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ははははじじじじめめめめにににに 
 1996年に史上最高を記録した我が国のサケ回帰
量はその後減少傾向が認められ，北太平洋全域の
サケ・マス資源量も同様の傾向を示している．ま
た日本系サケにおける小型化と高齢化に関する問
題も提起されている．このような資源変動の要因
解明にサケ・マス類の海洋生活期に関する調査研
究の重要性や，日本系サケの主要な摂餌海域であ
るベーリング海における成長と栄養状況調査の必
要性も指摘されている（浦和 2000）． 
 我が国から放流されたサケは，北太平洋におい
て広範な海洋生活を行い摂餌により栄養を摂取し
ながら成長している（小倉 1994）．サケ・マス類
の栄養状況は成長と密接に関連しており，また生
残とも関連している．サケ・マス類の海洋生活期
については種々の方面から検討されているが，生
化学的な手法を用いて成長や生残と栄養状況との
関連を系統的に解明した報告は少ない（乾 1985; 
Azuma et al. 1998）．特に生残に大きな影響を与え
ると推察されている越冬期のサケ・マス類の栄養
状況は，標本採集の困難さから検討されていない． 
 著者らは，海洋生活期のサケ・マス類の栄養状
況や摂餌特性の解明のために，脂質に関する検討
を行っている．ここでは，さけ・ます資源管理セ
ンターで現在行われているこれらの調査を紹介す
る． 
 
栄栄栄栄養養養養状状状状況況況況のののの推推推推定定定定 
 サケ・マス類の栄養状況は，成長ばかりではな
く，種々の生理状況にも影響を及ぼす（岡本・倉
田 1995）．海洋生活期のサケ・マス類の栄養状況
を推定する上で，どのような生化学的手法が応用
可能なのであろうか．Azuma et al. (1998) のトリ
グリセライドを指標として栄養状況の把握を試み
た報告は，脂質に関する検討が栄養状況の推定に
有効であることを示唆した． 
 1993年に調査船若竹丸により採集されたサケと
ベニザケの筋肉内総脂質含量を予備的に検討した．
限られた標本数であったが，魚種や採取場所によ
る総脂質含量の差は，脂質を指標としての栄養状
況把握の可能性を示唆した． 
 魚類では他の脊椎動物とは異なり炭水化物をエ
ネルギー源として利用することは不得意の様であ
る．このため，全ての生活期を通して脂質とタン
パク質がエネルギー源として利用される．脂質1 
gの熱量（エネルギー量）は約9キロカロリーとタ
ンパク質や炭水化物の約4キロカロリーと比べる
と大きく，エネルギー源としては生物を構成する

物質中最も有効な物質である (Helland et al. 1991; 
Hardy 1991; Watanabe 1982)． 
 通常サケ・マス類における摂餌状況は胃内容物
調査により推定されているが，長期の摂餌傾向や
摂取された餌の栄養価の推定は困難である．
Kirsch et al. (1998) のタラ，Ota et al. (1978) のサ
クラマス，大田ら (1979) のギンザケに関する報
告にあるように，摂取する餌の脂肪酸組成が魚体
内の脂質の脂肪酸組成に反映することが種々の報
告で明らかになっている． 
 これらのことは，栄養状況および長期の摂餌状
況の推定に脂質に関する検討が有効であることを
示唆していると考えられる． 
 
脂脂脂脂質質質質のののの定定定定義義義義とととと測測測測定定定定法法法法 
 脂質は様々の定義がされているが，基本的な脂
質の定義は「水に溶けず，有機溶媒に溶け，生体
内に存在するかもしくは由来するもの」と言った
定義が一般的である（山川ら 1975）．このような
定義には多くの物質を含むことになるため，前記
の定義に加えて「脂肪酸を含む物質」にのみ限定
する場合も見られる． 
 脂質含量の測定は，有機溶媒で脂質を抽出し，
有機溶媒を除去した後，抽出された脂質の重量を
天秤で計ることにより求めている． 
 従来から食品化学の分野では，ソックスレー法
による粗脂肪含量の測定が一般的である． 
 これに対して生化学分野では，ソックスレー法
による加温の脂質に与える影響を避けるため，ク
ロロホルム・メタノールを用いたFolch法 (Folch 
et al. 1957) およびその改変法が用いられている． 
 本調査では，将来への脂質に関する検討の発展
も考慮して，Folch法により総脂質含量の測定を
行った．カラフトマスは小型であるため，皮膚を
除去した半身の筋肉をホモジナイズ後，その10 g
を供試材料とした．しかし，サケでは保存スペー
スやホモジナイズ後の保存において水解等により
脂肪酸組成に変化が生じることを避けるため（高
間ら 1972），頭部直後の場所を定め供試材料とし
た（野村 1984）． 
 

