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養殖ウナギの脊椎骨変形の症例と

その原因に関する一考察

吉川昌之.1 

The patterns of the vertebra deformities in cultured Japanese eels 

AnguillαJα:pomcαand consideration about the reason for their existence 

Masayuki Yoshikawa 

-19-
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脊椎骨番号 Vertebranumber，ウナギの成長との関係 Relationshipwith growth of eel 

Abstract 

The patterns of the vertebra deformities in cultured Japanese eels Anguilla jα:PQnLca were irivestigated， and 

to find the reason for their existence， an experiment limiting the growth of eels by dietary restriction was also 

carried out. Vertebra deformity patterns were classified into four types， namely luxation， lordosis， kyphosis 

and brachyospondylie. Scoliosis was not observed. When deformed eels were selected based on visual appearance， 

the ratio of lordosis was found to be highest. On the other hand， in eels picked at random and observed with 

soft-X-ray， the ratio of luxation was highest. The frequency distribution of the deformities on the vertebra 

number peaked at the 25ペ45'hand 54'h vertebra. The peak at the 25'h vertebra was of kyphosis， whereas those 

at the 45'h and 54'h vertebra were of lordosis. The positions of kyphosis and lordsis were clearly separated at 

the 37出 vertebra，that is， kyphosis was only observed ahead of the 37'h vertebra except in one case while all 

cases of lordsis occurred from the 37出 vertebraback. The incidence of deformity rose as the average body 

weight of eels increased. Under dietary restriction this incidence was 0% when the average body weight of eels 

was 200g， whereas that of the control group was 3.4-3.9% suggesting that the growth restriction directly af-

fected the outcome of deformity. 

はじめに の上方屈曲について骨学的観察を行い，症状について詳細

に報告したが，その原因は明らかになっていない。

近年にな って，養殖下のウナギ Anguillajα:ponicαに 本症の発症個体は脊椎骨に変形があるため，加工効率が

脊椎骨の変形(以下本症)がしばしば見られている。本症 大きく低下することから商品価値が著しく損なわれること

は， 1990年に西尾!)によって初めて報告され，江草おはそ になり，養鰻業界からその原因の究明と対策が求められて
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いる。 た(第 1図 C)。

今回，静岡県水産技術研究所浜名湖分場(以下当分場) ③ 後湾3) ②とは逆に発症部位で脊柱が腹側へ匝曲

で飼育しているウナギに見られた症例を調査し，さらに原

因究明の手掛りを得るための若干の実験を行ったので報告

する。

材料および方法

本症の発症率および症状に関する調査

供試魚には， 2004年 3月に静岡県浜名湖内で採捕され

たシラスウナギを 3月 16日に水槽に導入して飼育してい

た群から，約 1か月後の 4月 13日に 1，650尾を分養して

用いた。

供試魚の飼育方法は以下に記すとおりであるが，これは

当分場における通常の飼育方法であり，特別な改変は行イ

ていない。飼育用水には地下水(塩素イオン 435昭/R， 

ナトリウムイオン 260rng/R ，硬度 163mg/R， pH7.9)を，

260

Cに加温して用いた。飼育に用いた飼料は市販ウナギ用

配合飼料で，魚粉を主原料とし，各種ビタミンやミネラル

の他，粘結剤の α化デンプンで構成されている。給餌に当

たっては，配合飼料に外割で 10%の精製タラ肝油と 130%

の水を加え良く練り，やわらかい餅状にして与えた。給餌

はl日1回，供試魚群が食べきる量を見計ら って与えた。

飼育水槽は，飼育前期ーには底面積 7.9rrf，水量 9.5rrf， 

後期には 18.2rrf， 23.7 m'のいずれも八角形コンクリート

水槽を用いた。

ア ウナギの成長と発症率および症状の関係(調査1)

