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The purpose 0f this work is t0 make clear the influence Of fish size at atart, and the quanty Of the

inflowing water and the amount 0f the fo0d on the growth, and the efficiency of fo0d conversion 0n the

rearing 0f chum nngerlings with the manufactured diets.

1) The efficiency 0f fo0d conversion Of fish will be chiefly affected by fish size rather than inflowing

water quantity. The relation between the fo0d efficiency and fish size was shown in the linear formula (for-

mula 3 and 5 to in figs. 2, 3). Besides, the above-mentioned fo0d efficiency will be remarkably affected by

the amount 0f feeding fo0d as well as the fish size (fig. 3). COnsequently, at 8@C 0f water temperature the

relation between the fo0d amount, the fish size and the fo0d efficiency could be shown in the following

formula (fig. 4);  y7=0.19084etl,z'258ZW0-t-0.60710e'l.ll"6Z

y/: the fo0d conversions, when the amount fed Is Z

Z: the amount fed in percentage Of the body weight

WO: the fish weight when into the feeding (unite gram)

2) Therefore, the growth Of fish with the diet used for this experiment yields the following for  

mula (fig. 5);

 P ・ Zwn-Wo@00@@gQg@0.z,25,@Vo_,_Q_gQy@g..1@57K@J              

wn : the weeight gain by feed for n day

ii. days Of feeding

P : feeding interval ;n day ;n which the amount Of the fo0d @s given

being corrected according to the growth 0f the fish corresponding
to the fo0d level at start

The following formula (12) could be made from the above-mentioned formula (11), this shows the

amount (Z max) which will expect t0 have the best efficiency Of the growth by the manufactured diet.

Zmax=5.3904e-@.'"B"osWo . . . . . . . . . . . . . . . . . (12)
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On the Of her hand, ;f the amount fed exceeds the feed coefficiency which ;s computed by the for-

mula (12) the growth 0f the fish will be retarded and the larger fish ts seemed LO be affected easily. This

is supported t0 be caused from the impediment metabolism by over-feeding. COnsequently, it ;s necessary

to select the fo0d levels according to the fish size as Lietritz's feeding technique. The determination Of

fo0d levels fs important for the health and efficiency 0f fish production, 

ま え が ぎ

最近・サケ稚魚の飼育は，サゲ資源の維持ならびに培養の重要な手段として行なわ才T るよ 5になり，その飼育

餌料の開発は，サケの習性ならびに事業的規模などの特殊な性椅から，極めて重要な課題となつている。前報で

は，市販の人工餌料を使用して，飼育を稚魚の浮上後約3 ヵ月間行ない，それらの餌料が短期間の飼育において

は，サケ稚魚の飼育用餌料として充分利用できることな述べた。しかしながら，サケの特殊な生理，生態的な機

能にも起囚すると考えられる餌付けの時期，給餌呈ならびに餌料成分と姥死との関係など，重要な問題が提起さ

れた。

なお，餌料効率や成長は飼育水の洛存酸素量との間に密接な関係があることが―般に知られている。溶存酸素

昆は注水量と密接な関係にあり，また供給水の多寡は，飼育水中におげる代謝排泄物の濃度にも関係する。この  
代謝排泄物の影響については， Brokway(l950) や川本(l957, l958) らによりW られている。また， 餌料効率や

