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鮭鱒人工解化に於ける所要酸素量について
1， S，ヲシリエプ

大 善屋 延

現在の鮭鱒増殖技術には多くの依陥

が見られ，行悩みの状態にある。これ

は，伏鱒の生態学的な知識に鉄ける所

があるためで，このことは人工解化の

場合，特に言い得る所である。明らか

に生態学的に差異の見られる各種の社

鱒類が，これまで僻化場に於ては，糧

の如何を聞はず，全く同じ条件の下で

人工的に1際化されて来たO しかも人工

僻化は，一般に考えられない様な高い

酸素濃度の下で実施されている。

~J:鱒類が天然解化される場合は，比

較的低い酸素濃度の下で行はれるもの

であると，多くの著者還が説いている

ヵ:(1". N.ディスレル， 1951， A. I . 
シミルノフ， 1954， I. S.ワシレフ及

びU.G.ユラピチキー， 1954) ，この

ことは完全に無視されている。然、しこ

のことは養魚家達円休には罪がなく，

実際に解化の技術を評価する場合，現

在の様に，単に稚魚の発生率だけが云

々される(評価に当り他の規準が無い

ものとして〕限りに於ては，一応義魚、

家の僻化技術は充分改功しているもの

と考えられる。これは他の解化技術を

提唱する研究者逮にも責任があれ提

唱する彼等の論拠に信!O-牲がないため

である。研究者達は，解化技術に対す

る論評を行ったり，極く一般的な規準

骨こついて云々するにすぎないが，一方

実際に僻化を行う養魚家達としては，

具体的な規準を必要としているのであ g
る。

夏鮭や樺太鱒の人工府イじを行う場

合，酸素の状態を如何にすべきか?

我々は本論文中でこの問題の回答を試

みようとするものである。

我々は呼吸環境の充分確定したもの

で，しかも人工瞬化の上で重要な焦積

を例に述べて見たい。本論文中の資料

は，樺太鱒及び夏鮭を各種の呼吸環境

下で発生させた試験の結果得られたも

のである O との試験は1955-1956年に

産卵河川， ミイ川(轄担海峡〉で実施

された。河川内に拝上して来た夏鮭や

樺太簡の雌親魚の卵は受精され，洗浄

後河床内に埋没された。埋没に当り卵、

の一部は雌親魚が捕獲されたと同じ場'

所の産卵床に，又他の一部は， (突験

の桓類に依って〉他の任意の場所に埋

没した。全試験産卵床の水温は略々同

じであった(温度差は一度を超えなか

った〕。 我々 は， 稚魚、発生時の偏差

が，不正常なガス状態の下で、行はれた

実験の中で観察される事を，基礎的に

確めている。

実験を純粋に行うため，河床内の卵

は，アスフアルト性のワニスで塗装さ

れた金網製の枠に収めた。この金網枠

に依って，必要に応 C，全実験卵を河

床内から容易に引出すことが出来た。



第一試験では，水温 8-90C， 水

中溶存酸素量 3mg/O以下と云う酷い

呼吸条件の下で，樺太鱒の卵を夏鮭の

産卵床で発生させた。その結果，卵は

発生の当初ー乃至二ヶ月で，既に，殆

んど完全に死滅してしまった。一方そ

れと同時に，溶存酸素呈8.5mg-の樺太

鱒の産卵床に収容 Lた試験卵は非常に

良い成績で発生した。本試験中の発死

、稚魚は頭部が著しく退化して居り，特

に限及び未発達の躯幹部が退イじしてい

た(第一，第二図，但し本訳丈中には

図版を省略する以下同様ー訳者〕。又

その血管系には萎縮の状態が認めら

れ，心臓の鼓動は不活溌で‘血液の循環

は緩慢且つ微弱，勝義上の血管は細か

った。特に赤血球の色彩は鮮明であっ

た。試験区稚魚の呼吸の度合は，対照

区の稚魚のそれと比較して， その1/2

乃至は1/2ラ以下であった。試験区の稚

魚と対照区の稚魚は殆んど同じ様な発

生経過を辿ったが，成長のテンポの異

る事が特異的で、あった。例えば，二ヶ

月日の終りには試験区の稚魚の体長は

ず平均16.4mmで、あったが，対照区の稚

魚では体長20.2mmあった。

第一回の試験で樺太鱒の稚魚を組繊

学的に研究した結果，酸素が不充分な

場合，脳髄(日奥覚及び視覚部)及び肝

臓が発達しない事が分った。

第二試験では樺太鱒の卵の一吉区を，

夏最士の産卵床で， 酸素量 3-4mgと

云う状態の下で発生させ，叉他の一部

は樺太鱒の産卵床で，酸素量8.5mg/I

と云う状態で発生させた。発生時の水

温は， 当初二ヶ月の聞は平均 8-90

C，それ以後水温は逐次低下し， 12月

一 1月には0.50-0.80Cまで降勺た。
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試験の結果.酸素量 3-4mgjιの

