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“楊貴妃メダカ"におけるカロテノイドについて

塩出雄亮1 • 中田和義2,*

Carotenoids in Youkihi-medaka, 

a mutant of Minami-medaka (Oryzias latipes) 

Yusuke SHIOD耐andKazuyoshi NAKATA2'* 

Abstract: The aquarium fish Youkihi-medaka is a mutant of Minami-medaka (Oryzias latipes) char-

acterized by its scarlet body color. Comparative analysis between Youkihi-medaka and Hi-medaka 

was performed on the following: scale chromatophores, quantifying carotenoids within the body, 

and changes to the body color due to feed containing carotenoids. Chromatophores in the scales of 

both Youkihi-medaka and Hi-medaka were primarily yellow, and none was black. However, pigment 

granules within the yellow chromatophores of Youkihi-medaka appear reddish orange in contrast 

to the pale yellow of Hi-medaka. Analysis by HPLC revealed that the quantities of the carotenoids, 

astaxanthin, zeaxanthin, and lutein were found to be higher in Youkihi-medaka than in Hi-medaka. 

Astaxanthin, in particular, exhibited a concentration 10 times greater in Youkihi-medaka than in 

Hi-medaka. When astaxanthin was added to the feed, the hue value of the dorsum of the head in 

both Youkihi-medaka and Hi-medaka decreased significantly. These results show that the scarlet 

body color of Youkihi-medaka is related to abundant carotenoids and that the redness is further 

intensified by the intake of carotenoids. 
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近年，観賞魚の新たな養殖品種として観賞用メダカ

が注目されている。観賞用メダカは我が国に棲息する

ミナミメダカ Oryziaslatipesの体色，体型の変異体で

ある（塩出• 中田 2016)。他の観賞魚に比べ小規模な

環境での飼育が可能であり，給餌管理等が容易であ

ることが人気の理由となっている（来間ら 2009;山口

2012)。‘‘楊貴妃メダカ”は，朱赤色の体色を特徴とす

る系統であり，今日，最も人気のある観賞用メダカの

一つである（森 2013)。

野生型のミナミメダカは体表に黒色素胞，黄色素胞，

白色素胞，虹色素胞の 4種類の色素胞を有する (Rama

and Hasegawa 1967)。これらの色素胞の発現の有無

により，複数の体色変異体が存在することが知られ

ている (Kelshet al. 2004)。たとえば，"ヒメダカ"は，

2016年12月28日受付； 2017年5月30日受理．

b対立遺伝子の存在により黒色素胞の発現に異常をき

たすため黄色の体表を呈する (Aida1921; Fukamachi 

et al. 2001)。しかし，これまで楊貴妃メダカの体色の

機序の詳細は明らかにされていない。

橙赤色の体色を有する魚類の多くは，その体色がカ

ロテノイドに関連する。赤色の体表を特徴とするニジ

マス Oncorhynchusmykiss (Bowen et al. 2002; White et 

al. 2003), マダイ Pagrusmajor澤田ら 1983)は，赤色

系カロテノイドであるアスタキサンチンに由来するこ

とが知られている。著者らは，楊貴妃メダカの体色に

もカロテノイドが関与しているのではないかと考えた。

楊貴妃メダカはヒメダカの系統より作出されてい

る。観賞魚市場において，鮮やかな朱赤色を呈する楊

貴妃メダカほど高額に販売，取引される傾向がある。
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その一方で，販売店によってはヒメダカのような黄色

