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個別館育法によるウナギの卵質評価で用いる添加物が

形態異常に及ぼす影響

鵜沼辰哉1，* .黒}11忠英2 徳出雅治3.野村荘!日青3 出中秀樹3

Teratogenic Effects of the Chemicals U sed for Assessing Egg Quali守of

J apanese Eel with Tissue Culture Microplates 

Tatsuya UNUMA1，*， Tadahide KUROKAWA2， Masaharu TOKUDA3， 

Kazuharu NOMURA3 and Hideki TANAKA3 

Abstract: The individual rearing method using tissue culture microplates is useful for assessing 

fertility， hatchability， and larval survival in the ]apanese eel Anguilla japonica. However， the 

rearing water needs to contain chemicals to suppress surface tension-related death that occurs 

upon hatching and antibiotics to prevent bacterial proliferation. To apply this method for assessing 

the occur・renceof morphological defonnities， it is essential to ensure that these additives do not 

induce malfor・mations.Fertilized eggs were individually stocked in 48-well plates and reared 

until completion of yolk absorption. Polyethylene glycol 6，000 (PEG 6，000)， bovine serum 

albumin (BSA) ， and an antibiotic solution containing penici11in G potassium (200，000 IU/ml) and 

streptomycin sulfate (0.2 g・Iml)were added to the rearing water at various concentrations. PEG 

and BSA fully suppressed surface tension-r・elateddeath at 1μglml and above without induction 

of dose-dependent malformations. The antibiotic solution fully prevented bacterial proliferation 

at 0.25μ!lml and above and did not induce dose-dependent malformations at 1μ!lml and below. 
However， it tended to increase the spinal curvature at 2.5μllml and above. We conclude that the 

individual rearing method can be applied to assess morphological deformities in eel larvae at the 

yolk absorption stage with minimum use of these additives within their effective concentrations. 

Key words: Anguilla japonicα; Antibiotic; Surface tension-related death; Morphological deformity 

ニホンウナギAnguillajaponica (塚本ら 2010)(~j、下

ウナギと略記する)の養殖に用いられる種高は全て天

然のシラスウナギである。日本国内におけるシラスウ

ナギの採捕量は年によって増減を繰り返しながらも，

長期的には減少を続けている(康溺 2001)。慢性的な

種苗不足と大幅なシラス価格の変動が養鰻業の経営を

圧迫するとともに，漁獲庄の高まりが天然資源に悪影

響を及ぼすことも懸念される(田中ら 2006)。このよ

2010年12月14日受付;2011年 3月101::1

うな背景からウナギの成熟を制移11し，種簡を人工的に

る技慌の実現が渇望されている。

ウナギの人為催熟と種苗生産に関する研究はすで

に半世紀近い歴史を持つ(鹿瀬 2001)0 1970年代に

は雌親魚、にサケ Oncorhynchusketaの脳下垂体拙出

液，雄親魚、にとト誠毛性生子直線刺激ホルモンを投与

することにより成熟を促し，人工授精に成功している

(Yamamoto and Yamauchi 1974) 0 1990年代以詩は催
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Research Agency， Shiogama， Miyagi 985-0001， ]apan). 
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熟方法の改善により，卵や精子を安定して確保する技

