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長野水試研報 (14)， 7 -10 (2013) 

長野県内の養鱒場における等調液洗卵の実態と除菌効果

小原昌和

Actual use of egg-washing with isotonic solution and its effect on the elimination ofbacteria at 
trout farms in Nagano Prefecture 

Masakazu Kohara 

養殖サケ科魚類の種苗生産にとって、細菌性腎l劇丙のKD)や

細菌性冷水病但CWD)の閲徐は重要な課題である。卵内感染に

よる垂直伝播が発生の原因として考えられているが、感染槻字

に関しては不明な点が多く、 1)開徐が難しし、と考えられてきた

近年になって、 lωOト7CFU刷 L以上の濃度で汚染された卵を人工

樹脊射す寸判u吋はま丈、 卵の日肋b幻聞呈にお加し、吋て菌が卵門から囲即F卵H問腔1腔空内内にこ唱侵

入し、卵内曜J染染が起ることが明らカか￥ヰ記にこされた。 2勾羽;3) サケ科魚類

の成窯頃仰H防は土訂f体本材1腔空内lにこ胡封防Hされ、 f判型夜とともに採卵される。 体

腔液中には、せっそう病菌(Aero.附 'nasSali間町拘)、 BKD菌

(Renibacterium sa.か官加問捌)、 冷水病菌(月伽bact的 Jm

P砂'chrophilum;以下Fp.と記オ)およびE芯Wなどの病原体が多

く含まれているので、的体腔液が付着することにより卵の表

面は病原体で汚染される。

一方、内水面の養鱒場では、採9聞の人工機青作業において

未受精卵を等調夜めで出争する作業料子われる。この等調夜洗

卵法は、受精率を向上させる目的で開発された梯貯であるが、

制御Hの際に卵に付着した病原細菌が洗い流されるため、卵

内感染の聞主主に効果のあることが分かつてきた。 11) 通常、洗卵

は濯ぎまたはシャワーによる方法で行なわれるが、これらを組

み合わせて行なえば 104程度の除菌効果のあることが多義舶句に

分っている。そこで、ニジマスの事業採卵において等調液銑~ß

法の除菌効果を検証するとともに、県内養鱒場で行なわれてい

る洗卵の実態を調べ、等調夜御階による卵内感染の防除紛I-r
を体系化するための課題を検討した。

材料と方法

ニジマス事業揮卵における等調液洗卵の除菌効果

洗卵時の等調液使用量 当場の種苗生産業務として行なわれた

ニジマスの事業採卵において、御ss寺の等調液使用量を調査し

た。採卵から受精卵収容までの作業工程は、次のとおりである。

①ニジマス親魚から搾出法により採卵する(卵は4材担夜と

ともに、容器に貯められる)

②卵 2~3 万粒を l 回分として、等調夜(1%食塩水)で洗

卵をする (2~3 回の濯ぎ洗卵をした後にシャワー洗;gßをす

る)

③御F後の未受精卵を 5那げつ分けて少量の等調夜とと

もにバケツに収容し、掛情する

④授精後5分間程静置してから、卵をザルに移して等調液お

よむ沫青子を除去する

⑤ザノレ内の受精卵に等調夜をかtナて、余分な精子を洗い流す

⑥等調液で2ω倍に希釈したヨード剤消壷夜lOL中に受精

卵を入れ、 15分間消毒を行う(途中で数回、卵およひ消毒

液を撹持する)

