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送液ポンプによるマツカワ・ホシガレイの
新規人工採卵技術の開発

澤口小有美1, 2・大久保信幸1・安藤　忠1・鈴木重則3

有瀧真人4・山田徹生4・松原孝博1

A Novel Method for Collecting Ovulated Eggs Using a Liquid Pump in 
Barfin Flounder, Verasper moseri, and Spotted Halibut, V. variegatus

Sayumi SAWAGUCHI1, 2, Nobuyuki OHKUBO1, Tadashi ANDOH1, Shigenori SUZUKI3,
Masato ARITAKI4, Tetsuo YAMADA4 and Takahiro MATSUBARA1

Abstract: Maintaining a high genetic variability in fertilized eggs through the avoidance of the 
loss of facility-held mature females is fundamental importance for artificial insemination in barfin 
flounder, Verasper moseri, and spotted halibut, V. variegatus, which are potentially endangered 
species. The objective of the present study is to establish a new method for collecting ovulated 
eggs without causing harm and minimizing stress to females, instead of the hand-stripping, using 
peristaltic pumps with artificial ovarian cavity fluid (AOCF). By pumping about one liter of sterile 
AOCF though a vinyl tube which was inserted into an upperpart of the ovarian cavity from the 
urogenital pore, ovulated eggs were efficiently extruded with the introduced AOCF. When ovulated 
eggs were preserved in AOCF at 4°C, high fertilizability was maintained during 4 and 24 hours in 
eggs of barfin flounder and spotted halibut, respectively. The developed technique, coupled with 
our previously developed short-term sperm preservation technique, will enable more controlled 
conditions for artificial fertilization. The present results demonstrated the practical usefulness of 
the newly developed method for a convenient and minimally-damaging method of collecting eggs 
from barfin flounder and spotted halibut.
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マツカワ（Verasper moseri）とホシガレイ（V. 

variegatus）はカレイ目カレイ科マツカワ属に分類され
る大型のカレイで，前者は茨城県沖および若狭湾以北
から北海道，千島列島，オホーツク海南部にかけて分
布し（坂本 1984; 落合・田中 1986），後者は岩手県以
南からピーター大帝湾，朝鮮半島沿岸，黄海，渤海，
東シナ海に分布する（坂本 1984; 南 1998）。これらは

共に商品価値の高い高級魚であるが，過度の漁獲圧等
によると思われる著しい資源量の減少が起こっており
（佐々木 1997; 安藤ら 1999），資源の回復を目的とした
種苗生産，放流が行われている。マツカワでは独立行
政法人水産総合センター厚岸栽培漁業センター（旧社
団法人日本栽培漁業協会厚岸事業場）が1981年に種苗
生産に着手したことを皮切りに，北海道，岩手県の種
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苗生産機関で生産が実施されている（安藤ら 1999; 川
真田 2000）。またホシガレイについても，1987年より
種苗生産が開始され，独立行政法人水産総合センター
宮古栽培漁業センター（旧社団法人日本栽培漁業協会
宮古事業場），宮城県，福島県の他に，南日本でも種
苗生産試験が行われてきた。
マツカワおよびホシガレイでは一産卵期に複数回
排卵することが知られている（Koya et al. 1994; 津
崎 1995; 萱場ら 2003）。マツカワの雌は 6℃の飼育条
件下で 3日から 4日の周期で排卵を行い（Koya et al. 