 
成長は飼育時の魚の大きさ，給餌量の多寡K@ より著しく相違することが知られ，Leitritz(l960) は水分含量の多

寡からみた2種の混合餌料について，魚の大ぎさならびに水温の影響を考慮した投餌量の基準を発表した。

本報では，注水局，魚の大きさならびに給餌量と餌料効率との関係を調べ，これらの結果から， 餌料効率や成

長におよぼす注水量，魚の大ぎさおよび給餌量などの影響を検討した。以下にその結果を報告し，今後の研究の

参考に供したい。

本文に入るに先立ち，この研究は当ふ化場千才支場にて行なわれたものである。 実験を行なうにあたり多大な

御援助を賜づた石川博支場長ならびに小山田博技官に感謝の意を表します。また，実験実施に際して終始熱心に

助力された木村真氏に謝意を表します。

I 材料および力法

]． 供 試 魚

供試魚は1961 年 10 月乃 26 日およびll 乃乃 14 日， 当 ふ化場千才支場西越採卵場で採卵・ふ化したもので本実験を

行なうまえに約3 ヵ月間飼育試験に供せられたものである (前報参照)。

法2． 方

餌料には前の試験において最もす留りの 艮か@)た餌付用粉末餌料 CO □ ， ) を用い，給餌回数および給餌時間は

前の試験と同様に朝・タの各I回とした。また， 飼育槽には前回の試験で用いたアトキリス式ふ化槽を使用し

た 

実験方法としては， l962 年 6 月 20 日から7@ ョ 20 日までのlヵ月間に注水量と餌料効率との関係を調べく芙

鹸II，次いで7 月日 2l 日から8J16 日までの間に，飼育開始時の魚の大きさ，給餌率の違いと餌料効率との相互

関係を調べた(実験n) 。 これら試験項目別F みた各試験期の飼育尾数およびおもな育飼条件を第l表に示した。

結餌方法ほ ，実験Iではすべての試験区の給餌率が等しくなるようにし， 突験H では試験の目的上毎日の給餌

率が常に―定になるように，飼育開始後7 日目から魚の状態を観察しながら餌を増量した。

なお，第I去におげるS ・ j e@ は，いずれもそれぞれの実験直前に，前報で述べた弱小魚群が混在するよう

に， 極めて成長の劣っている魚を集めたもの，またg ・ h K は前の試験による影響が幾らか残っていると思われ

たものである。 これらの試験区における結果 (s 巳は実験Iでの結果) は，いずれも塊死との関係を知るための

参考資料としてのみ用いられ，前に述べた試験日的のための資料としては不適当と判断されたのでいずれも除外

した。
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第]表 試験別の飼育尾数および主な飼育条件         
% S/min  % e/mia. 

70 4.83 2.36 2.47 6.073 2.8t 4.37 0.9
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83l． 883 2.43 4.35

1093・ 6I10 1・ 89 4・ 06

977・ 298 2.06 4. 19

118119 1.70 4. 1t 14.4

438443 1.45 3.8O 13.0

653655 0.94 3.63 16. 1

211

248

1,015

982

890

 4.30 6.03 5.94

 3.58 4. 1O 4.01

 3.90 5.95 5.88

 3.29 3.92 3.94

 2.88 8.0I 8. 10

 1.44 ?.99 ?.24

 3.48 5.99 6. 17

 2・ H 2・ 87 2・ 85

 1.92 5.97 5.65

 0.93 1.97 2.07

 1. 17 4.0O 3.73

実験I，注水量と餌料効率との関係;実験n ， 紀餌艮， 魚の大きさと餌料効率との相互関係 

果P 糸占

]． 実致I 注水甘と餌料効率ならびに成長との関係

第2表は，本実験におげる結果を注水量から整理して示したものである。 この結果，餌料係数は第l図に示す

ように．注水量の増加につれて指数函数的に小さくなることが認められた。また，成長程度の目安として，飼育

開始時と終了時との体重比を用いると，この体重比 (増重倍率) は 餌料係数におげると同様に，注水量の増加に

したがい指数函数的に増大することが認められた。

なお，上に述べた餌料係数および飼育による体重の増加ほ， 第2図に示すよ5 に，飼育開始時の魚体重が少な

いものほど良い値を示し，それらの関係はl次の直線式で示される。
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飼育 卜 始時の 魚伜吏 9  圭 水 九 ノイ k9/mln  

第2図 魚の大きさと餌料係数および成長との関係第]図 注水局と何料係数および成長との関係

図 中の数十 1 は 餌料係数と注水量との 関係式 図中の数字Iは餌料係数と魚の大ぎさとの関係式
y-2 ． 64l-0.4547l0gx … -..r-0.753 …… (1), 同じく y-0.5l08W0+l.0l7 …… r-0.977 … -,<(3), 同じくTT は
n は増重倍率と注水量との関係式 y-l.624+0.l885 増重倍率と魚の大きさとの関係式y-2.263-0.l95lW ，O

(4) を表わす。・ ， 餌料係数'. x ， 増C2) を表わす。・ ， 餌料 係数 ;       ア二 0． 985       log x'----'r=0.823       

亜倍率X ， 増亜倍率
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某2表 実験 I の飼育結果

塊死 増肉烏 給餌監 餌料係数 増重倍率 歩留り

%  試験 区 注水量//ke/min 開始時終了時開始時終了時平均 魚体重g 飼育屯量g
 I・ 72 l004.39 2.8I 4.84 205 353.6 0 148.6 356.5 2.40

