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ナノバブノレを用いた魚類防疫対策技術の開発

南 隆之・米村輝一朗水]・中西健二*2・岩田一夫・米田一紀*3・横山 博叫

Development of technology for control of fish diseases with nanobubble 

TAKAYUK1 Mn吋AMI，KOICHIRO YONEMURA， KENJI NAKANISI， 

KAzuo IWATA， KAZUK1 YONEDA and HIROSHl YOKOYAMA 

要約

本研究では，オゾンナノパブソレによる細一菌性疾病等の予防等について検討するとともに.魚種毎のオソ、ン耐

性等，オゾンナノバフソレの安全性についても検討した。その結果，オゾンナノバブノレ処理はヒラメヱドワジエラ

痕の発症率を低減で、きたことから，本処理は菌接種魚、からの水平感染を低減で、きたと考えられた。また本処理は

ヒラメ滑走細菌府の発症率を有意に低減できたことから，本処理は滑~~m菌症の予防及び初期の治療に効果のあ

る可能性が推察された。 一方，本処理の安全性については，マダイでは O.2rng/L，カワハギで、は O.25rng/Lの溶

存オゾン濃度で死亡が認められなかったことから，当濃度以下の暴露粂件では，オゾンの影響はないと考えられ

た。

増養殖業の発展に伴い，養殖対象種の多様化や海

外カ hらの病原微生物の侵入等で，魚病発生状況が複

雑化している 1)。国内における疾病対策としては，

ワクチン等の水産用医薬品が使用されているが，市

場規模が大きい魚種を除き種類は限定されること，

さらに多剤耐性菌の出現が篠認されたこと等から，

その対策は困難化の傾向にあり，新たな対策が訟ま

れる。また，食の安全安心が消費者から求められて

久しいが，これに対応するため，養殖業界では， GAP 

・養殖 JASに対する取り組みやワクチンを中心と

した予防対策等を行い，安全・安心な養殖魚介類を

供給できるよう努力している。このため，ワクチン

を代表とするような疾病予防技術を開発し，養殖業

界の取り組みを支援することが急務となっている

がy ワクチンについてはp 魚種・対象疾病ごとに開

発する必要があり，長い年月が必要である。

ところで，オゾンには強い殺菌カがあることが知

られている。魚類飼育用水をオゾン処理して魚類病

原微生物を殺萄あるいは不活化する試みは 1970年代

後半から米国で研究が始まり，様々な魚類病原微生

物に対してオゾンの殺菌効果があることが知られの，

オゾンを用いた飼育水殺菌装置は既に実用化され，

種苗生産機関等で利用されている 3)。さらに近年，

オゾンをマイクロバブル・ナノバブル化する技術が

開発され，特にオゾンナノパフソレについては，ナノ

バブルとしてオゾンを安定化させることにより，オ

ゾンの持つ殺菌効果を数ヶ月持続できたこと 4)やオ

ゾンナノパブール水によりカキ体内のウイノレスを不活'

化できたりなど，疾病対策等への活用を期待されて

いるが，マイクロパフツレを含め 3 これらの技術を養

殖対象種の疾病対策に活用できるか検討した例は少

ない6).i). 8)。

このため P 本研究では，オゾンナノパブ、ノレが細菌

性疾病等の予防等について効果があるか検討すると

ともに，魚種ごとのオゾン耐性等，オゾンナノパフ、

ノレの安全性について検討し，オゾンナノパブノレを用

いた防疫対策技術を開発することを目的とする。

叫宮崎県農政水産部水産玖策課 Miyazaki Prefecture Fisheries Administration Division 

*2宮崎県農政水産部漁村振興課 Miyazaki Prefecture Fishing Village Promotion Division 

*3東京大学大学院農学生命科学研究科 113-8657東京都文京区弥生 l小 l

Graduate School of Agricu¥tura¥ and Life Sciences，明1eUniversity ofTokyo， 1-1-1， Yayoi， Bu叫cyoTokyo 113-8657， Japan 



南 隆之・米村輝一朗・中西健二 ・岩田一夫 ・米田一紀・横山 博

材料及び方法

魚種ごとのオゾン耐性について

1 供試魚

財団法人宮崎県水産振興協会で生産されたカワハ

ギ(平均全長 13.4:t 0.8cm，平均体重 51.9:t 9.9g) 