術が発達した (Ohtaet al. 1996; Kagawa et al. 1997) 0 

また，サメ Squalussp.の卵を毘いた前科の開発によ

り， レプトケフアルス幼生まで育てること (Tanaka

et al. 2001)，およびシラスウナギに変態させること

(Tanaka et al. 2003) に成功した。しかしながら，人

為催熟により得られた那のうちシラスウナギまで育つ

割合は植めて低い。それには様々な理由が考えられる

が，摂餌開始期以前の段階では，人為催熟によって得

られる卵と精子の品質の問題，人工授精の方法の開題，

受精卵やふ化f子魚、の銅育環境の問題に集約されるはず

である O こういった技術上の問題点を克服するには，

受精・ふ化成績とその後の生残成績を客観的に評価し

ながら方法の改善を図ることが不可欠である。そのた

めには，受精率・ふ化率・仔魚、の生残率といった指標

を精度良く，できれば簡便に測定する手法が求められ

る。

一般に，マダイ Pagrusmαrjorやヒラメ Paralichthys

olivaceus等魚類の初期生残率を測定するには容器に

数十~数百尾のふ化仔魚、を収容し，毎日死亡魚、を除

去して数える方法が用いられている O この方法をウ

ナギで試みたところ， r収容直後の死亡がしばしば認

められるJr死亡魚、の桧去を 1日当たり 2回行わない

と生残が安定しない」といった問題点が明らかになっ

た(鵜沼・野村 2006)01子魚、が収容時のハンドリング

に対して敏感で、あることや，死亡魚、が地の仔魚、に及

ぼす影響が大きいことなどが原因として考えられたた

め，対応策として媒精後の卵を組織培養用マイクロプ

レートに 1個ずつ収容し 摂餌開始期まで、換水や死亡

魚、の除去を行わずに飼育する方法(惜別飼育法)を考

案した (Unumaet a1. 2004) 0この方法を用いればウ

ナギの受精・ふ化・生残率を労力をかけずに測定でき

るうえ，摂餌開始期までに出現する形態異常の解析に

も活用できると考えられた。さらに， Kurokawa et a1. 

(2008) は摂餌開始期の仔魚、に見られる形態異常を分

類し，回心腔浮腫，下顎異常，神経頭蓋骨異常，体

屈曲が主な異常で、あることを明らかにした。したがっ

て，今後は受精率・ふ化率・仔魚の生残率のみなら

ず¥形態異常の発症やその内訳をも把握しながら催

熟・授精の方法や受精卵・ふ化仔魚、の飼育環境の最適

化を留ることが重要であり，個別飼育法はそのための

有効な手段となりうる O

個別銅育法では，水面でふ化した仔魚、がそのまま水

面に貼り付いて逃れられなくなり死亡する現象(浮上

鎗死)が頻発する (Unumaet a1. 2004)。この現象を

防ぐには，ポリエチレングリコールなど表面張力を減

少させる物質(表面活性物質)の飼育水への添加が欠

かせない。また，飼育中は換水を行わないので，細菌

の増殖を防ぐために抗生物質の飼育水への添加も不可

欠である O 本法を形態異常出現状況の解析に適用する

には，これら飼育水に加える物質が仔魚、の生残に悪影

響を及ぼしたり形態異常を誘発しないことが条件とな

る。そこで，本研究では摂期開始期までに発症する形

態異常を儒~IJ飼育法によって定量的に把握する方法を

確立する一環として，浮上艶死防止斉IJおよび抗生物質

の有効濃度を明らかにしたうえで，濃度と形態異常と

の関係を調べた。

材料および方法

イ共試魚

雌栽魚、には，株式会社いらご研究所および愛知県水

産試験場内水面漁業研究所(現愛知県水産試験場内水

面分場)において，立木 (1996)の方法によりエスト

ラジオール“17sを使用して雌化処理した後，市販の

ウナギ用養魚飼料を与えて育てた体重500-1，000gの

ウナギを用いた。雄親魚、には，体重300-350gの養殖

魚、を購入して用いた。これらを養殖研究所において海

水に腕致した後，人為催熟に供した。 催熟!こドは無給餌

とした。

ホルモン処理と人工授精

有効水量0.5t (Jltft親魚用)または0.25t (雄親魚

用)の F貯樹脂製水槽に20
0

Cに温度調整した海水を

かけ流し，供試魚、を収容して雌親魚、は Kagawaet al. 

