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 §水産物加工指導.

 沿岸資源の活用促進を図り漁家経済の向上に資する。

 下記地区の部落民等の要望を受け加工講習会を実施し叉,直接分場に加工技術の相談に来られた
 13人に対し,ウニ,アオノリ,ナマコ,その他水産物の加工指導を実施し沿岸資源の活用化を図
 った。

 実施月日及ぴ場所

5月18日諸島参加人員12人

6月25日大和村"40人

9月1日古仁屋"12人

担当者実島可夫
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 §昭和46年度回遊性重要資源開発試験事業
 ウナギ種苗の安定的供給に関する試験研究

1はじめに

 近年養鰻業はシラヌウナギの不漁にとも年一種苗確保がもっとも重要注課題と浸っている。
 この原因として考えられることは河川の汚濁荒廃やダム及び河川改修等による親ウナギの減少によ

 る資源量の減少,.あるいは海況の異変等自然条件も考えられるが,いずれにしても養鰻業の発達に
 とも危い種苗の絶対量が不足状態にあることは確かである。

 このよう在状況下でシラ、ヌウナギの価格は年々著しく上昇して拾り,そのため従来全く採捕されて
 老い中小河川に拾いても獲ら打ており現況では本県内に歩ける未利用資源の開発の余地は危いとい一
 えよ㌔本県のシラヌウナギそ上量は年変動があるにしても地域的在豊凶がみられて拾りこれらそ.二
 上特性の調査は資源予報のうえからも重要セある。'また気象や水質とぞ上関係についても実際に河
 川での漁獲調査も合せて試みた。

皿46年度特別採捕許可方針

 鹿児島県の漁業論整規貝1」在らびに内水面漁業調整規則の規定に基づくウナギ種苗の特効藻捕許可
 については,ウナギ種苗特別採捕許可方針によって行われている。

 その主庄内容は.一.。.1...一.一。一一1'.・=一ピ

 (1〕漁具漁法の制限

 ①原貝一」としてすくい網以外の一漁具漁法は許可し老い。

 ②踏み出しによる漁法は禁止する。

 ③日出から日没までの閥の採捕を禁止する。

 (2〕採捕の時期

 原則として12月1日から翌年4月30日までとする。

 (3〕採捕区域

 採捕区域は市町杓の実情により決定する。

 在春採捕区域が海面の区域に春よぶ場合は海薗漁協の同意を必要とする6

皿調査内容

 1.・46年度の採捕組合易I」採捕教一量(別表1一(1X2〕)

 採捕従事者数6・590名

 採捕許可数量3,324居g
 2.46年度のそ上概況と特性

 本県に卦けるシラスウナギのそ上地域は次の4つのプロッ.クに分けることが下さる。
 、(1〕薩摩半島西岸域〔対島暖流系)
 〔2〕大隅半島東岸域(黒潮本流系)

 ̀3〕種子,屋久坤区(黒潮本流域〕.一一'
 ω鹿児島湾内域(黒潮大隅分支流系)

 46年度の地域別そ上量の時期的変動を・別表一1の採捕実輝拝告からみれば次回のとおりで
 ある。庄持参考のため44隼一47年の11月H1月の黒潮流δ模式図を附図7川・{Oに示した。
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図1.薩摩半島西岸域 図2.大隅半島東岸域

図3.種子,屋久地区 図4.鹿児島湾内域



 図5・県内の月別採捕 図6.地域別比較

 (1)・薩摩半島西岸域

 そ上開始期は12月初句に2河川で4ムgが採捕されている。その他の河川ヤも量的には少な
 いが,すでに初旬にはそ上が始っていたものと思われる。一この地域に拾けるそ上の盛期は例年1

 ∴芋月にビー!か見られ声が,今年は2月から4月にかけて平均的に採られて拾り,きわだった
 ビτクが認めちれてい安い。そ上茸.は前年度に比較してやや少在い占うである。

(2)大隅半島東岸域
 、こ・七月中旬がらそ上がみられてい・るが,12月一は約30～で少存い。この地域ρ必期ば1月

 中下一旬にみられて2月から急に少宏一一ぐ在っている。終期は4月となっている。そ上量は前年度よ

 均=多<実際の採捕量は辛晴数よりは者かに多中竜一のと思われる。
 (3〕種子,.屋久地区

 1二の地区は黒潮の本流にもっとも近くてその影一響を受ける地域であるが,一12月初句の採捕は

 みられず,初期は12月中下句と在っている。そ上盛期は.1月中下句と2月中下旬の2回が多り
 31月から4月と漸次減少している。4月でほぼそ上は見られ在くをっている。

(4)鹿児島湾内域

 とめ地区は黒潮の分流である大隅分枝流の影響が強い。そ上開始は12月上申句からみられる

 が量的には少者ぐ2月中†旬に盛期が見られ3月から4月にかけて漸.次減少している。

 しかレこの地での終期は膏;月末までそ上が一部河川でみられてい.るた.め5月中にも幾分そ上があ
 る略⑳と・思われるo



 lV漁獲及ぴ環境調査

1.調査河川

 揖宿郡頴娃町馬渡川。

 この川は薩摩半島の両端中央部に位置し,河口は直接外洋に面している。最大川中は1o～

 15mの小湖11の部類であるが,感潮域は1500㎜位である。河川の上流部にはでんぷん工場

 があり,.9月川11月までは操業している牟めこの間は河川の汚濁が著しい。46隼匿この川
 での採捕従事者は16名であった。.

2.調査地点

 調査地点は河口部からアOO腕泣上流の御領橋下,河口部では地元採捕者が常に8川10名手
 ずくいによって操業。

 3。漁獲調査;(附表2-1・2ブ
 12月から4月ま下の大潮前後の2川3日間手ずくいにより興査。馬渡川での採捕量につい

 ては聞き取り調査によ・って約三5危gであった。
 4。環境寧一査.(附琴2「1,2)
 シラスウナギのそ上要甲と気象えらびに環境がどのよう在関係にあるかを調べるために,漁

 獲調査と合せて採水を行をい水質あ分析を行った。
5.魚体測定

 調査期間中の漁獲ツラズとクロコについて体長体重の測定を行をった♂

＼ 12・201・172・12116

 ＼全長㎜'体重g全長体重全長体重全長
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 550.17.'540,185ア0.20-50.O一一13
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        156O.17540.1553O.15-80O.80一
        259O.18550.1655M780・皿葛O・

        356O.1954α1556O.1ア78。0.54.

