
1 

抗生物質とー「

し一司これが養魚餌料への利用について

j工 口 5ム

ゐ 各種家畜，家禽，養補魚類を如何にし 動物の消化樗管内l乙発:坐する有害な横生

て怪済的l乙，保健的に育成するかという 物類を除去する作用があるといわれてい

ことが世界各国の畜産界，養魚、界で市に るA それでペニシリン，ストレブト Y1

研究されている問題の aつである η シンなどの抗生物質を各種の飼料l乙混合

新しい飼料として最近宣伝されている もすると，いずれも著しい成長効果を得る

ものに抗生物質含;合・制料がある σ lぎかりでなく，病気事故による損耗を少

動物蛋白因子 (A.P.E.)と名付けら なくするなどの数多くの利点が認めら

れて若い動物の成長を促進する物質の研 れ，弐々に試験が行われた結果は，抗生

究が始められたのは， つい 194ぢ年ころ 物質そのものが作用することが確認され

で，当時その中心物質は，赤い1.:'タミン

として有名な(動物の発育と成長に関係

ある)ピ骨 1ンB12であると考えられて

いたのであるが，その効巣は， これを厳

符lというと，飼料の質によって 4 定しな

A いことがわかったちすなわち魚粉などの

f 動物性蛋肖を含む制料には，混合率を幾

ら加減しでも良い成摘が得られなかった

のであるぺ

るようになり，なかでも才一レ才マイシ

ンはペニシリンやストレプトマイシンよ

りも広い範囲の病気に効くのと丁度比例

するかのように成長効果は多種の家者に

対して優秀な成積が発表されている J

1946年，モーア氏などは抗と色物質ベニ

シリン，ストレプトマイシン，才一レ才

7 イシンなどが牛，M<，鶏，七面鳥など

の家昔話の成長を促進することを発表し，

ところが加の研究者たちは， 1948年に またぜタミンB12 も植物蛋白配合飼料で

米国と英国でぜタミンB12を産出する土 は同様な作用をすることを明らかにし

壌菌が抗生物質を分泌し，この抗生物質 た。さらに W.L.ウィリアム氏の設によ

が動物の成長にすばらしい力を発揮する れば，才{レオマイシンの成長促進作用

のだということを知り得た。 は，動物の成長効果を現わすほか，産卵

人体の結核などの特効薬であるマイシ 能力の改善にも効果があるのだと報じて

ン類〔ストレプトマイシン，才一レ才マ いる内

イシハテラマイシンなど)の副産物iこ では，この抗生物質がどのぐらい動物

は鶏や豚を普通以上に発育させる成分が の生長促進に効果があるかというと，豚

含まれ!ているコもっともこの成分の機能 では 30%，じ面高では 20%，鶏では10%

についてはまだ定説はないが，常二通には 以上の効果があるが，午，めん芋， IJ~ 主主
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などの反すう動物は胃腸内の微生物が抗 には何ら効果がなく，これは魚がB12を

生物質と [njじ働き配するので，抗生物質 比較的容易に尚給することができるため

を与えても効果はないといわれている汚 であると結論されているが tこだ才一レ

なお抗生物質の一日の給与量は，わずか 可マイシンだけは多少効果があるように

削料の O.5 3{; -1. 0 ;?{;で十分であるとい 報告している η

うn 野口， ffj持氏(1954年:昭和29年静

米国ではこの方ríi~l'f'l ，どずだに主主際出に 同水試報告)は抗生物質パシトラシン，

広く利用され， 現不正米凶では¥e'合ミン ペニワクを鰻について試験し極めて良好

BJ2よりも抗生物質に重点がおかれ，そ な増内量を示し，産業的に利用し得るこ，

の動物倒判としての消費量は莫大なもの とを報:号し，大内，松本，阿部氏 (1954 、

で，医療をはるかに日同り，これを時用 年:昭和29年静岡県水試報?を)は虫I鱒

しなけれぱ昔者号産経t泣》斉干学
オれLるlほまどの急j法事丈々 工発展ふぷ、りということで t:.こが， 成長促j進丘‘1冗に之ついてlはまイ何吋ら効果:は土J江三

