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岐何環研研報

アユの効率的な媒精技術の開発-II

低濃度の卵巣腔液による卵の粘着抑制

桑田知宣

Technical development of efficient insemination method in ayu 
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Ovelian fluid inhibits activation of egg adhesiveness from low concentration 

TOMONORI KUWADA 

No.58 (2013) 

粘着沈性卵であるアユ卵は外卵膜が反転して粘着器となり(岩井， 1992)，水に接すると他物に付着する(岐

阜県・水資源開発公団， 1983)。種苗生産の際には，アユ卵のこの特性を活用して着卵基質(シュロ製の魚巣な

ど)にアユ卵を付着させて管理している(岐阜県・水資源開発公団， 1983;兵庫県水産試験場， 1994;吉津， 2005)。

卵の粘着性は，魚巣を用いた卵管理を行う上では有用であるが，誤った操作で発現させると，しばしば卵の発生

成績の低下をまねく 。具体的には，採卵時に卵に誤って淡水が混入した場合に，受精前の卵が塊になって しまう

ことなどが上げられる。このため従来からアユの人工授精作業の主流は，淡水への摂水を着卵まで避けることが

できる乾導法で、あった(岐阜県・水資源開発公団，1983;兵庫県水産試験場， 1994;吉津， 2005)。乾導法では、

着卵時にも精子が運動を開始し、最終的な受精成績はこのとき決まる(桑田， 2009)。受精を促す観点から考察

すると，このとき乾導法では，運動精子が広く飼育水中に拡散してしまうため効率が悪い。この問題を解決する

ために受精液を用いる人工授精方法が開発され， その有効性が明らかにされている(桑田， 2009)。媒精容器と

いう限られた空間の中で精子の運動を促すことが出来るこの方法は，卵門まわりの運動精子の密度を高く保つこ

とが出来るため，効率的に受精させられると考えられる。しかし一方で，受精液の添加によって卵が粘着性を発

現し、卵塊が生じることが懸念されている(岐阜県・水資源開発公団， 1983)。このように人工授精の成否は， 卵

の粘着性を発現させることなく，如何に効率よく精子を運動させるかに係っているため，精子の運動開始条件だ

けではなく，アユ卵の粘着性の発現条件についても明らかにする必要がある。また，前述のように着卵作業にお

いては，確実にアユ卵を着卵器材に付着させる必要があり，そのためにもアユ卵の粘着性の発現条件の解明が必

要である。これまでに、アユ卵に混入している卵巣腔液が卵の粘着抑制作用を有するため，受精液には卵の粘着

防止機能は必要ないことを確認している(桑田， 2008)。しかし，アユの卵巣腔液が粘着抑制作用を発揮する濃

度やその原因物質は明 らかではない。そこで本研究では，卵巣腔液のアユ卵粘着抑制作用濃度について実験的に

検証するとともに，人工授精作業時および着卵作業時の卵巣腔液濃度を試算することにより，卵巣腔液の粘着抑

制作用が両作業結果に及ぼす影響について考察した。また，粘着を抑制する原因物質探索の糸口を得るために，

アユの血清成分および他魚種(アマゴ OncorhynchusJnasou ishikawae)の卵巣腔液によるアユ卵粘着抑制作用

についても調べた。

キーワード:アユ，卵巣腔液，粘着沈性卵， 粘着性の抑制，人工授精
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方法

実験 1 アユ卵巣腔液によるアユ卵の粘着抑制作用

卵巣腔液を希釈 した供試卵の調整

本所で継代している海産系人工産アユ 3尾より採卵し

た卵を混合して試験に用いた。2本の遠沈管にそれぞれ 10

g程度の卵を測り(卵重量) ， 800G， 10分間の遠心によ

り卵と卵巣腔液を分離した。上澄みとして分離した卵巣腔

液をマイクロピペッ トで出来る限り回収して重量を測定

し，その平均値から採卵した卵に含まれる卵巣腔液の重量

比(卵巣腔液重量/卵重量x100)を算出 したところ 17.4

であった。同じ採卵ロットから遠沈管に 10g程度の卵を

測り取り，卵巣腔液比(1.74)からその中に含まれる卵巣

腔液量を算出し，卵巣腔液の濃度が重量換算で 10%とな

るように BufferedSolution (20mM HEPES-NaOH， pH7. 5) 