シラスウナギでの飼育開始の 1か月後から 6か月後まで

1か月ごとに，すなわち 4月 13日， 5月 19日， 6月 23日，

7月 26日， 8月 26日および 9月 22日に，無作為に

100~200 尾を取り上げ，その総重量を測定後，尾数を確

認し，総重量を尾数で除して平均体重を算出した。そして

取り上げた全個体を p-アミノ安息香酸エチル 100昭 /R

水溶液で麻酔した後軟X線撮影して，脊椎骨に異常が認め

られた尾数を全観察尾数で除して発症率を求めた。

また，その異常の症状を脱臼，前湾，後湾および短椎に

分類した。各症状の分類の基準とした特徴は下記のとおり

である。

① 脱臼叩 :発症部位で脊椎骨が腹側(第 1図 A)あ

るいは背側(第 1図B)に脊柱からはずれてずれているも

の。脊椎骨の変形は認められない，あるいは軽微。

② 前湾 3) 脊柱が発症部位で背側へ屈曲しているも

の。発症部位では，脊椎骨の脱臼とともに変形も認められ

た。変形脊椎骨を横から見ると，上辺の長さが短くなる一

方，下辺の長さは正常である結果，上底の短い台形苧し

しているもの。②と同様に脊椎骨の脱臼とともに変形も認

められた。ただし，その変形は②と反対に，脊椎骨の下辺

の長さが短くなる一方，上辺の長さは正常である結果，上

底の長い台形を呈した(第 1図 D)。

④ 短椎4) 脊椎骨の脱臼や脊柱の屈曲は見 られない

が，発症部位の脊椎骨が正常な脊椎骨に比べて短 く，前後

方向に圧縮されたように変形しているもの。この症状にお

いては，連続する 2つの脊椎骨がともに短椎の症状を示し，

その 2つの菅椎骨聞の間隙(椎間関節)が狭まる(第 1図

E矢印 a)，あるいはその 2つの脊椎骨が密着 している

(第 1図 E矢印 b) ことが観察された。

なお，第 1図 Fには正常個体の脊椎骨の軟X線写真を

示した。

そして，各取上げ時における上記 4症状の症例数を調べ，

それをその取り上げ時の症例数の合計で除すことにより，

各症状の発生割合を求めた。

なお，麻酔し軟X線撮影した個体はすべてと殺処分し，

飼育水槽へ戻すことはしなかった。

イ 目視で発症を確認できる個体の症状(調査 2)

飼育開始から約 9か月が経過した 12月 22日に，残存し

たすべての供試魚 752尾を取り上げ，下記の測定に供した。

まず，pーアミノ安息香酸エチル 100r昭/R水溶液で麻

酔した後，発症の有無を目視により判断し，発症個体と未

発症個体に選別した。そして発症 1個体ごとに体重を測定

した後，軟X線撮影により脊椎骨の発症部位を観察してそ

の症状を先の 4症状に分類した。

また，未発症個体から無作為に 94尾を取り出し， 1個

体ごとに体重を測定した。

ウ 発症Lた脊椎骨の位置(調査 3)

頭蓋骨直後の脊椎骨を脊椎骨 NO.1とし，そこから尾部

に向か つて各脊椎骨に通し番号を付け 5) 調査 2において

発症の認められた個体の異常脊椎骨の番号を，症状別に記

録した。

成長速度と発症に関する実験(実験1)

供試魚には，上記調査に用いたものと閉じシラスウナギ

養成群から， 4月 13日に 300尾ず‘つ 2群を分養して用い

た。試験開始時の体重は 0.52::t0.19 g /尾(平均土標準偏

差， n=902)であった。

2群のうちlの一方を対照区， もう一方を試験区とした。

両区の飼育用水，間育水温，飼料および給餌方法は，い

ずれも上記調査と同様であるが，給餌回数を，対照区は 1

日1回に対し，試験区は 4日に 1回に制限して，両区の成
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Fig.1. Soft-X-rays of the vertebra deformities. A and B: luxatoin， deformity is slight， the vertebrae slip downward 

in A (arrowJ， and they slip upward in B (arrow). C: lordosis， the spinal column bends upward; vertebrae are 

luxated and deformed clearly. D: kyphosis， the spinal column bends downward; vertebrae are luxated and de-

formed clearly. E: brachyospondylie， luxation and bend are not observed， the vertebrae shorten， consecutive two 

vertebrae show this deformity and the joint of them gets narrow (arrow a) or closes (arrow b). F: normal verte-

brae. 