(1997) ，雄親魚は Ohtaet al. (1996)の方法に従いラ

ホルモン投与による催熟を行った。員:jt親魚、には毎週 1

間，サケ脳下垂体抽出液 (SPE) を体重 1kg当たり

乾物換算で約40mg，腹腔内に注射した。開始から 7

から12遅間後，卵母:*間胞径が800μmに達した偶体に

再度SPEを投与し，翌日， 17α，20s-ジヒドロキシ4司

プレグネンー3-オン (DHP) を体重 1kg当たり 2mg，

腹IJ空内に注射した。 DHP投与の15から19時間後，排

卵が確認された悟体から旗部を圧迫して卵を搾出し，

直ちに人工授精に用いた。雄親魚、には毎遅 11目，ヒ

ト械毛性生殖眼刺激ホルモン(動物用ゴナトロピン

10，000，音国臓器製薬株式会社)を体重 1kg当たり

2，000 IU，腹腔内に注射した。排精が見られるように

なった個体から採精し，ウナギ用人工精紫 (Ohtaet 

a1. 1996) で100倍に希釈した後， 4'tで保存し， 3週

間以内に人工授精に用いた。却 2gを運動率50%以上

の希釈精子 1mlで媒精し，ガラスピーカーに収容し

て22
0
Cに保った。本研究では10尾の雌親魚、(実験1-1 

と実験1-2に3烏ずつ，実験11に4尾)から得た卵を，

f固体ごとに人工授精して用いた。
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マイク口プレートでの飼育

孔径0.2μmのフィルターでろ過した海水に後述の

ように浮上鎗死防止斉IJと抗生物質を種々の濃度で添

加し， 48穴のマイクロプレート(旭硝子株式会社)に

1 mlずつ分注した。人工受精 8時間後に抱粧期の浮

上卵をマイクロプレートの各ウェルヘガラスピペット

を用いて 1姻ずつ収容した。 22
0

Cの湿箱に保管し，給

餌，換水，および、死亡魚のi捻去を行わずに飼育した。

ふ化翌日(受精 3B後)にはふ化数と生残数(ふ化直

後の浮上繋死の有無)を実体顕微鏡下で観察した。ふ

化 8臼後(受精10臼後，摂餌開始期)には生残数を観

察した後，各穴に0.1%の Tween20を含むホルマリン

を0.1mlずつ加えて仔魚、を器定し，実体顕微鏡下で形

態異常を観察した。 Kurokawaet al. (2008)の基準に

より，異常を囲心IJ空浮腫，下顎異常，神経頭蓋骨異常，

体屈曲，その{也の異常に分類し，さらにそれぞれを程

度によって軽度および重度に分けた。ふ化からふ化翌

iヨまでの生残率(浮上鎗死の指標)，ふ化翌日からふ

化 8日後(摂餌開始期)までの生残率，ふ化8日後の

形態異常率を下記の式により算出した。形態異常率は

重度のみの割合と!限度と重度を合わせた割合をそれぞ

れ算出した。

ふ化からふ化翌日までの生残率(%)口 100xふ化翌

自の生残数/ふ化数

ふ化翌日からふ化 8日後までの生残率(%)= 100x 

ふ化8日後の生残数/ふ化翌日の生残数

ふ化 8B後の形態異常率(%)=100Xふ化 8日後の

形態異常倍体数/ふ化8日後の生残数

実験1-1 :浮上舞死防止斉Ijの有効濃度

ウナギ仔魚、の浮上磐死防止効果が確かめられてい

るポリエチレングリコール6，000(PEG，平均分子量

7，500，和光純薬工業株式会社)(Unuma et al. 2004)， 

および表面張力を減少させる効果があると考えられる

ウシ血清アルブミン (BSA，アルブミン(ウシ由来，

F-V) ，ナカライテスク株式会社)について，浮上艶死

を防止するのに必要な濃度を明らかにするため，飼育

水に 0，0.1， 0.2， 0.5または 1μg/mlの濃度で添加し，

ふ化翌日(受精 3任後)の生残成績から浮上鎗死の有

無を判定した。抗生物質は未添加とした。

実験1-2:浮上艶死閉止剤と形態輿常の関係

浮上艶死防止剤が摂鮪開始期の形態異常に及ぼす影

響を調べるため，飼育水に PEGまたは BSAを0，1， 

10または100μg/mlの濃度で添加した (100μg/mlは

BSAのみ)。飼育期間が長いため，各試験医とも抗生

物質としてペニシ 1)ンGカリウム(明治製菓株式会社)

