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Analysis of feeding effects of EP on growth and digestion in cultured bluefin tuna 
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To develop an extruded pellet (EP) appropriate for the cultured bluefin tuna Thunnus orientalis, we com-

pared the feeding effects of EP and raw fish feed on their growth and digestion. EP-fed tuna had slower growth 

compared to raw fish-fed tuna after a decrease in pepsin activity, and growth was restored to the same level as that 

of the control when protease activity increased resulting from a bloated pyloric caeca. EP feeding delayed the in-

testinal arrival time of food compared to raw fish feeding, because food is retained for longer in the stomach. This 

corresponded with the time of expression of digestive-related factors in both groups, resulting in delayed expres-

sion of digestive enhancer (eek) and digestive suppressor (pyy) in the EP group compared with the control group. 

The expression levels of Ghrelin, a growth related factor expressed when nutrients are absorbed into the intestine, 

were also significantly higher in the EP grnup than in the control group. Moreover, expression levels and times of 

growth hormone (gh) were not significantly different between EP and raw fish feed. Therefore, bluefin tuna has 

the capacity to adapt their digestive physiology in response to EP in order to grow efficiently. 

キーワード： eek, ghrelin, pyy, クロマグロ，消化管，消化酵素活性，成長ホルモン

太平洋クロマグロ Thunnusorientalisは世界的に重要

な漁獲対象魚であり，日本，メキシコおよびアメリカな

どを中心に古くから漁獲されてきた。しかし，乱獲によ

る太平洋クロマグロの資源減少が危惧されている。太乎

洋クロマグの漁獲量は「中西部太平洋まぐろ類委員会

(WCPFC)」，「全米熱帯まぐろ類委員会 (IATTC)」お

よび「北太平洋まぐろ類科学委員会 (ISC)」等の国際

漁業管理機関によって管理されているが，クロマグロ資

源の減少は続いている。そのため， 2014年には ISCが

漁業規制をさらに強化する必要性があることを勧告して

いる。1)このように，世界的な漁業規制の強化が謳われ

るなか，クロマグロ養殖に対しての関心が高まってい

る。ーロにクロマグロ養殖と言ってもその形態により大

きく 2つに分けられる。天然のクロマグロ稚魚を捕獲

し，海上に敷設した生簑に収容して商業サイズに達する

まで飼育する蓄養養殖と，十分に成熟したクロマグロを

飼育し，そのクロマグロから得られた受精卵を人工的に

孵化，育成を行う完全養殖である。特に，完全養殖は天

然資源から独立した養殖であり，天然資源に負荷を掛け

ないため養殖の理想形と言えるが，様々な問題が存在す
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るため実際に養殖がなされているクロマグロのうち， 5 

