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; カナダにおける人工産卵場 ; 

n..u… 

近年魚!二資源の再生PrtWJi出が極々と論ぶ

され，さけ・ます附化場における人工併

化の技術的な問題や運営の方法，産卵jJ手

k群が河川に持ち運んで来る総卵量と人

工による採卵量との割合，稚魚のま，riJ育管

]翌!と釘効放流の問題などから，人工幣化

の効率がきびしく世の注目を浴びている

今日，それがきわめて有効である事を切

望するものであるが，従来の人工附化と

L、う狭い範囲で仕事を続ける事は幾らか

の問題を含むように思える。なぜなら，

そのやり方においてかなり産卵生態を無

出し，その種属の属性を否定した傾向が

:~括われるように思うからであるのそこに

人工たる技術の所以がある訳なのかも知

れないが，人工婚化というものから一歩

断み山たところの人工噌殖というもひと

まわり大きい視野の見地に立たねばなら

ないのではないだろうか。うすなわち再

生庭量の人為的な増殖は必ずしも人工ふ

化のみではないという事である。

こうした点に目覚めつつあるさけ・ま

すふ化場において，最近カナダより送ら

れて来た報告印刷物の中にきわめて興味

深々たるものがあった。それは1959年よ

り始められた仕事で，未だ充分参考とな

りNるノ1:物"[:(ドJ!j:データ ¥111¥てい/にいの

で今後の縦告を待たねばなら沿いが， こ

長 沢 有 晃

の工事の概要とそのjえ械を知るには充分

な報告であった。それによってこの工中

の目的を知り，この着想について注目せ

ざるを得ない奇抜さと合理性はさげ・ま

す射殖家に広く紹介する必要と義務を感

ずるものである。

訳者の粗雑な語学力で充分内容を側め

ず，靴の外から足をJ蚤く感があろうとも

察する次第だが，その点はお許しを願っ

て，以下にその概要を紹介致する。

きて，その報告とは標題にもあるよう

に人工による産卵場についてである。こ

れは鮭の産卵生態をその儲応用した一つ

の噌植方法である。これは運河のように

溝を掘って底にほとよき砂利を敷きつ

め， ここに鮭を放して産卵せしめるもの

で，この外に受精卵を散布して瞬、化探を

使わず自然に瞬化させる事もできるもの

である。

この方法は私もかって札内事業場で天

然蕃殖試験に携わっていた時に，ふと考

えついて，場員とストーヴ談議で論じ合

った事があった。しかしそれはかなりな

場所が必要で日本の国情にマッチしな

い，近年立体瞬化器によって単位面積当

りの飼育数を明大しようとする方向にあ

ろのでう主く ls:.\. 、 t~/) うと\. .う事に1にっ

た。更に現在は'l~~リ 11担保卯によって税魚合
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ホヅチャレにせずに食JfEーとして利用する