第 1図 ウナギの脊椎骨変形の軟X線写真

Aおよび8:脱臼，変形は軽微，脊椎骨は腹側 (A矢印)あるいは背側 (8矢印)ヘずれている。C:前湾，脊柱が背

側ヘ屈曲，脊椎骨は脱臼し変形している。D:後湾，脊柱が腹側へ屈曲，脊椎骨は脱臼し変形している。 E:短椎，待椎

骨の脱臼や脊柱の屈曲は見られず，脊椎骨は短くなっており，連続するニつの脊椎骨がともに短椎の症状を示し，その 2

つの脊椎骨聞の椎間関節が狭まる(矢印 a). あるいは密着している(矢印 b)o F :正常個体の脊椎骨。
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第 1表 各測定自の測定に供した尾数.平均体重.発症個体数および発生

率，ならびに測定後残存したウナギの放獲量，飼育水槽および飼育密度

Table 1 Number and average body weight of eels measured. number 

of deformed eels. incidence of the deformity and weight and stocking 

density of eels stocked after the measurement 
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0" 

monthjdat. Apr. 13 May 19 Jun. 23 Jul. 26 Aug. 26 S.p. 26 

months from th. start of r.aring 4 

numb.r of ..Is m.asur.d 158 224 165 148 103 98 

av.rag. body w.ight(g) 0.55 2.5 8.9 37.5 103 163 

numb.r of d.form.d ..Is 17 19 21 

incid.nc. of th. d.formity(%) 2.5 3.6 3.6 11.5 18.4 21.4 

..Is stock.d aft.r th. m.asur.m.nt 

weight(kg) 
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stocking density(kgj rr1) 
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Fig.3. Changes of ratio of four types of the deformity. The ratio was 
calculated on soft-X-rays. 
第 3図脊椎骨変形の 4症状の発生割合の推移.
発生割合は軟X線撮影観察により計数した。
luxation :脱臼.lordosis ・前湾， kyphosis:後湾，
brachyospondylie :短椎

tank S : th. area of th. bas. 7.9rr1 octagon and th. volum. 9.5rr1 mad. of concrete 
tank L : the ar.a of th. bas. 18.2 rrI octagon and the volume 23.7 rrI made of concr.t. 
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Fig.4. Ratio of four types of the deformities in deformed eels selected 
based on visual appearance. Number of deformed eels investigated was 
62. number of cases' in the eels was 101. there were some eels 
obserbed the deformities in plural parts. 
第4図 目視で発症を確認できたウナギの症例の 4分類の割合.
異常個体数 62尾，症例数 101 (1個体で 2か所以上に発症している個体が
存在した)
luxation :脱臼. lordosis:前湾.kyphosis:後湾，
brachyospondylie 短椎
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Fig.2. Changes of incidence of the deformity and average body weights 
of the eels. The incidence was calculated on soft-X-rays. 
第2図 脊椎骨変形の発生率とウナギの平均体貨の推移.
発生率は軟X線撮影結果をもとに算出した。

本症の発症率および症状に関する調査

ウナギの成長と発症率および症状の関係(調査1)