 1・ 798.9I 2.43 4.3O 202 357.0 0 155.0 364.0 2.35b
  1・ 880 184.0 364 1.9817.30 1.89 3.56 208 392

l・ 98 99 ． 721.85 1.45 2.87 642 1,270.4 1 628.4 1,805 1.73 
l・ @9 10035.64 2.06 3.90 202 381.9 0 179.9 364 2.02 

  l・ 9371.40 1.70 3.29 202 391.5 0 189.5 364 1.92

 
2． 美故H 結餌甘および魚の六きさと餌料効率およ  

ぴ成長との関係

 第3表は， f ・ sE ， b ・ d ・ i区およびC ， e ・ k 区を，そ

 れぞれ給餌豊からみて同―試験群 (給餌率の平均値を         
 用いて，それぞれ給餌率7． 40% の区分，同じく5・ 73% ，

 
 ノ "l

  同じく 3． 8% の 3 区分) とし， 給餌率の高い順E ， 且

イノつ，それぞれの給餌率からみた区分において魚の大き
 "  "" "  "ノ・ノ 

さ 順に，本実験の結果を整理して示したものである。
 -@ -"  

この結果，餌料係数からみたサケ稚魚における飼料
  

     効率は，第3図に示すように，いずれの給餌率からみ

f方@芦 R@ 始時の 承．休止9た試験群においても，魚の大きさとの関係が―次式で

表わされ，飼育開始時におげる魚体が大きくなるにし 第3図 結餌率@Uにみた魚の大きさと餌料係数と

たがって規則的に悪化し，またその悪化ほ給餌率の高 区中の数字の関係I， I および皿 はそれぞれ結餌率7． A% の

試験群(f およびS区)，同じく5・ ?% の試験群Cb ， d おい試験群ほど著しいことが観察された。

ように，次に， 本安餌 を多く験における飼育魚の午えた試験 群 f成長は第・ S， b ・ d ・ 3i表に示す区での 成 よびk同じく区)iE)におげるn'および同じくおよび餌料皿係数と魚の大きさとの'は n 3の83%・ 試験群に前報のの試験群(c関係を示し第， eIおよび期 l区，
長が，餌を少なく与えた試験群。 ・ e ・ k 区での成長と の実験結果を補足して給餌率5・ 48% の試験群としたも

同じか，むしろ劣り，また，いずれの試験群において のおよび4． 03%の試験科としたm の試験群に実験場合の上に述べたI の結果を補足して関係を示す給餌率。
も ，大型魚を用いた試験区 (f ・ b ・ d およびC ・ e 区) 同じく図中の記号・， x および。 は上に述べた試験群

での成長が，小型魚を用いた試験区Cs・ iおよびk 区) Iのは前報での， nおよびf に属する試験区の第I期lKの結果を示す。結果を示しまた各試験/"同じく
群での上に述べた関係はそれぞれ次式で表わされる  でのそれより劣ることが観察された。

なお，この実験の期間には，弊死魚あ るいは異常魚、 I ， y 二 l・ 392W0+l.430            H, y=0.779W0+

が，第4表に示すように，大型魚の試験E(a およぴ 1.667---C6); y=0.919W0+U44------r=0.987------(8)m. y=0.531W0+1.078-   .-(?); m'y-0.550n',
e区)あ るいは大型魚の試験区で給餌率の高いもの(b ・ w 。 十 0・ 966 …… r二 0・ 989 …… (9)  

第 a表 実験 H の飼育結果       試験E
開始時終了時開始時平均 開始時 終了時―""K   g"" ""

I・ 252.88 3.59 8.0I ?.68 1,258.0 1,558.0 318.0 1,730.0 5.44
l・ 401.44 2.0I ?.99 ?.12 939.0 1,308.1 372.6 1,280.0 3.44

( f

 .22371.0 4.784.30 5.24 6.03 5.86 357.0 434.6 77.6
I・ 2@387. 0 4.9977   3.90 4.69 5.95 5.8I 378.0 455.0
 .621.92 2.55 5.97 5.52 1,945.0 2,587.0 642.0 2,000.0 3.12

 

