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昭和 28年に行われた

支第湖施肥試験の経過について

北海道の国立，道立公園地帯では，湖

は観光とし、う立場から重要な役者jぞ演じ

ている。その代表的な支拐糊，洞爺湖，

摩周糊，阿寒糊，然別湖などは，水が清

澄で，しかも水温が低いので，鱒類の棲

息に適し，姫鱒，虹鱒や才シヨロコマ等

が生産されて趣味的な釣が行われてい

る。

これらの湖へは年々多数の稚魚が解化

場又は各単協の手によって放流され増殖

されているが，糊の天然餌料が不足して

くると充分・な増殖成績を望めなくなるか

ら，種苗ぞ放流してゆく一方，魚、の餌と

なる生物の繁殖にも努めてゆかなければ

ならない。ことに糊1fjをつかって魚の人

工増殖ぞやる場合には，餌となるプラク

トンや底棲生物が急に減少してくるとい

う影響が大きく現われてくるものであ

る。

魚の餌となるプランクトンの発生と増

加とは，その水域の面積，深度，水温，

水質等に左右されるものではあるが，こ

れらのうち水質が微生物の増減沿っかさ

どり，ひいては水域の生産高や左右する

重要は因子となるもので， 7.Kが肥えてい

るか， iffせているかの程度が生産力に対

する亙なぞなすものであることは，丁度

土と農業との関係と全く一致する。

水質も土壌と同様に窒素，燐酸，カn盟，
石友等の塩類や，水の酸性の度合がこれ
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ぞ左右する。それで水質の良い湖であれ

ば餌料生物ぞ充分に生育させることが出品

来，従って魚、の生産ぞ増しうるが，反対

栄養塩類の乏しい，従って餌料生物が量

的に不足している糊に魚を放してやって

も増殖成績は決してよくわない。そこで

湖で魚の養殖をやる場合に人工的じ肥

料ぞ施して漁獲物の生産を高めようとす

るのは，このためであゐ。水域の生産力

や増加させること，叉維持させようとす

ることは人工的に可能なことで，水産養

殖ににずさわる和三・淡水面に有機;無'

機各種の肥料ぞ施して生産増加ぞ図るこ

とが従来より問題となり，各国が以前か

ら水中施肥という事業をやっているので

ある。

現在米国でも，テキサスやカリフ才 Jレ

ニアの農池に盛んに化学日昨ヰを施してパ

ス(ススキのような形態ぞもつ淡水魚〕

とかプルーギル(タナプじ似た淡水魚〕

の増産じっとめていることが報じられて

いるし，一方河川でも，ノパスコチヤの

藻類の生えていない，岩の多い渓流の岸

じ化学肥料の袋ぞ入れてぞくと， 1，2年

間に藻が繁殖して，川の下流じは魚が集

ってくるようになる。それで肥料は土地

じ使うと同じようじ流水じも効果がある

と報告されている。

我が国における水中施肥試験も，古く

は藤田経信氏が養鯉池じ過燐酸石友及び
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智利硝石の施肥~行って，養鯉ヒの効果 来より瞬化場の手で姫鱒が増殖されてき