ために払ドげを受ける機関と組織がある

以上，自然、産卵させてみすみすこの親魚

を廃物化してしまう事は民間が容易に納

得Lないだろう，という事になり，結局

は11本でこのような噌嫡方法を採用する

のは夢のような話で，やるとすれば場長

が狂気の沙汰で‘ご意見無用の絶対命令で

も:1¥さない限り不可能なものであろうと

Lう事になった。また，近い将来，札内

事業場が拡張される計画があって， これ

が話題になる時に，現在附化放流システ

ムが~r化室と養魚池の二元的な過程をと

っているために拡張にはその両国の土地

を必要とするが，充分にない土地ではど

うするかという話になり，最末端組織の

段階でいくら~，t~í命しても， どうにもなら

なレ与は判りきった上で、白熱した議論を

交した三ちもあった。その時， >>~f化宅の建I没

~I卜めてその分だけ養魚池として，受精

卵合1(0友そこへ散布すればL火、じゃない

かという志見を:1'，した。そうすれば附化

l坊も不mだし，その分の労力がまったく

考慮する必要がなくなる上に，更に検卵

などの必要もまったくなくなってしまう

ので鮭のためにも，それを扱う職員のた

めにも好都合ではないかといったら，あ

まり突飛すぎるのと仕事が縮小される形

はうまくないという理由で誰も支持する

おはいなかった事を思い出すのである。

それが今は遠い海のかなたで実現し異国

の報告・として読んだのである。

その場所は先ず地図を参照してカナタ

と米国との国境に近い太平洋岸にあるヴ

7 ンケーハ一品にRII された L 切この l~llj

lよかj(1)大き lにもので [(11結1112，~Hl8平 )j

マイルといわれ，わが凶の四国{虫の山で

ある。したがって湖や河川も多く，そめ

うちのロパートソン川を利用したもので

ある。 1ロパートソン111といっても原丈で

は creekとなっており，その幅は40フィ

ートほどなので大した川でばなじ;この

) 11はソマス川;Jc系に属するもので， ソマ

ス水系中第一の支流であるスタンプ川の

校川となっている。

ここに作られたこの人工産卵場は北米

にあるもののうち最大のもので， カナダ、

漁業大臣によって， 256，000ドルの予算

で始められ， 1959年 2月より局工して翌

1960年11月4rlに業務を開始し た。

このロバートソン産卵場の設計， 建

設，運営はカナダ水産省、の水産資源開発

同の技師と生物学者によって逐行され，

この計画は以下の事を主な目的とした。

l. ソマス水系で水力発電が行なわれ

る事によって生ずる漁業問題の解

決，特にマスノスケと銀ザケの併化

および稚魚の発i'f過程に要求される

ものを満す事。

2 次の一事を目標とした漁業開発什lllJi

を立てる事。

イ 現在非常に少ないマスノスケと

銀ザケをこの人工産卵場において

可能な限り増殖するの

ロ ソマス川水系にカラフトマスを

I斥上させる。

以上がロバートソン水溝に産卵場を作

った目的であるが，現在では第一の目的

はすでに達成され，第二の目的を子掛け

る段階に来ているというのである。とい

うのは1959年の秋には， この産卵場の司

谷能力のIんのft'li:をする事ができたので

ιちるが， こALによっていjイ1，11月iこ1， 6，10， 

000粒のブJラフトマスの卵を， 産卵場の
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砂利の中に移司!(--fる争ができt-:.o そして この移舶卵がどこからi1!ばれたものか，