及びマダイ(平均標準体長 9.3:t 0.8 cm，平均体重

25.0 :t 6.6g) を供試した。供試;魚は，オゾンナノパ

フ〉レ暴露時を除き，砂ろ過海水の流水により換水率

600%1日で飼育した。実験には 129Lアクリノレ水縛

(有効水量 120L)4基を用い，飼育水はヒ ーターで 25

ocに加瓶して飼育した。なお，マダイについては 2

回試験を実施した。

2 オゾンナノバブル暴露

オゾンナノバブノレ暴露は以 ドのように行った。

まず，注71<，エアレーションを停止し，オゾンナ

ノパフソレ発生装置 Nanocubic (九州、ISOHOプロジェ

クト，以下，ナノパブール発生装置)を稼働 させ， 飼

育水中の溶存オゾン濃度が各試験区で設定した濃度

に透したら，装置を停止し，カワハギについては 60

分間，マダイについては 90分間， 11二水飼育を行っ

た。止水飼育終了後，注71<.，エアレーションを再開

した。一方，オゾンナノパフツレ暴露を行わなかった

水;槽は対照区とし，オゾンナノハフソレ暴露を行った

水槽と同じ時間，エアレーションを伴止し， J1:71<.飼

育を行った。ナノバブル発生装置を停止して止水飼

育を行う 時間を暴露時間 とした (以下 の笑験 も同

傑)。オゾンナノパブノレ暴露は日 l回行い，カ

ワハギについては計 5回，マダイについては，計 4

回行った。

3 飼育水中の水質分析

飼育試験中の溶存酸素濃度及び溶存オゾン濃度の

測定を行った。溶存酸素濃度は，カワハギについて

は溶存酸素濃度計 LDO-HQ30d(HACH)で，マダイ (2

回 目試験)については，溶存酸素濃度計 ID-100

(IIJIMA ELECTRONICS)で測定した。j容存酸素濃度

は，ナノパブノレ発生装置稼動前，ナノパフソレ発生装

置停止直後(溶存オゾン濃度が所定濃度に到達した

直後)及び止水飼育終了直後に測定した。またj容存

オゾン濃度は， i容存オゾン計 C105 (Eutech)で，

ナノパブ、ル発生装置停止直後及び止水飼育終了直後

に測定した。

4 暴露試験後のカワハギ偲組織の観察

各試験区のひん死魚 (0.5ppm区及び 1.0ppm区)

または生残魚(対照区及びO.25ppm区)の側、を採取 し，

-2-

ブアン固定及びパラフィン包埋をした後，組織切片

を作製した。組織切片は， ヘマト キシリ ン・エオジ

ン染色を施した後，光学顕微鏡で観察した。

水平感染防除対策，飼育水の殺菌効果及び飼育排水

のオゾン濃度と環境への影響について

1 供試魚

財団法人宮崎県水産振興協会で生産されたヒラメ

(平均全長 21.6:t1.7cm，平均体重 101.0 :t 26.6g) 

を供試魚、とし，オゾンナノバブル暴露時を除き，砂

ろ過海水の流水により換水率 600%1日で飼育した。

夫ー験には宮崎県水産試験場魚病指導総合センター屋

内に設置された 2n1 FRP 水槽(有効水量 lId，以下，

実験水糟)2基を用い， 自然水温で、飼育した。

2 供試菌株及び菌;夜の調整

l共試菌株として，Edwardsiella tardaMZ0907株を

用いた。注射感染法により ，2回i!，t休(ヒラメ稚魚、)

通過させた株を， 滅菌ハー トイ ンヒュージ ョン(HI)

