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ホールマウント免疫染色法による 3種カレイ卵の種判別

永田淳1,7 . 笠井慶1,7 . 峯野博和1,7 . 藤崎雄大1. 筵平裕次2,3. 南宮慎1

武田康孝4 • 藤田敏明5 • 川崎琢真6・東藤孝3. 原 彰彦3. 平松尚志3,*

Species-identification of eggs of three flounders 

by whole-mount immunostaining 

Jun NAGATA1'7, Kei KAsAI1'7, Kazuhiro MrNEN01'7, Yudai FuJrsAKI1, 

Yuji MusHIROBIRA2'3, Jin NAMGUNG1, Yasutaka TAKEDA4, Toshiaki FUJITA凡
Takuma応 :WASAKI6,Takashi Tooo3, Akihiko Hi露 andN aoshi HrRAMATSu3・* 

Abstract: Whole-mount immunostaining (WI) was used for identification of eggs of brown sole 

(Pseudopleuronectes herzensteini), sand flounder (Limanda punctatissima) and pointhead floun-

der (Cleisthenes pinetorum). Polyclonal antibodies were raised in rabbit against vitelline envelope 

(VE) of ovulated eggs of each flounder (a-brown sole VE, a-sand flounder VE and a-pointhead 

flounder VE). A WI method was first developed using the non-labeled primary a-VE antibodies 

in conjunction with a labeled-secondary antibody (2-step method). Another WI method using 

the labeled-primary a-VE anitbodies alone was developed (1-step method) in order to omit the 

use of the secondary antibody. When fertilized eggs of each species (2-24 hrs post-fertilization) 

were examined, both WI methods effectively stained the eggs in a species-specific manner. 

Immunological tools developed for identification of flounder eggs in this study will contribute to 

simplify fishery surveys of flounder species during their early life stages. 

Key words: Flounder eggs; Fishery Survey; Immunostaining; Species identification 

北海道噴火湾沿岸において，マガレイ

(Pseudopleuronectes herzensteini) ， スナガレイ

(Limanda punctatissima)およびソウハチ (Cleisthenes

pinetorum) は商業的に重要な種である。持続的にこ

れらの魚種を利用するためには，正確な資源量の把握

に基づく漁業管理が必要である。同海域においてこれ

らカレイ類の産卵時期は重複しているため，受精卵を

利用した生態学的調査や資源量調査には，採集した受

精卵の種判別が必要である。しかし，これら 3種の受

精卵はサイズ・形・色が酷似するため， 目視による選
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別は困難である。そのため，採集した卵の種判別およ