その結果は，翌年1960年の春に稚魚が流 またどのようなトラップを汗jl、たのか記

下移動する際にトラップ。を使って計数し 載されていないのは残念どが，この報告

た結果では移殖卵に対し95&1:が生存して の主旨がそうした試験結果報告とは飽き

いたと報じている。北米では一般に天然、 が異るので生物学的な報告は今後に待た

桝化による稚魚、の発生率は平均10~程度 ねばならなL、。

ソマス水系図

ゲレト担〉ト7/["鴻

ミp

だといわれている事と較べると，稀にみ

る高度な発生率である。こうした結果か

らみるとこの人工産卵場はサケの併化→

稚魚、の成育にほとんど完全に近い環境が

れらhている事が疑いもない ιj仁Cあると

して，その臼信のほどがJi己されてあったL

。

次にこの驚くべき高性能を発摩した人

工産卵場の環境について書き加えるなら

ば，第 1凶を参照しなければならない。

ソマス川水系で、第ーの支・流であるスタ

ンブJlIばグレイト・ヒントラルj胡ル、ら/1¥

ている υ この湖から二本の川がIl:lている



4 

が他の一つがロバートソン;Jc織となって

おり，スタンプ川と合流している。 1957

"j二にこの両方の川口にマックミランーブ

ローテ、ル・アンド・パウエル河川会計に

よってダムが作られた。その目的は近く

に所千tするアルパーニ市の製紙会社にぶ

を送るためで、あり， グレイト・セントラ

ル湖ヵ、らiiUtる;Jcはれとしてスタンプ川

のタムから放水されている， ロハートソ

ン;jc溝の夕、ムでは魚を保護するだけの IJ

(I'~で常時適当量ずつ放水している。

したがってロハートソンぶ構では水量

湖特が完全に行なわれ，でに水が湖から

M干収うえられている。そのような契約

によってこのロハートソン川の端から端

まで全部が附イヒと創育の掛究区域となっ

ているc

この人 E産卵助の構造と規模について

は第 2¥ヌlおよび第 3悶の平副|求!と断面|ヌl

を参照されたい。全長は 4，200フィート

にj主するもので， このうち産卵に使われ

る部分が 2，550フィートとなっている。

残りの1， 700フィートは事業所，養魚

池，試験池用水路，水門，魚道などの施

設に使われている。)，¥の勾配は一般に自

然河川で見られる康卵場の傾斜に較べて

ヲl'~J 国 'i'4本内e[JjJ.色韮略国

量密/宵

芯てL、るために泥のr，:J)越がなL、。また，淡

水JI:Ilのサケにとってこの水の温度がj自制。

を示している。その他に鮭のi斥上に障害

と伐る辺、流や滝がなく容易に産卵目的を

達成できる。そのような訳でこの川は鮭

の哨殖に最適なのである。

日ij.;己の河川会社 (MacMillan-Bloedel 

and Powell River Limited) Ltロノくート

ソンタムの外に， この地域のあらゆる施

I12や固定資産，道路などの所宥権全持っ

ており， カナタ水j宅街はこの会社の協力

iてJ:/，て， このJtl!J!，I(U!HJtJlm JlI..l:. タ J、

t!) f安川および ;J( 監合コントローノしする十li~

出。/'，20りというかなり強い勾配を持つ lてい

るので， この勾配をその櫨に使う事はiJit

速や砂利の移動など川氏に激しい変化合

来たすので，不必要な傾斜を無くするた

めに川底を整備して勾配をソ10，000として

4カ所に水門が設けられている。この四

つの水門によって全水溝を三つの産卵場

と一つの養魚池とに区切られ，それぞれ

の水f'J(主水量調節装置を備えている。

規模についての実測数他は以下のよう

になってL、る η

/14 u) li川凶i…・・・H!1f;

I).¥;il …・・ ・・・・:¥5 feet 



上 辺…・・.41feet (通常水位)

通常水量…..100 c.f.s. (Cubic feet pe 

rsecond) 

最大水量・・…250c.fふ

※平均流速・・….1.5 f.pふ (feetper seco 

-nd) 

※平均水深……1.5 feet 

最大水深…・ .2.5 feet 

勾配….f/10，OOO

砂利の厚さ…15~20 inch 

上流産卵場の長さ…1，150 feet 

I~-l流産卵場の長さ…650 feet 

下流産卵場の長さ…750feet 

その他の;J(i格im積…7，200昭 feet

戸

白

カ所に曲り角がある。これらの曲り角に

ほ水流を弱めるためにプールになってお

り，水流調整のみならず、魚を一時止めて

おく池としても使われる。このプールの

長さは40フィート，深さは 5フィートで

ある。

4カ所に設けられた水門は川の傾斜に

伴なって適当な位置に設置されている。

これらの水門は第一，第二，第三水門と

もにこれと同型のものである。これによ

って水深 3~51んフィートまで変化させ

る事ができる。

各水門は左岸と右岸の二つに仕切られ

I，l ，j(! を「ドわせた水門の I~M( 工20 フィートと

5智3図底抗菌図 ('''7(-/，)

