
鮭脳下垂体による 虹鱒の産卵促進について (r)

彦西 野 ―

I ・ 緒誌 脳下垂体ホル七ン による魚類の産卵促進に閾 する研究は近年多蚊行はれて居 U ， 寓北海道

水鹿脾化揚に於ても 概ホルモンの實際的利用に着目したが， 之を膣m する車により早期朔上の未執親魚．を短期

問に催熟せしめて蓄養期間を短縮し蓄 養中に於ける親魚の鋒死を防止し，又 飼育條件の壁化により在 卵を停止

する魚類の排卵を促進せしめ，その他産卵期の人鹿的麸更．希望口 時に於ける採卵等を行つて繁殖時期の長期

に及ぷ魚類を短期間に採卵して作業の手教をはぷ(―方採卯作業による親魚の損耗する率を減少せしめる等人

工僻化養殖卒業の著しい進歩発達が期待されるのである。

従来行はれた職下垂体ホル毛ン による魚類L 斥卵促進に開する報告を見るに， ¥YOlf(@/29),Hous$ay,Giu れ i，

及ぴ LaSC"n 。、 GOnzaleZ(/29) 等が雨棲類で人工排卵を行つて以来多数残表されて居る。即ち HOuS 凹 yL3l) ，

Dama ，(，3の， Wn-1I ， eバ ng で，35) は魚類脳下垂体をm ひて排卵に成功した。KOCh 及ぴ ScHeuLng( ， 36) は哺

乳類の艇下垂体前葉ホルモンを川ひて虹鱒の求卵促進を試験したが何等影饗を示さなかつた。スvonIHeL ・ng

及ぴAZevedUC り ?) は魚額脇下垂巾によつては産卵を促進せしめ得たが哺乳類腰下垂体では促甦は認められな

かつだ。―方 M ， rosawa("36) や K 血n('北) は姫婦尿や哺乳類膝下垂体によD痴期間に庫卵せしめた。

Gerbihk け38D は ACIpense 。 stdHtuS に魚類の脳下垂体を頭蓋内，筋肉内及ぴ体腔内に注射して頭蓋内

に注射したものは25-35 ．日樺卵を捉進したが他の部分に注射したものは影契が伽かつたo MattheW 木 ， 39)，は

FunduIuS に各種のホルモンを桂射して貿験して居 U ， HHHer ， MeYer 及ぴ P卜川('39) は SaImo farfo ，

SaImo gHranerH に鯉のU婬"F垂体，姓娠馬血清抽出物，羊胎下垂体の臆胞刺戟ホル壬ン を注射して鯉の 職

下垂体によリ6-7 週間早(産卵を見たが他のものでほ早期産卵の妓果は無かつた。VIvien('39) は GOb1-

us pagd neIIus にその脳下垂体を頭蓋内，筋肉内及ぴ体腔内に注射して頭蓋内に注射すれぼ他の部分にした場

合のリ5-lH の量で同様の結果を得られ， 又鮫， 鱈の脳下垂体と馬の膝下垂体アルカ9抽出物をGObhS に注

射して奴力を比較した結果回重量で魚の脳下垂体がl00 倍の効ヵがある様に観察された事を報じて居る 。 近年

我國に於ても川村W44) は 鯛及ぴ縞鰯にトノサマガへんT脳下垂体を注射して排卵せしめ租田に放養する 牢に

より買際に膝m して届L，市川，mhC44 コは ゴナ ドトロビン及鰹の踏下垂体を几 ひて確賀に曄卵せしめると

い ム 、結果を得て居s.