1994），3月から 4月の産卵期の間に約 8回程度排卵す
ると考えられている（渡辺･南 2000）。また，ホシガ
レイにおいても 8℃の飼育条件下で 3から 4日の排卵
周期が確認されている（有瀧 1999）。マツカワ・ホシ
ガレイ共に，多年にわたって産卵し，マツカワでは雌
は 3歳で初回成熟した後（山野目ら 1997），毎年産卵
し，8歳でも種苗生産に利用できる（山野目･佐々木 

2004）。
これまで，マツカワの受精卵獲得には，人工授
精（Koya et al. 1994; Kayaba et al. 2003）と，水槽内
での自発的産卵による受精卵の獲得（渡辺・鈴木 

1999; Kayaba et al. 2003）が採用されているが，後者
の場合の成功率は高いとはいえず（マツカワ: 渡辺・
鈴木 1999; 萱場ら 2003, ホシガレイ: 津崎 1995; 有瀧 

1999），種苗生産には人工授精を用いる場合が多い。
人工授精の際の卵の採取には，搾出法が一般に用いら
れているが，上述のように多数回排卵するマツカワ，
ホシガレイ雌魚から繰り返し採卵を行った場合，しば
しば腹部の擦過症に起因する外傷性のストレスと思わ
れる親魚の斃死が認められる。
近年，資源量の低下に伴い，マツカワ・ホシガレイ
の種苗生産用天然親魚の入手が困難になりつつある。
そのため，種苗生産機関が保有する天然魚を含む親
魚の減耗を抑制する採卵技術の開発が必要とされてい
る。また種苗放流に際して，天然資源の遺伝的多様性
を損なわない種苗生産，放流技術を確立する必要性が
提唱される中で（安藤ら 1999），計画的に多様な組み
合わせを確保するための人工授精技術の開発が急務と
考えられる。本研究では，雌親魚への採卵によるスト
レスを抑制することができる送液ポンプを利用した新
たな人工採卵技術の確立と共に，送液する人工卵巣腔
液による未受精卵の短期保存技術の開発を行った。

材料および方法

実験魚
ホシガレイは独立行政法人水産総合センター宮古栽
培漁業センターで卵から飼育された人工養成魚の雌 6

歳魚 2尾（全長54 cm，体重3.2 kg および全長59 cm，
体重4.3 kg），雄 6歳魚 5尾（全長33 cm～40 cm，体
重0.45 kg～0.92 kg）を用いた。自然条件下の光周期・
水温で飼育し，産卵期間中の 2月に実験を行った。
マツカワの2004年の実験には，独立行政法人水産
総合センター厚岸栽培漁業センターで飼育された人工
養成雌 3歳魚 3尾（全長50 cm～51 cm，体重1.9 kg～
2.2 kg）と雄の天然魚（年齢未査定）5 尾（全長53 cm

～61 cm，体重2.3 kg～3.7 kg）を用いた。2005年の実
験は，全て人工養成魚を使用し，雌 4歳魚 1尾（全長
57 cm，体重 3.7 kg），雌 8 歳魚 2 尾（全長66 cm，体重
6.0 kgおよび全長67 cm，体重6.1 kg），雄 4歳魚 5尾（全
長43 cm～54 cm，体重1.3 kg～2.5 kg），および雄 8 歳
魚 5 尾（全長 53 cm～54 cm，体重 2.6 kg～2.9 kg）を
同年齢同士かけ合わせて行った。これらは自然光周
期下で飼育し，水温は渡辺・鈴木（1999）に従って，
産卵期に先駆けた 2 月から 3 月にかけて 6℃に調温し
た。実験は同飼育条件下での産卵期間にあたる 4 月に
行った。

送液方法
採卵にはデジタルチューブポンプ PST-1000（旭テ
クノグラス社製）を用いた（Fig. 1）。送液チューブは
ファーメドチューブ（ノートン社，内径 6.35 mm，外
径 9.53 mm）を高圧滅菌して用いた。カレイの卵巣腔
に挿入するカニュレーションチューブは塩化ビニール
製チューブ（内径 4 mm，外径 6 mm）を70%エタノー
ルで滅菌して用いた。また，カニュレーションチュー
ブは個体ごとに使い捨てとした。

