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飼育密度と溶存酸素濃度および注水量が
サケ稚魚の生理状態，特に海水適応能に与える影響
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はじめに
多くのサケ科魚類は，海洋生活への移行に先だって海水適応能を高める．
海水適応能を獲得した魚は，直接海水へ投入されても血中のイオン濃度を短
時間で淡水中の値に近づけ，恒常性を維持することができるので死ぬことは
ない．サケ (Oncorhynchus keta) の場合，浮上した時点で既に高い海水適応能
を獲得しており（中野ら1985；伴ら1995）
，その能力は淡水飼育を継続した場
合でも維持されることが分かっている (Hasegawa et al. 1987)．
このような生態的特徴を示すサケの日本における沿岸来遊数は，1970年代
以降急増し，近年では4千万尾を超える回帰が得られるようになった．本邦系
サケ資源が増大した要因の一つとして，放流種苗を給餌飼育して大型化させ
たことがあげられる (Kaeriyama and Urawa 1992)．しかし，飼育用水量と飼育
施設が限られたなかでの集約的な給餌飼育は，
時として環境の悪化をまねき，
魚 の 正 常 な 生 理 機 能 を 阻 害 す る 恐 れ が あ る の で (Patino et al. 1986;
Papoutsoglou et al. 1987)，その影響を把握しておくことは健苗を育成するうえ
で重要である．これまでに，飼育環境要因が種苗に与える影響は，給餌量と
成長，
あるいは給餌量と海水適応能の関係について調べられている
（橋本1966；
伴ら1995）
．今回は，飼育密度と溶存酸素濃度および注水量の違いが，サケ稚
魚の生理状態，特に海水適応能に与える影響を調べた．
材料と方法
実験魚と飼育環境 1994年4月29日に平均尾叉長が53.1 mm の千歳川産サケ稚
魚を6群（A-F 群）に分け，飼育密度と注水量を変えた実験水槽で5月8日まで
飼育した．実験水槽は縦43.5 cm，横24.0 cm，水深10.0 cm，容積10 l に設定し，
飼育用水として水温が10.2℃，溶存酸素濃度 (DO) が10.9 mg/l の地下水を用
いた．飼育密度は5 kg/m3，15 kg/m3，45 kg/m3，注水量は0.4 l/min，5.0 l/min
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に設定した．それらの組み合わせと，各水槽の排水部 DO を表1にまとめた．
餌として，配合餌料を1日体重当たり2.5%の割合で与えた．また，DO の計測
には DO メーター（Model 58，イエロースプリング社）を使用した．
採集方法

実験開始時の4月29日と終了時の5月8日に，各実験群から無作為に

抽出した20個体を麻酔した後，尾叉長 (mm) の測定と尾柄部からの採血を行
った．採血した血液のうち10個体分は，直ちに平均赤血球ヘモグロビン量
(MCH) の分析に供した．残り10個体分の血液は，12,000回転で5分間遠心分
離して血清を得た後，血中ナトリウム濃度分析までの間，-40℃で凍結保存し
た．また，同じ個体から鰓を切り出して保存液 (250 mM Sucrose, 6 mM
EDTA-2Na, 20 mM imidazole) に浸け，Na+,K+-ATPase 活性分析までの間，-40℃
で凍結保存した．実験期間中の各水槽における死亡個体数を累積し，死亡率
(%) = 総死亡個体数／実験開始時の個体数×100，を算出した．
海水移行試験

実験開始時と終了時に，各実験群から無作為に抽出した30個

体を，塩分濃度33の海水に投入した．海水移行24時間後まで生き残った個体
を用いて，生残率 (%) = 生残個体数×100／30を算出するとともに，血清を
前述の方法で得た後，血中ナトリウム濃度分析までの間，-40℃で凍結保存し
た．
+

+

MCH，血中ナトリウム濃度および鰓の Na ,K -ATPase 活性の分析

MCH

(10-9 mg) は，採血した血液の赤血球数 (RBC; 103/mm3) を Coulter Counter
(Model ZF, Coulter Electronics Co.) で測定し，
ヘモグロビン濃度 (Hb; g/100 ml)
をシアンメトヘモグロビン法（ヘモグロビン-テストワコー，和光純薬）で分
析した後，MCH=Hb×107/RBC として算出した．
血中ナトリウム濃度 (mEq/l)
は，血清を溶解し，蒸留水で1,000倍に希釈した後，原子吸光光度計 (Shimadzu,
AA-640-13) で分析した．鰓の Na+,K+-ATPase 活性 (µmols Pi/mg pro./h) は，
Ban and Yamauchi (1991) の方法で分析した．
統計処理