        4..=58O.1555O.155写O.1780.皿66
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        ξ.590.2259O.18560.i855一O.1-O
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        10851.0080O.6080O.9258O.15
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 漁獲地点が河口域から700㎜位上流にあ手ためシラスでも摂餌を外しめているものが多く,
 魚体も大きくなっている。ことに12月20日採捕分はその後にとれた㌣ラヌ占り.大型であった。

 クロコは1月17日から混入しは・じめた。測定の標本はシラスを5尾クロコを5尾とした。
 (1〕大隅東岸域の標本調査

 標本採集月日昭和4ア年2月16日

         内之浦川肝付川田原川菱田川

         派全長〃伽体重y全長体重.全長体重全長体重
         152O-0953O,1254O.1358o.16

         2550.1358O.⑪459一O.134り一O-12

         355O.1252リ0950O.11ち9O.14

         455O.1255O.1259O.1356O.15

         5550.1259O.2655O.1551O.10

         65アO.1354O-1154O.1155O.14

         7550.1148.0.0768,O.3352O.09
         85ア0.2454α1154α1158O.14

         ?54O.1154O.11550.1154O.11

         一10・580.1450O.0862.O.2755O.1口

         平均55,30.13153.7O.1155ZOO.15654,7O.125

 大隅半島東岸の標本はいずれも海岸線で採捕されたものでなかには体中の広いものも混入し

 ていた。撃って体形は小さく淡水との比重調節も充分で在いものが多いことも予想される。
 シラヌウナギの強さを考えた場合このようを海岸線での採捕は好ましくないといえる。もっと

 上流部で採ることが健苗と在るにちがい宏い。

 6.ツラスとクロコの混入率

 漁獲したウナギのうちシラ・ズとクロコの混入率を調べた。

採捕月日11.1912,201-171,181-192.12-22.1.52,162.17

 !ラス%1.0010094.49&89王19729アq9.5.F6.5.74.5
 クロコ%5,63.26.92.8己04.5395255

 調査地点てばクロコが1月中旬にすでに混入しているが,数は少宏く2月中句以降では漸次

 比率が大きく在る。

7消化管内容物調査

 馬渡川の調査地点で採捕したシラヌ及びク回コについて胃内容物を調べた。

 12月から4月までに採捕したシラヌウナギてば胃の中に全く食物が認められないものが多淋
 ったが,中には水生昆虫の幼虫やテトリクス状のものを食しているのが認められ'た。クロコに

 'も1洲一



 なるとほとんど4～7m〃位のトビケラ類.の幼虫と思われるもの辛」一ヌリカの幼虫を1～8尾位

 全べて去り,3月31日採捕の口.18gの個体で胃の串に昆虫あ幼虫3尾,腸内に4尾とミヅ
 ンコ(D〃え亮=…亜μ4舳)2尾を食べていた。また消イビ管内た植物プランクトンが認められ,
 その殆んどはヶイソゥ類であったが,あまり多くはなく積極的に食べ走ものであるかどうか判明
 しない。

 8.調査結果のまとめ

 (1〕潮汐とぞ上の関係

 不測下欄牟1・時7.子1結のやっ≒も多/そ上舛'舛以後潮位が低㈱に従い
 紐1が短/1流れが阜くそ上は劣帥1大潮時でも満即前後1….分位がもっともそ/・上
 伸と潮止岬多/碑呼叩潮には少咋

 (2〕..朔と字の関係
 李潮時で州キ1夜)に多/,1望(一月夜岬そ上竿少軌、

 (3〕.気象との関係

 水温は1斗・一1・舳でよ/そ上卿11、,水温が高!ても脚気温が事し/低下した苧
 蝉き妙沁寒風の強剛少を/1逆に鹸日チテ上が㍗=?

 (4),降雨との関坪
 昼間暖い雨が降って河川水がうす㈱場合はそ上量ぽ多/・降雨でも多畔三障卿が強.
 一どきは少率.乍昨冷い雨の時もそ上蝉少李いようセあ乱,、

 (5j河口部との比較

 .。ク回コが混入する2～3.月では大潮時に河口部でそ上が少在くて上流部でよく捕れることが
 あった。一ま走河川部てば大潮時よ一り一小潮時が漁獲が多かったこともしばしぱあっ先.よ。う.である。

 一.(6〕・水質との関連∵

 馬渡川の水質は,でんぷん操業終了の11月頃は悪くご.の期には.河床には水ワタ等が多く,

 水中生物もほとんど見られをいが,12月中句以降にたると水質はか在り回復して拾り,水も
 きれいになっている。しかし河の底質は今回調査し左かったが,水質より回復が遅れてい.るこ

 と牟うかがわれる。

 .、今自の鮎と砕づいて壮坤坤思われるが;I関連づけはできなか一た・水質の犬ぎ・1
 凌汚れが往い場合は,一気温や水温,噴生等の気象変化がそ上誘発要因と在っているようである。

担当者小山鉄雄
野島通忠

児島史郎

下野信一



 附表1-1　46年度採捕組合別採捕実績報告数量

             月別121一2

             句別1～11川～、1㌣計1川11～217㌔計.,H11～             採捕組合10201020一1'02021～計
             出水市oOO..o。O11q0一一2=46吃46Z57'.O.〇四0.31zg17

             野田0o.{O・“10・.一0.oO;34α34・q34'一0.5唱O。・8・0.一1,7-2

             阿久根市loo'一.o.;o一〇o.6.OlO一一61002/OO・o2.アO

             川内市内水面00・.8,8;8'8.88..℃1.38一.5.8紀一9.59、軍zg94752.5275j78.

             川内1鰻oOO0・:o0;2ユ00123.00....0020,0020.0b

             川内川漁協io0.、o00。0い.・.・0・・.;00.・1o0一0

             串木野河川...OOO.O・Oo..=o0、.1“45.43O.03&6-0

             市来町.oo.o00oOI、一0㌧・.・Oo.5oo0.50

             江口川.o0・o,o2.04一2.254-57一8.8-1皿z3一3.76O&4-9

             神之川0・1.50一2.10a6口3.10。3150・5.0.011.60ψO一5.80O.5012.30

             日吉町大川o.O-2Z一1.28.1,55.O.431.17O.181.781・二12一10.56O.522.20

             吹上町00・O.llooO.60O.300.9-0O.Z-0α800.101.るO
             金峰町.一7..≒・.1一..一∴一IO.4.61O.461.704.203.91・。981

             加世田命3.11・O.821.915,81.一。。..O1.lo。ア47・4322.41・14.20

             大浦笠沙地:区11001.OO1.20320一2-804.35.1'708.=8.5O-1邑31.89'O.863.58
             坊津町I-Ooo=.o..Io一、IOO・1口.'o.三〇o.・o

             枕崎市・0oo0O.1.201,202.40.1.153.712O.655.52

             頴娃町0o000.。o.2.1.O2.j.Oo・1∴.三・O一1.ア71.7.7

             知覧町0o0・・o.1oα2g冊30O-3⑪・O.80..O.50一0.50o1.O-O
             東町.0・000..口O0一一I00oO.1o

             下甑村oOo0oo0O0・一〇O・o

             上.甑杓、一1'二.十..・.■「.`→.一.〒・.一千一=一一一一一

             (薩摩半島西             岸)計I4,11二3.69。5.372至1-48.5728.165昼3990.11421=74・41.6084,3868一ア3
             高山町'o.=1千O710&466.31呂25235.2910.468.563.2322.25

             東串良内水面1o0O1“O4ム6504ム67氾42OO2940。2940

             大崎町=o23.5713.03'・汲石42.7063.4=11&.q6♀78/1.7051-441982

             有明町0、.6'1.993.603-612ユ5433.0860.2315.23&31t2522.79



          月別34・

         採捕組合1～11川21～計1'～11…21川計合サ、          1020一10201.

