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北 海道での

「流水式トンネル養鰻方式」

の採用と，これによる

「人工飼養鰻(養中)J飼養結果の概要

江 口

1. はしがき

現花. I人J1也で行なわれているウナギの

養舶は，一般に止水式であって i山の面

積も広大で，普通およそ O.3~1. 0誌の

池が使用されているが，この止水式によ

る北ω道でのウナギの飼育は，従来不可

能とされていた。この用由はウナギの飼

育水温が， 150C~30oC で， {Ft!司 8ヵ月 (4

月 ~ll 月〉以 iニの列二統が必要とされてい

たからである。

ところが品近，静岡県;jcpj';試験場浜名
湖分JiJlえ野日伴氏 (1959)が的|泊l県で，

ih，l.米;JcとM川;J¥.との調合によって年間必

要温度の用水を水造りして，従来の止水

式養鰻i.tとは別な，流水式養鰻法という

のを試験的に採用してみた結果，単位ミIlr

りの生産量が11:水式に10数倍する結果を

得たと報告したわ(野口博， 1959:トンネ

ノレ式養鰻法について，水戸長噌殖 Vo1.6，

No.4) 

i山の形体からして， ここでは 1トンネ

ル式養鰻法 iと呼んでいるが，この方法

はウナギの習性をたくみに応用し，かっ

土地利用の而からいっても面白い着想で

あり，従来の養鰻方法に比べて画期的な

ものであろう。この)J法は次の諸点が le

な特色としてあげられている。

(1)池の一部に土管を利用しているこ

とが大きな特色であって，このことはウ

ナギがr11!IU(j'所を好む}JINこを応用したも

のであり，さらに土管の上'i'mの土地は，

他の日的に使用できるという 2つの大き

な意義がある。

(2)水量が豊富なため，流水式であっ

て，従来の養鰻池の概念を破り，極めて

狭い池で，多最のウナギを飼育できるの

すなわち極めて集約的な養鰻法であり，

また水質の変化が少ないのでf庁理も容易

である。
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(3)温泉水利用によって注水水温を適

宜に調整できるから，従来一般に行なわ

れなかった冬期の給餌が可能で、あって，

経営ヒ街利である。

昭和36年度，北海道立水産情化場は鹿

部村鹿部に，温水増殖実験所を設置した

当実験所の目的とするところは，遊休温

泉水の高度利用(養魚〕ということで発

2. 標準 施設

養鰻池の構造は図に示したように， コ

ングリート製で面積 1rri'，深さ 1m (水

深60cm)の注水側水槽(以下「注水槽」

と呼ぶ)と，同型の排水側水槽(以下「排

水槽 iと呼ぶ〉の両側壁，民部をI付径 23

cmの土管を用いて 6cmの聞を結び 1組

の養鰻池とする。

鹿部温水実験所では，注水は構内を流

れる湧水川(水量 720L/min内外)，水温

は夏期 12"C，冬期は 9'C内外を内筏 30cm

の木樋で，また水温 75'C内外の温泉水を

内径1.2インチパイプで水温調!候補(コ

ングリート製)へ浮き，ここで適当な水

温に調書聖(水温 23'C~:30'C) して，内保
4インチパイプを親パイプとし，それより

足をみたので、あるが，この一課題である

ウナギについては，前記「トンネル養鰻

方式」を採用して，まず手始めに人工飼

養鰻(養中)の飼育についてテストした

が，その飼育結果は良好であったので，

以下標準施設経営の一例として紹介す

る。

内径 2インチパイプで分校して，各養鰻

池の注水槽に導き，地上より約 130cm立

ち上げて注水槽へ曝下している。池水は

注水槽より土管を通して排水槽に11¥，そ

の表層水が排水される。

以上が標準施設であるが，施設経費を

節約するために，材料選択に当っては次

の事柄が考えられ，これについては目下

検討中である。

(1)水量が豊富に得られ，土質がよけ

れば，池はブロック積でもよ L、。または

木構(1rri'の木枠)とし，内部を厚手の

ビニールで、被覆することも考えられる。

(2)二上管の代りにヒューム管やビニー

ル管を使用しでもよし、。ヒユーム管のj揚

トンネル養鰻池設計図
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トンネル養鰻池注水槽

合は 6m聞を 3本つなぎとし，地下に管 は班鉛管でなくてもビニール管でもよ

をのせる台座をつくる必要がある。 ~'n

(:1) r l: 7](h守の注水:l\;，排水槽の排水rr~;