����������������
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Fig. 1.  A system for collecting ovulated eggs of barfin 
flounder, Verasper moseri, and spotted halibut, V. 
variegatus, using a peristaltic pump with artificial ovarian 
cavity fluid (AOCF).  Arrows indicate the trend of AOCF 
though a steriled farmed tube connecting to a vinyl tube.
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送液用の人工卵巣腔液としてカレイ用リンガー液
（Hirano et al. 1971; Table 1）を用い，使用前にろ過滅
菌器（アドバンテック社 VH020P）を用いて滅菌した。
人工精漿は持田ら（2000）の報告したマツカワ精漿の
イオン組成を参考にカレイ用人工精漿に若干変更を加
えた（Table 1）。これを使用前に上記のろ過滅菌器を
用いて滅菌した。

人工卵巣腔液の卵に対する影響試験
ホシガレイは 2尾の雌親魚より採卵し，その卵を直
後に授精させる区，人工卵巣腔液に入れた直後に授精
させる区，人工卵巣腔液中に 1時間，2時間，4時間，
24時間，および48時間保存後に授精させる区に設定し，
受精率の変化を調べた。受精率は授精後 4から 5時間
後に全卵数中の発生卵数の割合（%）で示した。卵は約
300粒を30 mlの人工卵巣腔液中に入れ，4℃で保存し
た。
マツカワは 2004 年度には 3 尾の初回成熟 3 歳魚を
雌親魚として採卵し，その卵を直後に授精させる区，
人工卵巣腔液に入れた直後に授精させる区，および人
工卵巣腔液中に 2時間，24時間，および48時間保存後
に授精させる区を設定し，受精率（%）の変化を調べた。
また，2005年度には経産卵 8 歳魚 2 尾，4 歳魚 1 尾か
ら採卵し，直後に授精させる区，人工卵巣腔液に入れ
た直後に授精させる区，および人工卵巣腔液中に 2 時
間，4 時間，24時間，および48時間保存後に授精させ
る区を設定し，全卵数中の発生卵数の割合（%）を調べ
た。卵は約200粒を30 mlの人工卵巣腔液中に入れ，4℃
で保存した。

受精条件
受精に用いた精子は持田ら（2000）に基づき，以下
の方法で希釈した。いずれの場合も雄魚 5 尾から採精
し，それぞれ10μl を 1 ml の人工精漿で希釈し，使用
まで 4℃で保存した。使用直前にそれぞれから200μl 

を取って混ぜ合わせ，これを約200粒の卵に対して
200μl 加えた。1 分間静置した後，海水を約300 ml 加
えた。

結　　果

送液ポンプによる人工採卵
産卵直前のマツカワ卵巣の外観と解剖学的な構造を

Fig. 2 に示した。マツカワおよびホシガレイの卵巣は
体腔後部から尾部に向かって伸長し，血管棘と腹部体
側筋の間に体腔後部が陥入して出来た間隙に収容され
ている。産卵期初期の写真の個体では，全長56 cm に
対して卵巣長は約30 cm に達し，全長の54%に及んだ。
また，生殖腺体指数（GSI: 生殖腺重量／体重×100）
は20%であった。体腔に露出する卵巣前部は体腔後部
に位置する臀鰭第一担鰭骨をはさんで両体側に分離し
ているが，その下部では一対の卵巣は融合し，短い輸
卵管を経て泌尿生殖孔（urogenital pore）へと開口し
ている（Fig. 2A）。

Fig. 2B に示すように，マツカワでは，前部におい
ては卵巣腔（ovarian cavity）は体側に面する側に形成
された。そこでは卵巣薄板（ovigerous lamella）を持
たない卵巣腔膜（ovarian cavity wall）のみにより仕切
られている。一方，卵巣中部から後部にかけて卵巣腔
は卵巣横断面の中央部に形成されていた。マツカワ，
ホシガレイの産卵期の卵巣の肉眼的観察では最終成熟
途上の卵母細胞は局在性を示さず，卵巣全域にわたっ
て見られることから，各所で排卵された卵は卵巣腔に
集積した後，卵巣前部の広い卵巣腔へと移動して生み
出されることが示唆された。このことから，送液チュー
ブを卵が貯留される卵巣前部の卵巣腔の後方に挿入す
ることで，卵の排出が効率的に行われるものと考えら
れた。
マツカワとホシガレイの親魚を用いて，送液ポンプ
による採卵を行った際の写真を Fig. 3A に示した。送
液速度は毎分500 ml 程度で，片側卵巣に約500 ml の
人工卵巣腔液を送液することで，液と共に卵の排出が
認められた（Fig. 3B）。送液終了後，チューブを取り
外し，卵巣のある腹部を体後方から前方にかけてゆる
やかに圧迫することで，卵巣内に残留した人工卵巣腔
液と卵を排出し，採卵を完了した。