          出水市0α34O.721.06OO。口90IO.09㍗ηg

          ・野田P.840.99α662.49岬4O.22O-04O.605.15,

          阿久根市2.105.200ア302.102.701.105.9021.90、
          .川内市内水面.4565.28..Z68.12.524.651091211.52=12529.242・06≡

          川内鰻08.D二〇2Z月035=005po20.00025.OO10王00

          川中川漁協01.46..0.1,460O.1400141.60

          串木野河川O.20.7581.75・957O-084.38α54一50121.18

          市来町o1.2.O一01.20OO-30O.50O.802・50.

          江口川O.56.。3,121.675.290.47O.4ア1.041.9822.61.

          押之川.O-50一&004.0010.50皿501.00O.50・2・00.40.00

          日吉町大川O.851.28O.522.65α73O.89α.862・4.8・1.110.65

          吹上.町O.452.502,555-503002.0.0、"06.pO14.00

          金峰町.5P24.384.281.3ア2.773.02'2.988.7732.72

          加世田市.Z102Z1.6a513Zア76.549683.8520.OOア788

          大浦笠沙坤区1.0901971.193.25.0.490.28O.30=i0,§・01二1一%9
          坊津町.0.O.46O.19一町5o0㏄2⑪O・孝.0α8与・

          枕崎市1.803.50O.445.741.001.30O-022.3215.97

          .頴娃町.qZ0O1.55み25oO,.jo06,120.

          知覧町一.O.30.1.OO.α201.50.0.40O.25.O・α65=i4.05
          東町1.一一一'..・一一■.0

          下甑村一o00.55O.55oO.55唖0.55:1φO

          上甑村一一一■一'・一,・o1
          (薩摩半島西          岸)計26.05アフ144.5a45.61,9428.07.5639.24.個208隻1650.62
          高山.町..2.与04'27一事。'2量I2q二享2・草6'皿5卓・3二98;・ア767・
          東串良内水面o.O硯{0・6940o.0.4.O・P・4.oo133.76

          大崎町00.O.ooo0o14鼻≡g1

          有明町PO.37O.2.8、O.65.O1.20.・Ot20・.・・二作48
          1一{.ミ1

 一ち帥=



附表1-2

             月別1212
             採捕組べ1川11～21～計1川11…21}計1川11H一             10201020102021～計

             安楽川O00o0.850O0.852.651.40O3.05

             前川一O.466.ア6716o60.1951.02111.2116.156.70&132928

             内之浦町00OO1,245.OO8.30何532.585.20Oアア8

             大隅半島東岸
             計o4.3ア26.5130.88組7513フ175225.10431.605&8440-3745.1634;7

             西之表市oo0oO.17900&10t5,274.0510.40側.2025,65

             中種子町o0.850皿85.冊00O34-OO4ア0010.0035,OO90054.00

             南種子町口o&946.94o1ア946.2224.164-156.P54-0914.28

             屋久島000oOoO.50α50O.601.25O.482.33

             計(種子屋久OO.85&94Z79仏1ア2血944&82869318.8052.7074.7ア9&26

             山川町o0.18o.090.27α34o.691.452.48O.210.9.41.282.43

             指宿市α08口.30O.02O-400.15α50O.501.15Oo2.052.05

             喜.入町PC00ooo01.00O.50O1.50

             谷山地区0P000oα60O.60O1.19O.081.27

             甲突川OooOO.70O.12O.181.ooO.65082α532.OO
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 附図44年11月上旬の海況

 図8　45年11月海況  図9　45年12月海況



附図図10  46年11月,47年1月の海況

46年11月



 §ウナギ飼料へのリチネ一卜Sの
 添加効果について

1まえかき

 養殖され走魚は一般た天然に産する魚と比較した場合,体内に拾ける脂肪蓄積量は多く,≡これ

 が嗜好的に商品としての価値を低下せしめて一.乏一因とも言えよう。またこのよう在過度の脂肪
 蓄積は魚体の健康度や体色,体形等にも関榛があるようであり,このような余剰脂肪は従来出荷
 直加数日間活・を行うことdり.除去郊方法がとられて咋にすぎ在へ飼育の段階で除去
 すえととがそきれば商品性は向上し,よク健康に成育するものと考えられる。
 このよう左目的から国策パルプ工業で開発されて脱脂効果があると言われているリチネートSを

 ウ十ギ飼料に添抑した場合の脂肪組成の変動洲に甲状その他成長比較等の試験を試みた
 のて:報告する。
 宏捨,本試験の実施については宮崎大学農学部の木村正雄助教授の御指導と御考察をいただい

 走gでここに厚く券礼を申し上げる。

 2材料及び方法
 (1〕1誠二験期間

 昭和46年11月7日～12月26日まで

 (2〕1試験池
 コシクリート三面張り屋内池(屋根のみ)16ガ(4〃×4腕X0.8〃)3簡

 注水量は306/腕1冊の流水方式

 (3〕…供試魚及び試験区

 ・昭和・岬月シラスウナギ牟嚇した日栂ヲナギで・月以降配合飼料のみで飼育1した
 ものを用いた。j

 玉百一・試験匡一1.皿珊
 放義重量〔ゆ・2α固
放養尾数(崖)206.
 1平均体重一(g〕.9Z1

 2百02吐O.

196202

102.1990

 佐ぐ}Sl、㍗㍗・.一.,
 ≡皿区(対照区.)

 (4〕:飼I、料

 1而鰯合飼紬ξナ物∫用
 (5〕1調餌拾よび給餌万法

 リチネート・Sをあらかじめよく一定ρ配合餌料Iに渡合しセ砦き,朝飯の際1区でα04;%,
 2区O.02%に在るように無添加あ飼料とよく混合して手で適度の硬さに練均合せた。給一飯は
 餌カゴで行い午前9時～10時に1回行っ走。.給餌率はお巷むね放養量の2%と←た。

(6)一水温変化

 期間中自記水温計を用いて測定したが・町率(ダ9)幸流水母態にし呼グ3二ε≡こ
 一る4.〇一



 24℃Cとほとんど変動は見.られ者かっ走。

 (7〕標本採取と測定方法・…'一'I…0一:一一II一一00一
 測定は試験開始前,・・日目,・p・盲目(最終うの・回各区よ虹.ラン^た=岬づつ刺あ
 1げMS-22-2で麻酔をかけ1体長体重側隼→写真(外観)→採血→二開腹→写真
 一ポ†マリン固定とし紙2回目と最終では採㍗始牝.拙竿の脂竿につ㍗㌣・
 一走。'一

3一緒稟一

 (1〕飼育成I綾...{=一

    区分1皿皿(対照区),

    .一飼0I百0日数(日〕一50・一5050
    放I一義尾数一(尾〕206一196202一

    封揚屋教1})ξ041951991
    尾一数歩留(劣)9-903994998.51
    放義重量一1牛g〕20.O2α0一2010
    最揚重量(り31.31530-1き529970
    増重量(")I11.31510.1359970

    放義時平均体軍I(ψ)9アi102.1990
    取揚時平均体重(g)一153.50.一151.115皿61..
    個体増重倍率1.581.481.52

    へ.い、死.尾数(尾)21...3

    転物一給餌量』(花g〕・20-6.2皿6j20.る

    〃1残飯量パ・")口.70.6・・.・二o.6.

