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バイオテレメトリーによる

摂餌後の魚の胃内における電気伝導度の測定*

中村朗

The measurements of electric conductivity 

in the stomach of a fish after feeding by the biotelemetry 

Akira NAKAMURA 

Abstract 

Pinger (ultrasonic transmitter) was designed to measure the value of pH in the 

stomach of a free swimming五sh. The value of pH was obtained from electric 

conductivity which was measured with Pt electrodes. 

The insertion of pinger into stomach of a fish was conducted in either a natural 

or a compulsory way. The change of impedance in the sensor can vary a pulse 

interval. A pulse signal of ultrasonic wave was used for telemetry of value of pH 

which was measured every 180 ms. 

Pinger was tested using yellowtails (Seriola quinqueradiata) and sea-basses 

(Lateolabax jatonzcus) in a tank at the Aquarium of Tokai University. 

In both cases， the value of pH in stomach was about 4 during the feeding. 

The value gradually increased up to 4.5 or 5.0 during 24 hours after the feeding， 

maintained at the same level for the succesive 24 hours， and decreased slowly down 

to about 2.5. 

はじめに

摂餌活動は，魚の行動を支配する重要な要因の lつであり，簡単な形で直接的にこれを測定する

手段を用意することは意義がある.古川(1966)は，生賓において，ハマチの群に飽食するまで生

魚を与えてから一定時間毎にー尾ずつ取り上げて解剖し胃内の pH値を調べ， pH値が摂餌からの

経過時間に伴って 2~6 の闘で変化し，空胃のとき pH6 となると報告している. 筆者は，この結

果を参考に魚の胃内 pHが摂餌によって変化すれば，官内電気伝導度も対応して変化するから胃内

電気伝導度の変化を測定すれば，魚の摂餌活動の変化を知ることができると考えた.そこで，魚の

胃内電気伝導度を電極によって検出し，遠隔測定できる小型超音波送信機を試作した. この送信機

を用いて水槽中を自由遊泳するブリならびにスズキの摂餌直後の胃内電気伝導度を測定し，自由遊

泳下においても直接摂餌の有無を知ることができる見通しをつけた.

* 東海大学海洋学部業績A第382号.受理1988年5月19日
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1. 原理および方法

一対の白金電極を電解質の溶液に浸すと，電極聞は，抵抗と静電容量が並列な等価回路を形成す

る.ここで，電極が成極作用によって見かけ上のインピーダンスが変化しないように電極聞に電圧

ならびに周波数一定の正弦波交流を加えれば，電極聞のインピーダンスは，溶液の濃度のみに依存

する. したがって，電極に抵抗値既知の抵抗を直列に接続しこれに電圧ならびに周波数一定の正

弦波突流を加え，電極聞の端子電圧を知れば溶液の電解質濃度すなわち電極聞の電気伝導度の検出

が可能となる.

白金電極によって検出される電解質濃度に対応したインピーダンス変化は，電圧変化を与えるか

ら，これを電圧制御形発振器に導き，発振器のパルス間隔が，電極間インピーダンスを表わす伝送

方式の超音波送信機を構成した.

Fig. 1に超音波送信機の回路図を示す.摂餌後の魚の胃内 pH値の餌料の消化に伴う変化は，水

温，魚種，餌料などによって異なるが一般に時間的に緩慢である.そこで，超音波送信機の送信寿

命をできるだけ長くするために 170秒休止後10秒間送信する断続的計測を行うこととした.

試作の超音波送信機は，直径18rnm，長さ80皿の円筒状エポキシ樹脂容器に収容したところ，空中

重量 30g，水中重量 10.5gとなった.また，送信機の搬送波周波数を， 50 kHzとし，パルス幅を

20ms，音響出力を 60dB(0 dB= 1μbar)としたとき，送信寿命は，約90時間となった.得られた

送信機の外観を Fig.2に示す.

一-

-米

Fig. 1. Circuit diagram for 50kHz ultrasonic transmitter to measure electric conductivity 

in stomach of fish. 1 1 ~ 1 6 : integrated circuit， Q2， Q3 : PUT， Ql， Qゎ Q5: 

minimold type transistor， Dl~D3: diode， R: resistor， C : capacitor， S: sensor， 
V : Acoustic transducer. 
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Fig. 2. External shape of pinger to measure electric conductivity in the 

stomach of fish. 

魚の胃液の主成分は，塩酸であると想定し，白金電極での電気伝導度の測定には，塩酸水溶液を

用いた.水溶液の pH値と電極の寸法とインピーダンスとの関係は，塩酸水溶液で pH2~pH6 の

ものを用意し，直径O.3mmの白金線を用い，周波数15kHzの正弦波交流を印加して測定した.