人工卵巣腔液による未受精卵の短期保存
採卵に用いる人工卵巣腔液の無害性を確認すると共
に，人工授精作業の効率化を図るため，マツカワとホ
シガレイを用いて人工卵巣腔液中での未受精卵の保存
可能期間を調べた。Fig. 4 にホシガレイの人工養成 6 

歳魚から得た卵を人工卵巣腔液で 4℃で保存し，保存

Table 1.　Compositions of artificial seminal plasma and 
artificial ovarian cavity fluid for barfin flounder, Verasper 
moseri, and spotted halibut, V. variegatus

Artificial seminal
plasma＊

Artificial ovarian
cavity fluid＊＊

NaCl
KCl

CaCl2
MgCl2

NaH2PO4
NaHCO3
Glucose
HEPES

pH

165 mM
8.0 mM
2.0 mM
－

3.3 mM
0.7 mM
2.8 mM
10 mM

8.0 

150 mM
2.5 mM
3.5 mM
1.0 mM
7.0 mM
0.7 mM
2.8 mM
－
7.4

 ＊Mochida et al. (2000), ＊＊Hirano et al. (1971).
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直後から 1，2，4，24および48時間後の受精率の変化
を示した。調べた雌 2 尾由来の卵の受精率は24時間ま
では大きな変化を示さなかったが，48時間保存した卵

では受精率の顕著な低下が認められた。マツカワ 3 歳
魚由来の卵を用いた結果を Fig. 5A に示した。受精率
は保存後 2 時間までは高い割合で維持されていたが，
24時間後には 3 尾中 2 尾で低下していた。さらに，マ
ツカワ経産卵魚由来の卵を用いた結果，保存後 4 時間
の卵は全ての個体で高い受精率を維持していたが，24

時間後には急激な低下が見られた（Fig. 5B）。 
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Fig. 2.  A photograph of an ovary of an ovulated mature 
female barfin flounder (A), a schematic illustration of a pair 
of ovaries (B), and schematic illustrations of transverse sec-
tions of anterior, middle and posterior parts of a pair of ova-
ries (C).  Ovulated eggs in the ovarian cavity are observed 
as transparent fluid in the anterior lower part of the ovary 
in the photograph.  Inside of dashed line (yellowish pink 
area) in the drawing of the ovary indicate position of ovarian 
cavity (OC) covered by an ovarian cavity wall.

Fig. 3.  Photographs of a demonstration of collecting ovulated eggs from mature female barfin flounder using the pump 
system (A) and an appearance of extrusion of ovulated eggs with artificial ovarian cavity fluid from urogenital pore (B).  For 
pumping artificial ovarian cavity fluid a vinyl tube is inserted into an upper part of the ovarian cavity from the urogenital pore.