場合，樺太鱒の発生は，酸素量2-3
m宵/ι の場合よりも多少よかったが，

やはり発生は不正常に進み，消耗率は

非常に高かった (50%以上)。然し，

この酸素量の下では，任体の一部は稚

魚の段階まで迭することが出来る(そ

れ以後の観察は行はなかった〉。然し

乍らこの様な酸素状態は樺太鱒の人工

解化には不適当である事は云うまでも

ない。

例えば， 1月20日から実施された第

二訳験の結果から稚魚について次の様

な資料が得られた。

全々眼のないもの 3例

一眼が完全退化，もしくは

両眼著しく不発達のもの 5例a

頭部が小さく不正常なもの 2例，

外部的な暗型のないもの 10例

酸素量 3-4mg/Iの際の樺太鱒の発

生で，特に注意すべきことは，この酸

素濃度の下では，った多数の稚魚の呼吸

器管が強化されると云うことである。

即ち，勝裏や』区幹，及び頭部の血管網

の分布密度が増大し，赤血球の鮮明度

が増加する。これは凡て，酸素不足の

状態下で稚魚が生存する際に，稚魚に

日づから具ったものである。

第三試験では，二つの互に接近した

樺太鱒型の産卵床で，樺太鱒の卵を発

生させた。

発生当初の三~四ヶ月の聞は，両産

卵!示の河床内溶存酸素量は略々一定し

ていた C7.5-7.6rr;gjl)，その後氷

群によって，一つの産卵床の7}C学的な

状態は変化し， その酸素溶存量が6.3

mg/Iまで，約1.1ー1.3rug/I低下し

た。この様な比較的小さな溶存酸素量
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の変化が樺太鱒の発生に影響を及ぼし

