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日本淡水漁業の現状と将来

日高武 達

1. 現状

( l) 水産業に占める淡水漁業の位置

ご存じない方が多いだろうが，日本でコイを飼うのに流水式とc＇）方法が

ある。小川の流れの一部に，養魚場を作り，その流水の中でコイを飼うとい

う日本独特な方法であるが，この方法を使うと， 少し腕の良い人なら 3.3m2 

当り年に 0.5トンもの生産をあげることができる。金に換算すると 3.3m2当

り12万円とし、う途方もない金額で，アメリカあたりの学者は全然信用しない

が，現に群馬の板鼻付近を中心にやられている方法である。科学的には，こ

の生産のナゾがし、まだに解明されていないのは，いささかはずかしいが，他

の第 1次産業でこれ以上の能率をあげているものはおそらくないだろう。

水も利用の仕方によっては，これだけ生産をます素質を持っているのであ

るから，この調子で生産したなら，内水面漁業の将来は全然心配ないはずで

ある。だが実状はそうではない。

34年の統計で2 全生産量は天然水体では， 7万5,236トン，内訳は河川が 3

万3,706トン，湖沼が 4万1,530トンP 養魚の生産が総収穫量 1万 5,481トンと

いう僅かなものである。これを海と比較してみると588万ト ン（鯨をぬく）で僅

かに約 1%にもすぎない。しかも，天然水体の生産は年々漸減の傾向があり ，

僅かに，養魚が増加の傾向を示し，今後の内水面漁業の動向をおのずから示

唆 してい る。そこで，多くの人々は，野ぱなしの政策のために3 日ましに他

産業から圧迫され，せばめられ汚染されている水面積の強い印象から悲観論

をはくものがある上うだが，永久に使用可能な好水質の水面積はなお莫大な

もので，まだまだ悲観論ははやすきる。それにこの内水面は海とちがって，

つぎのような独自の利点がある。すなわち，管理が完全にできるというこ と
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と，生産場を完全に活用できるとし、う特徴である。この特徴を最大に生日し