に近い体色の楊貴妃メダカが取引され，消費者を困惑

させることもある。楊貴妃メダカの朱赤色の発色メカ

ニズムを解明していくことは，より鮮やかな体色の楊

貴妃メダカを作出することに繋がり，水産学的に大い

に意義がある。そこで今回著者らは，体表の色素胞の

観察，体内のカロテノイドの定量，カロテノイドを含

む飼料による体色変化について，楊貴妃メダカとヒメ

ダカとを比較し，検討した。

材料と方法

楊貴妃メダカの発色のメカニズムを解明するため，

下記の検討を行った。楊貴妃メダカおよびヒメダカは，

ともに岡山県倉敷市内の同一の観賞魚店で購入した。

それぞれを60lの水槽に20尾ずつ収容し，水温約24℃,

14時間明期/10時間暗期の条件で群飼育した。なお，

検討前は 3ヵ月間以上，同じ飼料（テトラキリミン，

テトラ社）を 1日2回給餌した。検討開始時の平均

体長は楊貴妃メダカ18.7mm, ヒメダカは21.7mmで

あった。

鱗の色素胞の観察 楊貴妃メダカとヒメダカの雄，

各 1尾ずつを用いた。氷冷麻酔下に側線より少し上方

の部位から鍋子を用いて 1枚の鱗を剥離した。採取し

た鱗は，生理的食塩水を滴下してプレパラートを作り，

ただちに光学顕微鏡 (BX-43, オリンパス）にて観察，

写真撮影を行った。

カロテノイドの抽出および定量 一般に魚類に存在

する代表的なカロテノイドとして，アスタキサンチン，

ゼアキサンチン，およびルテインの定量を行った。楊

貴妃メダカとヒメダカ，各10尾（雄 5尾，雌 5尾）を

用いた。消化管内容物の影響を少なくするため，採取

24時間前から給餌を中止した。採取した個体はー20℃

の冷凍庫で24時間凍結させた。凍結した試料に少量の

クロロホルムとメタノールの混液（体積比 2:1) を

加えて乳鉢内で破砕しペースト状にした後， llGガラ

スフィルターでろ過し，抽出液を得た。この抽出液に

クロロホルムとメタノールの混液（体積比 2:1) を加

え， 100mlに定容したものをカロテノイド分析用試料

液とした。各種カロテノイドの定量法を下記に示す。

1. アスタキサンチンの定量 既報（大井ら 2009)

を参考にして行った。上記の抽出液 5mlにアセト

ン20mlを加えた。 0.05M トリス緩衝液 (pH7.0)

6 ml, 60 units/mlのコレステロールエステラーゼ

(Pseudomonas sp. 由来，和光純薬） 3.6mlを加え，

37℃で120分間加温し酵素反応させた。その後，石

池エーテル10mlを加えて混和し1,500rpmで 5分間

遠心分離し上層を回収した。回収した上層を nーヘキ

サン及びアセトンの混液（体積比82:18) に溶解し

て高速液相クロマトグラフィー (HPLC) に供した。

HPLC装置は LC-20AT(島津製作所），カラムは Luna

3μSilica, ゆ4.6mm x 150 mm (Phenomenex社）を

用いた。 HPLC測定条件は，移動相に nーヘキサン及

びアセトンの混液（体積比82:18) を使用し，流量

は1.2ml/minとした。検出器は紫外可視吸光光度計

SPD-20A (島津製作所）を使用し， 470nmを検出波

長とした。各種濃度を設定したアスタキサンチン標準

溶液（和光純薬）から得たピーク面積から検量線を作

成し，試料液中のアスタキサンチン濃度を求めた。な

お， 13-cis及び 9-cisアスタキサンチンが検出された

場合は，それぞれのピーク面積を合計して all-transア

スタキサンチンの検量線から求めた。

2. ゼアキサンチンとルテインの定量 既報 (lnbaraj

et al. 2006) を参考にして行った。上記の抽出液 5ml

にnヘキサン，アセトン，エタノールおよびトルエン

の混液（体積比10: 7 : 7 : 6, HAET溶液） 30mlを加

え， 2 分間振盪させた。 40%水酸化カリウム—メタノー

ル溶液 4mlを加え， 56℃で30分間の加温けん化を行っ

た。その後， HEAT溶液30ml, 3%無水硫酸ナトリ

ウム溶液40mlを加えた。 1分間振盪させ上層を回収

し， n-ヘキサンとアセトンの混液（体積比82:18) に

溶解して HPLCに供した。 HPLC装置は LC-lOATVP

（島津製作所），カラムは Luna3μSilica, cp 4.6 mm  x 

150 mm (Phenomenex) を用いた。 HPLC測定条件

は，移動相に nーヘキサン及びアセトンの混液（体積

比82:18) を使用し，流量は1.2ml/minとした。検出

器は紫外可視吸光光度計 SPD-lOAVVP (島津製作所）

を使用し， 450nmを検出波長とした。各種濃度を設

定したゼアキサンチン標準溶液 (EXTRASYNTHESE),

およびルテイン標準溶液 (EXTRASYNTHESE) から

得たピーク面積から検量線を作成し，試料液中の各物

質の濃度を求めた。

アスタキサンチンを含む飼料による体色改善効果

楊貴妃メダカ，ヒメダカ各40尾を用いた。無作為に20

尾ずつ（雄10尾，雌10尾）の 2群（対照群・アスタ

キサンチン群）に分け，各群に Table1に示す飼料を

Table 1. List of ingredients used for feed of "Control 
group" and "Astaxanthin group" 

Control group Astaxanthin group 
[g] [g] 

Ingredients 

Fishmeal 68 68 

Wheat flour 21 21 
Soya meal 5 5 
Wheatgerm 5 5 

MineralsNitamins 1 1 
AstaREALR 

゜
5 
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給餌した。飼料中 に添加 したアスタキサ ンチン粉末