3. 施設設計上の要点

ウナギの体出は大体，水温とともに舛 質が合布されていても，冷水〔地下水，

降 L，休温が低くなれば生活機能が哀 河川水等)で稀釈するから害にはならな

え， ;j(i，¥;t 25"Cliii後にもっとも旺盛である

ことがわヵ、っているから，終始不変の 25

CIÎíî後の水を天r，，~に求めようとするなら

ば， It，uí~ よりほかにはないて、あろうのと

ころが，温泉水rl'には多種多様の化学成

分が合1iされていて， ウヲギに害存をお

よぼすはずであるが， この害は温泉の性

白によっては無害なものがあるので.そ

の飼養は可能となる η また，温泉の温度

が向ければ高いほど，その利用度は大き

くなる η すなわち， i昆)R7J(に多少'ITiヰ物

L、ハまた， Pi温で、あれば適温にするため

に多量の水を混入させるから，養魚用水

をより多く造ることができ， I唆素飽和量

も大きくなる(低温の場合は他の水との

混合割合が小さくなるため酸素量が少な

くなり，単位面積当りの飼育量は減少す

る)。 温泉水利用養鰻はこれに端を発す

るわけであるが，ここで埋まれることは

立地条件の良悪である。仮りに温泉水が

集富であっても，水質がウナギを飼うの

に過さなかったり ，t品取水の量が不足で



あったり，混合するのに適当な淡水がな

かったり，温泉水噴出の落差が小さかっ

たり，あるいはまったく落差がなかった

りした場合，この場合はポンプアップを

しなけれlまならないが，そのために多額

の出費を必要とする L.ポンプの故障な

どで飼育に支障をきたす懸念があるの

で.なるべくポンプは避けるようにした

いものであるのさらに重要なことは，餌

料(生魚)を継続して.安価に入手でき

るかどうか，保管設備があるかどうかと

いうことである。ウナギ飼育の成績は人

為的条件にも左右されることが多いが.

地勢など自然環境に支配されることもま

た少なくないので，その場所の選定に際

しては.特に慎重を期さなければならな

し、以上述べたことについてさらにとく

に注意すべき要項を具体的にあげてみる

と，

(1)養鰻場をつくろうとする場所は.

温泉水と河川水の両方が得られる傾斜地

であること。

(2) ポンプを使用することなく，温泉

水と河川水との混合が自然の状態で可能

であるような場所を選定することを建前

とLtこt¥.'I 

(3)温泉水は単純泉か食塩泉であるこ

との温泉水利用養鰻では各温泉水のイオ

ン状態に関係することが大である。酸ま

たはアルカリ性イオンの量が多い時は有

害で，中性もしくは弱アルカリ性が適す

る。すなわち用水の水素イオン濃度はpH

6. 5~pH 8. 5を標準とするが. pH7. O~ 

pH8.0のところが望まれるの(江口弘.

1962 :養魚に利用される温泉水につい

1 て，魚と卵. Vol. 13. No. 2参照)

(4)望まれる泉源(i温泉の過剰氷か浴
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場の排水であるの温泉水に河川水を加え

て水温 230C以上のものを造ると同時に

河川水混合と気曝によって用水の酸素含

有量を高めることの用水の酸素含有量は

4 cc止以上を確保しなければならないの

祖泉は高いほど，水量は多いほど企業価

値がある。

普通日本人の入浴に適する温度は430C

とLているから，高温に過ぎる温泉には

冷水を混合するか司あるいは冷却して後

浴用とし低温なものは燃料，あるいは

電気などで加熱して浴用としているのこ

れら浴場の排水や温泉の過剰水を飼育用

水とする場合には，養魚池へくるまでに

幾分は冷却するとしてもウナギには高温

に過ぎるのが普通であるから.養魚、池へ

はなるべく温泉水と河川水とを混合し

水温の調節と水中酸素の増加を計らなけ

ればならなし、。水温を 300C 以上に上昇

させることは危険であり， 150C以下にな

るとウナギは餌をとらなくなる。また日

中変動をなるべく小さくするように，で

きれば 20C~30C に止めることが必要で

あるの

普通川水などには魚、の呼吸に必要な水

中酸素が 7cc/L~8 cc/L含有されている

が.温泉水中には 4cc/L~5 cc/Lしか含

有されていないので.ややもすれば呼吸

困難をきたすおそれがあるのこのために

単位面積に対する放養量を少なくしなけ

ればならないので，高い水温を適度にす

るためと，水中酸素の含有量を増加させ

るために川水を混合するか，温泉排水そ

のままの場合は，曝気するか噴水にして

酸素を増やさなければならなし、。流水式

〔トンネル池の場合〕では単位当りの放

養量が多いから酸素量に注意することと
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(排水槽の酸素含有量を最低 2CCjL以下