び生息数の推定は，卵を一定期間飼育し，成長した対

象種の形態的特徴をもとに種を同定・計数する孵化飼

育試験（池田ら 1991) によって行われる。こうした

孵化飼育試験に基づいた種判別• 生息数の推定は，多

大な手間と時間および労力が必要である。

近年，形態的な判別法や孵化飼育試験に代わり，

DNA判定等の分子生物学的手法，あるいは種特異モ

ノクローナル抗体を用いた免疫生化学的な手法によ

り，受精卵や幼生・仔稚魚の種判別が試みられ，数種

の貝類や魚類で幼生・仔稚魚の同定が可能となってい

る（瀬崎ら 2001;大西ら 2003;佐藤• 浜口 2016;福澄

ら2013)。これらの手法は，形態的に区別のつかない

試料でも同定可能であるという利点を有するため，そ

の普及が期待されている。しかし， DNA判別はコス

トが高く，個々の卵試料を個別に解析する必要があ

り，多量の試料解析に向かないため，実用性が低い。

種特異モノクローナル抗体を用いた免疫染色法におい

ては，一度に多くの試料が解析できるが，モノクロー

ナル抗体の作製は高価であり，種特異的な抗体が確実

に得られる確証は無い。

これに代わる手段としてポリクローナル抗体を用い

た免疫染色法が挙げられる。これまで，ポリクローナ

ル抗体は特異性が低いため，種判別法の利用には向

かないと考えられてきた。しかし，最近ホタテガイ

幼生の種判別において，ポリクローナル抗体を用い

た低価格で効率的な免疫染色法が開発された。これ

らの染色法では， 1次抗体と標識 2次抗体による 2ス

テップ法による免疫染色法 (Paugamet al. 2000; 清水

ら2014), および標識 1次抗体のみを用いた 1ステッ

プ法による免疫染色法（清水ら 2015)が用いられて

おり，いずれの手法においても種判別が可能である。

このことは，貝類の幼生と同様に，判別が困難な生活

史初期の魚類種判別にも，ポリクローナル抗体が利用

できる可能性を示している。ポリクローナル抗体は安

価・簡易に作製できる。同抗体を用いた免疫染色法が

開発できれば，低コストで多量の試料を同時に解析で

きるため，これを用いた種判別法を開発する意義は大

きしヽ。

本研究では，マガレイ，スナガレイおよびソウハチ

卵の安価かつ簡易な種判別法の確立を目的とし，ポリ

クローナル抗体を用いた免疫染色法の開発を試みた。

先ず，入手の容易であった排卵卵を用い，抗体の作製

および同抗体を用いた免疫染色を行った。次に，実用

化を視野に入れ，実際の調査解析対象である授精卵を

用いた免疫染色を行った。その際，抗体希釈液につい

て検討すると共に，抗体反応ステップの簡略化も試

みた。

材料と方法

供試卵

マガレイ スナガレイ ソウハチ ‘八は北海道噴火湾狛

岸にて釣魚によって採取した。採取した 3種カレイは

北海道大学水産学部内の先端環境制御実験棟， もしく

は函館市国際・水産海洋研究総合センターヘ輸送し，

数日間自然水温の海水かけ流しで馴致した。

各カレイの排卵卵は次のような手順で得た。雌魚に

ヒト絨毛性ゴナドトロピン (hCG;アニマルヘルス株

式会社）を500U/kgで投与した。数日以内に排卵を

誘導し，腹部を指で押し圧搾することで排卵卵を採

取した。免疫染色用の卵は 5%ホルマリン海水で固定

し， 4℃で保存した。抗原調製用の排卵卵は固定せず，

-30℃で保存した。

自然産卵により採卵した産卵受精卵および人工授

精により得られた人工授精卵の採取は次のような手

順で行った。まず，マガレイ授精卵は自然排卵・排

精したマガレイから卵および精子を得て人工授精さ

せることで得た。スナガレイは採取した雌個体に

hCGを500U/kgで投与し排卵を誘導し，排精雄個

体から得た精子と混合することで授精卵を得た。ソ

ウハチは hCGを500U/kgで投与後化学合成した

生殖腺刺激ホルモン放出ホルモンアナログ (GnRHa;

Pyr-HWSYdALRP-NHEt, 抗体作製グレード，純度89.3%,

AnyGen) を雌魚に投与した。 GnRHaは lmg/mlの

濃度となるようにカカオバターと混合し（中田ら

2007), 1 kg体重あたり 100μgの割合で背部筋肉中に

投与した。 GnRHaを投与した個体は雌雄を同じ水槽

に入れ産卵を促し受精卵を得た。一方，自然交配によ

り得られた受精卵は数が少なかったため，産卵雌の腹

部内に残った排卵卵と排精した精子を混合し，人工授

精も行うことで，実験に必要な卵数を得た。産卵受精

卵・人工授精卵双方を採卵 4時間後に観察した結果，

発生ステージに大きな差はなく，産卵受精卵は産卵直

後に採取されたものと判断し，水槽からの受精卵採取

時を受精時として扱った。尚，本研究では水槽内での

自然交配および人工授精により得た卵を使用してお

り，本来は前者を「受精卵」，後者を「授精卵」と区

別し表記する必要があるが，便宜上，以降の記述では

実験に用いたこれらの卵を「授精卵」という表記で統

ーした。採取した授精卵は15℃でインキュベートした。

マガレイ授精卵は授精 2時間および24時間後に，スナ

ガレイおよびソウハチは授精 4時間および24時間後に

5%ホルマリン海水にて 4℃で保存した。各授精卵の

発達段階はアカガレイにおいて用いられている， 5段

階の発育段階（宮本ら 1993)を参考に区分したところ，
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授精後 2,4時間の授精卵はステージ 1(授精から桑