 .2494.0 278.0 2.963.58 4.44 4.1O 3,98 390.0 484.0
l・ 243.29 4.08 4.0O 3.84 388.0 481.7 93.7 267.0 2.85
 .40713.0 1.701.17 1.64 4.0O 3.58 1,039.0 1,451.5 420.3T1Ck。

 l・ l543.0 2.795l ・ 24.83 5.56 2.36 2.46 338.0 389.2
I・ l6750.0 6.733.48 4.04 5.99 6. 16 735.0 787.0 111.4 
l． 192. 1I 2.52 2.87 2.83 524.0 621.6 99.3 259.0 2.64 
I・ 08311.0 4.880.93 1.00 1.97 2.05 916.0 979.7 63.7 
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d およびg 区) に， 主に発生した。ことに，前報での実験による影響がまだ残っていると思われた試験区で，大型

魚を集めてかなり多くの餌を与えたg ほは，試験終了時にかなり多くの異常魚が出現した。なお，ここで観察さ

れた異常魚とは，自由状のものや腹水が著しく溜@) たものである。

第4表 実験H の飼育におげる擁死魚および異常魚の発生状況       
2.83 2.05 2.363・ 805・ 677.40給餌率の区分先

  h jkd b  試 験 区  
終了時の魚体重g 2.0l 3.59 2.55 4.04 4.69 5.25 l.64 4.08 4.44 2.52 l.00 5.光

1(0.5)  幣 死 1 l(0 ． 2J 3(0 ． ?)

2(0.3) 2 3(0.5) 1(0.3) 2(0.2) 2(1.0)

  7(3.4) 5(6) 1(2) 異 常 魚
 

鍵死lおよび2 は，それそれ飼育期間中および終了時におげる姥死佳 を表わす。表 lllの 数字はそれそれ

里数を表わし C ) 内の数字はパーセソトで示したものである。

察皿 考

]． 餌料効率および魚の成長におよぽす注水甘のぉ4
第 I図に示した餌料効率や成長と注水量との関係式において，相関係数が前者は0． 75，後者が0． fi2であるよう

に，いずれも有意なものであることから，飼育サケ稚魚の餌料効率や成長は， ―応注水量による影響を受げるこ

とが推察される。そして，注水量の影響による餌料効率や成長の悪化は，注水量の減少にともない，指数函数的

に増大することが推察される。

しかしながら，上に述べた餌料効率や成長は，それらと飼育開始時の魚の大ぎさとの関係において，相関係数

が前者は0． 98，後者が0． 99 であるように，注水星の多寡との関係におげるより，飼育開始時の魚の大きさとの関

係におげる有意度が高い(第2図)。 このことから，飼育稚魚における餌料効率および成長は，注水局よりもむし

ろ開始時の魚の大ぎさ，換言すれば，飼育魚の大きさに著しく影饗されることが推察され，小さい魚ほど摂糾し

た餌を成長のために良く利用することが推察される。そしてこのことは，サケの初期飼育においても， ―般に言

われているように，魚の不揃いによる摂餌上の競合を，撰別などにより防止しなげればならないことを暗示する

ものと考えられる。

2． 餌料効率に対する給餌丘および魚の大きさの影半

サケ稚魚におげる餌料効率は，実験Tにおけると同様に， 魚の大きさにより異なるが，そのこと以外に， 与え

られる餌の多寡により著しく制約されることが推察されるe第3 図 )。 この飼料効率に対する魚の人きさおよび給

餌量の多寡による影饗については，次のことが推察される。

すなわち，餌料係数に対する魚の大きさの影響を，餌付時のような小型の幼魚についても知るために，b ・ d ・

i E を用いた試験群から得られた結果を， それらの試験区と給餌率が同程度であった前報での実験の第I期 l区

の 結果 (開始時体重平均0・ 31g ， 給餌率4・ 69% ， 餌料係数l・ 28) で補足すると， 給餌率5． 48% のときの餌料係数

y と， 魚の大きさW 。 との関係式として

(8)y 二 0． 919w0 十 l． l44 …………………………………………………………………… (8)

が得られる。

なお，実験Iでの平均給餌率 (4 ． l5%) および餌料係数と魚、の大ぎさとの関係は，本実験におげるC ・ e ・ kE

を用いた試験科での平均給餌率，および餌料係数と魚の大きさとの関係とほぼ―致する (第2 ・ 3 図参照)。 した

がって， 上に述べた2つの実験で得られた結果は，給餌率からみて，同じ試験群から得られたものとすることが

できる。このことから， 給餌率4． 03% のときの餌料係数と魚の大きさとの関係式として

 y=0.550W0+0.966 ………………… .@" ……… -. …… ." ………… .- … .- ………… C9)

