
養鱒池えの注水?歪は， 7J，温が低い時

壮7l¥量をややi演じてもよいが，水温が

高い時は，増加しなければ危険を伴う

ことは，養鱒に従事する者，万人の認

めるところであろう。鱒の場合，池え

の注水量は多すぎるにこしたことはな

いが，少なくて，その割合に放養尾数

の多い時は，飼育上失敗を招くことが

多い。それで，池の大きさと注水量，

それにともなう各年令別の放養尾数の

決定ということが問題となるのであ

る。

水量，年令別の放養尾数，投餌量，

この三者の間には極めて密接な関聯性

があり， 従来，優秀な養魚家たる人

は，この三つの連鎖を，白日の経験と

感により，適当に組合せて，独自の方

法を案出していたもののようであり，

そこに養鱒の所謂，コツなるものがあ

ったと考える。筆者は昭和13年に，既

に他界されたが，当時は本道民間養鱒

業の第一人者で、あった人に親しく現場

の教えをうけたが，多分にこの感を深

くした者の一λで、ある。当時は何も科

学的な裏付けはなかったので，このコ

ツなるものも多分に危険性をもってい

たものであったように感じた。こうい

うことが我国の養鱒技術の進歩を遅ら

せていたのであろう。

昭和17年に至り，青木三雄氏は「養

魚の科学」を出版され，養一魚技術に科
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学的な新らしい方向を与えられた。鱒

について，氏は実際の飼育にもとずい

て，各年別の放養尾数と放養尾数に対

する注水量の基準を示されている。即

ち注水量はlj-:i昆摂氏11度の7J¥で，放養

尾数 1寓尾に対し 1分間次の注7J-:程度

とし， これより水温がイ郎、ときは水量

をやや減じてもよいが，高いときは更

に増加しなければ危険となるというこ

とである。餌付後 1ヶ月(1寸内外〉

は毎 1分間の注水量は 8升内外，餌付

後 2ヶ月-4ヶ月(1寸 5分ー2寸 5

分内外〕は 1斗 1升内外，餌付後 5ヶ

月-6ヶ月(3寸-3寸 5分内外)で

は2斗 5升内外，餌付後 7ヶ月-9ヶ

月 (4寸-6寸内外〉では 5斗内外，

餌付後10ヶ月一 1ヶ年 (6寸 5分ー7

寸内外〉では 1右内外，餌付後 1ヶ年

以上 1ヶ年半 (7寸ラ分-1尺〉では

3右内外，餌付後 1ヶ年半以上(1尺

以上では 4右以上という基準である。

叉，坪当り放養尾数は l寸 5分内外で

500尾， 2寸内外で250尾， 3寸内外で

150尾， 5寸内外で 100尾7寸内外で

50尾， 8寸5分内外で20尾， 1尺内外

で10尾， 1尺日寸以上 5尾というのが

氏の基準である n

この基準に従って，今40坪の池を使

用した場合を考えてみると，放養尾数

は 1年魚 (6寸5分ー7寸内外〉とし

て坪日O尾(青木氏の基準〉であるか
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ら， 2000尾となり，養鱒池えの毎分の