各測定日の測定に供した尾数，平均体重，発症個体数お

よび発症率，ならびに測定後残存したウナギの放養量，飼

育水槽および飼育密度を第 1表に示した。また，発症率と

ウナギの平均体重の推移を第 2図に示した。飼育開始 1か

月後の 4月 13日の発症率は 2.5%であった。4か月後から

平均体重が増加し始めると発症率も上昇して，4か月後の

7月 26日に 11.5%，6か月後の 9月 22日には 21.4%に達

果結長速度に差を生じるように飼育した。

また飼育水槽は，飼育初期には水量1.2nf (飼育槽 0.8

ITf，ろ過槽 O.4nf)の角型 FRP製循環ろ過水槽，

降は底面積 7.9nf，水量 9.5nfの八角形コンクリー卜水槽

それ以

ア

を用いた。

対照区は 11か月間飼育し，試験開始からほぼ 1か月に

1回測定を実施した。試験区は 20か月間飼育し，試験開

始から 11か月後までは対照区と同時に，その後 13か月後

までは 1か月に 1回，それ以降は 15か月後と 20か月後に

しfこ。

4症状の発生割合の推移を第 3図に示した。3か月後ま

では，軽微な症状である脱臼と短椎がほとんどを占めたが，

4か月以降になると，重い症状である前湾と後湾が見られ

るようになり，時間の経過とともに，それら 2症状の発生

目視により発症を確認できるもの

割合は増加した。

4症状のうち，なお，

測定した。測定に際しては，各区の飼育魚をすべて取り上

げ，pーアミノ安息香酸エチル 100mg/R. 水溶液で麻酔し

た後，体重を個体ごとに測定し，同時に目視により発症の

有無を調べ発症率を求めた。測定後，供試魚はすべて悶育

水槽に戻し飼育を継続したが，対照区の 7か月経過時にお

いては，飼育密度が適正値を超えたため，体重が 200g以

上の個体 164尾を除去し， 200 g未満の個体 130尾だけで

飼育を継続した。
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Fig.6 Changes of average body weights of eels during the experiment 
limiting the growth of eels by dietary restriction. Bars show means士
SD. Asterisks indicate significant differences from the control group 
by student' s t-test ('Pく0.05，"Pく0.01).
第 6図 給量耳制限により成長を抑制した実験におけるウナギの平均体重の
推移.
縦線は標準偏差を示す。アスタリスクは対照区全個体の平均体重に対して
有意差が認められたことを示す (・pく0.05，"P<O.01)。
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Fig.5. Frequency distribution of the deformity on the vertebra number 
in total and the four types. Number of deformed eels investigated was 
61， number of deformed vertebrae in the eels was 415. 
第5図 変形の見られた脊椎骨の番号の全体および症状別の頻度分布
観察した発症ウナギ 61尾，それらに認められた変形脊椎骨数 415.
luxation :脱臼，lordosis:前湾，kyphosis:後湾，
brachyospondylie :短椎

4∞ 

Fig. 7. Relationship between average body weights of eels and inc卜

dence of the deformity in the experiment limitting the growth of eels 
Between a and b there were significant differences (P<0.01) 
第 7図 成畏抑制実験における平鈎体重と発症率の関係
aとbの聞に有意差あり (P<:O.OI)。

1∞ 2∞ 3∞ 
Average of body weights(g} 

NO.37よりも後:にあった。

成長速度と発症に関する実験(実験1)

対照区と試験区の総体重，平均体重，飼育水槽，飼育密

度および発症率を第 2表に，平均体重の推移を第 6図lこ示

した。試験開始 1か月後から対照区の飼育を終了した 11

か月後まで，両区の平均体重に常に有意差が認められた

(p<O.01)。また，第 6図には対照区の発症個体の平均体

重の推移も併せて示した。対照区の全個体と発症個体の平

均体重には 7か月後に有意差が認められ (p<0.05)，発症

個体の平均体重の方が有意に重いこrとが示された。

平均体重と発症率の関係を第 7図に示した。ウナギの平

均的な出荷サイズである体重約 200gの段階の発症率を比

較すると，対照区の平均体重が最初にそれに達したのは 7

か月後の 198gであり，発症率は 3.4%であった。 この時

点で体重が 200g以上の個体 164尾と 200g未満の個体

130尾に選別 し，後者だけで飼育を継続した。後者の平均

体重は 147g，発症率は 1.5%であった。この継続飼育群

が成長して平均体重が再び 200gを超えたのは 9か月後の

は前湾と後湾であり，脱臼と短椎は軟X線撮影像を観察す

ることではじめて確認できる症状であった。

目視で発症を確認できる個体の症状(調査 2)