ぞ発表されているし，湖沼については， ているが，戦後千島における唯一の紅鱒

高安・五十嵐両氏 (1927年一 1929年) の訴 l二湖沼であっfニクルモベ、ツ湖がなく

が文弱湖じ硫安，過燐捜;石友の施肥試験 なったすこめ，今では我が国唯一の種苗地

ぞされ，その効果じついては五十嵐氏 となっている。

(1939年〕により報告されていゐが， こ しかして設近，本湖に棲息する姫鱒の

れによれば，本湖における施肥試験は， ff.~ 1本が失第に倭小となってきたが，この

その効呆の続く限りはプランクトンの発 傾向は昭和27年頃より極めて大きく現

ち生良好となり，責|暗号の増内に対して重要 われすこ。その主な要閃として湖の餌料生

な役割を呆し得7こう即ち施肥の効果t式市 物の減少ということが考えられたので，

事

等は勿論願資に現われているが，このよ 餌料生物ぞ増殖する目的で昭和28年 5

うな大きな，しかも食栄養湖においてさ 月より 7)~ にかけて，道古水産瞬化場が

え重大な要素であることが覗われると指 支勿糊協力会の応援や得て再び硫安 (10

摘されているの又，最近は小久保・川村 立詰)50怯と過燐唆石友(10貰詰) 10 

両氏 (1951年〕は十和田湖に対し，同湖 俵の湖中投入を千百、湖水肥料分・の改良治

には動物性プランクトンの餌料となるべ 計つにのであるが，その後施肥の効果ぞ

き植物性プランクトンが少ないから，こ 確認するべく，水質分析及び今までやら

れぞ増すナ三めに湖水に適度の施肥ぞ行う れなカ、つt=プランクトンの定量調査ぞ継

ととが必要で・あり，とのような貧栄養湖 続しで行った結果，施ß~後の湖水の栄養

の水の本来の栄養塩類はその量が極めて 塩の増加及ひa施肥後5タ月や経過しfこ頃

少ないものであるから，これぞ倍加する より植物性，動物性プランクトンが急激

としても所要の施肥貴は比較的少ないも に増加してきたこと等，その詳細は既じ

のであろうことぞ指摘されている。これ 当場試験報告，昭和 29年， 9巻 1，2号，

らの事柄については既に本誌ヒに述べt= 支務湖施H巴試験予報として発表したとこ

ところであるが，弐に述べる支勿糊に対

する施肥というごとの説明のfとめに必要

と考え重複するようであるが，あえでこ

こに記しナヱ弐第である。

支勿湖は謄振国千歳町にあり，問中館

氏によれば，糊荷海抜248米，長径 13粁

最狭部5粁，周囲 41粁，面積77.2平方

粁，最大深度363米(我が国第2位〕で

一種の陥波湖であるの近時，支務，洞爺

一帯が国立公閤として指定されるに及

び，観光客で‘にぎ¥わつでいる。湖では姫

鱒(カバチエツポ〕が生産されて趣味的

な釣が行われている。本糊に対しては従

ろである。

更に本年も筆者等の 1人黒萩がプラン

クトンの定量調査そ継続しすこが， それに

よれば，本湖の楠物性プランクトンは，

昭和27年及び昭和 28年の前期〔施肥以

前〕は極めて貧弱で・あったものである

が，昭和28年の春の施肥後の夏には増

加し，秋には減少しナこが， 12月以降再び

増加し，翠昭和29年及び本年7月迄の

状態は，前2ヶ年に比較してかなり豊宮

になっできている。ヨたに動物性プランク

トンはどうかというと，本湖の姫鱒の餌

となるプランクトンとして重要な種類
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は，甲殻類プランクトンのダブニアとプ

カンソダイアプトマスの2種類である

が，夕、、プニアはその定量結果よりして，

昭和27年には「極めて少しj，昭和23年

には「極めて少し」の状態で、あったもの

が，施肥後の昭和周年 12月より昭和 29

年 6月にかけて「若干増加j，昭和29年

8月には[かなり増加j，史にその後増加

や続け，昭和29年 12月には[最高値」

に達するに至った。その後本手に入り減

少状態となっているが，本年も夏期以後

は「かなりの量」の発生が観察されてい

る。アカンソグイアプト 7 スは，以前は

本湖の代表的なプランクトンとされてぞ

り，姫鱒の好餌料としても知られていた

ものであるが，近時これが激減してほと

んr採集不可能な状態となっていたもの

である。しかるに昭和29年 8月末には

「少量の出現」がみられ， 更に本年6月

以後に至つては糊中いたるところじ出現

するようになり，ある程度の回復がみら

れてきている。以上述べたように，本湖

のプランクトンの発生は， 昭和27年，

昭和23年の状態に比較すれば， 昭和29

年及び本年は比較にならないほど良好と

なってきている。

この天然餌料発生の好転は直ちに姫鱒

の摂餌に現われてきたことは申す迄もな

い。即ち昭和 27年の姫鱒の消化管内容

物の調査では，宰胃のものが極めて多く

捕食していにものでも昆虫類か昆虫の水

棲幼虫がほとんどであつにものである

が，昭和 29年 8月じ捕獲しナこものでは，

宰胃のものが少なし多くのものが多数

のダブニアと少数の水棲昆虫の幼虫ぞ捕

食してぞり，飽食していたものでは，そ

の胃中に 1万個体以ヒのダブニアが見出

されるといつに状態であっ犬。

而して姫鱒の魚、体はどうかというと，

本湖の女児鱒は昭和23年頃より小さくな

り，この傾向は昭和 27年より急激とな

り，昭和23年の秋の視魚、測定の結果で

は，平均体長雌20.3栴雄 19.8糎， 平均

i 昭和 28年秋の親魚早
2 昭和 29年秋の親魚l1i

3 昭和 31年産卵するもの中
4 昭和 30年秋の親魚8

「昭和 30 年 10 月 25 日黒萩顕彰於支~)j湖

事業場 Scaleは 30cm)

体重雌 94瓦雄91瓦，平均肥満度雌11.32

雄 11.55という各年三たぞ通じての極小型

魚の出現となったものであるが，施H坦翠

年の昭和29年秋の親魚では， 平均体長

雌 23.6糎雄23.8料，平均体重雌 184瓦

雄 190瓦，平均肥満度雌 13.50雄 14.02

に増加し，更に本年秋の樹魚、にいにつて

は，平均体長雌30.3糎雄30.4椀，平均体

重雌446瓦雄472瓦，平均肥満度雌 16.06

雄 16.72という極めて大型魚の出現とな

っ代ことは，本湖が施肥によって誠に喜

ばしい状態に好転し代ものといわなけれ

ばならない。即ち施肥後，肥満度，休長

の許しい増加傾向がみられfが， との両
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者の増加は，湖中天然餌料の豊宮じ帰す

るものと考えられる。

これぞ要するに湖というものぞ考える

i也土地の生産が肥料によって制限され

ゐように，湖においてもすべからく肥料

ぞ施して餌料生物の増加や計ってやらな

ければ魚の機能ぞきにすに至るで‘あろう

ことぞ痛感するものである。
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