
  
  アカハタ人工ふ化養成魚の酸素消費量と水温および体重と

の関係

  誌名 水産増殖 = The aquiculture
ISSN 03714217
著者名 川辺,勝俊
発行元 水産増殖談話会
巻/号 51巻4号
掲載ページ p. 429-434
発行年月 2003年12月

    
農林水産省 農林水産技術会議事務局筑波産学連携支援センター
Tsukuba Business-Academia Cooperation Support Center, Agriculture, Forestry and Fisheries Research Council
Secretariat

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



SUISANZOSHOKU　51（4），429－434（2003）

アカハタ人工ふ化養成魚の酸素消費量と水温および体重との関係

川辺勝俊

（2003年10月20日受理）

Oxygen Consumption Rate of Reared Blacktip Grouper,
Epinephelus fasciatus in Relation to Water Temperature

and Body Weight

Katsutoshi KAWABE
＊1

Abstract: The oxygen consumption rate of reared blacktip grouper, Epinephelus fasciatus was 
investigated under six different water temperature conditions (15.0, 17.5, 20.0, 22.5, 25.0 and 
27.5℃) and three body sizes (16, 97 and 645 g in mean body weight) from young to adult. In each 
body size, the oxygen consumption rate per individual (R: ml/ind./h) increased with an increase 
in water temperature (T: ℃) between 15.0 and 27.5℃ following the equation R=AT･B, where A and 
B are constants. In each temperature, the oxygen consumption rate increased with an increase in 
body weight (W: g), following the equation R=K･W b, where K and b are constants. To unite the two 
equations, the quantitative relationship of oxygen consumption rate as it related to body weight and 
temperature between 15.0 and 27.5℃ was expressed by the equation R=M･W b･AT, where M, b and 
A are constants. The estimated values of these three constants for blacktip grouper were 0.0256, 
0.773 and 1.083, respectively.
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＊1 東 京 都 小 笠 原 水 産 セ ン タ ー（Tokyo Metropolitan Ogasawara Fisheries Center, Chichi-jima, Ogasawara, Tokyo 
100-2101, Japan）．