Fig. 4.  Fertilities of spotted halibut eggs after preserva-
tion with artificial ovarian cavity fluid at 4°C after 0, 1, 2, 
4, 24 and 48 hours.  Gray bars indicate means of two time 
examinations of each section, and closed circles indicate 
values of each time examinations.
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考　　察

本研究では，マツカワおよびホシガレイにおいて，
雌親魚への物理的ストレスの軽減を目的とした新たな
採卵技術を開発した。従来，マツカワとホシガレイの
人工採卵には，搾出法が用いられてきている。櫛鱗を
有する両種（南 1998）は，搾出法による採卵では腹
部を圧搾する際に大きな摩擦を生じ，擦過症の原因と
なりうる上に，一産卵期に複数回の採卵が可能である
ことから，産卵期後に腹部表皮の糜爛による斃死が起
こることがある。採卵された卵が体腔に貯留される裸
状卵巣型（gymnovarian condition）であるサケ・マス
類やウナギ（高野 1987）では，体腔を直接圧迫する
事で卵は容易に排出される。しかしながら，嚢状卵巣
型（cytovarian condition）の卵巣（高野 1987）を持つ
マツカワおよびホシガレイでは，排卵された卵の移動

路はより複雑であり（Fig. 2B），搾出を繰り返す必要
のある従来の採卵法では親魚への負荷は大きい。
本研究において開発した採卵法では，等張で卵巣腔
液に近いイオン組成を持つ人工卵巣腔液を生殖孔から
チューブを挿入してポンプ送液することで，その人工
卵巣腔液と共に卵を採集する。その際，卵巣内に留まっ
た人工卵巣液を排出するために，最後に腹部を両側か
ら軽く押さえる必要はあるものの，体表に与える摩擦
は著しく少ない。一般に，魚類では排卵された卵は産
卵までの間，卵巣腔液（ovarian cavity fluid）または
サケ科魚類では体腔液（coelomic fluid）と呼ばれる液
に浸漬された状態で維持される（高野 1987）。これら
の液の性状については，主にサケ科魚類で調べられて
おり，浸透圧と Ca2+，Mg2+ およびタンパク濃度が血
清に比べてやや低い他，イオン組成は血清と概ね類似
している（Matsubara et al. 1995）。カレイ類の卵巣腔

Fig. 5.  Fertilities of barfin flounder eggs after preservation with artificial ovarian cavity fluid at 4°C after 0, 2, 4, 
24 and 48 hours.  A: three years old females; B: four and eight years old females.  Gray bars indicate means of two 
time examinations of each section, and closed circles indicate values of each examination.
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液のイオン組成に関する報告はないことから，採卵用
の人工卵巣腔液にはヌマガレイ血清のイオン組成を模
したリンガー液（Hirano et al. 1971）を利用した。

Koya et al.（1994）によれば，マツカワでは 1尾の
雌は 3 日から 4 日周期で排卵を繰り返し，正常な産
卵が行われない条件下では，排卵された卵は過熟に
なり受精能を失ったまま卵巣内に貯留される。6℃で
飼育された雌の卵巣内での受精率の半減に要する日数
は産卵期前期で 3 日以上，後期では約 2 日であり，複
数回排卵された卵を溜めた雌から得られた卵の受精率
は著しく低い。さらに，萱場ら（2003）は，高い受精
率を示す卵と過熟により受精能の低下した卵を用いて
生体外で保存実験を行い，各々単独で卵を保存した場
合と，両者を混合した場合での受精能の低下速度を比
較した。その結果，過熟卵と混在した環境下では，正
常卵の卵質は単独で培養した場合に比べて急速に劣化
した。このことから，萱場ら（2003）は卵巣腔内に残
留した卵の過熟化が進行すると，それ以降に新たに排
卵された卵の受精率低下を加速することを示唆し，そ
の原因について，破損した過熟卵の内容物質の卵門へ
の付着や，酸素の欠乏などの弊害を推察している。ま
た，マツカワやホシガレイのような浮遊性卵を産出す
る魚類の卵では，卵黄形成や最終成熟に関与するプロ
テアーゼ（カテプシン L, D; Carnevali et al. 1999, カテ
プシン B; Matsubara et al. 2003）が含まれていると考
えられる。壊卵より出るこれらプロテアーゼも，卵の
受精率を下げる一因となっている可能性がある。本研
究で開発した送液による採卵法は，残留過熟卵を除去
し，卵巣内を洗浄する効果も期待されることから，採
卵を実施する数日前に同法による卵巣洗浄を行うこと
で，それ以降に排卵される卵のための環境を改善し，
より良質の卵を得られる可能性がある。
採卵，採精および人工授精の作業の分離は，遺伝的
多様性に配慮し，多彩な家系間での組み合わせにより
種苗を生産するためにきわめて有用である。先に，持
田ら（2000）はマツカワとホシガレイについて人工精
漿による精子の短期保存法を検討し，採精後 4 日間の
保存が可能であることを確かめた。本研究では，さら
に採卵に用いた人工卵巣腔液中での卵の保存性を検討
した。ホシガレイでは 2 個体の経産卵雌由来の卵は，
4℃で保存した場合，24時間目までは受精率に大きな
変化はなく，48時間後に受精能の著しい低下が見られ
た。一方，マツカワではほとんどの個体で24時間後に
は受精率の低下が認められたものの，経産卵魚 3 個体
では，4 時間保存後も高い受精率を維持した。このこ
とからマツカワの経産卵魚では少なくとも採卵作業の 

