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決すらf三ぷ'J，われわれ位、水中で吋の電気照

明や利用し仁漁訟の可能性につh、て研究

ぞ行つに。

われわれは 1000ワットの機能ぞ有す

る，一般に使用されていゐ水Il~照明降沿

利Iflしナご。

これらの照明時二つを'水中に沈め，M

心の両側に 3.5米の|間隔を置いて設置し

に。各照明燈にはがJ心側を遮蔽する薄い

プリキ製のノj、問を附しに。その結果，河

心部には余り大きくはないが時い〈廊

下〉状の影の部分ができ，この部分以外

の金河床に明みい電光が流れに。暗い

〈廊下〉状の蔭影部後方に若干の網ぞ共

弐に置いすと。 M川の照明されt~区域ぞ廻

避しすごカワヤツメは暗い〈廊下〉状の部

分に突進し， そこに設置されすご民の中に

務込ん記。民は普通に用いられている蝋

網ぞ利用した。

一定の時間をおいて前部の網を取はず

し，次に設置してある網の中にカワヤツ

メが入るようにしに。

I魚、を行つfご場所は水深がj架かつfこので-

Tr1r底から表而ーまでのがJ水金:屑そ占めるよ

うにと，色々の高さに志向そ置いfこ。

この方法によるカワヤツメの捕獲の実

施は， g産~卵j期切もすで、T:にこ終/つ)t::ごさ冬与の終り頃

で

数の5踏芭物が入入川つf大ご。覧ぽ照明によゐ制一

枚当りの平均漁獲数は，対照として魚柵

の間に設置しすこ五つの本で寸前獲された数

の二倍以 kの漁があっt:。

電ぽj照明によるカワヤツメの捕獲は，

布利であり且つま仁簡単で・あり，イ1:来の

方法では欠くごとのできなかうfご魚、柵も

設置する必要はなしその上費用もはる

かに安くてすむ。

この漁獲方訟を応用することによって

船舶の航行，木材むre送のはげしい大河川

での， カワヤヅメ漁業発展の可能性に新

分野君主聞くものである。

高l鴇nの航行，木材流送の発注し仁科f川

まf三骨15舶の航行，木材流送の行われる時

期には，水中の電気照明によるカワヤツ

メ漁法の可能性ぞ検討す必る要に迫られ

るものである。
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既存の漁拐方法でt才、主に網共を使用し

ているが，網漁共は非常に高価でありま

すと耐久性がなしそのk挟作に当つては

漁師の肉体的な労働沿必要とする。

地底に岩石や雄平;の多い貯水池内では

網によって底棲ますごは底に近い居にし、み

魚や狩立て捕獲することは不可能に近い

状態にある。従って比較的完全かり機械

的にIUj断なく魚ぞ捕獲す."'::>新らしい方法

がかなり以前から技術的に検討されてい

す三。

その子始めとして4往来に第一歩、在ふみ

出し仁ものに，電位光線によるお;主的?方向法

がある。この漁扮方法は完全に機械化さ

れている。 'IfS.l扮ポンプ(己訳j尽f苛仮仮F効祢iな)によ

ゐイ ワ シ託漁漁そ札L業にf従託司事7
単に機械の動iき雪やや1照明J共4耳を甘監視していれ

ばf川Hが足り:る〉とk、汁う状f態忠でで.あ之:s。
しかしこのイリ乙〆のi:1i.JrLJiJ;方誌にも未



7三大きな欠点が残されており， この方法

による操業は波の静かな暗夜に限られて

いる。ますご現在の段階においては，多く

の有)↓j漁業対象魚、に趨光性ぞ惹起させる

ナごめの条イ午についての研究がないこと，

ま牝60米以深での漁開に電股光線ぞ使

用し得る可能性がないことなどである。

趨光性による漁扮方法以外に，漁拐に

( ~ま魚、の走電性が利用がされる。魚、に直流
の電流ぞ作用すると陰極から|場極に突進

する性'tlf~もうている。

内外の文献に見られる;1.ミ験例や豆、際に