実胚形成まで）で，授精後24時間の授精卵はステージ

2 (胞胚期～初期のう胚期）であった。

免疫用の抗原（卵膜破砕懸濁液）調製

授精卵の入手が困難であったため，免疫抗原には，

約 lgの各種カレイ排卵卵から分離した卵膜を用い

た。先ず，排卵卵を解凍し，マイクロチューブ内でホ

モゲナイザーペッスルを用いて卵が細かくなるまで潰

した。遠心分離 (10,000rpm, 5分， 4℃）後，上清を

除去し，残った不溶性卵膜画分（沈殿）に PBS(0.01 M 

リン酸バッファー， 0.25M NaCl, pH 7.0) を約 1ml

加えてホモゲナイズした。その後，上記同様に遠心分

離して上清を除去した。同じ作業を 3-8回繰り返す

ことで，卵膜画分から卵黄成分を洗浄した。得られた

不溶性卵膜画分はキムワイプR(日本製紙クレシア株

式会社）で PBSを吸い取った後，湿重量を測定した。

これをマイクロチューブに入れ，最終濃度 20mg/ml

(w/v)になるように PBSを加えて再度ホモゲナイズ

し，これを免疫用の卵膜破砕懸湯液とした。

家兎への免疫

マガレイの卵膜破砕懸濁液は 1回目の免疫時には等

量の TiterMaxGold (TiterMax) と混和し，家兎背部

に免疫した。 2回目以降は FREUND'SINCOMPLETE 

ADJUVANT (MP)を用い，上記同様に家兎に免疫した。

免疫は 1週間間隔で 4回行った。 4回目の免疫後に採

血し， 10,000rpm 10分の血清分離を行い家兎抗マガレ

イ卵膜血清 (a-マガレイ VE血清）とした。

スナガレイおよびソウハチの卵膜懸濁液の免疫は上

記マガレイと同様に行った。 4回目の免疫から 1か月

後 1回の追加免疫を行った後に採血し， 10,000rpm

10分の血清分離を行いそれぞれ a—スナガレイ VE 血清

および aーソウハチ VE血清とした。

lgGの精製と POD標識

a—マガレイ VE 血清および a—スナガレイ VE 血清につ

いては， 1ステップ法に用いる際に以下の手順で lgG

分画を精製し標識に供した。先ず，抗血清を0.22μm

フィルター (MerckMillipore) で濾過した。 HiTrap

Protein A HP 1ml (GE Healthcare) と 5mlシリンジ

を繋ぎ，シリンジ内に 5mlの DWを入れ1滴/1秒で

カラムを通した。さらにカラムにリン酸バッファー

(PB; 0.226 M NaH2P04, pH 8.0) 5 ml を 1滴/1秒，

PBで 5倍希釈した抗血清 5mlを1滴/2秒， PB5ml 

を1滴/1秒で通した後クエン酸バッファー (0.1M 

クエン酸ナトリウム， pH3.0) 5 mlを1滴/1秒で通し，

あらかじめ試料の 1/10量 (0.5ml)の中和バッファー

(1.0 M Tris-HCl, pH9.0) を入れておいた15mlの遠沈

管で回収した。

次に精製した lgG溶液の溶媒を PD-10(GE 

Healthcare)で PBSに置換した。抗体溶液は Amicon

Ultra-4 10k (Merck Millipore)で濃縮した。濃縮した

lgG溶液は 1mg/mlになるよう調整し， 0.1%となる

ようにアジ化ナトリウムを添加し，標識まで一30℃で

保存した。

lgG の Peroxidase 標識は PeroxidaseLabeling 

Kit-NH2 (DOJINDO) を用い，製品プロトコールに従

い行い， Peroxidase標識家兎抗マガレイ VElgG(POD 

標識 a—マガレイ VE lgG) および Peroxidase標識家

兎抗スナガレイ VElgG (POD 標識 a—スナガレイ VE

lgG) を作製した。

排卵卵の 2ステップ法によるホールマウント免疫染色

以下に記載する各反応のインキュベートは，ロー

テーター (RT-30mini, タイテック株式会社）に，試

料と反応液が入った 2mlテストチューブ（ビーエム

機器株式会社）をセットし， lOrpmの早さで混和しな

がら行った。 5%ホルマリン海水にて固定し4℃に保存

していた各種排卵卵は超純水 (1.0ml x 4回）並びに

TBS (0.01 M Tris-HCl, pH 7.5, 0.5 M NaCl) (1.0 ml 

