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京都木学理学部附属瀬戸臨海実験所

水族館月　報
N0．148 1964年12月

12月の入場者数．

大　　人

25．537

小　　人

548

団　　　　　　体

大　　人

6．889

小　　人
有料合計　特別観覧・

0　32，974 141

前年度比

入場者数

1963
30．77C

1964
32．974

増　　　減

十　　2．204

水族館記事

◎　　8日　H水槽のハマチ。カソパチにBθnθaθnia　seriolaeの大最寄生を発見。

　　この吸虫は昨年6月以来発生し衣かったが，今月はじめに，同槽を全換水一したさ

　　いに感染したらしい。

　　直ちにネグポソ。硫酸銅浴を実施した。

◎　　9日　冬期の温水循環にぞ在えて，地下貯水槽R－M・Wを大清掃した。昨年

　　末ヒートポンプの循環系統を改良して，金属部分が海水中に露出することを極力

　　危くしたので，錆状の沈殿物はほとんど認められ左かつ允が，主として硅藻類の

　　死骸よりなる褐色の泥状物が，か在り多く沈積していた。在拾，今冬よわ，A～

　　D，H各水槽は定常的に温水循環する予定なので，急病発生のきい薬剤使用量を

　　正確に節・るため1両貯水槽の水量を実測したところ，常用水位でR－Mは29．6

　　トン．R－Wは35．2トンであった。最大容量50トンの個より著しく一少ないが

　　，これは自動制禦機器取付の都合などで，水位を下げているためである。

◎　　同日　大阪の熱帯魚商よb，タテジマキソチヤクダイ（23腕）1個体が入棺

　　（アカウミガメと交換………前月記事）。C水槽へ収容した。

　　本種は雑食性なので・魚貝肉のほかに浅草海苔を水にもどレて考えているが・月

　　末までの間，少量の海苔だけしか食べてい庄い。
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◎　　10日　R－M．W貯水槽へ新海水を満し，急病の予防として，ネグボソ。硫

　　酸銅を規定量潜入した。

◎　　11日．ヒートポンプによりR－M由wの海水を加温。D．H両水槽の温水循

　　襲を開始した。

　　当初の温水循環計謹にはH水槽が入ってい衣かったので，現行の循環経路と，水

　　温上昇の様子を資料2に示しておく。

◎　　12日　田名瀬教務貫は須磨水族館での矛11回近畿地区水族鐘飼育研修会に

　　出席。「エビ漕網による田辺湾産底生動物の採集とその飼育」について発表（予

　　報）した。

◎　　13日　東大理学部三崎臨海実験所富山一郎所長ほか9名来所。水族舘を見学。

　　採集・飼育に関する意見を交換した。

◎　　16．17日　荒賀助手は大分生態水族館（10月30日開館）を見学。同館

　　の飼育動物。諸設備を調査しれ

◎　　20日　南浜防波堤周辺で夜間磯採集を行ない，数年ぶりにクロウニを採集し

　　た。

◎　　22日　H水槽のハマチ。カソパチに寄生した吸。虫ぱ，低温のため，8日に溶

　　久した薬液の効果が十分で広く，再び蔓延してさたので，ヒートポンプをフル違

　　転じて水温を23．cに上げたのち，単独循環にきりかえ薬剤を再投入した。高

　　温での投薬の効果は著しく，25日までに虫体は十べて白化し脱落した。

　　た如，この殴虫はシマフグにも大量に寄生していたことが，薬剤により虫体が白

　　化してからわかっ走。

◎　　同日　北浜船揚場附近に，多数のクラゲ類（ヨウラククラゲ，ウリクラゲ，オ

　　キクラゲ，カブトクラゲ，ツノクラグ等）が漂着した。

　　その一部を採集し，胞1水槽に展示し走が，オキクラゲが6日間，その他ぱ1～

　　2日しか生かせ衣かった。な拾，オキクラゲには，ハナとラウオとカイワリの幼

　　魚が共生していた。

◎　　23日　須磨水族館より，コバンザメと交換で，タカアシガニの幼カニ（甲申

　　9．5～10．4腕，体重375～650タ，愛知県蒲郡産，大阪より空輸）3個体
　　が入棺。G・水槽では，先住の成カニに拾そわれることを考慮して，ひとまず水面

　　に浮かした生費（100x50x20o藺）に収容した。
　　その後試みに1個体を生費から出してみたが，成カニはわずかに関心を示したた

　　けで，危害を加えるような様子は認められ衣かったので，3個体とも同居させ允。

　　月末現在，解付きも良く元気である。

◎　　26～31日　㎞24水槽の魚名ラペルは，これ重でステンレス枠で保持して

　　掲示していたが，海水の飛沫のため，枠の腐蝕とラベルの汚損がひどく浸ったの

　　で，全部書き替え，透明塩ビ板のケースに入れて掲示することにした。
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　　この機会に，ラベルの寸法も，化槽で使用中のものと同寸の40x15伽にあら