割程度は天然より採捕されたクロマグロが種苗として用

いられている（水産庁： http://www.jfa.maff.go.jp/j/press/ 

saibai/ 150331_1.html)。

クロマグロ養殖，特に完全養殖においての最も大きな

問題の 1つに稚魚期における成長の遅延がある。海上

生箕におけるクロマグロの飼育では，冬場の水温低下に

よって摂餌量が減少し，クロマグロの成長遅滞や斃死が

引き起こされる。2)この成長遅滞は，温帯地帯では低水

湿となる 12月までにクロマグロの魚体重が 3kgを超え

ることで回避することができ，斃死率も大幅に減少する

ことが知られている。完全養殖においては，初夏以降に

孵化した仔魚を実際の海上の生賀に沖出しすることが可

能となるサイズまで，陸上の施設で育成するが，沖出し

されるクロマグロの稚魚は，自然界で同時期に捕獲され

るクロマグロ稚魚に比べて体サイズが小さいことが知ら

れている。3)沖出し時に体サイズが小さいことから， 12月

までに 3kgという越冬させるために必要な魚体重まで

成長させることは困難であり，養殖業者にとって重要な

問題となっている。

成長遅滞を回避するために最も効果的な方法は，成長

のよりよい飼料を与えることである。一般的に養殖飼料

は餌料形態により生餌と固形配合飼料に大別される。生

餌による給餌とは天然で採捕したカタクチイワシ

Engraulis japonicusやイカナゴAmmodytespersonatus 

などをそのまま与えることである。しかし，用いる魚の

種類や季節によって栄養価が安定しないほか，生餌を保

存するための冷凍設備にコストがかかることや解凍した

際に生じるドリップによって養殖環境を汚すなどの欠点

も多く指摘されている。4-6)固形配合飼料には，その作

製過程などによって様々な種類が存在するが，中でも本

研究において着目したエクストルーデッドペレット

(EP)飼料は，各種原材料を任意に配合して製造するこ

とが可能であり養殖魚に適した栄養を持った飼料の作製

が可能である。さらに，高湿高圧下で造粒するため，水

中で形が崩れにくく，保存性も高い。そのため，漁場へ

の負担が軽減されるなど，生餌給餌に比べて多くのメリ

ットが存在する。しかしながら， EP飼料を給餌して養

殖を行うと生餌給餌による養殖に比べて成長が悪いた

め，現状のクロマグロ養殖においては生餌給餌による養

殖が主流である。そのため，効率的なクロマグロ養殖を

実現するために，クロマグロの成長に対して優れた効果

を持つ EPの開発が急務となっている。

一般的に，魚類の成長は飼料の性状や組成などに大き

く影響をうける。これは，その飼料の性状や組成が摂餌

した魚の消化作用に影響を与え，エネルギーや栄養の吸

収量などを変化させるためである。7)飼料の成分組成に

加えて，飼料の物性が消化速度や消化酵素活性に影響を

及ぼし，さらには消化管の形態自体も変化させることが

知られている。8-10)これらの変化には，主に消化管で産

生される消化促進因子コレシストキニン (CCK),消化

抑制因子ペプチド YY(PYY)および消化と成長に大き

な役割を果たす Ghrelinなどの様々な内分泌因子が関与

している。

本研究では，生餌摂餌と EP摂餌によるクロマグロの

成長および消化能力に対する影響を調べるとともに，分

子生物学的手法を用いて摂餌による消化関連遺伝子の発

現解析を行った。これらの研究から， EP摂餌による成

長の遅滞などの原因を究明することを目的とした。

材料と方法

供試魚 本研究では愛媛県南宇和郡愛南町久良で実施

されているクロマグロ養殖のために，釣り上げられた天

然のクロマグロ Thunnusorientalisの稚魚 (0歳魚）を

同町柏崎の海上に設置した 2つの直径20m深さ 10m

の円形化繊網生賀に 100尾ずつ収容し，以下の各試験

を行った。試験開始までは，一般的にクロマグロ養殖で

行われる手法と同様にイカナゴを主体とした生餌給餌を

行った。 1区はそのまま生餌給餌による飼育を継続し，

もう 1区は今回の試験のために作製した EP飼料（粗た

んばく質 57.1%,粗脂肪 12.2%;日本配合飼料製）を

飽食給餌することで試験区 (EP給餌区）とした。イカ

ナゴを主体とした生餌の一般成分は，粗たんばく質

66.0%, 粗脂肪 17.6%であった。飼育期間中は各区で

魚体測定と給餌量の計測を行い，増重菫と給餌量から日

間摂餌率と増肉係数を算出した。 2012年には，詳細な

解析を行うため同様の方法で，同年に捕獲したクロマグ

ロを用いて飼育を行い，各種解析に用いた。

サンプリング 2011年に実施した成長試験の際に

は，個体数 3から 5の魚体重および尾叉長の測定を行

った。取り上げたクロマグロは，プロテアーゼ活性を測

定するために，胃を摘出し， リンガー液 (170mM

NaCl, 3.0 mM  KCl, 2.3 mM  CaC12• 2H心， 3.0mM

MgS04• 7比0,5.0 mM  HEPES, 5.0 m M  D-glucose, pH 

7.4)で内容物などを洗浄した後に，酵素活性を測定す

るまで一80℃で保存した。サンプリングには，給餌後

2時間経過したクロマグロを用いた。

2012年に実施した試験では，魚体重および尾叉長の

計測に加えて，胃，幽門垂および腸などの消化器官を摘

出し，その重量および長さ（腸のみ）を計測した。酵素

活性測定のため摘出した臓器をリンガー液で洗浄した

後，酵素活性を測定するまでー80℃で保存した。幽門

垂の重量および腸の長さから，魚体に占める各臓器の割

合を幽門垂体指数 (PSI=幽門垂湿重量／魚体重 X100) 

および腸長比 (ILi=腸の長さ／尾叉長 X100) として算

出した。
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給餌後の消化の程度を確かめるために，各飼料を飽食

