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; 渚滑事業場の立 i 

体ふ化設備完成

8月から工事中であった北見支場活消

事業場の立体ふ化設備改増築工事は，去

る11月 16日完成， 岡山日最初の卵子

を収容した。立体附化器は過去3カ年の

試験改良を経て，はじめて事業化したも

のでその成果が期待される。

i苦滑事業場は昭和24年国費をもって

能力 3Xl万の併化場を創設し， 同27年

に農林特融をもってさらに 300万の収容

設備を憎設したが，府化用水に落差がな

いため平水式により事業を実施して今日

に至っている。平水式は一概に成良不良

とはL、し、難し、が，同J揚l土養魚池だけでな

くその排水にも落差がな〈，活滑川本流

の増水時には逆水のため養魚池l主勿論僻

化槽内の用水も停滞し，時には 7~10 日

にもおよぶことがあり，卵子および稚魚、

の管理には非常に凶

ある。

本工事は協力会連合会において実施し

地元紋別市および同漁業協同組合，同鮭

鱒漁業者の協力によって行なわれたもの

で，ここに厚く感謝の意を表する次第で

ある。

設備の概要

。揚水設備

揚水ポンプ 久保田渦巻ポンプ

口径 10Dmm 揚水量 1m可分 2台

原動機 三相電動機 5IP (直

結 1台

F ヤンマーデーゼル発動機

5~6IP (ベルト掛) 1台

。取水井戸

内径 4m，深 3.5m，集水孔 16コ

(径 50mm8コ2段)， 有効集水半

径 200m

0配 管

揚水白ガス管口径 100mm， 38.0 

m，口径 125mm， 2.5 m，井戸より

僻化室第2水槽迄

給水エスロ ン パ イ プ 口 径 90mm，

難があった。その後

数年にわたる試験に

好結果をおさめた立

体併化器を使用して

国有 (39.7m勺，特

融 (46.3m2) 併化

室2棟を改造 L，稚

魚、は陸上輸送放流を

行うことになった。

本年度は同場 60Cl万

収容設備の内 303万

粒分(特融解化室 1

棟使用)の立体併化

器を配置したもので 集水井戸と膨化窒 〔八木沢技'官撮影)



6m口径 65mm，20m，僻

化室第2水槽より僻化

器迄

給水栓

O動力室，

径 2.54cm，38コ

当直室，事務室

一部憎設

O立体ふ化器 沼台

。付属設備配水水槽

移動検卯車

電灯設備

ふ化用水

鉄製2コ

鉄製 1台

1式

僻化用水は水温goCで変

化なく， PH6. 1，で有害

物質を含まず極めて良好でl…存ーは0.97
p. p. m. (8.2 %)で少なく

配水タンクで 2回爆気して
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8.15 p噌 p.m. (68.6 %)まで増加す

ることができたが，当初期待した

11 p. p. m.以上に達しなかったの

で， 収容卵数に計画量の 40%減の

1，633，0ω粒に止めた。水量は非常

によい水脈に当ったためか計画した

2 m3J分を大きく超え， 今後長期間

水量の調査をする必要があるが，

6 m3J分以上は充分維持できると思

われるので将来上目設は可能であろ

う。

購化器

米国のR. E. Burrows， D. D. 

Palmer 両氏考案のものを参考とし

て過去 3カ年にわたり試験改良を行

なったもので，高さ 55.5cm，幅 83.2

Clll， 奥行 60.0cmの府化盆を挿入

設置するようにできた鋼鉄製の外朽ち

と縦 60cm，幅 38.5cm，深 7cmの
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20事亜鉛引鉄板製の僻化盆 12枚および

この中に装置する縦 47.5cm，幅 35cm，
深 7cmの木枠に!底部 5耳目， 排水部に

7 }項目の金網を張った府化枠 12枚とよ

り成り， 1枚の僻化枠の卵子収容面積は

32 cm X 44.5 cmである。(見返写真)

附化用水は図 2のように僻化盆注水口

より 1降、i1ニ1半!氏;711よりJ)IJ*立問を通り，附{七

作排水，;1¥金制より盆の側面を通って注42
口二i¥tl氏排水両よりつぎの併化盆に落下

する。落下にともなう酸素の恢復:10.72
p.p.m.以下である。

検卵車

卵盛りと検卵を行なう移動式のもので

(見返写真〉高さ 105cm，横 64cm，縦

182cmの鉄製である。ビニール管により

水を自由に注排水できる。

なお卵，稚魚、の管理ならびに僻化飼育

成績は事業終了後改めて報告の予定であ

る。 (1京)

IlIWJII幽刷山1111111111111111111幽幽'"幽IUUllln山刷1111111111111111111111111111111111凶1111111111111110111111111阻111111山刷出沼山1111111111刷1l11U1刷111111111山IIUII山111凹lIlIIllIIlll阻IIUIIIUUBIIUIIIII“1111111111111111111111111111111仙111111111111111剛山山.，

第 2 回

本州鮭鱒解化技術講習会

大久保正一
UIlIIUJIIIIIIIIIUl川111111111111川11111111111削111111111111111刷仙m1ll1ll1U1II1II剛山1IIIIlIIIIIIIIIIII阻lUlIU!IlIUmn幽1ll111UJ1I凶t則llllIlUm刷II1UIIIIII蹴III1UlH山刷出IUUII1UWI幽畑山111111町11.肌U山UIIUUl回日目出IIUlUlIIlWl脳IIUI凶幽侃刷

第 2[rlJ本州鮭鱒僻化技術講習会が去る

12月7日から 3F1間，岩手県、宮古市津軽

石において，本州知:鱒附化放流振興会，

抗手県の主催で開催された。

講習日程

12月7日 会場，津軽石公民館

開講式，各関係ならびに来賓挨拶，学

術講習

①北日本鮭鱒の生態と繁殖論の講義(ス

ライドによる〕

⑨捕獲から僻化放流迄の技術的着眼点な

らびに卵および精子の生理についての

講義

⑥特別講演 東北大学助教授佐藤隆平氏

のスライドによってと米国コロンピヤ

川における鮭縛資源管理の実態ミ

12月8日 会場，津軽石捕獲場，同府化

場，津軽石公民館

親魚の捕獲より運搬，収容，放流まで

の実習，引き続いて映画立鮭の一生ミ

マLの天然産卵状況ミ上映，~rf化技術

天然産卵の効果について技術を習得し

7ニO

12月9日 織笠，大l:ili併化場視察実習を

行ない後，開講式挙行c

以上の日程で行なわれたが，参加者は

東北各県から集まった，鮭鱒J:ri'í~宣事業担
当者ぽかりで，約 150名にもおよんだ。

なお第 1日目の学術講習会においての

質疑応答，ならびに津軽石，織笠，大;鎚

卵?化場を視察致しましての所感を述べて

見たいと思う。

まず第 1日目の学術講習会においての

質疑のあったものを挙げて見ると次の通

りである。

1 鮭の母川1回帰を最近否定している人

が見受けられるが，かような見解に対

しての意見。

2 鮭の稚魚、から海洋生活，さらに産卵

湖上までの食餌の種類(この質問は従

来河川に産卵湖上した親魚、は摂餌しな

いといわれているが，最上川の鮭の胃

袋の中にウグイが入っていた事実があ

ったことから質問〕




