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初j烈;的な生産をh'/Cl、得る場fTもらいp

例えri.I友I乙!キ:卵，純白Yf);Ji:などに与

える気象変化の影響.白然現象ではなレ

が工場廃水などによる環境の志望i¥ また

北海j立で 111とい冬期間の低水温による成

長への影響など‘その例はきわめて多l'( 

11百王景私立jJsi::.:'に宣riJFfil、l土. 三〈内などのよう

に用水号に制限があり，比較的小谷背任で

高密度に飼育することができ，ことに一

定条('1: (/JCIhi¥・!j('I't)で多品に長liJuで、き

るという矛IJ/，(がある。このためと;::(，j，jFI''!に
1i7J(旅の生Jil!・生態の研究などに， 主た

産:!RFI"JにもWj合によってはきわめて尚い

利点念品つものである n

魚介類を jVhJ~ dれたJ京坑で I:-;J儲)1'にふj

1Iする11いこ11U;Wとなるのは.そhらの;J(

!炭の材I{~I する物自の与作用の除去と司 ;Jc

族およひ訓llf1物のii'i1ftする酸おの補給を

必安とすることであるわ

;J(肢の排出ーする室主化作物は硝椴塩と

して.また固形のtJ機物としての燐化合

物は燐酸出として蓄積されると，その他

l上水質にいらじるしL、影響を与えなL、o

Ja1気合充分にすれは分解し焔L、アンモニ

アだけが44性の大き L、ものとして残るか

ら.副長過砂のアンモニア般化細菌の作用

によって，アンモニア合除き ;J('~tのま2

'Jl~ ~ 1;'[' /:むの β 市引~'i(1何ji生式削Tfi去の)i]l:J1jlで

"リ"...."..."，'1'ド'''..11.""，'11''''.，.1.....，， "11'..11.""け，，，....1'.，，..11い''''.1

魚介fi[を制討するI21. 第・に11U題とな

るのは，削ffする種類に適当な用水と i!L[

;j:lを必要とすることであろう。

)[J !J(については iP.仇面積，1うりの生産-J立

が優って L、ることから. ll::./J( j¥よりも流

!J(式が多く uなわJLているの

~'nt ;j(式にも !41出 (c;J<. 'i話会もった条件卜

でiJ なう}jI(int式と. ・'ぷの !J(~ど浄化 L て

絶えず循環させる循環減過式とがある。

もちらん司段自で水質の良好な環境;Jc

のjlJられるところでは，循環滅過の必要

はないわ現在行なわれている長帥 fl舵1杭k同魚鮒句
υの〉卵

!れLた白然条(ド刊q午I卜卜今fにこI行Jなオわ')，1れLている O

しかし.U近の設立し J:VIWIにI!i;jする{り1

Jt( しすでにこのような{，t来の自然環iえ

のみに頼るU，き)Jを改め，新しい)JIりを

見出そうという試みが/s.:_されている。

す江わす).人工的な域.t!.~の改善によっ

てそし!主技術をlりLさせようとし、うもので

ある。自然がわれわれに与える伴大江，U

J記念無視した)ji:t.0) h.. -C:. )大¥き/

l灼Uωlμi待与し :[J守JなLい、ことはもらろんであるが，

|臼J r.然~~Iはiまfた4われわれの生t比主努j力J川Iにこ文来対、，jししJ て

数々 dの)Iド;1'/'川/正ι〔仁バ，lli守I合た U与→えて L、る η これらの川;ij

)
 

、
rk

ノピ人 I(I( J; .-:.1除外すと)ことによって，

備桜禎JflJ:rに制tYi去の利用



ιらるど

仏:イ(1 (19ら8) はこの循環滅j品自<iJu決起

のj川隆J'IL，u'I'd: ，リJ~-)カベニ L. 主f二i恥品会ti白

川，，;，:1)，H'全〉とめた。これによれば，*h矢

のfHii.民刊の jぐj、およひ削1f1 j的iこよ

け異なるが. lJ，十lJ1のんきさは lj，ù\.: に~.J L 

:2 -11 i山唱必要必11料品{I少のら;Jj、その:m{，";

とぷ，). 主にここのをLi置によると!]， :t: J) () 

-11;5らの;J，放が削ずf"J能となる、 この lJ~;

(i. 'J、!出;J，十11で(よ:10分iこ11"1， }(!f;'J;J，十iilJ

℃i上:2"日l¥j二 11"1. 全/J(~己が 1 1"1転する

f/I_ilニi¥白li:ずる。l<JrJJI日!の干lj}jHニ(主 pH

が低トして. P'C Jえ(魚介 g~(l ~二 7f 企与えるだ

けでぶく， アンモニア間変化i:1lI菌による岐

化('r 片j が 1; 1t'， 1~ されるので. {il火または 'ft:
帳、/一句を投人ずる必要がある

このiUiJ1f i.よはすでに-I'H"jU'IIi均、ら粍腕

|刊に lj，JAf!l¥i'おい亡利用さAlてきたの

liI: W. 'と l'J)れるシヅJ二1rli U)シエット

;J，侠in'(i工. き)''\')て)þ舶の魚 J~fl をきy;立に

iUiW してL、るふ. ノと 11; 二{'J~)IJ Lつつιらと)

ifl);j，: t，数十 ~I ィ jíji 二 5()() Iilj! t I IこんI'Li

ìf!'，'/ハり貨 '1' で出んできた本企循凡~~せ

にノI11 tで Lたi3H，合lJ!j守 ffli給す

ふι;l~. き))山一ζfililJi i 二，((~J:I'\ 合削 '(f L 

Cl、ると L、う f 主た1":界で1，土初jにこの )j

iJ、生J正月jL よ二と{ムJLわれるオランタのア

ムスヤルタム ;j，校内11では. 5()~1 あまり 1 ，，]