X 2回）を入れ換えることで洗浄した。洗浄後， TBS

に 5%スキムミルクを含む TBS1.0 mlを添加し， 4℃

で 2時間ブロッキングした。ブロッキング後，スキ

ムミルク溶液に各種抗血清を200倍希釈となるように

添加し， 4℃で一晩反応させた:その後，各チューブ

の卵はそれぞれ TBSで 3回， 0.025%Tween20を含

む TBS(TIBS) で 2回， TBSで 1回洗浄した。次

いで， 2,000倍となるよう希釈した Goatanti-rabbit 

lgG (H+L) horseradish-peroxidase (HRP) conjugate 

(Bio-Rad) 1 mlを各チューブに添加し室温下で 2時間

反応させた。反応終了後，チューブを TIBSで 4回，

TBSで 2回洗浄し， 15mgの 4-クロロ-1-ナフトール

(Bio-Rad), 20 ml TBS, 5 mlメタノール， 15μl過酸

化水素水を含む発色液を添加し発色させた。発色後，

DWで 2回洗浄して反応を停止し，スライドガラスに

移して実体顕微鏡 (S8APO, Leica) で観察した。カ

メラは W恥WCAMG500 (レイマー），画像ソフトは

WrayView (レイマー）を用いた。

授精卵の 2ステップ法によるホールマウント免疫染色

カレイ類の生活史初期資源に関して，実際の資源

調査では，海面に浮遊している受精卵が採取され使

用される。そのため，本研究では上記の排卵卵に加

え，人工授精により授精卵を得て， 3種カレイ卵膜に

対する抗体を用いた 2ステップホールマウント免疫染
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色法に供した。同免疫染色は，上記の排卵卵の 2ス

テップ法に以下の変更点を加えて行った。スキムミル

クによるプロッキングの後，スキムミ ルク溶液を取

り除き， 1次抗体として， a-マガレイ VE血清を1,000

倍， a-スナガレイ VE血清は2,000倍， a-ソウハチ VE

血清は4,000倍となるよう希釈し添加した。1次抗体，

2次抗体の希釈液には終濃度 1%の Y-グロブリンを添

加した TBSを用いた。発色には ImmPactN ovaRED 

(VECTOR)を用い発色後 DWで 2回洗浄し，反応を

停止させた後上記と同様の手法で観察した。

授精卵の 1ステップ法によるホールマウント免疫染

色法

上記の授精卵の 2ステップ法によるホールマウント

免疫染色法に以下の変更点を加えて，1ステップ法に

よるホールマウン ト免疫染色を行った。固定した授精

卵の洗浄後， 5%スキムミルクを含む TBS1.0mlを添

加し， 4℃で30分間ブロッキングした。ブロッキング

後，スキムミルク溶液を取り除き， 250倍となるよう

希釈した POD標識各種 IgGを1.0ml添加し， 4℃で

一晩反応させた。抗休の希釈液には終濃度 1%の Y-グ

ロブ リンを源加した TBSを用いた。その後は授精卵

Brown sole 

A
 

Sand flounder Pointhead flounder 

8 I C 

D
 

＇ 
F
 

G
 

H
 

ー

Fig. 1. Two-step immunostaining of ovulated eggs using antiserum against vitelline envelope of flounders. Ovulated eggs 

of brown sole(A, D, G), sand flounder (B, E, H) and pointheacl flounder (C, F, I) were irnmunostainecl by antisera against 

vitelline envelope of brown sole (A, B, C), sand flounder (D, E, F) or pointhead flounder (G, H, I), respectively. 
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の2ステップ法によるホールマウント免疫染色法と同