と硫酸ストレプトマイシン(明治製菓株式会社)の混

合液(それぞれ200，000IU/ml， 0.2 g/ml) を0.5μl/ml

の濃度で添加した。ふ化8日後まで飼育して浮上乾死

の有無，生残成結，形態異常の有無を調べた。

実験II:抗生物質の有効濃度および形態異常との関保

抗生物質の有効濃度および摂餌開始期の形態異常に

及ぼす影響を調べるため，飼育水に上述の硫駿ストレ

プトマイシン・ペニシリン Gカ1)ウム混合液を0，0.1， 

0.25， 0.5， 1， 2.5または 5μl/mlの濃度で添加lした。

各試験亙とも浮上艶死防止剤として BSAを1μg/ml

の濃度で添加した。ふ化 8日後まで飼育して生残成績

と形態異常の有無を調べた。飼育水中の細薦数を調べ

るため，飼育終了後に各試験症から仔魚、が生き残った

ウェルを無作為に10ウェ jレずつ選び，飼育水10μlを

採取した。この海水を滅菌海:水で、100倍に希釈した後，

10μl を DifcO™ Marine Agar 2216 (Becton， Dickinson 

and Company)に塗抹し， 23
0
Cで3器開培養した後，

細菌のコロニー数を計数した(清水 1985)0

統計解析

?p'IJ定結果は平均値土標準偏差で表した。測定項目

ごとに試験区間の差を検定するため，繰り返しのあ

る一元配置分散分析 (One-wayANOVA) を行った

後，有意差が認められれば TukeyHSDによる分析

を行った。 1会定には KaleidaGr・aphver・4.1.0(Synergy 

Software) を用い，有意水準を 59もとした。

結果

浮上艶死防止剤の有効濃度

Fig.1に PEGおよび BSAの濃度と浮上鎗死の関

係(実験 1-1)を示した。無添加区では約80%のふ

化仔魚、が浮上乾死により鐙死した。 PEGまたは BSA

のlμg/ml添加阪では浮上艶死は皆無であったが，

0.5μg/ml以下の濃度では PEGまたは BSAの濃度が

低いほど浮上鎗死が多く見られた。無添加医と PEG

の0.2，0.5， 1μg/ml 添加区および BSAの 1μg/ml

添加誌の開には有意差が認められた。以上の結果か

ら，ふイヒ仔魚、の浮上鎗死を抑えるための PEGおよび

BSAの有効濃度は 1μg/ml以上であることが明らか

になった。

浮上艶死防止剤と形態異常の関係

Fig.2に PEGおよび BSAの濃度と生残成績，摂餌

開始期の形態異常率の関係(実験1-2) を示した。無

添加区では浮上艶死によりふ化翌日までに約75%のふ

化仔魚、が死亡したが，他の試験豆では浮上艶死は生じ

なかった。ふ化翌日からふ化 8日後までの生残率は，
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Fig. 1. Effects of polyethylene glycol (PEG) and bovine 

ser・umalbumin (BSA) on the surface tension-related death 

of eellarvae in the microplates. Fertilized eggs at the blas-

tula stage were individual1y stocked in 48-wel1 plates and 

maintained at 22t. Live larvae were counted 1 day post 

hatch (DPH). The survival rate was calculated as the per-

centage of the number of hatched larvae. Each value is the 

mean:tSD obtained from three individuals. Values shar-

ing the same letter are not statistical1y different (P> 0.05) 
among PEG and BSA concentrations. 