以上の外脳下垂体による魚類の生殖腺の藍育促匙に開する研究も多 <行はれ， て居るがえ等研究結果は成否相

半ほして居U人体に於て魚類七脳下垂体を用ひた場合は産卵促進に効果の有る事を報告しで肝る 。 我國に於て

は既に業者の間に脳下垂体ホル千ン を利@叱L て各種魚類の採苗に着手して届る實欣にあるが末だ究明? るべき

問題が多々 あ り脳下垂体ホル毛ンの有数なる利用は今後の研究にまつ所が人である。 

I ・ 供試 材料
本實験に用ひた 鮭脳下垂体は北海道水産 卿 札場干巌支場に於て採卯のため 捕獲せる 鮭 OnC0-

血PCbm keぬ (wdb"um) を探卯後直ちに採取せるもので 冬期 u0 月 ～ I 乃 ) の低温で捕獲撲

殺後―時間以内に 虚理した，

[鮭脳下垂体の所在 ； 外観及び採取広 ) 鰯の脳は軟骨により形成された 頭蓋腔内に多量の 脂
肪組織に句まれて 存在L 脳下垂鰐は頭蓋腔底剖の中共より 相 々 前方にあ る " トルコ挺と隅 さ

れる陥四部の中に大脳と 申脳の中間下部 即ち血嚢糊と 硯耐紹交又の中間の 漏斗状部と連結懸垂

して届りその 結合ほ弱く脳 を動かすと綿合ほ容易に離れて 脳下垂紹はトルコ戦中¥，CM残る。 その

大さは個 鰐により著しい 差があり必しも魚、 縄の大小には 比例して 居ない。重量 ほ平均53m女大

さほ平均、上下 X 左右 X 前後二 4・ Ix4.55x3.25mm であ る。新鮮時に 於いては淡桃白色で前薬と
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後葉に若干色の 差があり前葉が若干濃色乙 呈して居る偽両