'if'i;j(合N.!)jjLたと|訪れ、ている L， ロン

ドン.ベノLリン.アントワープ，二九ー

ヨ，.. 7 ぷと I{Í~米大行1; ， lî の ;j ，折、í!'1 '¥ I~ 主いずれ

しこの )Jλiニよっている ο

)，ljIIUJ1，j);I'、H二t;i)乙イ(1)): /ii'i {，この似

J~ï il~;.;品λィけが 1J J'ゐもの!J、るく， /士の)，~

75 

(r地(，'']lill '1tもーl川/ニおL、てi住めら jしてい

る。

従来(1;j，族館以外ではた!~)三{I}，]で JH

いら1Lる1"，'1庄であったこの自，iJ1ii.よーも. こ

こ4. 5年のIf¥JO川、わじるしい進歩によ

って. これをyifJ長(，~jUjjÍliに利用する H式

仏が之されていると

， jíj橋 Ilî の yじ川氏は l<~I.íl なっていたコ

イの設内11と.その/I¥{，;jのための議長が川

川氷の ;j:1'1:也、化のため司八一)i;J:を使用せ

ざるをft!なくなり， lJ， {差;のイ、充分を補う

ため，何JMV.ぷj品辻、合採HJしてー 1えiTA;をあげ

たが， こh:幻)rl主的l党問において*，主iこ

利用された始めての作'Jであるハこのi争化

i 也の，f~ti.l' を íf なった{J，:イI~i (J 9(1); 1. コイ

1 tonについて必要な的1品川燃はl5111'， 

fNHiiさるべき州全ーお抗生591/hと、恨firして

いるハ

鈴木・，'，:，陥(l9l)O) :土コ i，キンニョ

などのT{IJj(にあたって.OWf化稚魚が人 r:
(ll[料金とる主での 11\]司従来の)n1~の気象、

!j， ftのJt、没_' 天然(ll[午、lの寸、Jt.，宵i散の先

/[ーなとによる不'ムとうとさをなくするため.

1そく人九的iこ;I;IJ術JL1与るi出Jti:l、で制討す

ること企与え、循環ill~過方式会採用 L て，

実験|刊ではあるがきわふうて将来けのある

が:県生{リている、また鈴木・ I";J僑(19l5l) 

(土川i訂I:~過かiJú 心情をソウ\' 3 ， レンこ子

zの天然tJIH併(ヒ自，iJUi二j回附 L，従来の，1:

lj，式の:101自の街!立で111氏;1小二U，i]Uでさえ)こ

とを縦({;している、

このような稲 l'i'i1f成の分肝での不IJ月j仙l

{，l'l:に j!日It'j i二141たんと J工〆〉たれ附魚介fJi

の土)jノ1illl:ti J) ji)1先とい!古って， よト{乏壬-J'
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ますr~)められるものと考えられる c

道立水族館〔室蘭)で1960fド6月に，

国鉄活魚車・ナ10号(10トン車〕を用いて，

千葉県安房小湊田jから，市方系魚類など

35種 137尾を輸送したことがある。

この活魚車は19~14年，名古屋鉄道局に

よって送られたものであるが，構造は車

輪から連動されて動くポンプによる循環

式となっており，圧搾空気または酸素ボ

ンべによる通気の設備もある。しかし，

水を洗条する椛過槽がなく，このため用

水がいちじるしく忠変し，延92時間を要

した輸送中にはきわめて危険な状態とな

った。循環減過式飼育を行なった経験か

らも.貨物車のごとき機動性に富んだ飼

育施設には是非，この飼育法を取入れる

べきであると痛感したが，活魚愉送の分

野ではもっと利用される面が多いと考え

られる。

循環減過式rutl1ilLによる魚介類の成長

l土佐伯(1958)からウナギについて行な

い， J I フ1(の池J コ i~[ !J( !J( T'，I7で飼育したもの

と1I村目立であり.減耗はほとんどなく.

水量の 4~5%の密度で，ウナギの体長

は飼育水楠の直経 (34c川に達したと報

fffしている。

道立水族館においても小型循tE訂版過水

槽を用いて 5月に浮 L:Llニサケ稚魚

(3目 5cm)の海水飼育を行なったことがあ

るが， 5 H~lO月の|尚に，その一部を10

へ 15cmに成長させることができた。

循環式飼育に用いる餌料は.投餌の際

に用水に溶解するようなものでは水質の

思化を起こし¥うすいので.特別な考慮が a 

必要である。このような何料の問題がfiげ

決されれば.飼育する種類にもよるが，

循環飼討のみでも相当の成長が期待でき
マ
心。

今後， ;J(産地航談話会の1962年肢が手

シンボジァムで循環減過式飼育装置がと

りあげられることになった。このことか

らもその!Il:要性と今後の発展が伺えよ

う。(道調査課〕

"_， 




