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養 魚に利用される

温泉 水について

日然現象をみると，そのいずれもが A

っとして驚呉の極でないものはないが，

j也ド何 100尺， fllJ1000尺の派所から昼伐

の別なく湧き出てっきない温泉こそとり

わけ驚異中の驚具といわなければならな

い。この温泉熱の利用ということについ

ては，わが同でも小規開な.あるいは試

験的な利用が従来ともしばしばl試みられ

た。例えぽ園芸。味IiR柊制iの醸造。民

l盆。化学薬品。瓦斯のi脱出。屯)J{ß~(o i三

どに対する米熱干IJ月jのごとき， ~ 、ず11も

これに l長するものといえよう。 このほ

カ" ìl~\JíU也 'liJ'で i 土.保J!，的li ， f琶など

その他熱帯魚の誌が1に，あるいは家屋の

暖房に泉熱合利用しているやIJはかなりあ

るとR!，Uつれる。

，((¥矧の主主司!Ij自jに)<'Jする利片jにつL、て考

えてみるならば.魚の{小?Gil(主人J休Jj(ìl，~と

ともに井l砕し， f本j品が{氏くなれば生活機

能がおとろえる。 ilri¥.;J，魚、ぴ〕場fTl土25'Cの

'Jci品の場fTに11立もIII主将C、あることは多数

学者の;色;見の一致しているところである

(冷水魚である虹鱒についても長野~，~;J， 

o 向指，;1干!リJ戸 i!，ftJIJ!.(I，υ)経iif1下j庁長日J'II:: 

!r Iんど()じにj圧し、I'::i;): 11，，¥ U)) jが if午IJと!ι

われるといっている〕。も L一年金通

じてお℃の水温が保持でき. この ;J，温で

飼育できたならば雫大な成長率が期待で

きょう。 しかし 25TrìÍj後の 7Jえを/\.~[自Jì 二

製造 L，一定の流量を確保しようとする

には英大な針丹jが必要であり， J'1j氏行な

うことができないし. 人工的に加熱した

水には魚の呼吸に不可欠な酸素の放散が

多くなって養魚、には.ir&さなL、。であるカ、

ら. これを経済的に持ょうとするなら、土

天然にこれ~プユ止めなけれぽならず.天然

iこおげるこんな水はilui}JZより他にはな

L、iUL泉利用益魚はこれに端会主 Lてい
~ 

(.-) 0 

{I，Hí~111に合わさ jしている化学成分は)t

f[jであるハ Hintz，Griinhutらばその i

成分によってilillJ見合次の 8極に大;}IJLて

いる。 (l)ii"純尚泉((i(i少の固形物および

ガスを白む)0(2!ip純JJ<隊長H少-Hi;のIli]JIヲ

物および寺会長上の炭酸を合む)0 \3'1~制限

階以(伏陪石Mくあるいは硫悦鉄企庁む)¥+

アノレカリ泉〔多量のアルカリを ~~tj~) l[} 

ft塩泉(多ldの食J誌を合む) '. (6苫味Lii
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とに炭f唆鉄あるいは硫酸鉄を合む) c 18) 

硫黄泉(硫民化fT物ことに硫化水ぷおよ

び硫化欽さと~'"ì tr)。以上の 8障としてい

るが. これに従う II!jは.実際問題として

i~魚 f-.利用される鉱泉水(誌ο 現行出来

法では25"C以上のもの〈剖lbi炭といい‘ 25

℃未満のもので i:t 1')};J二i↓， 1只/L以上の前

作物質をイJするものー 「ゴよひ 1日米副jの

もので，i;J(. ~れがし州JI怯ラドン.硫化/Jc

ぷ J刈峻jfにどの・ 4ど域全かむもの全員民

としている。要するに25<CUfーのものを

niA公司以下のものを ì~';米とし I ，hj)j を合め

て鉱米とIl子ぶ) i.t iji.純iH以ぶ(遊離炭酸

Iiよびl占1:If3物量 0.1%をftむ1101.炭) tヨよ

び食iUょぱ(出化ナトリウム(:t/J，訪;t20'C0) 

