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要約
　サケ稚魚が放流されたのち、河口・沿岸域に滞留
している間に消費するエネルギーの総量を推定しま
した。流体力学公式D＝（1/2）・CD・ρ・U2・Sから
見積もられる消費エネルギー量と酸素摂取量から得
られる消費エネルギー量とが等しいと仮定して抗
力係数CDを推定しました。その際、魚体の表面積S
と遊泳速度Uを稚魚の体重Wの関数として表現する
とともに、水温Tの変化や魚の成長も考慮しました。
すなわち、サケ稚魚が遊泳によって消費するエネル
ギー量を多変数関数E（T，U，W）として表しまし
た。さらに、体重１gで放流されたサケ稚魚が沿岸
滞留期間中に３gまで成長する間に必要とするエネ
ルギー量を推定し、北海道噴火湾を想定海域として
放流魚の需要エネルギー量と供給餌エネルギー量と
の需給バランスについて考察しました。

はじめに
　サケ稚魚Oncorhynchus keta（Walbaum 1792）は、
放流後の沿岸域で高い減耗を示すことが知られてい
ます（Healey, 1982; Bax, 1983）。関、2005はその原
因として、海水への適応性の欠如、魚の病気、魚や
鳥による食害、不適切な水域への物理的移動、沿岸
漁業による混獲、沿岸環境への不適応そして餌不足
等々の項目を列挙しています。放流された稚魚の
動態に関する様々な調査から得られた知見（小林、
1977; 真山ら、1982; 真山、1982; 入江、1990; 野川、
1992; 関、2013）を要約すると次のことが言えます。
すなわち、放流適期は沿岸水温が５℃以上に達した
のちに体重１g以上のサケ稚魚を放流することが望
ましく、沿岸水温が13℃に達すると稚魚は沖合に移
動し、その時点で体重３gに成長していることが求
められます。そして、こうした条件がサケの高い回
帰率につながる要因の一つになっているようです。
　本研究では、沿岸滞留期間中に遊泳によって消費

されるエネルギー量と成長に必要なエネルギー量、
そしてそれらを支える餌エネルギー量との需給バラ
ンスについて考察します。沿岸滞留期間中にサケ稚
魚はどのくらいのエネルギーを消費し、成長するた
めにどれだけのエネルギーを摂取する必要があるの
でしょうか。言い換えれば、この期間に必要なエネ
ルギーの総量は、消費されたエネルギーの量と成長
するのに必要なエネルギーの量の和です。その総エ
ネルギー量は、この期間中に沿岸に生息する動物プ
ランクトンなどの餌生物によって提供されるはずで
す。
　魚の遊泳時の抗力係数を考慮して遊泳能力につい
て実験的に調べると、死魚を使用した場合と生存
している魚を使用した場合とで、その抗力係数の
値には大きな違いがあることが多くの研究（Brett, 
1963; Smit, 1965; Schultz＆Webb, 2002）で指摘され
ており、しかも、この不思議な係数は流体力学的一
般式を使用して遊泳エネルギー量を即座に求めよう
とする企てを困難にしています。例えば、対象魚の
遊泳エネルギーを求める方法として、その運動をデ
ジタルビデオカメラで撮影して得られる画像データ
をPCに取込み、その上で抽出した魚の位置、速度、
加速度、尾鰭振動数、振幅などの各パラメーターを
使用してCFD解析を行い、得られた抗力係数から
推定する方法（二瓶 他、2004; Takagi et al., 2013）、
筋電図ラジオテレメトリー（Hinchi＆Rand, 1998; 
Cooke et al., 2004）から推定する方法、血流トレー
サーによる筋肉代謝測定（Shannon et al., 2014）か
ら推定する方法あるいはステレオビデオシステムと
酸素消費量測定（Krohn＆Boisdair, 1994）から推定
する方法など数多くあります。
　本論文では、抗力に関する流体力学公式に基づい
て、沿岸滞留期間中にサケ稚魚が必要とする総エネ
ルギー量を多変数関数として表現し、遊泳時の酸素
摂取量計測やボンブ熱量計による筋肉および餌熱量