    .グ摂餌量π"〕.1'9920.O2αOl

    飼.料効率(.%)56.850.6498・

    増肉係数一1.761.97・.2.00

 (2、血液性状調査
 血液性状に=?いては開始前,25.日後,50・月後にそれぞれの区から5尾の検体を雫虫串
 してI血色素量,血球数≡へ寺一トI一グリッー†一値;血清蛋白星,電気泳動について調べ淀。;一

試験開始前

       魚;'律.砺・=12'3-I4・'・5平「均
       体一・・0・長伽42.O1ガ&2之・5,8小313一∵4皿743.6一

       ・体一'二重・ク1,8.,811701158-I二132152
       へ外クリット値一%2Z526:52砧Z7'O'一255≡一26.4
       =赤血球数1o・/〃210195.178174'1・ちぢ一・一・18ち一..
       1血色素量μ4・a16.45.3一&15;6&3一
       血清蛋白量}=・・=砺る.2'.Z85.55.O5.3610.
       肥満匿W/L3×何一司'1.591.831.76互1,9'411.95.一

 rξ付,



1区25日飼育後

 魚体No.

 体長M

体重9
 ヘマトクリット値%

 赤血球数104/〃㎜3

血色素量9/己2
血性蛋白量%

 肥満匿W/し3×103

44.5

154

24.0

213

6.1

6.5

1.ア4

48.8

238

28.5

205

70

92

2.04

46.5

..、176
295

231

6.8

8.8

1.75

470

218

31.0

241

79

Z2

2.09

4ア5

212

26.5

200

8.0

1.97

平均

4&9

200

2Z9

218

79

1区50日飼育後

 .魚.体m

体長

体一重

 ヘマトクリット値

 赤血球数104/㎜が

 血色素量g/d4
.血性蛋白量

 肥満度W/L3×103

       m.12345平均

       ○胴47.147550.O46,848.O48,O

       旦195205253198212213
       %54.O36.536.534.536.535.6.
       '㎜が248248248253251250

       /d48.58.58.89.o9.28.8

       %607.25.86.86,26.4

       1031.791.912.021.931.91

皿区25日飼育後

       魚体.焔.12I345平均
       体長舳4&348.846.845.240.545.5

       体重}1=95200.195155120一173
       ヘマトクリット値%30.O'26.5.・2ア0・33-02アO2a7

       赤血球数10目/m腕3120117ア198.202177・191

       血色素量g/〃6.9646.5ア9706.9
       血性蛋白量%8.8Z口4.6710&6&8

       肥満匿W/L3×1o。1.961.72一・1.901.6ア1.80

皿区50日飼育後

       、魚・体%1.23・.4=5・二平均

       体'..・.・長。㎜4a746.45ぢ546546.748.4.
       俸.一≡重・・9210・18写124g;213200211
       1ヘマ。トクリット値.%3.3-O5己5亘理5昼5.3己5353・・

       赤血球.数f04/岬が192・≡258・2ハi・198120121-2.一.

       沖色、素量g/〃aOア817578・ア5.z・ア
       1面一段蛋白星.%6.7一.Z0一6.6,Z88.8Z41
       1肥満匿W/勝刈031.8-1。・1.β51.62一一2.111.96I

二6142一



 Ⅲ区25日飼育後

       「

       魚体一花12・345平。均
       体I長'舳45.34&04'5.548.04皿245.O

       .体I一一重一一一''9、90140190185110163
       ヘマトクリット値.%28-533.022.O29526-02ア8

       赤血球数104/功m32022・き0150一198178192

       血色素量g/〃ア4ア35.35.9一6.36.4
       血清蛋白星%ア28.28.88.55.37.6'一

       1肥満度2.041.5p2.011.671.69

 Ⅲ区50日飼育後

       承体κ12345平均
       体一.長叫48.844.345.544.543.445.3

       体重g213172163130158167
       ヘマトクリット値%33.D23.O31.O35.530.O30.5

       赤血球数104/㎜〃3206162202236178一197

       血色素量〆〃8.55.8ズ88-6Z7ア7
       血合蛋.自重砺&9Z36.85.5ア16.7
       肥満匿,、一1.83{.97一1.731.471.93

        境目Eヨー一飯局最低平均γCV〔%)
        へ与.トークリット;2Z525.52α4O.8003.03

        試,一羽.赤血=球11二数21010818515,3888.31.
        験一1単色素量・〃.aイー一5.36.3O.9ア815.52
        畝・1麻一I血一清蛋白量%一78一一5.O一&01.0-01。1&08

        ヘマトクリット29522.02ア8O.66915-20

        1赤血球数20215019220.00513.80

        .試血色素量g/“ア45.36.4        区O.80912.64
        験血清蛋白量%8.85.3761.27016.71
        後ヘマトクリット31.O24.O2フ1924事7        皿qア5
        二赤血球数24120521815,595Z15

        十区血色素量g/“z96.1α9O-5ア58.33
        近血清蛋白星%92フ12z9α99512.59

        日囮ヘマトクリット33-02&528一ア2,4828.65
        目区赤血球数202、ア719111,5076.02

        (

        対血色素量g/〃z96,4&9α581770
        照        )血清蛋白量%8.84.66.81,8891969

 ・・一64.3一



        .項目最高最低平均r=CV;{%)

        ;一.ヘマトクリット35.523.0ミ肌54,19513一ア5        1

        試・、奔血球数.2361012..1・9ア・、.2534912.8.ブ.
        .区紅色素量g〃48.`.・58フ171.00ア13.1。刀=

        験I血清蛋自一量%75ヨ〕11556.アO.654746
        後・・.、.マト1クリット二・卵5・3{.o一…5,6.1'1↑4.3.13

        口赤血球。数..253.・2481・250..ゾ2ρ59O.8.2
        五一一一
        区.血色素量旦/〃728.58.8O.276&14・

        十血i清蛋民阜≡%.Z25.8.6,4O,522弩,、白
        皿ヘマトクリット33.533。一0一一'3万3'一一一〇.245Z3石

        日区赤血球数258198212。・;。星蝸181-1一望3
        目一.(         対血色素量〆〃8.0Z5zアー・・a1・94一・2.52
        =照血清蛋白量%'8.8I6.ア一Z40182611;16
        )

 電気泳動の方法と結果
 電気泳動法はテ!プンゲル泳動法で実施し,雛計で舵したが・一分離細び争画が不鮮明
 (汁1ゾグが著しい)で定量が困難であ九そ三セ・・日中.9採血区分たつ咋、榊微量坤
 1科を用いて解隊坤搬蝉亨離する1≒ξを特徴とトたアク㌧ル7ミトを支持体とするディスク
 電気泳動法を実施し一た。デイ三ク電気泳動法は細孔ゲ五さ層〔lPH.宮9),中間層〔PH6,7)一
 拾よび試料層(PH6,7〕を重層して電気泳動を行った。また細孔ゲル層のアクリルアミド濃度

 即r%.に看るよ・字鵬整比そして細孔ダル層の大事さは市1.・腕㎜・長さ…1・・厚さ…
 =のもq牽用い走?泳動用緩衝碑舛トリ㌃プリシ1ノ緩衝碑(PH.8.3)を弔い。ギρで約4時間電1
 気体勲を行っ衣。、....、.。..,.。
 琴異質の染色に舛α1・%7.ミドブラ?..～10B(氷酢酸1:メタ.ノー・レ5:水4)を使用し,脱;
 =色騨6=%酢鞭叩い,琴白鰯は干洋潮Mp-2型を鯛した屈質の分画午原師
 =ら7分画した。..