にしないように水質管理を行なう)，水が

とまるようなことのないように常に養魚

池の管理を君、らないことが必要であるの

(5) トンネル式養鰻法は流水式である

ため，止水式のようにアオコ(藍藻)を

発生させて酸素補給をやる必要がないの

で，その飼育量は注水量に左右される。

鹿部実験所では， 23'Cの温水を単位時間

当り流量毎分 20Lの場合， 1 111'トンネ

ル池に対して取揚時の最大飼育量は60kg

(16貫〕に達したこともあったが，平均

は 40kg (12貫〉前後である。したがっ

て 1nf当り最大飼育密度は 17.8kg(5 

貫)，平均飼育密度は 1l.8 kg ( 3貫〉と

なる。しかし 1池当りの飼育量はその面

積とはあまり関係せず，むしろ流量に密

接な関係(酸素量)があると考えられる。

(6)温泉水利用養鰻では四季水温がほ

ぼ一定にすることができるから.その投

揮は周年継続し，その分量は成長にした

がって累進本に増加すべきである。常に

ウナギの挙動に注意して残餌のでないよ

うに，できるだけ多量に与えな;十ればな

らないから，餌にする生魚(イワシ，サ

パ，サンマ， ホッケ， オ:オナコごなど〉を

確保できなけれぽならなし、。静岡県では

1 kg (267匁〉当り 32円位の簡を与えて

いるが，北海道では餌の生産地というこ

とで， まだ安い餌を与えることができる

と考えている。鹿部のような僻地でも平

均 25円(昭和 37年 12月〉程度である。

4. 鹿部実験所における人工飼養鰻(養中〕

の飼育結果の概要

飼育は昭和:36年 5月:30けより鹿部実験

所で伊藤が担当して行なった(伊藤小四

郎， 19:32:北海道におげる温泉水利用に

よる養魚試験l.人工種苗ウナギの飼育

試験，水附・研報， No. 17)。昭和 36

年 5月初日および 6月5Uに静岡県浜名

湖より平均体重 19g (5匁)の養成仔(養

中〉を 10，500尾購入してトンネル池に収

容した。総収容貫数は 202，560g (60貫〕

である。トンネル池の水温は 20C~23'C 

に調節し，注;J(量を毎分 20L~c!OL と

したの 1池の収容量は第 1回飼育試験は

16.88 kg (4 貫，尾数にして 742~916尾)，

第 2回飼育試験は 16.7 kg~28. :1 kg (4貫

~8 貫，尾数にして 257~L 077宅〉とし

池面数 14面を使用した。 第 1回飼育試

験は 5 月初日 ~7 月 14 日まで.議 2 回

飼育試験は 7Jj 10 日より 8月 31日主で

第 1 表飼育成績(昭和36年 5 月 30 日 ~8 月 31 日)

使用 i飼育| 飼 育i重 量同|給餌量|増重量|増重|餌料i成品の!次期|発 死

池数|期間| 日数 |扇 町長恥|f岡lJ VVEi繰越高li瓦語日
I"'/~'L 1 1 202. 56! 308.6 1 !C1. 02)1 

14 Iノl市 414281(lo，5EJ1o，を1689“!106刊52.31 6刊 i308.6i 1644.3 

!巧/" ! 308.6 1 566.2 1 1(1. 76)1 1 192.01 374.21 
13 1'/1己;ムI47.3 :(10，336 1(10，130 11，478.11 257.61 83.471 5.741(1， 53到(8，5911 206 13.7 

|U/ノv 尾 川尾)1 尾尾)]

※増重倍率w='Y'!三望。 創i料係数F= 喧塑量E 増重倍率の( )内は i日平均
W。 取場w，一放養wo
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第 2表成品の生産成績(昭和36年8月31日現在)

大きさ別 l生存尾数|総重弘!占躍りil開iiFi関連貯厩J議長越冬数

戎品(大 1問 192.01124.01 70%1 

中型 2.337I 166.3 I 71. 2 I 5% !) 

小型 4.6731 133.2 1 28.5 1 20% ! ~ 2.2∞尾 1 1.000尾 \~9~尾
~. v， ~ 1 ~~~. ~ 1 ~V. / 1 ~V/V i I 1 (250kg) 

混合型 1.5871 74.2 1 47.2 1 5% ( 

として行ーない，次の結果を得た。

第 1回試験結果:はじめ i也水温を平

均 230C に保持して飼育する予定であっ

たが，温泉水のポンプアップが故障し.