実験群間における分析値の有意差は，t-検定を用いて検討した．

結果と考察
飼育環境が魚の成長に与える影響

排水部の DO は C 群が最も低い5.8 mg/l

を示したが，それ以外の群では7.4-10.2 mg/l の範囲だった（表1）
．実験期間
中の成長は C 群が最も悪く，その平均尾叉長は，成長の良かった A 群および
D 群に比べて有意に (p<0.05) 小さかった．MCH は C 群が他の群に比べて有
意 (p<0.01) に上昇した．実験期間中の死亡率は C 群が最も高く，12%に達し
た．
健全なサケ稚魚を育成するための適正な飼育環境として，排水部の DO は
-2-

さけ・ます資源管理センター技術情報, No. 167, 2000

6.0 mg/l 以上，飼育密度は20 kg/m3以下が望ましいとされている（野川・八木
沢1994）
．これらの基準を何れも下回る環境で飼育された C 群は，他の群に
比べて成長が悪く，死亡率も高かった．今回の実験では，給餌率を統一した
にもかかわらず高密度で飼育された C 群の成長が悪かったことから，サケ稚
魚の成長は単に餌の量だけでなく，1個体が利用可能な生息空間の影響も受け
ると考えられる．また，一般的に高密度飼育された魚はストレスを受け，餌
量効率の低下や摂餌行動障害を起こすので（野村1980; Piper et al. 1982）
，C
群においても同様の現象が生じていたことが予想される．さらに，C 群では
MCH が上昇していたことから，赤血球1個当たりのヘモグロビン量を増して
酸素供給能力を高めることで，低酸素環境に対処したものと思われる．この
現象が，C 群と同じ密度で飼育された F 群には認められなかったことから，
MCH の上昇は飼育用水の溶存酸素不足が魚に与える一つの生理的な影響と
いえる．酸素供給能力の低下は，種々の生理機能障害を派生させる危険性も
指摘されていることから（川津1980）
，高い飼育密度と溶存酸素不足はサケ稚
魚に生理的，生態的影響を与え，結果として成長の低下や死亡率の増大をま
ねく可能性が示唆された．
飼育環境が海水適応能に与える影響

鰓の Na+,K+-ATPase 活性は，実験開始

時 (I.C.) の値と，D 群，E 群および F 群の値が12.2-13.4µmols Pi/mg pro./h の
範囲になり，有意差は認められなかった（図1; a）
．しかし，A 群，B 群およ
び C 群の値は各々9.8, 8.2, 4.5 µmols Pi/mg pro./h まで低下し，I.C.の値との間
に有意差 (p<0.05) が認められた．海水移行24時間後の生残率は，I.C.と D 群
および E 群が100%だったのに対して，F 群と A 群が各々80%と20%，B 群と
C 群は0%となった（図1; b）
．海水移行24時間後の血中ナトリウム濃度は，I.C.
と D 群および E 群の値が160.3-168.3 mEq/l の範囲内に収まった（図1; c）
．し
かし，A 群と F 群は有意 (p<0.05) な上昇を示し，各々178.5 mEq/l，181.8 mEq/l
に達した．B 群と C 群は全個体が死亡したため値を得られなかった．
このように，注水量が少なかった A 群，B 群および C 群の海水適応能は，
明らかに D 群，E 群および F 群に比べて劣っていた．その傾向は，排水部の
DO が低い群ほど顕著であった．これは，海水中で浸透圧調節の働きをする
鰓の Na+,K+-ATPase 活性の低下と，それにともなう血中ナトリウム濃度の増
加に起因すると考えられる．環境水中の低酸素は，鰓を含めた様々な器官の
代謝活性に影響を与えることから (Davis 1975)，サケ稚魚で観察された海水
適応能の低下も溶存酸素不足が一因となった可能性がある．また，ニジマス
では，高密度で飼育された群の鰓の Na+,K+-ATPase 活性が，低密度群に比べ
て有意に低下する (Klontz et al. 1985)．今回の実験でも，C 群における
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表1. 飼育密度 (kg/m3) と注水量 (l/min) を変えて飼育した A-F 群における，尾
叉長 (mm)，平均赤血球ヘモグロビン量 (MCH; 10-9 mg) および死亡率 (%) と，
水槽の排水部溶存酸素濃度 (DO; mg/l)．*: 平均値±標準誤差，a, b, c, d: 同じ
文字を付した群間には有意差がないこと，異なる文字を付した群間には有意
差 (p<0.05) が認められたことを示す．
実験群