注水量は計算上は 2斗内外となる。し

かしこの水量は，水温摂氏11度の場合

の基準であって，当然夏期の水温上昇

をみればならないので，水量は倍量の

毎分 4斗内外は必要となる。叉，実際

池で鱒を飼ってみると，思はぬ問題に

ぶつかるもので，例えば池の漏水であ

るとか， 池7]¥の交換がうまくないと

か，池7]¥の停滞部で、餌が腐敗して酸素

消耗や硫化水素発生の問題になった

り，特に鱒は水温のあがった夏期にう

んと餌をやって太らせなければならな

いので，このためにどうしても池水が

よごれるから，水道しをよくやらなけ

ればならなl'o このために注水量は余

分にみなければ不安である。そこで筆

者は40坪の池で 1年魚 (6寸5分一7

寸)2000尾を飼育するための注水量

は，毎分 1右は確保しておく必要があ

ると考えていたところである。

しかして最近，長野県水産指導所編

[淳、国に於げる最近の養1/[¥技術!(1955 

年〕を読み，本続中にリーチ氏 (1924

年)の試験結果をみた。水温その他詳

細なことは書いてなかったが， リーチ

氏は， 70尺X20尺(約40坪〉の池で，

l年魚は5000尾， 2年魚は2ラ00尾， 3 

年-4年魚は1500尾を飼育してもっと

も良好な結果を得，この場合の養魚池

えの注水量は 1分間 2石-3石(3升

-5升/秒)(0.2-0.3箇〉の割合で供

給しなければならないと述べている。

(筆者註，坪当り放養尾数は， 1年魚125

尾， 2年魚62尾， 3年-4年魚37尾と

なる。〉

即ちリーチ氏は，注水量毎分 2石-

3右の40坪という養魚池を基準とし，

これに各年別の虹鱒を放養して飼育し

てみて，上記の各年別の適切な放養尾

数を決定したものと考える。

このリーチ氏の， 40坪の養魚池に対

する注水量と放養尾数は，前述の青木

氏の基準から害IJ出した注水量と放養尾

数に大体一致するものと思はれる。(4() 

坪の養魚池で， 1年魚、2000尾を飼育す

るための注水量は毎分 l右は確保しな

ければならないから4000尾放養の場合

は毎分 2石を必要とする。リーチ氏の

場合は， 1年魚5000尾飼育で毎分 2右

-3石というのである。〉

このリーチ氏のデータを参考にすれ

ば，養魚池の大きさ， ~.主 7)，量，各年別
の放養尾数の決定基準は極めて簡単に

わかると考える。

例えば， 20坪の養1hf也を使用せんと

する場合を考えてみると，注水量は毎

分 1石ー l石ラ斗とする。この池の大

きさと注水量は一定である。この養魚

池では虹鱒， 1年魚では2500屠， 2年

魚では1250尾， 3年一4年では 750尾

が適切な飼育可能尾数となる。 80坪の

池では，注水量は毎分 4石-6石で，

この養;魚池では虹鱒， 1年魚では 1;莞
尾， 2 年~+\で、は5000犀， 3年-4年魚

では3000尾を飼育してもっとも良好な

結果が得られるということになる。

なお，稚魚の餌付けは，米国では最

近，サーキユラー，プール(円池〉が

使用されていて，この池は少量の水で

池7J¥が良く循環し，そのため排せつ牧-

の蓄積が少く，魚が注水口の所にばか

り集らずに，池一様に散在する。同ー

や量では円池がどんな型の池よりも多

くの魚を飼うことができ， リータウ γ

養魚場では， 2高尾の虹鱒稚魚を直径

lラ尺の円池(約 5坪〉で殆んど歩減りも

なく夏中飼育した。池は水深が中央排

水口附近で 1尺5寸， 7J'¥温は13.30C，

毎分 2斗 6¥升の給水量であるというこ



とが報じられているので，参考までに

附記した。

次に飼育用水の水質であるが. <勇7k

又は疹透水が養鱒に適するや否やを判

定するにあたって，従来，唯一つの基

準とされていた水温，水量のほかに特

に珪酸と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ので

(養鱒用水はカルシウムの含有畳が珪

酸の含有量より大きいほど良いという

こと).特にこのことについて記して

みたL、。

水中のカルシウムは介類の生産を左

右するものであり，また魚類について

は，特に鮭鱒族の成長と水中カルシウ

ムイオンとの聞には密接な関係がある

ということは古くから知られている事

柄で，スザーン氏 (1932年〉は，鮭鱒に

ついて，大体カルシウムイオンの量に

正比例して淡水産鱒の同水系に於ける

最大体形が培加すると述べている。最

近，我国でも宮山，小島両氏(1949年〉

は水の魚類生産と水のカルシウム及び

珪酸含有量との関係につき，全国代表

11養鱒場の飼育初期の奨死率と，これ

ら養鱒場のカルシウム量とは反比例

し，珪酸畳とは逆比例するとしみ結果

を得，例えば荷口，宮土，大泉，千歳

のカルシウム量は殆んど同一であるが

(Ca含有量ーは荷口 5.86PPm，富士6.72

PPm，大泉5.09Pl'n!. 千歳5.84PPm. 