(AstaReal竺 富士化学）は，アスタキサンチンを成分

量 として 2%含有し，それ以外には乳化剤，粉末基材

（デキス トリ ン），および安定化剤・ 流動化剤を含む製

品である。 したがって，アスタキサンチン群の飼料

中には100gあたりアスタキサンチン成分量100mgを

含む (Koubaet al. 2012)。2群ともに，1回あたり 100

-150 mgの飼料を 1日2回給餌した。体色の評価は，

既報 (Koubaet al. 2012)を参考にして非侵襲的な方

法を選択した。給餌前と給餌14日後， 28日後， 42日

後の時点で，各個体を上方からデジタルカメラ (EOS

50D, Canon) を用いて撮影 し， 得ら れた画像ファ

イルを画像処理ソフ トウェア (AdobePhotoshop CS, 

Adobe Systems, USA)を用いて，各個体の色相を測

定した。その際，各個体は約300ピクセルX約150ピク

セルの画素数で撮影し，頭頂部の 5ピクセル X 5ピク

(a) (b) 

150 pixel 

一
l
g
x
!
d
 0
0
£
 

Fig. 1. Method of captwing the photo used for measuring the body color of Youkihi-medaka and Hi-medaka. (a) Youkihi-medaka 

image captured from above at 300 x 150 pixels. (b) The average hue of a 5 x 5 pixel area of the dorsum of the head is measured. 

Fig. 2. Photomicrograph of a detached scale from (a) Youkihi-medaka and (b) Hi-medaka. Scale bars ~ 200µm. 
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Fig. 3. Change in body color due to feed containing astaxanthin. (a) Youkihi-medaka astaxanthin group, (b) Youkihi-
medaka control group, (c) Hi-medaka astaxanthin group, (d) Hi-medaka control group. 

* ; P < 0.01, Error bars indicate the standard deviation. 

セルの平均色相を測定した (Fig.1)。なお，本研究で

は HSV色空間に基づく色相にて評価を行った。 HSV

色空間は，ヒトの視覚には， ooが赤色， 30° が橙色，

60° が黄色として感じられる。したがって，数値が小

さいほど赤に近い色相を示す。

統計処理 実験開始時から42日後の楊貴妃メダカ，

ヒメダカの色相の差異を一元配置分散分析 (One-way

ANOVA) で解析した。統計処理については，統計解

析ソフト (SPSSStatistics 24 for Mac OS, IBM) を用

いた。

結 果

鱗の色素胞の観察 鱗の色素胞の顕微鏡写真を

Fig. 2に示した。楊貴妃メダカ，ヒメダカともに，黒

色素胞はほとんど認められず，黄色素胞が主体であっ

た。黄色素胞内に含まれる色素顆粒は，楊貴妃メダカ

が橙赤色であるのに対し，ヒメダカは淡黄色であった。

カロテノイドの抽出および定量 楊貴妃メダカか

ら抽出したカロテノイド濃度は，アスタキサンチン

0.57 mg/100 g (all trans型93.0%, 13 cis型 7.0%), ゼ

アキサンチン 0.58mg/100 g, ルテイン 0.85mg/100 g 

であった。ヒメダカから抽出したカロテノイド濃度は，

アスタキサンチン 0.04mg/100 g (all trans型 94.0%,

13 cis型 6.0%), ゼアキサンチン 0.27mg/100 g, ルテ

イン 0.24mg/100 gであった。

アスタキサンチンを含む飼料による体色改善効果

楊貴妃メダカ，および楊貴妃メダカの頭頂部の平均

色相を Fig.3に示した。楊貴妃メダカ，ヒメダカとも

に，実験開始時は 2群の平均色相に有意な差はなかっ

た。楊貴妃メダカでは，アスタキサンチン群では実験

開始時と比較すると，実験14日後， 28日後，および

42日後は有意に低い色相を示した (P< 0.01, One-way 

ANOVA and Dunnett's test)。一方，対照群では有意な

色相の変化は認められなかった。ヒメダカも同様に，

アスタキサンチン群では，実験14日後， 28日後，およ

び42日後は有意に低い色相を示し (P< O.Ql, One-way 

ANOVA and Dunnett's test), 対照群では有意な色相の
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変化は認められなかった。楊貴妃メダカとヒメダカの