抗力に関する流体力学公式を応用したサケ稚魚Oncorhynchus ketaの
遊泳エネルギー解析および餌生物エネルギーとの需給バランス
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の測定を考慮した方法を提案します。

材料および方法
サケ稚魚の体型を楕円面と想定した場合の表面積と
体重の関係
　本研究で使用した魚の扱い方法は、農林水産省管
轄の研究機関で動物実験を行うための基本的ガイド
ラインに基づいて行われました。
　独立行政法人水産総合研究センターさけますセン
ター千歳事業所（実験当時の名称）で飼育されてい
る放流前のサケ稚魚Oncorhynchus keta（Walbaum 
1972）650尾をランダムに選びました。図１に示す
ように楕円面と想定されるサケ稚魚の体表面積は、
尾叉長の半分の長さa、体高の半分の長さb、体幅の
半分の長さcを測定することにより、次式（１）で
概算されます。さらに、各個体の体重も同時に測定
しました。
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サケ稚魚の遊泳による酸素消費量測定
　実験魚は、上述の事業所で飼育されていた個体群
であり、受精後の積算水温が同じサケ稚魚のグルー
プからランダムに選択しました。日本アクアテック
株式会社製の循環水槽SOC-10（写真１、図２）に
約150尾のサケ稚魚を入れ、30分以上の順応時間を
置いたのち、4.7、9.3、14.1、18.8、および28.1 cm s
−1の５つの遊泳速度条件で５時間遊泳させました。
同時に遊泳開始時から終了時まで水槽内のDO値を

10分ごとに記録しました。実験前に、DOメーター
（笠原化学工業株式会社製MODEL DC-300）のスパ
ン調整つまみを使用して、飽和溶存酸素量を実験室
の温度に対応した値に設定します。次いで、各実験
遊泳速度の流速を得るために水槽内の水を循環させ
ながら、8.5℃の湧水を水槽内に注入しつつ水温を
冷却装置で10℃に設定しました。サケ稚魚の群れは
走流性によって水槽内で一定方向に直線的に泳ぐた
め、各流速はサケ稚魚の遊泳速度と一致します。な
お、この水槽の容量は172.18リットルです。

サケ稚魚の酸素消費量と水温の関係
　この実験で使用した装置は、上述の循環水槽です。
水槽内のDO値のスパン調整や水温そして流速設定
は上述の方法に準じました。循環水槽内の水温を５、
７、９、11、および13℃の５条件に設定し、各条件
とも約150尾を供試魚として使用しました。そして、
各水温条件下で、サケ稚魚を14.1 cm s−1の速度で５
時間遊泳させて、遊泳開始時から終了時までの水槽

図1　楕円面と想定されたサケ稚魚の体型
a; 尾叉長の半分の長さ、 b; 体高の半分の長さ、c; 
体幅の半分の長さ

写真１　日本アクアテック株式会社製の循環水槽

図２　循環水槽の詳細構造
a; 遊泳空間、b; 網格子、c; 整流格子、d; 密封蓋、
e; モーター、f; インペラ、g; 溶存酸素計、h; 水
温計、i; 温度調整循環弁
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内のDO値の記録を前記の実験と同様に行いました。

飢餓試験によるサケ稚魚の筋肉エネルギー減少量の
測定
　この測定には、北海道の徳志別川、石川県の手取
川、岩手県の田老川で捕獲された親魚から産まれた
稚魚を使用しました。これら３つの個体群の各稚魚
を札幌市豊平区の独立行政法人水産総合研究セン
ターさけますセンター（実験当時の名称）の飼育室
で、10.4℃の地下水を連続的に注入しながら60 cm
水槽３基で飼育しました。実験開始時の各個体群
の受精後の積算水温は、徳志別川個体群で1425.4℃、
手取川個体群で1418.4℃、田老川個体群で1428.8℃
でした。また、実験開始時のこれら３つの個体群の
平均体重は1.02 gでした。給餌を停止した後、各個
体群から適当な日数を置いて数尾ずつ稚魚を抽出し、
筋肉エネルギー測定用試料としました。小川サン
プリング株式会社製デジタル熱量計OSK-200で測定
できる最小筋肉サンプル重量は0.5 gでした。その後、
３％の給餌率で給餌を再開し、再び適当な日数を置
いて数尾ずつ稚魚を抽出し、この個体の筋肉エネル
ギーを測定しました。水槽から測定用個体を抽出す
る祭には、各水槽内の個体群の中から衰弱した個体
を１〜３尾選び、筋肉を切除し、0.5 g以上の筋肉サ
ンプルを採取して測定用試料としました。