　　ためた（従来は25x20㈱）。

　　　重走，オ1水槽室㎞2～21，26～28水槽のラベルも，これまでは解説だ

　　けで図がなかったため，一般客には不便であったから，すべて新館卓上水槽と同

　　形式の図入りラベルにあらため，掲示方法も，従来の差込み式では盗難の拾それ

　　があるので，透明塩ビゲースに蜘さめるよう改良した。

　　　これで，全館のラベルの形式が一応統一されたので，その一覧表を資料3に示

　　す。

◎　　28日　今月はじめより，地下貯水槽電動弁ωと池1ヒートポンプの操作回路

　　（2〕に異常があり，本日，斉藤南唐と水谷電気の係員。が点検。11〕ぱサーモスタット

　　経路の変圧器（200v→100v）の焼損，②はマイクロスイッチリレーの故

　　隣が原因で，それぞれ部品をとり替えて復旧した。な拾，冬期の温水循環運転に

　　支障の在いよう，動力操作盤，各サーモスタット，ヒートポンプを全搬的に点検，

　　整備した。

◎　　12月の動物入手概況

　　1．採　集　作業

日　時 採集場所 方　法 人員 主な目的動物

19日夜 南浜防波堤附近 夜間磯採集 1 潮間帯の動物．

20日〃 〃 〃 2 〃

21日朝 北浜沖暗礁 ウツボ籠採集 2 ウ　ツ　　ボ

〃　夜 塔身口磯 夜間磯採集 1 潮間帯の動物

22目午後 東島東水道 素もぐり 1 ガ　ソ　ガ　ゼ

31日午後 北浜一帯 玉　　　網 2 クラ　ゲ類

　季節風でしけ続きのため，今月は1度もS㎝BA潜水採集を実施し在かった。採

集動物の大半は夜間磯採集によるものである。重た，地元の漁師にならって，ウ

ツボ籠漁を試みたところ，か在りの漁獲があった。この漁法は当地方では，通常

冬に行危われているが，水族鐘の採集方法としては，むしろ夏季に試みるぺさで

あろう。

　主な採集動物名（☆印は1962年4月1日以降はじめての入棺）。

無脊権動物：☆ヨウラククラゲ，☆オキクラゲ，☆カブトクラグ，キクメイシモ

　　トキ，サラサエビ，オオアカバラ，トゲコマチガニ，スベスベマソジュウガ

　　ニ，ハナビラタ’カラ，☆クロウニ，タワッゥニ，ガンガゼ，マナマコ。

魚　　類：ウツボ，ヒパツコウジ，アガマツヵサ，ムギイワヅ，カイワリ，

　　☆ハナビラウオ，カエルウオ，クロゾメワケペラ，イソカサゴ，サツマカサ

　　ゴ，キリニ／ミノ。
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2．購　　入

　　江川エビ漕ぎ網は今月で漁期が終り，雑賀崎一本釣漁師からの入棺も少なくなつ

　た・かわって・堺溝の延縄漁師よりサメ・千イ。ウツボ類が入りだしねエビ網か

　らの魚は先月にひきつづき購入。

　　主な購入動物名

　無脊権動物：ウチワエビ，フトミゾェビ，トゲツヤコ，☆モソハナシャコ，アカポ

　　　ヅヤト．カリ，☆オニツノガニ，イヅガニ，ベニホシマンジュウガニ，　トゲウミ

　　　フクロウ，ユウレイイカ，ステヤツデヒトデ。

　魚　　類1ナヌカザメ，ンロザメ，ツバクロェイ，ユリウツボ，オギノシマウヅ

　　　ボ，エビスダイ，ヤセエビス，クロイツモチ，☆カワ字ツヤ，☆ヅチホゼ1’，

　　　ミギマキ，コンゴウフグ，コクチフサカサゴ，ヒメオコゼ，ダルマオコゼ，ホ

　　　ウボウ・☆ホツゼミホウボウ。

◎　飼　育　概　況

　　下一2～7，A．B．oの各水槽は，今月からヒーターで保温開始。白点病は，

　A、理、K、の3槽に発生したが早期治療により駆除できた。しかし，岨24，R

　－1，5などの開放式脩親水槽てば，依然被害を免がれ危かった。また，T－5水

　槽のチョウチョウウオ類にウーデイニウムが発生し，’これば硫酸銅溶で処鴛したが，

　そのあとにビブリオ症らしい病気が現れ，先月採集し走ササナミヤツコが全減した。’

　　淡水槽では，T　F・3のメクラウオと丁亙‘6のソート“テールに白点病が発生。

　餉者は塩酸キニーネで治癒したが，後者は手加くれの定め大半が死亡した。

　　12月31日現在、飼育中の動物は，総計507種　3815個体以上で。その
　内訳は次の通り。このうち，観覧水槽に飼育、展示中の動物は，492種　3620

　個体以上。

カイメン類三種．

ヒドロ虫類三．ク．

’、チクラク…願　二．ク　　一”

ウミトサカ類7．‘　芝1．．．午

ヤギ類7．κη．、‘．

ウミエラ類ユ．〈　1”
イソギソ
　チャク類9．ク1．1．ユ．．《．

イッサニ／ゴ類！う．7　η．．！

ツノサンゴ類．、4．　」2、，イ．．

ハナ��N類！．グξ、，《．

ホウキムシ類二．〈　’”

