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溜水における鮭卵の聯化

~Il'r化事業にとって蝉化器具の改良とい

うことは重要な課題の一つで、ある。何と

なれば， これだけは絶対に必要な向売道

Ji;であるからである。したがってこの事

業に携わる多くの人々に常に関心が持た

れ，古くから内外ともにその改良研究に

努力が払らわれてきている。特に半出芳

男，出中林蔵，木村鎚良11の各氏の併化器

の研究i土多くの人々に憶えのあるところ

であり，きらに近年，佐野誠三氏の紹介

による立体併化器は数カ所の支場でも実

験され，そのiiE率は相当高く評価きれ，

現在北見支i坊の渚i骨事業場では事業化の

段階に入っている。

鮭の自然、における産卵生態から受精卵

i主流氷という条件のもとにおいてその発

生が健全に進められている。従来各種あ

る附化器はいず

4根l此L木と Lて子発E赴却!しfたこ1駒貯化器でで、ある O

したがって，これらの使用し得る範IJH
の第一条件と Lて，一定の水量:を有する

iuf川主たは水道を必要とする。この根本

的条件から派生的に種々の制約を受け

る。水中に塵芥が多くては困る。上流に

付書な汚濁行為があっても困る。渇水は

勿論の主主だが厳冬期に僻化用水の凍結も

困る。凍結とまでいかなくても水温のい

ちじるしい低下は卵の発生に長期間を要

する… 手々である。

しかし，餅化器に限らず，この世に出

羽するどんな代物でも，それが総てに万

能という決定的なものは絶対に存在し得

ないから，ある場fTには不1現在もたらす

こと(上j監けられないじ

そう Lニi坊(iU))，[;急処置またl上f"lか事

長沢イf

，1&があった場合の打解策として，最少、限

の条件で鮭卵の僻化を試みた。すなわち

水だけしか与へられていなL、場合の併化

である。

以下は溜水での附化実験の経過および

成棋の概要である。

S 9防:化器の構造

この試験に使用した併化装置は，縦30

cm横60cm高30cmのガラス水槽に401の

河川水を入れ，これを僻化用水としたυ

これに従来の解化盆をこのタンクに入る

大きさに縮小したものを上下 2段に等11¥1
1痛にI'rlし，これに受精卵を踊った。

卵子は暗黒の中で安全であることか

ら，ガラス製のタンクでは卵子におよほ

す光線の影響を儲意してガラス面の三方

を黒色塗料で覆ひ，他の一面は観察のた

めに赤色セロファン紙を張り付け紫外線

を防ぎ，水槽には雑菌や徴踏の混入と光

線を防ぐために蓋をした。

酸素の補給は小型のエアーポンプを装

置して水槽内の水は常時飽和状態となら

しめた。

さらに水温の恒温化をねらって40Wの

ヒーターを装填した。これには一定温度

を超えないようにサーモスタツトを働か

せた。

s {共試卵

この実験に用いた卵は， 1959年10月13

日に十勝川の千代田捕獲場で採卵し，札

内事業場に収容したもののうち，収容検

卵を終えた健全な卵子 2，037粒を前記の

精化装置へおさめた。この供試卵の粒数

は後に賂死卵の摘出と生存せるそれらと

の{j;t-Iからj芭算 Lたものである。



これは水量，エアーポンフ。の能力など

実験装置の規模から卵了を多く収容する

ことを避け，普通用いられているアトキ

ンス式の瞬化注の約 1枚分である。

これを薄く 1段盛にして，上ド 2段に

分けた。

5水温

実験に用いた僻化用水は，瞬化室に流

れるものと同じものであるが， 7J(1土併イヒ

室へ入る前に 2方に分れその 1方は天然

産卵試験池へ流れ、ている。実験に用いた

水は，この試験池から採ったものであ

る。 1959年10月13日のこの試験池を流れ

る水の水温は130Cで、あった。他の 1万へ

流れる併化室では120Cであった。

勝化用水の水温の高低l土，卵子の発育

の遅速に影響することが顕著であり，水

温が低い場合は発育が遅れ，高い場合は

反対に促進されることはすでに知られて

いることである。しかし，あまり高温な

水中で僻化するのは発生が急速に進ん

で，その仔魚、は弱L、ことが知られてい

る。鮭の場合は水温が 170C以上になれ

ば，例え酸素の不足がなくても，生存適

温の限界を越えては危険である。反面低

温では結氷しない限り，卵子に対して生

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ので，その聞に障害

を受ける機会が多いことがし、える。

この実験の解化用水は前記のごとく，

ガラスタングの中に入れられた止水であ

るために瞬化日数を長期にわたることを