て，使用すれば，畜産蛋白よりはるかに安価な蛋白の大量生産が可能とな

る。このほか忘れられている面では，現在約 300万人以上の釣人があるが，

これらの人々にリクリエーションの場を提供しているこ とである。 将来の機

械文明はさらに多くの人々をこの方面の娯楽にひきずりミむことは，アメリ

カの例を見ても明らかで， ますます健全娯楽としての発展が嘱望されてい ゐ

といっても大げさな表現ではない。このような実状を考えてムると，この道

にたずさわるものとして，やりがし、のある仕事と思うと 同時に，前途の責任

の重大さを痛感せざるをとえないと思うのは当り前であろう 。

ところで，いろいろと具体的な現状からまずのべよう 。

( 2) 生産の場と生産の様式

昭和34年度の日本の総漁獲量は捕鯨を除くと， 588万トンで，そのうち内

水面漁業からあがる漁獲は一切をふくめて全体の1.3%, 7.5万トンである。

ついでだから，これらの漁獲にたずさわる人々を調べてふると，昭和29年の

第 2次漁業センサスによると，漁業協同組合員ば42.2万人で，ほかに入漁者

89. 7万人を数え，総計 132万人にもなる。すなわち内水面で組合員30万戸は

一般海面漁業数21 3万戸に くらべて，はるかに多い勘定で， こんなところに

も産業的地位はあまり高くないが 重視しなければならなL、問題合ひかえて

いる。っきごに内水面の生産様式としては天然の生産を利用すゐ方法，人工造

池を利用して養殖する方法とがゐり，養殖の形態としては池中震殖， if~池養

殖，水田養殖等に分けられ，これらから得られた漁獲高ならびにその利用面

積等は下表のごとくである。

生産の場 生産量

89万4,900ヘク ターノレ ？万481トン

内訳（主要魚種のみ）

フ ナ 9,552トン

ウ ナ ギ 8,357 // 

ア ニエ 7,080 I/ 

イ 6,704 // 

ワカサギ 5,069 // 

ニシマス 2,887 // 
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養魚利用面積 生産量

3万300ヘ クターノレ 1万5,481トン

内訳（主要魚種のみ）

フ ナ 1,694トン

ウ ナ ギ 5,663 // 

ア 162 I/ 

コ イ 4,562 I/ 

ワカサギ 。
エシマ ス 2,642 // 

l 3) 消費面の現況

淡水魚が，捕獲されてから，消費者まで，どんな順序で渡るかという こと

は金に関係することで，無関心でいられない問題であるが，一般にはあまり

関心かないのは，こまったこ とであゐ。

淡水魚の商品価値：土何とし、っても活魚、でああとし、うことが最大の条件で，

死魚で消費者に渡るこ とはアユぐらいである。生産される水体別，それに魚

種別に消資面の現況をのべるとつぎの上うになる。

げ） 河川産魚 河川にいろいろな魚があるが，代表的な：魚種であるアユ，

ウナギについてのべると，アユでは，主として組合出荷方式がとられて，

組合がこれを市場または仲買に斡旋販売を行い，つぎの段階で消費者に

渡るものである。だが，消費者に直接販売される場合もある。ウナギも

アユと同じで，組合出荷方式がとられp 生産者より組合，そして組合が

仲買に出荷する場合が多いが，これも生産者 ・組合から直後，消費者に

渡る場合がああ。その他の魚穏になると，少しばかり様子が変り，漁業

者が自家消費する日，直接消費；者に渡るかのし、ずれかの場合が多し、。

（ロ）湖沼産魚 琵琶湖のように大量に生産のある場所で：主，たとえば放

流用の仔アユにしても，組合に出荷されたものが，漁協まf二（i仲買に渡

るか，あるいは直接，加工業者の子に販売される。湖沼でとれたウナギ，

ワカサギ， 7 スあるいは雑魚は河川の場合と大差ない。

内溜池産魚 この水体で生産される魚類は主として， コイ，フナ，エ

ビ矧であるが，なかでも コイの場合は，一部地元消費者に販売されるが，

ほとんどは仲買人をへて，釣り堀，あるいは直接消費者に販売される。

積！訂用の日的で生産されるものは，地元の成魚生産者に渡るか，または
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放流用として各漁業組合に引き渡される。