11!r. 1000(')ppmまでイ{{t'しても鯉司合ii，

なとvに11lffi?であり，かっ州千iの予防とな

る)に|以られている。またヅIj. 1品)誌を
純化学i'J'J¥'J:1必ヵ、らなても，生物学的jうで

医学I'J'0¥L l~，)からλても. /J，消波のお主'i'4会

(p日)が吊 )Ijであることは衆知1のことで

ある ο 11 本 ilul 京協会内ノドヲトミイオン ?)~t I支に

よる分知があるが司ミれによれi工、 j品よ誌を

j欠の 7純と LてL、るっ lmil円安1生米 (pH2 

~(出i) o 12 悦 YI 米 (p}I2~4*i的 )0 (3IiJ~J 

階'i'1:;K(Hp 4 ~_ ti 1:尚)0(4-' f'性)見 ('pH

() ~7. 5.1よ1，:，;))015!\)\} アルカリ.[~ニ米 (pH7_ :1 

~tl. 5未1，:，;))心，(j' アノ~ }J リi生以 (pHtl.5 ~ 1 () 

A(~i;M) ，~ ~7:IJDl アルゾJ リ YU民 (pl-ll OJ:よ fJ

とLているが. iI"U/-fIJJjJ主主段、では各iM以

内イオン ~I)~ rL~ ~ニ [\tJ 係「ることが大である

ρ、ら.その川 ;J('['にはいρ、なる!求分がiら

って L. 二 I1 が ~:tl! にけi) 〆 j てはイjJf で ιら

リ • IJ，が的)!Lí 寸ンアプノ~ :IJリド|イオン

のら士が多いときに;工臼Jfで. したがって

用水のノ'Jc:，tイオン浪!長:はrf"[生もしくはf故、

44アルカリ性が養魚には通しているご

(飼育用;J，I上pH6.5 ~pH8. 5とする)0 iJ( 

に浴存階ぷのr:u!illであるが唱常通inj川4よ
なとにi主魚の呼吸i二，12:、要な水，[，陪ぷ訟は

7~ H cc!Lを合白しているが.ilfli米;JC0) 