4 時間以内に人工授精を行うことで，採卵直後とほぼ
変わらない成績が得られることが示唆された。

卵の保存に関する研究は，古くにはサケ科魚
類を中心に行われており（Ginzburg 1968），サケ 
Oncorhynchus keta では卵巣腔液中での保存は 2 日程
度可能であることが示されている（高野ら 1973）。一
方，同じカレイ目であるカレイ Limanda schrenki に
おいても平衡塩類溶液中では受精率が5時間保持され
る事が報告されており（Yamamoto 1951），今回のマ
ツカワ排卵卵の保存結果と同様，サケ科魚類に比べて
保存可能時間は短い。マツカワの卵は母体内において
も数日で受精率が低下するとされている（Koya et al. 

1994）。今回人工卵巣腔液として用いたカレイリンガー
液での受精率の低下は，それよりも早く，1 日目で既
に顕著である。しかしながら，マツカワの経産卵魚で
は高い受精率が 4 時間以上保持されたことを考慮する
と，多くの雌から採卵した後に人工授精作業を行って
も受精率に影響しない時間的余裕は十分にあり，実用
面での問題はない。さらに，人工卵巣液を用いた採卵
では混入した糞や尿は希釈され，それらの悪影響は緩
和されるという利点も考えられる。
本研究で開発した採卵法は，1）親魚へのストレス
を軽減できること，2）特別な器材を必要としないこ
と，3）精子短期保存と組み合わせることで，採卵作
業終了後に自在な組み合わせで人工授精が行えるとい
う 3 点で大きなメリットがある。さらに，イオン組成
や pH の改善，粘性の付与など人工卵巣腔液の改良や，
卵巣に挿入するチューブのサイズや先端部の形状に工
夫を加える事でより効率的な採卵法あるいは産卵期終
了後の卵巣内洗浄法になるものと思われる。

要　　約

希少資源であるマツカワおよびホシガレイにおい
て，遺伝的多様度の高い種苗生産に資する目的で，人
工卵巣腔液を卵巣内に送液して卵を排出する新たな採
卵技術を開発した。卵巣の解剖学的観察から，排卵さ
れた卵は卵巣前部に形成された卵巣腔に一時貯留され
ることが示された。生殖孔から卵巣腔上端部にチュー
ブを挿入し，毎分約500 ml の人工卵巣腔液を導入する
ことで，液と共に卵が排出された。用いた人工卵巣腔
液中での卵の保存性を検討した結果，4℃で保存した
場合にはマツカワでは 4 時間，ホシガレイでは24時間
高い受精能を維持した。同採卵法では，先に確立した
精子の短期保存と併せて，採卵，採精，人工授精の 3 

つの作業が独立して実施できる。これにより，親魚の
家系を考慮した計画的組み合わせによる遺伝的多様度
の高い種苗生産を行うための 1 つの技術を確立した。
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