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新潟内水試研報、 No.l3、49-52 (1 9 8 6) 

サクラマス親魚の蓄養について(速報)

土屋文人・岩構正雄

Cu1ture of gravid Oncorhynchus masou (Letter) 

Fumito TSUCHIY A and Masao Iw AHASHI 

サクラマスはサケに比べて高価で、あり、回避範閤もせまし本県をはじめ日本海域に於ける重

要な増殖対象魚種となっている。

このサクラマスの増殖を図るためには、春に親魚、がi湖上してから秋の産卵期までの河川内にお

ける減耗および、ふ化後の稚魚、は収容力に限度のある河川内に約 l年半の長期間滞泳するという難

点がある。そのうち親魚確保の 1つの方法として、春に一括採捕を行い、増殖に必要な数量を蓄

養して再生産にむけ、他を高値な商品として利用するという形態が考えられる。そのためには春

からの蓄養技術開発が必要で、あるが、成功例が殆んどない。

今国、春からの毅魚、蓄養と採卵を、秋の捕獲親魚、の場合と対比しながら行ったので、その結果

について報告する。

材料および方法

春捕護魚の場合 供試親魚、は、県北の加治川で 6月15、16、22臼の 3閤にわたり刺網で捕獲

した計157尾のうち、平均魚体重2.0l9g(850-4.100g)の121尾を使用した。最初に捕穫した79尾

は、河川内の水流の良い場所に設寵した 3X3X2mの綿生蓄に収容した。後半に捕獲した38尾

は関 1に示した約16トンのコンクリート池に収容した。しかし網生蓄に収容したものは、蓄養6

日自から水生菌症が顕著となり対策法がなく中止し、比較的軽症の個体16尾をコンク 1)ート池に

移して、合計54尾とし試験を開始した。
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捕獲後の処置については捕獲したらすばやく網

呂を切断して魚体を取りはずし、一時浮生資にま

とめた後、 500Cタンクに15-16尾づっ収容し、酸

素を送りニフルスチルニ酸ナトリウム (NFS-Na)

2.0ppm薬浴を行いながら運搬した。

コンクリート地に収容した後、 6月22日にクロ

ラムフェニコール(CP)5. Oppm 1時間薬浴、 6月26

日に NFS-Na3. OppmとCP4.0酬の混合薬浴を行っ
!一--

たほか、 6月28日から 8月128迄の期間に 3日に ヶII 
パ:， Iキ一一一五)150%

l閤の割合で、マラカイトグリーン0.5ppm1時間薬行川
プグ (OG1一一一穴

浴を合計16屈行った。'-../

長)75%オーバーフロー

兼ドレン

用水は地下水を使用し、流量は150C/分であり、
|議 1 森1ftl1装魚、議養コンク 1)ート池

期間中の水温が13-14'Cとほぼ一定であった。

秋捕護魚の場合 供試親魚は、同じ加治川で9月14日、 23、28臼の 3回にわたり捕獲じた66

尾のうち47尾を使用した。捕獲及び運搬方法は春の場合と全く同じであり、平均魚体重は1，745g

(700-3，400g)であった。蓄養池は、ふ化場の稚魚、池 (158x 550 x 49 cm) 2聞に高さ 1mの板固

いを設けて使用した。用水も春獲魚、と同じ地下水を使用したが、水主主蕗症予防のためのマラカイ

トグリーン消毒は、水位を下げられないために10-15分間で流失し、効果が期待できないので 1

悶しか千子わなかった。

結果およ び 考 察

蓄養結果は、春・秋捕獲魚、を対比させて表 1に示したとおりである。

表 1 春、秋捕獲魚、の蓄養と採卵結果

捕獲善寺共ij 'i1t重量尾数 大きさ 警護i境問 銘死尾数生残率緩os尾数 採卵数 発E員卵数 発E旦率

春
850-4.100g 

54尾 6/16-10/19 19尾 64.8% 23尾 約99，450尾約95，450粒 96.0%
(2.019g) 

秋 47 
700-3，400 g 、 9/14-10/19 18 
(l，745g) 

61.7 17 62.700 60，900 97.1 

海から湖上してきてまもない春の魚体は、鱗がはげ易〈長期開の蓄養が困難で、あると言われて

いるが、生残率は64.8%であり、約 4ヶ月間の長期蓄養であるにもかかわらず秋捕獲魚、よりも高

かった。しかも函 2に示したように、締生蓄から移した魚の多くが水生蕗症により集中して最初

の 2週間に艶死した結果であった。

春捕獲魚、の場合には、水生菌症の予防治療として、醤養池の水位を30cm (約 3トン)に下げて、
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マラカイトグリーン1.5gを

溶解して散布し、注水を続け10 

ン 秋111i1閥、 90 cmになった時に各1.5gづ
; 殺死尾数
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めに、水生菌症を防止できな
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従って、魚体に傷をつけに
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らば、捕獲時期あるいは審養
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もっと期間の長短によらず、

高い生残率が得られると考え

られた。
蓄養7)(i盆と幾死の状況国 2

また必雄比についてみると、

春捕獲魚では39:16で離が72.2%であったのに対し、秋捕獲魚では21: 19 (7尾は無記録のため

不明)と春に較べて雄の比率が非常に高かった。待鳥勺土、新潟海域のサクラマスの離の比率は約

また筆者ら 2)が調査した池産ヤマメから得た降海型銀毛魚の維の比70%であると報告しており、

も約70%であったことから判断して、春捕獲魚の性比は自然状態に近かったのに対し、産卵期

の近い秋の場合は生恵、場所の違い等により離は捕獲されにくかったものと推察された。

これら審養魚、から得た卵は、表 1に示したように春、秋捕獲魚、とも95%以上の高い発眼寺さであ

り、特に春捕獲魚、の場合16回にわたりマラカイトグリーン消毒を行ったにもかかわらず、その後

の成熟、採卵に対して全く影響がみられなかった。また採卵白は、春捕獲魚が10月12日21尾、 19

臼2尾であったのに対し、秋捕獲魚、では10月5日9尾、 1286尾、 19日2尾であり、長期間関ー

環境条件で蓄養した結果成熟時期が一致したためと考えられるが、春捕獲魚、はまとめて採卵でき

る{頃向であった。

以上述べてきたように加治川において採卵を自的とした春からの親魚蓄養は可能で、あると考え

られるが、今後試験を重ねさらに普通的な技術にする必要があると考えられる。

また、現在本県では秋を主体に採卵用親魚、の捕獲を行っているが、蓄養技1il号に難点があるため

採卵率は25%前後と推定される。従って本試験結果を秋捕獲魚の蓄養に応用し、採卵率を高める
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ことが急務であると考えられる。



要 約

将来のサクラマス増殖を想定し、親魚、確保の l方法として、春に捕獲した親魚、を秋捕獲親魚、と

対比しながら蓄養・採卵試験を行った。

1.約 4カ月聞の蓄養の結果、生残率は64.8%であった。

2.採卵した卵の発眼率は96.0%であった。

3.春捕獲魚、の性比は雌が72.2%であり、新潟海域におけるサクラマスの場合とほぼ一致したが、

これに比べて秋捕護魚、の場合では雌の比率は低かった。

おわりに、本試験を行うにあたり多大なご協力をいただいた加治川水系きけ・ます増殖事業協

議会石間正ニ部会長、石井淳二郎理事をはじめ、時協議会々員の皆様に対し深謝します。
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