一6.小4口.



 ディスク電気泳動法による血清蛋白質の分画値

        嘉廻巳1日皿MVw1't'i㎜
        15.3015.897.952;1.1911.9217222053

        グ215.1311.18ス90.ま5519.7419.74・↑Z76
        312.5012,5010.72'8.0418.751-1.6025.89

        48.0912.502.94一8.822Z9424.261.5.45一

        5ア024.686.4322.8022.2215.21'乞1.64

        1最高15.131'5.8910.ア22-2.80一22.2224。.睾625.89
        =最低5.304.682.94・8.0411.92一11.6015.45
        平・均・9.61・・・11.る・5川Z.1913.8820.111μO・・20・25≡

        611.867733.6124.2310.3120.6221.64

        78.188.1711.328.8115.7231.4516.35

        812.2213.3313.3318.8911.1110.0021.12

        96.998.3916.0821.686.9920.9818.89

        1014.828.6412.35611ア18.5224.6914.81

        閏古取回14.8213,3316.082412318.5231.4521.64
        最低6.997733.616.176.9910.0014.81

        平.1.均10.8192515.9612.5312.6521.5518,56

        113.647Z711.8232.72.101001.4155一・20.00
        126.257292.0872925.0020.84ξ1-25

        1314.718.8214.7r13.2410.2923,5314.70

        149.4511.81ス8ア30.718.6612.6018.90

        1515.04Z5212.7823,3190213.5318.80

        Eヨー'敢局15.0411.8114.7132モ7225.OO25.5331.25

        最低3,64フ12ア2.08Z298.6612.6014,7口
        平均9828.5498521.4512.591ア0120.ア3

 一645r



 泳動距離〔cm)



 泳動距離(cm)



 泳動距離(cm)



 (3〕脂質量の変化
 各区の脂興量の変化を本吉走み身6=日産と50日後に各区3尾をとり腹腔部,・・中央部

 尾部の三部位め精肉をとりミックヌして分析した。

 一表1・25旦後の脂質変化

 区分M〇三8～川%.

1
皿

皿

6909

6907

 6色.S1一

 Wε`一

 Cr砒do∫一,一王%

12.42-

12.15

12.5-3

 D㍉
 Cτ皿♂日ア皿'%
 一40.1ちI-

3-928

398d

 妻250日後{精肉部に上段と皮を含んだもの下段(一一う三一一

    区分班。リ`一“%W〃    Cγ山μ%一.;D・,y一、c・坤.・かモ14
    1ξ5.9415.5845.73

    (61,22〕(1922〕〔49白5〕

    u68.8412.28一3942
    (65.04〕(15.56〕(44,51〕

    ㎜678713.28.二.41,32
    〔64.10)1.1、.6.57)(46.17)

4考察

 飼育成績についてみると増車倍率,揮料効率ともに1区,E区,皿区〔対照区)の唄で孟い
 結果が得られた。.これば添加効果キ牛てよいであろ㌔
 血液性状の各寧■」軍備のCVについ下争ると,対照区より添加区の1区及ぴ皿区の方がCすの値
 が小さい。この手とは添加区の方舛無体の健寧度はそろ.っていると言うことを示している。
 血液性状≒くにヘマトク.リット値…赤血球甑1血色素章犀ぴ血清蛋白量と肥満慶について,対
 照区〔試験前三25日目,50日目、)と1,日医(25日目,.50日目)の平均値について比
 較すると結果は次表ρと拾りであって,粛印は謹意〔有意)を示す。

      項...目...1区平均値F.皿区平均値壇...1皿区〔=対照区)
      '一平1均値

      ヘマトクリット値31.アー5☆.9“731.00☆航7色.2Z9=25

      赤血…球一数一.233-8ロー☆21'2119.曼Ol.50☆31-fξ11章O.85.ア
      血色素量一。/々..ス87.☆72=00733京1・1ξ.;.16.95.5
      血清蛋.白量%.ス18W2.4,2gアロ9☆1ア28.・6.600
      目円満度1,915☆82.611.84.蒋.18-63.1j764

 即〆挙境目とも1師照区と11巻よび1区g平雛師意差押・乞といえる;
 またつづい寸1区(2.ら日目・.5.O一日目)牟平や値と皿1唇(25戸.戸・5d日目)の平均値を比
 較すると次≡ρように在り,・



項目

 ヘマヨクリット値.、…☆.一.'.一は有意差を示す
 赤血球数112,69☆,;。
 血色素量y/〃1901☆
 血一清蛋白星%O-22

 肥・満席15,20☆

 赤血1球数血色素量券よび肥満匿に有意差がみとめられた。以上にみられるように対照区と投
 薬区は明らかに肥満度や血液性状に巻いて裏表っていると言える。をだ同じ添加区内の1,皿区
 でも赤血球数,血色素量と肥満度に赤いて異っていると言えるが,その理由は明らかではない。

 添加量の差にあ.るのかもわから在い。血清蛋白分画については解析が難しく,魚類に歩ける各疾

 病時の分画の変動は明か了ば在い。従って本実験の場合唱不明な点が多いが,甲照群のものと投
 薬区の1区皿亭を比較しせ同一か否かの解析を行ってみた。
 まず対照区の蛋自分画平均値と測定固定のそれと5%の危険率でガ.テ.子トを求めると
 個体協ガの値

111,017'

23,863-

38.884

 個体κκ里の値

410.3ア8

511.0ア2

        」】

        個体協ガの値個体κ1κ里の値
        616.5ア113934

        7一1'ア94・121968

        815.44131948

        9.26.16142a52

        1015,901522,27
        ■

        どたり,いずれも対照群とは有意左差があるとみ在せる。このIような差異がでる原因と彦
        分画は次表で示される。

        青廻一        I皿皿1VVM㎜

        一6町531.161,7'8722☆4.78☆O.52.α10
        7O.21IO.891.82一o.96^10.96W0.75
        8O.71一0.355.2.4★1.81孔03☆3.28☆0.04

        90.ア10.771・皿・・婁3,701.4.38&56☆α65二O.09        102.830.654.28O.132.861.46

        1.13.711.4ア2.98・2557蕃5.08☆O.53O.00
        121.181,453.633.131.19O.605-98☆

        132.71O.56ア87斑羽0.034.8σ☆2.00一1二52
        1-4一O.00・』0.O・2O-06一J,20.41・叩猟0.52☆・・1.4プO.09
        153.071.294.35641☆6.12☆o.9・五一O.1-O