脂脂脂脂質質質質のののの働働働働きききき 
 前記したように定義される脂質は，さらに中性
脂質と極性脂質に分けられる．脂質のエネルギー
源としての働きは中性脂質が担っている． 
 他の脂質の重要な働きは，細胞膜に存在し，細
胞内外の物質移動や細胞膜の構造維持に関する働
きを成すことである．この働きは極性脂質が担っ
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ている． 
 著者は脂質に関する検討を通して，海洋生活期
のサケ・マス類の栄養状況および摂餌状況を推定
しようと試みている． 
 

河河河河川川川川ででででのののの越越越越冬冬冬冬期期期期ににににおおおおけけけけるるるる脂脂脂脂質質質質含含含含量量量量 
 従来から，天然水域のサケ・マス類の脂質含量
は夏季に高い値を示し，冬季には低い値を示すで
あろうと考えられていたが，具体的に測定した例
は少ない． 
 越冬期におけるサケ・マス類はどのような栄養
状況に置かれているのであろう．夏季の高水温時
には多くの餌を摂取し，運動や種々の代謝により
消費されるエネルギーを除き，余分の部分は脂質
として蓄積される．冬季には摂餌活動が低下する
ため夏季に蓄積した脂肪を逆にエネルギー源とし
て消費し越冬の時期を過ごすものと推論されてい
た．しかし，越冬期における脂質含量に関する知
見は少ない． 
 著者らは，河川生活期のサクラマス幼魚の筋肉
内粗脂肪含量をソックスレー法により検討した．
その結果，筋肉内粗脂肪含量は春季の河川への放
流後，体重の増加とともに増加し夏季には8%に
も達するが以後減少し，冬季には2%まで減少す
ることが明らかになった（野村ら 1988）． 
 Seelbach (1987) はスチールヘッドの河川にお
ける冬期間の死亡原因の一つとして，「不十分な
脂質の蓄積とそれによる飢餓」を上げている．夏
季に十分な脂質の蓄積が行われなかった個体は，
冬季には飢餓状態に陥ることになる．夏季に充分
に脂質を蓄積したとしても，秋からの脂質の消費
により脂質含量が低下することが想定される．冬
季の低い粗脂肪含量はソックスレー法での測定で
あるため，中性脂質含量は測定されていないが，
従来の知見からして中性脂質が著しく減少してい
るものと推定された． 
 従来の知見からすると，越冬期のサクラマス幼
魚における2%の筋肉粗脂肪含量中，半分の1%あ
まりは極性脂質含量と考えられ，エネルギー源と
なる中性脂質は夏季の1/7程度の1%前後と推定さ
れた． 
 越冬期におけるサクラマスの生息場所について
は，真山 (1995)，鈴木ら (1999) が流れの緩やか
な暗い場所であるとしている．河川でのサクラマ
ス幼魚は氷点下に近い水温のなか，岸よりの水草
の中や流れの緩やかな場所でできる限り運動エネ
ルギーの消費を抑えながら，冬季の低い摂餌量を
補い生残を計っているのであろう．しかし，河川
において越冬に適した場所は少なく，流速の早い
場所では運動エネルギーを得るため脂質を消費し
尽くし，死亡に結びつく可能性が示唆された． 
 河川生活期のサクラマスに関する検討はソック

スレー法で行ったため，脂肪酸や脂質組成の検討
は行わなかった．今後，河川でのサケ・マス類の
越冬に関しては脂質の量的な面だけではなく，脂
肪酸組成の解析を含む質的な面での検討も不可欠
であろう． 
 
海海海海洋洋洋洋ででででのののの越越越越冬冬冬冬期期期期のののの筋筋筋筋肉肉肉肉内内内内総総総総脂脂脂脂質質質質含含含含量量量量 
 1996年及び1998年の開洋丸による冬季北太平洋
における調査時に採取されたサケとカラフトマス
標本について筋肉内総脂質含量を検討した．1996
年には1月に西部北太平洋およびアラスカ湾で採
集したカラフトマスを冬季の標本として供試した．
1998年には2月に西部北太平洋で採取されたサケ
とカラフトマスを供試した．対照のため1988年7
月にアラスカ湾で採集したサケとカラフトマスを
夏季の標本として供試した． 
 結果を図1に示したが，サケでは夏季のアラス
カ湾の個体が平均12.3%の筋肉内総脂質含量を示
したのに対して，冬季では1.1%と低い筋肉内総
脂質含量を示した．これらの総脂質を中性脂質と
極性脂質に分け含量を検討すると，極性脂質含量
は冬季で0.7%，夏季で0.9%と大きな差は見られ
なかった．中性脂質含量は冬季が0.3%であるの
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図1．1996年および1998年の冬季および夏季における

