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野外調査報告 

山梨県西湖におけるデータロガー回収大作戦︕︕  
下野 晃生（近畿大学大学院農学研究科水産学専攻博士前期課程 2年） 

研究について 
私が研究対象魚としている「クニマス」という魚に

ついて紹介させていただきます。クニマスはサケ目サ
ケ科に属する淡水魚で秋田県田沢湖の固有種です。田
沢湖では 1940 年に農業振興と発電所の建設のため強
酸性を有する玉川から導水した結果，水質の酸性化が
進みクニマスは絶滅してしまったと考えられていまし
た。しかし，絶滅以前に西湖に移植されていた個体が
2010年に発見され，テレビなどのメディアで取り上げ
られました。本種は木乃尻鱒（キノシリマス）や槎魚
（ウキキノウオ）と呼ばれたり，現地では発見以前か
らクロマスと呼ばれたりしていました。 

写真 1．水槽内を泳ぐクニマス． 
データロガー回収大作戦︕ 

今まで西湖には，クニマスの近縁種であるヒメマス
にデータロガーを装着し放流してきました。残念なが
らクニマスについては，データロガーを装着できてい
ない状態です。よって今回は，データロガーを装着し
たヒメマス 15個体がターゲットです。西湖のヒメマス
の遊漁期間は春と秋の 2 回あります。私たちは 2018
年 10月 16日から 18日までの 3日間で回収大作戦を
実施しました。期待を胸に 6 人（院生 3 人，学部生 3
人）のメンバーと共に，昼ご飯であるハンバーガーと
ポテトを片手に西湖へ向かいました。西湖に到着し車
から降りた瞬間，まず初めに全員が感じたのが「さむ
っ．．．」という感覚でした。10 月中旬とは言え，標高
900 mの地はやはり寒かったです。そんなこともあろ
うかとウルトラライトダウンを持参していて本当に良
かったです。そして周辺の釣り宿の皆様に挨拶も兼ね
情報収集を済ませた後，次の日のために体力を付ける
べく回転寿司を食べに行き，ミーティングを済ませ，
作戦 1日目に向け，早めの就寝につきました。しかし，
寝ようと思い目を閉じるのですが，釣宿から「最近あ
まり釣れていない」という残念な情報を得たことが心
に引っかかり，なかなか寝付くことができませんでし
た。そうこうしている内に気付けば朝です。作戦開始︕ 

釣獲 1日目，早朝 6時から，3隻のボートにそれぞ
れ 2人ずつ調査員が乗船し釣りを行いました。天気は
晴でした。低い気温の中，体を震えさせながらも，釣
りを行いました。しかし 1時間が経過しましたが，全
く釣れませんでした。場所を移動し，試みるもやはり
釣れませんでした。経験上，晴の日は餌の食いが悪い
ことは知っていましたがあまりにも釣れませんでした。
気付けば帰船の時間でした。1日目の釣獲調査は，全員
でヒメマス 8尾というまさかの結果で，非常に悔しい
思いをしました。調査後，全員で美味しいご飯を食べ，
作戦会議を行い，早めに就寝しました。 
釣獲 2日目，この日も先日通りの構成で調査を開始

しました。曇りの天気の中，開始後すぐにぽつぽつと
ヒメマスが釣れ始め，期待が膨らみました。どうやら
他の船に関しても，定期的にヒメマスは釣れているよ
うでした。そして気付けば帰船の時間になっていまし
た。帰船後，全員のデータを確認すると合計で 30尾の
ヒメマスの捕獲に成功しました。しかし背中にタグが
付いている個体はいなく残念でした。その後全員で夕
食を済ませ，最終日に向け就寝しました。 
最終日，朝から気合を入れ直し調査を開始しました。

天気は前日と同じ曇りで，この日はかなり良いペース
でヒメマスが釣れました。このペースだと，すぐに制
限尾数に到達してしまうのでは，と考えましたが，さ
すがにそれはありませんでした。そしてこの日はボー
トのレンタル時間ぎりぎりまで調査を行いました。そ
の結果，合計 59尾のヒメマスの釣獲に成功しました。
しかし，残念なことにデータロガーの回収は出来ませ
んでした。 

写真 2．寒い中サンプリングを行う調査員の様子 
よって今回のデータロガー回収大作戦では，合計 97

尾のヒメマスを捕獲しましたが，データロガーの回収
には失敗しました。データロガーの回収の難易度の高
さを思い知らされましたが，今回の経験を活かし，今
後の調査では良い結果が出せるよう，日々努力してい
こうと考えています。 



研究・調査報告 

養殖ブリのエネルギー収支を追って 
原 健介（近畿大学大学院農学研究科水産学専攻博士前期課程 2年） 

 
はじめに 

最近、お腹の膨らみが気になり、体力づくりも兼ね
てジムに通い始めました原 健介です。人は運動し、カ
ロリーを消費することで痩せようとしますが、養殖魚
には運動を抑え、食べて太ってもらわなければいけま
せん。しかし、養殖魚は餌を食べる際に最もエネルギ
ーを消費するというジレンマがあります。そこで私は、
ブリのエネルギー収支を把握することから、「効率のよ
い養殖」とは何かを考えています。 

魚のルームランナー 
ジムに置いてあるルームランナーで走ると消費カロ

リーが表示され、自分が運動した結果、どれだけエネ
ルギーを使ったのかをすぐに見ることができます。魚
でも回流水槽と呼ばれる任意の流速で水を流せる水槽
内で泳がせ、酸素消費量を測定することで、遊泳時の
エネルギー消費量を推定することができます。私と違
って痩せるためではありませんが、回流水槽を泳ぐ魚
たちには親近感を覚えます。 

