びアジサシ及ぴ種々の淡水

魚類によって食べられる。叉若い鮭は飢

餓と病気で屡々倒れる。海洋の鮭は，才

ヅトセイ， アザラシ， シャチ(歯鯨類〕

及び多くの種類の，大きな魚、の餌にな

る。それから鮭は人間の漁具の刑台暑の

がれなければならない。鮭の遡河途中，

あるいは産卵床においてさえも，ワシ，

カモの類，熊及び狼によって喰われてし

まう。ごれら最後に産卵するものや“エ

スクープメント"と適当に呼んでいるの

である。

鮭費源の様相。 1913年まで，太平洋の

総ての鮭生産水域では，強度に漁獲され

ており，そして年漁獲5億ポンドに達し

ている。それ以来，漁獲強度で，あるア

ラスカ水域の漁獲が，いくらか増加して

きすてが， しかし犬部分の水域で司は，現在

資源の大きさが，漁獲ぞ制限し，漁獲は

年々大部動揺ぞ見せている。 f三とえ漁

業の新しい水域えの拡張が，事・笑，漁獲

を増加すろのが当然でも，それに新しい

ダム及ひ‘港i概溝が，ある水域における漁

獲や減ずるかも知れないが，科学的な知

識や基礎として資源の適正な管理が，少

くとも， アラスカにおいて， 5千ホーン lf，

年に 1千万ドルまで生産ぞあげみごとが

出来るすごろうの
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太平洋岸各州においては，文明の没入

が，鮭資源、と真向からぶつかっている。

人口及び産業の拡大によって生じ九多

くの好ましくない諸条件の中で，最も鮭

に有害なのは，汚濁，森林開拓，濯i既溝

及びダムである。ひるがへって，太平洋

各州における鮭資源拡張の望みは余りな

いようである。塞陸r;..鮭は一定し土警

戒と←徹底し七管理によってのみ，現在

良二会的むな天然水準を維持されるに違い

装いからであります。

鮭ふ化場は彼等が予想した生産に失敗

し7こために，鮭群ぞ増し， もっと高い水

準にするという総ての保護課題を解決し

得るというかたい信念ぞもって 1870年

に始めにのである。以前に行われ牝多く

のふ化場に対していわれ7こごとは，天然

よりも効果が少ししかないだろうという

二主主ある。それ故じ， アラスカの全ふ

化場ぞやめてしまった。そして各刈にお

けるふ化場の実施は大いに変更されてき

すこ。

依然として，鮭の人工増殖の必要性ぞ

持っている。実際に，ある環境の下で，

鮭の培養が保護課題として，特に，資源、

が今までに澗渇されて，天然にそれ自身

で回復出来ない多くの河川において，さ

もなくば，利用し得るよう詑が，天然障

害の河川において，好適なように，改良

.1-'.新しい産卵場所に移すごとにより，

~~君子安回復させるのに必要になって来て

"~.9 。
ダムにより産卵場所が阻まれる時はい

つでも，魚道と呼ばれる多くの装置によ

って，そのまわりにいる鮭や助けなけれ

ばならない。その魚道の中で，鮭に普通

な型は梯子(魚、梯)である。とれらダム
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の高さ，流水の大きさ，及び基礎的条件

