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紫外線照射海水のホタテガイ Patinoρecten

yessoensis (JAY）に対する産卵誘発効果＊

浮 永久・菊地 省 吾

ON  THE EFFECT OF IRRADIATED SEA WATER WITH ULTRA VIOLET 

RAYS ON  INDUCING SPAWNING OF THE SCALLOP, 

PATINOPECTEN YESSOENSIS (JAY) 

By 

Nagahisa UKI and Shδgo KIKUCHI 

The authors stated previously (KIKUCHI and UKI, 1974a) that the e妊ectof 1rra-

diated sea water with U .V. rays of 2,537 A to ca us巴 spawningis shown not only on 

Haliotis but also on the scallop. In this paper, the details of the experiment with the 

scallop, Patinopecte刊 yessoensis(JAY), is dealt with. 

The scallop cultured by the method of hanging in Onagawa Bay, Miyagi Prefecture 

m northern Japan, were us巴dfor the experiment during March to April of 1974. This 

is the usual spawning season of this species. Th巴irmean size is 10.3 cm in height and 

150.5 g in weight. The materials were carried to our laboratory and reared in aqua-

tank for two days before the experiment started. Stimulus for artificial spaw口ing in 

the experiment was U.V. rays irradiated sea water used only in water temperature 

similar to that of Onagawa Bay at that time (Fig. 1). The results are as follows. 

1) Using running sea water with U.V. rays irradiation 600 milliwatt hour (abbr 

mWh) per liter, it was cleared that only the irradiated sea water could remarkably 

induce spawning (see Table 1). The amount of eggs and sperm induced by this 

treatment followed clearly the advancing maturity of the cultured scallop in nature and 

the time taken for spawning became shorter with increasing maturity. The arr日ount

of eggs and sperm reduced remarkably in late April when natural spawning was sup-

posed to occure (Fig. 2). 

2) As for the amount of stimulus, it was obvious that the spawning increased m 

proportion to the amount of th巴 irradiation. All spawning of the sc乱Uopoccured at 

the irradiation to sea water in 818.4 mWh per liter. The time taken for spawning 

became shorter with the increase of the irradiation. Male responsed to the stimnlus 

earli町 thanfemale (Fig. 4). No trouble was observed at tim巴 ofthe fertilization and 

in the early life of the scallop by both sexual materials induced artificially by the U.V. 

rays irradiation 

海水に紫外線を照射すると，アワビ属の成熟母貝の放卵 ・放精を誘起する能力が付加されることは，既に

筆者らの報告したところであるが（菊地・ 浮，1974a）， この現象がし、かなる理由によるかは今のところ不明

であり，その因果関係の解明と共に，~卵誘発効果がア ワビ属以外の貝類で発現するかどうかも ， 極めて興

味深い問題である

紫外線照射海水の産卵誘発効巣は，アワ ビ属においては極めて著しく， 他の貝類についても同様な現象が
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みられるとするならば，優れた産卵誘発方法として活用し得るばかりでなく，貝類の産卵生理の解明にも，

新たな手がかりを提供することになるであろう ．

この様な視点から，筆者らは数種の二枚貝を対象に，紫外線照射海水の産卵誘発効果の有無について実験

的検討をすLめている．その結果，産卵誘発効果が認められない種類も存在するようであるが，ホタテガイ

についてはアワピ属と問機，顕著な産卵誘発効果がみられたので，ここにその実験結果を報告する．

材料 および方法

実験には，宮城県女川湾に垂下養殖されていた，ホタテガイ Patinopectenyessoensis (JAY）を用いた．

種苗の原産地は陸奥湾である． 実験母貝の平均般高は 10.3 cm，平均重量は 150.5 gであった． 母貝は実

験の2目前に低温に保持したコンテナで，塩釜市の東北区水産研究所矯瓶研究施設に運搬し．減過海水で飼

育した後，実験に供した．

楼怠水温の変化が，供試母貝に与える影轡を可及的に排除するために，予備飼育，実験中，ともに，海水

の混度は，女川湾の7.Kl1昆に近似するよう調整した．参考として 1974年 1月中旬から 4月の間の，女Jll湾の

表庖水温を，第 1図に示す．
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Fig. 1. Water temperature on upper layer in Onagawa Bay 

