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米岡鮭漁業に用いら

れる新式の電気器具

--i~毎外水産情報 k り要課~

世の中はなんでも電化の時代である

が，漁業もまh意識しないうちにま?と知

らないうちに「電化」されて来ているの

ごれからの紹介する各縄の電子禄共の中

で最新式のものと思われる器械器具は特

にサナ漁業に用いるものではあるが，他

の魚類に対しても同様使用するごとが出

来るものである。

その例ゃあげるとつぎのとおりであ
‘， 
tj" 

(1)連邦魚、預野生動物貯Jは電流沿通じ

ナこ恒 (ElectricFence)ぞ設けて大きい

コデイアツク熊の近寄るのや退けサナが

i同砕するが刀11ぞ防衛して成功ぞおさめて

h、るの

(2)電気築ぞかけてウミヤツメウナギ

や捕って，その産卵j斥河ぞきまナ二げ，

他の魚類がその餌食となるごとぞ防い

でいる。ごの禄械は産卵期のヤツメウナ

ギヰ吋IfJるすとめにかけに電気障害物である

が，そごや.iIti過するウミヤツメウナギや

殺す電界ぞおこす電極ぞ充電したもので

あるのごのような然(;;，、各洲水産部の協力

のもとに 5大淵の支流にかけているのと

れは今から約 20年前， 大糊に入ってオミ

ナ三ウミヤツメはマス漁業に対して破壊的

な損害ぞー与えごれぞ防止するごとが重要

な問題となイコていることから，電気築が

研究されナ士。

(3) tf波探知機 (Sonictracker) と

よぶ電子機，やサケの背中につけて，その

魚、の行動ぞ 100時間も|権十二あるいは船中

の記録器に精細に急送するごとが出来る

ようになり?で。ごの機械は長さ 2インチ

半，直経1インチ牧のカプセノレ(被嚢〕

であるが，ごれ狩サケの背中の背鰭の後

につけて試験結果ぞみると約 5秒間は魚、

は疋常な反応ぞ呈しているのごのカプセ

ルには 15ボルトのバッテリーと他に送

信機が入っておって 10時聞から 100時

間ばかり信号ぞ送るごとが出来るように

なっており，かつ理想的な条件の下では

2，000吹位離れているとごろでも， ごの

信号沿きくごとが出来るから，それによ

ってカプセルぞっけナ了魚、の行動ぞ追及す

るごとが出来るのその所在点ぞ澄ん7三波
のなし、水rl~lでは約 800 択，波立つ荒れ1:

河川では約 100択1v:の深さでも正確に記

録するごとが出来るのますこ受信機沿海岸

か船中に設備し音波数ぞ調節すれば同時

に 10尾の魚、の動きぞ記録するごとが出

来るごとになる。

(4)漁業局が考察しナ二電気魚類計算器

(ElきctricFish Counter) によοて河川

や通過するff.{の数ぞ計算し同時にその写

真がとれるようになうずこの電気魚類計算

器のおもなる用途は，今の所魚、道設備の

適当であるかどうかを調査することと，

サナがその産卵場へ浜上する数を記録す

ることが出来る。ごの新式の計算器は全

く自動式であって， よく魚、の数沿計算し

訴上する魚、群の大小と方向ぞ明らかに示

すばかりでなく，水中カメラの助けぞか

りれば，魚、の穏類も明らかにすることが

出来る。まにごの計算器は魚、の通過する

時に7ごけ信号ぞ出すように調節するごと
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おく必必、要がない。さらに魚の数ぞ記録す

るごの計算器のダイヤ Jレには河川から相

当離れすことごろにある事務所か， その他

の地点におくごとが出来るようになって

いるのこの器械やさらに改良すれば，移

動すゐ魚群の調査ぞ必要とする場所あ沿

いは棲息する魚の数ぞ計算する必要のあ

る多くの場所に対しても使用されるごと

になると JI[t¥われる。

(5)漁業局はまt電気遮壁 (Flectric
Fish Screen) ぞ用いて魚、が水力発電機

の方に吸い込まれるごとから保護するこ

とに成功している。ごれぞもう少し荒明

するととれまでも幼魚ぞ仕切って動力

タービンに措き込まれないようにlノナこり

あるいは法政用水路に紛れ込まないよう

にする工夫が行われ，それがある程度成

功ぞ収めているが，それでも今なおごれ

らの施設物が幼魚特lこサテが海へ下って

ゆく途Iードの大きな障害物になうているの

これが苅策として漁業局は機械的な方法

あるいは電気利用の方法ぞ講じようとし

て相当程度研究を進めているがま冗充分

であるとはいえない。ごれまでに小さな

河川で，試験的に魚、ぞ適当な場所に誘導

する方法ぞ研究しほぼ95%の成功ぞ収

めているが，今度は大きな河川でこの試

験ぞ行うことに広つに。ごの試験のにめ

採用している方法にこうある一つは陽極

に引かれるとk、う事実に基づき行う方法

であり，他の一つは電界が魚ぞ反機すみ

という原理に基づいて行う方法である。 i

(6)魚群探知器を用いて魚群の所在宅ピ

探知するの

(7)水中遠隔計測器 (Dnd'rwater te-， 
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中間海層トロール漁業の問題争解決する