によって，大いに構造が異っている。魚

梯は，通常 1-2フィートのプールの聞

に落差をつけ，;会長6-40フィートま

で色色であるが，短形のプールの連続せ

る小滝に類似している。時にはもっと人

工的に工夫しに水間あるいは昇降バケツ

あるいは交換タンクのようなのを使用し

ている。

鮭ぞ魚道の入口に誘う問題は，ダムの

上を流れる水量と，魚道沿通る水量との

聞に色々の難かしさがある。魚を誘う魚

道の効果については，時には水ぞ入れる

口ぞ広げるとか，あるいは複式にする。

そしてごれぞ通る通路沿広げるごとによ

って高めるごとが出来る。かくして一般

に魚道沿通過する水の総量色非常に大

きくするごとが出来るわけである。

海へ降下する途中ダムぞ越す雑魚ぞっ

かまえるのは，同じように困難で，余り

にも屡々無視された問題である。

発電と濯i銃溝及び排水路の耳元入口は，

若しも，水量と流速が余りにも大きいな

らば，若い魚、を守るのに，障害となるに

相違ない古ろう。コロンぜヤ河本流にあ

るような排水路及ひe大発電のタービンか

ら，あるいは貯水池の水中出口から流れ

る若魚ぞ保護する工夫は，未冗行われて

いないのである。ごれは鮭が天然産卵床

に，深い谷及びシヤスタア・ダムぞどう

して越え得るかというごとと，ごれらの

下で必然的に費用のかかる計画である人

工増殖というごととによって放棄され七

のである。

本土内全水産費源としての， アラスカ

における鮭の立法上の制限は，連邦政府

の管轄下にある。法律と調整とが漁区そ
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ik定する。又ある型の漁共で最大，最小

の大きさぞ規定する。漁期間中の間禁

止禁獲日及び週の禁盤期間在規定す

る。即ちあゐ水域において最大漁獲量ぞ

可

り本き点在予報するごとが必要であるo • 

その高度の判断力即ち，資源から最も多

く漁るすこめの漁業管理， それは， ごの予

報の正確によって与えられねばならな

規定し，そして一般に漁業を調整するか い。

ら，最大漁獲量は，危険な将来の生産以 豊凶の大きさの予報に，ごのことは行

われなければならないの外ではとらないわけである。各州、|におい

ては，鮭漁業の調整は，州政府によって

立てられている。ごれはアラスカにおけ

ゐそれと比較される。しかし統一的管理

の当然の欠陥から，時に州によって，種

々様々である。太平洋岸の 3州全部に

は，漁業部ぞ持っていて，そごでは，科

学的な漁業調奈，調整ぞ行うれめの，漁

場の巡視さP行い，そして漁獲統計資料ぞ

集めている内

鮭の喚問委=予報するごとが出来る。

鮭のどの年級は生涯の最後の年記け，

そして海洋から河川生活に変るごく短か

い期間中行け漁業に使用される。獲られ

なかっt~i!，1.は，永久に漁業ヒヵ、ら取逃が

してしまうのであるの総ての鮭は漁場そ

通って，産卵場所に来七後死んでしま

うの E確に，充分な魚は，魚、群ぞ再現す

るナ土めに産卵するf三ろうが， しかしある

点以ヒの総ての過剰産卵魚は，多くの子

孫ぞ増すごとが出来ないだろうの余り多

くの産卵魚、が産卵床に集まりすぎるから

かも知れないのその結果ヲ子孫の生長が

悪く，生残率が低下するからである。か

くして，最大の生産ゃあげるt::めに，漁

業として，産卵資源に充分にして，必要

以 f二の魚、全部ぞ漁らねばならない冗ろ

うのしかしそうかといって産卵に必要な

数にまで喰入って漁つてはいけないので

ある。漁業が如何に多くの魚、ぞ漁ってよ

いか房長~G んがため，年々変る所の魚群

[1)多くの産卵成魚、，即ち，種資源、が産

卵床に遡Mする魚を数え，あるいは推定

しなければならないの (2んふ化しナニ多くの

稚魚が海洋に降下する数あるいはその数

を推定しなければならないの 13!との情報

は，鮭の生存にむ響するごとが知られて

いる河川及び海洋条件の貴的資料や完成

されねばならないの総て， ごれは，各河

川別に行い，そして毎年行わねばならな

い。

アラスカにおける連続的な県¥::S¥予報

が，増大しつつある多くの魚群というご

とが分・るにろう。日[Jち金アラスカ鮭資源

の維持しているごとぞ意味するごとであ

ろう。そして鮭の全商業漁獲ぞ増加する

ごとぞゆるされるごとになろう。しかし

ながら，それは，直営の，野外研究所春子

小さくとも 12個所に置く必要がある。

そして年聞や通じて仕事の出来るように

完全に装備する。現在はごの研究所は唯

一つ記けである。

原文名
Fishery Resources of thラ Unit空d
States F145 
Pacific Fish己ryResources SALMON 
The Commitee on Commerce 

終りに，ごの原文ぞ見せて頂いt::，本

場の秋庭技官に心から御躍中し tげると

共に，浅学のナ三め，数ヶ所難解の個所が

あったので，あるいは誤訳したかも知れ

ないので，読まれる方々の， ご解読やお

願い致しf亡く存じます。