海洋生活期のサケ，カラフトマスの筋肉内総脂
質含量(縦棒)，中性脂質含量（■），極性脂質含
量（■）．赤色で示した極性脂質含量には冬季
と夏季における差は見られないが，青色で示し
た運動エネルギーとなる中性脂質含量は大きく
異なる． 
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図2．1998年夏季のアラスカ湾（○）と1998年冬季の

西部北太平洋（●）におけるサケの体重と筋肉
内総脂質含量の関係． 
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に対して夏季には11.4%であった．総脂質含量に
おける差は，運動エネルギーとして重要な中性脂
質の差であることが明らかになった． 
 カラフトマスの筋肉内総脂質含量についての検
討でも，サケと同様に中性脂質含量は夏季と冬季
では大きく異なっていたが，極性脂質含量には差
は認められなかった．1996年1月に西部北太平洋
で採集したカラフトマスが平均3.3%の総脂質含
量を示したのに対し，アラスカ湾で採集したカラ
フトマスでは，サケと同様に1.0%の低い筋肉内
総脂質含量を示した (Nomura et al. 1999; 2000)． 
 サケにおける体重と筋肉内総脂質含量の関係を
図2に，カラフトマスの結果を図3に示した．カラ
フトマスでは採集場所により同一のサイズでも筋
肉内総脂質含量に差が認められた． 
 越冬期のサケ・マス類は，4-8℃の低い水温域
に分布して代謝を抑制しているものと推察されて
いるが (Nagasawa 2000)，筋肉内総脂質含量の結
果から考えると深刻な生存状況下に置かれている
ものと推察される．冬季においても生息場所によ
る総脂質含量の差が示唆されたことは興味深い． 
Nagasawa (2000) は冬季の北太平洋の餌生物量は
場所により異なることを報告している．今後，餌
生物の量的な分布と筋肉内総脂質含量の関連を検
討する必要がある．広範な地域における脂質含量
のモニタリングは困難である．浦和 (2000) が指
摘しているように，日本系サケの分布や回遊経路
に関する知見を基に，焦点を絞った効率的なモニ
タリングの実施が必要である． 
 中性脂質の構成脂肪酸を検討してみるとカラフ
トマスではドコサヘキサエン酸 (22:6n3) が中性
脂質含量の減少に伴い大きく増加している (図4)． 
中性脂質におけるこのような高度不飽和脂肪酸の
増加は何を意味するのであろうか． 
 脂肪酸はその種類により利用の程度が異なるこ
とが示されている．22:6n3の絶食時の変動につい
てはニジマスで Jezierska et al. (1982) が他の脂肪
酸と異なる挙動をすることを報告している．また
魚体内での利用については Kiessling and Kiessling 
(1993) が報告しているように22:6n3などの高度不
飽和脂肪酸は魚類にとってエネルギー源として利
用されにくい脂肪酸であるとされている．一般に
不飽和度と炭素数の多い脂肪酸は，炭素数が少な
い飽和脂肪酸より利用されにくいことが示されて
いる． 
 中性脂質における22:6n3の構成比の増加は，中
性脂質の消費が進行し，利用されにくい脂質のみ
残る状況になっていることを示唆しているものと
推察される．冬季におけるサケ・マス類は，脂質
に関しては量的にも質的にも厳しい栄養状況下に
置かれているものと推察される． 
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図3．1998年夏季（○）と冬季（●1996年アラスカ湾，

●1996年西部北太平洋，●1998年西部北太平洋）
におけるカラフトマスの体重と筋肉内総脂質含量
の関係． 
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図4．冬季（●1996年アラスカ湾，●1996年西部北太平

洋，●1998年西部北太平洋）および夏季（○1998
年アラスカ湾）におけるカラフトマスの総脂質含
量と中性脂質中の22:6n3脂肪酸構成比の関係．総
脂質含量が1%より低い個体での構成比が著しく
増加している． 
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図5．1999年5月の東部北太平洋におけるサケ・マス標