者の識別は可能亡あ るが之亡分離する事は 困難であ る。 ト

ルコ鞍D 位置は第―闘に 示せる 如く鯛 の上芳基部即咽頭骨

の上部にあ たり、この部分が外部より L 距離准最も近く 又

組織も上ヒ佼的軟かい。 脳下垂鰐は臓と分離しやすくトルコ

鞍中に残る故この部分を抜きとれ ぽ容易に探集し 得るし又

鮭は魚儲の利用上、 無頭角、とする事は出 末るだけ避ける 必

要があるが次の如之採取法を行へぼ 外観の保持も 可能とな

る利魅があ る。

第- 固

如

採取に常つては 径 2cm，長さュ5cm・の キ ルク穿子L器様の器具を用ひた。 採取法は辞二圃の如 く

魚艦の腹 部を上方に向け 採取器を 畔蓋
努 _ 固 

裂より挿入し鮎の上半基部が 申心にな

 る如く頭の上部に同 げ垂直に穿孔 @・ そ

の先端が頭蓋 腔に達じた時引き 抜くか

， 叉はその先端が 頭蓋膵上部の軟骨に 突

入した時に ―度こちって引き抜くと 悩

下垂機ほトルコ鞍に附若したまし引き 

出さj@，しる 故之を ピンセツトもしくは 耳

・かき様の 小スプーンで破壊せぬ 様注意して採取する。 又頭部の破損を 考慮する必要の 無い時は

頭部を正中線より 少しくはすれて 縦断すれ ぽ脳下垂機の採取は 可能であ るが前記の方法 ほ容易

に習得し得るし 採取も容易 且つ迅速に然 も確實に行ほれる。

口鮭 脳下垂体乾燥粉末の 璽法) 脳下垂縄は穿孔器にて引き 抜いた後破損せぬ 様注意して取り

直ちに無水硫酸ノーダで 腕水L たる無水アセトン 中に投入する ，―雪夜放置の後数四アセトン

を 換へ室温で鹿化ヵんシヴム 又は無水燐酸を 入れた眞空乾燥器中で乾燥 し 、 乳鉢で微細 粉 とし

た後再び 眞空乾燥器中に貯べる。 乾燥脳下垂縄の 平均重量は 9，2mg で新鮮脳下垂摺 む約 I/6 と

なり形も若干縮小する ，

口供 試市販木几モン剤) I・ ヒポホリン :― 帝國臓器製薬株式 含肚製品で哺乳動物脳下垂 縄

前葉抽出物で 注射液 I。。・ は新鮮牛脳下垂 慌前葉 0・ Ie・に 封礁する，  

2・ プレホルモン :□ 鹿野義製薬株式 含祀製品，で白色粉末の哺乳動物脳下垂 縄抽出物で l ア

ンプル500RR ・ I， のものを @icG・の生理食嚥水に溶解注射する。

(供試虹鱒コ 試験魚、 と 1-て用ひた虹鱒 Salmo irideuSG@bbon ほ千歳支場に 於て雌化 養殖せる

4 年及ぴ5 乍魚で大さは 艦重 250～650K・平均477e・全長25 ・ 5～39.0cm・平均33.4cm で腹部を指

で燭れて卯築の稜育の程度を知り 又外観よりその 年に産卵の見込のあ る親魚、を選んだ。

験m ・ 實

鮭脳下垂硝を虹鱒に注射 l，―定期間観察してその 成熟D 有無を外部より 若しく付解剖により

検した。 即ちアセ トン乾燥粉末の―定量を Ice ・ 或びほ 恥・の生理食鯉水若 t， く はりンゲル波の

懸濁液と L，腹腔内或びほ筋肉内注射を 行つた。 供試魚、 を職化窒に運搬 し机上にて頭部と 尾部 亡

押へて腹腔内注射は腹鰭の前方に、 筋肉内注射 ほ背鰭前方基部へ 注射し、 注射P ため30砂以上

魚、 を水中より出して 置・ く事ほ無かつた。
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成熟度及ぴ排卵 Q方無は腹 部を指で軽く絞り卵巣の 軟化の程度、 卯の分離の有無を 検し又卵