行われf:失験結果から，淡蹴両水域に棲

息する総ての有用魚、族には走電d陀がある

とk、うことぞ確言することが出来る。

定電性は季節の如何ぞ問わず， ますと昼

夜の)jljなく，魚、の状態(産卵期，京餌i回滋

期〕に関係なく発現し得るものである。

~~~、交流の竜流は魚に刺戟ぞ与え，魚、は

電掛からのがれて突進するから， この電

流を使用して魚、の運動方向ぞ白白に制御

することが出来る。

漁業に電流ぞ利用する失験は2 すでに

10 年以ヒも前から実施されており，今で

は電気による大規模の'IX~\坊が行われ，ほ

とんど全地域にこの漁訟が穆透してい

る。

カムチャツカ 'I!な ~1~)r'~1 及び 1ι1HPO ヵ

ムチヤツ力支部によりて 195:5年始めて

試験掠業として，漁扮ポンプ及び電力ft装

置一一電気捕獲装置によってf.{J.~捕獲す

る3完備が才ゼ Jレナーャ)1[に言支けられナこ。

この試験装置によοて50時間に 609

チエントネル(註:1テエントネ Jレは 100

キログラム。一足 2k只として約 30450

足)の鮭属l!!lち柿太総主主E鮭， ケタ ~t，市

fましt-" 
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1954 eij三には空産ぞ目的として，覧気捕

獲装置やヤピナ川(カムチャツカ〕に設

置しf。この平は鮭属のj斥ト.が極めてiEl
いがで・， 才ゼパノナヤ川に上仁ili浸して， この

わ'r川の鮭の数は非常に少カ、つナ三が， :fl告務

装置設置後 176時:Ul内に 961チエントキ

ノレの鮭や捕獲しf:。電気捕獲房やらない

頃は同じiRf川で， 1魚携王lJfが曳網~使用し

て捕獲ぞ実施しず±が，同ーの作業時間に

657チエントオ、 Jレの魚〔内，産卵のにめ

i二流に昨上させfゴ立の数も含めて)~捕

概しfご。ヤピナ川の電気捕獲装置は， 才

ゼソレナヤ川の試験装置と同じ原理で笑施

され?と。

1ff'J労ぶンプの吸引ホース先端の金属環

一--i日斗形の穴 ぞ高圧の直流発電機

のi弘樹に連結し，この環ぞ陽極とし，一

方発電機の陰極は鉄製の陰極板(防極と

_.ý~の規f告をもうて対 i持して四日置しf:)

に辿結しf士。この電極のシステムは水中

において直流の電極ぞ形成しナこ。このよ

うな方法で-電極ぞ作り， これによって魚

にえ電性~;ftïびさせfこ。

充電性ぞ市ひ、ナご魚は極めて敏J走にli見極

に向って突進する。この魚、の特性がま7二
電気捕約に利11]されずごので司ある。普通の

状悲では， l_~き f: f.{\、は活動Iドの授、拐ポン

プ。のiJ~li'l状のih叉口には入らない。その珂

rliは，水がj局三1・状の吸nの内側に向りて

流オLofごめ，本能的に流れにさからい，

流れと反対の方向に行こうとするカ、らで

ある。即tぅ吸引ホースの先端に着いてい

る環と反苅方向に行こうとするのであ

る。i!;J，の向流本能はこれまで数多くの実

験で市住められている。

jf;n~l:電極の!日!きによって魚の向流木fiE
は強力に1r[lililJされるの従って定1tJl荏2211JJ
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ひ、f二j魚、は流れの方向に治って進み，陪極 の範囲にある海水中で‘の電気捕獲は，電

即ち吸引ホースの漏斗状の吸口に近づき 気伝導 O.OOOll/oMCM以下の淡水中での

一瞬にして1)及口内に吸引され，魚運搬用 捕獲より効果的であることはいうまでも

のパンカー内に初|同され，今士で-河水中 ない。

にいf仁土魚も， 1傑望が数才秒J砂bの内に， 魚魚、宅ぞ伊l収Rマ存手 現干在l正:の問， 1淡炎水中でで、はF防易極カか、ら 3.5m