(以下 BSとする)を加えた。 f党幹後に 10%希釈卵巣腔液

が3m1残るように余分な液を測り取った。更に 12m1のBS

を加えて卵巣腔液の最終的な希釈濃度が 2%となるように

調整して撹枠後， 1時間静置し余分な希釈卵巣腔液を出来

る限り捨てた。

各種溶液によるアユ卵の粘着抑制能の評価

上記により卵巣腔液を 2%に希釈した卵を 9cmプラスチ

ックシャーレに 0.2gずつ分取した。分取した卵にそれぞ

れ BS，アユ人工血紫 (124mMNaC1， 2.9叫 KC1，3. 4mM CaC12， 

O. 7叫 MgC12，20仙!HEPES-NaOH， pH7.5) (太田ほか， 2001) 

(以下人工血妓とする)，シシャモ人工生殖腔液(120.4酬

NaC1， 4.8mM KC1， 1. 8叫，1CaC12， 0.8mM MgC12) (太田ほ

か，1995) (以下人工卵巣腔液とする)，人工卵巣腔液を

BSで希釈した 5%，10%， 25%， 50%人工卵巣腔液希釈液

(アユ人工卵巣腔液区)およひ、アユ卵巣腔液を BSで希釈

した 0.25%，0.5%， 1%， 2.5%， 5%アユ希釈明、]巣腔液

(アユ卵巣腔液区)を 10m1ずつ加え，全12区を設定した。

各シャーレをそのまま静置し 12時間後に各区のシャーレ

に付着した卵と付着しなかった卵をそれぞれ計数して着

卵率(粘着した卵数/供試卵数x100)を求め，各溶液に

よるアユ卵の粘着性抑制能を評価した。

実験 2 アユ血清とアマゴ卵巣腔液による粘着抑制作用

アユ卵巣腔液以外にアユ卵の粘着抑制効果がある液体

の有無を調べるため，アユの血清成分とアマゴの卵巣腔液

について調査した。

材料

成熟したアユ雌魚の尾柄部より注射器により血液を採

取し， 40

Cで一晩静置後， 15， OOOGで 10分間遠心し，その

上清液をアユ血清とした。採取したアユ血清は試験まで

-300Cで保存した。アマゴ卵巣腔液は下目支所で継代飼育

しているパ一系アマゴより採取した。採卵時に卵とともに

排出される卵巣腔液を目合し、 2剛の金ザルで、癒過して採

取し，試験まで-300Cで保存した。アユ卵巣腔液は前試験

と同じ方法で採取し試験まで-30
0

Cで保存した。アマゴ卵

巣腔液とアユ卵巣腔液の遠心履歴をアユ血清と揃えるた

めに，解凍後の両液を 15，000Gで 10分間遠心し，その上

清液を以下の試験に用いた。

卵巣腔液を希釈 した供試卵の調整

本所で継代している海産系人工産アユ 10尾より採卵し

て混合したアユ卵の卵巣腔液の重量比を前試験と同じ方

法で測定したところ 12.6であった。この重量比を基にし

て前試験と同じ方法で卵巣腔液の濃度を 2犯に希釈した。

各種溶液によるアユ卵の粘着抑制能の評価

上記により卵巣腔液を 2%に希釈した卵を 9cmプラスチ

ックシャーレに 0.2gずつ分取した。 BS，人工血祭，人工

卵巣腔液を各 10mLずつプラスチックシャーレに加えて

BS区，人工血衆区，人工卵巣腔液区とした。アユ卵巣腔

