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アユ月θoo40ss〃5a飯yθ加の最終成熟および産卵に及ぼす
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　酸性環境の影響

伊藤文成，山口元吉

Influence　of　Sublethal　Acidic　Conditions　on　Final　Maturation

　　　　　　and　Spawning　in　the　Ayu，」町θoo405劒5∂1がyθむb

Fuminari　Ito＊and　Motoyoshi　Yamaguchi＊

Abstract：The　progress　of　ovulation　and　spawning　of　the　ayu，月θoo810θθ麗θ

a！だ7θ五5，were　observed　under　neutral（pH7．0）and　sublethal　acidic　（pH5．2）

conditions，in　order　to　examine　the　effect　of　waterεlcidification　on　spawning．

Spεlwning　was　induced　by　the　transfer　of　the　fish　to　a　tank　provided　with＆

sui七able　environment　for　sp＆wning。Three　experimenta．l　groups　using　l）intact

fish，2）fish　injected　with　gonadotropin（HCG）just　prior　to　the　tra．nsfer　and

3）previously　ovulated　females　were　made　in　the　acid　exposure　experiment・

Under七h6neutral　environment，the　fish　stεlrted　ovulation　and　spawning　from

2days　after　the　transfer，and　all　fish　ovulate（l　within3（lays　of　and　spawned

within6dεlys　of　the　transfer，　On　the　other　hand，under　the　subletha．l　acidic

environment，・tHe・intact　fish　had　started　ovulation3days　after　the　transfer，

and60ut　of　lO　females　ovulεlted　within5days　of　the　transfer．Nine　out　of

10HCG　treated　fish　ovulated　under　the　acidic　environment　but　only20ut　of

the90vulεlted　fish　spawned．Al！previously　ovul＆ted　females　spawned　within

6　（lays　of　the　transfer　even　under　the　aci（1ic　environment，　These　results　sug－

gest　that　acid　stress　affects　the　physio1Qgical　mechanisms　of　final　maturation

and　spawning　in　the　ayu、
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串中央水産研究所上田庁舎（National　Research　Institute　of　Fisheries　Science，

　Nagano　386－0031，Japan）

Ueda　Station，Komaki，Ueda，
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　酸性雨は河川・湖沼の水質変動を引き起こし，その結果生態系を変化させる。北欧や北米

