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PHは7.1で，燐酸塩は O.073ppm，さら

に流下して養鱒Ji)へ導入される所では

PH7.2，燐酸塩は 0.06ppmで，乙の燐酸

塩の他は吉村氏の'白・栄養湖の標準 (P205

>0.05ppm)と等しい。すなわち栄養分

の盟'出な水が養鱒場の飼育用水として導

入されているので，この}\~-i\ 魚舶に直接間

拡に影響をおよぽす問料生物の発生l乙好

適な条件をもつものである。現に (32.3

12)亀出川白川水源付近の水草の中には

ガンマルスが沢山陵息していたが，これ

が魚、矧l乙好影響をおよぼすことはいうま

でもない。アメリカの報告をみても河川

で，ノパスコチヤの藻績の生えていない

むの多いt(i!kの斤i乙化学肥料の袋を入れ

ておくと， 1， 2年I::Jに泌が繁Jlftして川の

下流には魚が集まってくるようになる。

それで肥料は土地に使うと同じように流

水lこも効果があるのだと報じている。

また，森養鱒場の湧水源(池状i勇氏を

なす)，ここに鴻出している湧，J(の台半i

化千:成分は，亀出川!と1川;j(j原の訪山水と

似ている。水温は 1~tこを通じて13.0ÙC~

1;~. 5)C {'il 1St. PHは 6.7で燐酸塩は

ワシントン州における

O.131ppmという豊富さ， 300坪の水源

池の!底には水草が一面に繁茂し，かつ水

l乙浮ぷ謀類(アオミドロ〕の見事な生育

をみることがきる。

以上述べたように水lドに合有される栄

養分である燐酸は，水生植物やj連鎖の繁

殖と密接な関係があることがわかるが，

燐酸の含有量がコンマ 1けたの数字を示

すぐらいになると，流水ではその繁殖状

態が外観的にはっきり現われてくるよう

である。

湖出の方では吉村氏が栄養成分による

分類標準を定め，貧栄養型湖沼はN<0.2

ppm P 205 <0. 05ppm，富栄養型湖沼は

N> O. 2ppm， P 205> O. 05ppmと定めら

れている。筆者もこの原準によって(燐

酸l乙重点をおき)調査研究を進めている

のであるが，これからの湖出漁業も施肥

によって現在よりも集約的に経営する必

要があることは，民場で施肥によって「ド

物のよ将4止を計ることと軌をーにするもの

であることを痛感しているものである。

()直立体t化場調査課長〉

さけ・ますふ化事業の概要について

さけの実態について

最近ワシント州水産局長マイロー・ム

ーア一氏の厚意によって， 1口j州における

品近の桝化事業の概{~Gを紹介したバンプ

レツトがj:'11:1'F;しましたので，その概要を

何介しえす。

字卵数について

ますのすけは一番手z卵数が多くて平均

約 5，000粒， ぎんますとべにますは平均

~;， 000粒，さげは 2，500干tから 2，800t立
でからふとますは 1，700~1 ， 900粒であ

ります門



残存について

きけの卵子から成魚になるまでの死亡

率は高し僻化場において，ぎんますが

稚魚になるまでは約90%で， 1年魚とし

て生き残るものは約75%であります。

ミンター川の魚留めで計数した結果に

よるとぎんますの一年魚の放流数に対し

て成魚として回帰するものは屍々 1~2

%であっ?こ。

奇数年のからふとますについて

からふとますは回帰する型が，ワシン

トン州で捕られる他のさけ・ますと変っ

ている。例えばピユーゼツト，サウンド

で900万尾も捕られたように，奇数年に

おいてのみ現われます。一方乙れと反対

に偶数年の生産は僅かに 200~300 万尾

でありますO 緯度がさらに北によればよ

る程偶数年と奇数年の漁獲高の差が少く

なり，この種類の分布する南限はコロン

ピヤ川までであります。

呼び名について

合衆国のさけ・ますは地方によってい

ろいろな名前がありまして，ますのすけ

のことをチヌツク (Chinook) と普通呼

ばれているが， コロンビヤ地方ではチユ

ーノレ(Jule)やスプクング (Spring) と

して知られています。またピーゼツト・

サウンドやアラスカではキング (King)

と呼ばれ，ブクティッシユ， コロンピヤ

ではティー(Jyde) と呼ばれています。

また未成熟のますのすけはブラック・

マウス (Blackmouth) と呼ばれており，

ぎんます (Silver)はシルバーサイド

(Silverside) とかコホ (Coho) として

一般に知られています。

からふとます (Pink)はハンプパック

(Humpback)ともいわれ， さげ (Chum)
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はドッグ・サーモン (Doysalmon)また