P1'11)とは百万分のーのこと，水 iリッ

トルに何ミリグラムあるかということ

である).稚魚艶死強度の点では，大

泉，千歳が格段に大きいのは，珪西空の

多量によるものと推断され慣れ)2含有

量は荷口 19.1 Pl'm. 富土29.3PPm，
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大泉47.5PPm， 千歳45.4PPmで， 撃を

死強度は，荷口37.宮土39.大泉67，

千歳63となっている。〉

即ち，湧水叉はj参透7J'(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強調されているこ

とは注目すべき点であり，最近句長野

県水産指導所 (1956年〉も，飼育用

水について， カルシウムと珪酸の比

(ーや)が， 大きいほど稚魚の射

が高く，この値4以上のものは好まし

くなく， カルシウムの多い水がよいこ

とを報じている。

このことから石灰岩地労の湧水は鮭

鱒の養殖卒業に誠に好都合なわけで，

その代表的なところは滋賀県醒ケ井

主主鱒場で， 用水のPIIは7.5を示 L.

(‘H33.9PPmという寓畳なもので， こ

れに対するに Si(、ョ 8.541'Pnという少

量である。この用水使用による虹鱒稚

魚の鰐死強度は18という，全田代表養

鱒場の最上位の成績が宮山氏によって

発表されている。寓士養鱒場について

も最近，阿井氏 (1954年)の報告があ

るが， ここは湧水で，年間水温変イじが

極めて少ないが，宮士溶岩盤のj参透水

であるから，カルシウムが少なく，珪

酸が多い軟7]¥で、養鱒にはやや不向きな

水質であると報じているc

我国の代表的養鱒場の水質につき，

富山氏の分析結果及び当場の分析結果

(虎杖浜，森，十勝大正)より，長野
SiOo 

県水指のでど =4以下，を標準とし

てカルシウムと珪酸の比を求めてみれ



4 

ば次の通りである。

醒ケ井(滋賀県〉湧水0.25，明科(長

野県〉穆透水+河水0.98惨透水1.38，

犬垣(岐阜県)穆透水2.04~参透水1.99， 

荷口(山形県〕穆透*3.25湧7JO.0ラ，

富士(静岡県)湧水4.38，千歳(北海

道)湧水 7.77， 相坂(青森県〕湧水

3.82湧7.K4.23，塩原(栃木県〉湧水+

河水4.33湧7]¥5.69，虎杖浜(北海道〉

湧7j'(1.65，森(北海道)湧水0.95湧7]¥

JII0.81，十勝大正(北海道〉穆透水2.09
等である。

千歳の湧7]¥について筆者も1942年2

月2日に分析を行ったが，その結果は

Ca4.7PPmに対してSi(M8.5PPmで‘珪

酸よ りカ ルシウ川ない水 ( 寺 =

10.3)なので，宮山氏及び長野水指の

標準に従えば，養鱒用水としては好ま

しくないということになる。このたび

新設された森養鱒場(道立〕は，珪酸

よりカルシウムが多く含有されている

水(宅手=0.81-ω)を飼育用水

とLており，これを使用する森養鱒場

合口辞典主
さけ.ますの肉はなぜ赤い?

さけやますの丙の赤さは，エピやカ

ニなどの甲殻類の殻が熱にあたったと

きにあらわす赤さと同じ性質のもの

で，さけやますの体には，食餌として

食った甲殻類から直接にこの色素が移

は水質の点で好条件を得ており，これ

からの虹鱒増殖事業に大いに期待がか

けられるわけで、ある。

これは蛇足であるが，珪酸というの

は，地球をつつんでいる地殻と称され

る部分を構成している色々な岩石の素

材で，ガラスの成分でもあることは御

承知のとうりである。これは当然，地

表にある水に溶け込んでくるわけで、あ

るが，色々な塩類が水の中に溶け込む

のとは違って，大部分は微細な粒子で

水に浮び，謂所コロイド状態をとって

いるものある。これがどうしても水道

や井戸水に入って，我々は毎日この水

をのんでいるのであるが，最近我国の

医学界では，この量が問題となり，珪

酸は人間には動脈硬化の原因になりう

るといふ(珪酸の多い水をのむ地域の

住民には，少ない水をのむ地区にくら

べて動脈硬化，ひいては脳溢血が多い

という結論〉学説をとなえている人が

いるということを附記しておきたい。

(道立水産購化場調査課長)

ってきたものと考えられております。

実際に，ますを池で飼って，魚のす

り身やミミズ， ゴカイのようなものば

かり餌として与えると，肉は白くて，

赤くならないが，小エピやその他の甲

殻類をつづけて与えると，肉が赤くな

ってくる事がわかる。さけの卵のスヂ

コも同じ事で，赤いのは色素が脂肪に

溶けて卵に移っているものと云はれて

いる。