        ☆…・有意差の出る原因分画☆☆・・…特に大きを変動分画一

 と舳女手一r・…の値よ.り小さ.いので対照区内では有意の差は和といえ.る。.したがっ
 て対照区の蛋白分画の平均値1二961,皿=l1.35,皿=Z19,M=13.88,V=20.1

 W目1760,Vト2α25を基準として魚体〃a6～15までの魚の蛋白分画を耳2テ子トする
と,

 とだ9,いずれも対照群とは有意左差があるとみ方せる。このような差異がでる原因となった

 ☆・有意差の出る原因分画
 一昌る.一5・0一



 この表の中で☆印あるいは☆☆印に示される房苗ぽ有意笹あ・あらわれる上で最も大きい分画で
 あり,全般的に員.る在らばV分画,M分画』㎜分画拾よびM分画の順序で有意差の大きい原因分

 画があり,V分画が最も多い。またlV分画ではしばしば大き在変動(如☆印)が歩こっている。一

 則ちV分画及ぴ1V分画で対照騨と添加群の間で有意差が現われているか,これが何を意味する
 かは不明である。

 ヘマトクリット,赤血球数沿よび血色素量1%)のところでものべたように対照、区と添カロ区との

 間にも差異が認めら此このよう紬液性状の差異の拾こる理由平明であるが・添亨口の影響
 によることは確かであろう。

 脂肪量の変化については25日後の精肉部,50日後の精肉と皮を含んだ部位のいずれについ

 ても明瞭在差異は認められ在かった。=一また肉質部の組織所見,肝臓の組織所見によっても全く差

 異を認めることができ衣かった。

 このように血液性状には有意差が認められるのに脂肪量に拾いて変化が認められなかったのは

 添加量の不足か,あるいは投与日数わ・不足のためかもわから在い。
撞当者小山鉄雄

野島通忠

 〔鹿水試調査部)上田忠男

(")黒木克宣



 §大口養魚場事業概況

 1.ニジマス事業経過

 県内に養鱒漁業協碑合が平立声れて,岬李ゲート苧1当字は種難産の増苧をはかる帥
 発眼卵出荷をのぱしてい一くtとにした。
 2、ニジマス稚魚の配柑

 前鞭の繰越しの稚魚1122500尾を甲荷し㍉=・.
 5ニジマス採卵と灘長卵の出荷

 165ち尾の親魚より約568万粒象卵し,そのゴち発痕卵としそ66万ア千粒を出荷した。

 その蝋翌年度の春稚魚券よび親魚蹄試験研究用㍗騨比
 4.ヤマメ採卵と発眼卵の出荷

 1347尾の親魚より約69万粒採卵し,発眼卵として4万粒稚魚一5Z側エロ尾を出荷し,その他ね

 は,発眼卵移殖試験虹よび翌年度の県内河川放流試験や増殖試験研究用として繰越し走。

 表一1昭和46隼度ニジマヌ稚魚配荷先と配布尾数

    氏名1住所。供給数1=.備考
    石原敏秀姶良郡牧山町横瀬139000尾

    富永良文"吉松町川添73,OOD

    福留純夫〃〃"50.000

    竹中次男〃"〃22,000

    吉井盛人〃〃〃12,000

    竹中司〃〃〃15,OOO

    愛甲樽保〃"〃15,000

    桑畑悟〃〃〃ZOOO

    三室直次"〃"5,OOO

    上松瀬一男"霧島町J11北15,000

    森満政一""田口.10.000

    井料光雄"姶良町平松4.000

    池田穂積阿久根再本町135160,000

    上治一ナツユ揖宿郡開聞町仙田80,000

    下吉勲"〃5,000

    吉野克美大口而小木原3aOOO
    .池田隆憲〃〃40.OOO

    山口勝次〃〃。1,OOO

    二之形秋徳・針持1,000
    .』

    赤池一敏也大口市小木原15,000

    本一坊美.義鹿屋市古江15,000

    川上武徳鹿児島市上福元10.500

    打越直熊"小野町_5,OOO



    氏名住所供給数備考
    江夏檸薩摩郡薩摩町永野60,O口0尾
    田之上一夫大口布山之1口20,000二     一一

    新沢栄男加世田市津貫15,0.Oで
    一'

    徳留恒男肝付郡串良町50.0口0
    田島盛夫.、〃'"一.40,001σ一
    宮脇哲夫〃"一r0}0月
    休徳友治'一薩摩郡樋脇町気00i一
    田代哲之・鹿児島市田上町1,00口

    岩間部雫.芦北郡湯之浦町5,O00
    河津幸介鹿本郡菊鹿町35,000
    稚原静生,球磨郡上上村12,500
    清高昭人.阿蘇郡小国町25,OOO
    プール養殖(学校).15,700
    その他4,800

    合計1.029500

    、■一'u'I',■■[一・一■■

    氏名住所供給数備考
    池田穂積阿久根西本町135100,000.粒・.
    徳留恒男肝付郡串良町100,OOO`

    下吉勲　　揖宿郡開聞町仙田250.000
    石原敏秀姶良郡牧園町横瀬84,000='.

    富永良文"一吉松町川添'63,O口0一.

    清高昭人阿蘇郡小国町50.O・O①1
    井万亀郎〃20,000.一

    合計66ス0口Ol

 表一2ニジマス発眼卵配布先と配布数

 表一3ヤマメ稚魚配布先と配布数

    氏名住所供給数備考

    合原重幸　　　=1球亭郡五神3,0-00尾
    一

    井万亀郎.・一阿蘇郡小国味31,OOO
    清高昭人〃11,OOO

    杉武彦　　大分県日田市2,000

    岩間邦幸芦北郡湯之浦一{O,O・OO

    古里タクミ水俣而久木野2,OOO
    合計5兄000

    　　　　　　ヤマメ発眼卵

    岡本竜馬,..佐賀県東松浦郡七山村40.00D粒

 τ65き一



             採卵年月日46.11.264&12.146.12.946.12.1646.12.23'471.6471.14471,21472.34Z2.10472.174ア2.23

             採卵尾数(尾)21'5414351185551
             採卵魚平均体重(9〕へ350.42口O4040.41503922401ア53458317029444500
             採卵重量19)995.5638.1219プア65615793-816032.9551Z33,481.21ア8月318841450'463
             5σ卵数79787↑.86.57573-5フ37966798989
             採卵粒数1-5,7281001831427135186907244.3』18055255002235.522976ア258108241
             1尾平均卵数jス86典5.100186285428376620766981.1フ322.96875.34710.5595剛51628241
             第限卵数一・ス6415330口72.4575340043“フ1553ア・.19一ブ60舜瀞嚇57%.弼靭5482              4664月126

             薮眼卵一重量ら)566、500013900413031σ013ア91520262.299
             発限卵卵箪㎜g)アー948067771;188.8一76.956.2ア2.5
             発眼.耶卵誓1皿、、〕5.O5.155.125.054,975.355.054.534196
             発限率(%)48.661.370.66679366066.480.575.3

 表-4..ニジマス採卵〔多年魚)(3～4回目採卵)

.表一5  ニジマス採卵(2年魚)(2回目採卵)

採卵年月日

採卵尾弾(雫)
 採砺魚平均外郭ξ)'
 採卵1重量(g)』

 5g卵数
 …裸一項向'粒数
 ヨ1尾平均卵散
 発・.限卵数
 発眼卵重量(g)
 発根卵卵重(㎜g)

発服卵卵径(枷)

発眼率(%)

46.11.2ア

10・3

216ア.

