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さけ・ます資源管理センタ 

 

 

●北見支所 〒090-0018 北見市青葉町6-8 

TEL 0157-25-7121 FAX 0157-61-0320 

●根室支所 〒086-1109 標津郡中標津町西9条南1ョ 

TEL 01537-2-281 2 FAX 01537-3-2042 

●十勝支所 〒089-1242 帯広市大正町基線102 

TEL 0155-64-5221 FAX 0155-64-4560 

●天塩支所 〒098-2243 中川郡美深町西3条南4-1ョ 

TEL 01656-2-1152 FAX 01656-2-2794 

●千歳支所 〒066-0068 千歳市蘭越無番地 

TEL 0123-23-2804 FAX 0123-23-2449 

●渡島支所 〒049-3 117 山越郡ハ雲町栄町94-2 

TEL 01376-2-3131 FAX 01376-3-4241 

●展示施設 さけの里ふれあい広場（千歳支所内） 

〒 066-0068 千歳市蘭越無番地 TEL 0123-23-2804 

開館時間 1 0:00- 16:00 

休館日 毎週月曜日及び年末年始（12/27-1万） 
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あゆみ History 所在地案内 

1888 (M21) 
最初の官営鱒化場として千歳中央購化場（現千歳支所）を設置 

The first public salmon hatchery, the forerunner of Hokkaido Salmon 
Hatchery, began its operation on the shore of the Chitose River. 

1952 (S27) 
水産資源保護法の施行に伴い，水産庁所管の北海道さけ・ますふ化場を設置 

The Hokkaido Salmon Hatchery was established under the Fish Resource 
Conservation Law. 

1962 (S37) 
サケ稚魚の給餌飼育調査を開始 

First artificial feeding test was conducted for chum salmon fry 

1964 (S39) 
沿岸生息環境調査開始 

Coastal researches started to specify the ecology of salmon during their early 
marine life. 

1967 (S42) 
乾燥配合餌料による稚魚給餌飼育を導入 

ベニザケ生産事業開始 

Dry pellets were introduced to feed salmon fry in hatcheries. 
Sockeye salmon propagation started using lacustrine sockeye salmon from 
Lake Shikotsu. 

1974-86 (S49-61) 
南米チリヘサケ・マス卵移殖 

Salmon eggs were transplanted to hatcheries in Chile, South America. 

1975 (S50) 
沿岸生息環境調査結果に基づくサケ稚魚の適期放流を開始 

The coastal researches emphasized salmon fry releases in the proper period 
to improve their coastal survivals. 

1977-1981 (S52-56) 
農林水産技術会議『さけ別枠研究』参加 

Participated in "Chum Salmon Research Plan" funded by Agriculture, 
Forestry and Fisheries Research Council. 

1980-88 (S55-63) 
農林水産技術会議大型別枠研究『マリーンランチング計画（サクラマス）』参加 

Participated in "Marine Ranching Research Plan (masu salmon)" funded by 
Agriculture, Forestry and Fisheries Research Council. 

1984(S59) 
サクラマス，ベニザケの本格的な研究と資源造成を開始 

Active propagation and research for masu and sockeye salmon started. 

1989-98 (Hi-b0) 
農林水産技術会議大型別枠研究『バイオコスモス計画』参加 

Participated in "Bio-Cosmos Research Plan" funded by Agriculture, 
Forestry and Fisheries Research Council. 

1997 (H9) 
北海道さけ・ますふ化場をさけ・ます資源管理センターへ改組 

The Hokkaido Salmon Hatchery was reorganized to the National Salmon 
Resources Center. 
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日本に回帰したベニザケの形質調査 

Collecting biological data 

on returned sockeye salmon 

はじめに Preface 業務の内容 Activity 

調査研究 Research 
日本系サケと力ラフトマスの資源量は I 調査研究によって得られた生

物学的知見に基づく増殖技術の向上によって飛躍的に増大しました，し

かし I これら魚種の生活史と減耗要因は沿岸生活期以後不明な点が多く， 

生息環境の悪化，小型高齢化現象 I 固有系群の減少，魚病の発生など解

決を迫られた研究課題が数多く残されています. また，近年需要の増し

ているサクラマスやベニザケなどの資源造成を行うには，これらの複雑

な生活史を明らかにして増殖技術を確立するための調査研究が必要です‘ 

このような多くの課題を抱え，調査研究部門の 6 つの研究室が「国内

外の研究機関と協力しながら，さけ・ます類の適正な資源管理と増殖技

術開発のための調査研究を進めています. 