料造池産魚、 種苗生産者より，組合放流用として販売されるものと食

用魚養成業者に渡される場合とがあるが，一般的には種苗生産者が，成

魚の養成をも兼ねるのが普通である。ただし，ニジマスの成魚の場合ば

主として，輸出の遣が開らかれてし、る。

以上，淡水の需要供給の特徴についてのベたわけだが，淡水魚は海産大衆

魚に比較して高価である。これは人為的に養成するものが主体であるために

価格の点でj毎産魚には及ばない lことはやむをえないが．海産魚に比較して供

給面におし、て円滑を欠くことと，活魚でなければ商品的な価値全失う二とで

ある。 一方死魚であっても鮮度の高いものが要求される点などがあげられ，

特に海産魚に比べて淡水魚は鮮度が落ちやすいため消費百についての一大欠

点として考えられるが，要はし、かにして大衆魚として格付げするかが，今後

の重要な問題のーっとして考えられよう。

需要供給の関係を模式的に示せば，つぎのようである。

l，こ L、

中

養殖、実然 K._ 釣 三キ＋，出費者

2にじます

／／一一中買～ 、＼

l養殖平然〈こ ～～～ー～ 》＋消費者
、ハ日＼ 釣り堀 ～ーーー ノγ
、～ー
＼ ～7」省惨事時 出

＼一一一一一一仲買一一一釣り沼一一一ーノ

3うなき

殖 十寸買」肖 費 者

4あゆ

／ ＼‘  

＼一一一一ノー
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( 4) 行政面での措置

さて，天然の水面の漁業でももちろん，人がL、ろいろ技術をいかして魚を

ふやし3 生産量をふやすようにしなければならないのだが，同時になお大切

なことが二つある。濫獲して資源を根だやして it~ 、けないということが一つ，

そじて魚が生活する水を汚してはし、けないということが一つである。こヲい

う面で法律制定には， どんな努力が払われてきたかというと，一口にいえば

明治以来の漁獲圧力の急激な増加と，さらに白をみはる工鉱業の発展，都市

の拡大のあとをやっと法律が追っかけてきたのが現状でああ。最近の法律の

規定をみると，昭和26年に「水産資源保護法」とし寸法律刀・制定されたっこ

の第 4条では3 資源保全のために必要なこと＇ ／こえば前にのべ，U監j隻防止と

水質保全について3 農林大臣や知事が規則として定めら7,tるよ うにきめてい

る。ところが，同じにうなことが，改正漁業法（昭和24年川こも書いてある。

一つだけでなく 3 二つの法律にほとんど同じことがうたわれてし、るというこ

とは3 この濫獲防止と水質保全が水産業に何より大切なニとで， しかも守り

にくいことを暗示している。なお特に水質の保全について（主，昭和33年にな

って，水産人の古くからの夢であった保全のための法律（公共用水の水質の保

全に関する法律）がやっと制定された。これ（よ，経済企画庁の中に水質審議会

を設けて3 水質保全について一般的に検討することになっている。そのほか

特に物騒なJI／，つまり工場や都市や鉱山に密接して，ひどく汚れて，水産ど

ころか，人間の衛生のうえでも問題のある川を選んで，特に指定河川とし，

いろいろの角度から研究の成果を活かし，水質基準つまり水をこれ以k汚し

てはいけないと L、う基準を設けようとしている。

このような事情は，内水面の資源が人聞の活動と非常に強くふれあってい

ることを物語っている。すなわち，都会のよい点は，技術を容易にみのらせ

られるという点もあるが，その反面，人口増加がすぐに濫穫を招色野放図

な産業の発展が3 そのまま資源を損傷するというわけである。そのため， 内

水面資源の保全に対しては常に国家的な配慮、が必要であり，一方養殖技術の

進展が要求されているということである。さて，政府も資源の保全に努力を

しているが，これだけでは十分でなし、。そこで内水面漁業の環境悪化の中で

政府は国庫補助金（内水面資源維持費の中放流補助金）を交付して，放流と施設

の二つの事業を行なっている。この中で最も重要な位置を占めているのは放
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流事業で，北海道のサケ ・マス増殖事業は70年も前から行われている。簡単