液，アユ血清，アマゴ卵巣腔液をそれぞれ 0.25%，0.5%， 

1%， 2.5%， 5%に希釈して，各 10m1をプラスチックシャ

ーレに加え， 0.25%， 0.5%， 1 %， 2.5%， 5%アユ卵巣腔

液区， 0.25%， 0.5%， 1%， 2.5%， 5%アユ血清区， O. 25 

%， 0.5%， 1%， 2.5%， 5%アマゴ卵巣腔液区とした。ま

た，人工血嫌により 1%に希釈したアユ卵巣腔液希釈液 10

mLをプラスチックシャーレに加えて ABP一卵巣腔液区と

した。12時間後に各区のシャー レに付着した卵と付着し

なかった卵をそれぞれ計数して着卵率を求め，各溶液によ

るアユ卵の粘着抑制能を評価した。

統計処理

人工卵巣腔液，アユ卵巣腔液，アユ血清，アマゴ卵巣腔

液の濃度と着卵率との関係について， Spearmanの順位相

関係数の無相関検定により検定した。アユ卵巣腔液区の着

卵とアユ血清区またはアマゴ卵巣腔液区との着卵率の違

いについて，各区の着卵率を逆正弦変換後， paired t-test 

により検定した。

結果

実験 1 アユ卵巣腔液によるアユ卵の粘着抑制作用

各区の 12時間後の着卵率を第 l図に示した。アユ卵巣

腔液を加えていない BS，人工血蝶， 5%， 10%， 25%， 50 

%， 100%人工卵巣腔液を加えた区の着卵率はそれぞれ

84.3%， 99.0%， 98.6010， 95.8%， 98.6010， 97.1%， 75.6 

%といずれも高く，人工卵巣腔液の濃度と着卵率との聞に
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アユの血清が含まれている 0.25%，0.5%， 1%， 2.5%， 

5%アユ血清区の着卵率はそれぞれ 45.4%，2.4%， 1. 2%， 

4.1%， 10.0%となり，その平均着卵率は 12.7%とアユ卵

巣腔液区のそれより低い値であったが，両区の違いは有意

ではなかった (pairedt-test， t=2. 72， d戸4，~O. 053)。

アマゴの卵巣腔液が含まれている 0.25%，0.5%， 1 %， 

2.5%， 5%アマゴ卵巣腔液区の着卵率は，それぞれ 90.5 

%， 80.3%， 15.3%， 7.8%， 6.9%となり，アマゴ卵巣腔

液の濃度が高いほど着卵率が低いなる傾向が認められた

(Spearmanの順位相関t=infinity， df'=3， P<.0.01) 0 5 

つのアマゴ卵巣腔区の平均着卵率は 40.2%であった。ア

マゴ卵巣腔液区とアユ卵巣腔液区の着卵率の違いに有意

差はなく (pairedt-test， t=0. 71， d会 4，~O . 514) ，ア

マゴ卵巣腔液もアユ卵巣腔液と 同様にアユ卵の粘着性発

現を抑制することが明らかになった。

υ、
E記

各種溶液中で保管したアユ卵の着卵率
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本研究では採卵したアユ卵に BSを加えて，卵巣腔液を

