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養魚用人工餌料の水中における

栄養価の変化

R. R. ロパチエワ

大屋善延訳

池中養殖を集約的に実施する効果的な

方法は，魚を濃密に放養して，人為的に

餌料を池中に投与して魚、を飼育すること

にある。倒料を合i型的に利用すれぽ，池

の単位面積当りの生産高を数倍増加させ

ることができる。すでに 1()32年にA.N.

エレオンスキーは，予め殻物類を掲いて

蒸気で蒸せぽ消化は速められるが， しか

し同時にその栄養成分が抜けて質は低下

すると教えている。さらに水中における

餌の消失を避けるため， また栄養価値を

維持させるためには，餌を正しく調餌す

る必要があることを B.A.モブチャン

(1948)， F. M.スウホベルホフ(1953)，

B.M.イリン(1955)，G. D.ポルヤコフ

(1954， 1956)， N. B ボクロワ，ベ・ベ・

クラユヒンおよびA.I.マリヤレブスカ

ヤ (1956)およびその他の研究者が明ら

カ吋こし7こ。
餌料の破砕と関連して他の問題も生じ

て来る。

量的にも質的にもなぜ、餌料の消失が大

きし、か?

当初の餌料の栄養価値が何故に水中に

おいて迅速に喪失されるか?

如何なる方法で餌料の消失を防止する

か，調餌された瞬間に餌が保有していた

栄養価値を如何なる方法で魚の餌として

維持させて行くか?

