
動物は繁殖のために生まれた場
所に回帰することが知られている。
繁殖場所と摂餌場所を数千キロも
移動する動物もいる。このような
長距離移動を可能にするナビゲー
ションメカニズムの全貌は解明さ
れていない。たとえば，ウミガメ

（Caretta caretta）は幼体期に産卵
域の磁場を記憶し，数千キロの回
遊後，記憶した地磁気を頼りに産
卵域に戻ってくると考えられてい
る1）。地磁気を利用した長距離移
動を地磁気ナビゲーションとよぶ。
メバル属の種は，目標物がない環
境で産卵場や生息域などに正確に
回帰する。本種の鼻にワセリンを
塗布して観察すると回帰行動が阻
害されたことから，産卵場や生息
域特有の何らかの匂いを頼りに特
定の場所に回帰している可能性が
示されている2）。これは嗅覚ナビ

ゲーションとよばれる。このよう
に動物はさまざまな感覚を使って
ナビゲーションをおこなっている。

本稿の主役であるサケ（Onco-

rhynchus keta）は，河川で生まれ
1 gほどに成長すると海へ降り，
3～4年の索餌回遊を経て生まれ
た河川に回帰する。北海道や東北
地方では9～12月ごろになると3 
kgほどに成長したサケが群れで
河川に遡上してくるため，日本人
には馴染み深い魚で
ある（図1）。古くか
らサケの母川回帰メ
カニズム解明のため
にさまざまな研究が
おこなわれてきた。
これまでの研究から
サケはナビゲーショ
ンのスケールに合せ
て嗅覚ナビゲーショ

ンと地磁気ナビゲーションを使い
分けていることが示唆されている。
そこで本稿では，サケに関する嗅
覚ナビゲーションと地磁気ナビ
ゲーションについて解説する。さ
らに，ナビゲーションメカニズム
解明のために，行動学，電気生理
学，内分泌学など幅広い学問分野
を通して研究が進められてきたが，
その中でバイオロギング手法の貢
献は非常に大きなものである。そ

図1 　 北海道標津川に遡上したサケとカラフトマス

サケは川で生まれて海に降り，3～4年後に繁殖のために遠く離れた外洋から生まれた川に戻っ
てくる。大規模回遊を可能にするサケの回帰メカニズムは古くから多くの科学者の興味を惹き付
けてきた。本稿では，これまで明らかにされてきたサケの嗅覚ナビゲーションおよび地磁気ナビ
ゲーションについて解説するとともに，ナビゲーションメカニズム解明を牽引してきたバイオロ
ギング手法について紹介する。
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こで，バイオロギング手法と筆者
が取り組んでいる研究についても
紹介する。

1 嗅覚ナビゲーション

サケが嗅覚を使って生まれた川
を選択していると示した有名な実
験がある。Wisby & Hasler3）は二
股に分かれた河川の片方に遡上し
たギンザケ（O. kisutch）を捕獲し，
半数の鼻にワセリンをつけたコッ
トンを詰め嗅覚を阻害し，残りの
半数には処理をおこなわなかった

（コントロール）。その後，二股に
分かれた河川の下流側に実験魚を
放流すると，嗅覚を阻害したグ
ループは自分の川に遡上しなかっ
たが，コントロールのグループは
自分の川に遡上した。これは，サ
ケが生まれた川を嗅覚により選択
していることを示したはじめての

研究である。では，サケはどのよ
うな匂いを頼りに河川に戻るのだ
ろうか。河川では，有機物や無機
物が複雑に混合しさまざま化学物
質が局所的に存在する。また，河
川ごとにこの構成は異なる。サケ
の嗅覚に影響を与える匂い物質の
候補として，胆汁酸，プロスタグ
ランジン，バイオフィルム，無機
陽イオン，フェロモン，皮膚粘液，
アミノ酸などがあげられ，それら
は河川を構成する微生物，土壌，
水生および陸生植物などから供給
されている4）5）。