2%に希釈した卵を調整し着卵実験に用いた。この卵は各

種溶液を加えるまでプラスチックシャーレに付着しなか

ったが， BS，人工卵巣腔液，人工血媛など卵巣腔液の含ま

れていない溶液を加えると粘着性を発現した。従って，卵

巣腔液はアユ卵の粘着性を除去するのではなく，アユ卵の

粘着性の発現を抑制していると考えられる。

O. 25%~5%濃度のアユ卵巣腔液の粘着性抑制能を調べ

た両実験において，アユ卵巣腔液の濃度が高いほど有意に

着卵率が低下する傾向が認められたことより，アユ卵巣腔

i夜は濃度依存的にアユ卵の粘着性発現を抑制することが

明らかになった。また，両実験で 5%濃度のアユ卵巣腔液

は 100%または 96.3%のアユ卵の着卵を抑制したのに対

して， 0.25%濃度のアユ卵巣腔液は， 55.4%または 11.6 

%のアユ卵しか着卵を抑制できなかったことより，アユ卵

の粘着性を確実に抑制するための濃度境界は O.25~5% 

の間にあると考えられる。これらを考慮して人工授精作業

時の卵巣腔液の濃度を試算することにより，受精液の使用

によるアユ卵の粘着性発現の可能性について以下に検証

した。当所が奨励している受精液を用いたアユの人工授精

作業手順を第 3図に示した。この作業手順に従った場合，

受精液量は卵量の 40%となる。採卵重量に対する卵巣腔

液量の重量比は，前述のとおり 12.6%と17.4%であった

ことから，卵には重量換算で概ね 15%程度の卵巣腔液が

含まれていると考えられる。この場合，受精液を入れた際

の卵巣腔液の希釈倍率は 3.7倍(卵巣腔液濃度 27%)
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第2図 各種溶液中で保管したアユ卵の着卵率

。

と

も有意な関係は認められなかった (Spearmanの順位相関

t=l. 0， df云3，~O . 39)。一方，アユの卵巣腔液が含まれ

ている 0.25%，0.5%， 1 %， 2.5%， 5%アユ卵巣腔液区

の着卵率はそれぞれ 44目 6%，9.7%， 0.7%， 2%， 0%と

低く，卵巣腔液の濃度が高いほど着卵率が低い傾向が認め

られた (Sp日armanの順位相関 t=3.58， df'=3， PくO.05)。

実験 2 アユ血清とアマゴ卵巣腔液による粘着抑制作用

各区の 12時間後の着卵率を第 2図に示した。アユ卵巣

腔液を加えていない BS区，人工血祭区，人工卵巣腔液区

の着卵率はそれぞれ 89.6%，80.6%， 86.80/0といずれも

高かった。一方，アユの卵巣腔液が含まれている 0.25%，

0.5%， 1%， 2.5%， 5%アユ卵巣腔液区の着卵率はそれぞ、

れ 77.3%，44.1%， 34.5%， 19.4%， 3.7%となり，卵巣

腔液の濃度が高いほど着卵率が低いなる傾向が認められ

た (Spearmanの順位相関t=infinity， df'=3， Pく0.01)。

また， 5つのアユ卵巣腔区の平均着卵率は 35.8%であった。
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第3図 受精液を用いた人工授精方法の手順