飼育密度 注水量

DO

尾叉長
b

A群

5.0

0.4

9.3

B群

15.0

0.4

7.4

C群

45.0

0.4

5.8

D群

5.0

5.0

10.2

E群

15.0

5.0

10.2

56.9±1.0

F群

45.0

5.0

9.7

56.7±1.1

a

58.4±0.5

b

d

0.7

54.0±2.9

12.0

38.9±0.9

0.0

38.1±1.3

0.7

38.4±2.1

2.2

100

生残率

Na+,K+-ATPase 活性

d

0.0

36.9±1.2

50

0
I.C. A

血中ナトリウム濃度

d

39.8±1.2

25

0

190

c

死亡率
*

75

*
*

5

d

57.5±0.8

b
*

d

56.6±0.6
a
54.4±0.8

15

10

c

MCH
*

B C D E
実 験群

*

I.C. A

F

B C D E
実 験群

F

*

180
170
160
150
I.C. A B C D E
実 験群

F

図1. 飼育密度と注水量を変えて飼育したA-F 群における，
鰓の Na+,K+-ATPase 活
性 (µmols Pi/mg pro./h; a) と，海水移行24時間後の生残率 (%; b) および血中
ナトリウム濃度 (mEq/l; c)．I.C.: 実験開始時の対照群，*: I.C.と比較した際の
有意差 (p<0.05)．
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Na+,K+-ATPase 活性の低下が最も顕著だったことから，注水量が少ない環境
に低酸素条件と高密度条件が重なると，相乗効果としてその影響が増幅され
ると考えられる．
一方，F 群は鰓の Na+,K+-ATPase 活性が低下しなかったにもかかわらず，
D 群や E 群に比べて海水移行後の血中ナトリウム濃度が高く，生残率も低か
った．このことは，F 群が高いナトリウム排泄機能を維持していたものの，
鰓における何らかの物理的障害等により，実際には体内に流入するナトリウ
ムを排泄できなかったことを示している．D 群，E 群および F 群の注水量は
一定であり，排水部 DO もほぼ同一だったことから，F 群にのみ認められた
海水適応能の低下は，
高い飼育密度が原因と思われる．Klontz et al. (1985) は，
高密度飼育されたニジマスの鰓で，上皮細胞が肥高したり分離する現象を報
告している．F 群の鰓でも同様の現象が起こり，それがナトリウムの排泄を
阻害したのかもしれない．今後，高密度飼育にともなう海水適応能の変化を，
鰓の機能面だけでなく，構造や形態的側面からも調べておく必要がある．
飼育密度と DO がサケ稚魚の海水適応能に与える影響は，これまでにも調
べられた例がある（北海道さけ・ますふ化場，1989; 1990; 1991）
．それによ
ると，海水移行後の生残率から判断された海水適応能は，多くの場合，飼育
密度や DO の影響を受けていない．これらの実験と今回の実験では，設定さ
れた飼育環境条件に大きな違いはないものの，
実験水槽が大型で水深が深く，
それにともなう注水量が多い点等で異なっている．両実験にみられた海水適
応能の差は，魚が移動可能な空間の広さや，鰓組織への飼育用水の灌流量の
違い等によるものかもしれない．このように，飼育密度や DO が同じ条件で
も，海水適応能に与える影響は必ずしも一様でない．飼育環境要因とサケ稚
魚の海水適応能の関係をより明確にするためには，飼育中の魚の生物情報だ
けでなく，なるべく多くの物理的，化学的情報も集積しておく必要があるだ
ろう．
まとめ
飼育密度，DO および注水量の違いが，サケ稚魚の生理状態，なかでも海
水適応能に与える影響について調べた．魚の成長は高密度飼育により抑制さ
れる傾向があり，その影響は DO が低い環境下で増すことが分かった．一方，
海水適応能は注水量の少ない環境で低下する傾向があり，その影響は成長の
場合と同様，DO が低い環境で増幅されることが分かった．また，これらの
環境に高密度条件が重なると，鰓のナトリウム排泄能力等，海水適応能の機
能面に致命的な障害が現われることが明らかとなった．何れの場合において
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も，低い DO は魚の生理機能に障害を与えている可能性が予想された．今回
の実験結果は，健康なサケの放流用種苗を育成するために，飼育密度や DO
等の飼育環境を適切に設定することはもちろん，注水量を充分に確保するこ
とも重要であることを示している．
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