近年，河川水中に存在するアミ
ノ酸が重要な嗅覚ナビゲーション
の指標となっていることが報告さ
れている。Yamamoto et al.6）は
電気生理学的手法とY字水路を用
いた行動学的手法により，河川に
存在している固有のアミノ酸組成
を嗅覚の指標として生まれた川へ
回帰している可能性を示した。ア

ミノ酸はタンパク質の構成要素で
あり，河川水中で安定的に存在で
きることから有力な嗅覚ナビゲー
ション物質の候補である。では，
サケはどのようなタイミングで河
川の匂いを記憶するのだろうか。
サケ科の種類や集団によって多少
の違いはあるものの，一般に，海
へ降る直前に匂いを記憶している
と考えられている。サケ科魚類は
海へ降る際にスモルト化とよばれ
る生理的・外見的な変化が起こる。
具体的には，浸透圧調節機能が淡
水から海水環境へ適応できるよう
になる。また，パーマークがなく
なり，体色が銀色に変化する。電
気生理学および分子生物学的手法
を用いた研究により，L-プロリン
やL-グルタミン酸といった特定
のアミノ酸をスモルト期に記名さ
せることで，サケやサケ科魚類の
一種であるヒメマス（O. nerka）が
海に降る2週間前から降海の直前

サケは，新巻鮭や焼き鮭など
として食され，日本では多く人
に馴染みの深い魚である。サケ
は河川で生まれてすべての個体

が海に降り，3～4年間餌をと
りながら外洋を回遊し，産卵の
ために生まれた川に戻ってくる。
このようにサケは水産重要魚種
としての側面と，長距離・短距
離ナビゲーションをおこなうた
め，生物学的な面白さを兼ね備
えた生きものである。長距離ナ
ビゲーションでは，地磁気・太
陽コンパス，短距離ナビゲー
ションでは河川の匂いを使った
匂いナビゲーションによってオ
リエンテーションしていると考
えられているが，いまだ謎が多
く存在する。

さらに，サケは河川に遡上す
ると雄と雌がパートナーを見つ
け産卵する。これは配偶者選択
とよばれ，サケがどのように
パートナーを選ぶのかという興
味深いテーマにもなっており，
行動学・生理学・分子生物学・
遺伝学などさまざまな分野から
研究が進められている。

〈生き物Profile〉
名称：サケ

学名：Oncorhynchus keta

科名：サケ科 Salmonidae

属名：サケ属 Oncorhynchus

英名：Chum salmon

分布： 東は韓国から北米側のカ

リフォルニアまでの北太

平洋およびその周辺
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にかけて母川の匂いを記憶してい
ることが示された7）8）。このよう
に記憶した川の匂いは，成長して
生まれた川へ戻るまでの3～4年
間保持され，想起される。回帰す
るサケが生まれた川の匂いを探索
している可能性を示した研究があ
る。Tanaka et al.9）はバイオロギ
ング手法（後述）を使って沿岸か
ら河川へ遡上するサケの移動を調
べた。具体的には，岩手県沿岸に
回帰したサケに速度，加速度，水
深および水温を計測する小型記録
型を13尾に装着し放流した。そ
の結果，7尾が放流場所近傍の河
川で捕獲された。記録されたデー
タの解析からサケは河口付近と推
察される場所で鉛直移動を繰り返
していた。河口付近には河川から
流れ込む淡水と海水の躍層が形成
されており，サケは母川の匂いを
探索していたのかもしれない。ど
のようなタイミングでこの記憶が
想起されるのかについてはほとん
ど明らかになっていない。

2 地磁気ナビゲーション

日本で生まれ降海したサケは，
数千km離れたベーリング海まで
回遊し3～4年の成長期間を経て，
日本沿岸まで戻ってくる。何の目
標物もない広大な海から生まれた
川の近くまで戻ってくるために，
サケは太陽コンパスや地磁気と
いった環境情報を使っていると考
えられている。しかし，これまで
外洋のサケを追跡することは非常
に困難であったため，サケの長距
離ナビゲーションを支持する直接