給餌した後， 2,10, 15, 20時間経過したクロマグロから

脳下垂体と消化管（胃，幽門垂および腸）を摘出した。

各消化管からは，内容物を回収しそれぞれの湿重量の測

定および pHの測定を行い，胃の内容物については体重

に占める内容物の割合を胃内容物体指数 (SCSI=胃内

容物質重量／体重 X100) として算出した。各消化管は

内容物をリンガー液で洗浄した後， RNA抽出まで一80

℃で保存した。脳下垂体も同様に，ー80℃で保存した。

EP給餌区と生餌給餌区のそれぞれで各餌料を 1ヵ月以

上給餌したクロマグロを用い，給餌試験期間中の水湿は

15.0-20.7℃ であった。

消化酵素活性の測定保存した胃と幽門垂は，それぞ

れ重量の 3倍量の冷蒸留水を加えホモジナイズし，遠

心分離後 (10,000X g, 15分， 4℃）の上清を粗酵素液

とした。胃および幽門垂のプロテアーゼ活性は Anson

法11,12)に従い， 0.5%ウシ血清ヘモグロビンを基質とし

て，分解によって生じるチロシンの量を吸光光度計に

よって測定した。幽門垂のリパーゼ活性は Albo法13)に

従いP-nitrophenylmiristateを基質として，分解によっ

て生じるかnitrophenylを吸光光度計により測定した。

それぞれの粗酵素液と基質は 37℃で 2時間反応させ

た。各酵素活性は， 1分間に lμmolの生成物を生じる

ために必要な酵素量を lUと定義し，算出した。ま

た，魚体重当たりの活性は，得られた酵素活性に幽門垂

体指数を乗じることで算出した(U/mg of tissue x PSI)。

組織学的観察 2013年 2月に，生餌給餌区， EP飼

料給餌区のクロマグロから採取した幽門垂と腸をダビッ

ドソン氏液により固定した後，常法にしたがって厚さ

5μmのパラフィン切片を作製した。組織切片は，

Delafieldのヘマトキシリン・エオシン染色 (HE染色）

およびアルシアンプルー染色を施し，光学顕微鏡により

観察を行った。

クロマグロ eekおよびpyyのクロ＿ニング クロマ

グロ 2オ魚の幽門垂および腸から， Sepazol-RNA I super 

（ナカライテスク）を用いて TotalRNAを抽出し，

DNase I (Thermo Fisher Scientific)を用いて DNAを

除去した RNAをcDNA合成用の鋳型として用いた。

調整した RNAを用いて， SuperScript II reverse tran-

scriptase system (Thermo Fisher Scientific) による

cDNAの合成を行った。クロマグロの CCKとPYYの

部分断片を単離するために，近縁種であるプリ Seriola

quinqueradiataのeekとpyyの配列 (eek,Accession No. 

AB205406; pyy, Accession No. AB205407)を元にそれ

ぞれに対応する縮合プライマーを設計した (Table1)。

それぞれのプライマーを用いて， eekは腸， pyyは幽門

垂の cDNAを鋳型として PCR反応を行い，予想される

大きさの PCR産物を得た。得られた PCR産物を

pGEM-T-easy vector System (Promega)を用いて，ベ

クターに挿入した。得られた PCR産物が挿入されたベ

クターはシーケンス解析を行い，その配列を解析した。

各消化管ホルモン RNAの組織分布 クロマグロ 2オ魚

の脳，脳下垂体，胃，幽門垂，腸の前部，腸の後部，肝臓

および筋肉から RNA抽出および cDNA合成を前述の方

法で行った。本研究で得られたクロマグロ eekとpyyの

部分配列，クロマグロ ghrelin(AccessionNo.AB694739), 

Table 1 Name, nucleotide sequence, direction, and use of primers in the present study 

Primer sequence (5'-3') Primer Use leAnmgtp h Ii con PCR 
direction (bp) efficiency (%) 

CCKF CTCAMGATGRCTGCMGGGYTGTG Sense CCK cloning 

CCKR GAGTAYTCRTAYTCCTCKGCRCT Antisense CCK~loning 
PYF CATGYTGAGATCGTGGATGATG Sense PYY cloning 

PYR AGAGTCACAAAGTCCAGTGCA Antisense PYY cloning 

CCK sp F AGGAGGATGCAGACTCCCG Sense CCK qPCR and tissue distribution 
99 98.1 

CCK sp R GTTCACCGTGGAGTTTCTA Antisense CCK qPCR and tissue distribution 

PYY sp F CAACGCCTCGCCGGAGGAGTGGGC Sense PYY qPCR and tissue distribution 
148 98.0 

PYY sp R GGTTTGAATCAGCTCCAAAC Antisense PYY qPCR and tissue distribution 

Ghrelin sp F TGAGGACGACCACATC Sense Ghrelin qPCR and tissue distribution 

Ghrelin sp R GGCATTGAGACTGCAAA TTTG Antisense Ghrelin qPCR and tissue distribution 

GHspF AGCAGCGTCAGCTCAACAAA Sense GH qPCR and tissue distribution 

GHspR AACTCCCACGATTTCCACCAA Antisense GH qPCR and tissue distribution 

actin sp F ACAGAGCGTGGCTACTCCTTC Sense {J-actin qPCR and tissue distribution 

(Suda et al., 2012) 

actin sp R AGGCAGCTCGTAGCTCTTCTC Antisense /1-actin qPCR and tissue distribution 

(Suda et al., 2012) 

M, A or C; R, A or G; Y, C or T; K, G or T. 
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クロマグロ growthhormone14lの各配列を甚にして特異