送信機を装着するための試魚として，スズキとブリを用いた.

スズキについては，実験開始以前にコンクリート水槽(直径 3m，深さ 1m)に収容されていて，

給餌は， 1日おきの15時に行なわれていて，摂餌は良好で、あった. しかし，実験のため樹脂製の水

槽(1.1x 1. 6xO. 6m)に移してからは，環境の変化からか，給餌しでも摂餌しなかったので以後

給餌はおこなわなかった.試魚として，尾文長60~80cmのものを 4 尾選び，樹脂製の水槽において

濯水ならびにエアレーションしながら実験に供した.送信機の装着は，試魚を網で取り上げ，直ち

にMS222 (0. 01%)で麻酔し， 4 cm角程のアジの切り身2切れ口から胃内に挿入し，次いで、送信

機を挿入した.送信機の装着を終えた試魚は，キャンパス製水槽 (80x 45 x 30cm)に収容して流水

状態に保ち，覚醒を待って実験水槽に戻した.

ブリについては，東海大学海洋科学博物館の縦横10m，水深6mの海洋水槽に飼育されていたも

のをそのまま使用した.海洋水槽においても給餌時刻は， 1日おきの15時であった.そこで，送信

機装着実験に先立つて，尾文長20cm程のアジの腹部を切り聞き，これに送信機と同一形状かつ，同

一重量のダミーを入れ予定の給餌時刻の直前に投与して，ブリによって良好に捕食されることを確

かめた.次いで，実際の送信機を予備実験の場合と同様にアジの腹部に仕込んで予備実験を行なっ

た日の 1日後の定刻の給餌時刻の直前にブリに投与した. したがって，このときに送信機を仕込ん

だアジを捕食したブリは，特定できなかった.

実験期間中，スズキの収容されていた樹脂製水槽ならびにブリが飼育されていた海洋水槽の水温

は， 23'Cとほぼ一定であった.

2. 結果

2.1 電極問距離，インピーダンスと pHの関係

電極線の長さを 5脚とし，電極間距離を変えて水温25'Cで電極間インピーダンスを測定した.イ
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ンピーダンスは，電極間距離が 10mm以内では，電極間距離によらず一定である (Fig.3). 次に電

極間距離を 5mmとし，電極線の長さを変えて各 pH値における電極間インピーダンスを測定した.

結果は， Fig.4に示すとおりであった. これ等の結果は，水温一定下で、は，白金線電極を用いるこ

とにより，溶液のインピーダンスが確実に測定でき，逆に溶液の pH値が知られることを示してい

る. また，水温変化に対する塩酸水溶液の電極間インピーダンスの変化は， 10"cでpH値O.1程度

であった.

電極間距離5mm，電極長さ 5mmとし，水温25"Cにおいて各 pH値の塩酸水溶液と超音波送信機の

パルス間隔との関係を求めた (Fig.5). 図示されるように pH2~3 に対しパルス間隔が約100ms

変化し， pH5~6 では約 20ms で変化量が減少した. これは，回路に使用した増幅器の特性による

ものであって， pH値によって測定精度が異なることになる. しかしこの結果と使用した受信機

のパルス間隔分解能が 6msであることを考慮すると，魚が摂餌した場合，胃内に 0.5以上の pH

変化があれば充分判別可能である.
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2.2 魚への装着実験

スズキに超音波送信機を装着し，自由遊泳の状態で胃内インピーダンスの経時変化を遠隔測定し

た結果を pH値に換算して Fig.6および Fig.7に示した. 両者は，それぞれ別の魚についてのも
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Fig.6. Change of pH in stomach of unrestrained sea-bass CLateolabax 
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Fig. 7. Change of pH in stomach of unrestrained sea-bass (Lateolabax japonicus) after the 

feeding. 0 of time elapsed on the五gureis 2 : 30 pm. 

のである.双方とも送信機の送信寿命に至らずに記録が終っているのは，試魚が送信機を吐き出し

たことによるものである.

Fig.6の試魚では， 放流直後 pH4.3で始まり 24時間経過するまで小さな変動を伴し、ながら pH

3. 2まで低下し以後徐々に高くなって37時間後には， pH4.7となっていて，試魚はこの時点で空

胃になったものと推定される. Fig. 7の試魚、では，放流直後 pH4.0で始まり 13時間後に pH4.5に

達し， 18時間後までこの値を保持しそのご徐々に下降して24時間後， Fig. 6の試魚と同様 pH3.5

まで低下している.その後，再び上昇して 32時間後には pH4.3となり試魚は， この時点で空胃に

なったものと思われる 44時間後再び pH値は下降し始め50時間後から送信機が吐き出されるまで

の約22時間は， pH値約 3を示した.