この問題を解明するため， 1956年にブ

ニフ。ルフの生理学研究室において，当筆

者一は，漁業研究所のサフビンスク実験場

で集約的に飼育された，二歳鯉を飼育す

るために用いられている混合餌料の，当

初の栄養価値の変化に関する研究を実施

した。実験は三種類の混合間料について

行なわれたが，その餌料混合物の組成は

第一表に示されている。
(第 1表〕

瓦てF五 実 施1 .，)F=! Ae!-f.i::1 Il=f+-l.$~r /J '1原材料
餌料名|期 日1 混合餌料原材料名|の製合

1 .A~/h' 1綿 実 油 糟 | 
混合餌料I1956年|ひまわりのシロート| 25 

No.2日 22日|合官料 1 4~ 
1 1綿 実 油 糟 1 80 

混合餌料I1956年 ! 大 麦 粉 1 10 
魚粉 I 5 

No.3 17月22日|鯨肉粉+ I 5 
1+酵母 2 
綿 実 油 糟 1 80 

混合餌料I1959年 1大麦粉 1 10 
魚粉 I 20 

No.4 18月7日|鯨肉粉+ ! 日
I 1+酵母 I 2 

実験は水槽および養魚池において行な

われた。水槽実験の実施方法は次の通り

であった。バラバラになった風乾の簡の

一定量(10D乃至 50g) を煉粉の中に混

ぜ， 4，乃至5個の水槽中で 2立の池水を

注加した。

水を注加しない一定量のものは，栄養

物質(蛋白質，脂肪，灰分)を維持させ

て対照とした。

1時間， 3時間， 6時間，一昼夜 (24

時間〕と時間の経過毎に継続的に各水槽



の内容物を櫨過し，得られた徽密な残浮

物をバラバラの状態になる迄乾固した。

これらの残浮物は，その中の風乾物質の

消失量を判定するため秤量し，しかる後

に化学分析を行なった。

水槽実験と同時に，養魚池の餌入から

餌料に関する試料を集めた。

このような方法で，水槽および養魚池

の環境条件下での，餌の栄養価値の変化

の過程を比較対照することができた。

当初の混合餌料の栄養価値の変化に関

す試験の結果は次のことを表明した。す

なわち混合餌料は水中においていちじる

しい変化をうけ(第二

栄養物質の消失について，より具体的に

知るため，所定時間内の栄養物質消失量

の秤量計算と相侯って，餌料の化学分析

資料の再計算を実施した。またさらに，

栄養物質消失量を，当初の栄養物質量に

対する百分比で・表わした。

その例として，混合餌料 No.3を一時

間水中に放置した後の蛋白質消失量の計

算を示す。混合餌料 No.3， 100グラム中

の当初蛋白質含有量は平均 37.13%。一

時間経過後には，すでに 100グラムの混

合餌料の蛋白質量は 34.56%となってい

る。一時間の聞に簡料重量に消失が起り

餌料の重量及び栄養物質の消失
混合餌料 NO.2表)，水中浸漬前の脂

肪含有量， 例えば混合

餌料 No.2では 3.3%

であったものが， 一時

間経過後には 2.41%， 

一昼夜経過後には 2.11
%となった。養魚池内

では一時間経過後には

餌料中に1.6%， 一昼
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餌料の化学的組成の

変化に関する資料は，

' 水中における栄養物質

消失の不均斉を物語っ

ている。 しかしながら
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100グラムの重量が 73.14グラムになっ

た。したがって 73.14グラム中には 25.27

グラムの蛋白質を含有することになる。

グラムで、表わした当初の蛋白質量と，

一時間経過後の蛋白質量との差は，一時

間内の蛋白質消失量に相当する。すなわ

ち消費量は 37.13-25.27口 11.86

得られた蛋白質消失量:を，当初の蛋白質

含有量 100%として対比すれば :n.9%

となる。このような方法で，三種類の混

合伺料について主要栄養物質の消費量を

計算 L，グラフに表わした(図版参照)。

この資料は次の事を示している。すな

わち，餌料を水中に浸演した場介，試験

用混合餌料すべてにつき， 平均 25%相

当の重量消失を生ずる。この総体的な重

量の消失は，主として餌料の脂肪，蛋白

質，およびミネラル物質の消失によって

生ずる。その場合栄養物質の大部分は，

餌を水中に浸演した最初の一時間内に消

失する。例えば混合餌料 No.2では最初

の一時間に 43%の脂肪， 25%の蛋白質，

36%のミネラル物質が消失している。

さらに餌料の栄養物質の消失の過程は緩

慢に進行する。一昼夜経過後には簡料は

ほとんどその含有脂肪量の半分，蛋白質

の 40%，ミネラル物質の 60%を消費す

る。

(第2表)

!日発当初11脂肪 %1 蛍向質 %1 灰分%
餌料の!の量:から l 1 ! 一一一一一一

喜&L品制漬山倒同吋i羽両吋E時正d3{JIi出配暗i品品~I
混合倒料 No.2の試験 221V日I一5兄6 t=2包4。

乾悌耳料l -1372i3苅1144.63[ 39.69川村 5.66

A 水糟からの官J!料試料
1時間 21.35， 2.751 2.41，43.31; 38.001 5.24， 4.60 
24時間 1 23.49， 2.371 2. 111 34.94'1 31. 131 3.03， 2.70 

B 長;(h池宮II入からの試料
1時間| ー11. 81， 1. 60 36.38 32.13' 8.32 7.28 
24時 間 _.I O. 731 0.65， 22.94， 20.56 3.42， 3.06 

混合官I{料 No.3の試験 22/¥1-56 t= 150 

乾 燥制'f[ -[ 2. 35[ 2付41.81[37. 13[ 7.69[ 6.81 

A 水槽からの飼料試料
1時間 26.86， 2.281 2.01 39. l3i 34. % 6.32 5.59 
24時間 1 27.961 1. 93， 1. 73i 36. 191 32.44， 6.241 5.53 

B 主主魚池前入からの試料
1 時 間 -1 0.98， 0.87: 33.38 27.31， 8.461 7.50 
24時間 ， 0.60' 0.53: 14.31， 12.751 11. 68'， 10.43 

混合nlf料 No.4の試験 7/咽 -56 t=170 

乾燥州 [ -[ 2.14[ 1. 93[47判43判724 654 

A 水槽からの餌料試料
1時間 20.41 1. 70' 1. 51: 47.12 41. 68， 5.84'， 5.17 
24時 間 24.81 0.70， 0.621 43. 311 38.501 5.871 5.22 

1時 間|
24時間|

B 養魚池餌入からの粉状喜t!料試料
1. 821 1. 61'， 45.62， 40.371 6.33'， 5.60 

- 0.661 0.451 34.811 29.00: 12.68'， 10.57 
C 安魚池宮1¥入からの約状餌料試料

l時 間 1 12.11|1.8814617I41.81|6.54I5.83 
24時 間 l 一11. 701 0.951 46.()皇__iO._811_7.63:__(主74

混合餌料 No.3は問料の

組成が別で，混合餌料 No.