ごとが出来るようになっすごのごの機械は

海水面からトロール網までの深さや正確

に測3ごとが出来る機械であるが，ごれ

~用いることによって中間海層漁業の漁

獲量沿相当程度まで増大することが出来

るものと思われるの

(8)水中アレピえを利用することにより

て魚類の水中における生息、悲境沿よく知

みごとが出米るようになり，かつ漁具の

使用法ぞ改善するごとに貢献しているの

現在漁業fるには 2台の水中テレビがある

が 1台はプロリダ洲コラル・グープルス

の漁兵研究所ーにあり，他の 1台は 7 サエ

セツツ1'1十iウツツゃホー Jレの水産研究所にあ

る内 コラ Jレ・ゲーフソレの漁具研究所ーで・は，

そのテレビそ水中における除、共の実際の

働きた精しく調査するナこめに用いている

が， ごの調査の結果が漁共改良の_f:-.¥こ大

きな貢献そなしている。まhワツヅぷ-

Jレの水産研究所では生物学者達7'J¥その

テレピぞ用いて小さくて売り物にならな

い魚、に対する魚、網の働きや小さい魚巻捕

り揚げないで網から逃がす方法の研涜ぞ

進めている。

(9)魚類電撃器 (Fishshock弓r)や用

いてがI流を泳いでーいる魚、ぞ一時的にノッ

クアウトして河流中の魚、集団(ポピエレ

ーシヨン〕ぞ計算するごとが出来3よう

になっすこ。

魚類のポピユレーシヨンぞ調査するに

電撃禄を用いる方法は長年行われて来ナこ

が，最近にな0てごれぞ軟水の中で司有効

に用いるごとが出来るようになοfニhめ

その効力が増大されナこの
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ビーム，方向探知機ぞ用いて船舶航空機

巻誘導しすこりあるk、はラジオにょうて通

信ぞ行うことはいうまでもない。

以上述ベナこように電気学と電子工学が

魚、の生活に対して演じておゐ役割以、非常

に大きく魚か人間の生活に役立つように

なるまでは， ごれや仇守護し，1.(1..がいよい

よ人間の生活に役立つような時期に達す

ると魚群探知機や電気ストープのような

機械の形ぞとってごれぞ人間に利用させ

ているの(パン・アメリカン・ブイシヤマ

ン誌， 8月号〕。

eD e三7干|
われわれの日常生活はなんでも， オー

トメーシヨン化しつつあるが電気の利用

は，われわれ日常生活の才一トメイシヨ

ン化に大きな瓦献ゃなしているのごの論

説ぞ特に紹介しにのは，いかんながら，

わが国の水産業に電気器械の和]用が遅れ

ているように思われるので，ごの論誰の

紹介によって電気器械の漁業えの利用え

の関心ぞ深めていナニ花きfこいと思うの

ごの種の利用者については最近ソ速は

勿論米国においてはめざましい研究が続

けられ実用化されヲつあるの真にうらや

ましい限りでJ必。米国は特に新式の電

気器械の大半はサタ機業の利用のすこめ研

究されhものばかりで， どれぞみても鮭

鱒にたずさわヲているものでは興味ぞそ

そります。これらの電気器械や本道の

鮭，鱒増殖事業に利用しにら，増殖事業の

有効実施と能率の向上にますこ鮭鱒の生態

調査に大きな役割ぞ呆すごとであろうの

先ず利用の点で考えられるのは，電気

築，電気垣は鮭鱒J斥土親魚、の誘導に，捕

獲装置えの改善利用が考えられる。この

利用によって増水時の捕獲漁具の水の抵

抗ぞ少なくすることも出米るので，出171<.

時の捕獲可能も考えられ，従来の未利用
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i瞬化場の標本室にある
;標本名 ; 

疋田裕薙 i

Oヤツメウナギ科， 同属， 1. カワヤツメ，

2. スナヤツメ Oチョウザメ科，同属， 3. 