The intensive research has developed effective enhancement 
techniques, resulting in a recent increase of chum and pink salmon 
populations in Japan. There are, however, many unresolved research 
topics such as survival mechanism, possible population density-
dependent growth reduction, conservation of genetic stocks and 
habitat environments, and control of diseases. In addition, for the 
successful enhancement of masu and sockeye salmon, it is important 
to elucidate their complex life history and other biological characters. 
The current purpose of the Research Division is to provide scientific 
information essential for the proper enhancement and management 
of salmon stocks. Research programs are focusing on life history, 
population dynamics, parasites and diseases, conservation genetics, 
physiology of reproduction and smoltification, migration and spawning 
behavior, and habitat environmental dynamics. Scientists in 6 
research sections, cooperating with other domestic and foreign 
laboratories, continue to carry out fundamental studies for proper 
stock management of salmon. 

技術開発 Technical development 
さけ・ます増殖事業の推進を図るため，環境保全に配慮しながら増殖事業

の効率化と低コスト化，高品質資源の造成及び遺伝資源の保全と利用のため

の技術を開発しています. 

According to basis of research 
information we improve hatchery 
techniques for efficient propagation, 
production of high quality fish, and 
genetic conservation. 

資源の増殖管理 Enhancement management 
飛躍的な資源の増大をもたらした高いふ化放流技術を用いて , 北海道内の

主要河川においてさけ‘ますの系群保全等を行っています， 

また，回帰からふ化放流に至る増殖事業全般の状況を逐次把握して各種

データを集計‘解析し，資源管理の基礎資料として活用しています． 

Basing on scientific information obtained 
by population researches, we carry on 
stock management to maintain proper 
abundance of salmon stocks. The activity 
also includes planning of salmon 
enhancement program, salmon run 
forecast, and advice to fishery 
regulations. 

人口衛星による海面水温情報の収集 

Satellite monitoring of 

seawater temperature 

講習及び指導 Technical advice 
全国各地で実施されているさけ‘ます増殖事業の技術的な問題の改善，地

域レベルでの適正な資源管理の推進を図るため，調査研究，技術開発から得

られた知見に基づき，講習及び指導を実施しています‘ 

We provide technical advice for suitable 
stock management of salmon. 

我が国では，17世紀頃から産卵のため川へ帰ってきたサケを保護し，天然産

卵を促す試みが行われていました‘ 1888年（明治21年）I 官営の千歳中央購化

場（現在の水産庁さけ・ます資源管理センター千歳支所）が石狩川水系千歳川

流域に設置され「これを契機にサケの人工ふ化放流が北日本各地で進められま

した‘しかし, 未熟な増殖技術と乱獲のためサケの資源量は長い間低迷しまし

た，1952年（昭和27年），水産資源保護法の施行に伴い水産庁北海道さけ・ま

すふ化場が設置され I 国が中心となって積極的にさけ工ます増殖を推進した結

果，1970年代（昭和45年）以降，サケの資源量は飛躍的に増大しました， 

長い歴史を持つさけ・ます増殖は，高位水準生産の時代を迎えました，しか

し, 資源の質的向上と生産効率化，地域系群の保全，生態系の保全に配慮した

資源管理など多くの課題が残されています，こうした新たな問題を解決し『国

連海洋法条約に基づく潮河性魚類資源の母川国としての責任に対応しうる体制

とするため，1997年（平成 9年）10月，北海道さけ・ますふ化場をさけ・ます

資源管理センターに改組しました．本センターは，本邦系さけ・ます類の適

正な資源管理を行うための調査研究，技術開発と普及啓発を推進します 

Natural spawning of chum salmon had been conserved since 17th century 
in Japan. In 1888, the first public salmon hatchery was constructed along 
the Chitose River in Hokkaido. Since then many hatcheries were distributed 
in northern Japan, while the population size of salmon had abruptly 
decreased due to inexperienced hatchery techniques and overfishing. In 
1952, the National Hokkaido Salmon Hatchery (HSH) was established 
under the Fish Resource Conservation Law. Immediately HSH started 
scientffic research and enhancement activities to restore salmon populations, 
and finally the population size of chum salmon has increased since the 
1970s. In the autumn of 1997, HSH was reorganized to the National Salmon 
Resources Center (NASREC). The main role of NASREC is research 
activities for the proper stock management of salmon including the 
conservation of genetic stocks and habitat ecology. 

本 所（札幌市） 
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Head Office of NASREC in Sapporo 	 Lecture for technical advice 