24071

91.ア

440.499

4,276.ア

241,ア24.

15,565

る4

4.77

54.9

46.。12.2

14る

1932

32.164

8ス7

562.870

3,855,3

46.12.9.

129

2.282

32.149

8Z3

561,544

4,353.0

398.245

26909,

68

4.76

70.9

・・1・1・1
63

2,310,3

20.6ア3

8与.5

353.513

5,61r.3

173.936

11200

64

4.7ア

492

46.12.23

78

2261.ア

19064

85.5

325.977

4.1793

206.488

18,940

-86

4.90

653

4ア1.6

32

1,909

8.135

84.5

132.930

4,154-1

 g取398

6.600

66.4

4.8ア

74,8

4ア114     4Z1..14471.21一4ア1.27一472:3.二4ア.2.10

     10'一62・2.'一2
     2,850一1,8=701'1,100

     3,9-08r,g07599320一154

     次go85869-8り5

     70.35132.41.910.302一ち.272・・3,542

     Z351.5403.15,15.1.4.3,136{,771

     31,一26219,9924,5623,67ア2.150

     2,0301.47034322・ア125

     6573.575.261.758.1

     4.ア44.884.994.744,5

     一4.461.7.44.358.660.7



表-6  ニジマス採卵〔1年魚)(1回目採卵)

          採卵年月日4&11.274&12.246.12.84&12.1546112.22'I4ア1.64アー1.144Z1.214ブ1127
          採卵尾数(尾)4010510512212818631912

          採卵魚平均体重(8)11,5アち1,175.31,12ア1,1331.1331,1121,313
          採卵一、重量(旦)1'㌔一・ギ三・己口011Z180Z321931310,22614.798一2.7461,21011082

          一千・そ。・1

          5g卵数一1311アII一135'132.3128.5129312612口.…「711&5
          線卵粒数7a9261一193.860193.786239344一264.546一3=76,15465,899。2=8,302一25,210
          1尾平均昴数1,97&2j一1.84431845.51,961.82066.72.O・22.32,125.7屯、・44.72,100.9
          発鰻卵数一い32432161,233・'2-0-2.325{租62口1砧ブ。
          発一腹,坑重量1。〕1,750Z2809450950863
          発一渡疎卵一重(・9〕一444546.751.052.1
          発眼躰卵径1㎜〕4.134.244.21一4.314.オ5
          発眼率{%〕.5060.955865.865.ア

 表一7ニジマス採卵(試験採卵,第1区1市販飼料,フィード方イル7%,ユベラフード才イル1%,NFウユノ山2協添加1年魚,1回目採卵

        採卵年月日・一4&11,294“2.146.12.846.12.1546.12.224ア1.64ア1.1=4
        採酌.尾数〔尾〕一112014151814.一・5

        採卵魚平均体重(y)1,3961,3541,3061,4121,291=1,386
        採卵'二重・一量(9)1,454.977521,3221,2321,44Z551&4
        5g卵・数1:38151.7148,一153-31645143.133.
        採卵粒数2ム9ao44,083・2238ア40.58540.53241,45613.ア36

        1尾平均卵数2,090.1'2,204.21,641.92,ア05.ア2,251.82,961.2Z7474
        発眼卵数11,583%87一4,9448,800

        発眼卵重量1g〕一495.1,750240.I400
        発眼卵卵重(〃g〕43444945
        発眼卵卵径・(π㎜)4.07'4.18一4.064.1∵6'
        発.眼.率・(砺).50.4.2色91Z2,21.2



      表一8ニジマス採卵〔試験採卵，第2区親魚飼料'フィードオイル7%添加.1年魚1回目採卵)

         採卵年月日46.11,294&12.146.12.84612.154&12.22471.6司Z1.14471.21

         採卵尾数一(尾)1・1162237332992・

         採卵魚平均体重1g).11,3-1101.3531,3561,3691,3401'3495
         採卵一重一量1g〕j1〃g21,7142,1954、“95801a963.,,078355
         5一一・9卵数・1!i1・210a3一・1t0''10Z3100.31・102101.、111,5
         採卵粒数26.9一・3937202.・48,g359gg5376,286.80.05821,76・9」.ス912
         1尾平均卵数2.4492.32512一'.2224,32,701.42,311.72,760.62,418.8ξg56
         発眼卵数1Z55962.355ア98195,202
         発眼卵重量1g〕8653,500.一5,300340
         発眼卵卵重(η)495666.465.4
         発眼卵・卵径(㎜)4.274.53.一一、、一483、.・1一.,4.73
         発眼率1%).65.281.ア99765.8

         …I'一'一一一〇■皿1一」■

         採卵年月日46.11.2946.12.146.12.846.12.1546.12.224Z1.64Z1.14471.クー1
         採卵尾数(尾)1726263428466・一6
         採卵魚平均体重(g)1,186.51,2161,2621,281.51,2341,281
         鮒卵一一重一一量19〕1お172.6695・2,950.53.6403,03515,61乙5727950
         …≡〆卵数・一118.51193109'一j-r03,310&798'….101・89
         蔚卵一'粒数一3則6163,801一一65,435一“一75,348。一64,73610アー8516・一・・14,68'1一一16,908
         1尾平均昴数一2.244室'蝸.31ダ2.4398=2-21612,312.22,344.22.4468一ム81自
         発=一眼卵数56,250一一一79137.j.         12.83614,620一二

         発眼卵重量}一5633,O00一三4.400850
         発眼卵卵重(〃g)I4453.566一=58.1

         419=1、一■         発眼卵卵径〔〃用)4.424-5ぎ」'・4.挑・・
         発眼率1%),33-68&973.48&5

表一9  ニジマス採卵(試験採卵,第3区,親魚飼料,無添加,1回目採卵)



表-10  ヤマメ採卵記録

        採・柳・.年明11.日46.10.214&10.214&10.2146.10.21.4&10.2146.10.26..        年令・採卵回教1年魚・初産1年魚・一切摩4“O㌔216        1年魚・初産2年魚・維産1年魚.'秤摩・1年魚'初産.2年魚・経産
        試.験区分冷凍アミ区生残り区市販飼料区拾拾い区納伽区緑色卵冷凍アミ臥生残り区
        採卵.法搾一出法切開法搾出法搾出法'.搾出、法搾出倖.一切開法開
        採卵尾教9g161.131        ,218i毫,1
        辞卵魚平均体重(9)295.34卵{34b28026&6355
        採卵重量(3)4,4949.81.48,5.558、アア↑1,862
        59卵数68.53一6引81,争68-852.3
        採卵粒.数61,11810.399609901ギ43612α689        112488
        5尾平均扉。数61Z46499609693.855&6628.6
        発眼卵数3Z39軍5,6673256,0001978,0978,582
        発限卵重量(g〕引5061525-94615.88ア=1,O02
        発脹卵卵重(腕g)7ア3104.2フ池73.ア5.41071
        発眼卵岬径(㎜)5.005.5050ち.4.88500昇58
        発.眼.率(%)61.2545,5ユ4・1鉢月一4.46・4.744.0