無添加区で若干低い傾向が認められたのに対し，添加

区では濃度による明瞭な差はなかった (Fig.2A)oふ

化8日後の形態異常率はどの試験毘でも重度のみで約

30%，軽度も合わせて約60%であり， PEGまたは BSA

により濃度依存的に異常が増加することはなかった

(Fig. 2B)。軽度と重度を合わせた部位別の内訳はど

の試験区でも関心腔浮躍が最も多く，次いで下顎異常

もしくはやfJ経頭蓋骨異常であり，濃度上昇にともなっ

て明i僚に異常が増加する部位はなかった (Fig.2C) 0 

以ヒの結果から， PEGおよび BSAを今回試した濃度

範閣で、飼育水へ添加しでも，仔魚、の生残率を低下させ

たり形態異常を誘発しないことが示唆された。

抗生物質の有効濃産

Table 1に硫自主ストレプトマイシン・ペニシリン Gカ

リウム混合液の濃度とふ化8日後の飼育水I十l細菌数の

関係(実験II)を示した。無添加Eと0.1μllml添加

区では細龍が検出されたが， 0.25μllml以上の濃度で

は検出されなかった。このことから，細菌の増殖を抑

えるための硫酸ストレプトマイシンおよびペニシリン

Gカリウムの有効濃度は，今回の混合比の場合にはそ

れぞれ0.05mglmlおよび50IU/ml以上であることが

明らかになった。

抗生物質と形態異常の関係

Fig.3に硫酸ストレプトマイシン・ペニシリン Gカ

リウム混合液の濃度とふ化 81=1後の生残率・形態異

常率の関係(実験II)を示した。どの試験区でも，ふ
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Fig. 2. Effects of polyethylene glycol (PEG) and bovine 

serum albumin (BSA) on survival and deformity of eel 

larvae in the microplates. A， survival rates企om1 to 8 days 

post hatch (DPH). B， rates oftotal deformed larvae at only 

severe (瞳)or both minor and severe (口)levels as the 

percentage of the number of live larvae 8 DPH. C， rates of 

pericardial edema (図)， abnor・mallower jaw (図)， abnor-

mal neurocranium (麹)， spinal curvatur・e(口)， and other 

deformities (盤)including minor and severe levels as the 

percentage of the number of live larvae 8 DPH. Deformity 

was categor匂edaccording to Kur・okawaet al. (2008). Each 

value is the mean土 SDobtained from three individuals. 

化からふ化翠日までの生残率は100%であり，浮上艶

死は生じなかった。ふ化翌日からふ化8日後までの生

残率は，無添加盟で0.1-1μl/ml添加区よりも有意に

低く，増殖した細菌の影響が疑われ， 2.5ω5μl/ml 添

加区でも若干低下する傾向が認められた (Fig.3A) 0 
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Table 1. Effects of antibiotics on the bacterial proliferation 
in the rearing water for eellarvae in the microplates 8 days 
posthatch 

Antibiotic solution * 
(μl/ ml rearing wa総r)

O 
0.1 
0.25 
0.5 
1 
2.5 
5 

Number of bacteria 
(CFU I ml rearing water) 

1，661，000:t 1，019，5ο4** 
23，860:t 34，840 

O 
O 
O 
O 
O 

*Containing penicillin G potassium (200，000 IU/ml) and 
streptomycin sulfate (0.2 g/ml). 

**Each value is the mean玄 SDobtained from four individuals. 

ふ化 8日後の形態異常率はどの試験誌でも重度のみ

で40-50%，軽度も合わせて約95%であり，抗生物質

により濃度依存的に異常が増加することはなかった

(Fig. 3B)。軽度と重度を合わせた部位5J1jの内訳はど

の試験区でも由心腔浮腫が最も多く，次いで下顎異

常であり，後者は濃度上昇にともなってやや減少し，

無添加区と 2.5μ!1m!添加涯の聞で有意差が認めら

れた。 0.1μllmlから lμ!lmlまでの濃度では濃度上

昇にともなって異常が増加する部位はなかったが，

2.5μ!Im!以上の濃度で、は体屈曲が増加の傾向を示し

た (Fig.3C) 0 以上の結果から，今@]{受用した抗生物

質混合液を0.1μ!Im!から 1μ!1m!の濃度範囲で飼育

水へ添加しでも， 1子魚、の生残率を低下させたり形態異

常を誘発しないことが示唆された。

なお，本実験の形態異常率は実験1-2(Fig.2B-C) 

と比較して重度のみの場合 軽震と重度を合わせた場

合とも高く，とくに閤心腔浮腫と下顎異常が多かった。

考察

仔魚、の浮上乾死はキジハタ E戸inePhe!usakaara 

(Yamaoka et al. 2000)やハガツオ Sardaorientalis (Kaji 

et al. 2003)などの種苗生産でも問題となっているが，

表面張力を減少させる物質(表面活性物費)を飼育水

にi添加することによって防ぐことができる (Kajiet al. 