を放出するか 否かにより判定した。

實験 I 紅脳下垂胎 と市販脳下垂 鎧ホル壬ン剤ヒポホ リン及びプレホルモンの虹鱒産卵促進

数架の比較を日的として 質験を行つた。 各試料を第―表に 示せる割合で 注射し各回 共標式とし

て綿糸をもつて 屋柄を巻き試験池に 混合放養した，試験地は水温 a<c。の湧水を流してあ る水深

30cm ・ 巾 I，fim ・長さ7m ・の稚魚池を利用した。 貫験實 施の時期は昭和 22 午 2 月 21 日に注射  l ， 2

週間毎日連 績鯛察L た』供試 脳下垂淵は前記方法により 昭和21年10月より22年 IH 迄の間に採

取調製せるものを 用びた。

實験結果は第―表に 示せる 如く 、 第―匝はと ポホりンを I 尾常り 2C山を 4 尾に注射せる 中 1-

尾ほ 4 日目に成熟せるも 他の 8 尾は注射後 14 日の實験終末時に 於ても何等 憂化を示さなかつ

た。

第二匝のプレ ホルモンを I 尾常り500 ・ R ・ I・を 2c ・ c・の 竺理食監水に潜解注射せるものほ 3 尾ほ

3 日目に卵巣軟化を 示 [，：中 I 尾ほ 4 日目に放卯し 2 尾ほI4 日目に於て少しく無理をし 七絞れ

ぱ未熟の卵を出す 程度で或 る程度成熟に 近い様子を示したが 残りのI 尾は何等褒化を認めなか  

つた。  

 第三匝の鮭臓下垂機 WOms を生理食購水 2cc，に懸濁液として注射せるものば 3 日目に卵奥著

しく軟化して 7 日目に・ 2 尾 、 9 日目に上尾、II 日目に I 尾成熟し結局注射 後 n 日で全部成熟し

た。 只探卵後 解剖した結 梨ほnI 日目に戊熟せる I 尾と 7 日目に成熟せる 2 尾中の I 尾は卵奥の

基部 1/3 はや上未熟の 卯が残つて 居だ。・

 封照匠 は14 日目に至るも 何年窒化 た 示きす、 尺 I 尾のみは 14日日頃漸く卵奥の軟化を認めた

に過ぎない。  

第三匝は鮭脳下垂摺全緒を粉末として注射した 窟前葉以外の作用も 附随して現れ 注射後釦分
 

にして偶色が完全に愛化し 赤黄色を呈しその 色は虹鱒の婚姻色と 類似の色調であ るがはるかに

鮮明で注射径約― 口 ほその欣態を特績 L・後攻第に原色に復 @，て行つたが2 週間後に 於ても向他

の鎧色に壁化のなかつたものとほ 水中に 於ても判ガ lJし得る程度 P 描色を示した。 又第三匠め試

験魚低注射後 2 日位より肛門が 次第に膨 出及び充血して 膨出の程度は普通に 飼育した虹鱒の 産

 卵期に於ける 肝門膨 出の程度より 著しかつた。

第 - 表

33.0! 566.?1 1
歴別 ホルモン 剤種類注射 良 l供試魚豫  ;    平均全長(cm)l(g)1l平均体重成熟 魚奴フ1ー リ 2 （ れ2 g-D。 葉

  
、 實験 I 脳下垂 梢の注射量 と注射部位 丁る産卵促進効果の 相違に就いて 實験I と同―方法

により行つた。 注射 ほ昭和22年 3 月 8 日に實施した。 即ち第―匠は脳下垂儂アセトシ乾燥粉末

各 IOmg ・を生理食膣水にIcc，懸濁して背鰭基部に注射し、 第二匠は 3 尾に同量を腹 腔内 注射し、

第三 匠は 2 尾に封いして各 20mg   を 2RR・の生理食監水に懸濁したも 'のを腹腔内注射して各 匠共

梗式として屋柄に 綿糸 を巷ぎ實験 I に於て使用せる試験池に 混合放養し隔日に観察した・

賃験結集は第二表に 示せる如 く第―厘は奴果の稜生が遅く 6 日日で漸・く 卵巣の軟化を 認め 8
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日日に至つても 放卯までにほ更に 2,3 日を要する程度であ り、注射の實@砲に営つても筋肉の 牧

縮が充分でなく 注射波の進出する 恐れがあ る。描色の塗化け注射部位より 次第に 旗大して行き

完全なる 脂色の壁化までにぽ30～40分を要した，

第二匠ぼ注方寸 後 6 日で卵奥の軟化が 著しく 8 日目で成熟 卯を放出した， 鰐色の褒イヒは 實験 I

に於けると同様で 始め腹部が憂色 t，て後全肥が―様に愛色の度を 増して行き完全 褒包までほ 20

～30 分を要 l，た，

第三匝は注射後 2 日で卵其が軟化し6  日日には成熟 卯を得る事が出 米だ。艦色の愛化は第二

匠 と同様であつた。

以上の匠 を通じて注射 後、 魚、 の蓮勲欣熊は 緩慢となり第― 匠よりほ第二回がより 緩慢となり

第三匠は更に著しく動作が 綬，慢であった，

第二 表  
函別  注射 艮  注射部位@供試魚致 @桂射後6Hl 注射後R 日  摘 要

@ @OmeClco) 背鰭甚部 2 卵築軟化 租々 未熟を要す成熱迄2， 3  
 2 @Omrf@cc フ 腹 腔 内  3 卵巣軟化著しl3 尾 成熟

 3 20mgC2cc) 腹 腔 内 2 2 尾 成熟  ―

實訪L 實験I ， D に於てほ毎日も L，くほ隔日に成熟度の 観察を行つた 篇魚縄之 損傷し又腹
部を度才厘迫 するため梢未熟の卵でも絞り出される 恐れがあ ったのせそれを 避げる窟と 、 敷回