にし、うと，サケ・ 7 スの漁業権による採捕と，特別採捕によるものがあるが，

L、ずれもその見返りとして放流事業を義務づけられているが，大体は1際化事

業は民間で行い，放流事業は稚魚を買い上げて放流している。サケ， 7 ス以

外の放流事業では，アユ， コイ，ウナギ，ニジマス等が各河川に放流されて

いるが， 全国的に見ると，内水面漁業協同組合の約 7剖が義務づけられた漁

業権によってこれを行なっている。河川，湖沼の別でムると河川が圧倒的に

多く， 8割を占め，湖沼が 4剖という関係になる。

現在，放流事業が当面している問題は，発電事業の夕、ム建設のため，河川

に魚の遡上が少なくなり，昔のように漁獲が得られない場所がふえたことと，

もう一つは3 農業をしたくても田畑を持たず，低賃金をなんらかの形で，漁

業から保たねばならなくなった人がふえたことから，生活保証の根本的解決

にはならないが，放流事業が政治的にも重要な意味をもっ事業であることで

ある。少し問題がずれたが，以上のようにi放流事業を保証していくために

は，その種である稚魚を大量にっくり出す施設が必要になってくる。たとえ

ば， ニジマスだけを考えても，県営施設が全国に27ヵ所もあり，年間約6,800

万粒の卵がとられている。ただし，ニジマスの場合は大部分が池中養殖で，

一部が放流事業の稚魚、に育てられている。

また，多少意味がちがうが，ニジ7 ス， ウナギの生産者に対しても，奨励

の意味で，施設費iこ対し，農林漁業金融公庫で融資を行う道がある。

( 5) 試験研究機関の現況

海の魚族を対象にした研究機関は都道府県のもの全部を合わせるとかなり

の数にのぼる。内水面の研究機闘を全部合わせると50施設にもなる。しかし

これらのほとんど全部が その施設や規模は非常にお粗末なものである。し

かも国営のものになると， もっとひどい。海の場合は日本中を七つに区分し，

それぞれ水産庁直属の研究機闘があるが 内水面関係は淡水区水産研究所fニ

だ一つで，日本全体の内水面の問題を扱うことにな円てL、る。所員は事務職

員もふくめて僅か52人，その旅費が全体で年間39万円， 1人年間 7,500円に

すぎないということからも，粗末さ加減が想像できょう。なお県の機関にも

どるが，各県には研究機関のほかに大低 1～ 3ヵ所の県営の養魚場があり，

ここで主に，ニジマスやコイの種苗の生産が行われているが3 これも収入予
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算というやつで，年中研究や指導のひまもないほど追いまわされているとい

うおさびしい状態である。

2. 将来

( 1) 生産の場の活用改善と生産様式の高度化

かりに 3.3m2当り 0.5トン生産できるとすれば，琵琶湖の面積 6万ヘクタ

ールからは大体 9,000万トンはとれるということになり，現在の世界漁獲量

3,000万トンの 3倍のものが一琵琶湖から生産される。

しかし，たとえこれに到達することができても，段階があり飛躍的には到

達しえないこ とはもちろんである。

まず，最初の段階（主3 現在あるものをよりよく生かして使うということで

ああっ河川，湖沼の生産量は前にのべたように， 7.5万トンであるが，その

生産物である魚はすべて l回産卵させねば，すなわち生物学で生物学的最ノト

型とし 、っ ていあが， この体型に達しなければ捕らぬようにする。そして餌の

余ると，思われる所には，適当な魚種を適当数放流するようにすれば， 7. 5万

トンのものは，倍の15万トンにもってゆくことはわ汁はなL、。ただ，この際

問題になるのは民主化をはきちがえた人々があまりにも多いとし、うことでみ

る。

つぎに3 湖沼や人工湖の面積が大きいわりに生産の僅少すぎるのは，水中

にと l：十ていあ肥料 （栄養塩類という）が少なすぎて魚の餌がすくないからで3

こう し、う場合にはちょうど畠 と同じように有機，無機の肥料を与えれば，水

中の栄養塩はふえて3 おのずと 2種類の餌ができてくる。一種は水中に浮ん

だ浮微生物（プランF トンという）でワカサギ，ゲンゴロウブナ， ヒメマス レ

ンギョ等の最も好むものであり，他の一種は水の底に発生する藻類，毘虫類

の幼虫（ベントスという）等で， コイ， ウグイ，オイカワ等の好餌である。こ

の方法を使つtこ溜池での試験では， ヘクターノレ当り（施肥） 1 トン以上できる

ことがわかってL、るので，かりに 0.5 トン捕れるとしても，これに利用でき

る面積が20万ヘクタ ーノレ以上あるから，これらから10万トンは生産できる。

ついでだから，ここで一言するが，ウナギ3 ニジ7 ス，ヤ 7 メ等は肉食魚

とよばれ，生来生きたものを好んで食べる習慣があるので，生産量だけを目

標とするときにはせっかくふえた魚をどしどし食べる害魚となるおそれがあ
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るが，立場をかえて釣りというリクリエーションを目的とするときは，むし

