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SUISANZOSHOKU 49（4），501－505（2001）

カロテノイド強化ワムシの投餌がマダイ・トラフグ種苗の
脾臓細胞の幼若化反応に及ぼす影響

八木基明・橘　勝康・三嶋敏雄

原　研治・槌本六良

（2001年10月29日受理）

Effects of Feeding of Carotenoids Supplement Rotifer
on Splenocyte Proliferation Reaction

of Red Sea Bream Larvae (Pagrus major)
and Tiger Puffer (Takifugu rubripes)

Motoaki YAGI＊1, Katsuyasu TACHIBANA＊1, Tosio MISHIMA＊1,
Kenji HARA＊2, and Mutsuyosi TSUCHIMOTO＊1

Abstract: Red sea bream and tiger puffer larvae were fed with carotenoids (red sea bream:β-
carotene or astaxanthin, tiger puffer: β-carotene) supplemented rotifers or unsupplemented control
rotifer for 20 and 28 days, after hatchout, respectively. Results show that survival rates of
carotenoids supplemented groups of both red sea bream and tiger puffer larvae were higher than
that of each control group. The carotenoids supplemented and unsupplemented control groups
exhibited a similar growth in both species during this experiment.

The proliferation of splenocytes treated with 20μg/ml of Poke weed mitogen or 100μg/ml
of concanavalin A (Con A) fromβ-carotene supplemented or astaxanthin supplemented group
were higher than that of a control group in red sea bream. In tiger puffer splenocytes treated with
20μg/ml of Poke weed mitogen or 100μg/ml of Con A from the β-carotene-supplemented group.
The lymphocytes proliferated to a higher degree compared to the control.

These results suggest that the supplementation of carotenoids such as β-carotene or astaxanthin
to rotifers, might be of benefit in production of healthy and resistive larvae against infectious dis-
ease.

Key words: Pagrus major; Takifugu rubripes; β-carotene; Astaxantin; Splenocytes; Proliferation;
Immune defense; Seed production; Fish larva

魚類の種苗生産においては，種々の感染症が多発し

ている1)。特に近年は，VNN等のウイルスによる感染

症も多発し2)，抗生物質や抗菌剤での対処では限界が

あるのが実状であり，耐病性の強い種苗の生産が求め

られている。

哺乳類ではウイルスに感染すると生体の生体防御機

構から抗ウイルス活性を示すインターフェロンを産生

しウイルスを駆逐することが知られており，実際イン

ターフェロンは，ウイルス性肝炎等の治療薬として用

いられている3)。また，これら生体防御機構はビタミ

ンや種々の栄養因子で活性化されることが明らかとな

っている4,5)。中でもプロビタミンAとして知られてい

るβ-カロテンは，哺乳動物に対して大量投与を行って

もビタミン Aのような過剰症を起こさないとされ，現

在，ヒトをはじめ種々の哺乳動物を対象に検討がなさ

れている6,7)。
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Marine Science and Engineering, Nagasaki University, Bunkyo-machi 1-14 Nagasaki, 852-8521, Japan）．



