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養魚池における「水の華」を形成する藻類の生

産を増加するマンガン
u. S. Fish and Wildlife S巴rviceKearneysville， West Virgini乱

Groswell Henderson. 

Pro只ressiveFish-Culturist. 1949， vol. 1l. No. 3 

水の栄養化をはかり，アオコ (藍葎

類〉やその他の生物の繁殖を盛んにする

ことが，内水面養殖の上にぜひ必要であ

ることは，わが国でもすでに試験され，

実証され，事業面で、は実際に行なわれて

いることである。

養鰻池や養鯉池の適度なアオコは，水

中酸素の生成源として価値があり，池中

の物質循環の中，無機物より有機物への

最初の生産物である。つまるところは，

魚類の餌料となるO 直接的な簡料価値が

あることも考えられている。また間接的

にはアオコの繁殖は，池水の温度を高め

ることに役立つし，水中に適当な暗さを

与えるために魚、を落付かせるためにも役

立つと考えられている。それで，このア

オコを発生させるために古くから養魚池

への施肥ということが行なわれているの

である"

また，湖沼を養航場として利用する場

合には，環境などのほか，特に水質に留

意すべきことはいうまでもないことであ

るし，水中施肥によって水の栄養化をは

かるなどのいろいろな水而の化学的管理

を行なうことによって，水質を改良L.
水の生産力を高めることも可能である。

訳者は，今後の湖沼漁業い施肥によ

って現在よりも集約的に経営する必要が

江口 弘抄訳

あることは，あたかも農場で，施肥によ

って作物の哨収をはかることと軌をーに

するものであることを痛感していること

を本誌上で‘すで、に述べたところであるが

(水の栄養分測定の意義について， Vol. 
No. 1)，これらのことに関連したアメリ

カの試験結果を抄訳して紹介するu 以下

は抄訳文O

ここ数年間，主要肥料に附随して，い

わゆる，窒素，燐階，加里，石灰などの

肥料成分が，いろいろ農産物の収穫に対

して著しく好結果をあげていることがわ

かったが，近時，マンガン，棚階，硫民

鉄，マグネシウム，銅，錫などの無機成

分が，果実や野菜の収穫に対して生産を

哨加させるということを証明する事業が

はじめられている。

米連邦政府経営のウエストパージニア

州のリータウン養魚場では，養魚池に施

肥することによって魚、類を哨産すること

に成功しているリリータウン養魚、池に用

いている水は硬水なので，普通行なう施

肥だけでは「水のJifJを作ることが時と

して非常に困難であるが， これにある少

量の無機成分を加えることによって「水

の華」を形成する藻類を得るのに効果が

あると考えられた。ハーベー氏(1947年〉

は水 1立方米に対するマンガンのO.lmg
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の少量7(加えることによってさえ，植物

プランクトンの発生に著しい効耳さがある

ことちJとはしたの 194R11ての立， リータウ

ン子で， 1150 ¥'r_;jl只の (H内のコング

リート;]:l'N 011'( R IJし jミさ 2519む rllJ 

ざ:~. S I代)右了{iEJIIしてマンガン方位H巴の ~A

[Ij~な i j Icったρ ノ'J(j'，H[の水を初:+'， L，洗i(IXi

L， 11吃L， {>tJllずる liirに再び水を入れ

たわオミl工1から G立での水柄fこ20ガロ

ン (75.Gリットル〕を良い水の1f(を形成

す~)の充ノI~する義1，tJ，池から )"TIJ般して

入れ， 1 から 5 支での水槽には，水の I(I~

を形成 J-る叫i(iを各水槽とも同じように

発生させゐために，硫安 10，J品燐眼 5，

塩 IJl1月1.[) ，の割合てi 陸上で行なう 1

エーカーに対して 100ポンドの率の施肥

誌に従ったしのを施肥 L，それにマンガ

ンを加えたο ずなjっt')7J(閉 1， 2にマン

ガン().1 ppm， ;J(j，/Ii 4 ， 5にマンガン

1. () 1】pm， 水槽 :3にはマンガンな加えず

肥料のみ， /K附 Gには肥料もマンガンも

加えたいれ

2河1::11をに各水柄から 2リットルの水

なとり， プラングトンの乾牒iTi;fi'L '1: IHll定
しためこの子科;i;~\;!日1の航県，マンガンは

1 JJ(の''1'りな形成させ発達させる補助と

たることを発見したわ水 2リットル中の

プランクトンのグラム数は，水1背1 (マ

ンガン 0.1ppm)は ().0712g， 水槽2

(マンガン().1 ppm)は 0.0195只，水楠

1¥ (マンカ、ンl.Oppm)は O.0325g，水

中朽 5 (マンガンl.()ppm)は 0.0297g， 

でソ'J:将liJ (肥料のみ，マンガンを加えな

Lうは 0.01::l5g，であった。また水槽

G (肥料もマンガンも加えなしうは0.00

9:3只であったc

口、|ての了'MiI試験の枯 fれからマンガンの

投入は， 1水の華 lを形成させ， 発達さ

せる補助となることを発見したじ良好な

「オえの1Ffjは， マンガンの 1.0ppmをJ2
入することによって何らわ， もっとよ会く

の-IF:を入れると， もっと大一日:の「水の1iU
をつくることが可能である。肥料のみを

施しても ~Ir派な 17K の:/tfJ を形成するが

マンガンを}Jl1えたところよりも叩くその

[-;J(の7正」は枯れてしまうし，主7こ必ら

ずしも「水の辛Jを形成するというわけ

でもなL、この杭物プランクトンの発生

はリータウンの養魚池で1土魚の生産に対

して満足な効果を与えているハ

(訳者後記)