取上げた 752尾のうち目視で発症を確認できた個体は

62尾であった。発症個体の体重は 248:t45g (平均±標準

偏差)，未発症個体の体重は 224:t61 g (n=94)であり，

これら平均値の差について t-検定を行ったところ有意差

が認められた (p< 0.01)。

発症個体 62尾に見られた 101症例c1個体で 2か所以

上に発症している個体が存在した)を分類して第 4図に示

した。前湾が最も多く 55%を占めた。次いで短椎が 19%，

脱臼が 15%，後湾が 11%であった。脊柱の屈曲の方向は，

ともに垂直方向の前湾と後湾のみで，水平方向の側湾は全

く認められなかった。

発症した脊被骨の位置(調査 3)

調査 2における発症個体 62尾のうち 61尾において，異

常の認められた脊椎骨 Noを症状別に調べ，その頻度分布

を第 5図に示した。全体では脊椎骨 No.25，45および 54

に3つのピークが認められたが，これを 4症状別に見ると，

NO.25のピークは後湾， No.45と54は前湾からなってい

た。後湾と前湾の発症位置は NO.37を境に明瞭に分かれ，

後湾は l症例を除いて NO.37よりも前に，前湾はすべて

イ

ウ
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第 2表 給餌制限により成長を抑制した実験におけるウナギの総体重， 平均体重，飼育水槽，飼育密度および脊権骨変形の発症率.

霊式験区は 4日に 1回，対照区は 1日に 1回給餌した。飼育開始から 7か月経過した時点で，対照区において体重 200g以上の個体を除去し， 200 g未満の個

体のみ飼育を継続した

Table 2 Total weights， average body weights， tanks， stocking densities and incidences of the deformity in the experiment limiting the growth of eels by 

dietary restriction. Eels in the experiment group were fed every four days， and eels in the control group were fed every day. At seven months from the 

start of rearing， in the control group， eels exceeding 200g in weight were removed and only eels not exceeding 200g were kept 

months from the sta同 ofrearing 14 11 12 13 15 20 

Experiment total weight(kg) 0.40 1.55 2.34 4.39 9.33 13.66 18.37 24.4咽 27.69 35.50 42.48 56.30 78.12 

average body weight(g) 1.36 〆 5.34 8.68 17.3 38 59 80 108 124 161 196 262 367 

tank S S S S S S S S S L L L L 

stocking density(kgjrrl) 0.33 1.29 1.95 3.66 7.78 11.38 15.31 20.33 23.08 3.74 4.47 5.93 8.22 

incidence of the abnormality(%) 0 0.5 5.2 

Control total weight(kg) 1.05 4.37 10.78 22.21 44.82 唱08 18.90 21.04 31.69 38.35 

average body weight(g) 3.49 14.83 36.3 75 151 198 147 162 244 295 

tank S S S S L L L L L L 

stocking density(kgjrrl) 0.88 3.64 8.98 18.51 4.72 6.11 1.99 2.21 3.34 4.04 

lnciden目。fthe abnormality(%) 0.3 0.3 0.3 1.4 3.4 1.5 2.3 3.9 5.4 

tank S : circulated filtering squa問 tankmade of FRP volume 1.2n1 
tenk L : the area of the base 7.9n1 octagon and the volume 9.5n1 made of concrete 

244 gであり ，発症率は 3.9%であった。対照区は最終的

に試験終了時の 11か月後に平均体重 295gに達し，発症

率は 5.4%となった。

一方，試験区の平均体重が約 200gの段階に達したのは

13か月後の 196gであり，発症率は 0%であった。試験区

では， 15か月後には平均体重 262g，発症率 0.5%，試験

終了時の 20か月後には平均体重367g;発症率 5.2%となっ

~. 