的プライマーを設計した (Table1)。クロマグロ {J-ac-

tin遺伝子を内部標準遺伝子として用い，その増幅のた

めに既報のプライマーを用いた。15lPCR反応は， KOD-

FX polymerase (TOYOBO) を用いて行った。反応条

件は， 94℃で 2分の熱処理を行った後に， 98℃で 10

秒間， 55℃で 30秒間の， 68℃で 1分間の処理を 1サ

イクルとして，それぞれのプライマーについてサイクル

数を変化させて行った。

リアルタイム PCR(qPCR) 法による消化管ホルモ

ンmRNAの定量 クロマグロの各臓器からの RNA抽

出， cDNAの合成は前述の方法で行った。各遺伝子に

対応するプライマーは，遺伝子発現の組織分布を調査す

るために用いたプライマーと同様のものを用いた(Table

1)。作製した cDNAを鋳型として， SsoFastEvaGreen 

Supermix (Bio-Rad)のマニュアルに従ってリアルタイ

ムPCR反応を行った。蛍光強度の測定および Ct値の

算出には， Bio-Rad CFX96 (Bio-Rad) を用いて行っ

た。得られた Ct値を使って， LILICt法16)により，各遺

伝子の発現量を内部標準遺伝子である {J-actin遺伝子に

対する相対的発現量として算出した。

統計処理 本研究で行った全ての試験における統計処

理は KaleidaGraph(Synergy Softwere) を用いて行っ

た。得られた測定値などを一元分散分析に供した後，

post-hocテストとして Bonferoni多重比較検定に供し，

p<0.05を統計的有意差とした。相関解析は無相関検定

に供し， P<0.05を統計学的有意とした。

結 果

EP摂餌がクロマグロの成長と消化能力に及ぼす影響

EP飼料を摂餌することがクロマグロの成長に及ぽす影

響を調べるために，生餌給餌区と EP給餌区の飼育期間

における魚体重の変化を比較した (Fig.1)。天然から

捕獲し，生簑にクロマグロを収容後 1ヶ月目から EP給

餌を開始すると，継続して生餌を給餌した区に比べて成

長速度が低下した。しかし， EP給餌区においても EP

給餌開始 1ヶ月後からはほぼ生餌給餌区と変わらない

体重増加量を示した。しかし， EP給餌開始 2ヶ月後，

4ヶ月後では， EP給餌区のクロマグロの魚体重は生餌

給餌区のクロマグロの魚体重に比べて低かった。また本

実験で用いたサンプル数は 3から 5個体と少ないた

め，成長曲線は生餌給餌と EP飼料給餌の成長差の比較

のために用いた。

EP給餌区と生餌給餌区の間で見られた成長差の原因

を探るために，飼育期間中の給餌量，日間摂餌率および

増肉係数 (FCR) を比較した (Table2)。EP給餌を開

始した直後 1ヵ月間の EP給餌区のクロマグロは，摂餌

量および日間摂餌率ともに，生餌給餌区に比べて明らか
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Fig. 1 Sequential changes in body weights of bluefin tuna 
fed experimental diets. Bluefin tuna were reared by 

feeding either frozen raw fish feed or EP for 4 months. 
*Significance was compared with that in fish fed raw 

fish feed at each sampling point (p < 0.05). Error bars 

represent standard error of the mean (n = 3-5) 

Table 2 Growth performance of bluefin tuna during the 
feeding period 

Measurement period 
Experimental groups 

Frozen raw fish EP 

2011 Sep-2011 Oct 

Dry feed intake (g/:fish/day) 

Daily feeding rate (%) 

FCR 

28.5 

5.8 

1.33 

28.9 

5.8 

1.34 

2011 Oct-2011 Nov 

Dry feed intake (g/fish/day) 

Daily feeding rate (%) 

FCR 

66.9 

4.7 

1.95 

91.0 

7.5 

3.88 

2011 Nov-2011 Dec 

Dry feed intake (g/fish/day) 

Daily feeding rate (%) 

FCR 

81.2 

3.6 

3.77 

98.4 

5.3 

2.86 

2011 Sep-2012 Feb 

Dry feed intake (g/:fish/day) 

Daily feeding rate (%) 

FCR 

57.0 

3.5 

2.14 

95.9 

5.1 

3.85 

Dry feed intake= Total amount of feed intake/ (fish number x days). 
Daily feeding rate=dry feed intake/mean body weight during the 
experimental period x 100. FCR = dry feed intake per fish/weight 
gain. Weight gain= average final weight -average initial weight 
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に上昇した。しかし，同時に FCRも生餌給餌区に比べ

て約 2倍程度に増加した。 EP給餌を開始してから 2ヵ

月目以降は，生餌給餌区でのFCRが水温低下に伴って

増加したが， EP給餌区は EP給餌開始 1ヵ月 目に比べ

て減少した。試験期間を通しての FCRは，生餌給餌区

の方が EP給餌区より も低く，より効率的な成長が生餌

給餌によってなされたことが示された。

両飼料で飼育したクロマグロにおける 胃のプロテアー

ゼの活性を比較した (Fig.2)。生餌給餌区のクロマグ

ロの胃におけるプロテアーゼの活性は，飼育期問を通し

て一定であった。しかし， EP給餌区において，試験開

始 1ヶ月後 （生餌給餌からEP給餌に切り替わって 1ヶ

月後）には，生餌給餌区に比べて有意にその活性が低下

していた。しかし，さ らに1ヶ月経過した試験開始

2ヶ月後には生餌給餌区とその活性に違いはなくなって

しヽた。

消化に関わる部位として，胃だけではなく 他の器官に

も注目して観察を行った (Fig.3)。消化管は全体的に

EP給餌区のクロマグロの方が大きくなっていた (Fig.

3a, b)。さらに詳細に各臓器の重量や長さを測定したと

ころ，幽門垂体指数 (PSI) および腸長比 (ILI)がと
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Fig. 5 Micrographs show the intestine (a), and the pyloric caeca of the bluefin tuna fed frozen raw fish (b) and EP (c). Each sym-

bol indicates: MS, muscle layer; EL, epithelium; SC, secreting cell mass. Scale bar= 200μm. 