が得られる。

上に述べた(8) 式および(9) 式で表わされる餌料係数と魚の大きさとの関係は，それぞれの相関係数がァ -0 ． 978 ，
 

r@0 ・ 989 であるよ 5に， 極めて有意なものである。 これらのことから，成長にともない飼料効率は，Earl の実験

では過食により悪化することが知られているが，魚の大きさによっても著しく影響されることが考えられる。そ
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して，上に述べた餌料効率は，体重0・ 3g のような餌け時の幼魚から，体重5a の稚魚において， 給餌量の多寡に

よる影響をかなり普遍的，規則的に受げることが推察される。

上に述べたことは，魚を養殖する場合に―般に言われていることである。 したがって，サケの飼育において，

魚の大きさや給餌量などが，どのような影響をするかを知るため，C5) 式(第3 図参照)， (8) 式および(9) 式を

用いて，餌料効率と魚の大ぎさおよび給餌率との相互関係の―般化を試みた。

すなわち，ある 給餌率Wz) の餌が与えられたときの餌料係数(y，) と， 魚の大きさCW 。 ) との関係は次式で表わ

される。

y， - aML0 十 b

aおよびb は第4図に示すように， C5) 式， (8) 式およびC9) 式における各係数，および常数の相互関係から， 次

のように表わされる。

a-0 ． l9084eo@@2 的・ … ..r-0.99l, b-0.607097e 。 ・山 "0z......r-0.998

したがって，サケ稚魚におげる魚の大きさおよび給餌率と，本実験で用いた餌料(0□ ・ ) の飼料係数との関係は，

水温が8。C のとき，次式で去わされる。

 y$=0.19084ea'@7@6;@ZWu+0.60710eo,l"i'60a                                                 

第5去は，本実験における餌料係数の実測値と， 上式から求めた計算値との関係を， 給餌率から整理して示し

たものである。 この結果，Clo) 式で得られる計算値は，本実験での魚の大きさおよび給餌率の範囲では， ほぱ実

測値と―致することがうかがわれる。またこのことは，飼育による魚の成長を， 魚の大きさや給餌量の多少を考

慮して，かなり正確に推定できることを暗示する。そして，これらのことほ，生産効率を向上させるために ，

T ，eitntz らの給餌理諭の必要なことを意味するものと考えられる。

第5表 餌料係数の実測値と推算値      
x- ―   

  2・ 40 2． 782・ 8l
ノ ----- ― - 

 2・ 35 2． 532・ 43 
2・ 02 2・ 222・ 06 

 l・ 92 2． 00l・ 70
 

  
 