試算される。この試算濃度はアユ卵の粘着性発現を抑制す

るには充分な濃度であるため，この作業手順に従えば，粘

着抑制作用を持たない飼育水や人工血紫な どを受精液に

用いても，媒精容器の中で、アユ卵が粘着性を発現すること

はないと考えられる。ただし，局所的に卵巣腔液濃度の低

下が生じれば，アユ卵は粘箸性を発現すると考えられるた

め，受精液を加える時には，充分な撹枠が必要となる。

一般にアユ卵はシュロ製の魚巣などへ付着させて管理

されており(岐阜県・水資源開発公団， 1983;兵庫県水産

試験場，1994;吉津， 2005) ，着卵作業は飼育水を入れた

バケツの中などの着卵容器内で行なわれている(岐阜県・

水資源開発公団， 1983)。このとき容器内の飼育水を交換

することなく繰り返し着卵作業を行うとしばしば着卵し

にくくなることが経験的に知られている。着卵容器内の飼

育水には， 着卵作業に伴って卵と一緒に卵巣腔液が混入す

る。卵巣腔液は，アユ卵の粘着性発現を強く抑制すること

から，繰り返し着卵作業を行った時の着卵阻害の原因は，

卵巣腔液の濃度上昇である可能性が考えられる。そこで着

卵作業時の卵巣腔液濃度を試算してその リスクを以下に

検証した。卵巣腔液重量比が 15%のアユ卵を容量 15Lの

バケツを用いて着卵させる場合を想定すると ，250 gのア

ユ卵を着卵させた時の着卵容器内の飼育水に含まれる卵

巣腔液の濃度は 0.25%に達する。これは一部のアユ卵の

粘着性発現が抑制される濃度である。従って，着卵作業時

には卵巣腔液の濃度上昇に注意して，定期的に着卵容器内

の飼育水を交換しなくてはならないと考えられる。

卵巣腔液のとoの成分がアユ卵の粘着性を制御している

のかは興味深い問題である。アユの卵巣腔液だけではなく，

アユの血清もアユ卵の粘着性の発現を抑制したこと より，

原因成分は，卵巣腔液と血清に共通して含まれると考えら

れる。サケ科魚類では，体腔液(=卵巣腔液)は，血液か

らの策液成分の移動(松原ほか， 1987; 1994) ，および体

腔上皮細胞と卵巣懸膜上皮細胞からの体腔液特異成分の

分泌 (Matsubaraet a1.， 1985; 1993)によって産生され，

卵巣腔液のイオン組成や浸透圧は概ね血艇と類似してい

ること (Hiranoet a1.， 1978)が報告されている。これ

を考慮するとまず卵巣腔液および血嫌に共通する構成イ

オンや浸透圧が粘着性抑制の原因として想、定される。しか

し，これらとイオン組成が近い人工卵巣腔液や人工血娘が

アユ卵のヰ'占着性の発現を全く抑制しないこと，人工卵巣腔

液の濃度変化が粘着性の発現に影響しないことから，少な

くとも卵巣腔液の主要な構成イオンや浸透圧はこの原因

ではないと考えられる。一方，卵巣腔i夜と血清の両方がア

ユ卵の粘着性の発現を抑制するとしづ結果は，それを制御

する成分が卵巣腔液に特異的な成分ではなく，策液由来で

あることを示唆している。興味深いことに，わずかの差で

有意差は認められなかったものの，アユ血清区の着卵率の

平均値 (12.7%)はアユ卵巣腔液の平均値 (35.8%)より

低い値となり，血清のほうが卵巣腔液よりも強くアユ卵の

粘着性の発現を抑制した。松原ら(1994)は，サクラマス

の血中に哨乳類由来のアルブミンを注射して問成分の体

腔液への移行について調べ，ほ乳類由来のアノレブミンは体

腔液に移行するものの，その濃度は最大でも血清中の 3%

と低かったことを報告している。また，同報告の中で松原

ら(1994) は，体腔液中の蛋白質濃度は血清値の約 12.4 

%と低いことも明らかにしている。このように卵巣腔液に

は血柴成分の移動により多種の血清蛋白質等が含まれる

が，卵巣腔液中の成分量は必ずしも血紫中の成分量と同じ

量にはならない。このことを考慮すると，血清が卵巣腔液

よりも強くアユ卵の粘着性の発現を抑制するという 一見

矛盾した結果も，その原因成分が柴液由来であると仮定す

ることにより，整合的に解釈することができる。更に興味

深いことに，不付着卵を産むアマゴ(岩井， 1992) の卵

巣腔液もアユの卵巣腔液と同様にアユ卵の粘着性の発現

を抑制することが明らかになった。本研究で得られたこれ

らの知見を総合すると，アユ卵の粘着性の発現を制御する

成分は，卵の粘着特性に係わらず種を超えて摂液中に共通

して存在する成分である可能性が高い。今後は，この条件

を手がかりに して血清成分の中から条件に合う原因成分

を探索し，その添加効果を調べる必要がある。

要約

1. アユ卵の効率的な媒精・着卵技術を開発するために，

卵巣腔液によるアユ卵の粘着性の発現抑制作用につい
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て調べた。