海水への紫外線（波長 2537A）の照射方法は，既報（菊地 ・浮，1974a）と同様である．

紫外線照射量の算出方法は菊地 ・浮（1974a）の式を，殺菌器の出力および効率が異なる機種間の比較に

便利なように，次式に改ためて使用した．

殺菌器定格出力（W)x K 
照射量 （Wh/l)= 

流水量 (l/h)

但し

／公称殺菌能力（m3/h)¥ 
使用機種の効率｜ ) 

¥ 定格出力（W) J 
Iく ＝ノ ＼

( m3/h ¥ 
紫外線流水殺菌探（東芝製 GWI- 1522PS）の効率~3oW)

結果

1. 紫外線照射海水の産卵誘発効果の確認

紫外線照射海水が，ホタテガイに対し産卵誘発能力を有するかどうか，また，ホタテガイの性成熟の進行
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Table 1. Temperature of sea water used experiments and the rate of spawning. 
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Fig. 2. Results of the spawning induced by irradiated sea water with U.V 

rays, based on th巴 maturityof cultured scallop as indicated by 

Gonad Index. 
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に伴い，誘発効果の発現に変化がみられるかどうかを確認するための実験を 1974年 3月2日， 3月15日，

3月30日の3固に，亘って行なった．

供試貝は，測定のため 10分間空中に露出した後，容量 20lのスチロ ーノレ製水槽に個別に収容し，照射区

10 水槽には，紫外線照射量 600mWh/lの海水を，対称区 10水機には，非照射海水を，それぞれ，毎時 20l

の流盆て－通J）＇（した．

各区とも，♀5個体， 65個体を用いた．実験条件と，その結果を，第 l表に示す．

実験水l1ill.は，外気温や紫外線殺菌灯から発する熱の影轡で照射区は対称区に比し 0.3～1.1°C高まった．

実験の結果，照射区の産卵誘発率は 80～100%の高率を示したが，対称区における産卵 ・放織は認めら

れなかった．

この結果から，紫外線照射海水が，ホタテガイにおいても，放卵 ・放精を誘起させる能力を有し，しかも，

その効果が，顕著であることを確認した．

また， 3月に行なった 3回の実験に， 4月K行なった実験の笑験区 5（紫外線照射量 818.4 mWh/l) の

結果を加えて第2図に示す．

実験期間中のほ貝の生殖巣指数（総重量に占める生殖巣重量の割合（%）） の変化からみて，この間，ホタ

テガイの性成熟は進行状態にあり， 4月上旬には，産卵期に入ったと考えられる．このことは，実験中の産

卵盆にも現われ，母貝の熟度の進行に伴い産卵量は増大したが， 4月下旬には大巾に減少し，この聞に，白

書生産卵が， 行なわれているものと考えられる

生殖素を放出するまでに要した時間は，熟度の進行に伴い，短縮し，実験開始後の一定時間に，収量士する

傾向がある．

2. 紫外線照射量と誘発効果

紫外線の照射量と誘発効果との関係を，盆的に捕える目的で， 4月22日から 24日にわたり，以下の実験

を行なった．非照射を含め5段階の照射量の異なる海水を，第3図のように，産卵水糟に導き，各段階毎に，

♀S各2個体を用いた実験を 3回くりかえし，それぞれの照射設の段階毎に，♀ 66個体の測定結果を得た

（第2表） ー

非rt噴射海水では，♀8とも生殖索の放出がみれらなかったが，照射量の増大に伴って，生殖素を放出する

個体が増加し，照射量 818.4mWh/lでは，総ての個体が，放卵 ・放精した．

母貝が，産卵水槽に収容され，紫外線照射海水に接してから，生殖素の放出を開始するまでの時間を，照

射量との関係でみると， 8♀とも，照射量が多いものほど，短時間で放出が始まり，また，同一照射量：では，

Sが♀より阜〈放出する傾向がある（第4図）．