，~。

対照区の平均体重 198gの時点の発症率 3.4%，あるい

は244gの時点の 3.9%と，試験区の 196gの時点の 0%の

聞には x2検定により，危険率 1%で有意差が認められ

fこ。

考 察

ウナギの成長と発症率および症状の関係

調査 1におけるサンプルの平均体重と発症率の推移を示

した第 2図を見ると，飼育 1か月後ですでに 2.5%の発症

率があるが，その後飼育 3か月後までは発症率に大きな変

化はない。ところが，飼育 4か月後には 11.5%に急伸し，

その後も上昇を続けている。一方，平均体重も発症率と同

様の推移を示し， 飼育 4か月後以降急速に増重している。

このことはウナギの成長が著しくなる時期と本症の発症が

増加する時期が一致していることを示しており，本症の発

症とウナギの成長に伺らかの関係があることを示唆してい

ると考えられる。

また， 4症状の発生割合の推移を示した第 3図を見ると，

重い症状である前湾と後湾も間育 4か月後から見られてお

り，発症率と同様に，前湾と後湾の発生もウナギの成長に

関係している可能性を示唆していると考えられる。

目視で発症を確認できる個体の症状

本症に見られる症状としては，西尾明王前湾と後湾を報

告しているが，今回，これ以外に脱臼と短椎があることを

明らかにした。脱臼と短椎はいずれも異常の程度としては

軽度であり，目視ではわからず， x線撮影によって初めて

判明するものである。西尾川ま目視で発症を確認できる個

体を材料としたため，脱臼と短椎はわからなかったものと

思われる。実際今回においても，調査 2(第 4図)では前

湾が 55%，後湾が 11%を占め，両者で 66%とな った。ま

た，この調査における脱臼と短椎はいずれも，前湾あるい

は後湾を発症していた個体に併発していたものであって，

脱臼と短椎のみ発症しているという個体はなかった。

一方，調査 lの結果では(第 3図)，ほぼ常に脱臼と短

椎が症状の多くを占め，前湾と後湾は少数の症例しか見ら

れなかった。

上記の，目視で発症を確認した調査 2における 4症状の

発生割合と，無作為に取上げた個体をX線観察した調査 1

の4症状の発生割合の違いから，外観には異常が現れてい

なくても脊椎骨に脱臼や短椎を生じている個体が存在して

いることがわかる。しかも，調査 lでは飼育 6か月後の発

症率が 21.4%に達したのに対し，調査 2における発症率 d

は，飼育 9か月後にもかかわらず， 752尾中 62尾で 8.2%

であ ったことからすると，それら外観ではわからない発症

個体は少なからず存在すると考えられる。西尾1)の報告の

ように，ウ ナギ養殖の現場では，通常目視により発症個体

が選別され，それをもとに発症率等が報告されているが，

実際にはそれを大きく上回る数の発症があると考えられる。

発症した脊椎骨の位置

異常の認められた脊椎骨の番号の頻度分布を示した第 5

図には No.25，45および 54をモードとする 3つの山が認

められた。このことは，この 3つの脊椎骨の周辺に集中し

て異常が生じていることを示している。これらの脊椎骨が
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意味することについては現時点では情報がなく，これ以上

の論議はできない。 しかし，本症の前湾に類似した脊椎骨

の異常であるブリ Seriolαquinqueradiαtα の上湾症にお

いても，屈曲部位の集中が観察されており， No.16-19の

脊椎骨でのみ発症しているという 6ヘ林6)はこの理由を，

この部位が遊泳に重要な役割を果たしていることと関連し

ているのではないかとし，また木本8)は， これら脊椎骨の

成長率が他の脊椎骨に比べて高いこととの関連を指摘して

いる。本症とブリの上湾症では原因が異なるとの主張 2)

もあるが，ウナギにおいても同様のことはあり得るかもし

れ先ぃ。今後の研究課題である。

ところで，後湾と前湾の発症位置は No.37を境に明瞭

に分かれ，後湾は 1症例を除いて No.37よりも前に，前

湾はすべて No.37よりも後にあったが，No.38が脊椎骨

上の旺門の位置である5)ことから，前湾と後湾は旺門を墳

に発症位置が分かれると言うこともできる。これが何を意

味するのかについても現状では全く不明であるが，前湾と

後湾の発生メカニズムと何らかの関係がある可能性もある。

本症の原因

魚類の脊椎骨変形の原因については，これまでにいくつ

かの報告がある。まず感電 9)と爆発 10)であるが，今回のウ

ナギの飼育期間中落雷や漏電および周囲での爆発はなかっ

fこ。

次に農薬 IIIであるが，当分場は浜名湖に固まれており，

周囲に農地は存在しない。よって用水である地下水に農薬

が混入する可能性は考えられない。また，今回のウナギの

飼育においてサルファ剤 12)の投与は行っていない。

感染症による変形がブリにおいて報告されているが 13.14)