結果
サケ稚魚の遊泳消費エネルギー量の流体力学的推定
　 D ＝（ 1 / 2 ）・ C D ・ ρ・ U 2 ・ S ・ ・ ・（ ２）

（Webb,1975）ここでは、D;抗力（dyn）、CD;抗力係数、
ρ;流体密度（g cm−3）（淡水ではρ＝１）、U;物体
と流体の間の相対速度（cm s−1）、Sは魚の代表的な
面積（cm2）です。
　「力とその力の方向の変位の積」は、力学の仕事
量です。たとえば、1Nの力で１m移動すると、力
学の仕事は１Jになります。すなわち、魚の推力と
抗力とが等しいと考えると、[抗力D×遊泳距離]は
遊泳によって消費するエネルギーになります。
　式（１）から得られた体表面積Sと体重Wの関係
を図３に示します。体表面積Sと体重Wの関係は、
S＝7.933W0.673·・・・（３）（R2＝0.970）ここで、R2は
決定係数です。
　この魚が１時間遊泳する場合、仕事（エネルギー
量erg）はU cm s−1の遊泳速度で１時間、すなわち

3600秒間遊泳することになります。したがって、式
（２）から抗力×遊泳距離＝D（dyn）×3600 U（cm）
=（1/2）・CD・ρ・U2・S×3600 U。これに式（３）
のSを代入し、体重Wで割ると、体重１gあたり１
時間の遊泳エネルギーが得られます。さらに、erg
単位をJ単位に変更すると、１ Jは107 ergに変換で
きるため、１時間遊泳した魚が消費するエネルギー
量E0は
E0＝0.0014W−0.327U3 CD（J g−1 hr.−1）・・・（４）にな
ります。

流体力学的推定値と酸素消費量から求められた消費
エネルギー量の比較
　「エネルギー消費量は酸素摂取量で測定できる」

（１リットルの酸素（1.429 g）は4800カロリーの熱
を発生する）に基づいて、任意の速度で一定時間遊
泳したときの酸素消費量を測定しました（Schmidt-
Nielsen, 1997）。
　遊泳速度（cm s−1）の値を4.7、9.3、14.1、18.8、
28.1の5つのレベルに設定し、各遊泳速度で5時間遊
泳したときのサケ稚魚の酸素消費量を測定しました。
その際、遊泳開始から10分ごとに記録した終了時ま
での合計30データの経時変化が最も適合する２次曲
線回帰式を最小自乗法で求め、その式を基に酸素消
費量を決定しました。表Ⅰは、各遊泳速度条件で使
用された供試魚の特徴と、単位時間あたりの酸素消
費量を調整した結果を示しています。
　１リットル（1.429 g）の酸素の発熱量は4800カ
ロリーに相当し、１カロリーは4.1868 Jであるため、
表Ⅰの結果から、各遊泳速度毎のエネルギー消費量
の関係をプロットすると、図４が得られます。
　本実験における供試魚の遊泳速度Uおよび平均体
重Wの各条件を式（４）に代入して得られる遊泳エ
ネルギー消費量Ｅ０の各値は、図４に示す各遊泳速

図３　サケ稚魚の体表面積と体重の関係
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度に対応するものであり、酸素消費量測定から求め
た値と一致するはずです。したがって、遊泳速度U
と抗力係数CDの関係をグラフ上にプロットすると、
図５が得られます。
　抗力係数CDは、遊泳速度Uの関数として
CD＝442.04U−2.503・・・（５）（R2＝0.999）と表され
ます。式（５）の右辺を式（４）のCDに代入すると、
E0が得られ、それは遊泳速度Uと体重Wの関数式で
表現できます。すなわち、
E（U，W）＝0.631U0.497W−0.327・・・（６）
これは体重W gのサケ稚魚がU cm s−1で遊泳すると、
E（Ｕ，W）（J g− 1 hr.−1）のエネルギーを消費する
ことを意味します。

