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短　報

海産アユの受精卵に対する過酸化水素の薬浴効果（予報）

久米　洋

（2002年 6月18日受理）

Preliminary study on the Bathing Effect of Hydrogen Peroxide on
Fertilized Eggs of Ayu, Plecoglossus altivelis

Hiroshi KUME
＊1

　＊1   愛媛県栽培漁業センター（Ehime Prefectural Fish Farming Center, 5516, Shitaba, Uwajima, Ehime, 798-0104, Japan）．
　＊2   中居　祐（2001）：アユ卵の化学的消毒法の検討．2001年魚病学会講演要旨集，12．

Abstract: Eye formation and hatching of fertilized eggs of 

ayu were identified by bathing (2082.5 to 4462 ppm and 15 

to 30 minutes) in hydrogen peroxide. In egg development, 

the effect was observed by bathing in 2975 ppm for 30 

minutes. For treating parasitic fungal infection of fertilized 

eggs, bathing in hydrogen peroxide was found to be effec-

tive.
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アユ卵に対する過酸化水素の作用について，受精卵に対
しては1800 ppm 60分，発眼卵に対しては1800 ppm30分で影
響はないと報告されている＊2が，この濃度以上での薬浴に
よる影響は分かっていない。今回，採卵現場における処理
時間を短縮する目的で，高濃度で短時間処理した場合の発
眼とふ化への影響を検討し，併せてミズカビの出現を観察
した。
供試アユ卵は宮崎県産天然アユを初代として愛媛県長浜
町白滝で養成された 3代目の親アユで採卵したものを使用
した。平成13年10月12日に搾出法で採卵し，媒精後，サラ
ンロック®（品番OM-150：サイズ約250×170×25 mm）を
着卵材として約25 g（2000粒/g換算で約5.0万粒）の受精卵
を付着させた。
供試消毒剤の過酸化水素製剤はマリンサワーSP 30®（（株）片

山化学工業研究所，以下MS）を使用した。本剤は20 kg中
に過酸化水素5.95 kgを含んでいる。消毒の濃度が，0.7%（過
酸化水素濃度2082.5 ppm），1.0%（2975 ppm），1.5%（4462 ppm）
の 3段階で，時間が15分と30分の 2段階の 6区を設けた。ま
た，アユ受精卵の消毒に対して通常使用されているマラカ
イトグリーン（以下，MG）との比較をするため 3 ppm 30分1)

のMG区を併設した。受精 1日目から 1日置きに 1日 1回消

毒を行い，その都度ミズカビの出現状況を観察した。
着卵材は，500 lポリエチレンタンクに浸漬して地先の河
川水による流水管理を行い，消毒前に着卵材を水中から取
り出して目視でそれぞれの面のミズカビの有無を確認し，
その後死卵を除去した。死卵の除去は，着卵材を約20 cmの
高さから水面上に数回落下さす方法で行った。9日目より
MG区は20 lポリバケツに，MS区は30 lパンライトに移し，
止水で孵化させた。また，孵化仔魚については脊椎骨異常
の有無を検鏡観察で検査した。なお，今回は孵化への影響
を検討することが主目的であったため，孵化率は求めなかっ
た。また，サランロック®に付着させており観察が困難であ
るため発眼率も求められなかった。管理中の水温は18.5～
20.0℃であった。
アユ受精卵への消毒薬剤の影響は，発眼と孵化の確認
で判断した。ミズカビについては，種は未同定であるが着
卵材全面で菌糸が付着した受精卵の有無を目視でおこなっ
た。
アユ受精卵の発生経過とミズカビの出現状況をTable 1に
示した。
発眼は 5日目に全区で確認された。
孵化は，9日目でMS 1.5%15分と同30分区で若干の孵化仔
魚が観察され，この孵化仔魚に脊椎骨異常は確認されなかっ
た。10日目でMG区とMS 1.5%30分区で全卵が孵化したが，
全孵化個体が斃死していたため，孵化仔魚の脊椎骨異常は
不明であった。MG区は水色が白濁していたが，MS 1.5%30

分区は水色はMG区と違い透明であった。他区の孵化は少
量で孵化仔魚に脊椎骨異常は確認されなかった。11日目で
残りの区もすべて孵化を完了し，孵化仔魚の脊椎骨異常は
確認されなかった。また，MS 0.7%15分区は水が白濁（前日
のMG区と同様）していた。
ミズカビの出現状況は，1日目は全区で確認できなかった。

3日目にMG区とMS 0.7%15分区で死卵で付着がみられた
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が，他区では確認できなかった。5日目は，MG区とMS 0.7%
15分区で観察され，他区では確認できなかった。死卵の除
去を行うと，MG区は脱落が確認できたが，MS区では確認
できなかった。7日目は，MG区とMS 0.7%15分区と同30分
区で観察され，他区では確認されなかった。9日目は，MG

区とMS 0.7%15分区で観察され，他区では確認されなかっ
た。10日目は，MG区とMS 0.7%15分区とMS 0.7%30分区で
観察され，他区では確認されなかった。11日目は，MS 1.0%
30分区では確認されなかったが，他区で観察された。
以上の結果から，アユ卵をMS 1.5%30分の薬浴処理をし
ても発眼には影響を与えないことがわかった。

MS 0.7%15分区はMG 3 ppm 30分区とほぼ同様の結果に
なったが，他区よりも早くミズカビが出現し，よい結果は
得られず，孵化時にも同様に飼育水の白濁が認められた。
飼育水の白濁について原因は特定していないが，死卵およ
び着卵材への多量のミズカビの付着が観察された。
マラカイトグリーンによる卵の消毒があまり有効でな
かったのは，ミズカビの菌糸を死滅させても遊走子は生残
していたことによる可能性が高い2)。
また，MS 1.5%30分区では他のMS区より 1日早く孵化が
始まった原因は不明であるが，他区より濃度が高く，この
濃度と時間が消毒の限界と考えた。

海産アユの人工受精卵のミズカビに対する過酸化水素の
効果は受精卵が発眼するまでの段階ではMS 1.0%15分と同
30分区かMS 1.5%15分と同30分区で，発眼以降はMS 1.0%30

分区の消毒処理でMG区より良好な結果が得られた。
今回の実験では，発眼後孵化までに 2回の消毒をおこなっ
たが，1回の場合にはMS 1.0%30分でもミズカビの出現の可
能性を否定できない。
今後の課題として上記の 1点の他に，発眼時期で観察さ
れた死卵の着卵材からの脱落の差等による死卵状況や，生
残率に対する最適濃度と時間を検討することについても必
要と考えられた。
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Table 1.    The development from fertilized eggs of ayu, and the occurrence of fungal infection

Days after
spawning

＊1 MarineSourSP30. ×: not treated. －: no fungal infection observed.
＊2 MalachiteGreen. ○: treated. ＋: fungal infection observed.
min＝minutes.

Disinfection

spawning
start disinfection

eyed

hatched
hatched

15 min 30 min
Note

Concentration of disinfection and time

MS＊10.7%
15 min 30 min

MS＊11.0%
15 min 30 min

MS＊11.5%
30 min

MG＊2 3ppm

0
1
3
5
7
9
10
11

×
○
○ ＋ － － － － － ＋
○ ＋ － － － － － ＋
○ ＋ ＋ － － － － ＋
○ ＋ － － － － － ＋
× ＋ ＋ － － － －
× ＋ ＋ ＋ － ＋
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