水産動物では，β-カロテンの添加でクロアワビの生

残率が向上したとの報告がなされている8)。著者らも，

餌料シオミズツボワムシ（以下「ワムシ」と記す）へ

のβ-カロテンの添加がイシダイ，イシガキダイの種苗

生産で生残率の向上や免疫機能の上昇効果を示すと報

告している9)。ところでカロテノイドの一種であるア

スタキサンチンの養殖用飼料への添加はマダイ10,11)や

アユ12)の体色改善効果があると報告され，現在，マダ

イ養殖などで体色改善の目的で広く利用されている。

そこで，本研究では，初期餌料であるワムシにカロ

テノイド特にアスタキサンチン，β-カロテンを添加

し，マダイとトラフグの種苗生産を試み，生産した種

苗の生残率，生体防御機能に及ぼす影響について検討

した。

材料および方法

供試魚および飼育 供試魚には長崎市水産センター

でふ化させたマダイ（Pagrus major）とトラフグ

（Takifugu rubripes）の仔魚を用いた。マダイの飼育は，

供試魚を黒いビニールで側面を覆ったl000 l容パンラ

イト水槽 3面に収容し，各20000尾ずつを対照区，β-

カロテン区，アスタキサンチン区の 3区に分けて，屋

内で飼育した。飼育期間は，ふ化後 0日からの20日間

であった。飼育水には，UV照射ろ過海水を用い，換

水量は0.3 m3/日から仔魚の成長にあわせて2.5 m3/日ま

で増加させた。なお，飼育環境の検査として海水 pH，

水温，溶存酸素量の測定を行った。生残率は，毎夜10

時に無灯火状態で各水槽の異なる 5箇所から10 lずつ

採水し，それぞれの採水中における仔魚を照明下で計

数し，1000 lあたりの生残尾数に換算し測定した。全

長は，生残率の測定時に用いた海水から各区20尾ずつ

を無作為に採取し，拡大投影機を用いて測定した。な

お，上記の飼育実験は平成 9年 4月，平成10年 4月及

び平成11年 4月の計 3回行った。

トラフグの飼育もマダイ同様とし，対照区，β-カロ

テン区，の 2区に分けて飼育した。飼育期間は，ふ化

後 0日からの28日間であった。このトラフグの飼育実

験は平成 9年 4月及び平成11年 3月の計 2回行った。

餌料ワムシとその栄養強化 餌料には，ワムシ

（Brachionus plicatilis O, F, Muller）の L型を用いた。

ワムシの投餌量は飼育開始時は 2個体/mlで，毎日 2回

投餌を行い，残餌の無い様成長に応じて投餌量を増加

させた。ワムシの栄養強化は，海水10 lに対して魚油ゼ

ラチンカプセル（スーパーカプセル A-1クロレラ工業

社製）浮遊液1.5 mlを添加し，ワムシを室温で約 4時

間培養した。その際の培養密度は，1000個体/mlであ

った。なお，対照区には魚油ゼラチンカプセルのみを

添加し，β-カロテン区には魚油ゼラチンカプセルにβ-

カロテン540μg/mlを添加，アスタキサンチン区には，

魚油ゼラチンカプセルにアスタキサンチン540μg/ml

を添加したものを用いた。ワムシ内に取り込まれたカ

ロテノイドはワムシを凍結乾燥後，定法に従って n-ヘ

キサンで抽出しHPLC法で測定した13)。その際のワム

シ内カロテノイド量はワムシ湿重量当たりβ-カロテン

区約400 mg/g，アスタキサンチン区約410 mg/gであっ

た。なお，毎回のワムシへのカロテノイド強化の確認

はUV励起法を用いた蛍光顕微鏡観察で行った。

マダイ・トラフグの脾臓細胞の幼若化の測定 脾臓

細胞の幼若化は既報に従って行った14)。すなわち，マ

ダイはふ化後20日目の仔魚より，トラフグはふ化後28

日目の稚魚より脾臓を実体顕微鏡下で摘出した。摘出

した脾臓を海産魚の浸透圧となる様，塩化ナトリウム

で調整した RPMI1640培地（日水製薬社，FRPMI1640

培地）の中でピンセットを用いてすり潰し，氷蔵したポ

リ製の小試験管に入れ，遠心（4℃，1500 rpm，15 min）

し洗浄を行った。遠心後上清液を捨て，5%FBS（牛胎

児血清）を添加した FRPMI1640培地を加えて Single

Cell浮遊液とした。調整脾臓細胞を 5×105cell/wellと

なるよう96穴マイクロプレート（FALCON, Microtest

III plates）に分注し，Poke weed mitogen（PWM L-

9379, SIGMA社）20μg/mlあるいは，Concanavalin A

（Con A C-0412, SIGMA社）100μg/mlとともにCO2イ

ンキュベーター（25℃，5% CO2）内で72時間培養し

た。幼若化の測定は，培養終了24時間前にプレートの

各ウェルにアラマーブル（Alamar Biosciences社製）

20μlを添加し，培養終了後，マイクロプレートリーダ

で吸光度を測定した。なお，測定波長は主波長570 nm，

副波長600 nmであった。

統計解析 各測定値の有意差の検定には Studentの

t検定を用いた。

結　　果

飼育結果 マダイの飼育環境は，飼育水の水温，

pH，溶存酸素量の平均値及び範囲はそれぞれ23.0℃

（21.6～24.4℃），8.05（7.72～8.55），7.19 ppm（6.22～

8.08 ppm）で，トラフグの飼育環境は，飼育水の水温，

pH，溶存酸素量の平均値及び範囲はそれぞれ17.9℃

（15.4～20.1℃），8.07（7.96～8.18），6.91 ppm（6.12～

7.83 ppm）であった。

マダイ飼育期間中の生残率変化の平成11年における

結果を Fig. 1に示した。マダイでは，各区ともふ化後

5日目までに初期減耗が認められ，対照区では 5日目

以降も飼育期間の延長に呼応して生残率が低下し，実

験終了の20日目では54.5%となった。β-カロテン強化

区，アスタキサンチン強化区ではふ化後 5日目以降は

高い歩留まりを示し，大きな減少を認めず，実験終了
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の20日目の生残率はβ-カロテン強化区80.3%，アスタ

