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“ニジマス養殖を始めようとする人に"

~福島県水産課発行水産広報祇よ1)........ 

~紹介にあたって~

最近北海道においてP ニジマス養殖事業がク

ローズアップして，道南地方では凶漁対策の一

環として推奨され，農村方面においても副業と

いうことで，推奨されている現状であるが，こ

れを企業的に考えた場合，必ずしも有利な事業

ではなく，安易な気持で投機的な考えで起業し

ではならないことを警告している η かような点

から，ニジマスの養殖を始めようとする人の良

い教書となるので紹介した次第で、すの

(大久保)

最近といっても数年にもなりますが，

新聞，ラジオなどでニジマス養殖事業が

新興産業として，有利だとして宣伝され

農山方面で相当関心をもたれているよう

ですが，本事業は簡単な副業で何処でも

誰でも出来るといった事業ではなく，ま

たそれ程有利な事業でもない。むしろ不

安定な不利な面も少くない事業であると

いう ζ とを肝に銘じておくことが大切で

す。本県でも毎年新しく始める人が10数

人ありますが，事業として確立している

者はほとんどないといってもよいぐらい

です。このことは本事業の困難さを示し

ているもので，安易な投機的な考えで企

業しではならないことを警告していま

す。特に販路面において，最近になり輸

出量および価格の両面にやや頭打の傾向

があらわれ始めたことは，今後の輸出の

見通しに暗雲がただよっている実情であ

ります。したがって販路の面では今後国

内の市場開拓に相当重点をおくべきだと

思われます。ニジマス養殖が他の一般営

農などの事業に比較して次のような利点

および困難さがあることをのべると次の

とおりである。

1 養殖事業の利点，困難点

。利点

イ.狭い面積で多くの生産収益をあげ

得ること。(集約率の高いこと〕

稲作では反当普通3石程度(坪当

り生産 1升約 100円の粗収入〉に対

し，ニジマス坪当り 10kgから多い人

で100kg(坪当り 3， 000円~30， 000円

の粗収入〕生産している。

ロ.稲作に対して温水効果のあるこ

と。稲作の冷害地帯では養殖池が温

水溜池としての効果を示し，米の収

穫高を増加させます。また飼育ニジ

マスの排消:物や残餌が用水中に流入

し肥料としての効果をあげます。

ハ.農耕のようなはげしい労働がいら

ないこと，婦女子でも飼育管理がで

きることですO

O困難な点

イ.養鱒事業は，適地適産的事業であ

るから「養殖場設置の条件」に適合

することが先ず前提となる。

ロ.多額の資金を要すること，最初か

ら造池費などの設備資金を要するこ

と，また一般農業では，種苗および

肥料農薬に要する支出が組収入に対

する比率では僅少ですが，養鱒では



種苗代，餌料費が大きな比率(粗収

入の60%前後)となるので多額の運

転資金吾要し，しかもその回転が年

1回ということです。

ハ.右の他，毎日，調官耳，管理の労務

を必要とします餌を与えねば，魚体

重がおちていくので農作物のように

放置することができません。また土

地を養魚池にした場合，田畑のよう

に容易に他の作物に転換することが

困難です。

ニ.養殖方法，技術を一応身につける

のに 2~3 年以上の実地経験を要す

ること，できれば事業を始めるに当

り，県水産試験場または民間の専業

者に依頼し 3カ月~半年位の実地講

習を受けた方が良いでしょう。

2 養鱒経営の種類および規模

わが国における淡水魚の養殖という事

業は，農山村の副業という形態をとりな

がら発展してきたものが多く，このうち

のあるものが規模を拡張して専業化して

きたようです。したがって今日なお農業

経営のかたわら，僅か 100坪未満の小規

模養鱒経営を行う業者が過半数を占めて

いる，養魚用水を単に河川渓流水のみに

依存している場合は稚魚、の購入から食用

魚養成までが業者の仕事となるが，湧水

が豊富に得られる所では，さらに卵の階

化から食用魚養成まで一貫した作業が行

われている。以上のような現状から養鱒

の経営の形態をほぼ次の 3つに分ける乙

とが出来る。

付) 副業型(集団型)