もに生餌給餌区のクロマグロに比べて， EP給餌区のク

ロマグロの方が有意に大きくなっていた (Fig.3c, d)。

この両臓器の発達は， EP給餌を開始して 1ヶ月後には

観察された。この両臓器の EP給餌区のクロマグロにお

ける有意な発達は，試験期間内で維持された。

消化器官の発達に加えて，幽門垂が産生する消化に関

わる酵素の活性を測定した (Fig.4)。得られた臓器重

量当たりの酵素活性を用いて，クロマグロの魚体重当た

りの酵素活性を求めた。幽門垂のプロテアーゼ活性は試

験開始から徐々に上昇し， EP給餌を開始した 3ヶ月後

には生餌給餌区のクロマグロに比べて有意に高い活性を

示した (Fig.4a)。一方，幽門垂のリパーゼ活性は試験

開始 1ヶ月後から既に生餌給餌区に比べて有意に増加

しており， リパーゼ活性が高い状態は試験期間を通じて

保たれた (Fig.4b)。

試験終了時にクロマグロの幽門垂と腸の組織学的観察

を行った (Fig.5)。腸では観察されない幽門垂特有の

分泌細胞の集塊が， EP給餌区のクロマグロの方が，生

餌給餌区のクロマグロに比べて数多く観察された。
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pyloric caeca weight of the bluefin tuna fed frozen raw 
fish feed and EP at the end of the experimental period. 

Asterisk shows significance level of 5%. 
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Fig. 7 Postfeeding changes of the pH in stomach (a) and contents somatic index (SCSI) (b) in the bluefin tuna fed frozen raw fish 

feed and EP. 

EP給餌区のクロマグロで認められた幽門垂の発達と

成長との関わりを明らかにするために，生餌給餌区と

EP給餌区におけるクロマグロの幽門垂重量と尾叉長の

関係を散布図で表した (Fig.6)。生餌給餌区において

は，尾叉長と幽門垂重量の間に相関は認められなかった

が， EP給餌区においては正の相関が認められた (r=

0.902, p < 0.05)。

EP飼料がクロマグロの体内においてどのように消化

されるかを調べるため，飽食給餌後に経時的にクロマグ

ロをとりあげ，その胃の内容物の調査を行った (Fig.

7)。生餌給餌， EP給餌区ともにクロマグロの胃内の

pHは給餌 2時間後に 4.0付近と酸性を示した。その

後，生餌給餌区はすみやかに pHが7.0付近（中性）ま

で変化した。一方， EP給餌区のクロマグロ胃内の pH

は，給餌 20時間経過した後に pHが7.0付近まで変化

した。胃内容物においても同様に，生餌給餌では給餌 2

時間後で少量見られた内容物も 10時間後には観察され

なくなり， EP給餌区のクロマグロの胃内容物は給餌 15

時間まで観察された。

EP飼料の消化に伴う消化関連遺伝子の発現 クロマ

グロの消化および成長について分子生物学的に明らかに

するために，消化に関わるホルモンの遺伝子の単離を行

った。縮重プライマーを用いた PCRによる部分配列単

離の結果，クロマグロ eekとクロマグロ pyyの部分配列

を単離した (DDBJAccession No. LC137811 for eek, 

No. LC137812 for pyy)。それぞれの配列から予想される

アミノ酸配列は，近縁種であるプリ CCK,プリ PYY

とそれぞれ， 91%, 93%と高い相同性を示した。 CCK

には様々なサプタイプが存在するが，ブリ CCKが

CCKlというファミリーに分類されることから，今回得

られたクロマグロ CCKも同様に CCKlファミリ ーに属

すると考えられる。17)これらの部分配列と，既知である

クロマグロ ghrelin, クロマグロ growthhormone (gh) 

の各配列に対する特異的プライマーを作製し，クロマグ

ロの各器官における mRNAの発現を観察した (Fig.

eek 

pyy 

ghrelin 

gh 

6-aetin 

Pit St Al Pl M --- 32 cycle 

36 cycle 

32 cycle 

30 cycle 

28 cycle 

Fig. 8 Tissue distribution of eek, pyy, ghrelin and gh 
mRNA 20 h after feeding in under 2-year-old bluefin 
tuna. RT-PCR analysis of bluefin tuna eek, pyy, ghrelin 
and gh in various tissues. fJ-Actin was used as an inter-
nal control for RT-PCR. For each gene, PCR reaction 
was performed the number of shown cycles. B, brain; 
Pit, pituitary; St, stomach; Pyl, pyloric caeca; Al, an-
terior intestine; Pl, posterior intestine; L, liver; M, 

muscle. 