Fig.8に送信機を餌料のアジに包んでブリに投与し自由遊泳の状態で遠隔測定した胃内 pH値
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の経時変化を示す.図示されるように，摂餌後 pH値3.5であったものが24時間後には pH値3.5と

なり，この時点で空胃になったものと思われる.

3. 考察

Carey (1973)は，自由遊泳中のクロマグロ Thunnusthynnusの体温と環境水温とを同時に遠

隔測定し， 体温が環境水温よりも 5~lO.C近く高く保持されることを報告した. この中で特に遊

泳中，摂餌したと思われるときに胃内温度が急激に下降することから，体温測定によって魚の摂餌

を知ることができることを示唆した. しかし 一般の魚種では， 体温と環境水温との差は， 黒木

(1967)がみたように 1.C程度と小さく，魚の体温(胃内温度〉と環境水温とを同時測定する方法

だけでは，魚の摂餌の判定は困難といえる.町中(1977)は，中村(1977)の開発した測深ピンガ、

ーを装着したブリのトラッキングを行い， この中で水深 70~160m層における活発な垂直行動を測

定しその後定地網で、再捕された試魚の解剖結果，胃内容物に小魚が認められたことから，これが

索餌行動であろうと推論した.いずれにしても，直接的に測定する以外に摂餌を知る方法は，ない

といえる.

Fig. 6，7のスズキの場合， 24時間後から pH値の上昇がみられ，双方とも変化の様子は異なる

が，傾向はよく類似している. したがって， pH3~4 の範囲を胃酸が分泌された状態， pH4 ~5 

の範囲を空胃の状態と仮定すると， 24時間で胃内に存在した餌料が消化され終り， 32時間で空胃tこ

至ったものの，胃内に送信機が存在しこれが，物理的な刺激を与えたため胃酸の分泌が続いたもの

と考えられる.

一方， pH値が 44時間後低下し始める時刻は，試魚が実験実施以前に収容されていたコンクリー

ト水槽での給餌時刻と一致していることから，学習によって修得した摂餌時刻の再現とも考えられ

る(図中，矢印の部分). Fig.8のブリの例では， 24時間経過後に pH5.3となりスズキの例と照合

しても，この時点で空胃に達したものと推察される. さらに，給餌予定時刻前から pH値が下降し

始め，約7時間で pH2.5となっている. 海洋水槽中のブリは，給餌時刻の約3時間前から遊泳水

深を 3mから 1m程に移し，遊泳速度を高めていることが観察されていることからみても，試魚は，

給餌に備えて胃液の分泌を開始していたものと考えられる (Fig.8中，矢印部分).

古川I(1966)は，ハマチの胃内 pH値を， 餌として生魚を与えて測定し， 摂餌後 pH5~6 であ

ったものが20時間後に pH2まで下降し， 30時間後には pH6となって空胃に達したと報告してい

る.狩谷ら(1969)は，マサパ Sconzberjaponicusに生魚、を与え胃内 pH値を測定し，摂餌直後

pHは， 6.7であったが7時間30分後には， pH4.1となり，さらに21時間後には pHが4.3~6. 7の

範囲に分散し， 24時間後に pH6.7となり， 48時間後にも同様で、あったと報告している. これらは，

多数の試魚群に餌を飽食するまで与えた後，一定時間毎に取り上げて解剖し，胃内 pH値を測定し

たものである.

本実験の超音波送信機による遠隔測定の結果では，間接的に求めた pH計算値が最高でも 5程度

であり，絶対値としての pH値を示すものではないが，スズキおよびブリの双方とも，餌料の消化

過程を表わすpH値の時間変化の傾向は， 古川(1966)，狩谷ら(1969)が示した結果と良く類似

している.これらのことから，送信機自体が胃液の分泌にいかなる影響を与えるかについては，言

及できないとしても，餌に含まれるであろう塩分濃度が無視できるなら，魚が空胃の状態にあるか，

あるいは摂餌した状態にあるかは，遠隔測定によって判別できる可能性があると言えよう. したが

って，既に実用化を終えている測深ピンガーと本研究で用いたピンガーを組み合わせて使用すれば，
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魚の摂餌活動の研究に応用できると期待される.
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