        採卵年月日4唱.10-264&10.264&10.2946.仙2?.4&1叫葦、O46-1α3046.1030
        年令・採卵回数1年無一初産○年魚・初産2集魚.緯亭1年魚・初産1年魚・初産1年魚・初産0年魚・初産
        試験.区分歩拾い区市販飼料区生残り区冷凍アミ区券拾い区市販飼料区市販飼料区
        採.卵法搾出津搾出法切開捧搾出法搾出法搾出法搾出法
        採卵尾数単一111台23312.8

        琢卵魚平碧体重(9)採卵・.重量}二65ψ111.8月3722ア4.9320306118ミ弓ギ        3'71一一631,1ξg兄063.19116.3一475
        59卵数一71.51ア9154.ア0.4ア2.450“7一..
        無卵粒勢5,3052,25612,30112Z6071275.1,163一1,58ア
        1尾.平均卵数6.63-2205.176&85477275.581.519814
        発服卵数4,季4.O5535,44380,028256312917
        発眼卵重量(g)、・.室305193544.36,252.616.934.56
        発眼卵卵重(朋g〕74.336.3100ア8.165.9一1.10-8
        発眼卵卵径(""〕4.933.95-515,064.73.一5ブ..
        蒔一眼率(%〕.,、8■823.644.36.2-7.93-12.6.β一



表-11  ヤマメ採卵記録

        採卵年月日46.11,2.一4611、一246.11.2.46.11.246.11.246.11.846.11.8
        年令・採卵回数1年魚・初産2年魚雌産2年魚・経産1年魚・初産○年魚・初産1年魚・初産2年魚・経産
        試験区分冷凍アミ区生残り区一親魚淘汰区市販飼料区市販飼料医冷凍7ミ区生残り区
        採卵。一{法搾出法切開,法搾出.法搾.串、法搾申一一.法搾出法切開法
        採卵尾数276121..10.41169.睾
        採卵魚平均体重(g)2ア4.2392.46403P5.8・^I一..{02.42279        、、406.
        採卵重量(g)10,94p6895110321.4.314.25-32る224.4
        5g卵数7152.7,4φ.773.5160.ア2.6.766
        採卵粒・数1553月アZ2611,028斗72510.0547Z.3“減3ア
        1尾平均卵徽562.9605.11,028.472.5245.2・45ア61,71&盲
        発限卵数81,g8アユ46196953096.04644,0831,267
        発眼卵重.量(9〕る.274.43る8.3121.1271.3221,92.77699
        発眼卵卵重(mg)'7&5106.41258236.7ア9月。アa1
        発脹卵卵径1㎜〕..5-0〃昇635.935.2438ア4.975.10
        発限率・1%);5Z8・.4・Zア.?4-3アO.060.15ZO3.&86

        採卵年月日・{4“1.・皇4“1.8I4&11.1246.11.1246.11.124&1コ、μ46-11.17
        年令・採卵回数1年魚・初産○年魚・初産1集魚・初産1年魚・初産1年魚・初産1集魚・初産1年魚・初産
        試験区分而販飼料区再販飼料区冷凍了ミ区赤色卵区市販飼料区ゲ・レマ千ウ今区市販飼料区
        琢・卵法搾由法搾・出一法搾出法搾出法搾出法搾、出.睦搾出法
        '採卵尾数359一763一.23
        ≡採卵魚平均体重(g〕2.7己31078240.5319.3?5270.2
        採卵璽鐙.(g)71550.92,2209185..83-4
        .5g卵数78.9172.698590181.210.2
        採卵粒。数1,12118,g513口,9.911,0741,3811,399212目5
        1尾平、均粒数373.7321.2460.369・95.ア48.3
        発眼=卵数8186.8201Zg419611.185仙41,5β7
        発限卵珊量(9〕'66220ア8.8ア03.92.Z.33115
        筆限卵卵重1畑g)8o.632.382595β0.272.5
        発眼卵卵j径(㎜).5.1・O3.715.104.654.595.0刈
        第一眼。…率..(%)73.Oゑ&05Z9895857=32.5アO.7



表4川11説明

 ニジマス,ヤマメ採卵を表.4一、11のように実施したd.≒ジマヌもヤ.マメも卵質を良くして;
 成熟度鑑別を充分に行えば,採卵ふ化成績を向上させう。る由思われる。だが一方ニジマス,ヤマ
 メの親魚は現状では肝障害に歩かされて,安定して種苗生産を行うには欠き。な障害になっている。
 表4山11の採卵試験区に拾いては書だ発病を低下させるまでにばいたらをかった。

 昭和46年霞1キマメ放楓発眼卵移権試験記録

     年月日放流河川名市=町約一種類尾数砥卵数)

     46.419安房川支流荒川屋久酎1一年魚200尾
     小杉谷上屋久町○集魚10.00口

     4与一.5.1.8南.一」ll薩摩町…D年無一1,00-0=L一一・

     46.6.1泊野川宮之城田丁○年魚3,000
     大藩川

     46.6.ア安房川支流荒川'屋久町1年魚270
     46.6.10青木川〔3号)大口而0年魚5,O口O

     46.6.12荒瀬川高山町0集魚3.00口

     支流猪之牟礼川高山町1年魚130

     46.6.18南川薩摩町○集魚1,000

     46.Z21本城川垂水面○年魚3,000

     46.ア21.串良川観音漢谷鹿屋一市0集魚2,000

     46.ア22高山川上流二股jll高山町0年魚3,000

     46.722雄川上流花瀬川田代町0年魚2,000

     46.Z22紳川大根占町○年魚3.OOO

     46.916串良川上流演習林谷○年魚200

     46.916串良川地寄渓谷鹿屋市0年魚2,000

     46.11.18十曾川大口而発眼卵〔20,000)

     46.11.20共立田川大口而発限卵(10,000)一

     46.11.22樋之谷川出水市0年魚1,221
     1年魚91

     46.11.29串良川地寄渓谷鹿屋.市発眼卵(20.OOO〕

     串良川支流抜』ll鹿屋市発眼卵〔10,000)
     46.11.30高山川上流二股」ll高山町発眼卵工1α000う
     4&12.4本城川垂水市○集魚2.000

     発眼卵(3qoo皿)

     46.12.6/7十曾川A支流大口。市発眼卵(10,000)
     46.12.11串良川上流演習林谷発眼卵〔1α000)

 45…帖.



 冬期ヤマメ発眼卵移植

十曾川

青木川3号

養魚場一内

発眼卵

生仔魚

(16,730)・

400

計 0年魚

1年魚

発眼卵

生仔魚

41,411尾

691尾

 ほ6,730粒

400尾

 1表一12の説明放流1移植試験河川の追跡河川調査を鹿大水産学部の研究老の協力を欲実嘉中。

 ・r6,φ一〇r