の注射が及ぼす 影響を知る 篇に注射後10日毎に成熟度を 観察して未熟の 魚には更に同様の 注射

を繰返へした。．

第―回注射ほ昭和28年 2 月 7 日に實施し、使用せる虹鱒 ほ前年と同様に 睦円 し全長平均33Cm

鰐重平均450gで條件として卵災が 末だ軟化を示さぬ 程度で肛門 も膨出せす今年産卵の 見込の充

分あるものを選んだ。

試験魚は15尾を用ひ臓下垂 縄アセトン乾燥粉末 (昭和22午10月より昭和 23年 I 月の問に採取

調製せるもの ) 20mg ・を M/? リ ンゲル液 Ice・に懸濁して 腹路内注射し 10 日目毎に熟否の 翻察と

未熟魚、 に判いする注射を 行つ東，支別に封照匠 と L，て5 尾に封し M/? ワンダガ液を各 Ice・注射

し指鰭 を切断して標式とし試験 魚、 と混合放養し同様の観察及び 注射を繰返 へ l， だ。

試験池ほ水温 80 。 の湧フはと流した水深.WOr.m・面積5x10i@@ の池を使用 [， た，

實験結果は第三表に 示した 如 くであるが第― 回注剃・後摺色ぽ20分で實験 I ， u の如き室化を

示し 、 2～3 日で原色に近く 回復 t，たが10 日後に於ても封照魚 とは見別け得る程度で大艦に 於て

産卵期の虹鱒が 呈する婚姻色と 同程度の色を 保O て居り，制服魚に比して動作が 緩慢で詞験魚、

ff@l大牛は 2 ～ 3 日頃より腹部が膨出し減派中にも 明かに認められた。

第―回注射 後10日目の親察の結某仕試験魚巾 9 尾は完企成熟卵を 放出し残り 6 ．r?@中 8 尾も卵

巣の軟化が著しかつた。 成熟魚 9 尾巾3 佳忙既に日然放卵の様子が見られ 4 尾低完全成熟卵を

放出したが解剖の 結架は 卵巣基部の小部分 ぼ未熟で卵白 儂に血管が認められ 赤色であ り普通の

抹卯様 作では排卵されなかつた。 封照魚、 にほ何等壁 化を認めなかつた。

第二回注射 後10 日目に於てほ試験 魚 I 尾成熟の他は 擾化を認めず第三回注射 後10 日 即ち第―

回注射後80 日に於て試験魚 I 尾成熟し残り 4 盾を解剖せる 結果I 尾は卵巣は相 常稜・育して 居た

が成熟までには 更に相常の 甘 数を要する状態であ り他の3 尾ば卵巣が全然未熟 で仝年中の産卵

見込み ほ全く無かつた。

又封照魚 は第三回注射 後10 日で漸く 2 尾の成熟 漁庄得たが残り 8 尾中 I 尾ほ完全未熟で今年
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産卵の見込み 無く他の口上みよ卯典の執化を認めたが 成熟まで更に 旬日を要する 欣熊であつた。