様の手法で洗浄， ImmPactN ovaRedによる発色およ

び卵の観察を行った。

盲検

2ステップ法で染色した授精卵の盲検において，

a—マガレイ VE 血清， a- ソウハチ VE 血清および a―ス

ナガレイ VE血清で，各種授精卵を免疫染色した。試

料には，マガレイ授精卵の授精 2および24時間後，ス

ナガレイおよびソウハチ授精卵の授精 4および24時間

後の試料を用いた。1種の抗体で染色した 3種カレイ

染色卵は任意の割合で混合し，決められた個数の卵が

入っている群を計 3群設けた。そして，各群に含まれ

る染色卵の個数を知らない被験者 (5人）が顕微鏡を

用いて，それぞれの群内における染色卵の個数を計数

し，あらかじめ混合した染色卵の数と比較した。

1ステップ法で染色した授精卵の盲検においては，

POD標識 a―マガレイ VElgG, POD標識 a―スナガレ

イVElgGを用いた。これらの抗体を用いた 1ステッ

プ法により， 2ステップ法で用いたものと 同様の授精

卵を染色した。1ステップ法で染色した授精卵におい

ても上述した方法で盲検を行った。

士
口租 果

排卵卵を用いた 2ステ ップ法によるホ ールマウント

免疫染色

先ず，抗原とした排卵卵を用いて，作製した抗体の

反応性を調べた。各種抗血清を用いて各種カレイ排

卵卵を免疫染色した結果を Fig.1に示す。a―マガレイ

VE血清を用いて各種排卵卵を免疫染色した結果，ス

ナガレイおよびソウハチ排卵卵には免疫陽性反応を示

さなかったが，マガレイ排卵卵に免疫陽性反応が見ら

れた 。 a—スナガレイ VE 血清を用いた場合においても，

スナガレイ排卵卵にのみ免疫陽性反応が認められた。

一方， a-ソウハチ VE血清を用いて免疫染色した結果，

ソウハチ排卵卵に強い免疫陽性反応が認められたほか，

マガレイ排卵卵にも弱い免疫陽性反応が見られた。結果

には示さないが，1ステップ目の 1次抗体を源加せず，

2次抗体のみを添加した場合，卵膜の発色は認められ

なかった。このことより，本免疫染色条件下で， 2次

抗体由来の卵膜への非特異反応は無いと考えられた。

授精卵を用いた 2ステ ップ法によるホールマウント

免疫染色

より実用的な免疫染色性を確認するため，実際の資

源量調査で用いられる，各種授梢卵を免疫染色に供し

た。排卵卵と同様な条件で染色した場合，排卵卵では

見られない非特異的な免疫陽性反応が確認された（未

発表；考察参照）。 この非特異的な反応を減ずるため，

各種抗血清を Y —グロブリン含有バッファーで希釈し

使用した。a―マガレイ VE血清を用いて各種授梢卵を

免疫染色した場合，授精後 4時間および24時間後のス

ナガレイとソウハチ授精卵にはほとんど免疫陽性反応

を示さなかったが，授精後 2時間および24時間のマガ

レイ授精卵で強い免疫陽性反応が見られた (Fig.2)。

Brown sole Sand flounder Pointhead flounder 

B
 

c
 2 or 4 h 

24 h 

E
 

F
 

Fig. 2. Two-step immunostaining of fertilized flounder eggs using antiserum against vitelline envelope of brown sole. Eggs 

were fixed in 5% formalin seawater at 2 hrs (brown sole: A), 4 hrs (sand flounder: B, pointhead flounder: C), and 24 hrs (D: 

brown sole, E: sand flounder, F: pointhead flounder) after fertilization, followed by immunostaining. Embryonic stages of the 

eggs were stage I (A, B, C) or stage II (D, E, F). 
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a-'. ノウハチ VE血清を用いた場合，授精後 4時間およ