はケタサーモン (K弓tasalmon)とも呼

ばれています。

卵子の熟度について

あるものは，他の多くのものより先に

成熟することがある。このようなものを

ジヤツク・サーモン(Jacksalmon)と

呼んでいます。例えばぎんますの早熟な

ものをジヤツク・シルバー(Jacksilver) 

と11乎ぴ2年(8年でなく〉で産卵に帰っ

て来るものをいうのでありますO ジヤツ

クは海で餌料をとっていた期聞が短いた

め非常に小さく，そしてその大多数のも

のは雄であります。

瞬化場の役割

コンクリートとが鉄とか種々な材料と

餌料とをもって，天然の状態、によく似た

条件を備えることの出来る瞬化場は天然、

の増殖環境の悪化による繁殖の減耗を補

填する一つの手段で，人工増殖は魚の代

行をするというよりも寧ろ種々な障害に

よって魚の生産が出来なくなった河川を

助けるという乙とでありますO

水，土地および森林の開拓という魚の

生産を阻害する事態の発生によって河川

に棲む魚の資源を維持復活する方法を採

って行かなくてはならなくなって来てお

り，これが近代さけ・ます瞬化場の役割

であります。

一世紀前までは鮭も沢山捕れたが1900

年以降水力発電とか木材の伐り出しによ

り減少しているようで，これに農場，道

路拡張，濯j既溝，河川の汚濁等にも影響

されほとんど湖上しなくなった河川もあ

ります。

購化場の始まりについて

;~'~l河性食用魚、の~iY]化では18671，'1三コンネ
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クテイカット (Connecticut))11のシャ

ツドの凋丘が最初で太西洋産さけでは

1868"j'.ミラミチ (Miramichi))11で行わ

れた。

また太平洋沿岸のさけではカルフオル

ニヤ北一郎マックラウンド (Mec1ound))11 

で1872年に行われた。

近代的併化場はコンクリート養魚i也，

冷凍装置等の設備をもつので25万~90万

ドルを要し，現在20カ所の附化場で数百

万ドルの投資をしている。

癖化方法

捕獲した親魚、の取扱は II本で行われて

いるので，同様で卵数算定は重量法を用

いている。飼育中の魚、が病気にかかると

水産局で常時総っている魚の医昌(病理

学者〕が来てサルプア剤とかぶ鋭化合物

を丹jいているようです。

また断、化指は立体式の処もあります。

これは床面積とぷ泣の節約養魚池が僅か

でよい手の利点で'IJ)jとで考えているこ

とはすでにお業化している。稚魚はトラ

ック愉送でそのl設備は大体的なもので

す。主，(ui也で、{:川:十を lj-え大きくしてから

放流しています。

!併化Jt/Jとして現在次のものがありま

すυ

ピユーゼツト・サウンド地区

ヌークサック (Nooksack)

サミユツシユ (Samish)

スカニrツト (Skagit)

スキコミツシユ (Skykomish)

アイザツカ(Issaquah)

グリーン (Green)

ピヤラップ (Puyallup) 

ミンター・クリーク(恥1interCreek) 

フート、.C¥ヤナル (HoodCanal) 

ダンヂネス (Dungeness)

デイセツプシヨンパス海洋調査部

(Deception Puss Marine Reseach Sta 

tion) 

ワシントン川沿岸地区

シンプソン (Simpson)

ウイラパ CWil1apa)

ネマー (Nemah)

コロンビヤ川地区

トール (Toutle)

カラマ (Kalama)

リユーウイス (Lewis)

ククツキタート (Klickitat)

エロコミン (Elokomin)

ワショーガル (Washougal)
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( 7工Iより続く)

第 l米 1958年マスI"tfuのデンマーク輸出向

積 類 i 仕 I~'J 先 j 数量 i 金額

池 1ド マ ス I1，000 I 1， 000 

flL き魚 -11，2751 699 

方日 正:Iイタリー I2，404 I 862 

タ |米国!2，243 I 1， 186 

ク |スェーテン I1，247 

ク|英凶 I1‘214 

ク |その他 I1，201 I 

JI'C加仁のみ)I 1 8，309 I 

註… 11])は 6，907クローネノレ

第 2表 デンマークのマス生産高

451 

436 

487 

3，422 

年別 |数量|金額

195 7 

1 9 5 6 

1 9 5 5 

ンド l オンド

1， 000 I 1， 000 

9，489 I 4，267 

8，680 3，604 

7，明 3，131 

れる卵の皮膜を通して阪がかすかに見透せるま

( 42J，Tへ続く)