ろこれらの魚の生産の方が目標となる場合がある。日本では，まだこのよう

な方式の養魚は行われていないが3 米国の溜池，湖沼等の養魚形式は全部と

いってよいくらい リクリエーシ ョンを対象としており， 日本でも今後はこの

方向に大いに進むことは間違いない。

脱線したが3 今度は，湖沼と人工湖を溜池と比較して形態から考えて入る

と， 日本の湖沼の全部，それに人工湖の中の半数ぐらいはただ形が大きレ溜

池と三考えて よし、。それだけに3 溜池と同じように使用できるはずだし3 さら

には大きいという点で生産にはプラスになるはずである。少なくとも溜池同

様に取り扱いうる面積が10万ヘクタ ーノレはあるものと推定されているから，

溜池より少し生産をおとしてヘクタ ーノレ当り（投餌の場合） 3 トンとしても30

万トンの生産は楽であろう。なお日本の湖沼および人工湖の 1/3は高地ある

いは緯度の高い地方の冷水性のものと考えると，30万トンのうち20万トン（t

コイ を主体とした温水性魚類となり 3 残りの10万トンはニジ7 スを主体とし

た冷水性魚類となる勘定である。

もちろん，溜池の未利用水面 4万ヘクタ ーノレもこれに当然参加するこ t.：こ

なるので，ヘクタ ール当り 4トンとすれば，さらに15万トンは生産されるこ

とになる。

これで未利用水面はなくなったことになるので3 一応第 1段階が終り，つ

ぎに第 2段階自に入るわけであるが，今度の方法は純生物学的な問題であ

る。いままで，魚類の熱するのは自然に任かせ，その熱したものから卵をと

り，稚魚をつくるということをやってきたが，ちょうど鶏に卵を生ませるよ

うに，この採卵を人工的にいつでも自由自在に行い，欲しいと きに稚魚を造

れるようにする。そして造った稚魚は従来のように広い面積で育てずに，す

くない水を使って能率よく育成しようというものである。いままで，アユの

子供は天然でしか育成できず3 しかも一度海に降るか琵琶湖のように大きな

湖に降るかしなければ育たないものということになっていたがp 親魚を電慢

の光で照射し3 適当に日週期をかえると，産卵を早めたり 3 遅らしたりする

ことができる こと がわかってきた。 天然での産卵は，秋になってからである

がp 暖かし、時期に産卵させると水温も高く天然の餌料（プランクトゾ）の発事

も容易なので，試験的には3 養魚池内で，楽に立派に子供を造ることができ
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る。またとくに大きいコンクリ ート の養魚地を使わなくても天然餌料さえあ

れば硝子鉢の中で同じ水を何度も漉過循環させるだけで3 僅かに酸素の補給

だけを5考えればp 非常に能率的に育てられることもわかってきた。

冷水性の魚類であるサケやマスはこうして日週期の適当な変化で産卵させ

うるが，温水性魚類についてはp まだ十分にわかっていなし、。けれども，水

温，水量，餌料，ホノレモン等を上手に使用さえすれば，アユ同様自由に産卵

させうるのではないかと思われる。

さて，ここで稚魚は室内で育てることができるようになったわけだが3 第

3段階は水温の調節のできる流水式の養魚池を室内にもちこむことである。

従来の流水式の観念は非常に多量の水がなければ成立しないとし、う条件にな

ってレるけれども，理論的には水の動くということが魚に適度の運動をさせ，

かつ酸素の補給が十分になされるとし、う以外には特に絶対的な必要条件も考

えられないのでp 水を動かすということと酸素を十分補給することさえ考え

ればs 東京の真ん中の， しかも家の中に流水式（型のみ）の養魚池を設け3 水

土i溜過循環式としp 水の流動は空気の吹き込みでするようにすれば，僅かな

水量で立派な流水式の養魚池が現出されうると思われる。

これに3 造池，溜池，湖沼3 人工湖で大きく育ったものを，夏期は水温を

下げてニジマス等の冷水性の魚類を多量に収容飼育し3 冬期には，水温をあ

げて温水性のコイやウナギを収容して飼育するようにする。

第4段階でおわりになるのであるが，第2段階の稚魚飼育と第 3段階の室

内流水池がともに家の中に入り，家の中て

る工場式の生産様式となる。

もちろん，他の造池，溜池，湖沼，人工湖は捨ててしまうわけではなく，

餌料のよほど安価にならぬ限り流水式のものは高価につくので，第 3段階と

第4段階とをミックスしながら臨機応変に運営してゆくようにする。

( 2) 餌料

レままでのベてきたところでは回転さえょくすれば，無尽蔵に魚は造れる

ということになったのであるが，そうは問屋がおろさぬというものに餌の問

題がある。

ウナギ 1トンつくるのに生魚が 6～ 7 トン， コイ 1トンに 3～ 4 トン，ァ

ユ1トンに 4～ 5トン必要とするから3 かりに 100万トンのウナギをつくる
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とすれば， 600万トンもの生魚がいることになり，現在の日本で生産してし、