⑦卵消毒が終了したら、受精卵を飼育室内のふ{暗に収容す

る

調査は、事業採卵において担当職員 l名梢子った3回の御H

作業を対象にした。作業内容は、 2回の濯ぎ功労陀シャワー洗

卵であった。佼箆E卵数は、第 l、2回では各24，000粒であり、

第 3回が 9，700粒で、あった濯ぎ糊Hでは洗卵用容器に注いだ

等調夜量を、 シヤワ一洗脚9卵H阿でで、は糊H開用ザ粉ルレ悶の下側に設けた容器

に回収した液量を計量し、，g卵s1万粒当たりの使用量を計算したι。
洗卵によるFp."'i汚号染卵の除菌量人為的lにこFp

ス卵を用いて事業採卵時と同様にf作宇業を行い、洗卵の前後に卵

周囲の体腔液または輔即夜を採取して生菌数を調いた。また、

作業の最終工程で受精卵のヨード斉W消毒が行なわれていること

から、卵消毒終了時においても同様に検査をど行なった。

l回の誤験で処理オる未岳情卵は25，∞0粒とし、小原ら川こ

従って作製したFp.菌液 100mL (109.oCFU/mL)を添加して卵

表面を汚染した。生菌数測定はミスラ法 12)で行い、菌培養には

AOAE寒天平板培地(トリプトン0.5%、酵母エキス 0.05%、

牛肉エキス0.02%、官情愛ナトリウム0.0ヨ%、FBS5%、寒天1%、

pH7.2)を使用し、 15
0

Cで 7日間の培養条件とした。なお、卵

消毒後の検査では、採取したき昨十中のヨード剤を0.1MILチオ

硫酸ナトリウム液で中和してから供試した。

卵内感染防除効果の検証授精、卵消毒が終了した時点で、処
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試験

表 1 ニジマス洗卵作業における等調液の使用量
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*I( )内の数値は、卵l万粒あたりの等調液使用量を示している

