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オーレオマイシン含有

飼料添加剤利用による

虹鱒餌料試験

渡辺克彦

I はしがき

魚の成長は餌料と密接な関係があり

餌料の種類によって成長は左右され

る。餌料には天然餌料と人工餌料とが

あるが，一定面積の養魚池に於ては天

然餌料は限定され，人工餌料にまつ外

はなL、。
人工餌料を使用して養魚を行う場合

には動物性餌料と植物性餌料とを混合

して給餌することは一般に用いられて

いる方法であるが，これらの餌料を使

用して，如何にして経済的に且つ保健

的に魚体を迅速に成長させて経済効果

を最大に挙げ得るかと云う問題は，近

年特に養魚家に於て研究されている問

題である。

1948年頃より動物の成長促進に関し

てアメリカ及びイギリスに於て研究さ

れ日本に於てもこれについて色々な魚

種について研究されている。

温水性魚類については当場の江口，

甲斐両氏が鯉について試験し;歩留，成

第一区
(試験)
第二区
(対照〉

長に於て良好な結果を報告し， うなぎ

については静岡県水産試験場の野口，

角皆両氏が試験し，対照区より 36%増

収している。冷水性魚類の虹鱒につい

は静岡水試宮土養鱒場に於て大内，松

本，阿井の三氏の試験があり，成長に

於てはそれ程顕著な差異は認められな

かったが，歩留の点で多少効果が期待

出来ると報告している。

筆者は虹鱒について抗生物質含有飼

料オーロフアツクAを用いてその効率

を試験したが，設備の関係でその概略

を知り得る程度の簡単な試験に止め

た。以下その概要を報告する。

尚本試験について種々便宜を与えら

れた十勝支場長水戸部勝次氏及御指導

を頂いた本場調査課長江口弘氏，淡水

係甲斐哲夫氏に感謝する。

E 試験期間，材料，方式，

1. 期間 自昭和28年 9月5日至10

月14日40日間

2. 試験場所 北海道立水産解化場

十勝支場第一虹鱒養魚池二号池

3. 試験設備 試験池は短型面積2
坪，深さ49.5橿，底板張周囲金

網張木製のもの 2個を二号池中に

設置使用した。

4. 供試魚 供試魚は当場にて昭和

27年 5月26日解化し解化後満 1年

4ヶ月のものを使用した。

5. 放養数量

452.1 
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mpally， Newyork，N.Y.)を使用した。

6. 添加剤，餌料の種類並にその阻

合と一日の給餌量

添加剤はオーロフアツク

試 験 区 餌料組成表
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せて調製した。給餌は毎日午前10時各

区共に一回としパット中皿に盛ったま

L池底に置いて摂餌させた。

8. 気象及び水温観測

量

7. 餌料調製，給餌量，給餌法

給餌量は各区共総体の10分の iの乾

燥量を目標として行い製餌法は夫々所

定量の餌料を加え充分に混合して練合

試験期間中に於ける気象及水温観測は毎日10時AMに行い水温lま試験区(第一区〕を観測した
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9.試験経過

摂餌状況は第一区第二区共に良好

で試験終了日まで一回も残餌を見

ることなく消化器官の障害もみら

れなかった。舞死魚は両区共なく

成育状態は何れも良効であった。 362 

3，617 

723 

糠

粉

弗!力日

F
L
I
I
 

三
口

米

麦

添

皿試験結果

試験終了時に於ける総給餌量は次表

の如くである。
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試験結果を示せば次の通りである。

吋ぷ|課長剤師|寝室(鰭)

増肉量及び平均魚体重並びに比率は

次表の如くである。

即ち増重比に於て第一区156.0%，

第二区143.5%の値を示しー尾当り増

重比に於ては第一区156.1%第二区

143.8%で添加剤配合餌料は対照区に

よじベ幾分勝る結果を示した。

〈天場支場，技術吏員j

マラカイドグリーンに

よる虹ます卵涜毒結果

林中信男

皆川 久

材料と方法，昭和30年12月27日から

昭和31年3月19日まで、に，千歳支場に

おいて解化室に収容した虹ます卵805.

100粒について30年12月29日より 31年
ラ月 9日まで、にのベ33回行った。消毒

方法は定流式サイフォン装置による滴

下法を行った。即ち解化槽えの注水量

をあらかじめ毎分 1斗に調節し，マラ

尾 数

総重量

平均重量

試験終了時 % % 

尾 数 30 100 30 10ひ

総重量 1，601 156.0 1.298 143.5・

平均重量 53.41 156.1 43.3 143.8 

カイド・グリーンを粗天秤で6.0グラム

秤量後2，000ccの水に溶解して0.3%の

原液を作る。それを貯溜瓶に入れて2()

分の l万溶液とするため毎分30∞の割

で1時間解化槽の注水部より滴下した岱

;注入量1，80Ocめまた消毒の第1回目

は12月29日 (受精後20日目〉 に実施

し，以後これを基準として 4日日毎に

消毒を行った。

結果と考察，消毒による解化成績を

過去の無消毒のものと比較すれば次表

の通りである。

過去4年聞における無消毒による解

化成績は平均78.3%C昭和26年度87.() 

%， 27年度79.3%，28年度67.4%，2少

年度81.6%)という成績を示していた