2003; Tagawa et al. 2004) 0 我々も前報でマイクロプ

レート中でのウナギ仔魚、の浮上箆死防止に PEGの 1

または10μglm!添加が有効で、あることを報告したが

(Unuma et al. 2004)，有効濃度や形態異常との関係に

ついて，詳細な検討はなされていなかった。形態異常

の発症パターンを高い精疫で把握するためには，浮上

鎗死妨止剤のみならず水賞維持に不可欠な抗生物質も

含め，初期発生過程で何らかの影響を及ぼさないか調

べておく必要がある。特定の異常を増加させるだけで

も，形態異常の発症内訳を評価する際には支棒を来す

( ポ (A) 
ab ab 

主 100
0... 
Q 
∞ 75 
マ削剛

。f百 50 

T〉と525O 

Uコ3 O でl!) ばコ ャ叩 ばコ ば3
cdNO  N 

Cコ

Antibiotic solution (μ11m!) 

(8) 

;i 100 

+qf」d 百3 75 

会 50
ε 
告Q 26 

O . 
Cコ F ぱ3 ばぱ3 ば3

C NcdN  
ζコ

Antibiotic solution (μ11m!) 

(C) 

:-;:;-100 トcf2.、

4何① L4 -
75 

主 50
E 

匂Oω 網" 25 
Q 

O 
e e . 
Cコ マ輸闇 ばコ ば〉 ばコ ばコ

Cコ r、i
Cコ Pせ

Cコ

Antibiotic solution (μ!Im!) 

Fig. 3. Effects of antibiotics on survival and deformity of 
eel larvae in the microplates. A， survival rates from 1 to 8 

days post hatch (DPH). B， r司at除es0ぱftotal defoωrmed larvae 

a泣t0∞nl勿ys舵ev刊er陀e(闇)0ωr both minぬlOIαrand seve引re(口)levels 

丘sthe percentage of the number of live la創rvae8 DPH. C， 

r悶'at総es0ぱfp光)er臼rica創r寸泊dialedema ( 圏)， abnormal lower jaw ( 図) ， 

abnormal neurocranium (盤)， spinal curvature (己)， and 

other deformities (圃)inc1uding minor and severe levels 
as the percentage of the number of live larvae 8 DPH. 

Deformity was categoI匂edaccording to Kurokawa et al. 

(2008). Each value is the mean土SDobtained from four 

individuals. Values in the survival rate and the abnormal 

lower jaw sharing the same letter are not statistically di壬

ferεnt (P> 0.05) among the antibiotic concentrations. 

からである O とくに，抗生物質は多量に投与すると目玉

発生に影響を及ぼし，外脳症や小(無)眼球症などの

形態異常や路仔の死亡を引き起こすことがラットで確

かめられている(高谷 1965)。そこで本研究では，浮

i二艶死防止斉IJと抗生物質の有効濃度を明らかにすると

ともに，催奇性の有無を調べた。
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今回試した濃度範閣で、は PEGとBSAにより濃度依