ある乃制半ギ料、'1の不i足£がちなわが国で、もこ才れL かつfたこと報告告‘している内

が見のがされていす，すでに新聞やラジ 保科，国峰，高橋氏(1957年:水産学

才を活じてその寸1の実験成摘が報導さ 会誌vol.23， No. 5)は虹鱒の C'プリ 1

れ，両ii;途にたさな期待がもたれているの 菌病lこ対するサルブア剤および抗生物質

以上述べたことは抗生物質問の家者飼料 の効果を研究し，それぞれ者名な繁死率

添加についての効果についてであるが， の{氏一ドを観察している η

これが主主f!，t~íf料としての利用については 稲葉，宮山氏(1954年:第1回鱒養補

どうかというと，これについてもすでに 専門技術員研修会要録)が抗生物質の効

試験が行われている n 果について試験したが，成長では対照区

抗生物質の投与が魚一組の成長に効果が と大差なく，即日ころより繁死率におい

あるかどうかという ζ とは，主養芸j魚2気t界で

f械毛諭じらオれLているようで，胸、の消化管の

なかには寄れや肱などのlF;i等動物にあるよ

うな細菌は存イI~ しないから，餌料l乙抗生

物質を加えても俄!京体の鱒の生活には何

の効果もないであろうという説もある

が，手こにわが困で行われた試験の結呆を

制介してみる〔

橋本氏(195::3年:水産学会誌vo1.19，

報告7している内

この抗生物質の使用については当場に

おいてもすでに着目し試験を行っている

が，江r1，甲斐 (1953年:道立水産瞬化

場試報， 8巻1， 2号)は才一ロフプヅタ

A (才一レオマイシンを主剤とする A.

p. F.添加剤〕を長鯉餌料に添加するこ

とによって歩留，増肉ともに多少の効果

NO.8) はじ、夜ミン Bl~ およびテラマイ を4号ている内すなわち才一ロファ γクA

シン， CJーレ才マイシン，ストレプト? を毎日 0.1:-37g (添加率 0.1;:のを加え

イシンなどの抗生物質を添加した人工餌 ることによって対照区よりも増肉量を符

料を用い併についてその効果を試験した たので，養鯉餌料に対する添加率はわず

結札ビタミン B12の投与は成長の促進 か 0.136の低率で成長効果，餌料効果の



向上(餌料総量の節約)を総合すれば添

加した方がよい結果が得られるつ経済的

には餌料 lこ才一ロフアヅケ A を5.48g

(価格 51Y48銭〕を加えたことにより，

対照区よりも45gの増肉貴が得られ鯉の

rli価を 1貫l=lL200円とすれば， 14円40

銭を増収することになるのまた，渡辺氏

(1957年:道立水産騨化場， 魚、と卵，

ゐ vol.8， No. 4)は同一抗生物質を虹鱒

2歳魚、について試験しわずかに効果があ

ったことを観察している。

さらに，甲斐，j[・r1(1957 Iド:道立水

産階化場試報 No.12)は飼料強化用終:

