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ニホンウナギの人為的最終成熟過程における
L-アスコルビン酸とα-トコフェロールの

吉川昌之

Distribution and Accumulation of L-Ascorbic acid and
α-Tocopherol in Japanese Eel, Anguilla japonica

during the Induced Final Maturation with Extract of Pituitary Glands

Masayuki YOSHIKAWA＊2, ＊ 3

Abstract:  Distribution and accumulation of L-ascorbic acid (AsA) and a-tocopherol (Toc) in 
Japanese eel, Anguilla japonica during the induced fi nal maturation were examined. AsA and Toc 
(5 mg/100 gBW / week respectively) were administrated to the eel at the times when 20 mg / fi sh 
/ week salmon pituitary glands were given to induce the fi nal maturation. The result showed that 
with AsA administration the AsA level in the ovary at the fi nal maturation was higher. During 
the fi nal maturation, in the eel without AsA administration, most of AsA was distributed to the 
ovary and little was distributed to the liver and the muscle, but in the eel with AsA administration, 
certain amount of AsA was also found distributed to the muscle. As for the distribution of Toc at 
the fi nal maturation, with Toc administration, Toc was mainly accumulated in the muscle, ovary 
and liver; The amount of Toc in the ovary increased and equaled that in the muscle. Without Toc 
administration, individually the Toc amount in the muscle was the same or slightly higher compare 
to that in the ovary. I concluded that the distributions of AsA and Toc in eel's body at the fi nal 
maturation were diff erent from each other and AsA was more concentrated in ovary than Toc.
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　ニホンウナギの人為的最終成熟過程におけるＬ－
アスコルビン酸（AsA）とα－トコフェロール（Toc）
の魚体内での分布と蓄積について調べた。サケの脳
下垂体（20mg ／尾／週）を投与し成熟させるととも
に，一部については，同時に AsA と Toc（各５mg
／ 100 ｇ BW ／週）も投与した。その結果，成熟過
程で AsA を投与すると，最終成熟に達した卵巣の
AsA の濃度がビタミンを投与しなかった場合（以下，
通常と記す）よりも高くなることが分かった。また，



通常の最終成熟過程では魚体内の AsA の大半が卵巣
に分布し，肝臓や筋肉にはほとんど分布しなくなる
が，AsA を投与することにより，筋肉にも AsA が
分布するようになった。一方，Toc についても，成
熟過程で投与すると，最終成熟に達した卵巣の Toc
濃度が通常よりも高くなることが示されたが，Toc
の場合，筋肉や肝臓にも多く蓄積され，筋肉におけ
る分布量は卵巣における分布量と等しかった。また，
Toc を投与しなかった個体においても，最終成熟過
程の筋肉における分布量は卵巣における分布量と等
しいかもしくはそれよりも多かった。このように，
最終成熟過程におけるＡｓＡと Toc の魚体内の分布
状況には大きな違いがあり，AsA の方が卵巣への集
中度が高かった。
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