いずれも本症とは症状が異なる。

栄養障害の可能性については，ビタミン Cあるいは卜リ

プトファンの欠乏によりニジマス Oncorhynchusmykiss 

において変形を生じることが報告されているがペ 症状は

今回のものとは大きく異なっている。

一方， ヒラメ Pαralichthysoliuαceusの仔稚魚にビタ

ミンAを過剰に投与すると脊椎骨の癒合を生じることが報

告されている 16)。ウナギ養殖においては，飼料効率および

肉質の改善を目的に養魚用油脂を飼料に添加しているが，

近年一段と添加率が高くなってきておりベ当分場におい

ても以前に比べ添加率を高めている。このことから，ウナ

ギでもビタミ ンAが過剰となり本症が生じているのではな

いかと考え，油脂の添加率を 0%，5%および 10%にして

飼育を行った。 しかし，いずれの飼育にも発症率に差は見

られず， 0%でも同様に発症が見られた(吉川未発表)。

また，亜鉛，マンガンおよひ'銅の欠乏の可能性について

は当分場で以下の結果を得ている。すなわち，これら金属

のペプチド塩を混合して含量を通常飼料の 5倍に強化した

飼料を調製してウナギに与える実験を行った。 しかし，い

ずれの金属を強化した飼料においても，発症率は通常の飼

料を与えた対照区と差はなかった(未発表)。

マダイ Pαgrusmα:jorの人工種苗に脊住の上方屈曲が

生じることがあり，その原因は，標の閉腔にあることが報告

されている曲。 しかしウナギはすべて天然種苗であり，今

回観察した発症個体に鰻の閉腔個体はなかった。

コイ Cyprinuscαrpwの稚魚に見られた上湾様症状に

ついて，その原因は流速にあるとの推察がある 19)。しかし

今回の実験では曝気はエアストンを用いた通気によったた

め飼育水槽内の水流は速くはなかった。

飼育水の加温は，飼育水槽内に設置した金属管内に高温

の水を通すことによって行っている。 したがって，この高

温の金属管にウナギが触れ，そのショックで発症するので

はなし、かと考えることもできる。このことについては当分

場で以下の結果を得ている。すなわち，飼育水を飼育水槽

内で直接加温するのではな く，隣接する水槽で加温しポン

プを用いて飼育水槽と加温水槽を循環させる方法でウナギ

を飼育した。この方法によればウナギが高温の金属管に接

触することはないが，発症率に通常の飼育との差はなかっ

た(未発表)。

飼育に伴う作業については， 一般論として網揚げや選別

が原因となる可能性が指摘されているが円 今回，これら

の作業は行ってい芯い。

また，飼育密度については，実験 1の試験区と対照区の

体重 200gの時点の飼育密度を比較すると(第 2表)，試

験区では 4.47kg/rrf 03か月経過時)，対照区では 1回

目が 6.11kg/rrf (7か月経過時)， 2回目が 3.34kg/rrf 

( 9か月経過時)であり，両区間に大きな差はなかった。

また， ζの他にもほぼ等しい平均体重時の飼育密度を比較

してみても，両区間に大きな違いはなかった。それにもか

かわらず，試験区では発症が見られなかった一方で、対照

区では発症があって、発症率は両区間に有意差があった。

したがって，間育密度は本症の発症原因とは考えられない。

以上のように，これまでに報告されている原因や推定さ

れる原因はことごとく否定され，発症原因は現在のところ

不明である。しかし今回，ウナギの成長と本症との聞に何

らかの関係を示唆する現象が見られた。

まず，すでに記したように，ウナギの成長が著し くなる

時期と本症の発症が増加する時期が一致していた(調査1)。

また，前湾と後湾が発生し始める時期もウナギの成長が著

しくなる時期に一致していた(調査1)。

さらに，調査 2における発症個体と未発症個体の体重の

平均値に有意差が認められ，発症個体の平均体重のほうが
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重かった。