8)。その結果クロマグロ eekは，脳，脳下垂体および

腸の前方（前腸）で強い発現が観察された。クロマグロ

pyyは幽門垂のみで発現が観察され，クロマグロ ghrelin

は脳と胃，クロマグロ ghは脳下垂体のみでそれぞれ発

現が観察された。

給餌後の経過時間における各消化関連ホルモソの遺伝

子発現をリアリタイム PCR法により定量化を行った

(Fig. 9)。クロマグロ腸における eek遺伝子の発現量

は，給餌 2時間後の段階では生餌給餌区， EP給餌区と

もに低いが，生餌給餌区では摂餌 10時問後， EP給餌

区では 15時間後に上昇が見られた (Fig.9a)。しかし，

生餌給餌区のクロマグロ腸の eekの遺伝子発現レベルは

常に EP給餌区のものよりも高い傾向が見られた。クロ

マグロ幽門垂における pyy遺伝子の発現量は，生餌給餌

区において給餌 10時間で最も高い発現量を示し， EP

給餌区では給餌後 20時間で最も発現量が高くなった

(Fig. 9b)。クロマグロ胃のghrelin遺伝子の発現量は，

両区ともに給餌 10時間後までは低く保たれていたが，

給餌 15時間から， EP給餌区のクロマグロ胃の ghrelin

の発現量が増加し，生餌給餌区のクロマグロ胃における

発現量に比べて有意に上昇した (Fig.9c)。脳下垂体に
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Fig. 9 Changes of eek, pyy, ghrelin and gh mRNA levels after feeding in the blue:fin tuna fed each diet. After standardization by /J-
actin, the eek (a), pyy (b), ghrelin (c) and gh (d) levels were normalized relative to the sample with the highest expression 
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おける ghの発現量は，生餌給餌区， EP給餌区とも

に，給餌後に低下し，給餌後 15時間から上昇した

(Fig. 9d)。給餌後の経過時間では，両区の発現に有意

な差は観察されなかった。

考 察

生餌給餌による海洋環境に対する影響を考慮すると，

クロマグロ養殖において配合飼料をメイソとした養殖用

飼料の開発は急務である。しかし，配合飼料での養殖で

は，生餌を用いたものに比べて明らかにクロマグロの成

長が悪<, 完全養殖において問題になっている水温低下

期を迎えるまでに，越冬させるために十分なサイズまで

クロマグロを成長させることは困難である。そこで，我

々は本研究において，生餌給餌を EP飼料による給餌に

切り替えた場合に引き起こされる成長速度の低下が，ク

ロマグロの生理機構にどのような変化を引き起こしてい

るかを調べた。

一般的に，魚類を含む多くの脊椎動物において，消化

管の形態や様々なホルモンの分泌様式などが餌の組成や

形状，その物理的特性に対して変化することが知られて

いる。特に，植物性の餌を捕食する魚種の腸の長さは，

動物性の餌を捕食する魚類の腸に比べて長くなること

が，様々な魚種における研究によって知られてい

る。18,19)この現象は，魚類が自ら摂取した餌から最も効

率的に栄養分やエネルギーを抽出するために適応した結

果であろうと考えられている。19)実際に，クロマグロに

おいても，配合飼料の給餌によって生餌を給餌するより

も体重当たりの消化管重量が増加することが報告されて

いる。20)同様の現象は，クロマグロと同じように動物性

の餌を捕食する魚種であるプリでも報告されている。21)

配合餌料により消化管重量が増加する理由は，配合飼料

に含まれている魚粉が動物由来であっても生餌に比較し

て消化しにくいこと，生餌は餌魚由来の消化酵素により

自己消化が進み，消化性が向上していること等が考えら

れる。本研究で使用した EP飼料も同様，生餌と比べる

とクロマグロにとっては消化性が悪いと考えられ，本研

究で観察された腸の伸長は消化性を向上させるためにク

ロマグロが適応した結果と考えられる。さらに，本研究

では， EP飼料に給餌を切り替えて約 1ヶ月で，腸の伸

長に加えて幽門垂の重量も増加した。クロマグロにおい

ては，腸と幽門垂は消化に関わる役割が大きく異なって

おり，幽門垂のプロテアーゼ，リパーゼ等の消化酵素の

活性は胃や腸に比べて著しく高いことが報告されてい

る。22)さらに， EP給餌を開始して 1ヶ月で，幽門垂の

リパーゼ活性は上昇したが，プロテアーゼ活性の上昇は

それに遅れて観察された。このことは，主に脂質の消化

に関わるリパーゼの方が，飼料の変化に速やかに適応で

き，タンパク質消化に関わるプロテアーゼは，飼料の変

化に適応することが難しいことを示唆している。これら

の知見から，生餌給餌から EP給餌への転換において，

その飼料に含まれる成分をより消化性の高いものにする

ためには，飼料のタンパク質成分をより詳細に検討する
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ことが必要であると考えられる。