第―回注射後10 日目に成熟せる 試験魚の卵の 中2500粒卜就き職化状態を観察せるに 採卯ほ 2

月 I7 日、稜胆 3H10 日、職出 4=乃 3 日で死卵数は 接眼前 34個、稜服後 ?(aH個計 794 個で卿出致

1706 個で臓化率 68 必 となった。

第三 表 
脳下垂体20mg l          ンゲルlcC)    15 !9j末熟尾成熟魚卵 簗 軟化              

  M/? リングル液 i
Ice   

察皿 ・ 考

以上 3 回の實験結果を検討して 見るに實験に於ては鮭臓下垂捲ほ明かに産卵促進に 妓某があ

るものと考へ られるが哺乳類脳下垂 鰐より抽出 l，た市販の脳下垂鰐ホルモン剤は本賢験の 範園

内で忙効果は 認められない」 即ヒポホ リンを注射せる 匝より I 尾C 放卵を見たが他の 3 尾にぽ

全く愛化が認められす 同時期に 於て普通に飼育して 居た虹鱒中に 屯 成熟魚が若干見られた 蛮か

らこの I 尾の成熟 魚は自然に成黙したものと 見るのが安常であ ると考へ られる。又 プレホルモ

ン を注射せる 3 匝の申からも I 尾の成熟魚を 得たが 之 も同様にホルモンの 結果によるものとほ

判定し難い。 只、 この匝に於 てほ残りの 3 佳全部の卯菓が軟化して 居る紺 より注射量の調節によ

つては効果を 認められるかも 知れない。

實験I に於ては注射の方法としてほ 筋肉内注射の 効果 ほ同量を腹腔内注射したものより 2～3

日遅れて現れて 居り又魚船を構成する 筋肉が陸上動物の 夫と異なり収縮 カが弱いため注射の  際
注射波の 逸出する可能性があ り腹腔内注射の方が 適禽であ る。又注射量 と効果の閥係ば 20in与

注射した 匝ほ IOmg ・ 氏射した 匝 より2 日早，く成熱したが運動は非常 @C 綾・慢となり肛門の膨出充

血も甚人しい事は實験 I の 50mg・を注射した場合も同機で 實験の範園内でほ注射量に 比例して

催熟 は早められるが 多丘に過ぎれ ぽ害作用のあ る事も考へ られる，

質駒 I 及び 廿 の問に於ける 注射量と奴果の開係ほ實験 L の實施が時期の上で 遅れて 居る窟め

供試魚の條件の璽化によるもめと 思考される。

實験D の結果に 於てほ第―回に臓下垂機を 注射して 10日日には15尾中 9 尾成熟しその後 ぼ]0
日に I 尾究成熟して 居り 、 Hasler 等の實験に於てほ 2 週間日進に成熟したものが 非常に多くそ

れ以後になつたものは 放卵迄に長期間を要した 事を報告して 居 る事より見て 船下垂艦による虹

鱒の産卵促進効果は 或る程度以上成熟したものに ほ急速に成熟を 促進し放 卵に至らしめるが 成

熟度がその限外に 達して 居ないものに ほ比較的役人にその 奴某 が現れるものと 老へ られる。又

判照魚 と上 ヒ較 L，て見るに判照魚、 は第― 回注射後20 日に於では何等成熟の 徴候が無く 卵築の軟化

も飴んど示さす 30 日日に於て漸く 2 尾成熟し 2 が卯菓軟化を示したが 之は臼然 産卵期に達した

偽 と考へ るのが至常で結局 臓下垂糊を狂射したものは 20 日―SO 日産卵が早められたものと ぽ、考

される。又實験L にて得た卯の 状態ほ雌化率 68% で之 は普通に飼育 抹卯 」た場合に比咬 して何

等遜色ないものであ る。

粕JV ・． 要

I・ 市販哺乳類T簡 下垂隅ホルモン剤ヒポホりン 及び プレホルモン ほ虹鱒の産卵促進。効果 ぽ
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認められないが 鮭悩下垂織は虹鱒の産卵促進に 効果があ る。

2・ 注射の方法としては 腹腔内注射が筋肉内注射に 優つで居り背鰭基部へ筋肉内注射せるも

のは腹腔内注射せるものより 産卵が 2 ～ 3 日遅れた。

3・ 注射亙と産卵促逃奴梨 の開係は質験の範園内に於ては脚下垂 描の量に比例するが 注射量

が増せば 害作用の 伴ふ事が老へ られる。

4・ 鮭脳下垂儂の庄卯促進妓果は卯菓が 或 る程度以上  戊熟して居るものには急速に 作用 j，て

短期間に 催執産卵せしめるがそれ 以下の場合はその 効某が顕著でない。

5・ 鮭脳下垂糊によつて虹鱒の 産卵を20H ～30 日早める事が 出末、それによつて 得た 卵ほ自

撚採 卵のものと遜色が 無い。

終 りに臨み木實験を行ふに常り 脳下垂淵採取に御協力を興へ られた千蔵支場廣重嘱託及び終

始御指導を 賜つた本場山本技官、 江口技官及び 千歳支場、 北見支場の 場員各位の 御好意を 謝 @，

ます。
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