*2シャワ一時間は、試験1，2ではそれぞれ28.8，30.0秒であり、試験3では18.9秒であった

郡 Hの中からそれぞれに約2∞粒を抜き取り、呉検問型水槽

で発眼期まで宮司育した。卵の飼育には脱塩素処理した水道水を

使用し、期間中の水温は1O~12 oCであった。なお、授精用の

楠夜からFp.は分離されなかった。

発眼期に、各試験区から 60粒の発眼卵を採取し、卵内容物か

らFp.の分南街食査を行った。検査における卵消毒、卵内容物の

採取おより沿脅蹄養の操作は小原ら 11)，こ従った。

聾鱒場の湖陪観韓腫

長野県内で、ニジマスおよlJ1主来マス(アマゴ・ヤマメ・イ

ワナ)を養殖し、年間に 10万粒以上の発眼卵を生産してしも養

魚場を対象にして、採刑撲における御Hの実蹴況について

聞き取り調査を行った。平成20年に行なった養殖実態調査の結

果をもとに、民間養魚場 19、公自坊幾関 2の合計21養魚場を選

定し、平成21年に調査を行った。聞き取り内容は、次の3項目

とした。

① 等調液の処方

ニジマス体1密夜の浸透圧を参考にして開発された等調

液)を標準法とし、近年、難暢で多く使用されている 1%

前後の食塩水 13，1喝を簡便法として区別した。

②倒防法

卵を収容した容器内に等調液を加えてから卵を撹持洗浄

した後に、上澄みを排出する方法を濯ぎ湖Hとし、ザノレlこ

収容した卵に等調夜をシャワー状にかける方法をシャワー

御 Fとした。なお、シャワー状に州ナるのではなく、等調

液を容器から卵にかけ流す方i去もシャワー獅s'こ含めた。

③ 等調夜叫吏用量

l回の制限こおし、て、処理する9轍量と等調夜の使用量

を聞き取り、卵1万粒に対する等調夜使用量 (U万7闘を

求めた。

結果

ニジマス事業採卵における等調液洗卵の除菌効果

洗卵時の等調液使用量 ニジマス事業採卵て切旬s'こ使用された

靖郎夜の量を表1に示した。処謹卵数が事業と同規模で、あった

試験 1 、 2 では、濯ぎ首切に 0.83~.95U別立が、シャワー洗卵

には1.34~1.40 L局粒の等調夜が使用されていた。通常より少

ない規模であった誤験3における使用量は、誤験l、2に比べて、

濯ぎ洗抑では1.9倍、シャワー洗卵では1.5倍であった。

洗卵によるFp.の除菌および卵内感染防除の効果洗卵および

ヨード剤消毒による除菌量と発日開Hにおける卵内感染率の結果

を表2に示した。洗卵前の時点で、は卵周囲¢側主主夜中のFp.生

菌数は107.&-&2CFU/rr止で、あったが、お旬F後には1613
-
18αU/rr止

になり、洗卵によって 1042-5.9低下した。また、消毒終了時で

はFp.はあ輔されなかった。

洗卵後に授精し、ヨード判消毒を行わずに飼育した試験区(洗

卵区)と最終工程において消毒を行った区(卵消毒区)のいず

れの発眼卵内からもFp.は分離されなかった。

県内聾鮮場の洗B陣頭臨
21養魚場lこ交付る聞き取り調査の結果を図 lに示した。御H

用等調夜の処亦は、 0.9~1 %食塩[71<.の簡便法が最も多く 16件

試験
処理卵

(粒)

表2 F. psychrophilum汚染卵における等調液洗卵、卵消毒の除菌及び卵内感染防除の効果

F. psychrophilum生菌数 卵内感染率
(Log，oCFUlmL) (感染卵数検査卵数)

洗卵前 洗卵後(除菌量) * 1 卵消毒後 *2 洗卵区 卵消毒区

25，000 7.8 2.8 (5.0) *3 0/60 0/60 

2 25，000 8.0 3.6 (4.4) 0/60 0/60 

3 25，000 8.0 3.8 (4.2) 0/60 0/60 

4 25，000 8.2 2.3 (5.9) 0/60 0/60 

*1 洗卵では2~3回の濯ぎ洗卵およびシャワー洗卵を行った
*2等調液で希釈したポピドンヨード剤(水産用イソジン)200倍液で15分間卵消毒した

*3 検出限界(l.3LoglO/rnL)未満を示す

。。
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その他

4.8弘

等調液の処方 洗卵の方法 等調液使用量 (L/万粒)

簡便法

76.2目

図 1 長野県内の養鱒場における等調液洗卵の実態

県内で、サケ科魚類の採卵を行い、年間に10万粒以上の発眼卵
を生産している21の養魚場を対象に聞き取り調査を行なった。

σ6.2 %)であり、ついて三標準法が 4件(19.0%)で、あった。

また、 1%炭酸水素ナトリウム液 15)の使用例が l件そ4.8%)あっ

た。御H方i却ま、濯ぎ御H単独が 8件 (38.1%)、シャワー洗

卵単独が6件(28.6%)であり、両者を組み合わせた複合制H

が7件 (33.3%)であった 1回の洗9阿乍業の規模は、 l尾の

親から採卵する度に御Hを行う小単位のものから 10万粒L上

をまとめて行う事例もあり、養魚鱗参により違いがみられた。

卵 1 万粒あたりの等調夜使用量を求めたところ、 1~2 L程度

が12件 (57.1%)で最も多く、次いで3L以上のものが5件

包3.8%)、 1L未満のものが4件 (19.0%)で、あった。使用

量が lL未満の事例の御防法は、濯ぎ倒防'3件(14.3%) 

とシャワー御Fがl何4.8%)であり、全てが在来マス(イワナ

またはヤマメ)養殖の事例で、あった。

考察

ニジマス事業採卵で行った猷験で、は、 2~3 回の濯ぎ洗卵と l

回のシャワー湖Hがわれた。その結果、卵周囲のの汚染濃度

が 10村下がり、 事業規模の糊Hにおいても小原ら 11)の実験と

同等の除菌効果のあることが分かった。制H前の濃度は、卵内

感染が成立するとされる濃度 (106---7C町 ImL)以上であり、2，3)