る全漁獲量を全部魚の餌に使わねばならぬというミとになる。しかし，そう

なるのは，先の先のその先のことであるから，今から予を回して準備さえす

れば，そうしないでよいように十分間に合うはずである。だがその準備にも

やはり段階があることはもちろんで，その前に3 日本の養魚の餌料について

話すと， 日本では養魚は養蚕の副産物というよりも廃棄物であった踊で維持

されてきたといっても過言でないくら l＂これだけに頼ってきたのである。

その後，ウナギは踊でかったものではまずいというので，踊が生魚に代った

くらいで，他のものは相変らずこれに頼ってきfょが，踊の減産もあり，需要

増もあって踊の不足分は生魚，魚粉3 アミ等でカバーしてきたのが，現状で

第 1段階ーともある。動物蚕白に早晩限度のくること f土明らかであるから， こ

の不足分を何で補うかというのが第2段階である。考えられるものとしては

植物蛋白しかなL、。そしてその植物蛋白源としては油粕類，麦類p 糠類， ト

ーモロコ、ン，クロレラ等が考えられ，実際使用されつつある。これらのもの

は需要の見通し如何では相当多量に計画生産されるものでああから，今後効

率よく使用する方法の研究さえ完成されれば先の先ぐらいまでは賄える。

最後のお 3の段階はその先ということになるのでああが，同じ植物蛋白質

のものでも，クロレラ等の藍藻類，緑藻類になると無尽蔵に理論的には生産

できるニとになっているので，この光合成される蛋白質の中から魚、体に必要

なアミノ誌だげを抽出して，混合アミノ酸体のものを造り，これにビタミン，

ミネラノレ等を入れ，魚の大きさ，種類に応じかっ水中に入れてもロスのな

いように造りさえすれば，これで餌についても准備万端完了ということにな
マ
ζ）。

( 3) 需要面の改善

生産のコントロールされるのは餌料面だけではなく，消費面におL、ても同

様であゐ。現状どおりでも年々需要の仲びることは間違いないが，これを飛

躍的に伸ばすには二つの方法がある。

一つは安い魚を造ることである。ということは，能率のよい安い餌をつく

るということにも通ずるが，常識的に安いもので， うまくかっ栄養のあるも

のであれば，売れることは当り前のことである。もう 一つは，この安い魚を

腹に入れる前に楽しんでから3 腹に入れる方法である。今行われているよう
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な釣り堀ではなく，自然の湖沼，人工湖，谷川，最小でも溜池を利用し，浩