避け，できる|浪り併化日数を短縮するこ

とに勉めた。

聯化日数をある程度任意に操作できる

ように可能ならしめることも，この実験

の目的のーっとした。

そのために 2週間くらいで発限期に烹

らしめようと試み， 実験温度を lS0Cと

し7こ。
それは，河川より汲揚げた水が l:iOC

F司
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で、あったこと，この時期にはすでにこの

天然産卵試験池には数箇所の卵床ができ

ていて卵床内の温度は河川水よりも 1~

20C高温であることが観察されている

こと，鮭の1際化限界温度が 170C といわ

れていることなどを考えて，実験温度合

150CとしナこO

長実験の経過および成績

溜水併化装置に卵が入れられたのは10

月13日である。 供試卵は発11良期になって

淘汰倹卵を行なうまで特記すべき操作は

ほとんど加えなかった。 LかL，~Wf 化片j

水は前記のごとくガラスタンクに入れわ

れた止水で、あるために気温の影響を受け

易く， 日中は E昇気味なので，あまり高

温fこならぬゃう宝内の暖房なと、に注意を

要した。夜間は逆に気温の低下とともに

水温もまたし、ちじるしく降下するが，こ

れはヒーターの働きによって水温を高

め，さらにサーモスタツトの自動的な作

用によって lS0C以上にならぬように調

節しておいた。この時期は，まだ同中気

温は高いので夜間よりも昼間の方に気を

使わねばならなかった。

実験は一次試験と三次試験とに分げて

行なった。

第一次試験(収容~発限)

供試卵を収容しでから数時間して上段

の僻化盆に41粒，下段に26粒， H67粒の

内潟死卵を生じた。翌日その死卵を除去

したがさらに数時間後には再び上段に38

粒，下段に41粒，計79粒の死卵を生じ

た。その死卵は除去せずにそのままにし

て手を加えなかった。その後死卵はほと

んど数を増さなかった。

9日目になって上段の死卵のうち 1粒

が水生菌に覆われたが，この被需がどの

程度に拡がるか観察を続けた。 しかし，

他の卵には何らの影響も現われなかった

ので17日目にこれを除去するとともにI]Ij

晶の死卵を摘出した。これは84粒を算え
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5粒の噌加であった。この死卵の除去の 卵を認めたのは10月27日であった。これ

後数時間してまたも k段に28粒，下段に は収容してから15日目である。

42粒，計 70粒の死卵を生じた。その死卵 この附化器に収容してから 3週間経た

は淘汰検卵まで予を加えなかったが，そ 11月3[jに全卵取揚げて淘汰検卵を行な

の後，数を閉さなかった。 った。それによって生じた廃卵は 191粒

これらの操作から，この死卵の大部分 で健全な発限卵として残ったものは1， 6

は実験装置に収存した時および総卵，死 57粒である。これは収容数に対して 81.

卵摘出の時の不J:際によるショックと考 34%となる。

えられる。 下表はアトキンス式に収存した卵了と

述Uつぶさな観察を続け，最初に発限 対照したものである。

点王探|収符|卵数|水 温|九回摘J!i発 限lZJR生存率| 記

流 水式 110月13日|2，1812Q~9a 粒 ')1r:l 6 ， 粒| %lho万(アトキンス式)II0~13 I3 i 2.142112u~9.5ul 1片21日目| 凶61 86.8官品目ト
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また，はじめに汲揚げた河川水と受精 次の表である。

卵放置22A口の水質を分析してみたのが

試水 !PHJ01COD|cllsi02l P2051 叫 1 Ca 1 NH，-N 
cc/ll P.P.ml P.P.ml P.P.ml P.P.叫 P.P.mj P.P.ml P.P.ffi 

使用前 6.61 8.31! 1. 361 6.361 14.701 0.00041 4.21 9.6刻 0.00 

使用後 6.5j 8. 161 19.071 17. 501 0.23921 19.321 10.021 2.008 

示IN02.N NO，.吋I-F;--:九S n'而L，~_I Ino~~a山 1両元ic寸 T函s
I "，-"." I 'c "2" Solids~ M. M. 即時on

P.P.ml . p.P:ffil t:t:ムi円五 P.P.rn -P.P.m P.P.云 91v
1吏斤i 前 l trJ tr -l  -l  52 31i 2li 98.7 