魚類の酸素消費量はエネルギー代謝の主要な基準で

あり，養魚や活魚輸送に際して適正収容量や給水量を

決定する際の重要な指標となる。そのため，魚類の酸

素消費量に関する研究は古くから行われており，これ

までに多くの研究者によってさまざまな報告や総説が

なされてきた1-12)。

ア カ ハ タ，Epinephelus fasciatus は 浅 海 岩 礁 域 や

サンゴ礁域に棲息する産業上有用種であり，増養殖

に関する知見はこれまでに多く蓄積されているもの

の13-16)，酸素消費量に関する知見は，天然魚の活魚出

荷サイズ（体重200～745 g）における酸素消費量と平

衡維持臨界値におよぼす水温の影響についてのみであ

り17)，十分な知見が得られていない。

酸素消費量は同一種であっても魚の状態（大きさ，

摂餌，栄養，性，成熟，個体数など）や環境条件（水温，

溶存酸素，塩分濃度，炭酸ガス量，光，音など）によっ

て変化することが知られているが7)，水温と魚体重が

酸素消費量に影響を与える最大の要因であり7,9)，これ

までに多くの魚種で，水温と体重が酸素消費量におよ

ぼす影響についての知見が得られている2-3,7-12,17-28)。一

方，実際の活魚輸送や蓄養現場においては，魚体重と

水温から対象種の酸素消費量が算出できれば，収容量

や給水量を決定する上で大いに役立つと考えられる。

そのため，アカハタの活魚輸送や蓄養技術を確立させ

るためには，酸素消費量と水温および体重との量的関

係を明らかにすることが必要である。

そこで，著者は種苗生産したアカハタ人工ふ化養成

魚を用いて，稚魚から成魚までの成長段階の異なる 3

群を対象として，それぞれ 6 段階の水温条件における

酸素消費量を測定し，酸素消費量と水温および体重と

の関係を定式化したので報告する。
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材料および方法

供試魚　供試魚の生産は，小笠原諸島父島沿岸域

で釣獲した養成親魚から1996年 7 月 6 日に自然産卵

によって得た浮上卵を屋内の 1 m3ポリカーボネイト

水槽に約 5 万粒収容して開始した。餌料は，開口後

全長約20 mm まではいわゆるS型ワムシ，Brachionus 

rotundiformis を給餌し，全長約 8 mm からはアルテミ

ア，Artemia sp．幼生，全長約15 mm からは配合飼料

（浜一番；富士製粉製）も併用した。給餌した S 型ワ

ムシとアルテミア幼生はあらかじめドコサユーグレナ

（秋田十条化成製）で栄養強化を施した。水温は特に

制御せず，23.1℃から28.7℃で推移した。

ふ化後56日目の 9 月 1 日には平均全長が約50 mm に

達し，ほぼ全個体が水槽底に定着したため，生残魚

585尾を屋外の FRP 製 2 m3角型水槽に移して飼育を続

けた。満 2 年となった1998年 7 月17日からは父島二見

湾内に設置した海面生簀（ 2 × 2 × 2 m）に移して，

2001年 7 月11日まで養成した。供試魚の成長は Fig. 1

に示した通りで，満 5 年で平均全長33.2 cm，平均体

重は788 g に達した。また，成長とともに適宜間引い

て，過密にならないよう収容密度を3.5 kg/m3 以下に

調整した。屋外水槽および網生簀での飼育期間中は，

配合飼料（シマアジ EP2～6P；富士製粉製）を与えた。

屋外飼育期間中の水温は19.0℃から29.8℃で推移した。

実験装置　酸素消費量測定のための呼吸室と，呼吸

室内の水温を制御するための恒温水槽は前報17)と同様

の装置を使用した。

実験条件　実験は，体重11.9～21.0 g（平均±標準

偏差；16.1±2.4 g，以下16 g 区とする），56.8～166.9 g

（97.2±29.1 g，以下97 g 区とする），および530～795 g

（644.5±77.2 g，以下645 g 区とする）の 3 段階の大

きさの供試魚を用いて，それぞれ15.0，17.5，20.0，

22.5，25.0，および27.5℃の 6 段階の水温で行った。

16 g 区は1996年 6 月から 7 月，97 g 区は1997年 5 月か

ら 7 月，そして，645 g 区は2000年10月から2001年 4

月にかけて実施した。

供試魚は，実験に使用する前にはあらかじめ 1 ～ 3

日間餌止めした。その後，呼吸室に収容して 1 日に最

大2.5℃まで水温を昇降させることにより 1 ～ 3 日間

かけて目的の水温まで調節した。呼吸室内での水温制

御方法は前報17)と同様である。実験室内の照度は，供

試魚をできるだけ安静状態に保つため，10 lx 以下に

設定した。実験終了後には体重を測定した。

酸素消費量　酸素消費量は，呼吸室に供試魚を16 g

区では 4 個体，97 g 区と645 g 区では 1 個体ずつ収容

して，Table 1 に示した各注水量で呼吸室に恒温海水

を流し，呼吸室通過前後の溶存酸素量の差と注水した

海水量から 1 個体当たりの酸素消費量（ml/ind./h）

を算出した。溶存消費量の測定は，ウインクラー法29)

によって行った。酸素消費量の値は，目的の水温に到

達した後，12～24時間かけてその水温で供試魚を馴

致させた後，3 時間後，6 時間後，および 9 時間後の 3

回測定して，その平均値とした。16 g 区では，馴致前

の水温は23.5～25.9℃で，6 段階に設定した各水温毎

にそれぞれ 7 ～ 8 回ずつ行った。97 g 区では，馴致前

の水温は23.4～29.3℃で，各水温毎にそれぞれ 9 回ず

つ行った。616 g 区では，馴致前の水温は20.3～29.2℃

で，各水温毎に 9 ～12回ずつ行った。

結　　果

アカハタ人工ふ化養成魚の水温別，体重別の酸素消

費量は Table 2 に示した通り，水温の上昇および体重

の増加とともに高い値を示した。

酸素消費量 R ml/ind./h と水温 T℃の間では，すべ

ての体重区において R=AT･B の関係が成立した（Fig. 

2）。Fig. 1. Growth in total length and body weight of reared 
blacktip grouper. Data represent mean.

Table 1.  The amount of water flow in milliliters per minute through the respirometry

Mean body
weight

 Water temperature (℃)

15.0 17.5 20.0 22.5 25.0 27.5

16 g
97 g

645 g

59- 113
24- 40
74- 100

65- 92
28- 50
94- 132

45- 115
43- 60

100- 165

55- 135
55- 83
91- 180

83- 167
58- 85

169- 243

98- 153
55- 115

186- 305
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 16 g 区 R=0.197×1.091T （r=0.988）