的な証拠は得られていなかった。
ここでバイオロギング手法が力を
発揮した。Tanaka et al.10）はサケ
に速度，水深および水温を計測す
る小型記録計を27尾のサケに装
着し，日本から数千キロ離れた
ベーリング海へ放流した。放流か
ら67日後に，日本沿岸で運良く
1尾を回収することができた。遊
泳速度のデータから算出されたサ
ケの総移動距離は，放流場所から
捕獲場所までの直線距離とほぼ一
致していた。つまり，サケはベー
リング海から日本沿岸までほぼ直
線的にオリエンテーション（方向
定位）していた。このような理由
から，太陽コンパスや地磁気など
を使ってサケの長距離ナビゲー
ションにおいて重要な役割を果た
している可能性が支持されている。
さらに，サケの地磁気ナビゲー
ションについては間接的な証拠が
明らかとなっている。Putman et 

al.11）は，カナダバンクーバー沿
岸に回帰した56年間分のサケの
漁獲データを解析し，沿岸におけ
る漁獲場所の変化が地磁気の年変
動によって説明できることを示し
た。この結果はサケが地磁気を利
用して生まれた河川の沿岸まで回
帰していることをはじめて実証し
ている。このように，サケの地磁
気ナビゲーションについて証拠が
明らかになっており，今後さらな
る研究の進展が期待される。

3 バイオロギング

サケの嗅覚ナビゲーションや地
磁気ナビゲーションについて明ら

かにするうえでバイオロギング手
法は大きな役割を果たして来たの
は上述のとおりである。バイオロ
ギングとはさまざまなセンサおよ
び記録装置を搭載した小型記録型
を対象動物に取り付けることで動
物自らが周囲の環境情報を計測す
るとともに，それにともなう動物
の内的（生理的）変化を記録する
ことができる手法である。本来，
大型の海棲哺乳類の潜水行動を調
べるために開発された手法であっ
たため，当時の記録装置は大型か
つアナログであった。しかし，近
年のバイオテクノロジーの進歩に
より魚類にも装着可能なデジタル
記録装置が開発されるようになっ
た。また，センサ開発の進歩も著
しい。環境情報のセンサとして深
度，水温，照度，地磁気，GPS
などがあげられる。さらに，生理
情報のセンサとして，体温，筋電
位，心電図，脳神経活動，血液性
状などがあげられる。このように
さまざまなセンサが登場している
が，生理情報のセンサについては
装着技術の難易度が高く，まだ一
般的でないのが現状である。その
ような状況で，近年野外で脳神経
活動を記録する技術が鳥類におい
て確立されてきた。Vyssotski et 

al.12）は帰巣性の高いハトにGPS
機能を搭載した脳神経ロガーを装
着し，帰巣時の脳神経活動と位置
情 報 を 記 録 す る こ と で ハ ト

（Columbiformes Latham）の 意 思
決定メカニズムを明らかにした。
実験によると，ハトが街や海岸線
などを目印（ランドマーク）とし
て視覚で認識し，空間情報を把握
して帰巣していることが示された
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（図2）。このように環境情報と内
的情報を同時に計測することで本
手法をサケにも適用できれば，本
種のナビゲーション原理解明の一
助になるかもしれない（図3）。魚
類の視覚・聴覚・嗅覚などといっ
た感覚情報は末端の感覚器で受容
された後に情報が伝達され，最終
的な情報処理が終脳でおこなわれ
る。魚類の終脳はかつてその大部
分が嗅覚に関与していると考えら
れていたが，嗅球と終脳の大きさ
の違いや，嗅球の投射先が限局さ
れていることが明らかとなってい
る。具体的には，繁殖行動や空間
認識・ナビゲーションなど嗅覚以
外の機能も終脳に存在することが
解明されつつある13）。しかし，
魚類では，水中における微弱な生
体電位記録・脳神経ロガーの装着
の困難さ，小型化に伴う電池容量
制限のための記録時間の短さから，
安定した脳波の記録には至ってい
ない。大規模回遊するサケの環境
情報および内部状態の変化を数週
間から数ヶ月という長期に渡り記
録するために，これらの問題をク
リアしなくてはならず，技術改善

を進めていく必要がある。

図2 　 ハトとサケのナビゲーション比較図 図3 　 脳神経ロガーを装着して遊泳しているサケ
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