び24時間後のソウハチ授精卵に強い免疫陽性反応が見

られ，他種への交差性はほとんど確認されなかった

(Fig. 3 ) 。 a—スナガ レ イ VE 血清を用いた場合において

も，授精後 4時間および24時間後のスナガ レイ授精卵

に強い免疫陽性反応が認められ，他種への交差性は低

かった (Fig.4)。

授精卵を用いた 2ステ ップ法によるホールマウント

免疫染色の盲検

各種カ レイ授精卵を2ステップ法に よる盲検に供し

た結果，いずれの抗体を用いた場合でも，全被験者

(5人中 5人）が各種カレイ授精卵の既知添加数と同

じ数の染色卵数を解答した (Table1)。従って，これ

らの被験者は，混合試料中，それぞれの抗体に対応す

る各種カ レイ授精卵の判別が100%可能であったと考

えられた。

Brown sole 

A
 

2 or 4 h 1 

24 h 

D
 

Sand flounder Pointhead flounder 

B . -aiiilll. I IC 

ぃ＂ゲ・
E
 

F
 

Fig. 3. Two-step immunostaining of fertilized flounder eggs using antiserum against vitelline envelope of sand flounder. 

Eggs were fixed in 5% formalin seawater at 2 hrs (brown sole: A), 4 hrs (sand flounder: B, pointhead flounder: C), and 24 hrs 

(D: brown sole, E: sand flounder, F: pointhead flounder) after fertilization, followed by immunostaining. Embryonic stages of 

the eggs were stage 1 (A, B, C) or stage 2 (D, E, F). 

Brown sole 

A
 

2 or 4 h 

24 h 

D
 

Sand flounder Pointhead flounder 
, """"● ""'"""""'"""""""'"'● ""'● ,.,.,., ■ "●● ,, 

C 

F
 

Fig. 4. Two-step immunostaining of fertilized flounder eggs using antiserum against vitelline envelope of pointhead 

flounder. Eggs were fixed in 5% formalin seawater at 2 hrs (brown sole: A), 4 hrs (sand flounder: B, pointhead flounder: 

C), and 24 hrs (D: brown sole, E: sand flounder, F: pointhead flounder) after fertilization, followed by immunostaining. 

Embryonic stages of the eggs were stage 1 (A, B, C) or stage 2 (D, E, F). 
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授精卵を用いた 1ステ ップ法によるホールマウント

免疫染色

POD 標識 a—マガレイ VE IgG, および POD標識

a-7'ナガレイ VEIgG を y —グロブ リ ン含有バッファー

で希釈し，各種授精卵を免疫染色した。POD標識

＆マガレイ VEIgGを用いて各種授精卵を免疫染色し

た場合，授精 4時間および24時間のスナガレイおよび

ソウハチ授精卵にはほと んど免疫陽性反応を示 さな

かったが，授精後 2時間および24時間マガレイ授精卵

に強い免疫陽性反応が見られた (Fig.5)。POD標識

a—スナガレイ VE IgGを用いた場合，授精後 2時間お

よび24時間のスナガレイ授精卵にのみ強い免疫陽性反

応が見られ，他種への交差性は低かった (Fig.6)。

授精卵を用いた 1ステ ップ法によるホ ールマウ ント

免疫染色の盲検

POD 標識 a―マガレイ VE igG および POD 標識 a—ス

ナガレイ VEIgGを用いた 1ステップ法による盲検を

行ったところ，いずれの抗体を用いた場合でも，全被

験者 (5人中 5人）が各種カ レイ 授精卵の既知添加数

と同じ数の染色卵数を解答した (Table2)。従って，

これらの被験者は混合試料中，それぞれの抗体に対応

するカレイ種の授精卵を100%判別できると考え られた。

考 察

先ず，抗原調製の材料として供した各種カレイ排卵

卵を用いて， ポリクローナル抗体を用いた 2ステ ップ

ホールマウント免疫染色法による種判別の可否を検証

した。免疫染色を行ったところ， a-マガレイ VE血清，

a—スナガレイ VE 血清は対象種を特異的に染色するこ

とができた。このことから，マガレイ，スナガレイは

ポリクローナル抗体を用いた免疫染色で種判別できる

と考えられた。 しかし， a-ソウハチ VE血清は他種排

卵卵と 交差性を示したことから，a-ソウハチ VE血清

を用いた免疫染色はさらなる条件検討が必要であると

Table 1. Blind test for two-step immunostaining of fertilized flounder eggs 

a-Brown sole VE a-Sand flounder VE Antiserum a-Pointhead flounder VE 

Lot Lot 1 Lot2 Lot3 Lot4 Lot5 Lot 6 Lot 7 Lots Lot 9 

Number of target eggs 5
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Fig. 5. One-step immunostaining of fertilized flounder eggs using peroxidase-labeled antibody against vitelline envelope of 

brown sole. Eggs were fixed in 5% formalin seawater at 2 hrs (brown sole: A), 4 hrs (sand flounder: B, pointhead flounder: 

C), and 24 hrs (D: brown sole, E: sand flounder, F: pointhead flounder) after fertilization, followed by immunostaining. 