この期間内は水温が 200C 以下に降下し

たことがしばしばあった。餌はイカナゴ

を主に L.そのほかイワシを少し用いた。

イカナゴ，イワシとも目刺しとし，イカ

ナコ、は湯通しして表皮をやわらかくして

与え，イワシはそのまま与えた。給部量

は体重の 7%をH安とし，喰べ残しのな

いように注意して午前 9 時~10 時と，午

後 3 時~4 時の 2 巨lに給餌した。摂餌の

状態は一定水温で 20CC 以とを保つ時は

極めて良好であるが. 200C以下になった

場合とか，池水温の上下変動のはなはだ

しい時は悪く，まったく餌をとらないこ

ともあった。この間の給餌最は 689.5kg 

(184寅〉で， Jt)肉重量は 106.0kg (28貫)，

問料係数は 6.51であった。

第 2回試験結果:7月21日までは第 1

回試験同様.池水温が 20CC 以下に降下

することがいましぼあったが，それ以後

は適水温を保持することができた。餌は

すべてイカナゴで，目刺しとし，湯通し

の後与えた。給餌量は 1，478. 1 kg (395 

貫)で，増肉重量は 257.6kg (n貫).餌

料係数は 5.74であった。

第 1回，第 2聞の飼育試験の結果を考

えてみると，総給餌最は 2，167.6kg (579 

貫)で，増肉重量は 363.6kg (97貫〉に

達し 3カ月間で放養量の 2.8倍に達し

ている。餌料係数は 6.0であり，各々の

数値は静岡県下で‘行なわれている養鰻成

績と何等遜色ない結果を得た。第 2回試

験期間に成品生産が 1，539尾(192.0kg 

=51貫〉あり，その生産率は放養尾数の

14.6%を得た。 これらは 11lg~150g

(30 YJ.. ~40 匁)型大として 1 kg (267匁)

当り 587円(道内民間移入価格は 660円

~800 円〉で逐次販売した。 しかし伺々

の成長には可成りのむらがあった。すな

わち成訂Iとして取揚げた平均体重は 124

g C~3 匁)で，繰越されたウナギの平均

休市j主4.26g (11.:i匁)であり，両者の

成長差が明らかにうかがわれた。このよ

うに，長期間飼養しても成長不良にとど

まるものがみられるが， この種のものは

57 g ~75 g (15匁~20匁〉まで、待って 1100

円どんぶり用」に向けるか， 1天然適応

湖沼の放流用Jに向けることが考えられ
マ
00  

北海道の成品販売価格は，生産地であ

る静岡県の価格に左右される。また需要

期である 7，8月は昂騰し，その後は生

産が増加するので安くなる。 昭和 37年

には需要よりも生産量が少ないために高

価であり，土用のころで函館で 1kg当り
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750円，札幌で 800円， 最近では函館で

730円.札幌で 800円といった相場であ

ったのしたがって北海道で生産し販売

する場合には本外|のものよりも多少安値

で、なければ. これは長年の取引トの関係

と思われるが，売却は難しいようであ

るの

養中種苗の購入は 1kg当り1， 100円

(着値〕程度で，なかなかの高値である。

これが天然種苗であると.養中の半値ぐ

らいであるが，飼育結果は成長が思く，

減耗も多かったので.価格が 2倍でも養

中を飼養した方が確かのように思われる

が， これについては比較試験(人工もの

ム天然ものの飼養)を継続しているの

で近く事実が判明すると思う。将来，北

海道で養鰻をやる希望者がでナこ場合，当

実験所が養中(シラスから飼養〉養成を

行なって，種苗の配分をやるようにすれ

原 稿

ば，北海道では比較的に安価な種苗の分

譲ができることになろう。この目的で昭

和 38年度試験としてシラス養成をとり

あげた。

以上のほか，記すべき事項として魚、病

問題がある。これはほとんどが鰭赤病叶11

菌性のもの〉であった(江口・伊藤， 1931

:鹿部実験所で発生した病鰻について，

魚と卵， Vol. 13， No. 4参照〉れその予

防対策として養鰻池の石灰消毒および部

分的な清掃を数回繰返してみたが.この

病気の根絶を期することはできなかっ

た。第 2回飼育試験終了時までの繁死尾

数は 370尾で繁死率は 3.52%であった。

しかるにその後，サイアジン(抗生物質〕

やビタミンEの経口投与を繰返してみて

その効果が確認され，この病気の発生を

予防できる目ど、がついたの

(道立水産牌化場調査課研究員〉

募集

近く「魚と卵」も 100号を迎えることになりましたが，これ

を機会に 100号記念号を発刊する予定でおります。つきまして

はその原稿を読者皆様よりつぎの要領で募集致します。

1. 内 容小説・詩・俳句・短歌・随筆・感想・思い出・

写真・スケッチ画，その他日ごろ自然界について

特に魚を中心とした思いつかれていること，ある

人物についての生活・業蹟等。

2. 投稿方法 400字詰原稿用紙に記載，特に枚数制限は致

しません。

3. 〆切期日 昭和38年7月5日まで編集委員会に必着の事

4. 謝礼採用の分には原稿料を差とげます。