各群の個体例をFig.4に示した。

考 察

本研究は楊貴妃メダカの体色について検討を行った

初めての報告である。鱗内に黒色素胞がほ とんど認め

られないことは楊貴妃メダカとヒメダカの共通点で

あった。 しかし，黄色素胞内に含まれる色素顆粒につ

いては，楊貴妃メダカはヒメダカよりも赤色に近い色

彩であった。黄色素胞の色素顆粒はカロテノイドを含

む (Hamaand Hasegawa 1967)ことから，楊貴妃メ

ダカ とヒメダカに含まれるカロテノイドの成分や含有

量に差異があると 考え，各種カロテノイドを定量 した。

その結果，楊貴妃メダカの体内に含まれるアスタキ

サンチン，ゼアキサンチン，およびルテインの濃度は

いずれもヒメダカよりも高かった。とりわけアスタキ

サンチンは，楊貴妃メダカはヒメダカの10倍以上の濃

度差があった。なお，本検討で得られた楊貴妃メダカ

のアスタキサ ンチン濃度 (0.57mg/100 g)は，マダ

（約0.15mg/100 g)よりも高 く， キンメダイ Beryx

splendens (約0.91mg/100 g)よりも低かった (Tsukuda

and Amano 1966)。本結果から，アスタキサンチンな

どのカロテノ イ ドは楊貴妃メダカの朱赤色に関与して

いる可能性が示唆された。

アスタキサンチンを含む飼料の検討では，楊貴妃メ

ダカのアスタキサンチン群で体色の有意な変化が認め
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一Fig. 4. Sample individuals of (a) Youkihi-medaka and (b) Hi-medaka at Day O and Day 42 after feeding astaxanthin. Scale 

bars: 1 cm. 

られた。アスタキサンチンを含有する飼料は，楊貴妃

メダカの観賞魚としての価値を高める可能性がある。

ヒメダカも，アスタキサンチンの摂取により体色が変

化 したが， Fig.4に示すように楊貴妃メダカほどの赤

い体色を呈する個体は認められなかった。

楊貴妃メダカはアスタキサンチンを多く含有し，

スタキサンチン摂取により体色が赤くなった。この理

由としては，楊貴妃メダカは体表の黄色素胞にアスタ

キサンチンを多 く蓄積できる性質を有する可能性が考

えられる。楊貴妃メダカの朱赤色は体幹部では腹側よ

りも背側に強く， また背蜂，臀鰭，尾鰭の辺縁に強い

ことが知られている （森 2013)。これらの朱赤色の濃

い部位は，野生型のミナミメダカにおいて黄色素胞の

多い部位に一致している （岩松 2006)。

今回は検討していないが，楊貴妃メダカやヒメダカ

では個体の成長や，婚姻色の出現により体色が変化 し

うる。 ミナミメダカは成長に伴い黄色素胞の分布が拡

大することが知られており， 体長が大きくなるにつれ

て背鰭，臀鰭の黄色素胞が増加する （岩松 2006)。婚

姻色については，繁殖期のミナミメダカの雄は黄色素

胞の増加によ り臀鰭の緋黄色が鮮やかになる (Niwa

1965)。個体の成長，婚姻色の出現が楊貴妃メダカや

ヒメダカの体色に与える影響についても，更なる検討

が必要である。

本結果から，楊貴妃メダカには三つの特徴を有する

ことが明らかになった。一つは， 黒色素胞が存在しな

いこと ，二つ目は，アスタキサンチンなどのカロテノ

ァ
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イドを多く含有していること，三つ目は，アスタキサ

ンチン摂取により赤みが強くなることである。鮮やか

な体色の楊貴妃メダカを作出するためには，アスタキ

サンチンを多く含む飼料を使用し飼育していくことが

重要であると考えられる。

要約

観賞魚の“楊貴妃メダカ"は，朱赤色のミナミメダ

カの変異体である。楊貴妃メダカの発色メカニズムを

解明するため，鱗の色素胞，体内のカロテノイドの定

量，カロテノイドを含む飼料による体色変化について，

楊貴妃メダカとヒメダカを比較し検討した。休表の色

素胞は，楊貴妃メダカ， ヒメダカともに黄色素胞が主

体で，黒色素胞はほとんど存在しなかった。一方，黄

色素胞内の色素顆粒は楊貴妃メダカが橙赤色で， ヒメ

ダカは淡黄色であった。アスタキサンチン，ゼアキサ

ンチン，ルテインの濃度は楊貴妃メダカがヒメダカよ

りも高く，とりわけアスタキサンチンは楊貴妃メダカ

がヒメダカの10倍以上高かった。アスタキサンチンを

添加した飼料を給餌したところ，楊貴妃メダカ， ヒメ

ダカともに頭頂部の色相値が有意に低下した。これら

の結果は，楊貴妃メダカの朱赤色はカロテノイドと関

連があること，カロテノイドの摂取により赤みが強く

なることを示している。
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