 97 g 区 R=0.808×1.084T （r=0.985）

 645 g 区 R=4.661×1.073T （r=0.970）

傾き A は1.083±0.009（平均±標準偏差）でいずれ

の体重区でもほぼ一定であった。また， これらの式か

ら導き出された Q10値は16 g 区が2.38，97 g 区が2.24，

645 g 区が2.02であった。

酸素消費量 R ml/ind./h と体重 W g の間では，それ

ぞれの水温においてR=K･W b の関係が成立した（Fig. 
3）。

　15.0℃ R=0.076W 0.808（r=0.999）

　17.5℃ R=0.087W 0.801（r=0.999）

　20.0℃ R=0.113W 0.764（r=0.999）

　22.5℃ R=0.165W 0.756（r=0.999）

　25.0℃ R=0.213W 0.748（r=0.999）

　27.5℃ R=0.244W 0.764（r=0.999）

傾き b は0.773±0.025（平均±標準偏差）で水温に

かかわらずほぼ一定であった。一方，切片 K と水温

の間には，K=0.014T-0.150（r=0.992）の関係が成立

した（Fig. 4）。

以上のように，酸素消費量 R と水温 T および体重

W の間で R = AT･B および R = K･W b が成立し，かつ，

それぞれの直線式の傾きがほぼ等しいことから，酸

素消費量 R はこれらの 2 式を浮・菊地30)の方法にした

がって統一した R = M･W b ･AT（M は定数）の式で表

されるものとみなした。

　R=0.0256W 0.773×1.083T（r=0.999）

重回帰分析の結果，F 値は2576であり，F0（n1=2，

n2=15，α=0.01）≒6.359であるから，極めて小さい危

険率でこの式が成立した。 

考　　察

一般に魚類の酸素消費量は，生息適水温内では水温

の上昇とともに高くなることが知られており7)，これ

Fig. 2. Regressions of the oxygen consumption rate on 
water temperature for three different body sizes of 
blacktip grouper.

Fig. 3. Regressions of the oxygen consumption rate on 
body weight for six different temperature conditions 
of blacktip grouper.

Table 2 . Oxygen consumption rate of reared blacktip grouper measured at six different water temperature conditions for 
three different body sizes

Mean body
weight

Oxygen consumption rate (mean±SD in ml/ind./h)

Water temperature (℃)

 15.0 17.5 20.0 22.5 25.0 27.5
16 g
　
97 g
　

645 g
　

0.75±0.12
(n = 7)

2.80±0.74
(n = 9)

14.28±2.84
(n = 11)

0.83±0.09
(n = 7)

3.21±0.91
(n = 9)

15.36±3.85
(n = 12)

1.16±0.15
(n = 7)

4.06±1.03
(n = 9)

18.78±4.21
(n = 12)

1.39±0.24
(n = 8)

4.94±1.70
(n = 9)

21.84±3.37
(n = 9)

1.76±0.22
(n = 7)

6.08±1.67
(n = 9)

26.90±4.61
(n = 9)

2.10±0.26
(n = 7)

7.54±1.91
(n = 9)

34.00±5.85
(n = 9)
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までにマコガレイ，Pleuronectes yokohamae3)，クロソ

イ，Sebastes schlegeli3)，メバル，S. inermis3)，アイナ

メ，Hexagrammos otakii3)，アカハタ天然魚17)，ニジマ

ス，Oncorhynchus mykiss20)，ツノガレイ属の一種，P. 

platessa23)， チ カ ダ イ，Oreochromis niloticus27)， ス ズ

キ科の一種，Stizostedion vitreum28)など多くの魚種で

報告されている。今回のアカハタ人工ふ化養成魚（以

下，アカハタ養成魚と略記）でも15.0℃から27.5℃ま

での水温範囲内では同様の結果であった。

一方，酸素消費量と水温の関係を示す温度係数と

して，しばしば Q10値が使われている。生物反応で

は一般的な Q10値は 2 ～ 3 の範囲内にあるといわれて

おり31)，これまでに酸素消費量における Q10値は，マ

コガレイが2.05～2.323)，クロソイが2.72～2.763)，メ

バルが2.20～2.293)，アイナメが2.21～2.273)，アカハ

タ天然魚が1.58～3.1517)，ニジマスが1.9～3.320)，トラ

フ グ，Takifugu rubripes が1.9～2.120)， ブ リ，Seriola 

quinqueradiata が 1.820)， ク ロ ダ イ，Acanthopagrus 

schlegeli が4.820)，マダイ，Pagrus major では1.8～2.820)