卵内感染が起きるリスクが高い状態で、あった。制Hにより汚染

度が下がった卵を樹肴して飼育したが、発眼卵には卵内感染が

みられず、 事業におし、ても等調夜御Hによる卵内感染の防除効

果を検証することができた。

一方、調査した県内の全期暢で御附すわれており、等調

液の処方は衛便法が最も多く (76.2%)利用されていた。か法

では、単Z虫または複合型を含めて、ンャワー洗卵を採用している

事例が61.9%を占めた。等調夜使用量では、卵 l万粒あたり l

~2L程度が最も多かった (57.1 %)が、 lL未満の非常に少な

し事例が4件みられた。この事例における御防法は、濯ぎ洗

卵が3件であり、シャワー洗卵が l件であった。使用量が少

-9 

ない上に濯ぎによる御Hでは、除菌効果は非常に低し、と考えら

れる。

等調j夜御sr:去は、人工関肴を改善するために開発され、養鱒

場におし、て普及してきたが、出争方法や等調液の使用量などの

具体的な内容は体系化されていない。防除悌jq'として体系化す

るためには、次の三点が重要であると考える。 1点目は、卵内

感染が成立する濃度以下の状態まで汚染を低減するために必要

な除菌目標重である。これまでに報告されたf材費夜中の生菌数

の上限は、せっそう病菌が 106.9CFU加L、の冷水病菌が 10η

σU加Lであり、6)BKD菌が 1010.4C町加Lである。勾在来マ

ス養殖の場合には、BKD菌による体1密夜の汚染濃度が非常に高

い点に留意する必要がある。 2点目は、洗卵方i去である。卵 1

万粒当たり等音敗夜lLを使用した場合、1回の濯ぎ洗卵で101程

度除菌でき、シャワーでは 1<t程度が除菌されるので、シャワ

ー没頭Hの方が効率がよし、。 11)従って、シャワー洗卵を基本に作

業を組み立てることが重要である。3点目は、等調夜の使用量

である。各養鱒場によって l回¢作業で処理する卵の量出様々

であるが、前述の比率をもとにして各自の規模l司芯じた適正使

用量を求めればよし、。

なお、本訴験の結果でも明らかなように、洗卵だけで9隈面

を完全に除菌することはできない。まして、 BKD菌のように汚

染が非常に高濃度である場合、除菌目標量を達成するためには

洗卵を十づ士に行なう必要があるが、作業性の点、からも実際の洗

卵による除菌盟主には限界がある。そこで、残存菌を効率的に

除去する対策としてヨード剤による卵消毒Iめを取り入れる必要

がある。採卵した未受精卵には備金液ぞ噴卵由来の蛋白などの

有税納が付着しており、これらによってヨード剤の消毒効果が

低下することが予想される。演卵由来の蛋白などを洗い流すた

めの等調夜伽階は、ヨード弗蛸毒の前処理としても有効であ

ると考えられる。従って、等調夜洗卵とヨード剤消毒を組み合

わせた防除槻I-Tを体系化するとともに、養鱒場における魚病発

生状況や設備、作業実態に応じた具体的な樹附臨時示しなが
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ら普及を図ることが重要である。

要約

l ニジマス事業採卵を対象にして等調液洗卵法の除菌効果を

検証するとともに、養鱒勝つ御H実態を調査し、宇品交脚H

法による卵内感染防除指|粉体系化を検討した。

2 当場のニジマス事業採卵では、 l回の濯ぎまたはシャワー洗

卵でlL前後の等調夜が使用されていた。

3 人為的lにこF.p

の濯ぎと、シンヤワ一により洗卵した結果、卵の汚染濃度は 104-

5低下した。

4 等調液御Hにより除菌したニジマス未受精卵を授精して飼

育し、発眼卵における卵内感染の有無を検査したが、感染卵

はみられなかった。

5 県内の21養鱒場では、決引用として簡便法の等調夜が最も

多く使用され、濯ぎまたはシャワー洗卵の単独、若しくは両

者を複合した対去で作業料子われてし、た。等調液使用量が卵

l方粒当たり lL未満と少なし、事例が 19%みられたが、これ

らは在来マス養殖における事例であった。

6 等調?夜洗附去による卵内感染防除扮荷の体系化において、親

魚の病原菌汚染の実態を踏まえた除菌目標量の設定、シャワ

-i矧の実施、およひ組閣開設に応じた適正量の使用が重要

であると考える。
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