キサンチン強化区78.7%と対照区より高値を示した。

トラフグ飼育期間中の生残率変化の平成 9年におけ

る結果を Fig. 2に示した。トラフグではβ-カロテン強

化区，対照区とも，ふ化後14日目までに初期減耗が認

められ，対照区では14日目以降も飼育期間の延長に呼

応して生残率が低下し，実験終了の28日目では32.3%

となった。一方，β-カロテン強化区ではふ化後14日目

以降は高い歩留まりを示し，実験終了の28日目の生残

率は59.8%と対照区より高値を示した。なお，上記の結

果は，別に行った平成11年とほぼ同様の傾向であった。

マダイ仔魚の全長は，飼育期間の延長にともなって

大きくなり，試験開始時に全長2.8 mm±0.1の仔魚が，

終了時に対照区10.9±1.2 mm，β-カロテン強化区10.3±

1.0 mm，アスタキサンチン強化区10.8±1.0 mmとなり

各区の成長に有意な差は認められなかった（Fig. 3）。

また，トラフグ仔魚の全長は，試験開始時に全長

3.23 mm±0.07の仔魚が，終了時に対照区10.8±0.8 mm，

β-カロテン強化区11.4±0.7 mmとなり両区の成長に有

意な差は認められなかった（Fig. 4）。また，カロテノ

イド強化の各区の供試魚に栄養障害に伴う奇形などの

形態異常は認められなかった。

上記の結果は別に行ったマダイの 2つの飼育実験及

びトラフグの飼育実験でもほぼ同様の傾向を示した。
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Fig. 1. Survival of red sea bream larvae during the experi-
ment. Larvae were divided into 3 groups. Then, they
were fedβ-carotene supplemented, astaxanthin sup-
plemented or unsupplemented (control) rotifers twice
a day for 20 days.

Fig. 3. Growth of red sea bream larvae during the experi-
ment. Bars indicate the mean±SD of 10 fish.

Fig. 2. Survival of Tiger puffer larvae during the experi-
ment. Larvae were divided into 2 groups. Then, they
were fedβ-carotene supplemented or unsupplement-
ed (control) rotifers twice a day for 28 days.
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Fig. 4. Growth of Tiger puffer larvae during the experi-
ment. Bars indicate the mean±SD of 10 fish.