などの報告がある。今回のアカハタ養成魚では2.02～

2.38であり，いずれの魚種でも Q10値は概ね 2 ～ 3 の

範囲内であった。このことから，水温変化に対する酸

素消費量への影響は，魚種を問わずほぼ一様であるこ

とが示唆された。

一般に動物の代謝速度と体の大きさの関係はアロ

メトリー式で示され，魚類の酸素消費量と体重の関係

についても，R=K･W b の関係が成立することが知ら

れている8-12,17-18,21,23-28)。今回の実験でもアカハタ養成

魚の酸素消費量は，いずれの水温でも体重に対するこ

のアロメトリー式によく当てはまった。アロメトリー

式における切片 K は，魚の状態や環境条件によって

影響を受けることが知られており32)，ブリやヒラメ，

Paralichthys olivaceus では切片 K と水温が正の相関性

を示すことが報告されている21,33)。本実験でも切片 K

と水温は正の直線式で表され，ブリやヒラメでの報

告21,33)と一致した。一方，傾き b については魚の状態

や環境条件の影響を受けず，普通は0.8前後になると

考えられている9,12)。これまでに海産魚36種で0.786～

0.81110)，アカハタ天然魚が0.86317)，ブリが0.7321)，

P. platessa が0.62623)，コイ，Cyprinus carpio が0.83224)，

淡水魚類20種で0.79726)，S. vitreum が0.785～0.86028)な

どの報告があり，今回のアカハタ養成魚の0.773を含

め，いずれも0.8前後でほぼ一致していた。

酸素消費量と水温および体重との関係式について

は，これまでに浮・菊地の式30)や井上の式21)が知られ

ており，一般的な重回帰式 R = aT+bW+ c（a，b，c は定

数）でも定式化することは可能であった。それぞれ

の式で適合度の指標となる F 値を求めた結果，浮・

菊地の式30)では F=2576であったが，井上の式21)では

F=171，一般的な重回帰式では F=81であり，浮・菊

地30)の式が最もよく適合していたことから，本研究で

は浮・菊地の式30)を用いて酸素消費量と水温および体

重の関係を定式化した。浮・菊地による酸素消費量と

水温および体重の関係式30)は，これまでに魚類での報

告例はないが，エゾアワビ，Nordotis discus hannai30)

や ト コ ブ シ，Sulculus diversicolor aquatilis34)， フ ク

ト コ ブ シ， S. diversicolor35)， ク ロ ア ワ ビ，N. discus 

discus136)，アオリイカ，Sepioteuthis lessoniana37)など

で報告されている。

酸素消費量の単位については，生理学関係では個

体当たりを単位とすることが多いが，水産学関係で

は単位体重当たりを用いていることが多いとされて

いる9)。単位体重当たりの酸素消費量は，個体当たり

の酸素消費量を体重で割った値であり，水温とは正

の相関，体重とは負の相関を示すことが知られてい

る8)。今回の実験でも単位体重当たりの酸素消費量を

R′（=R/W）ml/g/h とすると，R′=0.0256W - 0.227×1.083T

の式が成立し，水温とは正の相関，体重とは負の相

関がみられた。単位体重当たりの酸素消費量が体重

の増加と負の相関性が認められる現象について，板

沢・及川25)は，仔稚魚のように小型個体ほど生命に必

須で酸素消費量の多い脳や内臓器官が体重に占める

比率が大きく，成長にともない筋肉，骨，脂肪など

生命への直接的重要性がやや低く，酸素消費量の少な

い組織の体重に占める比率が大きくなるためであると

している。また，各組織の酸素消費量が成長するほど

低くなるという，この二つの要因の組み合わせによっ

て説明している。こうした現象は，ウナギ，Anguilla 

0.3
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0.1

0
15.0 17.5 20.0 22.5 25.0 27.5

Water temperature (    )

K
 v

al
ue

Fig. 4. Effect of water temperature upon the relationship 
between oxygen consumption rate (R: ml/ind./h) 
and body weight (W: kg) of blacktip grouper. Plots 
represent the K value of the least square regression 
of oxygen consumption rate on the body weight in the 
equation R=K･W b  obtained for each thermal regime.
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japonica19)，ニジマス20)，コイ24)でも報告されている。

一方，前回著者が行った体重200～745 g のアカハタ天

然魚では，単位体重当たりの酸素消費量と体重に負の

相関は認められなかったが17)，これは体重の範囲が狭

かったためと考えられた。

 要　　約

アカハタ人工ふ化養成魚の酸素消費量は，成長段

階の異なる 3 群（16，97，645 g）について，それぞ

れ 6 段階の水温条件（15.0，17.5，20.0，22.5，25.0，

27.5℃）で測定した。

酸素消費量（R: ml/ind./h）は，水温（T : ℃）15.0

～27.5℃，体重（W: g）16～645 g の範囲内では，水

温の上昇および体重の増加にともなって高い値を示

し，次式の関係が成立した。

　R=0.0256W 0.773×1.083T（r=0.999）
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