養魚池を 30~200 坪をもち，卵または

稚魚を購入し，年間食用魚800kg~2， 000 

kg (200貫~50⑪貫〕程度生産し〔粗収入

15万円~40万円)養魚池が住居内，また

は傍にあり飼育管理の容易な所で，主l乙

部落内で集団的に行われているものO

(ロ) 専業型(単独型〉

親魚、を飼育し，採卵，瞬卵から食用魚

の養成まで，すべて一貫して行っている

場合の例は少いが，食用魚の販売は勿論

のこと，卵および稚魚の供給も行ってお

り，概して，経営規模は大きい(食用魚

生産8，OOOkg以上〉乙の場合，専用常傭

者を置き経験年数も多い。

川準専業型(中間型〉

前二者の中間的なもので食用魚 4，800

kg~8， OOOkg程度のものO

3 養鱒場設置の条件

養鱒場を新設する場合は次の主な諸条

件を予め充分に調査検討の上着手すると

とが必要で，出来れば県水産課(浜通り

は県水産事務所，会津方部は県内水面水

産試験場)に依頼して，現地調査をして

もらい可否をきめた方が良い。詳細な条

件は「養鱒の手引」参照されたい。

イ.自然的条件

付) 水 質

有毒物が流入する所は，養魚の仕事は

成立ちません。地質などの関係で有毒成

分が含有している水は，勿論飲料水とし

ても不適当であり，自然においても魚が

棲息せず，水草なども生いていないもの

です。流れの中にある石の下に虫(昆虫〉

が棲んでいないなどで判断できます。上

流に工場や鉱山硫黄泉があり，その廃水

が流入する心配はないか，または田畑果

樹などの農薬流入のおそれはないか，消

毒器具を上流で洗織されて池の鱒が全滅

した例がある。水素イオン濃度(酸性強

くないか〕……ニジマスの棲息可能 PH
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値は 5~9 ですが，適当な範問は 6~8