然の気に援しながら女も子供も，帰りには間違いなく安い晩のおかずをぶら

下げて帰れると し、う風なものである。このためには，必ず釣り堀は生産者の

直営とし，釣り堀は魚をはかす市場だと考えて，お客さんを l日十分楽しま

せたうえに帰りには安い魚を， しかも必要であれば，その場で料理にまです

るように心がければ，何よりもよいリクリエーションの場所となることは間

違いない。また，勘定になるが 仮に 5,000万人の人が釣り堀の魚を年に l

kg食べたと しても， 5万トンとなり，現在の養殖生産量の 3倍以上，金額に

すると 1kg 150円として75億，年 200万円の収入として 3,750人の人が， -

れだけ十分生活できることになる。

( 4) 行政面の改善配慮

いま，漁業制度調査会なるものが，今後の漁業法はし、かに改正したら賞め

られるかと頭をひねっている。河川，湖沼の従来の利用者について調べてみ

ると，漁業権者数が40万人，遊漁者数がその大体10倍の 300万人で，これは

年々増加の一途をたどっている。この現状をみれば，今後の趨勢はおのずか

ら答を出しているも同然である。その答は，誰がどこの河に釣りに行っても

おかしげな顔をした連中から釣り代を請求される ことのない愉快な，解放さ

れた形のもの，すなわち，資源保護法を改正して，生物学的最小形の採捕は

一切禁止し，増殖義務を今までのようにつけた漁業権を地方庁に与え，組合

員は地方の市町村とすればよい。当然，取締りとか監視員の問題が出てくる

が，いままでどおり地方庁の吏員2 市町村の吏員，および警察官にやらせれ

ば，いままでよりもはるかに理想的なものとなる。

ただ， 40万の人たちの中，僅かの専業者がし、るので，この人たちの救済が

問題となるが，理屈からいえば 7.5万トンの魚が15万トンとなるので専業者

の取得も倍となってよいのではあるけれど，沿岸のj魚、業者でさえ零細の道を

辿っている昨今，内水面のものは，遅かれ早かれそれに拍車をかけるような

存在になることは明らかであるから，漁業権についている補償金（l、ままでは

ほとんど浪費されてL、た），国の施設補助，金融面等のあと押しで，今後の伸び

ゆく養魚界に彼らを全部吸収するよう tこすれば，これも解決する。もちろん，

技術養成所等を設けて十分に技術を身につけさせる必要はある。そのほか，

水質を保善してサケ，マス， ウナギ，アユ等の重要資源の確保を計る等行政
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面でうつべき手は，工鉱業の伸展とともに，ますますふえてくるであろうが，

需要の増に応じて生産を計画的に伸ばし，その伸びる部分をし、かに生産者

（既存，新規）に剖り当てるかということも， 今後の行政上に課せられた重要

な仕事であろう。

( 5) 試験研究機関の充実

一つの仕事を完成するためには，あらゆる力を合わせ，その力が併行して

進んで初めて，順調に仕事は進捗するものであり，その中心となるのが，ほ

かならぬ試験研究機関である。国や地方の財布の紐を握っている人たちは，

魚は水を呑めば大きくなると思っているらしいが，とんでもないことであ

る。

こんな頭だから， レジャ ー産業には予算は出せぬとか，あと回しだとかい

う。それならば牛や豚を飼うのもレジャ ー産業ということになる。これがレ

ジャ ー産業でないならば，より安い蛋白を供給する養魚は3 より産業的であ

ってもよいはずである。牛や豚を釣りあげるということは，およそナンセン

スであるが3 魚は安い蛋白を供給して，なおかつ釣って楽しめるというほか

にない一大特徴ももっているのである。

そこで，財布の紐を握っている人たちが少しでも頭を切り替えて，一肌向

いで面倒をみてやる気持になれば，研究は面白いように計画的にすすみ，併

行して事業も伸びて行くに相違ないのである。特に餌料の研究は，養魚の生

産をきめる最後の切り札になる大切なものであるが，この解決はーに研究費

にかかっている。原子核の破壊はやすやすとやった科学の力てやはあるが，蛋

白の合成に関しては，まだほんの初段階にも達していない状態にある。この

こと は3 地方でも同じことで，稚魚の需要につれて，その増産の方法を考え，

末端の実際の指導面に大いに力を尽さねばならなぬとき，出すべきものも出

さねば伸びるべきものも伸びない理である。

( 6) 結び

この自然は誰のものでもない。われわれのものである。しかし，われわれ

のものであるということを忘れている人があまりにも多すぎ、るのてやはなレに

ろうか。ロン ドンのテームズ河3 パリのセーヌ川の畔には3 いまもなお沢山

の釣り人が出て糸をたれ楽しんでいるとし、ぅ。 日本人の，あとは野となれ山

となれとしづ根性を直して3 最後の始末までする責任を持つようになれば，
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隅田川にいまからでも釣り人の姿が見られるようになるのではなかろうか。

者，よし、政治の表徴として，魚類沼沢に充ち3 禽獣山野に溢るといわれた

ものである。レまの政治とはほど遠いことではあるが，せめて魚だけは沼沢

lこ充たしP 日曜の午後，大きなバッグを担きうわがもの顔に車中を占領して

レるコツレフ族と， 1日の釣果を話し合L、ながら魚をぶらさげて家路に帰る一

家団撲の人たちとおきかえたいものである。 （水産庁淡水区水産研究所長）
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