ブイヨ ン (日水)で 25oC， 48時間指養 した。これ

を 10'CFU/mL程度の幽濃度となるよう滅菌生理食

塩水で、希釈し，感染実験に使用 した。生菌数の測定

は SS寒天培地(日水)を用いた。

3 感染実験

感染実験には 66尾供試した。このうち各試験|玄

13尾には，水平感染試験における感染源として 2

のとおり調整した菌液を実験ノk槽収容直前に O.lmL

腹腔内接種し，直ちにヤサイ篭 4K(問中三次郎商

l古)に入れ，蓋をし，実験水槽に収容した(この魚、

を菌接種魚とした)。菌接種魚は，試験開始 l日目

に 10尾，笑験開始 11日目に 3尾，実験水槽に収容

した。菌接種魚、はオゾンナノバブノレ暴露前にへい死

状況を確認し，へい死魚、はヤサイ篭から取り出し，

個体識別が出来るよう l尾ずつミカンネット(縦

40cm x横 22cm)に入れ，実験水槽に再収容した。

なお，菌接種へい死魚の収容期間は松岡 9)の実験結

果を参考に，再収容後， 2日間とした。

また，実験開始日に各試験区 20尾ずつ実験水槽

に収容し， これを菌非接種魚と した。菌非接種魚は

感染実験開始後 20 日間，発症の有無を確認すると

ともにへい死状況を観察した。へい死魚、は速やかに

取り上げ，腎臓から SS寒天培地を用いて細菌分離

を行った。感染実験終了後の生残魚についても同傑

に細菌分離を行った。なお，エドワジエラ症の特徴

である血液または乳状の腹水貯留や腎臓が肥大して

膿療が認められ，患部から E.tardaが分離された個



宮崎水試研報、第 13号，ト10，平成 24年 Development of technology for control of fish diseases with nanobubble 

Bull. Miy=ki Pre( Fish. Exp. S凪，No.I3，1-10， 2012 

f本を発症個体としたe 細菌の分離は体表患部を ss
寒天培地に塗抹して 25

0
Cで 48時間培養し，その特

徴的なコロニーにより E. tardaと判定した。判定が

困難なコロニーについては抗 E. tarda家兎血清に対

するスライドi疑集テストによる確認を行った。

4 オゾンナノバブル暴露

実験水槽のうち l基をオゾンナノパブール処理区と

し，注水，エアレーションを停止し，ナノバブル発

生装置を稼働させ，飼育水中の溶存オゾン濃度が

0.15mg/L8)以上になるようオゾンナノパブ、ルを添加

した。溶存オゾン濃度が所定濃度lこ達したら，ナノ

バブ、ル発生装置を停止し， 90分間，止水飼育を行

った後，注71<.，エアレーションを再開した。 ー方，

オゾンナノバブル暴露を行わなかった実験水槽は対

照区とし，同じ時間，止水飼育をわった。オゾンナ

ノバブ/レ暴露は日 l@行い，感染実験期間中，

毎日行った。

5 飼育水及び飼育排水の水質分析

溶存酸素濃度及び溶存オゾン濃度は，前述のカワ

ハギオゾン耐性を実験した際に使用した機器と同じ

機器を用いた。飼育水中の溶存酸素濃度は，ナノバ

ブル発生装置稼働前，発生装置停止直後及び止水飼

育終了直後に測定した。溶存オゾン濃度は，ナノバ

ブノレ発生装置停け:直後及び止水飼育終了直後に測定

した。また，実験を実施した 20日間のうち， 11 日

間については，止水飼育終了直後から 1時間おきに

排水中の溶存オゾン濃度を測定した。

6 飼育水中の生菌数の ;~IJ定

感染実験期間中，毎日，ナノバブ、ノレ発生装置稼働

前と止氷飼育終了直後の飼育水を採水し，滅菌生理

食甑71<.で、希釈した後，ss寒天惰地に塗布し，25aC， 48 

時間借養して，生菌数の測定を行った。矯養後に，

出現したコロニーの特徴により E. tardaと判断し，

生菌数 (CFU/mL)を求めた。判定が困難なコロニー

については抗 E. tarda家兎血清に対するスライド凝

集テストによる確認を行った。

滑走細菌症に対する治療効果及び作業安全性の確認

について

1 供試魚

宮崎県内の養殖場で生産されたヒラメ稚魚(平均

全長 21.1:主 0.7cm，平均体重 82.1:!:: 0.7g)を供試し，

オゾンナノパブ、ル暴露時を除き，砂ろ過海水の流水

により換水率 1，000%1日で飼育した。実験には実験

水糟 2基を用い， 71<. imtは自然水温とした。

2 供試菌株及び菌液の調整

供試菌株として，TenacibaclI/lIm maritimumTC 134 

株を用いた。注射感染法により，魚体(ヒラメ稚魚)