存的に形態異常が増加することはなかったが，抗生物

質の高濃度区では体屈曲が増加し生残率が低下する傾

向が認められた。また，理由は不明であるが抗生物質

の濃度上昇にともなって頭蓋骨異常が減少する傾向も

見られた。したがって，浮上艶死防止剤と抗生物質を

有効濃度の範囲内で低濃度で使用することで，個別錦

育法により形態異常の発症パターンを解析できると考

えられる O すなわち， PEGまたは BSAを1μglml，

硫酸ストレプトマイシンとペニシ 1)ンGカリウムをそ

れぞれ0.05mglml， 50 IU/mlの濃度で、飼育水に添加す

るのが適切である O

実験IIでは実験1-2と比較して全体に形態異常率が

高かったが，その原因のひとつとして親魚の出来や催

熟時期の違いが考えられる O とくに擢熟時期に関して

は，ホルモン投与を開始する季節によってサケ脳下垂

体に対する応答性が異なり，春に催熟を開始すると卵

質が低下しやすいとされるにhaiet a1. 2010)。実験

1-2では冬に龍熟を開始したのに対し，実験IIでは春

に開始しており，このことが高い形態異常率のー閣に

なったのかもしれない。また，受精後の水温や塩分濃

度がウナギの摂餌開始期の形態異常率に影響を及ぼす

こともわかっており (Okamuraet al. 2007; Kurokawa 

et a1. 2008; Okamoto et a1. 2009)， とくに塩分濃度が低

いと間心腔浮腫と下顎異常が増加する。本研究と平行

して行われた研究により，受精から摂鮪開始期までの

最適温度は25
0

C(Kurokawa et a1. 2008)，最適塩分濃度

は34-35%0(Okamoto et a1. 2009)であることが明らか

にされたが，本研究では温度や塩分をこの条件に合わ

せていなかった。ろ過海水の塩分濃度を調整せずに用

いたことから，実験1-2と実験IIで、塩分濃度が異なっ

たために形態異常発症率に差が生じた可能性も考えら

れる。

多くの魚種において親魚、の栄養状態や卵の栄養成

分，とくにビタミン類の含有量が卵質に深く関与す

ることがわかっている O ウナギでも未受精卵のピタ

ミン A，C， E含量がふ化率や仔魚の生残率に影響を

及ぼすことが確かめられている (Furuitaet a1. 2003， 

2009)。ビタミン類の中でもビタミン Aを過剰に与え

ると，骨形成や神経形成に関連した異常を誘発する

ことカ宝ヒラメやゼブラフイツシュ Daniorerioなどで

明らかにされている (Hi1let a1. 1995; Takeuchi et a1. 

1998)。今後のウナギの種苗生産研究においては，形

態異常への影響をふまえながらこれらビタミン類など

の最適合量をさらに詳しく調べる必要がある O また，

前述のように受精後の水混や塩分濃度もウナギの形

態異常発症率に影響を及ぼすが (Okamuraet a1. 2007; 

五urokawaet a1. 2008; Okamoto et a1. 2009)，雪量生ステー

ジによる水温・塩分に対する感受性の違いまで明らか

にすれば，より効率的に形態異常を低減できるはずで、

ある O こういった研究を進める際に，人工授精に用い

た卵のうち，何パーセントにどのような異常が発症す

るかを定量的に把握できる本法は極めて有効で、ある O

要 約

マイクロプレートを用いた個別飼育法はウナギの受

精・ふ化・生残率測定に有効だが，ふ化直後の浮上箆

死を防止する物質および抗生物質が欠かせないため，

形態異常の解析に応用するにはこれらの物質が異常を

誘発しないことが条件となる o 48穴プレートにポリエ

チレングリコール6，000(PEG) ，ウシ血清アルブミン

(BSA) ，ペニシリン Gカリウム・硫酸ストレプトマ

イシン混合液(それぞれ200，000IU/ml， 0.2 glmZ)を加

えた海水と受精卵を入れ，摂餌開始期まで錦育したo

PEGとBSAは1μglml以上で浮上鎗死を止め，濃度

上昇にともなう異常の増加はなかった。抗生物費混合

液は0.25μllml以上で細菌の増殖を止め， 1μllmlま

では異常の増加はなかったが， 2.5μl/ml以上では体

屈曲増加の{頃向があった。以上の結果から，これらの

物質を有効濃度内で低濃度で用いれば，本法により形

態異常出現状況を評{屈できると判断された。
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