写真 1. 研究室の回流水槽 

まずは試算から 
2017年度に三重県尾鷲市尾鷲湾で、超音波テレメト

リによる養殖ブリのモニタリング実験を行いました。
そこで取得した活動度（遊泳速度などと関係する、活
動の度合いを表す指標）データを、同じ肉食性回遊魚
のマダイの先行研究（2012，安田 他）の関係式に代
入して、ブリのエネルギー消費量を試算してみました。
すると、低密度で飼育したブリでは、給餌量や関係式
から推定した成長に使える余剰エネルギーの値と、実
際の増加体重分のエネルギーの値は近い値となりまし
た。実際の成長にここまで沿う結果がでるとは思って
いなかったこともあり、活動度のみの結果では分から
なかったブリのエネルギー収支を把握できたことで非

常に嬉しく思いました。しかしその一方、高密度で飼
育した、低密度よりも活動度の高いブリでは、実際の
増加体重分のエネルギーとはかけ離れてしまいました。
これはマダイの式ではブリの高活動度でのエネルギー
消費を表現できていないことが原因と考え、実際にブ
リを飼育し、研究室の回流水槽で泳がせて、ブリの活
動度とエネルギー消費量の関係を明らかにすることと
なりました。 

実験に向けて 
実は昨年度、良いサイズの供試魚が確保できず、実

験を諦めていました。そんな中で今年度、スクレッテ
ィング株式会社の伊奈様のお声掛けいただき、共同で
研究をさせていただくこととなりました。供試魚の手
はずも整えてくださる次第となり、まずは輸送方法か
ら検討している最中です。また、私の研究の話をした
り、養殖現場の話をお聞きする中で、さらなる研究の
提案をできたりと、これからが非常に楽しみな現在で
す。また、2017年度の実験において、超音波発信機装
着手術の執刀を任せていただいた際、生物を相手にす
る大変さを痛感しました。この経験を活かし、ブリと
共にこの 1 年間を突破し、大学院を修了したいと思っ
ています。 

 
写真 2. 装着手術の様子 

これまでとこれから 
養殖を研究室で一人考えるということは難しく、実

際に企業の方から養殖現場のお話をお聞きすることで、
ハッと気づくこともたくさんあり、大変貴重な経験を
積ませていただいていると感じます。そして私事では
ありますが、卒業後も養殖業に携わり続ける事となり
ました。これまでの 2 年間を活かし、この 1 年間を頑
張って、その後は私も社会の一員として、これからの
養殖業を発展させて行きたいと思っています。 
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研究・調査報告 

美ら海水族館でのジンベエザメの水槽冷却実験 
漢那 朝樹・高橋 沙矢香・鳥澤 眞介（近畿大学農学部水産学科 4年・博士前期課程修了・講師） 

はじめに 
今回は世界最大の魚類であるジンベエザメの体温調

節とそれに関する美ら海水族館での実験について紹介
させていただきます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
写真 1．水槽内のジンベエザメ（ロガーを背負っています） 

野生下では... 
野生のジンベエザメは先行研究において，1000mを

超える深い潜水行動が確認されています。では何故ジ
ンベエザメは潜水を行うのでしょうか︖ 
先行研究では，表層での摂餌遊泳で熱された体温を

深く潜水することで冷却しているのではないかという
説が提唱されています（Thums, 2012）。体温が高温
になると代謝が上がりエネルギー損失が上がります。
本種は潜水によって体温を冷却することで内部生理を
調整し，エネルギー効率を高めているのではないかと
も考えられています。 

一方、飼育下では... 
美ら海水族館の黒潮の海水槽では近海の海水を使用

しているため，夏期の水槽内水温は約 28℃となってい
ます。本種の潜水時の最低温度と表層滞在時間には負
の相関関係があることが先述の先行研究で明らかとな
っており，この相関関係は最低水温が 25℃以上になる
と崩壊しています（Thums, 2012）。よって水温 28℃
は自然界であれば潜水し体温冷却を行っていると思わ
れる水温ですが，飼育水槽内の温度は一定になってし
まっており、このことが要因であるとは断言出来ませ
んが，飼育現場では夏期の高水温期に摂餌不良などの
体調不良が報告されています。 

 
 
 
 

水槽冷却実験 
そこで，私たちはジンベエザメの夏場の高温期摂餌

不良の改善のため、水槽を冷却する実験を行いました。
アクアルーム上部から 11.7℃の冷水を約 9t流入し， 
その際のジンベエザメの遊泳行動を評価しました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
写真 2. 冷水流入ホース 
結果から雌雄 2 尾とも水温が低下している水塊に嗜

好性を示し，意図的に冷水付近を遊泳している可能性
が示唆されました（図 1）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 1. 冷水流入時のジンベエザメの 3次元遊泳軌跡 
今回の実験ではジンベエザメの体温を低下させるこ

とは不可能でしたが，冷却行為により本種の飼育下で
の健康維持に寄与できる可能性が示唆されました。 
データがまだ少なく、実験方法に関して改善の余地も
多くあるので、これからも引き続き本研究を進めて行
きたいと考えています。 
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近大で進めているバイオロギング調査の様子を紹介し

ました。水槽や生簀ならまだしも，野外でロガーを回収

するのは至難の業です。【Y.M】 
 

編集後記 

【S.K.】 
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