タンパク質成分の分解には，幽門垂から分泌されるプ

ロテアーゼが働く腸以外にも，胃における分解機構が重

要である。クロマグロでも，他の多くの脊椎動物などと

同様に，胃に餌が入ってくると胃液が胃内腔に分泌され

て，酸性になり胃における主たるプロテアーゼであるペ

プシンの活性化がなされる。そのため，胃内腔の pHや

胃の内容物の重量を調べることで，与えた飼料の胃にお

ける消化性を調べることが可能である。生餌を摂餌した

クロマグロの胃では，摂餌直後の胃の pHの低下が EP

摂餌に比べて速やかに解消し，胃内容物が観察されなく

なったことから，本来魚を主に捕食しているクロマグロ

において，配合飼料は胃における消化性が生餌に比べて

悪いことが予想された。 EP給餌区のクロマグロにおい

て，胃の組織内ペプシン活性の大きな低下も観察され

た。これは，胃において生餌に比べて EPを消化するた

めには多くのペプシンが必要なため，胃の組織内から胃

内腔にペプシンが多く分泌されたことを示している。他

の魚種でも，胃のペプシンによる消化において，配合飼

料に含まれる魚粉由来のタンパク質成分は生餌由来のタ

ンパク質に比べて，その消化性が劣ることが報告されて

いる。23,24)さらに，近縁種であるブリでは，配合飼料は

胃よりも腸で活発に消化されていることが知られてい

る。21)魚を主として捕食しているクロマグロにおいて，

生餌の消化方法が本来のクロマグロの消化としては自然

であるとするならば， EP飼料は消化性が明らかに悪い

飼料であると言える。しかし，クロマグロは胃における

消化性の悪さを補うために，さらに下流の消化器官であ

る腸の物理的大きさを大きくすることや幽門垂の大きさ

やその産出する消化酵素を増やすことで適応している。

飼料を難消化性のものに変化させても， 1ヶ月ほどでク

ロマグロ自体の適応によって，成長に対して十分な消化

性を獲得することは可能であり，実際に成長も生餌に比

べて遜色はなくなった。それでも， EP飼料への切り替

えによって成長が遅滞することは，冬季の低水湿期まで

に3kgまで成長させなければならないクロマグロ養殖

にとって克服するべき大きな課題である。本研究では，

自然界から採捕したクロマグロ稚魚を用いたため，どち

らの飼料を用いた場合でも冬季までに 3kgを超えると

いう目標は達成することができたが，完全養殖で得られ

るクロマグロ稚魚の様に沖出し時のサイズが小さい場合

には，さらに効率的に消化することが可能な飼料の開発

が必要である。

消化酵素や臓器の発達によるクロマグロの餌に対する

適応において， 1ヵ月ほどかかった餌の難消化性の解消

は大きな研究課題であるが，餌に対する適応速度をさら

に早めることが可能であれば，生餌から EP給餌に切り

替えた際に生じる成長遅滞を少なくすることができると

考えられる。そこで，これらの変化を制御している消化

関連ホルモンの遺伝子を調べることで，餌の成分や性状

がクロマグロの内分泌ホルモソに与える影響の研究を行

った。例えば， CCKを魚体に腹腔内投与することで，

膵臓酵素の分泌を刺激し，胆汁の放出を促すことが様々

な魚種で知られている。25-27)さらに，腸からの CCKの

放出は，腸にタンパク質や脂質が供給されることで促進

される。28-30)本研究における eekの発現量の定量の結果

から，胃の内容物が観察されなくなる前後から腸におい

てeekの発現が上昇した。つまり，クロマグロも他の魚

種と同様，腸に消化物が到達することで eek遺伝子の発

現が上昇すると考えられる。さらに，統計的有意差は無

かったが，生餌給餌区の方が EP給餌区に比べて eek遺

伝子の発現が高かったことから，早く胃で消化され，腸

に到達することに加えて，生餌に含まれる何らかの成分

が腸の eek遺伝子の発現を高めている可能性も考えられ

る。摂餌によって引き起こされるクロマグロ体内での

eek遺伝子の発現充進は，遺伝子レベルであり，非常に

早い反応である。つまり， eek遺伝子の発現をさらに誘

引する飼料の開発などによって，クロマグロの適応能力

を高めることが出来るのではないかと期待される。

CCKとは逆に， PYYは哺乳類では胃酸や膵臓酵素の分

泌や胃の内容物の腸への排出の抑制などの消化に対して

抑制的に働くことが知られている。31)しかし，プリでは，

PYYbの投与によって消化が抑制されることが確認され

ているが，魚種によりその機能は大きく異なっているこ

とも報告されている。例えばプリでは，給餌後にpyy遺

伝子は大きく発現が減少するが，ソウギョ Ctenopharyn-

godon idellaでは給餌後に増加する。28,32)本研究では，

どちらの飼料を摂餌した場合でも，幽門垂でのpyyの遺

伝子発現は胃での消化が完了した後に起こっていること

から，哺乳類と同様に胃に対して消化が完了したシグナ

ルとして利用されている可能性が高いと考えられる。ク

ロマグロ pyyの遺伝子発現は， EP給餌区のクロマグロ

幽門垂において，胃から完全に内容物がなくなり pHも

中性まで戻ってから発現が上昇している。これは， EP

飼料が難消化性のため，胃における消化完了シグナルが

発せられるまでの時間が生餌給餌区よりもかかっている

ことが原因であると予想される。 pyyの発現の遅延によ

り，消化管に対しての消化完了シグナルが遅れてしまっ

ているため，消化管に対して負荷を与えていることが消

化物の有無だけではなく，内分泌学的にも確かめられ

た。このことからも，胃における消化は，今後の飼料開

発において非常に重要な検討課題であるといえる。胃で

の消化は，消化酵素であるペプシンが主に担っているた

め，ペプシンの酵素特性に合わない成分を飼料から除去

することで，胃での消化効率を高めることが可能になる

ものと考えられる。
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消化と成長を直接結びつける物質は少なく，その中で