IR RADIATION OF U.V.RA YS ElLTERED SEA WATER 

PURIFIER 

uuuuuuuuuuuuuuuuuuuu 
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Fig. 3 可Natersystem for artificial spawning experiment using U.V. rays. 
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Table 2. The time required for spawning, 

Exp…山mberI 1 I 2 I 3 I 4 I 

h i白山；叫んii0 I ( ~ts. 4) I (225, i~Jo. 0) I“18.；丸；6.9) I (8 ふ7)
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Fig. 4. Relation between the time r巴quired until spawning and the 

amount of irradiation. 
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jg[：卵数と受精率は，各照射区聞に特に大きな差異は認められず，産卵数は体重 lOOg当り ，28～510万個，

平均208万個，受精率は 86.5～97.3%，平均 93.7%であった．

また，いずれの実験においても受精後の発生経過について異常は認められなかった．

考 察

紫外線照射海水による産卵誘発効果の発現状態が，照射量の増大に伴って，誘発率が高まり，かつ，放出

までの時間が短縮する傾向がみられること，および，同一照射誌では合が♀よりも放出までの時間が短いこ

と，並びに，成熟の進行に伴って誘発率，産卵盆が増大し，母貝の成熟状態と刺戟盆の相対的な関係として

発現していることは，アワビ属の場合と共通しており，作用物質の解明やこれらの貝類の産卵生濯を解明す

る上で，新たな手がかりとなるであろう。

成熟したホタテガイは，温度~ii］戟に よっても ， 産卵誘発が可能であり （山本 1951a），温度刺戟による産

卵誘発過程の卵の質的変化を観察した山本（1951b）は，第l卵母細胞の状態にある卵巣卵は，急激な温度

上昇が刺戟となって第 l成熟分裂が促進され，受ti1r可能な第1成熟分裂の中j切の状態になってから放出過程

に入ることを報告している．

本実験では，卵の質的変化については観察していないが，放出された卵の受精率や発生経過からみて正常

な産卵と考えられるので，温度刺戟の場合と同様な過程を経て放出されたものとすれば，第 1卵母細胞の状

態にあった卵を，成熟分裂の過程に移行させる起動力の役割を紫外線照射によって生成された物質が果した

ものと考えられる．

また，生殖素放出までに要する時間が，成熟の進行に伴い短縮する現象は， i極めて整然としており，ホタ

テガイの成熟段階を示す1つのj皆様になると恩われる

本実験に際し，女川湾の水温資料を提供していただき，また，材料の入手に便宜をはかっていただいた，

東北大学設学部女川水産研究実験所の，関野清成助教授，荒井永平助手に厚く街l礼申し上げる．

また，実験の労をわずらわした，東海大学学生，無量井英二君，並びに報文をまとめるにあたり助言を受

けた，菅野尚増殖部長に謝意、を表する．

要 約

紫外線照射海水のホタテガイに対する，産卵誘発効果について実験し，以下の結果を得た．

1. 産卵誘発に用いる海水に，紫外線（波長 2537A）を照射すると，成熟したホタテガイの産卵を誘起

する能力が付加される．

2. 紫外線照射海水の産卵誘発効果は，極めて著るしく，SOOmWh/lの照射量のとき，♀は，平均1時間

36分， 8は平均1時間 14分で，生殖素の放出が開始された．

3. 紫外線照射量の増加に伴って，生殖素の放出開始までの時・聞が短縮する傾向がみられる

4. 生殖巣の成熟度の進行に伴い，生殖索の放出開始までの時間が短縮し， g)f:卵量が増大する．
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