遊泳消費エネルギーに対する水温の影響
　式（６）は、水温が10℃の条件で求められました。
水温が異なるとエネルギー消費量が変化することは
容易に想像できます（Lee1 et al., 2003）。
　そこで、水温を５℃、７℃、９℃、11℃、13℃の
５段階に設定し、その各水温条件において14.1 cm 

s−1の速度で遊泳したときのエネルギー消費量を計
測しました。表Ⅱに各水温条件で使用した供試魚の
特徴と単位時間あたりの酸素消費量を調整した結果
を示します。
　図６は表Ⅱの結果から、各水温のエネルギー消費
量をグラフ上にプロットすることで得られます。水
温「T」が上昇すると、単位体重あたり１時間で消
費されるエネルギー量E（T）が増加し、両者は
E（T）＝0.351T-0.566・・・（ ７）（R2＝0.926） の 関

表Ⅰ　5段階の遊泳速度ごとの酸素消費量および供試魚の特徴

図４　酸素消費量と遊泳速度の関係 図５　抗力係数CDと遊泳速度の関係

表Ⅱ　5段階の水温ごとの酸素消費量および供試魚の特徴

図６　14.1 cm sec−1で遊泳したときの
酸素消費量と水温の関係
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係に近似されます。U＝14.1 cm s−1、W＝1.43 gを式
（６）に代入すると、E（U，W）＝E（14.1，1.43）＝2.092
（J g−1 hr.−1.）が得られます。この値2.092（J g−1 hr.−1）
はT＝10の場合のE（T）値2.947（J g−1 hr.−1）と近
似しています。
　水温の変化にともなうエネルギー消費量は式

（６）に同様の影響を与えるものと考えられます。
そこで、式（６）のE（U，W）にある任意の関数G（T）
を乗算すると、式（７）のE（T）となる関数G（T）
を水温Tの値ごとに求めます。G（T）とTの関係は
図７になります。

　G（T）＝0.168T-0.271（R2＝1）が得られました。
したがって、G（T）に式（6）を掛けることにより、
水温の影響を考慮した次式が得られます。
E（ T ，U ，W ）＝（ 0 . 1 6 8 T - 0 . 2 7 1 ）・ 0 . 6 3 1 ・
U0.497W−0.327・・・（８）

遊泳消費エネルギー量の成長に伴う変化
　サケ稚魚は毎日成長し、大きい個体ほど遊泳
速度が速いと考えるのは自然です。Webb, 1971; 
Tudorache et al., 2008; van Ginneken et al., 2005ら
は、遊泳エネルギーの指標として、遊泳速度と酸素
消費量の関係を指摘し、遊泳速度が速くなるほど酸
素消費量が増加することを観察しています。
　サケ稚魚の成長と遊泳速度はどのように変化する
でしょうか？まず、魚体の大きさと遊泳速度の関係
について研究したBainbridge, 1958によると、サケ
の巡航速度は１秒あたり体長の約３〜４倍という値
を得ています。すなわち、Lf（cm）をサケ稚魚の
尾叉長とすると、U＝3.5・Lf（cm s−1）の関係が成
り立ちます。そこで、サケ稚魚の体重W（g）と尾

叉長Lf（mm）の関係を計測したところ、図８のよ
うな結果が得られました。

　この測定に使用された個体群は、図３の測定に
使用された650尾の魚です。両者の関係は、Lf＝
4.635W0.295（R2＝0.940）で近似されます。すなわち、
U＝3.5・Lf＝16.223W0.295（cm s−1）・・・（９）
　 こ のU値 を 式（ ８） の（0.168T-0.271）・0.631・
U0.497W−0.327に代入すると、遊泳速度Uは体重Wによっ
て決定されます。
E（T，W）=（0.424T-0.683）・W−0.181・・・（10）
これは、任意の水温T℃の水域で１時間遊泳する任
意の体重W gのサケ稚魚の単位体重あたりの遊泳消
費エネルギー量となります。