本採集地点． 
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春春春春季季季季ににににおおおおけけけけるるるる脂脂脂脂質質質質含含含含量量量量 
 我が国のさけ・ます調査船の運航は主として6-
7月に行われるため，越冬明けの春季における標
本の入手が難しい．1999年5月にアメリカ合衆国
大気海洋局 (NOAA) 国立海洋水産研究所が実施
したアラスカ湾における調査時に採取した標本に
ついて春季の筋肉内総脂質含量を検討した 
(Nomura et al. 1999)． 
 図5に示した4地点でサケ111尾，カラフトマス
51尾を採集し供試した．サケでは A, B 地点で採
集された個体がそれぞれ4.4%および4.1%の筋肉
内総脂質含量を示したが，C, D 地点で採集され
た未成熟魚では1.9%および1.3%の低い値を示し
た．体重と筋肉内総脂質含量の相関では体重
1,000 g以下の個体はすべて5%以下の低い筋肉内
脂質含量を示したが，体重1,000 g以上の個体では
一部に筋肉内総脂質含量が高い個体も出現した 
(図6)．A点では体重1,000 g以上でも筋肉内総脂質
含量の低い個体も出現している．海洋生活期間別
に区分して総脂質含量の平均値を求めると，1年
および2年では越冬期と同様に低い脂質含量を示
した (図7)． 
 変動する脂質含量は，前記した越冬期と同様に
中性脂質含量であり，極性脂質含量には変動がみ
られなかった．中性脂質の脂肪酸組成の検討では，
未成熟魚の低い脂質含量を示した個体でも22:6n3
の組成比は14%程度であった．越冬期の様に著し
く高い22:6n3の比率を示す個体は認められなかっ
た． 
 アラスカ湾において1998年7月および1999年7月
に採取されたサケの筋肉内総脂質含量は平均
12.3%および6.1%であり，5月以後活発に摂餌を
行い脂質の蓄積を行うものと推察される 
(Nomura et al. 1999)． 
 カラフトマスの筋肉内総脂質含量についてはア
ラスカ湾，日本海および西部北太平洋での採集標
本を用いた (図8)．1998年および1999年の2年に
渡って検討した日本海で採集された個体は，他の
調査地点からの個体より高い総脂質含量を示した．
カラフトマスでは変動の幅が大きく，日本海以外
の地点では低い総脂質含量を示す個体も存在した． 
 春季の5月にも大型の個体では越冬期に認めら
れた極限とも思える低い総脂質含量は増加に転じ
ているが，小型の個体では依然として低い総脂質
含量と22:6n3の高い組成比は継続している． 
 
今今今今後後後後のののの課課課課題題題題 
 冬季と春季における海洋生活期サケ・マス類の
脂質について検討した結果，冬季には極限の飢餓
状況にある個体も存在することが示唆された．春
季には大型の個体では総脂質含量の増加が認めら
れるが，小型の個体では依然として冬季と同様の
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図6．春季における東部北太平洋のサケの体重と脂質
含量の関係．○は図5のA点，●はB点，●はC
点，●はD点で採集された個体． 
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図7．春季に東部北太平洋で採取されたサケの海洋生

活期間別の筋肉内総脂質含量．縦棒は平均値，
縦線は標準偏差を示す．1年および2年は低い筋
肉内総脂質含量を示した． 
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図8．春季におけるカラフトマスの体重と総脂質含量

の関係．●は1999年に図5のA点，●は1999年に
図5のC点，●は1998年日本海，○は1999年日本
海，●は1998年西部北太平洋で採集された個
体． 
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飢餓状況が継続していると推察された． 
 この調査はそのスタートラインについたばかり
であるが，採集場所，採集時期，年齢による総脂
質含量の差や脂肪酸組成の変化など興味ある知見
が断片的ではあるが集積されている．栄養状況や
生残率推定のためにはさらに長期に総脂質含量お
よび脂肪酸組成をモニタリングする必要がある．
脂質含量や脂肪酸組成の測定は自動化が難しく，
分析能力には限りがある．北太平洋におけるサ
ケ・マス類の分布に関する知見を充分に活用し，
調査地点を限定して効率的なモニタリングを長期
に継続することが重要である． 
 継続的な標本採集の困難性は依然として同様で
あり，特に冬季における標本の入手は容易ではな
い．大型調査船による冬季の北太平洋調査の実現
を待つしかない．次善の策としては，秋季および
春季における調査により得られる標本に関する調
査を充実することも重要と考える．今年秋に再開
されるオホーツク海域での調査からも，越冬期に
入る前のサケ・マス類の栄養状況推定に重要な知
見を得ることができることを期待している． 
 海洋生活期のサケ・マス類の栄養状況を脂質に
より検討するには，飢餓や摂餌による脂質の魚体
内での動態解明や栄養状況の指標となる物質の検
索なども併せて検討すべき事項と考える． 
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