i&¥ fi ( :t20.C IIIj後に;JCitrrlをドげてIl暴気 Lて

も4~ 5 cc!LくらL、であるから.ヤ¥りも

すれぽ魚の呼吸l付対[をきたす恐れがあり

ij'i.仇出積にhける政主主回;を少なく Licけ

! L(正たらないことになる。，1&にミ A1 1)) ~.[ 

策としては，'，:jすぎる ;J，ihriをJ主流またはi"J

川水を出子了することによって必要Ilrr¥.1主に

I湖節するとともに. 11吉本を補給してやる

のと同時に唱さらに気海によってそのJN

示会汁ることが必要である n jJiJ.泉主主魚を

やるIj3fTの立地条f¥として，まず:Jqi二

ilA炭水はその確保し仰る lJ，討にもよるが

なるべく尚治たものが明主しく.それをf

うすめる(;J，i以降卜.悦ぶflllポ(iと白千j化

中成分の柿しゃく) ill!JlI;Jcの併i保されf'j

る斗J所でなけれ;正ならなL、。

このほど. ..'f; ， ~I)邸鹿古11村にi品 }Jリえを不 I[

J1Jする北狗j丘立;J，1辛附化均. 1ft ，.'ill /1，，¥仁

川船試験所が説、立されたっ、'"1ぷH0!所内 L1 

的とするところ(1，4(，;丘にねげる従Aぐの

;J， l!fi 刑判自に ìl，~ k氏をとり人).1、il.U:J今月i;j(に

，JI由i出!江会1*持さぜることによって{炎

IJC魚のINげ(jj法に羽iJ5I. /J:: [1日付il(iIをは11¥す

ことにあるわ昭和:i付年 tiJJより 'Ji業が始

められているが， 十iI~. のとこん.本j立で

l kノit-c ゃん~( /'ここと υ)/仁 L、.WJU〕ilftlil 

/J，利JlJによと)j完封(i企北(ヒぷ<;:-テーマに



とり， これの道内普及を目 指 LてL、るが

ここで使用してL、る温泉水は. Hintz， C 

riinhutの分類による食指泉に属L.原泉

でpH7.2を示すから. ↑i本温泉協会の分

'JiS4による '}1性泉の範附に人る。 j包素i己:.t

ltj()(}ppm. 全同形物は:!680ppmであるか

ら，各合イJ成分は少/J_l'0 泉r/IIUi 75'C 0， 
1111出である cゆえに>Rilι以買とも養魚に

利用する出泉水として誠に理組(1句なもの

である。このiM;JR7](にi"J川/J(を凶行し、 !J(

iful.2:3-C前後とするとともに階ぷ補給がh

/:s:..われ司 三らにifiC;j(式トンネル養鰻池山

u:/J(部で用水をノ込イブから法下させて気

11暴L. i也の排水部の酷iJ4量を常If!J3.5cc/

し以上に規正するよう Iこして制11しい、
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li'r:iド1) J. ~tiliûlxJilmiニミ íl( IljJけ二と

ltむされた~~ヒ{fJ の第 1 脱がはじまった

ときしし大きな関心全保めた。こ江され

た素材も大変/J_{，のだったろうが.、1'-成

にわたるこのんき/t..カコミものの liij会と

しても荘，Tc.典雅と L 、える幕開~でもあ

った。全篇 1061"IHtiにみる長信と is:_った

が. ))もわきれす司 、|〆ばtこ署名人リカバi

L、り. ア・ラ・力ノレトに/£んで、も Iilliめにこ

んで! 七ったのはL、主主か始!点化[J'と 1

C いゐが仰の~')í IlrJ協会1むを立とし
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現在本道の泉源数は約450，i昆泉J也数l土

宗5. 利用者数は:l:-lOに達 Lていあ(昭和1

:!9年度末，近衛研調)が.将来ìM>í~水の

:I'i魚7利用については地下水とともにその

分野を広くもつべきであろう ρ

(道立購化場調査課長〕

一人11¥Jが己の自由にできる天与の財宝

には 2つの種知があるc すなわ九物質的

の出とエネルェ干 -1刊の出であるや IIIj-f;:土

地球上に|以られた単で LかVi'?!I:しないか

ら.われわれはこれをよく保存するよう

にせねlどならぬハ後?fl主太防からわれわ

れにi匂って次第にJN:":れつつあるが. 1正

tuのJjiよでこれをW/Il，'(すること l土できな

l 'n しかしできる|民り釘効に利用するこ

とは l可能である r アレニウスーご

て;々るにたる力篇となった戸

本j立の人にはすでに道新紙」ーで知られ

ごhi)今さら紹介の必要もないが. ーを

とLて/fl)反され j三ことを矢口ら i:.:い人もあ

り. ここでは f~j ip_:このべ三おく

本 i!]:( 上市~.自然・現状・ IJ( I)ì'~ 1 I 4:の

l深;lUの 4~\lJ ゐら，'，(っくお') • ねi1m +l¥ ，li~ ~~':J 

のままではJKく. ~;: i }JII筆、されて{本政が

ととのえられている?附(ヒ'll菜wこっしこ

~ d、， 工 JJ!.:I)~ 0 にj出べられて 15.) サケ山

一色':<::J寸J(f支'1:'が 11本(1刈Ij化事業

j~筆告がタト I!<] の~!l'ý 化 'JHさ を(/，:肘I;"¥j

t-t課長が執*Lt:こぺ全:¥72lL . B ;)，日J.. 

全日アート殺し Jヒifi，(¥1，協和1・jι!J，pj': j_，;・
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