通過させた株を， 70%滅菌海水で調製したサイトフ

アーガ液体培地(以下， CB) 10)で 25
0

C，24時間振と

う培養した。その際，菌液の表面と底面に細閣の凝

集塊が形成されたため， 1分間激し く撹枠し分

開放置した後に上清のみ回収した。これを 10'CFul

mL程度の菌濃度となるよう滅菌海水で希釈し，感

染実験に使用した。生繭数の測定は 70%滅菌海水で・

調製したサイトファーガ寒天培地(以下， CA) 10)を

用いた。

3 感染実験

感染実験は既報 11)，12)を参考に各区，同じ方法で

行った。まず，ろ過海水 9Lに 10'CFUlmLになるよ

う菌液を添加し(30L水槽)，そこにヒラメ 15尾を

収容した。エアレーションを施した状態で 1時間静

置して感染させた後，ろ過海水で、注水飼育し， 7 日

間，発症及びへい死魚の有無を観察した。へい死魚

は速やかに取り上げ，症状の有無を観察した。感染

笑験終了後に生残した魚、も同様に観察した。なお，

滑走細菌症の特徴である口部の発赤や体表のびらん

が認められ，態、部から T.lIlaritimlllllが分離された個

体を発症個体とした。細菌の分隊は体表患者sを CA

に塗抹・画線して 25
0
Cで 24時間培養し，本菌の特

徴である不定形のコロニーを確認した。判定が困難

なコロニーについては， Toyama ら 13)が報告した

PCR法により T.lIlaritimlllllの同定を行った。

4 オゾンナノバブル暴露

実験水槽のうち l基をオゾンナノパブ、/レ処理区と

した。オゾンナノバブル暴露は以下のように行った。

まず，注水，エアレーションを停止し，ナノバブ、ノレ

発生装置を稼働させ，飼育水中の溶存オゾン濃度が

0.15mg/L以上になるようオゾンナノパブ、ルを添加

した。溶存オゾン濃度が所定濃度に達したら，ナノ

バブル発生装置を停止し， 60分間，止水飼育を行

った後，注水，エアレーションを再開した。一方，

オゾンナノパブ、ル暴露を行わなかった実験水槽は対

照区とし，処理区と閉じ時間，止水飼育を行った。

オゾンナノパブ‘ル暴露は !日 l回行い，実験開始

日を含め連続して 3日間行った。

5 飼育水の水質分析

溶存酸素濃度及び溶存オゾン濃度の測定は，前項

と同じ機器を用いた。飼育水中の溶存酸素濃度は，

ナノバブル発生装置稼働前，ナノバブ、ル発生装置停
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止直後及び止水飼育終7直後に測定した。溶存オゾ

ンi農度は，ナノパフ‘/レ発生装置停止直後及び止水飼

育終了直後に測定した。

6 実験施設内における大気中のオゾン濃度の測定

実験期間中，オゾンガスモニタ-SM-70 (Aeroqual) 

