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F 凶削『養鱒用水としての条件…『一一一一一-1

j 水温 i
i 江口 弘 1 

造池養鱒を行うには，まず第一に水

の適否を観察しなければならないこと

と，第二に場所の選定ということにな

るのであるが，第一の71'，の条件として

は， (1)水温が冷水性鱒に適したもので

あること。 (2)水量が豊富であることo

{3)水質が良好であること。(用水が養

鱒に適するや否やを判定するに当って

従来唯一の基準とされていた水温，水

量の他に特に珪酸及びカルシウムの定

量結果を必要とすることが今日強調さ

れている〉等が調査しなければならな

い必要な事項であるが，今回は水温に

ついて述べてみたい。

生物の新陳代謝作用は，水温に支町

されて変化し，この新陳代謝は温度が

100C高ければ2倍になると考えられて

いるから，魚に適応した温度の範囲内

では，低温より高温の方が生産力が大

である。このことは鰹や鰻の成長が暖

地の池ほどよく，一年を通じてみる

と，夏に体重が増すことでもわかるo

q従って養魚、は水温によって自ら冷水性

のもの，例えば虹鱒に適するものと，

一温水性のもの‘例えば鯉に適するもの

に別かれるO 鯉の養魚池は春より夏に

水温が200Cから300Cを上り下りする

ものがよく，これに反して虹鱒は，従

一来は100C内外を適温とし， その適地

としては清到な， 7Jcのj勇量の豊富な地

帯の選ばれるのは，周年低温で，かっ

その水温の差の少ないということを利

用したものであるが，近時虹鱒の飼育

温度については，荷口養鱒場では，夏

期16.50C程度に上昇し，冬期は8.00C

程度に止まる養魚、池での虹鱒の成長が

最もよいということであるし，長野県

指導所では，食用虹鱒の経済的な飼育

は， 我国ではむしろ200Cに近い高水

温の方が有利と思われると報じてい

る。又，米国のりータウン養魚、場では

魚の健康と活力をそこなうことなく迅

速な成長をするのに最も良い温度は，

11.00 Cから14.40Cであり，虹鱒はこ

れよりも高い温度でもっと早く成長す

るが，病気に対する抵抗力を減ずるの

で， 普通18.30C以上の水は養魚池に

使用すべきでないと云っているO 筆者

も過去に， 本場の養魚池 (用水は河

水)で. 8月に240C位の高水温迄飼

育してみて，高水温ほど成長はよいが

200C以上に水温があがると， 餌をと

りにくくなり，魚体が弱ってくるし，

特に稚魚の夏期間の飼育管理はむずか

しいことを経験しているO それで筆者

は，木造で養鱒をやる場合の用水の水

温は，夏期は17.00C位まで上昇し，冬

期は5.00C程度に止まるような水が最
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も理想的なものであると考えている。 する一要因となるものである。それで