では1970年以降その影響が顕在化し，魚類資源に壊滅的影響をもたらした（Beamish磁a1，

19751Leivestad，and　Muniz，1976；Farmer砿a1，1980；Haines，1981）。現在，我が国

では酸性雨による内水面生態系への明らかな影響は認められていないが（Kawai，1991），近

年pH4．5から5．2の酸i生雨は全国各地で観測されている（Hara，1991）。酸性雨原因物質

の低減対策が講じられないままに今後とも酸性雨が降り続けば，将来水産資源に深刻な影響が

現れる可能性が懸念される。水域の酸性化による魚類群集の消失は，成魚への急性的な致死

毒性によるというよりはむしろ，繁殖の失敗によるものと考えられている　（Beamish砿a！，

1975；Beamish，1976；Fromm，1980）。酸1生化が魚類の成熟過程に及ぼす影響に関しては多

くの報告がある。魚類成魚の酸1生環境への暴露は，配偶子形成に影響を及ぼして卵質や精質

を悪化させ，受精率や発生初期段階の生存率を低下させる　（Menendez，1976；Lee　and

Gerking，1980；Weiner砿a1，1986；Ikuta　and　Kitamura，1995；Ito砿a1，1996）。ま

た，Tam　and　Payson（1986）は，カワマスにおいて酸性環境への長期間暴露が排卵を遅延

させることを観察した。産卵への影響に関しては，　Vuorinenθオa！（1992）が酸性化した

湖においてパーチの繁殖時期が遅滞することを報告しているほか，Johnson　and　Webster

（1977）はカワマスが産卵場所を選択するとき酸性環境を忌避することを観察している。しか

し，環境の酸性化が魚類の産卵にどのように作用するかを実験的に直接観察した研究はみられ

ない。

　本研究では，環境水の酸性化が最終成熟から産卵に至る生理過程に及ぼす影響を調べるため，

水槽内で容易に産卵を誘発することのできるアユを用い，亜致死的酸性環境での排卵・産卵経

過を観察すると共に，生殖腺刺激ホルモン投与を併用することにより，最終成熟から産卵過

程のどの段階に酸性化の影響が現れるのかを検討した。

材料と方法

実験魚：実験には，新信濃川河口で遡上時の5月に捕獲し，その後中央水産研究所上田庁舎

の千曲川河川水を導入した屋外流水池にて産卵期まで養成したアユ（P1θooglos3々58ノ孟f7θ！瑚

を用いた。養成期間中，実験魚にはアユ用配合飼料（科学飼料研究所，新鮎E　P2～4号）を

アユ給餌率表（内水面養殖管理指針）に従い1日数回に分けて給餌した。

耐酸性試験：供試飼育水（浅層地下水：全硬度45ppm，水温18±1℃，pH7．2～7．4）における

実験魚のpH耐i生を知るため，2．3～4，5gの稚魚を用いて耐酸性試験を行った。硫酸によりpH

を3．6，4．0，4．4，4．9，5．2，5。5，および7．3（48時問の平均pH）に調整した各流水水槽に実

験魚をそれぞれ20尾づつ収容し，24時間および48時間後の死亡個体を計数した。

酸性環境下での産卵実験：実験は，用いた系統（信濃川産）の例年の産卵期である10月下旬

に行った。アユの産卵を促す物理環境を設置した4個の角形400リットルF　R　P水槽に成熟ア

ユ雌雄をそれぞれ10尾づつ収容し，排卵および産卵経過を実験開始後7日目まで観察した。

産卵誘起には水槽の底に粒径1～10mmの砂利を敷き，水中ポンプ（新ダイワ工業，S　P　lO1）

で水流を起こした水槽を用いた。このような人工的な物理環境により、アユは容易に産卵を

誘起される。各水槽にはpHコントローラー（ニッシン，N　P　H－6800）に接続したペリスタ
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ポンプ（アトー，S　J－1211）を用いてl　N硫酸を添加して所定pH（1水槽はpH7．o±o．1，

3水槽はpH5．2±0．1）を維持した。また，水温保持のため（実験期間中，水温18±1℃），各

水槽には地下水を給水（毎分約41）した。pH7．0の中性環境群およびpH5．2の酸性環境群3群

のうち1群は生殖腺刺激ホルモンによる排卵誘起処理をせずに自然排卵としたが，他の酸性環

境群2群のうち一方の雌雄には排卵を促すため産卵水槽に移す直前に胎盤性生殖腺刺激ホルモ

ン（human　chorionic　gonado七ropin（HCG）：151U／gBW）を腹腔内注射した。残りの群

の雌には産卵水槽に移す2日前に上述と同濃度でHCG投与を行い，前日から当日の朝まで

の1日間に排卵した個体を用いた。なお，この排卵魚を得るためのHCG投与は中性環境下

（pH7．0±0。1，水温18±1℃）で15尾の雌に対して行い，2日目（実験開始当日）の朝に15尾

すべての排卵を確認した。また，実験魚には実験開始前およそ2週問，地下水に馴致したも

のを用いた。産卵環境への移行は午前10：00に行い，排卵および産卵の確認は，翌日以降ほぼ

午前09：00～10：00の間に行った。雌の腹部を軽く圧迫することにより排卵卵が搾出されたもの

を排卵個体，成熟卵で大きく張っていた腹部が萎んで小さくなっていたものは腹部を切開し，

放卵の完了したことを確認して産卵個体とした。通常，排卵および産卵は夜中から明け方に

かけて起こるため，それらが確認された日までを各個体の排卵および産卵に要した日数とし，

各実験群の平均所要日数を求めた。ただし，実験期間内に排卵および産卵がみられなかった

ものはこの計算からは除外した。

結　　果

アユのpH耐性：実験に用いた地下水における耐酸1生試験の結果をTab夏e1に示した。アユは

本実験条件下において，pH4．9では48時間後までに20尾中12尾が，pH4．4およびpH4．0では20

尾中19尾が難死し，pH3．7では全く生存不可能であった。しかしpH5．2以上では，pH5．2にお

いて48時間後までに20尾中1尾が難死したのみであり，生存に関してほとんど影響がなかっ

た。このように、pH5．2以上の酸1生環境は生存に急1生的な影響を及ぼさないことが示されたた

め，産卵実験における酸1生条件はpH5．2とした。

Table1・Surviv亀10ftheayuunderconditionsacidifiedusingsulfuricacid

pH
Number　of Number　of　fish　surviving（％）

fishused 24H 48H

7．3

5．5

5．2

4．9

4．4

4．O

3．7

20

20

20

20

20

20

20

20（100）

20（100）

20（100）

14（70）

3（15）

2（10）

0（0）

20（100）

20（100）

19（95）

12（60）

1（5）

1（5）

0（0）
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最終成熟および産卵への影響：各実験群における排卵および産卵の経過をFig。1。に，実験期