  l． 98 2． 07l・ 89

I・ 73 l・ 73l・ 45   

5・ 44 5・ 942・ 88I t
3・ 44 3・ 3ll・ 44> s
4・ 78 5・ 264． 30 
4.99 4.823． 90

3・ l2 2・ 8ll． 92

2・ 96 2・ 99三 ・ 58

1 bdl・
     

 
第4 図 餌料係数と魚の大きさとの関係式

2・ 85 2． 743・ 29

l・ 70 l・ 52l． l7

y-aW0+b におげる係数(a) および

/1Cek常数(b) と結餌率との関係

 2・ 79 2・ 624・ 83
図中の記号・およびx はそれぞれC5). (8) および

w9) 式における係数および常数を示す0

3． 成長に対する結餌甘および魚の六きさの影4
飼育による魚の成長は， 与えた餌の量とその餌の餌料係数により，制約されるものと考えられる。したがって，

魚の大きさや給餌量の多寡が， 魚の成長にどのような影響を与えるかを， u0) 式を用いて検討した。

すなわち，―定期間飼育した後の魚の増重量w 。 は．前報で述べたように，飼育開始時の魚体重をW 。 ， 給餌

率を Z ， 給餌日数をn，また飼育による魚の増重に対して，給餌量を―定期間毎に開始時の給餌率になるよ5に

補正する場合，その補正された期間の日数をP とすれば，次式により表わされる。

    
w0 w@[P @ JQQ '(0.19084e<'.@7z5!!zW0+0.60710eo.l'"5nz).）

なお， (l0) 式で汁算される餌料係数は，それが飼育開始前の魚体重に対する，ある―定期間の飼育後に得られ

る結果の関係式から求められたものであるため，限られた飼育川間では，その期間の成長にともなう休重の影習

4ゑ
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 が含まれていると考えられる。

第5図はCI) 式から，給餌量を5 日毎に補 lM

 .80 -
屯 CP 二 5) して， 30 日間飼育した場合の，魚

体重の増加割合w 。AVo と ， 給餌率との関係  
を，色 な々大きさの魚について計算し， 図示

 
したものである。 この図から，飼育魚はある

給餌率まで餌を増量することにより，成長が l・ 印  

促進されることが推察される。この給餌率の 魚 l40  

増加による成長促進は，大型魚より小型魚に 重叩体l  
おいて加速的に起きることが推察される。ま $l 乙  

 
た， 魚の成長を飼育により期待するための給 邸 l・ 川  

餌率には，第5図に示したすべての大きさの 合 lo0  

魚に，上に述べたような 限界のあることが 0・ m

 田 -
推察される。その給餌率を仮に成長のための

  最大絵餌率と呼称すれば，その最大絵 餌率

Zmax は第6 図に示すように ，魚の大きさ
 

 W 。 R に対して，次に示す関係式
 

Zmax%/d@T=5.3904e-Q'""a7 @ wa    
  
 

(12)      ア二 l      

で表わされ，―般に言われているように， 大 @・30- ハノイヰ
 
       ぎな魚ほど給餌率を少なくしなげればならな

結 和 車シ。いことが推察される。

第5図 Cll) 式より推算された体重の増加割合と給餌率
また，第5 図 から，上に述べた最大絵餌率

との関係M 上に餌を午えた場合，飼育魚は成長を阻害

されることが推察される。この成長阻害現象 図に示した体重の増加割合とは， 給餌量を5 日目ごとに補 
損失によるぱかりでなく， Earl が飼料効率の 体重Wo を表わす。

Zrnan
うえで観察したように，その飼料効率に対す

る影饗から，―般に言われている過食の―つ l9n

の現象として生じたものと考えられる。そし

てこれの原因の―つとして，過食により代謝 。 M
 

             M-            i Wo        
機能の阻害されることが考えられる。

以上に述べたことから，本実験における飼 拮餌 3Q
育魚の成長と給餌量との関係を検討するため %率川

に，第6表に実給餌率および成長と， Cl2) 式
  から述めた成長が最大になるための給餌率を  

表示した。この表から，実験Iでの魚の成長
第6図 最大の成長が期待される給餌率と焦、 の大きさとの関係

がいずれの試験区においても， 芙験H でのそ

れより勝れていることが推察されるが， このことほ，圭験Iでは上に述べた最大給餌率に近い餌を与えたためと

推察される。なお，夫験H で最大給餌率に近い餌を与えたCおよび。 区での成長が，実験Iでの結果より劣って

いたことは，前にも述べたように，魚の大きさの違いによるものと推察される。また，実験H において，餌を多

く与えたf ・ S ・ b ・ d ・ i区での魚の成長が，餌を少なく与えた。・ e ・ k 区より 劣っていたことは，第4表に示し

たよ5 に， f ・ S ・ b ・ d ・ iE の 魚に与・えた 餌の昆が，それらのいずれの試験区においても，過食の現象が生じる呈

であったことによるものと推察される。また， 給餌率からE 分されたそれぞれの試験群において，大型魚の試験
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第6表 実給餌量および魚の成長と最大成長が期待される推算結餌景 区での成長が，小型の魚を用いたも  
給餌率 % 増重倍率

   
 