しかし，冬期に5.00C程度に止まる水 次に，養鱒用水として利用せんとする

ということになれば，本道では湧水型 場合，水量が豊宮に得られることを第

にこれを求めなければならないし，養 一条件として考えた場合に限定される

鱒場は十中八九まで湧水を利用しなけ 7](の種類， 即ち木道の場合， 大きく

れば経営出来ないものであるので，こ 分けて湧泉，湧71dll，渓流川の三つの

の点で養鱒をやる場合は，その水の種 型についてその水温特徴を明らかにし

類と温度の年変化をよく承知すること て参考に供したいと思う。

が大切であるo ~)湧 泉(裂線水〉

地下水はその起源は，雨，雪，露， 地表の7.Kが地中に穆透して地層を降

等の天7.Kが地下に浸透したものである 過する間に不潔牧が吸着され， i慮過さ

が，そのほか河川，湖沼の7.Kも叉，地 れ，酸化弁解され，土壌の自浄作用を

中に浸入して再び地表に湧出する。そ 受けつつ，遂には粘土層，若しくは岩右

の状態によって湧水でもその型は数種 層に逮して瀦溜しているもので，それ

に分けられている。例えば地下水の流 が地下の裂鰭であり，岩盤の裂け目を

重力方向が地表に垂直であるか，叉は， 通り，不穆透性の傾斜地を通って湧出

流動方向が側方にのみある場合は，白 する。これは地下の深層から湧出する

然に地表に現われるか，或は地層の弱 ので頗る清初lであれ地下の最も深い

い処に湧出する O 河水が地中に浸透し ものであるから，水温も四季の影響を

て河水面より低い凹所に湧出すること 受けることなく殆ど一定して，少なく

は往々見られるところで，その湧出す とも凡そ 10rr.以上の深度から出てくる・

る距離が浅く，かっ湧出が極めて徐々 ものである。高山にある湖の麓に多く

である。泉などその水が深い所から出 この湧水が見られる。例えば支務湖に

ているか，地表とか崖錐などの上部を 対する千歳支場の湧水は， 7.K温7.80C
伝わって出てきた浅いものであるかど から8.00Cで，その水温年較差は0.20C

うかは，その水温の年変化を調べるこ 叉，摩周湖に対する虹別事業場の湧7.K

とによって定めることができる。この は，水温9.80Cから8.30Cで，その7.K
ことは，その湧水を養鱒用水として利 温年較差は1.50Cで，何れも多量にし

用せんとする場合に誠に重要なことの て増減のない，かっ温度変化の少ない

ーっとなり，ひいてはその成績を左右 滑測な水を湧出している。
別表にみられる通り

虹別事業場〔湧泉〉の水温年変化(昭和28年〉
------- i 十一一最高水温は9.80C (1Qo 

¥♂1 1 1 2 1 :3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 110 111 1 12 月〉にみられ，最低水
水温00¥[ _1 __1_上一上 1 ; ! 上_1_1一温は8.30C (1月)に

極大値 19.01 9.21 9.31 9.61 9.51 9.51 9.61 9.61 9.61 9.81 9.51 9.2 みられるが， 月平均

極小値 18.319.019.11口 I9. 31 9.41 9.41 9.51 9.61 9.51 9・118.7 水温‘の最高は 9.60C
1 n ，1 " ，1 " ，1 " ，，1 " ，1 " ，1 " ~I " /1 " /1 " /1 " ，，1 '" ( 8月9月10月〉で最平均 18.11 9.11 9.11 9.3! 9.41 9.41 9.51 9.61 9.61 9.61 9.21 9.1 I =-] ~-] ~ ] ~--I ~-] ~- -1 -_-~I ~-J ~] つ | 低は8.10C (1月〉で

較差 10.71 0.21 0.21 0.41 0.21 0.11 0‘21 o. 1! 0.01 O.到0.410.5I v.， I v. ~\ u. L.¥ V. -:I[ u. '1 u. ~ I V..li V. vl v......1 i ある。各月平均温度の