を用いて実験施設内における大気中のオゾン濃度の

測定を行った。オゾンモニターはオゾンナノバブル

処理区の水槽上端から 50cmの高さになるよう設置

した。空気中のオゾンの測定は 1時間ごとに自動測

定し ， 測 定デー タはデーター ロガー voltlOl

(Madgetech)に記録した。

ill vitroにおけるオゾンナノバブルによる魚類病原

微生物殺菌・不活化効果について

1 オゾンナノバブル添加海水の調製

砂ろ過海水にオゾンナノバブルを添加し，調製し

た。オゾンナノパフソレ海水の濃度は，砂ろ過海水で・

希釈して調整し，溶存オゾン言十 CI05を用いて濃度

を測定した。

2 SlreptococclIs iniaeに対するオゾンナノバブル殺

菌効果の検討

1 )供試菌株及び菌液の調製

供試菌抹として，県内養殖場のカワハギから分

離されたS.iniaeMSI007株を用いた。供試菌株を

滅菌ノ¥ー卜インヒュージョン (HI)ブイヨン(日

水)で 25oC， 24時間培養し，供試菌液とした。

供試菌液は実験前に 2%NaCI添加ブレインハート

インヒュージョン (BHI)寒天府地(日水)を用い

て，生菌数の測定をした。

2)オゾンナノバブル暴露

所定濃度に調整したオゾン海水に供試菌液を最

終濃度 10'CFU/mLになるよ う添加 し， 25
0

Cで 1

時間i音養後，培養液の生菌数を測定した。生菌数

の測定には， 2%NaCI添加ブレインハートインヒ

ュージョン (BHI)寒天培地(日水)を用いた。 コ

ロニーの判定は抗S. iniae家兎血清に対するスラ

イド凝集テストによって確認した。

3 TenacibaclIllllll maritilllwnに対するオゾンナノバ

ブル殺菌効果の検討

1 )供試菌株及び菌液の調製

供試菌株は T 11叩 .lflmUl汀 CI34株を用い， 前述

r{骨走細菌症に対する治療効果及び作業安全性の

確認について」の 2と同様に供試菌液を調製した。

2 )オゾンナノバブル暴露

所定濃度に調整したオゾン海水に供試菌液を最

- 4-

終濃度 10'CFU/mLになるよう添加し， 25 "cで l

時間情養後，培養液の生菌数を測定したg 生菌数

の測定には， CAを用いた。

4 Alllyloodinilllll ocellatumのオゾンナノバブル不

活化効果の検討

1 )供試株及び虫体の調整

{共試株を7 ダイに浸演感染させ， 4日目に自然

落下したシス卜を回収した。シストを含む懸濁液

は 150μmメッシュでろ過して爽雑物を除去した

後， 50μmメッシュ上で集めて首長過海水に再懸濁

した。上記の操作で洗浄，濃縮したシスト懸濁液

を 6穴プレートに分注し， 25 ocで情養した。試

験に使用する仔虫の遊出条件を可能な限り同一に

するため， 3日目に懸濁液を 50f.lm メッシュで櫨

過，回収することで 3日固までにふ化した仔虫を

除去した後，回収したシスト懸濁液を 6穴プレー

トに分注してお℃で保淑した。翌 Uの午前 10時

に虫体懸濁液を 50μmメッシュでi慮、過し，メッシ

ュを通過した櫨液中の仔虫を供試虫体とした司供

試虫体は実験白ijに倒立顕微鏡で観察して運動能を

調べた。活性を有する虫体数は，懸濁液 100μL

中に含まれる全虫体数から運動能を失った虫体数

を差し引くことで見積もった。

2) オゾンナノバブル暴露

オゾンナノバブノレの A. ocellatulII不所化効果に

ついて，オゾン濃度とオゾン処理時間を検討した。

まず， 3段階のオゾン濃度 (0.1mg/L， 0.2mg/L， 0.3 

mg/L) に調撃したオゾン海水に供試虫体を 100

虫体/mLになるよう添加し， 25 "c・90分間静置

後，懸濁液 ImL中に含まれる虫体のうち運動能

を保有する率を調べることで A. ocellawlIlの不活

化率を測定した。対照、として，何も処理しない「対

照区」 と，オゾンを添加せず酸素ナノパフ守ルだけ

で処理する 「酸素ナノバブル区」を設定した。次

に， 0.2mg/Lに調整したオゾン海水に供試虫体を

100虫体/mLになるよ う添加し， 25
0

Cで 30分， 60 

分または 90分間処理後，上記と同じ方法で A

ocellatulIl の不所化率を測定した。実験はいずれ

も3回行った。

結果

魚種ごとのオゾン耐性について

1 飼育水中の溶存オゾン濃度及び溶存酸素濃度

カワハギ及びマダイをオゾンナノバブルに暴露し
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た|燃の飼育水中の溶存オゾン及び溶存酸素の平均濃

度を表 1，表 2に示した。溶存オゾン濃度は，カワ

ハギ， マダイ 共に全ての区において発生装置停止直

後が高く，止水飼育終了後は低い傾向が認められた。

また，オゾンナノパブノレに暴露した区は，ナノ パブ

ノレ発生装置稼動前と比べ， ナノバブル発生装置停止

後の方が溶存酸素濃度が上昇し，JJ・/K飼育終了直後

の溶存酸素濃度は，カ ワハギでは 8.5~ 10.0I1lg/L， 

マダイでは 7.1~ 10.5mg/Lを維持した (5日間の平

均値)。一方， 対照区の1J:-.水飼育終7直後における

溶存酸素濃度 (5 日間の平均値)は，カワハギでは

5.9I1lg/L，マダイでは 5.8mg/Lであった。

~(I オ ゾンナノパプノレ~~"*試験におけるカ ワハギ飼育水中のi容ゐオゾン
及び依存fiil素濃度

1容({オゾン浪度 (m~/ I.) 1'6存自在家濃度 (mg/I.)