す之沿β;)，広j均坊に送り 11同{叫4されゐわlυjで

電気持捕l符に」よてつてf羽付抑|け市Iì校践E され1:二1点魚魚~!はま， 生 せるごとlはま出来ない。 従つて 1叩95弘4年の

王珂m的に何の変イ化七もうけ r灼lに二生γtの「巾ドでで守生 ヤピナ川でで‘の電気捕獲装置設置に当りて

存し続ける。電気捕獲によって捕獲しに は，杭と格子で噌出来れ垣巻設けずこ(1)。

魚、や我々は流水中で'5-6昼夜飼育しすこ。 土亘は産卵期に川の上流に向う魚ぞ廊下

電気伝導J3fが 0.001から O.OOOll/oMCM (2)に誘導する。廊円ま狭い通路 G))で

、，句

、.

1.垣

2. 廊 下

3. 魚の通路

4. 補助橋

ヤビナ川電気捕獲装置

5. 1，魚拶ポシブ 9. ベルトコシベヤ

6. パシカー 10. :p伝蔵梢

7. 裁割台 11.吸引ホース
8. スクリユーコシベヤ

終っており，そこには電極や孫、勝ポンプ

の吸口が配置されている。

設置されている。この橋のヒには金捕獲

装置の班長の姿が見られ石。班長は電械

の電圧調節， スイッチの開閉などに関し

て発電所に指令ぞしナとり，捕5rt，の会辺科!

ぞ指導し更に一定数の-~((在庄Jj[Jの t: め k

電流ぞ 11:めfと際は，ff'-.は停滞すること

なく通路を通過して!ト)tcにI古]う。

ます三この部分には干llill;]的に小さな橋が



流l二、昨上させ，そのiJi:JA:k;兄ぞ看守るの
である。

|場極， U[Jt)漁路ポンプのtM;斗状吸口か

ら長さ 21米の吸引ホースが続いており，

更にホースはHY-3引の漁扮ポンプ(5)

に述持されている。この型のポンプは送

水に|出して魚、喜子会々 いにめないので・特に

撰択しにものである。

r 電気捕獲によって，捕獲された魚、は水

と一緒にポシプで吸引され，輸送器ノパfン

カ一ヰぞ伊経て?故段剖台に行く九。台上で

lはは玄弐一切られ， 水洗され7仁土後， スクリンコン

ペヤ式のiE搬認で可児に塩崎槽に差向けら

オLゐ。

実際に観察しすこ所，電気捕獲によって

川から汲fJ占げられず二点Lには， 自忠やffi茶の間

に，~制で捕獲しt=，{，(~に見られるような

砂:t~Lの附泣が比られなかっfこ。

従って，{，(~のーイ刊はパンカー愉送の直後

水送にようて被害I]U'に送らず，直接スク

リユーコンベ、ヤにi志向けられる。ここで

糸は白動車に民まれ， ヤピナ川から 6粁

離れfこ陣詰工場にf陥送される。
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装置や構成する機械を古:f¥の総電気消費

量は 40-45キロワット時で， その内電

極の己iめゐ量は 6.5キロワット時であ

る。

杭絡子・のJflは，杭::e:3米1m隔で，土中

に0.5-1.5米打込み， 柱と杭の間札

木製の枠に 6-8ミリメート Jレの鉄棒ぞ

平均28-30mmの間隔で垂直に取。け

ずこ格子で・塞いで・作ってある。

格子の棒には4-5本おきに低圧の交

流電流ぞ通じに。電気の通じている棒の

間隔は 115-145mmであったが， この

ように間隔を広くしすこにも不拘， ;(~~!ま格

子に近づかなかっf。この場合，交沈電

流は消極的な役割ぞ演じているのであ

る。しかし魚が粘土質の草の茂つれ何床

にいるような時は， これぞ狩立てて捕獲

に好都合な場所に追う必要があるわけで

あるが，かかる場合，交流電流の追い立

てる働きは積極的な役割ぞ演じているわ

けである。交流電流は石の多い不整地の

池底から，{，(~ぞ浮上させるにめ，池底に極

ぞおいて利用することが出来る。