由、

※l土水門の調節により士50G;のi将減似を

有する。

この蔵卵場に敷くために使った砂利は

4， 700ー立方ヤードで， この砂利は敷く前

に洗らって，ふるいにかげられたもので

あるのその大きさは，網目が1インチの

ふるいでは完全に通過し，日んインチのふ

るいで、は完全に残さJれたものとなってい

るのつ主り 3ん~4 インチ大の砂利であ

るわこれを川底に敷く H寺には，そのレベ

ルが広|氏と平行してどの点も同じ厚さに

なり，川氏の C/10，000の勾配を乱さぬよう

に可成な注意が払われている。

この水溝には図面でもわかるように数

なっている。水量の調節は左右それぞれ1

枚の金属製の起伏板によってなされる。

この操作は左右両護岸に取付けてあるギ

ヤを廻すことによって伝動されて水平よ

りi直角へ扇型に開閉するものである。こ

の伝動は左右連動式ではなく，伺別に繰

「ドできるようになっている。この IJ(門~

開いたl十年と閉じたIt:j の~((占.の汗:は 14 イン

チとなっているのこの外に;j(I“jの|二iM1ll11

に堰放を挿入して遮断 Lてしまう事がで

きる。これは親魚が与えられた産卵場か

ら上流または下流へ移動しないようにす

るためのものであるが必要のない附は取

外しておく。
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各水門には魚を上:流へ朔らせるのに備

えてプールと魚道が取付けられている。

魚道の大きさはl恒6フィート，長さ 8フ

ィート，深さ 4フィートである。

第 4水門はロバートソン水溝の最下流

芳A回 i料水門Eをの施設略IJJ

に{之置し， スタンプ川に注く戸川口となっ

ている σ この水門の構造も前日己第一，第

二，第三;Jc門と似ているが違うところは

捕獲装置，蓄養施I浸などが伴i泣きれてい

る。第 4凶は第 4;Jc門の平面目各凶であ

る。これに示した魚道はー喬近い産卵

溝，すなわち下流の産卵溝に入れようと

するものである。l:IiiEのJIC卵溝へは魚、稲

ヤ)己数の調整などの関係でタンクトラッ

ケによって)''Iiばなければならないために

J"di佐，蓄養の必要があるからであるc ま

たこの第 4;Jc門に伴設された魚道には，

1インチの厚さのアクアリッケ・プラス

テッケをはめ込んで、水族館のように魚道

を通過する魚、を観察する事ができるよう

になっている。これは単に横から見ると

いうだけでなく，魚、道の受ける水圧抵抗

とか、の件上共合の関係などを研究する日

的も備えている。

第 1水門と第 2水門の間に養魚池があ

るが， これは稚魚の餌育を行なうと同時

に降下移動前の必要条件を精密に調査研

究するものである O 全体の大きさは，長

さが 20fiフィート， 111話140ブイ←トでj

i也は 4子IJ平行して並び，砂利の堤防で区

切られてL、る。各池の導水・排水口はコ

ンクリートの永久施設で，他の池の雑魚

が入らぬように充分な措置が施されてい

る。その他まだ改良や付加する工事が多

少あるが， 1961年の春までには作られる

ようになる予定である。

この水溝の最上流はグレート・セント

ラル湖に連がるので， この湖から降下し

て来たベニやギンザケの幼魚が人工産卵

場から発生したものと区別するために，

パイパスとして産卵場に平行した水路を

設けてあるのこれは第 3水門の下流で合

流させ，降下稚魚についての各種の試験

を行なうものである。ここには試験池が

設けられていて，稚魚、のみならず親魚の

研究についても利用される。

事業所は第 4水門の近くにあって，事

務所と 6人分の収容設備をもった宿合と

倉庫，作業場，貯蔵庫などが建ってい

るの倉庫の隣には小さな生物実験主が続

いており，貯蔵庫と作業場が棟続きとな

っているの

ロパートソン水溝の産卵場は大部分が

1960年に取敢えず完成したが，幾つかの

付属工事は1961年に計画されている。と

りわけ，降下移動のバイパスを完成させ

る事，養魚、池を完備する事，管理人詰所

をIE門近くに建てる事，産卵溝を覆うよ

うに植樹する事，その他倉庫に若「のI12

VI討を整える事などで， これらの予算は約

45，000ドルが見積られている。

以 kがカナダの人工産卵場の施設と規

模の概要である。この施設を利用する事

によって如何なる研究結果と哨殖効果が

得られるか，今後の報告を期待するもの

であるハ