サケ稚魚の成長率の推定
　さけ・ますふ化事業実施マニュアル,1992による
と、サケ稚魚は、浮上後の水温が8.3〜9.4℃のとき
に給餌率2.8％の条件下で飼育すると、W＝0.412e0.028H

の成長を示します。ここで、Hは経過日数、Wは体
重gです。左辺をHに置き換えた式は、
H＝（1 / 0.028）・ln（W / 0.412）・・・（11）となります。
　この式から、体重１gに成長するのには32日かか
ります。同様に、２gに成長するのに57日、３gに
成長するのに72日かかります。よって、１ｇの稚魚
が３gに達するには72〜32＝40日かかることになり
ます。
　小川サンプリング株式会社製デジタル熱量計
OSK-200でサケ稚魚に与えている配合飼料の熱量を
測定したところ、約21 kJ g−1でした。すなわち、１
gのサケ稚魚に少なくとも21 kJ g−1のエネルギーを
40日間毎日与えると、３gに成長することになりま
す。また、稚魚の体重が毎日等差級数的に増加する
と仮定すると、１日あたり2.8％の給餌率から計算

図７　任意の水温条件下での遊泳消費エネルギーを
体重1.43 gのサケ稚魚が14.1 cm sec−1の遊泳速
度で遊泳した場合の消費エネルギー量で除した値G

（T）と水温Tとの関係

図８　尾叉長と体重の関係
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した給餌エネルギー量の40日間の合計値は約47 kJ
となります。
　しかし、この総エネルギー量の全てが稚魚の成長
に有効に働くわけではなく、成長に効果的に使用さ
れる餌の転換効率を考慮する必要があるでしょう。
　
飢餓試験による筋肉エネルギーの減少率および餌の
転換効率の推定
　この実験の結果を図９に示します。これら３つ
の個体群の平均筋肉エネルギーの減少率は、約
70 J g−1 day−1と推定されます。ここで、W＝1.02
のときの稚魚の巡航速度は、式（９）から16.3 cm 
sec−1と見積もることができるため、式（６）をU＝
16.3およびW＝1.02とすると、E（U，W）≈ 60 J g−1 
day−1となります。一方、式（８）にU＝16.3、W
＝1.02、T＝10.4を代入すると、E（T，U，W）≈89 J 
g−1 day−1が得られます。さらに、式（10）にT=10.4、
W=1.02を代入すると、E（T，W）＝89.1 J g−1 day−1

が得られます。これらの結果は飢餓試験による筋肉
熱量計測から得られた平均筋肉エネルギー減少率と
大きな差はありません。

　沿岸滞留期間中にサケ稚魚が消費する総エネル
ギー量を給餌率2.8%の場合で行われた成長率推定試
験に基づいて推定します。体重１gで放流されたサ
ケ稚魚が３gに成長するのに必要な時間は40日であ
り、その間の成長率は等差級数的に増加すると仮定
します。また、その期間の水温も等差級数的に５℃
から13℃に上昇すると仮定します。すなわち、この
期間に稚魚が消費するエネルギー量は、式（10）か
ら∫13

5
∫3

1
 E（T，W）dt・dwを計算することで求め

られます。ここで、この二重積分は、体重増加が１
gから３gの間であり、水温上昇が５℃から13℃の

間であることを前提としています。すなわち、消費
されるエネルギーの総量は110 J g−1 hr−1となります。
１個体あたりに換算するとおおよそ5.7 kJになりま
す。
　また、21 kJ g−1のエネルギーをもつ餌を１日2.8％
の給餌率で給餌した場合、１gのサケ稚魚が３gに
成長するのに40日かかるため、この期間に給餌され
た餌の総エネルギー量は約47 kJとなります。言い
換えれば、成長に必要な総エネルギー量の約12.1％
が沿岸滞留期間中に消費されることになります。
　一方、３％の給餌率で給餌を再開した場合、筋肉
エネルギーの増加率は図９から約121 J g−1 day−1で
した。餌のエネルギー含有量は21 kJ g−1であるため、
１日のエネルギー摂取量は21 kJ×0.03＝630 Jです。
したがって、餌の有効エネルギー転換効率は121÷
630×100≈19.2％と見積もられます。