マダイ・トラフグ脾臓細胞の幼若化反応 マダイで

は，飼育終了時の供試魚より脾臓を採取し培地のみで

培養したところ，対照区の吸光度と比較してβ-カロテ

ン強化区，アスタキサンチン強化区ともに有意な差は

認められなかった。PWM20μg/ml刺激では，対照区

は培地のみに比較して1.30倍の吸光度を示したが，β-

カロテン強化区は1.62倍，アスタキサンチン強化区は

1.56倍と有意に高い吸光度を呈し，カロテノイド強化

の両区が対照に比較して有意に高い脾臓細胞の幼若化

反応を示した。Con A 100μg/ml刺激では，対照区は

培地のみに比較して1.35倍の吸光度を示したが，β-カ

ロテン強化区では2.11倍，アスタキサンチン区は1.88

倍の結果となり，カロテノイド強化の両区が対照に比

較して有意に高い幼若化を示した（Fig. 5）。

トラフグでは，飼育終了時の供試魚より脾臓を採取

し培地のみで培養したところ，対照区の吸光度と比較

してβ-カロテン強化区に有意な差を認めなかった。

PWM 20μg/ml刺激では，対照区は培地のみに比較し

て1.30倍の吸光度を示したが，β-カロテン強化区は1.83

倍と有意に高い吸光度を呈した。Con A 100μg/ml刺

激では，対照区は培地のみに比較して1.35倍の吸光度

を示したが，β-カロテン強化区では2.21倍となり，対

照区に比較して有意に高い脾臓細胞の幼若化を示した

（Fig. 6）。

考　　察

カロテノイド強化ワムシを用いてマダイ（β-カロテ

ンおよびアスタキサンチン），トラフグ（β-カロテン）

の種苗生産を行い，カロテノイド強化の有効性の有無

を検討した。ふ化後20日目のマダイの結果では，生残

率ではカロテノイド強化の両区の生残率が対照区より

高かったが，供試魚の全長からみた成長には有意な差

は認められなかった。ふ化後28日のトラフグでも，生

残率ではカロテノイド強化が対照区より高かったが，

供試魚の全長からみた成長にはカロテノイド強化の影

響は両魚種ともに認められなかった。また，飼育期間

を通じて供試魚に栄養障害に伴う奇形などの形態変化

は認められなかった。この点について，竹内ら15)はヒ

ラメ種苗を用いた実験においてビタミン Aの大量投与

が魚体の奇形を誘発するものの，β-カロテンの大量添

加は奇形を誘発しない結果を報告しており，著者らの

β-カロテン，アスタキサンチンの添加も種苗の成長等

に障害を与えるものではないと考えられた。

脾臓細胞の幼若化を検討したところ，哺乳動物では

T，B細胞を刺激するとされるPWM20μg/ml刺激によ
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Fig. 5. Effect of β-carotene and astaxanthin on in vitro
lymphocyte proliferation of red sea bream 5×105cells/
well of spleen lymphocytes from each group were
incubated with or without Con A (100μg/ml) or PWM
(20μg/ml) for 72 h. Alamer Blue was added to 24 h
post culture set up. The optical density was measured
with a Titertec Multiskan plate reader at 570 nm and
600 nm. Bars indicate the mean±SD of triplicate cul-
tures in 3 independent experiments. (＊p＜0.01).

Fig. 6. Effect of β-carotene in vitro lymphocyte prolifera-
tion of Tiger puffer. Experimental conditions were
same as shown in Fig. 5. Bars indicate the mean ±SD
of triplicate cultures in 3 independent experiments.
(＊p＜0.01).



る幼若化は，対照区では培地のみに対して若干の幼若

化反応が認められたものの，カロテノイド強化の両区

では高い幼若化反応を呈した。同様に，ヒトやラットの

哺乳動物でT細胞を刺激するとされるCon A 100μg/ml

による幼若化でもβ-カロテン強化区，アスタキサンチ

ン強化区で対照区に比較して高い幼若反応を示した。

哺乳動物ではビタミンAやβ-カロテンの大量投与が宿

主のマクロファージを介した生体防御能や Tリンパ球

由来のγ-IFN産生を亢進させることは周知となってい

る6,7)。また，β-カロテンの免疫賦活作用はβ-カロテン

が体内でビタミンAに変換された際のビタミンAの持

つアジュバント活性やβ-カロテン自体の抗酸化作用に

起因するとされている6,7)。勝山は哺乳動物ではプロビ

タミンAとしての働きを持たないアスタキサンチン等

のカロテノイドも淡水魚ではプロビタミン Aとしての

働きを持つことを証明し，海産魚でも同様の働きをす

る可能性を述べている16)。これらのことより，本研究

で認められたカロテノイドによる免疫賦活作用がその

プロビタミンAとして機能に起因するか抗酸化作用に

起因するかは明確ではなかった。

以上のことより，β-カロテンやアスタキサンチンな

どのカロテノイドを添加したワムシを用いてマダイや

トラフグの種苗生産を行うことで生体防御能の高い健

康な種苗を生産出来る可能性が考えられた。

要　　約

ふ化直後のマダイとトラフグにカロテノイド（マダ

イ：β-カロテンあるいはアスタキサンチン，トラフ

グ：β-カロテン）で栄養強化したワムシを投餌し種苗

生産を試みた。マダイでは，ふ化後20日の飼育で，β-

カロテン及びアスタキサンチン強化区の生残率が対照

区と比較して高くなった。トラフグでは，ふ化後28日

の飼育でβ-カロテン強化区の生残率が対照区と比較し

て高くなった。両魚種ともに全長からみた成長にはカ

ロテノイド強化による有意な差は認められなかった。

飼育最終日の仔魚より脾臓を採取し，リンパ球の幼若

化反応を検討したところ，両魚種ともにPWM20μg/ml

あるいは Con A100μg/mlの刺激で，カロテノイド強

化区が対照区に比較して有意に高い幼若化の反応性を

示した。これらの強化ワムシでマダイやトラフグの種

苗を飼育することにより，種々の感染症に対して抵抗

力の高い健康な種苗の生産の可能性が考えられた。
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