も消化によって成長に直接影響を与えるホルモンとして

Ghrelinが知られている。33)ラット Rattusnorvegicusに

おいて， Ghrelinは胃で分泌され，成長ホルモンの放出

を促すホルモンとして同定され，その後多くの研究によ

って，魚類においても同様に，成長ホルモンの分泌刺

激，食欲の充進胃での消化促進など多くの機能が確か

められてきた。34-36)胃における ghlerinの発現調節は，

その個体の栄養状態に大きく影響を受け，絶食時に発現

が上昇し，給餌後に減少することから，少ない栄養を効

率的に成長へと利用するための適応の 1種であると考

えられている。37)クロマグロにおいては，胃のghrelin

の発現が， EP給餌区の方が生餌給餌区よりも有意に高

く，その発現上昇も生餌区よりも長く保たれていた。こ

れは， EP摂餌によって，体内に吸収される栄養やエネ

ルギーが生餌摂餌に比べて少ないため，その少ない栄養

を使って体の成長を促進するために， ghrelinの発現が

上昇したと考えられる。しかし， Ghrelinによって引き

起こされると言われている成長ホルモン (gh) の発現

は，胃における ghrelinの発現上昇と無関係に，増減が

認められた。これは，成長ホルモン自体の発現調節には，

Ghrelin以外の要因が数多く存在していることが原因で

あることが考えられる。クロマグロにおいては， gh

mRNAの発現には日周リズムがあることが知られてい

る。14)本研究では，サンプリング時間は，給餌後の時間

は違うものの全て日中になるように調節したため， 日周

リズムには ghmRNA発現はそれほど依存していない

と考えられる。しかし，生餌給餌区と EP給餌区で同じ

ような発現変動パターンを示したことは，日中であって

もghmRNA発現においては細かなリズムが存在して

いる可能性を示しており，給餌からの経過時間も含めて

今後の研究が必要である。しかし， ghrelinの発現量は

明らかに EP給餌区が増加していたのに対して， ghの

発現量は有意差こそないものの生餌給餌区の方が給餌後

の時間に関わらず高めに推移していた。これは，胃に餌

が無いことによって引き起こされる ghrelinの発現に加

えて，脳下垂体における ghの発現調節に摂餌した餌の

性状などが影響を与える可能性が示唆される。末梢器官

から ghの発現を充進するホルモンは現在までのところ，

Ghrelinしか知られていないが，反対に gh発現を抑制

する物質は数多く存在しており，例えばインスリン様成

長因子 (IGFs) などの影響も考えなければならない。

IGFsは，成長ホルモンの刺激により肝臓から主に放出

され，体のほとんどの器官や細胞の成長を促すが， 38,39)

IGFsによる Gh放出の負のフィードバック効果も知ら

れていることからも， 40,41)何らかの餌の成分によって影

響を受けている可能性も考えられる。今後は，成長とい

う単純な言葉で説明されてしまう現象について，関わる

多くの要素をそれぞれ調査し，クロマグロが摂取する飼

料が成長に与える影響を詳細に研究していく必要がある。

以上，本研究によって，クロマグロは飼料の性質，特

に消化性に適応するために，自らの消化管の形態に加え

て，産出する酵素を変化させて，より適切な餌料の消化

能を獲得し成長していくことが明らかになった。さら

に，その変化は飼料を切り替えて 1ヶ月と非常に短期

間に起こるが，実際の養殖においてはこの 1ヶ月が非

常に重要であり，克服すべき課題である。さらに，この

適応能力の獲得には，消化関連遺伝子が深く関わってい

ることが示唆された。本研究で得られた，クロマグロの

飼料の違いにおける消化，成長に関わる生物学的な基礎

的知見は今後の実際の養殖に役立つ EP飼料の効率的な

開発に大いに貢献出来るものであると考える。
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エクストルーデッドペレット飼料が養殖クロマグロの消化と成

長に与える影響

近藤史崇，岩井俊治（愛媛大南水研），

三浦智恵美（愛媛大南水研・広工大），

坂田潤弥，太田 史，井戸篤史（愛媛大南水研），

入江 奨，岡松一樹，角正浩一（フィード・ワン），

三浦猛（愛媛大南水研）

養殖クロマグロに最適な飼料の開発を目指して， EP給餌と

生餌給餌の体成長と消化関連因子の比較を行った。 EP給餌の

クロマグロの体成長は胃のペプシン活性が減少した後に一旦停

滞したが，その後，幽門垂の肥大化に伴うプロテアーゼ活性の

増加により生餌給餌と同程度に回復した。 EPは生餌に比べて

難消化であるため胃での滞留時間が長く，消化関連因子 (eek,

pyy)は生餌より遅れて発現した。成長関連囚子 (ghrelin)は

餌の消化管内での移動に伴って発現が変動し， EP飼料では有

意に増加する事が明らかとなった。
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