討論
　魚の遊泳消費エネルギー量を測定する方法とし
て、はじめにの項で紹介した研究以外に、テール
ビートの頻度（Marras et al., 2015）、テールビート
の頻度と酸素消費量の比較（Herskin＆Steffensen, 
1998）、血流測定による筋肉熱量の推定（Gerry＆
Eller, 2014）などの方法が行われてきました。本研
究では、魚の遊泳に関連する流体力学公式の抗力係
数CDを酸素消費量測定結果から解析し、さらに筋肉
熱量測定によって検証しました。本研究の方法と同
様、Herskin＆Steffensen, 1998やMarras et al., 2015
など魚の群れによるエネルギーコストの節約につい
て議論している研究者たちは、群れを形成している
状態で酸素消費量測定実験を行いました。Krohn＆
Boisdair, 1994やWeihs 1974は、遊泳の形態（加速
と渦巻く泳ぎ）とエネルギー消費量の関係を調べま
した。かれらの研究では、魚は群れを形成すること
によって一定の速度で泳ぐことが観察されています
が、急旋回による加速の影響は考慮されていません。
ただし、魚の成長による遊泳速度の変化や水温の変
化についてはそうした変化の影響は一律に受けてい
るものとして扱われています。
　放流されたのち沿岸で滞留している時期のサケ稚
魚が曳網で捕獲される際の行動を網口に取り付けた
水中テレビカメラで観察（長谷川、2004）したとこ
ろ、かなりの尾数で構成される群れの状態で捕獲さ
れました。このことから酸素消費量計測を個体では

図９　飢餓試験による筋肉エネルギー量の変化
●；徳志別川、〇；手取川、▲；田老川
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なく個体群で計測した本研究の方法は妥当と考えら
れます。
　図10は、本研究で考察を試みた海域の位置と飢
餓試験に供した個体群の母川の位置を示します。
　淡水から沿岸域に到達した時点でのサケ稚魚の体
重が１g、その時の沿岸水温が５℃、40日後に沿岸
水温が13℃に達し、その時点で稚魚は３gに成長す
るものとして考察を試みます。ここでは具体例とし
て、北海道噴火湾の2015年から2019年までの５年間
の沿岸水温の平均変動を用いて試行計算を行いま
す（https://www.data.jma.go.jp/gmd/kaiyou/data/
db/kaikyo/series/engan/txt/area118-stat.txt）。 図
11は、サケ稚魚の放流期間中の噴火湾の沿岸表層
水温の変化を示しています。
　噴火湾の沿岸平均水温は４月８日に５℃に達し、
６月５日に13℃を超えます。淡水から沿岸域に到
達したのちのサケ稚魚の体重がこの58日間で１gか
ら３gに増加すると仮定すると、その期間のエネル
ギー消費量は式（10）から計算されます。ただし、
この期間中、サケ稚魚の体重は等差級数的に増加し、
水温は図11に示す５年間の平均的推移を呈するも
のとします。その結果、個体１尾あたりのエネル
ギー消費量は約８kJになります。沿岸滞留期間が長
いほど、その期間に消費されるエネルギー量は多く
なります。ここで、噴火湾では、サケ稚魚が0.8、1.0、
1.2、1.4、1.6、1.8、2.0 gの体重で放流されるものと
想定しました。また、沿岸水温が13℃に達する時点
で各稚魚群は３gに成長すると想定しました。すな

わち、放流時の体重が重いほど沿岸域で３gに成長
するまでに要する日数は少なくて済み（式（11）参
照）、それだけ放流開始日を遅くすることが出来る
ものとしました。各体重で放流された個体群の総エ
ネルギー消費量とこれらの条件下での成長に必要な
総エネルギー量は、式（10）と式（11）から計算さ
れました。その結果を両方のエネルギーの比率を含
めて図12に示します。
　放流時の体重が重いほど、沿岸滞留期間中の個体
当たりのエネルギー消費量と成長に必要なエネル
ギーの総量は共に少なくなります。また、総需要エ
ネルギー量のうち遊泳に費やされるエネルギーの割
合は放流時の体重が重くなるほど等差級数的に増加
します。
　魚の環境収容力を決定する要因は数多くあります