た。一月末に調査した結果，この産卵

床で発見され ì~~ 稚魚、は，当初から産卵

床の7J'(学的状態の変1Lが無かった別の

産卵床の稚魚よりも大きさが若干小さ

かった。

生理学的な特徴そのものにも著しい

差異が見られた。例えば， 酸素量7.4

-7.61gjlの下℃発生した稚;魚は，

・6.3:J gj 1の下で発生した稚魚よりも

股素を1.5倍も多く消宣した。 この様

に， 1容存酸素量の 7.6IUgj 1から 6.3
mgj 1程変までの低下が，稚魚成育時

の後半に起れば今樺太鱒の成長に影響

が及ぶ。

第三試験は，前二回の試験と同様，

e酸素渋皮が 6II gj 1以下に低下した場

合は，樺太鱒の人工解{じに不適当であ

ることを証明している。

第四試験で我々は， i容存酸素量 8.5

mgj 1以上の場合の人工府化が，樺太

鱒の卵に如何なる影響を及ぼすかを明

らかにしようと試みた。この目的達成

のため，卵の一部を河床内に設置した

ジユコフ式の装庭内に収容した。この

卵は， 酸素量9.5-11. Omgj 1の下で

発生させた。それと同時に他の一部

aは，雌親11(がtl日産されたと同じ河床内

で， 溶存酸素量8.5mgj 1と云う状態

の下で発生させた。

試験の結果， 酸素濃!支9.5n.gj 1か

ら11.Omgj 1の下では，樺太鱒の発生

1は外見的には正常な経過を辿った。然

し乍な精密に稚魚を検査した結果，稚

魚、の呼吸器系統，第一に勝裏， ~区幹及

び頭部の血管網の発育が弱く，稚魚、の

成長は遅延し， A斉嚢の吸収はより迅速

であった。

この事実から我々は， 酸素量9.5-

llmgj 1の下で発生飼育された樺太鱒

の稚魚は， 8. 5mgj 1の酸素量の下で

発生飼育された雅魚よりも遥かに虚弱

であると云う事を推論し得る。

以上要約すれば，

酸素濃度 3lllgj 1以下，水温 8-9 0 

C以下では樺太鱒の卵は，発生の当初

二ヶ月間に殆んど完全に姥死する。

酸素濃度 3-4 mg j 1 ，水温 8-

90C以下の場合は， 樺太鱒は解出は~

するが，発生時の損耗率は50%以上に

達し，残存稚魚の多くは崎型の徴候を

有する。

酸素量6.3mg/lの場合， 稚魚、の成

育は若干遅れ，同時にまたその生理学

的な状態も叉低下する。

酸素量 7-8n:gj 1の場合には，か

かる現象は見られない。

酸素濃度 9mgj 1以上で水温が高い

場合，樺太鱒の呼吸器官の発育は若干

悪く，成長は緩慢で， )済嚢吸収の速い

ものが見られる。

上述せる樺太鱒に依る試験は予備試

験的なものであってヲ未だ不充分なも

のであるが然し乍らその結果から，棒主

太鰐に対する最良の酸素状態は， 7 
mgj 1から 9II gj 1の範囲内にある事

を断言する事が出来る。

<最良>と云う概念は一一極めて桔対

的なものであると云う事を認識すべき

で、ある。

最良と云う事は一定の温度に就し、て

のみ言い得る事で，我々が樺太鱒の発

生飼育にとって最良の酸素量であると

定めたのは，普通日然状態での水温，

即ち発生当初二ヶ月は 8-90ぐ以下，

その後逐次0.3-0.50Cまで低下する

様な場合である。



夏鮭の卵で実施した際，全変態中の

フk温は発生当初二ヶ月聞は 8-90C，

それ以後逐次低下した。

第一回の試験では，卵の一部を，酸

素量6.5--7mgjlを有する雌親魚の

産卵床で発生させ，他の一部の卵も同

じ様に夏鮭の産卵床で発生させたが，

この場合の酸素の状態は前者より悪か

った(酸素量2.3-2.7mgj1 )。両者

とも外観的には正常な発生経過を辿

り，損耗率も略々同様であった。形態

学的な調査研究の結果，溶存酸素量が

少い場合に発生した稚魚は，若干萎縮

の状態を示した(第四図〉。

例えば，解出後二ヶ月経過後の稚魚

の平均体長は，溶存酸素量の低い時の

ものでは， 26.71rr.m (30例)，一方そ

寸lより高い時のものでは前者ーより平均

1.5mm大きかった。

溶存酸素量が少い場合には，夏鮭稚

魚の勝嚢，頭部及び躯幹の血管網の密

度は濃密になるc 然し乍ら夏鮭ではそ

の過程は，樺太鱒程顕著ではない。

第二試験では，夏鮭卵の一部を溶怠

灘素量6.5-7mgj1を有する夏鮭の

産卵床で発生させ，他の一部の卵は溶

存酸素量 8-9m~j 1を有する樺太鱒

の産卵床で発生させた。試験の結果，

溶存酸素量 8-9mgj1の際には稚魚

の勝嚢吸収が迅速に行はれ，勝裏上の

血管網の密度は粗になり萎縮の徴候が

現はれ始めたと云うものの，発生は共

に順調に進むことを示した。本試験に

於ては溶存酸素量の差に依る稚魚の成

長の差異は見られなかった(第五図〉。

第三試験では夏鮭の卵を酸素量10-

11mgj 1の河床内で発生させた。本試

J験では，前回の試験で述べられた様な
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呼吸器官の発育不全がより一層強く現