 l・ 724． 37 4． 592・ 8l

 .79 .65 .352・ 43 
I・ 894． l9 4． 792． 06

l． 934・ 984・ llI・ 70 
 l・ 884・ 06 4・ 83l・ 89

l． 985・ 023． 80l・ 45 

2． 88( f
 .44I s
4・ 30

3・ 90

l． 92 
3. 58

3・ 29

l・ 17 
 4・ 83

3・ 48 

l・ 467・ 任 4・ 54

l・ 745.057・ l2

 .41 .255・ 86

l・ 38 .345． 8l

l・ 624.83ラ ・ 52

l・ 453． 98 4・ 40

 .453.84 4.44
l・ 755・ 2I3・ 58

l・ 282・ 46 4・ 20

I・ 306・ l6 4・ 4o

のより先っていたことは，最大給餌

率が大型魚ほど少ないのに，大型魚

に 餌をむしろ多く与えたことによる

ものと推察され，過食の現象がザケ

においてもあることを裏付げるもの

と考えられる。

なお，給餌率の増；nによる成長促

進および成長阻舌現象が，大型魚ほ

ど緩慢なこと(第5図参照) が推察

されるが，これは大型魚ほど給餌量

の変動や不足に対する適応性が，小

型魚より強いことを暗示するものと

考えられる。

また， 魚における過食の影響には，

第6表に示したように， 給餌率が高l.362． 83 4・ 782・ ll 
1・ 445・ 44

い e およびd 区で，擁死魚や異常魚、
 2.050・ 93 

給餌率l， 2 はそれぞれ実給餌率と最大の成長が期待できる推算
が発生すること， ことに，本実験前給餌率を去わす。実験TTにおける増重 倍率は全て30 日当りに換

から健康に欠陥が認められるような算したものてある。

g区でそれが多く発生したことから， 餌の与え過ぎが餌の利用や魚の成長を阻害するのみならず， 弊死魚や異常

魚の発化を助長し， ことに，不健康な魚を飼育する場台に著しいことが推察される。しかしながら，上に述べた

過食によって生じたと推察された鹿死角および異常魚が， 主に人型の魚を用いた試験区で発生したことや・特に

大型な魚を用いたa区では給餌率が低かったにもかかわらず，それらの発生が認められたことなどから，この時

期におげる蝉死魚および異常魚の発生は， 魚の大きさが習性上の生理的な変化と関係していて，その生理的変化

が弊死魚や兵常魚の発生を助長することも考えられる。

以上のことから，人工飼料によるサケ稚魚の飼育には， 餌の与え過ぎが単なる餌の損失となるのみならず，成

長を岨苫すると共に魚の弊死を助長する結果となる。したがって，給餌量は魚の大ぎさとの関係において決定す

ることが，魚の生理士および生産効率の上からも重要であることが知られた。

 W 要

l． サケ稚魚を市販の人工乾燥餌料で飼育し注水量， 給餌量および飼育魚の大きさが，餌料効率や成長にお

よ ぼす影響について調べた。

2． サケ稚魚におげる餌料効率は，注水旦 4l-7C@Wkg/m@n の範囲では，注水量による影響が少なく，むしろ

魚の大きさに著しく支配され，その関係が―次式で表わされるよ5に， 魚が大きくなるにしたがって規則的に悪

化することが知られた(第 l図―第3図)。

3． 餌料効率に対する給餌量の多寡による影響については，上に述べた魚の大きいものほど著しいことが知ら

れ， これら餌料効率と魚の大ぎさ，および結餌率との間には，水温が8。C のとき，次式に示した関係のあること

が知られた。

y$ = 0.19084el'.!!':zt'@w0 + 0.fioycwe1'-1'""'

y。 給餌率Z% のときの餌料係数; Z ， 給餌率先/day;

W 。，飼育開始時の魚体重g

4． 本実験で用いた餌による飼育サケ稚魚の成長は，水温8。C のとき，飼育開始時の魚の大きさや給餌率との

間に次式に示した関係のあることが推察される。
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wn二 W 。[p・―---100(0.19084e@.2'!!"ZW0+0.607097eu."5"z)工―"* ― ）

w 。，飼育fc よる増重量g; n ， 給餌日数; P ， 給餌星を―定の間隔で開始

時の給餌率と同じになるように補正する場合，その補lE間隔の日放

このことから，魚の成長は小型魚ほど給餌率の増加E より加速度的に促進され，そして，成長促進のための給

餌率には限界のあることが知られた。また，最人の成長が得られる給餌率二Zmax) は，人型魚、より小型魚で局く，

次に示す関係式で表わされた。

Z max=5.3904e-'-'"o' i"e w0

また，上に述べた給餌率(Zma@x) 以上に餌が与えられる場合，飼育魚は成長が阻吉され，そのうえ人型魚にお

いて非常に弊死しやすいことが推察された。これらは，過食による代謝機能上の障害から牛． じることが推察され

る。 したがって，サケの飼育には，魚の大きさを考慮した餌を与えることが，魚の生理および生産効率のうえか

らも重要なことと考えられる。
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