2. pH調整した蒸留水 (BS) ，アユ人工血柴，シシャモ

人工生殖腔液は，それ単独ではアユ卵の粘着性の発現

を抑制しなかった。

3. アユ卵巣腔液は，アユ卵の粘着性の発現を強く抑制す

る作用を有し， 5%濃度で 95%以上のアユ卵の着卵を，

0.25%濃度でも一部のアユ卵の着卵を抑制することを

明らかにした。

4 アユの卵巣腔液だ、けではなく，アユの血清やアマゴの

卵巣腔液もアユ卵の粘着性の発現を強く抑制すること

を明らかにした。

5. 受精液を用いた人工授精作業における卵巣腔液の濃度

を試算することにより，粘着抑制作用がない受精液で

あっても，量を適切に調整すればアユ卵の粘着による

問題が生じないことを裏付けた。

6. 着卵作業時の卵体腔液の濃度の試算により，着卵作業

時の卵体腔液濃度の上昇は，シュロ製の魚巣などへの

アユ卵の着卵阻害要因に成り得ることを明らかにした。

文献

岐阜県 ・水資源開発公団 1983 アユの人工種苗生産技術

アユ人工種苗生産試験調査事業の集成.岐阜県・水資源

開発公団， 岐阜. 27-35 pp. 

Hirano， T.， M. Morisawa and K. Suzuki. 1978. Changes 

in plasma and co巴lomicfluid composition of the 

mature salmon (Oncorhynchus keta) during freshwater 

adaptation. Comp. Biochem. Physiol.， 61: 5-8. 

兵庫県立水産試験場. 1994アユ種苗生産マニュアル 兵

庫水試種首生産マニュアノレシリーズ 1.兵庫県立水産試

験場，兵庫 14-16 pp 

岩井保. 1992 水産脊椎動物 II 魚類 恒星社厚生閣，

東京 213-214 pp 

桑田知宣 2008.全雌アユ種苗の量産技術の開発とその実

用化の現状海洋と生物， 178 (30): 664-669. 

桑田知宣 2009.アユの効率的な媒精技術の開発 受精液

の使用による発生成績の改善岐阜県河川環境研究所研

究報告 54: 1-5 

Matsubara， T.， A. Hara and K. Takano. 1985 

lmmunochemical identification and purification of 

coelomic fluid-specific protein in chum salmon 

(Oncorhynchus keta). Comp. Bioch巴m. Physiol.， 81 

309-314. 

松原孝博、伊藤文成、原彰彦、高野和則. 1987 採卵後の

サクラマスに見られた体腔壁内面の水腫様膨隆特に体

腔液産生とのかかわりについて，北海道大撃水産準部研

究葉報， 38; 349-357. 

Matsubara， T. ， A. Hara and K. Takano. 1993. Immunnohis-

toch巴micallocalization of coelomic fluid-specific 

protein in the coelomic epithelium and mesovarium 

of chum salmon Oncorthynchus keta. Bull. ]apan. Soc. 

Sci. Fish.， 59: 1717-1720 

松原孝博， 原彰彦， 高野和員IJ.1994. サクラマス

。IncorhJマlchusmasouの体腔液産生に伴う血竣タンパク

成分の体腔への移動について.日本水産学会誌，60; 

479-483. 

太田博巳楠田聡，工藤智 1995 シシャモ精巣精子の運

動活性 日本水産学会誌， 61:7-12. 

Ohta H.， T. Unuma， M. Tsuji， M. Yoshioka and M. 

Kashiwagi. 2001. Effects of bicarbonate ions and pH 

on acquisi tion and maintenance of potential for 

motili ty in ayu， Plecoglossus altivθlisT日mminck巴t

Schlegel (Osmeridae)， spermatozoa. Aquacult. R日s.， 

32; 385-392. 

吉津和倶 2005 アユ.水産増養殖システム 淡水魚，隆

島忠夫，村井衛編，恒星社厚生閣，東京. ; 83-101 

-24-

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