チョウザメ Oニシン科， 同!謁， 4. ニシシ

Oコイ科， ウグイ属， 5. ウグイ

0同科， アブテハヤ属 6. ヤチウグイ

くまたは方言でアブラハヤ)0同オイカワ

属， 7. カワムツ， 0同フナ属， 8. フナ，

・テツギヨ・リウキン・ワキシ， 0同コイ

属， 9. コイ

0ドジョウ科， ドジョウ属， 10， ドヂヨ

ウ， 0同フクドジョウ属， 11.フクドジョ

ウ

。ナマズ科， 同属， 12. ナマズ Oウfギ

科，同属， 13. ウrギ Oトゲワオ科イトヨ

属， 14. イトウオ(イトヨ) (Q)ヨウジウオ

科，同鼠， 16. ヨウジウオ Oボフ科，メナ

夕、j誌 16. メナダ Oカズナギ科， 同属，

17. カズナギ Oクモハゼ科，ヨジノボリ

属， 18. ヨシノボリ Oハタハタ科，同属，

19. ハクハタ Oカジカ科，同属 20. ノ、



親魚の有効利用も出来ると思うのまナニ密

会、の多い支流への訴上ぞ阻止して，密;<<'"

取締距離の短縮と完全取締りが可能であ

り，ますこ蓄養池への利用に，人為的天然

産卵床の保設設置にも利用されるの

つぎに水中テレピ，菅波探知器，電気魚

類計算総，電気街撃器などは鮭鱒の生態

の未知の分里子に， 鮭削糞il源[原反の2研B肝tβブ究tに大き

な成巣ヰや甘も 1戸二らすで

知器によι.てiは立，現在まで不明のままに

残されている回遊経路の究明なども可能
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になろラし， ます三電気魚類計算器衝撃器

の利用によって河川訴上総量の把握，人

工瞬化による親魚、の利用率なども究明出

来るであろうのその他稚魚の迷入防止な

じ利用面に非常に広範囲におよぶもの

で，関心持仁ざる~得ないものがあるn

以ヒのようにざっと鮭鱒増殖事業関係

にふれてもこのような利用が考えられる

ので，大いに電気器械の利用によって効

率的でかつ有効な事業推進に努力しす功、

ものであるの く企画課，大久保技官〉
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ナカジカ(カワカジカ) (Q)カレイ科，マコ

ガレイ属， 2し クロガシラガレイ， ・クロガ

シラガレイの卵巣 Oタラ科，スケトウダラ

属， 2. 2スケトウダフ・スケトウダラの仔魚、

・スケトウダラの両性t錨込 Oキウリウオ

科，ワカサギ属， 23. ワカサギ O阿科シシ

ャモ属， 24. シシャモ

。サケ科，ニジマス届， 25. ニジ、7 ス， ・ニ

ジ7 スの食害による胃内容物， 26. スチー

ルヘッド O同科， イトウ国， 27. イト

ウ O同科，イワケ属， 28. オシヨロコマ

(カラフトイワナコ 29. ミヤベイワナ，

30. アメ 7 ス， 31.カワマス Oサケ属，

32. サケ， ・ホツチヤレ・異常鱗をもうサ

ケの千百型個休・サクの両性生殖巣， 33. ? 

スくサクラ 7 ス〉石狩河口産・ヤマペ・卵

巣をもっヤマベ， 34. カラフトマス，尾悦

産， 1日.ベニマス，尾l視産， ・ヒメマス，

26. マスノスケ，静内)IE， 37. ギンマス，

F者滑産

。軟休動物

0腹足fJI，広足類， 38. タニシ

O斧足類，真正務総類， 39. カラスガイ

O節足動 物

。十脚類，長尾類， 40. ザリガニ， 41.ス

ヂヱビミカワェビ〉

0短尾完了1，42. モクゾガニ(カワ jfニ，サ

ワガニ〕

。宮市手L動物

C食肉類，鰭脚類， 43. オットセイの胎児

岩手県大槌沖産

以ヒの種類のほかにサケ類の標識魚、が

あるが，その代表的なものはつぎのとお

りの

0サケ 1954. 10. 2日，ヰid'判JJpヨ浜で再拙

4年九一， !lL"tE，標識く応鰭， 1~i}腹鯖〉

0サケ 1954. 6. 26日， 51008' N 165035 

Eで再主1]，4 :ife(，峰， f:木長 50.5cm 休主主

1，408g，標識 CITt1鰭，右腹鰭)， 1654， 4 

月常呂川放流のもの

0サケ 1955. 9. 6日浜益、白岸で再捕，日年

生，唯，標一主主(左鯨蓋)， 1951，知内川放

流のまの

0サケ 1954. 10. 1日常呂川地先沿岸で再

捕， 4年生，雄，標識〈脂鰭，右腹鰭〕

。カラフトマス 19坊. 8. 15日西別川14線

採卵場で再捕，峰，標識(左鯨蓋)， 1954， 

遊楽部川放流のもの

。カラブトマス 1954. 7日遊楽部JIJ':' l"f主!j

2年生，標識 01"鰭，左鯉、蓋) 1952. 4月

遊楽部川放流のもの

。標識したサケ稚魚

さらに，今回北洋の標本ぞ整備陳列さ

れるごととなっているので，今後とも比

較検討のすこめには参考となるであろう。

(説a1安課，技官〉