(中性がよい〉

(ロ)水 温

適水温は 8~22皮(摂氏)で， ζ の範

囲の中最っとも成長によい水温は15~20

度です。低水温 C8)支以下)の期間が長

ければ成長が遅れ，また24度以上の高水

温が続くと，ニジマスは出り，ついに控

死に到る。したがって予め周年(少くと

も各月)の水温の変化を測っておく必要

jsある。

十す )J(. 最

水量の多寡で事業の規慣が制約されま

す。 1個以上の水量が得られなければニ

ジマス養殖の条件に合いません CH闘の
水量とは 1 秒間に 1 尺~\1.ブJ" (2.8リツト

ノレ〉の水が流れる量をいう〉渇水期， t11
水期などそれぞれの条件で年変化するの

で，計画は最低水量(渇水期)を某l亡し

て考えねばならない。 1伺の水量でその

使用法にもよるが，大体 1万尾の鱒が飼

えると考えてよい。また増水期に冠水し

たり洪水で魚や施設を流水した例がある

から場所の選定を造地に注意を用しま

す。

(斗水源

ニジマスは河川水でも湧rH水でも前記

条件を具備すれば，用ぶとして使用でき

ます。特に湧出水は，年間水温変化が少

く触ることがないので有利で、'養鱒の大

部分がこれを依存しております。ただし

用いる場合次のことを留意しなければな

らない。湧出量に変化がないか。養魚、場

を設置しようとする場所は，湧出地点か

らどの位の距離があるか〔湧水地点に池

を造ることは感心しない〕また落差があ

るか。湧出水は地質水肱などの関係で，

それぞれ水質を異にし，特異な化学成分

を合有している場合があるので注意する

こと。河川水は上流の漠流水は冷く清澄

であるが，冷たすぎないか。または下流

の河川水の場合，夏季高温になりはしな

いかという点を留意すること。

同地形

地形が多少勾配のある方が池の注排水

や，魚、の取揚げ，池の掃除などに便利で

すのまた階段状l乙池を造れば水量が少い

場合でも， くり返し使用出来る利点があ

るσ 周問の見通しのきく地形では，監視

に便利です。勿論土地が経営規模に応じ

た同積がなければならないし，また将来

拡張の余地はどうかという点も考慮する

必要がある。

ロ.経済的条件

( イ ) 販路

生産魚の売れることが最も大切な訳で

すから，最も有利な条件で販売するため

に次のことがらを考えておく必要があ

る。

項 日 i現状(参考〉

出荷先とそのi消目 国内用.一..)温泉地帯(旅館)
費能力乙~(_い』

問慨覧鵠賠盟配臨r日五rの(1忠;掛耕荒計開千九世4詔昨雪r?叩説訓月
目賜E2舗罰県は附何1雪ず子法品4マ;E日符青主弘暴5

l ーズン)国内用

出荷魚の大きさ|国内用60g~95g (15匁~
I 25匁)輸出用150g~250g 

は何程か l (40匁~60匁〕
出荷輸送の方法 1I i舌魚輸送(トラック魚槽酸
単拡紋￥!素等必要)鮮魚として箱詰

l 出荷(氷入れ)
は容易か

取引の条件i現 金

(ロ) 交通の便

種苗(卵および稚魚〉や餌料などの搬



入および生産魚出荷の便否は事業の成否

に大きな影響があります。;養魚、場までト

ラックなどが入り得ることは極めて有利

な条件で通信の面でも同様です。水のみ

を求めて道路や通信連絡の面を考慮に入

れないため，せっかく養魚池を造ったが

放棄した例があります。

付生産規僕

庭先における 2~30坪の経営から養魚

油数百坪，数千坪などのいろいろの規模

があり，それぞれに応じた資金，管理，

労務，造池設計，技術などを考えねばな

らないのは当然だが，最初は先ず年間坪

当り1O~20kg位生産する目標で，施設も

養殖技術，経験，生産販売成績にしたが

い，神fr次拡張増大していくよう積上げて

いくべきでしょう。輸出を販売対象とす

る場合，特に注意すべきことは，その生

産量が相当量(1地域10トン以りなけ

れば出荷輸送とか，輸出商社との出荷契

約の点で成立しないようであるから，小

規模(副業的〕生産の場合は地域的l乙集

団を形成して出荷量をまとめることが必

要です。

4 養鱒振興上の問題点

また， これまで養鱒者は，何らの組織

をもたないまま各人が勝手気ままな経営

を続けていても可成りの収益をあげるこ

とが出来た。したがって業種別団体の必

要性を痛切に感じなかったようです。

これまで輸出ニジマスの養殖は完全な

売手市場を形成しであり，生産魚の取引

は池渡しを建前にしていた関係上，養鱒

業者としても売手の心配までする必要は

全然なかったのである。しかし国内に販

路を求めることにより緊急を要する今日

においては，自己の生産物を少しでも有
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利l乙販売する努力と販売先の生産魚に対

する評判についても，忠実に耳を傾けな

ければならない， この業者の組織化の気

運が本県にも起っており，近く県内一円

とする養殖協会設立の運びに到っている

ことは，まことに結構なことで，官民一体

となって，販路拡張と輸出事業の改善，

輸出商社との折衝連絡，また販売価格協

定，養鱒金融の円滑化，餌料技術などに

関する情報交換，融資対策など山積する

諸問題と真剣に取組んで，養鱒業振興を

樹立されることを希望する。食用ニジマ

スきへ養成されれば，いくらでも輸出で

きたという時代はすでに過去のことであ

って，業者打って一丸となった販売態勢

の確立こそ， これから先の養鱒業の運命

づける重要事項と考えられる。海外i乙対

する P'R運動，諸外国における養鱒事

情の調査，市場調査など，いずれも業界

として第ーに着手しなければならない事

項であるが，すべて個人の力ではなし得

ないことばかりである。また園内につい

ても，ニジマスという魚は，ある特定の

人たちにだけ知られていて一般にそれ程

認識されていないのであるから，あらゆ

る機会をとらえて，大衆の限に触れやす

い所に，ニジマスをー商品として列べる

努力と宣伝に力をそそがなければならな

い。次I乙本事業に対する融資事情につい

て述べると，現在の業者の養魚施設の新

設または拡充などは，専ら自己資金，ま

たは個人の信用をもとに市中銀行その他

からの借入れ資金によって賄われ，また

不足勝な運転資金は，買付商社との出荷

契約したものは，これら商社からの餌料

(主として冷凍簡料)の現物供給を受け

捕われているようである。しかし大部分
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の新規業者(主に農家)にとっては，市