はれた。即ち赤血球の色は遥かに淡

く，H斉嚢，頭部及び躯幹の血管網は粗

で，勝嚢は迅速に吸収され，稚魚の成

長はより緩慢であった。

斯くして，酸素量2.3-2.7mgj1の

際には夏鮭の卵の発生は外見的には正

常に進行したが，然し，稚魚の成長は

明らかに遅れ，酸素状態が全々良くな

い事を物語っている。

酸素量 8-9mgj 1の際には夏鮭卵

は，血管系が若干萎縮して発生し，や

はり望ましくなし、。

酸素量10-11mgj1の際には，血管

系はより一層はげしく萎縮し，稚魚の

成長は遅延する。かかる酸素状態はや

はり不適当である。

夏鮭の卵は酸素量 6.5ー 7rngj 1の

際に一番よく発生する。

夏鮭で実施された試験の結果，その

発生の為の最良の溶存酸素量の限界

は，棒太鱒で行はれた場合の限界と全

く具ることが分った。

夏鮭発生に対する略々最良と思はれ

る酸素状態は，酸素量 4-5mgj1か

ら7-8mgj1の限界内にあると考え

られる。

夏鮭では発生当初の一ヶ月間の水温

が， 8-90C以上あってはならない

事を強調しなければならない。一応外

見的には，この温度条件下で，上記の

酸素状態が夏鮭の発生に最良と考えら

れる。

夏鮭及び樺太鱒の人工解化は殆んど

同じ僻化場で行っている。従って，こ

こで樺太鱒についても夏鮭について

も，共に満足させる様な酸素状態を示

す事が必要である。
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我々は，この様な条件を満たす解化

用水は， i容存酸素畳 6から 8mgj1の

範囲内にある7.Kである事を認める。

この様な解化用水を有する僻化場で

は， 7.Kの取入口に近い解化器には樺太

鱒の卵を，遠くの醇化器には夏鮭の卵

を収容する様にすべきである。

1955年の冬，我々は樺太の解化場全

体の実態調査を行った。これら解化場

の多くは，例えばガチェフスキー，サ

カリニコフスキー，ヤスノメルスキ

アドチモフスキー，等の解化場等

では，その1際化用水中に， 11.5-12 
mgj 1の酸素が溶存していた。

我々の見た所で、は，良すぎると思ば

れる科よくエヤレーシヨンされた用水

であるにもかかわらず，これらの僻化

場では屡々く麻揮>状態で卵が姥死す

るのが見られtcoこれは将化室内に導

入される用水中の， i存存酸素量の不足

に依って生じたものではなくて， A・

I・スミロフ (1954)が云う様に，卵

が粉泥に依って著しく被覆されたわ

府化器のあやまった使用に依るもので

ある。

若しも解化壁内に導入される用水の

溶存酸素量が，今少し低かったなら

ば，少くとも月末揮の状態は起らなかっ

ただろう事は疑いもない所である。

従って，夏鮭及び樺太鱒の僻化に対

L，我々が提唱した標準酸素状態は，

解化用水がよく i慮過され， ~際化器具が
正しく利用された場合に始めて効力を

発揮するものである。

(道支J際化場淡水係長〉

一 一 一 一…一 一
鮭が出てくる俳句

長沢有晃

東j:は私達さけ，ます醇化職員にとっ

て，極めて童犬な存在である事は言う
までもない事です。鮮のある故に給料

をもらって生きているのですからね。
それ故に，私達は鮭とし、う字が日に

うつる時，一般の人より以上に興味を
惹かれます。 砂くとも私はそうなので
す。いまに鮭のノイローゼになるかも

知れませんO そろならない様に，役所
以外の処では，出来るだけ針2の事を考

へない事にしております。その為に

は，家では，仕事と殆ど関係のない書

牧を読む事にしております。 それで

も，思はぬ頁から鮭の字が飛出して来
る事が屡々あります。それは鮭が昔か

ら人間と関係がないためか，色々と詩
や俳句などにうたわれているからです

以下に出て来る俳句はいづれも良く

知られた歌人達が併によぜてその心情
をうたったものです。私は国文学者で
はありませんので，一つ一つの句につ

いて解説をつける事は出来まぜんC 皆

さん適当に解釈して下さい。
乾鮭や琴に斧うつひびきあり (蕪村〉
から鮭も空夜の痩も寒の内 (芭蕉〉
はららどを千々に砕くや秋の月 (其角)

乾鮭に窓もる霊安とばしりぬ (聴秋)
北風や鮭の塩ぬく桶の 7Jc(三幹竹〉
鮭網をひくや震に頬冠り 〔青柿〉
浜の砂捲いて去りけり鮭ぽ(百申〕
乾鮭のからついている柱かな (撤石)
はらら子の珊瑚盛りけり皿の上 (兎子)
酔ざめや舌頭に筋子弄ぶ(宋斤〉
蝦夷の鮭江戸の衣ゃあで姿 (夢児〉

注 これは鮫の肉を、ンヨウガ醤油に漬け
た後取出して海苔で巻き油で空揚した
もので，熱いうちに喰ベる料理を魅力
的に歌ったもの。

古き港の情緒しのびつ鮭鍋に (不携)
秋の味ノレイベに舌のつつみかな (仙六)

鮭絡のなれ加減よし蝦夷の秋 (山径〉
荒なわに歯むく鮭や年の暮 (秀夫)
水ぬるむ千里の旅へ鮭の子等(西零児〉