Embryonic stages of the eggs were stage 1 (A, B, C) or stage 2 (D, E, F). 
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Fig. 6. One-step immunostaining of fertilized flounder eggs using peroxidase-labeled antibody against vitelline envelope of 

sand flounder. Eggs were fixed in 5% formalin seawater at 2 hrs (brown sole: A), 4 hrs (sand flounder: B, pointhead flounder: 

C), and 24 hrs (D: brown sole, E: sand flounder, F: pointhead flounder) after fertilization, followed by immunostaining. 

Embryonic stages of the eggs were stage 1 (A, B, C) or stage 2 (D, E, F). 

Table 2. Blind test for one-step immunostaining of fertilized flounder eggs 

a-Brown sole VE Peroxidase labeled IgG a-Sand flounder VE 

Lot Lotl Lot2 Lot3 Lot4 Lot5 Lot 6 
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考えられた。

上記の免疫交差性の一因は，卵膜を構成するタンパ

ク抗原上のエピトープが，異魚種間で一部共通するこ

とに由来すると考えられる 。交差性を回避する方法の

一つとして，抗原となったタンパク成分を同定し，そ

の種間共通なエピトープ部を避けてペプチド抗休を作

製することなどが考えられる。本研究では，エピトー

プの由来となるタンパク成分の同定は試験内容に含め

ていない。 しかし予備的な試験として，作製した各種

抗体を，各抗原調製種の排卵卵を試料としたウ ェスタ

ンブロッティングに供した結果，抗体は抗原である複

数の卵膜タンパク成分に反応した （未発表）。 また，

各抗原調製種をエストラジオール-17(J (E2)処理す

ることにより， E2応答性のタンパク質産生を誘導し

た血清を試料とするウェスタンブロッティングにおい

て，作製した各種抗体は E2処理魚血清中の複数のタ

ンパク成分と反応した （未発表）。E2処理魚血清中で

反応性を示したタンパク成分は，サクラマス卵膜前

躯物質 （コリオジェニン）に対する抗体 (Fujitaet al. 

2002)を用いたウェスタンブロッティングにおいても，

反応性を示した。コリオジェニンは E2投与によって，

多くの魚類の血中に誘導されることが知られている

(Hara et al. 2016)。サケ科魚類では，本研究と同様な

手法で卵膜に対する抗血清を作製し， E2処理魚の血

清中にコリオジェニンを検出している (Shimizuet al. 

2000; Fujita et al. 2002)。以上の結果から，作製した抗

体はコリオジェニン由来の卵膜タンパク成分に強く反

応するものと考えられた。このため，コリオジェニン

の種間において共通性の低い領域をペプチド抗原とし

た抗体を用いれば，交差性の低い抗体を作製できると

考えられた。

排卵卵の免疫染色と同じ反応条件を適用し，授精卵

を2ステップホールマウント免疫染色法に供した場

合， a-ソウハチ VE血清のみではなく， a-マガレイ VE

血清でも他種授精卵との非特異的反応が見られた （未

発表）。排卵卵に比べて授精卵で非特異的な反応が増
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加した理由は本研究では明らかではない。一因とし