2と化学的な材料の点で異

る。混合開料 No.3の栄養

物質の抽出過程が異った経

過をたど、ったことから明ら

かであるο 水中浸漬一時間

後に脂肪の 30%， 蛋白質

の 32%，灰分 40%が消失

する。一昼夜経過後には，

脂肪の 41%，蛋白質 :~7 % 
灰分 41%が消失する。 し

たがって栄養物質の消失量

が多少異りはするが， ~n失
過程の性格は穎似しており

水中に浸漬した最初の一時

間内に栄養物質の大部分が

混介餌料から消失する。

混合簡料 No.4では若干

異った試験が行なわれた。

試験は粉状の餌料と粒状の

問料とて、行なわれた。この

試験は養魚家エル・ベ，エロ

ヒノイと共同で実施した。

それについての予備試験的

な観察によれば魚、は好んで

粒状の舗料を捕喰し，また



餌の粒そのものは水槽中におけると同様

養魚池内においても，一昼夜経過後も依

然としてそのままの形を維持していた。

水槽内という条件下の館料試験以外に

別々に調餌された，それぞれ乾燥重量に

して 1kgの簡が，養魚池内の二つの餌

入に置かれた。餌入の一つには粉状の間

1kgを水と混合し煉粉状のものを，また

他の一つには，粒状になった 1kgの混

合餌料が置かれた。先の実験と同様，乾

燥重量で現わした餌の消失量や，化学的

な組成を調べた。

第2表に表示された餌料の化学分析の

結果は，粒状餌料の栄養物質の消失量は

粉状餌料よりも少ない事を示している。

餌料の消失量の計算と同時に，その化

学分析資料の再計算の結果は，一時間経

過後の脂肪の消費量は 38%， 蛋白質は

23%に及ぶことを示している。まる一昼

夜経過後混合餌料 No.4から 76%の脂

肪， 33%の蛋白質， 40%のミネラル物

質が消失している。 混合餌料 No.2およ

び No.3と比較し，混合餌料 No.4は脂

肪を多く消失したが，蛋白質および灰分

の消失は少なかった。同じように餌料の

栄養物質の消失は，主として，餌を水に

浸潰した最初の一時間に起っている。そ

の中に含まれている伺々の餌料の相関々

係によって成立っている混合餌料の質が

その混合餌料からの栄養物質消失の性格

および速度を大いに左右するということ

を確かめる必要があるc その他，餌料の

砂砕の度合(調簡に当り特別なつなぎ用

の物質が入ってL、ない場合は)もまた栄

養物質消失速度に影響を及ぼす。

遺憾ながらわれわれは炭水化物グルー

プの化学分析を行なう可能性を持たなか

った。したがってわれわれはその分解変

化を確めることはできなかった。無条件命

に炭水化物の分離は他の物質と関連して

起っていた。したがって炭水化物の水溶
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性の部分は水中に消失していた。このこ