(観測者 車工別事業場) 8月9月10月と 1月と



の差は1.50Cという小さな数字を示し

ている。

この種の7.Kを養鱒用水として利用せ

んとする場合は，冬期間の水温は誠に

申し分がないが，春から秋にかけて水

温が低いので，水温上昇設備をすると

か，河7.Kを混合する(河7.Kが補助7.Kと

なる〉とかの人為的方法を加えなけれ

ば，事業的な鱒の成長は到底望めな

し、。

(2) 湧水 JII
その7.K源は湧7.K(普通は深度のない

浅い従って圧力のない湧出を示す場合

が多く，その源は湖や河川水が地下浸

透して凹所に湧出している場合が多

い〉によってj函養され，各所に湧出す

るものが集って小川をなして流下する

ものである。これも下
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水温の最高は， 12.70C

(8月9月〕で最低は

4.10C (1月)である。

各月平均温度の 9月と

1月との差は8.6oCで

虹男Ij(1.50C)の裂蝉

水に比較してやや大で

ある。

この種の水は多くの

場合，その水源は湧出深度の浅い湧水

で泊養されているのと，流程があるの

で，裂鱒水よりは冬期水温がやや低下

する反対，夏期には水温が上昇するが

到底17.00Cという値は望めなし、から，

これを利用する場合は(1)と同様な方法

で水温上昇を計らなければならない。

(2) 渓流水

これも堰堤をつくり導水すること

により多量の7.Kを得ることができる。

概して水は天候の変化によって濁り易

く，叉，温度も気温と共に変化し，そ

の7.K温年変化は戸j川水と類似してく

る。湧水川よりはそのスケールが大で

あるO

下表にみられる通り，最高水温は，

20.50C (7月〉にみられ， 最低水温

流に堰堤をつくり導水 知内事業場(頃内川渓流水〉の水温年変化(昭和28年〉
することによって多量

の水を得ることができ

る。

別表にみられる通

り，最高水温は13.80C

(9月)にみられ，最

低水温は1.90 C ( 1月〉

にみられるが，月平均 野口正樹〉
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東神楽事業場(ポン川湧7]¥川の浸透水〉の水温年変化

(昭和29年〉

各月平均温度の 8月と
2月との差は10.20C 

月 I
宅号¥11 I2 1 3 ! 4 1 5 16 1 7 I 8 1 9 ! 10 111 112 

でやや大である。夏期

には7]¥温の方が気温よ

り低く，且つ冬期には

気温が水温以下になっ

ている。冬期に於て気

温は急激に下降するに

かかわらず， 2月の平
均水温は6.50Cに止ま

221i:;i::1:川口;凶;川出 lf 比|〆 ~I ~'~i 司 ~I ~. ~I.~' ~C. ~e ~I~ 〆 ~I~ 〆 1.1-1A
L2l:12|;:;l:;l刈;:;(;;(I:J712|可;;
は0.20C (2月)にみられるが，月平

