
内水面の水産と水温
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水の中に生活する生物をみるとき，水一

域の温度がまずその生活に影響をおよぼ

していることが重大な要因の一つである

ことを知る。したがってわれわれが直接

関係している池中養殖，湖沼河川増殖で

は，その水域の水温ということを離れて

はその問題を取扱えなL、。以下その二，

!三について述べてみたL、。

( 凶鮭の河川湖上，鮭稚魚の河川降下

( と水温問、て
本道における鮭の河川での捕獲は，道

内79カ所の捕獲場で行なわれ， このう

ち60河川が僻化事業の対象として利用

され， 30~4() 万尾程度が漁獲されてい

る。その大半は 77ヵ所(総面積 14，924

坪)の蓄養池で成熟させて採卵されるが

その効果は鮭の場合は総捕獲数の約85

%の蓄養で 80%が有効に採卵に使用さ

!… 河川の水温と鮭の湖ととは密接な関係

があり，これについての藤両氏の調査に

よれば，十勝管内の 6河川(十勝川，阿

寒)11，雪裡川，尾幌川)では，鮭の湖上

し得る水温変化範四は 180C以下 lOC迄

で， 大体盛漁期の適水温は 80C~ 120C 

の範囲ということである。すなわち十勝

川では湖上開始が 9月上旬とみられ，そ

の時期の水温は 180C~lgoC を示 L，最

盛期は 10月の上旬で， その時期の水温

は1l0C~120C を示す。阿寒川では 9 月

上旬より始まり，その時期の水温は 180C

最盛期ば 10月上旬で，ーその時期の水温

は goCを示す。iTJ11路川;J(系の雪裡川では

8月下旬から 9月上旬にかけて始まり，

その時期の水温は 130C~140C， 最盛期

ば9月下旬から 10月 t旬で， その時期

の 7jq]iJ.(工 80C~120C を示す。尾幌川で

は9月中旬より始まり，その時期の水温

l 工 130C~140C，最盛期は 10 月上旬で，

その時期の水温は 80C~goC を示してい

る(1956年，藤岡陽三.鮭の湖上と水温に

ついての一考察，魚と卵 Vol.7， No. 4)。

鮭稚魚の河川流下については，三原氏

の調査がある。これによれば，鮭稚魚、は

河川水温が 150C前後になると間違いな

く流下を急ぐようになるし，沿岸海域で

も水温が 170C以上になると急激に稚魚

の姿が沿岸からみえなくなることと思い

併せれぽ，この水温が「鮭分布」の高限

界ではないかと考えられ興味深いと述べ

ている (1958年，三原健夫，北海道沿岸

に出現するサケ稚魚、の生態について，水

僻研報， No.13)。
以上のようで，本道の各河川に所在す

る鮭捕獲場では，その受持河川の水温観

測によって大体河川における親魚の湖上

開始時期を予測することができ，また稚

魚の河川降下時期を知る一手段とするこ

とができる。

(21 購化用水の水温について

年間 3 億~4 倍、粒の採卵された受精卵

は，道内 54 カ所の~化室に収容され，僻
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化を完了し，翌春の放流期迄養魚池で育