て，受精に伴い，卵膜関連タンパク質が変化すること

が挙げられる。卵膜は排卵後に接水や受精を期に賦活

化することにより硬化し，この反応はメダカにおいて

は授精後60分という短時間の間に終了する (Iwamatsu

et al. 1995)。卵膜硬化のメカニズムには複数の卵膜関

連タンパク質や表層胞由来の酵素様物質が関与する複

雑な重合反応が関与する (Iuchiet al. 1995; Sugiyama 

and luchi 2000)。この様な重合反応の結果，排卵卵に

比べて授精卵で種非特異的な反応が増加した可能性が

ある。

授精卵の染色における非特異反応の軽減を目的と

して，各種抗血清 (1次抗体）および標識 2次抗体

溶液の希釈溶液に Y-グロブリンを添加した。また，

4-クロロ-1-ナフトールを発色基質に用いる代わりに，

ImmPact N ovaRedを用い， より明瞭な発色反応を促

した。その結果，授精後24時間までの 3種カレイ授精

卵をそれぞれ特異的に染色することができた。いずれ

の抗血清を用いた手法でも 5人の被験者による盲検

から100%の精度で 3種をそれぞれ特異的に判別でき，

本法は 3種カレイ授精卵の種判別に利用可能であると

考えられた。この様に， Y-グロブリンを添加した抗

体希釈液を用いると，非特異的な反応を減じることが

できたが，この理由は， Y-グロブリンに含まれるウ

シ由来 lgGが， 1次および2次抗体の抗原結合部位で

はない部位 (Fe部等）による非特異結合をマスクし

たことが主要因であると考える。 Y-グロブリンの添

加と併せ，抗体を消化し Fe部を取り除くなどの処理

を行うことにより，更に非特異反応を減ずることが可

能と考えられる。

本研究では，種判別に要する時間と手間を短縮する

ため，短時間で実施可能な 1ステップ法を， POD標

識 aーマガレイ VElgG および POD 標識 a—スナガレイ

VE lgGを用いて試行した。その結果，各抗体が対象

とする種のカレイ授精卵を 1ステップ法でも特異的に

染色でき，盲検でも 100%の精度を呈した。 2ステッ

プ法および 1ステップ法を比較した場合， 1ステップ

法は 2ステップ法に比べて手順が少なく，短時間で完

了できるというメリットを持つ。このことは単位時間

当たりの人件費削減や作業上の人為的エラーの起こる

確率を減ずることに繋がる。しかし， 2ステップ法で

用いる標識抗体は市販品であるのに対し， 1ステップ

法で用いる標識抗体は自身で作製する。この標識抗体

を作製するにあたり，高額な試験機器や試薬が必要で

ある。どちらの技術にも長短があることにより，利用

現場における技術者や所有機器の状況を考慮し， どち

らの手法が適しているか選択することが有用である。

以上，本研究では 3種カレイ授精卵の種判別に利用

できるポリクローナル抗体を作製した。これらを用い，

抗体希釈液や反応条件を最適化することにより， どの

種の抗体においても，授精後24時間以内の 3種卵混合

試料から，各抗体の標的種を100%判定できることが

明らかになった。このことは，これまで遺伝子判定以

外では，孵化飼育試験でのみ判別が可能であり，専門

的知識を必要としたカレイ類の発生初期における種判

別を，調査現場レベルで簡易化できた点で大きな進歩

といえる。これまで，ポリクローナル抗体を用いて，

魚類の発生初期における種判別を行った例はなく，今

回得られた知見は，魚類発生初期における，ポリクロー

ナル抗体を用いた種判別法を開発する技術的基盤を提

供したと考えられる。

要約

ホールマウント免疫染色法を用いて，マガレ

イ (Pseudopleuronectesherzensteini) ス ナガレイ

(Limanda punctatissima)およびソウハチ (Cleisthenes

pinetorum) の 3種カレイ卵種判別を試みた。先ず，

各カレイ排卵卵の卵膜を抗原としたポリクローナル

抗体 (a-マガレイ VE, a—スナガレイ VE, a—ソウハチ

VE) を作製した。試料として，受精後24時間以内の

各カレイ授精卵を用い，同抗体と標識二次抗体を用い

た方法 (2ステップ法）および，標識 1次抗体を用い

た方法 (1ステップ法）でホールマウント免疫染色を

行った。その結果，いずれの手法でも，対象種授精卵

を特異的に染色することができた。以上，本研究で開

発した免疫染色によるカレイ卵の種判別法は，カレイ

類の生活史初期における資源量調査の簡易化に大きく

役立つと考えられた。
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