均水温の最高は， 17.80 C (8月)で，

最低は0.80C (2月〕である。各月平

均温度の 8月と 2月との差は17.00C 

で甚だ犬であるO 夏期は7]\~且が上昇し
養鱒用水として誠に適した温度になる

が，冬期はその反対に，河床には氷が

つくぐらいになり，水温が極度に低下

するのが大きな快点である。この積の

水を利用する場合は，附近に湧7]¥のあ

る場所を選定すると好都合である。こ

の場合， 1勇水は冬期間の低温防止のた

めの補助7J'¥に使用すればよ L、。

以上の如くであるが，本道に於ける

各種の7]¥の水温の周年変化を数多く調

べてみると，処によっては，自然の状

態で，夏期は高温となれ冬期は低下

しない，しかも水量は豊富に得られる

という，水温の点では養鱒用水にはも

ってこいの水も存在している。例えば

東神楽事業場(恒川市外〕がそれであ

るO

即ち，上表にみられるとうり，最高
水温は17.00C (8月9月〉にみられ，

最低温度は3.00C (1月〉にみられる

が， 月平均7]¥i温の最高は16.rc (8 
月〉で，最低は6.50C ( 2月〉である。

(観測者 富田竹雄〕

り低下しないのに比較して 8月の平均
水温は16.70Cに上昇しているのは，本

湧7]¥はその側方(距離約10m)を走っ

ているポン川(湧水川〉の河水が地下

浸透して凹所(現位置で池状をなして

いる〉に湧出しているものと考えられ

るつ更にこのことを裏付けるために昭

和32年 3月29日行った流量調査の結果

を附記すると

(1)ポン川は東神楽29号線附近にその

源を発し， 大凡20Klll流下して忠別川

(石狩川の支流〉に注く、イ¥河川で，水

源は湧水によって泊養されているつ本

川は東神楽村一帯の水田地帯を濯1慨す

る主管川となっておれこれより小濯

瓶溝が網の日のように発足している。

昭和32年3月29日， λMl1.55に5号線

地先(解化場所在地)での観側では水温
10.00C (気温12.00C)，流量42.5箇

(Jlj巾14m，水深0.17m，全均速0.4944
m/sec) を測定した。 ただしこの42.5

箇とし、う流量はポン川の現有水量で，

水田濯i師時期になれば，上流に於て忠

男lj川の、河水を力nえ水量の増加を計るた

めに， 5月から10月末迄は，ポン川の

流量は現在の 4倍から 5倍となる。

(2)東神楽の池状湧川は， 5号線地先



に位置し， ポン川より約250mはなれ

ている。昭和32年3月29日， PM3.00 

の観測では水温10.80C (気温12.0C)

流量1.2箇(J11巾2m， 水深0.15m，
全均速O.1148mjsec) を測定したo 7，K 

温はポン川より 0.80C高かった。 湧出

量は12月中旬から 4月末迄は現在の水

量，即ち1.2箇内外であるが，これが5

月から10月末迄は 3倍から 4倍に自然

状態で増加する O 過去に筆者は，昭和

21年9月8日，解化場適地調査に於て

PM12.30，水温18.00C (気温28.00C) 

流量4箇を測定している。同時に行っ

たポ γ JIIの観測では AM11.0，水温

18.00C (気温28.00C)を測定し，ポ

ン川の水温と j勇水の水温とは同値を示

していた。更に昭和26年 5月20日，解

化室建設測量時， PM3.00，湧水量 5

箇を測定していることから，本湧7，kは

ポン川の河7，kの増量に従ってその湧出

量も増加し，この両者の増量と，春か

ら秋にかけての水温上昇とは一致する

ことから，本i勇7，kは，ポン川の浸透水

と考えられるところで，夏期に水温が

相等上昇することは，7，k回濯甑のため

にポン川に加えられる忠別川の河7，kが

影響し，冬期に7，K1，且が低下しないのは

忠別川の河水を入れなくなるのでポン

JIIの河水のみの浸透〈ポシ川は湧水川〉

によるものであるからと考えられる。

なお本湧水の湧出場所の約10m側方に

は小濯甑溝が走っているので，水田j墓

i飯時期外でも必要に応じては，この濯

淑溝にポン川の河水を入れることが出

来，ここより分水して湧出場所に導水

することにより任意の水量を増加させ

11 

ることが人為的にも可能である。即ち

水量は豊富に獲得出来るし， 7，K温は厳

寒期でも月平均水温が6.50C位に止ま

れ反対に夏期8月平均水温は16.70C

位迄上昇するとし、う，この種の水は養

鱒用水とし誠に理想的なものである O

一例として述べてみた。
〔道立解化場調査課長)

一一女一一

全道瞬化場研修会

盛会担に移る

8月10，11日の 2日間，緑の十勝支場

に於て第一回全道解化場研修会が行わ

れた。此の会は全道に散在する解化場

職員の技術交流と意見の交換を行い，

併せてその親睦と友和とを図ることを

目的として，道と国の解化場と夫々の

職員組合の協議体である癖化場連絡会

が共催し，北海道鮭鱒保護協力会連合

会の後援で行われたもので，当日の参

加者は約90名，千代田捕獲場と同蓄養

施設，面川天然産卵床及び札内，幕別

事業場の視察と技術懇談を行うと共に

併せて野球，庭球，麻雀の各種目を本

場，東地区(十勝，根室，北見支場)，

西地区(千歳，天塩，渡島支場〉の三

チームで夫々技を競い覇を争った。成

績は夫々下記の通り。

(優勝) (2位)(3位〉

綜合本場東地区西地区

野球東地区本場西地区

庭球本場西 地区東地区

麻雀本場東地区西地区

個人優勝

庭球西野(本場)藤岡〈十勝)

麻雀渡辺(根室)

なお明年は千歳支場での開催が予定

されている。 ( 谷 口 記 )