とは特に，一昼夜経過後水中から取り

出した間料の残り(池中においても水槽

中においても〉が，不溶性で，魚が食い

尽すことのできない細胞組織の紺l片その

もので、あったことから証明される。混合

餌料を一昼夜水中に浸潰している聞に，

別の物質クソレープの中に分離の物理的な

プロセスが生じたばかりではなく，活発

な生化学的，あるいは細菌学的な分離の

プロセスが起り，そのことが，混合餌料

の質的な変化をもたらしたものと想像す

ることができる。われわれの述べたこの

想定は当然，将来明らかにしなければな

らないし，また同時に炭水化物グループ

の量的および質的な変化をも明らかにす

る必要がある。われわれが実施した混合

額料の，水中浸漬後の栄養物質の変化を

確かめるための試験は， この方面の試験

が主たるものではなかった。

1940年にR.X ムヒノイは， 水に浸

潰した際の餌料の化学的な組成の変化を

知るために，実験室的な試験を行なった。

同氏は綿実油槽および， 50%の綿実油糟

と50%の魚粉との混合物を水中に1，2， 

5，24時間浸漬した後試験を行なった。

実験の方法と消失物質の計算の点で筆者

の試験とは若干異つてはし、たが，結果は

似ており，栄養価値の主な消失は，餌料

を水に浸漬した最初の一時間内に生じて
し、る。

特に 1956年に実施された三種類の混

合餌料の，当初の栄養価値の変化に関す

る実験室ならびにフィールド試験により

次のことが明らかになった。

1. 水中における混合餌料の栄養物質

の消失は非常に大きし、c

2. 栄養価値は主として餌料を水中に

浸潰した最初の一時間内に生ずる 0

3. 水槽内で、われわれが三回実施した

試験では，混合餌料は水中に浸漬さ



12 

れた最初の一時間に平均 50%乃至

はそれ以上の脂肪を失い， 40%程度

の蛋白質， 40%乃至はそれ以上のミ

ネラル物質を失う。

4. 池中における栄養物質の消失量は

水槽内における消失量を上廻る。

5. 栄養物質消失の速度ならびに性格

には，餌料混合物の成分の化学的組

成および量的な相関，破砕の度合，

調餌の方法が影響する。

6. 粒状の餌料は栄養物質の消失を低

め，粉状に細かくしたもの(または

煉状で与えた餌料も〉は栄養物質の

消失を増加する。

われわれが実施した試験は，粒状にし

たり，結合したり，ゼラチンで包むなど

の方法で餌料の消失を低下させる方法を

探究することの必要性について多くの著

者達 (B.M.イリン， 1955; G. D.ポル

ヤコフ， 1954， 1956;その他〕が述べた

事柄を裏づけしている。おそらく形およ

び組成の点で生きた餌と似通った餌を用

意することがよりよいといえる。このよ

うに調餌技術の根本的な改善が必要であ

り，その上に立って強力に仕事を推し進

めるべきである。鯉は，栄養物質に乏し

い餌料でさえ，非常によく自己の成長に

資することができることから，現在なお

調餌が不完全で、栄養物質が水中において

いちじるしく消失するにもかかわらず，

事実水中に餌を置いて人為的に飼育する

ことが経済的に有利な策といわれてい

る。水中における餌料の消失量を減ずる

こと，また当初の栄養分を維持させるこ

とは，より一層餌料費を軽減し，簡料量

をいちじるしく節減し，完全に価値のあ

る商品魚をそれだけ余分に成長させるこ

とができる訳である。

ーソヴイエト雑誌「漁業J6月号より…H

太 平洋鮭の雑種化
1. s.ノ、フロフ

太平洋漁業海洋科学研究所樺太支部科学記者

大屋善延訳

成長が速く，色々の病気に対して強い

形質の太平洋鮭を得る目的で， 養魚、家

M.A.アンデレエフ (カムチヤツカ)，

1. s.スミルノフ，A.1.スミルノフ，

T.T.コチエトコフ(樺太〉により，鮭

鱒の異種交配による雑種についての試験

が実施された。

1953年来，樺太のカリーニンスグ養魚

場は，秋鮭の繁殖期に，小規模ではある

が雑種化の仕事に従事してきた。

養魚、場にはケタの白子で受精された樺

太鱒の卵が集められた。人工僻化器内に

おけるこれらの卵の発生および養魚池内

における稚魚は極めて順調な経過をたど

り，その問の消耗は少なかった。

樺太鱒の白子によって受精されたケタ

の卵から府化した種魚は，完全に弊死す

るか，あるいは救い難い崎形と化した。

雑種の稚魚の放流は，ケタの稚魚と共

に 3 月 ~4 月の聞に実施された。このよ

うにして毎年30万尾程度の雑種稚魚が

放流された。 1956年からケタと共に河川