（Myers et al.,  2001; Kaeriyama, 2004; Vyacheslav 

図11　噴火湾における2015年から2019年の
平均春季表層水温の変化

図10　本研究で考察を試みた海域および飢餓試験に供した個体群の母川の位置
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et al., 2005; Furuya et al., 2006）。その中でも最大の
要因の一つとして、餌生物の豊富さを考慮する必要
があります。本論では、環境収容力として放流され
たサケ稚魚が沿岸滞留期間中に必要とするエネル
ギー量とそれを支える餌生物エネルギー量との間の
需給バランスに焦点を当てます。
　Davis, 2003の研究から、サケの胃内容物から得
られた餌生物が持つエネルギー量は約21 kJ g−1と見
積もられます。この値は、サケ稚魚の成長率測定実
験で使用した餌のエネルギー量に相当します。通
称、小達コレクションとして知られる小達、1994の
研究成果から、春の三陸沿岸の動物プランクトンの
湿重量は最大50 g m−2と見積もられます。2008年お
よび2009年の７月から８月の北太平洋西部において、
光学プランクトンカウンター（OPC）の測定が３
つの南北トランセクト（144°、155°、および175°
30'）に沿って35°-46°Nで水深0-150 mからNORPAC
ネットの垂直曳網によって収集された動物プランク
トンサンプルで行われました（三島 他、2019）。そ
れによると、動物プランクトンの出現個体数とバイ
オマスは、4,612-241,782  ind. m−2および0.05-23.09 g 
DW m−2の範囲でした。ここでは、図12から噴火
湾に１gで放流されたサケ稚魚のエネルギー需給関
係を想定します。このサケ稚魚が３gまで成長する
のに必要なエネルギーは成長のために約48.2 kJであ
り、遊泳によって消費されるエネルギーは約6.4 kJ
なので、合計は54.6 kJです。2016年に噴火湾に放流
されたサケ稚魚の総数は5,185万尾です。したがっ

て、サケ稚魚は、沖へ向けて離岸する前に、54.6 kJ
×5,185万尾の魚＝28億310万1千kJのエネルギーを
必要とします。地球岬と恵山岬を直線で結ぶ内海
域を想定した噴火湾の面積は約3000 km2です。この
海域に存在する動物プランクトンのバイオマスは、
小達、1994または三島 他、2019の値を参考として
30 g m−2であると仮定すると約90万トンになります。
Davis, 2003によると、サケの餌生物は21 kJ g−1のエ
ネルギーを持っています。したがって、この海域の
餌生物のエネルギー量は1.89E+ 12  kJと推定されます。
飢餓試験の結果から、餌エネルギーの有効転換効率
を19.2％とすると、サケ稚魚に供給される有効エネ
ルギー量は3.63E+ 11 kJとなります。すなわち、噴火
湾にはサケ稚魚に必要なエネルギー量の約130倍の
餌生物のバイオマスが存在することになります。た
だし、この値は餌生物の捕食者をサケ稚魚群のみに
限定して考えた場合です。
　石丸、2001はプランクトンの成長率を時空間的に
変化させる要因を挙げています。それは栄養バラン
スの変化、日射量と水温の変化、淡水の流入の変化、
成層の変化、流れの変化、外洋水の影響、捕食者と
被食者の関係などです。しかし、こうした要因を解
明して沿岸域の餌生物量を時空間的に把握すること
は容易ではないでしょう。
　サケ稚魚の放流は飼育用水や飼育池面積の不足か
ら水温や餌生物などの沿岸環境が整う前に行われ
ることもあり、それを調整放流と称します（宮内．
2018）。放流後沿岸に滞留する時期のサケ稚魚と餌
生物とのエネルギー需給バランスを考える場合に、
放流前の適正飼育密度も含めた適正放流尾数につい
て熟考することが必要かも知れません。
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