中銀行との取ヲ|も信用もなく，施設の拡

充，強化が遅々として進まず， したがっ

て生産も飛躍的に延びないのが，本県の

養鱒事情である c これは一般は勿論のこ

と金融界においても，ニジマス養魚とい

う事業が認識されておらず本事業に限ら

ず，新興事業というものに対しては，常

l乙警戒の態度をとっており，事業の継続

性，経???の安定性というものに対して疑

問視しているようである。以上のような

本事業に対する金融界の実情から，国で

は，農林漁業金融公庫より，低利設備資

金貸出しの窓口をつくり，昭和33年半ば

過ぎから{同人融資の途を聞いたのである

が，まだその利用がスムースに進んでい

ない。また，乙の貸付対象の業者は新規

のものは対象とせず，養殖経験と経営実

績と将来性のある業者で施設の拡充，増

設することによって生産が向上し，経営

がより合理化安定するものに対してのみ

融資する方針のようである。というのは

ニジマス養航事業というのは，すでに申

し上げたように技術的にも経営的にも b

ずかしく，特に新規者にとっては直ちに

事業を経営ベースにのせることが困難な

のが現状であるからです。以上ニジマス

養glIU~の問題点を巾し上げたが，一言に

していえば，ニジマスの海外輸出は，強

固な本盤なしには，現在以上の進展は望

めないが，国内対象の養鱒事業は，開拓

の余地が充分にあるのであるから，ニジ

マスというものを大いに宣伝することに

あるのではなかろうか。(大久保〕

北海道鮭鱒瞬化事業!1J基八十周年

記念、文芸・論文募集

記念文芸

l 小説入選 l篇 l万円佳作各3千円 3篇

選考和田 謹 吾 ・ 木 野 工 氏

2 随筆入選 l篇3千円佳作各 l千円 3篇

選者宇野 親 美 ・ 内 田 享 氏

3 詩 入選 l篇3千円佳作各 l千円 3篇
選者入 江 好 之 ・ 小 柳 透 氏

4 俳句入選 l篇2千円佳作各5百円 3篇

選者寺田京子・鮫島交魚子氏

5 短歌入選 1篇2千円佳作各 5百円 3篇

選者中山周三・宮田益子氏

一〔応募規定〕ー

l 鮭鱒の増殖事業を首題とした作品，あるい

はこれを背景とした鮭鱒漁業を描いた作品。

例えば北洋漁業，河川の密漁，鮭漁業の今昔

の物語〔アイヌの物語〕などまたは勝化事業

の今昔など。

2 応募作品の著作権は協賛会に属するものと

する。ただし，選外作品使用の際は別に稿料

を支払う。

3 発表は僻化場発行の「魚と卵」誌によって

行うほか他の公刊物による場合もある。

4 原稿の長短，応募篇数は自由。

5 応募には原稿用紙を用い，筆名の場合は実

名を附すこと。略歴住所を併記。

6 締切 9月20日当日消印有効

7 送付先札幌市外中の島北海道さけます・

静化場内記念文芸係

記念論文

論題「鮭鱒増殖事業の方向」

入選 l席 l万円 2席6千円 3席3千円参加賞応

募者全員に呈上

選者水産庁長官奥原日出男氏北海道大学水産

学部長農学博士田村正氏北海道内水面漁場

管理委員会々長半田芳男氏

一(応募規程〕ヶ一

1 記念文芸の規程に準ずる

ただし首席は必ずしも北海道の場合に限らず

国際的な祝野からの論述も可また宛先は記念

論文係とすることの

2 締切昭和35年3月31日