ゴカイ類、．4穆1則難．
カブトガニ類　　．工．クー．．．2．．‘．．

フ鮒諦．．4グア量．、グ

エビ類．抽．ク2！．る．．ク

ツヤコ類．．μ．頂．．グ

ヤドカリ類慢ク7P．．グ，

カニ類糾ク29P」、《．
アメフラシ嘆貢　　．z！．　．．．曼、．ク、

二枚貝類15．ク弱蔓．．グー

巻貝類舶ク歌4．．《．
ヒザラガイ類　．コ．！．．．7．、！．

イ　カ類．．三種

タコ類　　、章4．．．7．

ウミソダ類

ヒトデ類　　仰1．．、．ク．

クモヒトデ類　　　　　．員．．．グ

ウ二類18〃124〃
ナマコ類　7〃
ホ　ヤ　類

軟骨魚類、．、〃

硬骨焦類257．グユ全1．邑．．グ．．

カメ類．．、乏‘．．．．引．．．‘．．

＿38＿



資 料

　12月の気象（午前9時観測）

才1水槽室（水温。比重は陀24水槽）

上　　　旬 申　　　旬 下　　　旬

晴天日数122 9 8 5

12．3～159 11．8～147 11．5～16．3
室儘（。C） 13．9 13．4 14，4

17．10～19．82 15，90～1ア．62　　　　　　　一 16．80～19，24．
水温（　。C） 18－42 17，23 1ア．90

25．62～2820 25．62～26．60　　　　　　一 25．17～26，10
腫（1ぎC）

25．98 25．83 25．50

才3水槽室（水温）

亙水檜（切

ト
T・一8水繕（。c）

14．5～18，3
16．1

1アニ5～19．0

183

15－6～22．9
19，0

1518～18．1
1710

↑90～23」〕

21．O

15，5～18．7

1人7

海水取入口

「
　水温（　。G）

比重（15．C）

／7．72～19．20
18口60

24．67～26．03
25．61

16．80～18．60
17．41

25．62～25二90
25．76

17．00～1950
18．33

25，50～2587
25．72

＿39＿．



2．才3水槽室温水循環系統について

A 亘

N 一
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ヒートポンプユニット
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’

　　一Rソア
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一＼

p3ノ
く

R ’ C R ｝
理

一

も

M

．く

さ7

ネ

四　　丁

⑭

R　　｝　　W

図1：温水術壕経路模様式図

　地下貯水槽R・Mの海水は・循環ポンプP．3により．コンデンサーへ送られ・卿濫き

れてR－Wへもどる（保温運転中R－MとR－Wどは4インチの水位均等管で連絡され

ている）。R一巫の海水ば・別に，P－5によO1飼育水槽A・B邊C．D拾よび亘、へ

給水される。Aのオーバフロー海水はR－Wへ，B．G．DのそれはR－Mへ直接もど

り，亙のオーバーフロ’海水は専用濾過槽F　Tを通ったのち，P’7によわR一班へも

どされる。

A～D水槽は重た，P・6によりR－Wの海水を給水することもでさる。温水運転の結

果五一。の海水温が11．c以下に立った場合は，サーモスタットの指令により電動弁

が開いて，高架タンクよわ自然海水を導入し，遇冷をふせぐ。

　在封・上図には協。F．G水槽を省いてあるが，瓦・百両槽も必要に応じ温水循一環が
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可能である（現在は保温牽必要としない深層魚類を飼育中。G水槽はタカアッガニ槽。

）。また，P’2・P』4は冷水循襲用のポンプである。

　表1：温水循環開始時の水温上昇。

日　　　時 11日11時 同18時 12日11時 13日9時 15日9時

R　口　M 16．0 1．7．0 18，8 19．8 21，2

R　‘　W 16．0 1ア5 20．1 22．0 23，0

水　　温　㍉

D 14．8 16．7 18．5 19．5 20．8

亙 15．7 16．7 18．O 1λ0 20．1

自然海水一 18．O 一 16，8’ 17．4 17．O

気　　　温。◎ 14．5 一 13．2 11．畠 14．7

3、説明ラベルの形式

　　ラペルはすべて，厚さ2記πの乳白色半透明硬質塩化ビニール製で，文字は青色マ

　ジックインク書窓である。現有教合計599枚。

　表2＝説明ラベルー覧表

寸法（伽）
形式 縦 横 記載事項 主な掲示水槽 1見有数 備考

a型 15 40 分類地方名習性　，　　　　　　　，

G・o　H画工 57

b〃 10 3Q
和名

w名

ｪ布

分類芦性
N皿1～22，　26～28T　F1～8，　T－1～8

73

c　〃・ 15 20 去勝名習断蝿 ぬ23，29～35
@A～亙，こr，K

215 Aの半裁

a〃 10 1－0 Nユ1～22，26～28
@T－1～8

144
　1Bの‘

@3
θ　〃 15 0⑭0） 前名のみ 附24専用 19 A叉は。

ﾆ同寸

f〃 3 10（15） 和名。学名 N皿23の臓』、バットニ専用 91 図文し

一41｝
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