使 用後 i 州 + + + 一 l兇: 叫 ω79.8  

持考 察

間水で鮭卵の併化実験を試み，発限ま

での観察を行なったが，こうした実験は

鮭発生の基本条件を無視したもので，き

わめて思い結果を予想していたが，思い

がけず良好な結果となったのしか L.使

10した;Jcを分析してみると，あるものlは主

j非iド:市に
を取辞えずに明卵附l呼?引l川1'，まで継続するとすオれ1 

lば主，本当にいちじるしく悲し、結果となっ

たであろうと考えられる。

使用liijの原水と比較して目立っている

のはj品マンガン門主力11県消費量は C.O.D

とLて原水は1.:36P.P.mで、あったのに対

Lて卵放置後の試水は8.16P.P.mを示し

ている。すなわち原水は可溶性有機物が

少なく水の清澄なることを示している

が，後者は卵収容後放置されることによ

って 11機物が増加されることがわかる。

支た，燐階塩も原水はO.0004P.P.mで

きわめて微量で、あったが欣置後の;JcはO.

2392P・P.mで著量を示したのこれは卵膜

などの蛋白質分解によるためと考えられ

るが，その時期は死卵を除去せずに放置

Lt:こnnに生じたものと思われるの

アンモニア性窒素 (NH'j.N) も快置後



の水は 2.008P.P.mで著量を示した。こ

れも蛋白質の分解によって生じたもので

あるが NH3-Nの含有量が 2.5P.P.m以

上あると魚類に有害だといわれている。

また，放置後の水は亜硝酸性窒素 (N02・

N)，硝酸性窒素 (N03-N)が顕著に検出

された。 N03-Nは N02-Nの酸化などに

よって生ずるものであり， NOa・N~土種々

の窒素化介物が酸化を受けて生じた最終

生成体であるから，これらの検u¥は判然、

のことであろう。

その他， Cl， I古l形物などの増加が認め

られたが，口、土のように放置後の試水l土

可成悪化した水質状態を示した。

したがって酸素の補充のみで溜水府化

が可能と L、し、得ることはできなL、。

それにもかかわらず，以上の条件下に

おいて， 1，650粒の受精卵が水を一度も取

り替えずに15Fl目に発限期に達した。

5第 2次試験(発限~卵子出〉

次に発眼卵を!lIl'frt1まで前記の実験装置

に放置した。

供試卵;主10月16日に十勝川千代田採卵

場で受精せしめたものを，札内事業場に

収容し， 21日を経て発限期に至り，淘汰

検卵を終えた健全な卵1， 000粒を用いた。

第 1次試験を終えた実験装置は良く洗
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滅した後，肩ij同と同燥の装置で 11月10日

より女台めfこO

S経過および成績

この頃は気温の低下がL、ちじるしく，

ことに昼夜の較差が激しくなり， 40Wの

ヒーターでは 401の水を常時 150C に保

つことができなくなった。そのために昼

間は 150C でも夜間は 130~ 1locくらい

に下った。

最初に府出した稚魚を認めたのは11月

27Uであった。これはこの併化器に発11艮

卵を収容してから17日目である。

これまでの聞に消毒その他特品すべき

操作は行なわなかった。

その後漸次併出が行なわれ，水面はj包

がひどく盛り上がり，併:l:lによって生ず

る卵膜などにより， ;j((土濁り水質は悪化

したように思われた。しかし，全部併出

が終るまでそのままの状態で観察を行な

った。 12月5Flにはほとんど併出してし

まった。

現在，事業として行なわれている作業

は卵の僻化と同時に全部養魚池へ放流さ

れる。そして幣化器の使命は終了する。

このタンク式溜水桝化器もこの点で用

務を終了するとすれば，次の表のごとき

結果を得た。

;収 容;水 i仏溢L品II死 卵 l併 出|併出ネ|摘斐

F竺J三川J引|li淵1消邦刑?句惜1出官 8 ケ竺土 49ぺj竺川¥Ul f竺土F竺JLj竺59-竺%Jι 一一一

忠人 点i lJid沼邦叩叩i旬加叫州1狩釦r官配朴昨レl卜一γμl臼げ仇5デト~。九~

以上七，ささやかなる実験ではあるが，

i間/j(-(試みた魚t卵併{じの概要である。経

I々と川題もあろうが，諸賢兄にやIかをも

たらすことにでもなれば， この卜会なき芋:

せである内




