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トラフグ天然親魚における成熟促進のための

鈴木康仁 1), ＊ 1・竹村明洋 2)

Comparison of Hormonal Treatments for Induction of Oocyte Maturation

Yasuhito SUZUKI and Akihiro TAKEMURA

索 引 語：トラフグ／ホルモン処理／成熟／排卵

　Single or combined hormone treatments were made in the tiger puff er, Takifugu rubripes, 
in order to compare their eff ects on induction of oocyte maturation and ovulation. Fifteen 
mature females (2.5 to 7.8 kg), which were caught with fi xed nets around the coast of Fukui 
Prefecture between April 26 and May 10, 1993, were divided into four experimental groups: 
human chorionic gonadotropin (HCG) group (200 IU/kg HCG at day 0 and 1000 IU/kg at day 
3), HCG + chum salmon pituitary extract (HCG + SP) group (500 IU/kg HCG and 10 mg/kg 
SP at day 0), LHRHa (LHRH) group (0.7 to 1.0 mg/kg LHRH at day 0), and control (1 ml/kg 
saline). Oocyte maturation and ovulation were observed in all the surviving fi sh of the HCG 
and HCG + SP groups and part of the LHRH group. No ovulatory eff ect was observed in 
the control group. These results suggest that HCG and SP were both eff ective for induction 
of ovulation of this fi sh. Number and diameter of eggs from the successfully ovulated fi sh 
ranged from 279,000 to 792,000 and from 1.21 to 1.30 mm, respectively. Large diff erences in 
hatching rate (0 to 83 %) were recognized among batches.
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　福井県沿岸で漁獲されたトラフグ親魚に胎盤性性腺
刺激ホルモン（HCG），シロサケ脳下垂体抽出物（SP），
および合成ＬＨＲＨを背筋部に注射し，卵母細胞の最
終成熟と排卵誘導の効果を比較した。試験区と用いた
尾数は，それぞれ HCG 区（HCG 区を試験開始時に
200IU/kg，３日目に 1000IU/kg）として５尾，HCG
＋ SP 区（HCG500IU/kg ＋ SP10mg/kg）として５尾，
LHRH 区（LHRH を 0.77 － 1.0mg/kg）として３尾，
そして対照区（生理食塩水を１ml/kg）として２尾で
あった。排卵はHCG 区（死亡個体を除く）とHCG ＋
SP 区のすべての個体，そして LHRH区の１尾に誘導

できた。排卵までの日数は HCG 区で７日，HCG ＋
SP 区で５から６日，そして LHRH区で６から７日で
あった。試験期間内に排卵しなかった個体（LHRH区
の１尾と対照区の２尾）にHCGを再度投与した結果，
注射後６から８日目に排卵を誘導できた。
　以上の結果から，HCG もしくは SP の投与が本種
の排卵誘導に有効であることが判明した。採卵数は
279,000 から 792,000 粒，そして孵化率は０から 83％
と個体差が著しかったが，ホルモン処理方法との関係
は明らかではなかった。
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