てられるが，解化に使用する用水は人工

併化を行なう上に絶対必要なもので，こ

の適当なものを欠くときは僻化の安全を

期待することはできなし、。僻化用水とし

て具備する必要条件は沢山あるが，その

内で水温の変化が少ないということが第

一条件となる。この条件に適合するもの

は湧水をもって第ーとしている。

魚、卵の発育速度に及ぼす環境の内，水

温の影響は極めていちじるしいので， こ

の関係を知ることは意義深L、。色々の温

度と一定の発生段階に到達する日数，発

生可能水温の両極限，水温と僻化率，崎

型率ならびに適温範囲，最適水温等々の

問題を解決してゆくことは，魚卵や稚魚、

の輸送，移殖ならびに分布の限界を知る

上に重要な事柄となろう。

僻化用水の水温の高低は，卵子の発育

の遅速に影響することが顕著である。水

温の低い場合は発育が遅れ，高L、場合は

反対に促進される。あまり高温な水中で

僻化することは発生が急速に進んでその

仔魚、は弱し、。鮭の場合は水温が 170C以

トJこなれば，たとえ酸素の不足がなくて

も生存適温の限界を越え危険である。低

温な水ほ氷結しない限り卵子に対しては

生理的には危害を与えることはないが発

育に長期間を要する関係上，その間に障

害を受ける機会が多いということが問題

であるから，僻化に適する水温は 30C~

lOOCの聞が適しており，しかも周年変化

することのないものが一番よ L、。例えば

千歳併化場の湧水のように水温 80C (水

温年較差0.20C)のものを使用して瞬化

させる時は受精後 60Flで瞬化を始め，

61日から数日で大部分併化し，最終のも

のは 69日，あるL、は 70日目で瞬化を終

了するが， 90Cの水温では，水温が lOC

高いときには，約 5日間瞬化期間は早く

なる。

生物の発育とi鼠度との関係を示す法則

の一つに積算温度の法則があるc すな

わち生物がその個体発生上如何なる期

(Stage) においても， その期の完成に

至るにはある一定温度範囲において一定

量の温度を感受しなければならなL、。例

を昆虫にとれば，昆虫が卵となって産れ

出てから成虫になる迄，あるいは卵期，

幼虫期，幅期の完成迄には一定数の温度

単位を必要とする説である。

鮭卵の僻化所要温度の総量は 4800Cで

一定であるから，一日の平均温度を 80C
とすれば， 80Cで所要温度の総量判OOC

を除するときは， 僻化に要する 60日を

知ることができる。しかし半田氏の実験

結果によれぽ，水温の変化する水中では

必ずしもそうはゆかず，例えぽ常に 80C

の水温を示すように，一日中ある時間は

低く，またある時間は高く，人工的に水

温を変化させて鮮化を行なう時は，後者

の場合は発生が概して遅延する。これは

発生の経過が温度の高い低いによって撹

乱される結果によるもので，殊に鮭鱒卵

を同時に受精させたものを，同一水温で

瞬化しでも， その日数に 10日余の日数

の差異を生ずるのが普通で，温度総量説

は正確な瞬化日数を判定するのには有力

なものでなくて，大体を推定するのに可

能なものであろう (1932年，半田芳男，

鮭鱒人工蕃殖u命〕。

以とのようで，僻化用水に使用せんと!