そこで実験 1を行った。本実験の結果，まず，対照区の

全個体と発症個体の平均体重の比較で， 7か月後に発症個

体の平均体重の方が有意に重いことが示され，上に記した

ことが再現された。

そして，出荷サイズである体重 200gの時点で，目視に

よる判断で，通常の飼育を行った対照区における発症率が

3.4-3.9%であったのに対し，成長を抑制した試験区では

発症率が 0%になった。

成長が抑制されると本症は発症しないということは，言

い換えれば，本症の発症にはある程度以上の速度でウナギ

が成長していることが必要であることを示している。すな

わち，本症の発症とウナギの成長速度には密接な関係があ

るものと考えられる。

ただし，試験区でも試験終了時には発症率 5.2%(平均

体重 367g) となり，対照区の試験終了時の発症率 5.4%

(平均体重 295g)にほぼ等しくなった。このことから，

成長を抑制することには，本症の発症を防除すると言うよ

りも，発症を遅らせる効果があるとするほうが正確と言え

ょう。

成長を抑制すると発症が遅れる理由は現時点では分から

ない。また，本症の発生原因についても依然、不明のままで

ある。しかし今回，成長の抑制により，出荷サイズである

体重 200gの段階で，外観での発症率を 0%に抑えること

に成功した。ただし，現在の養鰻経営において，今回の実

験と同程度まで成長を抑制することは実際には不可能であ

り，今回の成果をそのまま実用に移すことはできない。し

かしながら，今回得られた「成長を抑制すると発症が遅れ

る」という現象の中に，本症の防除のヒン トが隠されてい

る可能性もある。今後も研究を継続して進める必要がある。

要 約

静岡県水産技術研究所浜名湖分場で飼育しているウナギ

に見られた脊椎骨の変形の症例を調査するとともに，ウナ

ギの成長速度との関連を検討する実験を行い，次の結果を

得た。

1)シラスウナギからの飼育開始 1か月後から 6か月後ま

で， 1か月ごとに無作為に 100-200尾を取り上け¥軟

X線撮影により発症を観察した。悶育開始 1か月後の発

症率は 2.5%であった。 4か月後から平均体重が増加し

始めると発症率も上昇して，4か月後に 11.5%，6か月

後には 21.4%に達した。

2 )発症率が比較的低かった 3か月後までは，軽微な症状

である脱臼と短椎がほとんどを占めたが，発症率が上昇

した 4か月以降になると，重い症状である前湾と後湾が

見られるようになった。

3 )シラスウナギから 9か月飼育した 752尾において，目

視で発症を確認できた個体は 62尾であり，発症率は 8.2

%，発症個体の体重は 248:t45g (平均土標準偏差)，

未発症個体の体重は 224土61g (n=94)であり，これ

ら平均値の差について t-検定を行ったところ有意差が

認められた (p<O.01)。

4)発症個体 62尾に見られた 101症例において，前湾が

最も多く 55%を占めた。次いで短椎が 19%，脱臼が 15

%，後湾が 11%であった。

5 )異常の認められた脊椎骨の頻度分布は，脊椎骨 No.25，

45および 54に3つのピークが認められ， NO.25のピー

クは後湾， No.45と54は前湾からなっていた。後湾と

前湾は NO.37を境に明瞭に分かれ，後湾は 1症例を除

いて NO.37よりも前に，前湾はすべて NO.37よりも後

にあった。

6 )給餌回数を，対照区は 1日1回に対し，試験区は 4日

に1回に制限して，両区の成長速度に差を生じるように

する飼育実験を実施した。その結果，ウナギの平均的な

出荷サイズである体重約 200gの段階の発症率を比較す

ると，対照区では平均体重 198gの時点、で発症率 3.4%，

あるいは 244gの時点で 3.9%，試験区では 196gの時

点で 0%となり，両区の発症率の聞には，有意差が認め

られた。
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