無限物質の問題に関連してー最近栄子三学上，

非常に下主要祝されてきたものにミネラノレ〔無機

質〕があるのミネラルは，血液や竹などの煮要

な構成要素であるとともに，生理機能の調節と

いうピタミンのような作用を有しており，ビタ

ミンときわめて符接な悶係をもっている内それ

でビタミンのみを総合的に用いるよりも，これ

にミネラノレを加えた方が理想的なわけで、あるη

例えば人体の方で、は貧血にはピタミン B， ~ 

酸，及び肝臓エキスが有効であるが，鉄，銅，コ

バノレトなどは造血作用を有しているから，同時

にJ与えれば効果的で、あり，カノレシウムの骨形成

にはビタミンCやDが必要であり，ビタミンD

は骨柄の形成及び維持に京用であるが，これに

マンガンを加えることによってさらにその効果

が向上することが明らかにされているの

家市の方では，この研究が進んで、おり，例え

ば豚手しには鉄が不足なので， これを加えること

によって仔豚の発育を早めることができるとい

うし，言11素，杭素，コバノレトなどの稀少成分の

功罪も明らかになってきた。l'クワズ病J地帯

でも，コパノレトの投与によって現夜では立派な

家畜が飼育できるようになっているし，アメリ

カではモリブデン欠乏地帯'があって，ここの乳

牛が肉牛にはとくにこれを配合した伺料が与え



られているということであるの

水産用水の方でも，f~tの成長と水1:1' カノレシウ

ムイオンとの聞には街絡な関係があり，特に淡

水産的ではカルシウムイオンのなに正比例して

同一水系vこおける最大体形が前加することが切

らかにされているσ カノレシウムイオンの欠乏し

た水では魚はrTたない勺すなわち牛到買に支障が

生じやすく，ことに精神がはなはだしく過敏と

なって環境に対する抗抗力がなくなるn この種

の水はカルシウムの投入によって人為的に改良

することが可能である内

子宝魚、間不lの方でも，iITf料にピタミン， ミネラ

八雲町 iむとQ~ ifI\川の鮭附化事業は今{jflO

周年を迎えるに'~り，過日記念式典を挙

行したが，人跡未!併の北海道に移ff'した
良地il日析に1，'(:'li:L. そのかたわらよく水

産資源IR刑事主に立をitぎ. f(ltの人工前

化に土、j-L. 一斤"1'-の汁ながiて現卵'f化市15を

flO年間継続実施のJH控をÓ:(~~、 fこ 1H!.~川 1j1kU/}

はじめ， これらに会同された先人の大[¥11

眼と労背にがj し，万院の l~t\1;と感謝の;吾、

を表す:;;，次第である。

今ここに初年の歩みをふりかえって

みると. Jミ民苦究([保護n:j代と，人工附化

時代の 2つに分けることができるが，こ

の ?r~~について若干紹介 L ておくと，

ぷ1. 天然蕃殖保護時代

由主架部川における東ìJllf 化'r，: y~ のお1)始は

開拓時代の明治 13午旧日張帯主故徳川

慶勝が八雲村に開墾地をIJfi~、て. II::l藩と

を移住し，その当時の間型地委只家族扶

故吉田知行を函館主庁にf¥f良して時の支

ノレを添和することによって餌料価値を高め，歩

減り，明肉にある程度効果を期待し得ることが

わかっているし，さらにこれらの種類，添加1

12:，組合せなどの問題についても研究がiJt民し

ているようであるが，例えば一般に用いられて

いる紗をとりあげてみても，その成分を考えて

みると， ピタミン， ミネラノレなどの問題につい

て基礎的なことを究明する必要があるn そのJ究

明はなかなか閃難ではあるが，どうしても角:I~;k

されなければならないη 問題の一つであろう内

(道立解化場調ft課長〕

庁長故時任為本より貴l'天然蕃殖の任を依

託されたカ、同氏はこの仕事は同家的事

業で;~) ;l:うり，また徳川公開拓起業の主廿

と相支って利益を八吉村に遣す事11であ

おと j住んでその Hiìに~らんと献身的にこ

れを応~Ti L~，その 11'J_任取締役には故|司肝

頼，同{f，治;為哀の 2氏を抗し，才)守の汀;

は徳川間t!U也移作者ーよりイJ志 29名を挙

け三てこれに当らしめた。この守1:1J 土;tJS1~

の同三而川において実施せる天然附化法

に倣L、明治 1:1年広域定め昨獲の防止

と，天然w卯床の保獲に尽f干した結果，

rHHc成績を収めた。この試験は明治 17

イ下支で 5カイ干同紙抗ぎれたが， これに要

した一切の経科は徳川家において負担し

たσ 明治 1fl{f-iこ村内有志も加えて共同

事1どとして東I~魚種育組合を組織し，取締

役には鈴木m信，吉田知一，序谷久三郎，

山旧苦古の 4氏が就任し，向上親魚、の保

護取締をなし，天然併化の助長に努力し
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