間内の累積排卵・産卵尾数と排卵・産卵日までに要した平均日数をTable2に示した。なお、

各実験群において産卵を確認した個体以外に実験期間中に死亡した個体はなかった。

　中性環境下（pH7，0）では，アユ雌は産卵環境への移行後2日目から排卵を開始する個体が

現れ始め，3日目までにすべての個体が排卵した。産卵日は排卵日よりやや遅れたが，6日

目までにすべての個体が産卵した。産卵環境への移行から排卵および産卵までの平均所要日数

はそれぞれ2．3±0。5および3．4±L3日であった。

　一方，弱酸性環境下（pH5．2）では，排卵個体は産卵環境移行後3日目から現れ始め，5日

目までに10尾中6尾が排卵したが，その後7日目まで新たに排卵個体は出現しなかった。産

卵環境への移行から排卵および産卵までの平均所要日数はそれぞれ3．7±0．8および6．0日であ

り、中性環境下におけるそれらと比べ有意に遅延した。また，排卵した6尾のうち産卵に至っ

た個体は2尾であり，中性環境において排卵した10尾すべてが産卵に至ったのに比べ，排卵

個体が産卵に至る割合は有意（Fishefs　exact　probability　test，P＜0．Ol），に低かった。
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Fig。1．Changes　in　the＆ccumulated　ovulation　and　spawning　rates　under　neu－

　　tral（pH7．0）a．nd　subletha1（pH5．2）εlcidic　water　conditions．
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　HCG処理後直ちに弱酸性の産卵水槽に移した群では，実験開始後3日目に10尾中8尾が排

卵し，5日目にさらに！尾が排卵した。それらのうち産卵した個体は2尾にとどまり，中性

環境での産卵と比べ有意に（Fisher’s　exact　probability　test，P＜0。00！）産卵率が低かっ

た。産卵環境への移行から排卵および産卵までの平均所要日数・はそれぞれ3．2±0．7および3・5

日であり、中性環境下におけるそれらと比べ有意に遅延した。

　すでに排卵している雌を用いた低pH群では，産卵は2日目から観察され始め，4日目まで

に10尾すべてが産卵した。産卵までの所要日数は2．6±0．8日であった。

考　　察

　本研究で用いたアユは，中性環境下では，産卵環境を設置した水槽に収容すると2日目か

ら産卵が始まり，6日目までにすべての個体が産卵を終了したことから，環境刺激のみで速

やかに産卵に至る完熟状態にあったとみなすことができる。このような成熟状態のアユを用い

たにもかかわらず，pH5．2という死に至らない程度の弱酸性環境下においても排卵および産卵

率の低下と排卵および産卵までに要する日数の延長が観察された。このことは環境の酬生化が

アユの産卵生理および産卵行動に重大な悪影響をもたらすことを示している。

　産卵環境に収容してから排卵までの所要日数は，中性環境下では2，3±0．5日であったのに対

し，酸性環境下では3。7±0．8日であり，酸i生環境は明らかに排卵を遅延させた。また，中性環

境下では用いた10尾すべてが産卵環境収容後3日目までに排卵したのに対し，酸性環境下で

は7日目までに10尾中6尾が排卵したにとどまった。排卵の遅延はHCG処理群においても観

察された。Hiroseθ6a1（1977）は，56からllOgのアユに1尾当たり14001UのHCGを腹腔内

注射した結果，注射後2日目までに排卵をみている。本研究においても排卵雌を得るために

中性環境下でほぼ同濃度（15正U／gBW）のHCG投与を行い，15尾中15尾が2日目までに排

卵するのを観察した。これに対し酸性環境下では，注射後排卵までに3日以上を要した。Tam

and　Payson（1986）・は，カワマス（3alyθ1加5fo刀診∫澱！f旬を長期間にわたり亜致死性の酸

性環境に暴露し，排卵の遅延を観察した。彼らは，排卵の遅延が低pHによるストレスの結果

Table2．Accumulated　number　of　ovulated　and　spawned　females　in　the　ex－
　　periment　period　and　mean　number　of　days　with　standard　deviation　until

　　ovulation　and　spawning。

Ovulation Spawning
　　　　　　　　　　　　Number　of
Gr・up　C・nditi・n　femaleusedNumberDaysuntilNumberDaysuntil
　　　　　　　　　　　　　　　　　　ovulated　ovulation　spawned　spawnlng