合ぜタミンB剤「ブオータフィ ード」お

よび、抗生物質制料添加剤「才一ロフアヅ

タAJを;権虫主餌料に添加し，2j議鯉を

使用し餌料の効率を試験したっその結果

は試験終了後の成績はそれほど顕著では

なかったが，成長， 2長官，増肉係数，増

重倍率共l乙試験区が勝り，塩虫主餌料の

ように低品質の養魚、餌料に上記のような

添加剤を加えることによって，餌料の効

主率をうながし，保健的な飼育ぞある程度

期待できることが本試験によってうかが

い知れたの

以上の如くで，抗生物質の餌料添加に

よる成長効果は，その添加する餌料の陪

類(生餌であるか，乾燥餌料であるかな

ど〕によって現われたり，現われなかっ

たりするであろうが，病気を予防し，そ

の減耗を低下させることは充分期待がも

たれるものと考えている内

(道立1降化場調査課長〉
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第 2回研修会聞かる

昨年から実施された全道勝化場研究会は，

本年札幌，小村幸で‘行われた北海道博覧会を機

会に千歳の予定地を本場に移して盛大に開催

された。

丁皮北泌J唾博覧会もιj11::1合迎えた 7月23，

24， 25日の 3日間で，第 1日目は朝 8時30分

より研究発表会が会議室で行われた。発表者

及びテーマはつぎのとおりである。

テーマ 発止と若

鮭稚魚、の陸七輪よさ放iJTL及 千歳
び鮭仔魚の漁水飼育によ 支場木村義一
る早期放流につし、て

ι体式ふ化器試験1こつい 北見
平坂誠一

て 支場

u場廃水紛議にJ ノし、て 本場高安三次

北海道における内水面増
グi自の現況，特に虹ますの本場三原健夫
梢殖について

民tZT竺言苦戦H3j Z農林中信男

鮭鱒稚魚の標識放流試験本場以野栄市

ふ化場で実施中の調査試
験の概要 本場西野一主主

その後引続き「さけの産卵」とその他文化映

画を交えて映画会を開催，場員の熱心な観覧

のうちに午前中のスケジューノレを終了した。

午後は本場，東地区(北見，根室，十勝)，

西地区(天塩，千歳，渡島〉対抗の野球，庭

球大会が華々しく行われた。各チームともベ

ストメムパーをもって交戦ファインプレーの

続出に選手，応援共和やかな空気のうちに熱

戦を展開つぎのような結果を得た。

野球 庭球

毒 凶地[z<:3 --2東地区

¥ 6 1，1 

l 品IZ 
ld百
本東西

地地
場 17_ I之

本場3ー l西地区

本場2ー 0東地区

l位本場

2位西地区

3 i立東地区

7B寺，第 1日目の予定を滞りなく終了した。

第 2，3日甘は博覧会の見学で，旅桜れも

〈以下12兵へ〉
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殖して行くものと思っておったのに，生

長点は別にあり根と称する部分は単に他

物につかまるもの，昆布の葉の末端は時

期が来れば漸弐成熟し，胞子となって海

中を准泳しある期間の後洗下して新たに

昆布が形成されるといった，今まで知ら

れなかったとれらの世界が分明した乙と

はこの書によって大いに啓発されたわけ

で内それが明治の末葉まで大方の人々に

は知られなかったことであったの

先生はその後大部の「海産植物学J，

「莫語花」をはじめ， i生物学的人道観J

を発刊し，間もなく洋行されたが出発の

とき，新聞記者l乙，俺は加に学聞を習っ

て来るわけではない，諾戚に行ってスキ

ー術を習得するにあるんだと記者を煙l乙

巻いた記事が出ておった。そして帰朝間

もなく「噛西洋」なる題名で，表紙の半

分ほどの大きさの?をつけた減法に面白

い本が発刊された内外国の風俗習慣きで

は学者たちをコキ卸したものなど雑多で

あるが，今需めようとしてもどこにもな

い，札幌の図書館でも見当らなかった

が， 15， 6年前に小樽公圏内の図書館に

あった乙とがあるの その後大正10年I乙

「日本民族のために」なる五百頁l乙余る

本を発行されたが，そのころの雑誌太陽

をはじめ各種の新聞雑誌に書かれた論文

随筆などを集めた非常に面白い本を発刊

されたが，恐らく書庖にはないであろ

うo (解化場の本間政雄氏に見せてもら

った〕

また大正10年 1月ころ， i北海タイム

ス」に「僕の家」なる題で随筆を書かれ

たが，これは北海道大学の内部を素ぱ抜

かれたものであるとされ，かなり話題を

まいたものだが，伝統ある北大の名春を

畑違いの学者が云々するという乙とで少

くとも学校側を憤慨させ，休職となって

学校を退かれたようであるのその後病気

になられ， 1111台で療養中死亡されたが，

惜しい学者であったの

先生の入院中よく主治医に，そんな薬

を呑んでも利かないよ，なぞと皮肉って

かなり病院側を閤らせたとのことだが，

あるとき函館の兄さんが見舞に行ったと

き，お医者さんがその皮肉を訴えて「寸て

鉄人を刺すとは弟さんのことでしょう」

といわれたと聴いておるが，先生の両目

躍如たるものがある η また和服論者で，

かつて先生の教えを乞わんと諸威?の若

い学徒が北大に留学されたことがあっ

て，君が俺の弟子になりたいならまず和

服を着給えといったと新聞に出ておっ

た。また夏の暑い自に，和般に経木の大

帽子を冠り，プランクトンネヅトや瓶を

持って南小樽駅に現われた先生の珍妙な

図を今でも想起するにとが出来る。

(3頁よりつづく〉

癒えない連日の奮闘にも屈せず，熱心な見学
振りで、あった。
小樽の埠頭会場，水族館，札幌の中島・桑

閥会場とロープウェー，印象深い数々の珍占有
に永く想い出の 1頁となったことだろう。
来年は北見市を中心に行われることになっ

た内

連