する水は，事前に水溢の年変化を調査し

て山温適 間 的 こ 川 駅 |



あり，現に使用している用水についても

観測を継続してその変化範囲を明らかに

する必要がある。このことは，ひいては

府化成績を左右する一因となる重要な事

柄である。

l31 鮭の天然産卵場と水温について

近時，文化の進展に伴い河川沿岸には

工場鉱山が増加し，その廃水の無差別放

流の結果は河川の水産資源をおびやかし

ている事例は枚挙にいとまがなし、。工場

が河川の上流地区にあるところでは，天

然、産卵床の荒廃がL、ちじるしくなってい

る。このことは誠に憂慮に堪えないとこ

ろである。鮭の産卵には特定の環境要因

が必要であり，良好な産卵場で産卵させ

容易に発生できるようにしてやることが

最近の河川の状況からみて極めて電要な

ことであろう。環境要因について，特に

産卵場の水温について調査されている佐

野氏は次のように述べられている。鮭:産

卵場の河水温は，特殊のところを除き冬

期には lOC~20C まで低下し，甚しい場

合は凍結するところが多し、。しかし一般

に卵床内の視度は 70C~80C を保つとこ

?ろが多く，河水温の低下に影響の少ない

場所が選定されている。このように冬期

でもやや高い温度を保っていることは，

地下水の湧出と大きな関係が認められ

る。すでに調査された遊楽部川，知内川

茂辺地川，面川の 4河川の卵床内温度は

その限界がどC付近を示し，その最高温

度は1l.50Cに達している。良好な砂利

組成，水深，流速を示す場所でも，砂利

中の温度がこの限界以下のところは明ら

かに産卵床を認め得なL、。これらの砂利

中の温度測定の結果は， 12月より 2月ま

での河水温が最低を示す時期に，河水温

と卵床内温度との差の最大は 6.60Cに達

し， 地中温度lOOC以上を示す部分は明

らかに地下水の湧出が認められた(1955

年，佐野誠三，鮭の産卵について， ~降試

報， Vo1.10， No.1，2.)。

以上のことから，各河川については良

好な産卵場所を調査し，その保護，整備

を行なうことが早急に必要で‘ある。

(4! 造池養殖と水温について

造池養鯉，造池養鱒事業を行なうには

まず第ーに水の適否を調べなければなら

ないことと，第二には場所の選定という

ことになるのであるが，第一の水の条件

としては，水温を温水性の魚族(鯉など〕

に適するようにすること，冷水性の魚族

(虹鱒など)に適するようにすることが

先決問題である。

生物の新陳代謝作用は水温に支配され

て変化し， この新陳代謝は温度がlOOC

高ければ2倍になると考えられているか

ら，魚に適応した温度の範閉内では低温

より高温の方が生産力が大である。この

ことは鯉や鰻の成長が暖地の河ほどよく

一年を通じてみると夏に体重が増すこと

でもわかる。また温度が高ければ水中の

有機物も早く分解し，生成された栄養塩

類は生物の生産源となるものである。魚

の一年間の成長は水温で支配される場合

が多く，養魚成績は水温と摂餌との腕み

合せを十分やらないときは失敗に終るの

である。したがって養魚は水温によって

自ら温水性魚族に適するものと，冷水性

魚族に適するものとに別げられる。例へ

ば鯉では水温が 2:)OC以上に昇らなけれ

ば活慢な索餌をせず， したがってその成

長も良好ではなL、。鯉はこれ以上の温度

に構えることができるが， 40C以下の低
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温では冬眠状態になり，さらにそれ以下

に低下しては致死することは極寒時の浅

池にその例をみることができる。虹鱒は

170C内外を適祖とし， 200C以上の水温

では餌はとりにくくなり，病気に対する

抵抗力を減ずる。したがって鯉の養魚池

は春季より夏期に至る水温を 200C~

300Cを昇降するようにし， 虹鱒の養魚

池は夏期は 170C位まで上昇し， 冬期は

50C程度に止まるように用水を調節する

ことが最も理想的である。しかして冬期

50C程度に止まる水ということになれば

本道では湧水型にこれを求めなけれぽな

らない。とにかく養鱒場は 10中 8，9ま

で湧水を持っていなければ経営は無理で

あるc それで、湧7]¥.と川水を両方もってい

て季節的にこれらを組合せて温度の調節

を計りながら鱒の成長をうながすように

しなげればならない。

以上のことより，養鯉あるし、は養鱒を

やる場合には水の種類とその水温変化を

よく承知してかからなければならない。

(51 湖沼養殖と水温について

本道の湖沼を大きく分けると，一つは

深くて水温が低く，透明度の高L火、わゆ

る，冷水湖(代表的なものは支勿湖， ~I"J 
爺湖，摩周湖，供多楽湖，然別湖など〕

と， もう一つは浅くて水温が高く， プヲ

ンクトンが多く生産されそのために透明

度の低L、し、わゆる，温水湖(代表的なも

のは大沼湖群など)に分けられるが，前

者は本道の国立公園地帯にあって観光的

には重要な役割を演じ，漁業は盛んでは

ないが姫鱒とか虹鱒を生産して趣味的な

釣が行なわれている。後者は水温の上昇

しない山間部の湖沼が適している。また

公魚、は冷水，温水に対する適応範囲の広

L、魚種である。

本道には大小合せて約 500余の湖沼，

溜池，人工湖が散在し， 面積にして約

8，501町歩の水域を有しているが， これ

らの水域を活用して淡水魚の増殖を図る

には，その利用せんとする水域の理化学

的，生物学的性状を知にそれによって

湖沼標式を定め，生産見込数を算出して

放養数量を推定しているが，放養魚種:の

決定には水温測定が重要な指針となる。

(道立精化場調査課長)

田中林蔵氏の研究論文

過般発行をみた併化事業 80年の歩み

(HATCHERY)に関係論文の目録を編集

したが 田中林蔵氏の分で次のものが載

録されていなかった。同氏からのご注意

もありお詫び芳々本誌を以て補正させて

いただく。なおこの編集は非常に困難で

田中氏のほかにも洩れた分が少くなL、と

思われます。各位のご寛恕と補正につい

てはご連絡いただきたくお願L、します。

1 鱒卵騨出期における耐圧力の変化

(動物学雑誌，昭 18)

2 太陽燈照射が鮭卵の併化に及ぽす影

響〔動物学雑誌， 54巻第8号，昭 17，7)
3 濃厚フォルマリン溶液に浸潰した虹

鱒卵の併出稚魚(北海之水産，第149号)

4 卵膜潰症菌の発育に及ぼす温度の影

響(札幌農林学会報第 31年， 129号)

5 煮、海冷却水による鮭鱒卵の鮮化〔水

産学雑誌，第 51号)

6 水生菌の発育に及ぼす水素イオン濃

度の影響(水産学雑誌，第 51号〕

7 鮭卵の瞬化率に及ぼす受精液晶の影

響(札幌農林学会報， 34巻第 3号)

8 レントゲン線照射が鮭卵の僻化に及

ぼす影響(日本水産学会報， 第 11巻

第 1:~ 号〉

9 フォルマリン溶液による鮭卵浸漬が

匹仔の騎嚢膜に及ぼす影響(動物学雑

誌，第 54巻第 8号〕