1
2
3
4

pH7。2

pH5．2

pH5．2，HCG

pH5。2，0vulated

10

10

10

10

10

6
9

10

2，3±0．5

3．7±0．8＊＊1

3．2±0．7＊＊1

王0

2＊＊2

2＊寧2

10

3．4±1。3

6．0＊1

3．5

2．6±O．8

＊1，＊＊1：Singnificant　difference（F－test，＊P＜0．05，＊＊p＜0．Ol）with　group1．

＊串2　：Singnifica，nt　difference（Fisher’s　exact　probability　test，P〈0。001）with　group　l．
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と考えている。低pHストレスは魚類の最終成熟から排卵に至る生理的メカニズムを混乱させ

るのかもしれない。Ikutaθ孟a1（1996）はニジマス（0ηoo功7ηo加θ磁頭f諭雄をpH4．5お

よび5。0あるいはpH5．0＋アルミニウム（150ppb）に2週間暴露し，性ステロイドおよび生殖

腺刺激ホルモン（GTH）の異常分泌充進を観察した。魚類の最終成熟・排卵はGTHの作用に

より卵濾胞細胞のプロゲステロン系ステロイドの合成・分泌が高まることによって起こる（長

浜，1991）。このとき卵濾胞におけるステロイド合成は，それまで卵の発達（卵黄蓄積）に作

用していたエストロジェン系ステロイド（エストラジオールー17β）からプロゲステロン系ス

テロイドに代謝経路が切り替わる必要がある。アユにおいても酸1生暴露がステロイドの代謝異

常を引き起こすと仮定すると，酸1生暴露がちょうど排卵時に重なった場合にはステロイド代謝

経路の切り替えが正常に起こらないことが考えられる。従って，排卵の遅延はこのような酸

性ストレスによる内分泌機構の不全による可能性も否定できない。

　酸性環境群および産卵環境へ移す直前にHCG処理した酸性環境群では，実験期間内におけ

る排卵個体中の産卵個体がそれぞれ6尾中2尾および9尾中2尾と産卵が顕著に抑制された。

それにも関わらず，実験開始時にすでに排卵している雌を用いた場合には，酸性環境下にお

いても4日目までに10個体すべてが産卵した。これらの結果は，中性環境下でGTHの作用に

より正常に排卵した場合は酸1生環境下においても産卵可能であるが，排卵過程が酸性環境下で

進行した場合は産卵が抑制されることを示唆するものと考えられる。しかし，酸性ストレス

が蓄積することによって産卵が抑制されることも否定できない。このことを確認するためには，

酸1生環境下で排卵させ，中性環境下に戻して産卵を観察するなどの実験が必要である。

　またアユでは，雌雄で成熟を同期させ産卵を効率よく行うために，最終成熟から産卵に至

る過程において雌雄問でフェロモンによる情報交換が行われていることが報告されている。す

なわち，雌は雄からの排卵誘起フェロモンの刺激により内分泌的変化を起こして排卵し，排

卵雌は排精を促すフェロモンを放出して雄の精液量を増加させる（lto窃認，1996）と共に

雄の産卵行動を誘起するフェロモンを放出する（Honda，1979）。このような水中を介する化

学物質による相互作用が，環境水の酸1生化によって影響を受けることは十分考えられる。本

研究でみられた酸性環境下における排卵および産卵の異常は，個体聞の情報伝達系の障害によ

るものかもしれない。環境酸性化の産卵への影響メカニズムを明らかにするためには，酸性

環境下におけるホルモンの詳細な挙動に関する内分泌学的研究の他，フェロモンの放出とその

受容への影響に関する研究もまた必要と考えられる。

　本研究ではまた，酸性環境下において排卵個体が産卵するまでに要する時間の延長が観察さ

れた。中性環境下では，排卵を認めてから産卵するまでに要する時問はおよぞ1日であった

のに対レ，弱酸i生環境下に諮けるそれはおよそ2、5日であった。一般に魚類の卵は，排卵され

たのち産卵されずに長期間体内に残されていると過熟化して卵質が低下することが知られてい

る（酒井，1974）・Hiroseθオ∂！（1977）はアユにおいて，排卵後1日目までの卵は高い卵質

を保っているが，2日目になると発眼・購化率が30～40％まで急激に低下し，4日目の卵は

ほとんど致死的であることを報告している。このことから，酸性環境下では産卵率が低下し

て総産出卵数が減るばかりでなく，かろうじて生み出された卵もその生存性が極めて低いこと

が予想される。

本研究で得られた結果は，産卵期における環境の酸性化が，たとえそれが致死的ではない
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程の弱い酸1生化であっても，アユの繁殖にダメージを与え，資源の衰退をもたらす危険性を

示すものと考えられる。
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