試験、区 発~I 装iFt Jl水州向 発生装i~l~ ?E ~I 装置 11:水飼合

伴l¥:i在後 ~!f T IIJ:後 お:動両ij 伴.11:[直後終了直後

対!Ki区‘l 0.01 0.01 6.7 6.6 5.9 

0.2.oppmlK叫 0.28 0.08 6.6 10. 1 日。

O. 5ppmI8:'2 O. .03 0.18 (i.7 8.6 8.5 

1. Oppml'正月 1. 12 0・18 6.9 11. 2 10.0 

*1: 5 H 1::1の平均fiu
事2:0.5ppm区及び1.Oppml~ は l liJI FI オゾンナノ バブル排尿試験開始か ら

l 時11fJ{去に死亡したため、 IIITI目縁銃部;験のデータのみ表記.

表2 ~ー ゾンナノパプル器保試験におけるマダイ飼育本中の品百倍主
及的制オゾンの干均i震度

官訂正 ~' :I ンlf1肢 (m~/ 1.)

試験区 誕生装l官 止A<fi~ tl
作11直後 綜TI白後

対照I~:" 0.01 

O. lþpml~:・ 0.13

O.2ppm区'! 0.22 

0.3ppm区.， 0.31 

040，ml&・ O.'11 

率1:.1 n fllJの平均値
率2:3日I1lJの平均値

0.02 

0.0<¥ 

0.07 

0.09 

o 22 

1

1

1

1

 

6

6

6

6

 

8. ; I-I 

9.5 7.9 

11. 0 10. .1 

11. 8 10. O 

2 魚種ごとのオソン耐性について

オゾンナノ バブ、/レ海水に対するカワハギの耐性を

検討した結果を表 3に示した。また，オゾンナノハ

ブ‘ル海水に対するマダイのI(ut性については 2回検討

したが，そのう ち l四分の結果を表 4に示した。カ

ワハギでは，対照区及び 0.25ppl1l区では死亡は認め

られなかったが，0.5ppm区及び 1.0ppm区では，暴

露開始 60分以内に全個体が死亡した。また，カワ

ハギについては各試験区の側、を顕微鏡観察した結

果，対照区及び 0.25ppm区は顕著な変化は認められ

なかったが， 0.5ppm区及び 1.0ppm区では，二次鯨

弁上皮の景IJ肉If.が認められた。マダイでは， 2回の試

験 とも対照区，O.lppm区，0.2ppm区では死亡が見

られなかった。 0.3ppm区は， 2 [8:[の試験の聞で結果

がやや異なったが， O.4ppm 区では， いずれも 4 日

間のうちに全個体が死亡した。

-5← 

制;験区

友3オゾンナノバブノレ海AくにおIするカワハギの耐性

暴露開始時の 飼育日数(日)刊

溶存オゾン濃

度
imULl. 

対照区 0.01 7/i・ 717 7/7 7/1 117 
O. 2oppm!K O. 28 7/7 i /i i /7 7/7 1/7 
0.5ppm区 0.53 0/7 _.， 
lOppm区1.12 0/7η  

叫 生成足数/供試足数

牢2:1匝l日で全数死亡したため測定せず.

*3オゾンナノバブル暴露は1回/n笑施した.

差是<1オ:/ンナノパブJレ海水に対する7 ダイの幅ti'J
占止露開始 年の 飼育日数{日 ).3

試験13: 旅行:オゾン浪

度 (mg/L)

対!!!¥区 0.02 10110 10/10 10/10 10/10 
O. Ippml豆 O. 12 10/10 10/10 10/10 10/10 
0.2ppmlK 0.22 10/10 10/10 10/10 10/10 
0.3ppml丘 0.30 8/10 818 8/8 8;8 
O. 4ppm!ズ 0.39 0/10 

.， 
場 l 住枝尾数(fJ~試f.ü数
*2全致死 亡したためiJ!lIA:せず.

時 オ〆ンす ノ パブノレ~it&は 11"1/ 11 :x:施 した.

3 暴露試験後のカワハギ鰐組織の観察

カワハギ偲の:写真 を I~[ 1に示 した。対照区及び

0.25ppm 区では顕著な変化は認められなかったが 3

0 . 5ppm 区以び 1.0ppm 区は二次朗弁上皮の素IJ ~Hf.が観

察された。

水平感染防除対策，飼育水の殺菌効果及び飼育排水

のオゾン濃度と環境への影響について

1 水平感染防除対策について

菌非接種魚のエドワ ‘ジエラ症の発症状況の結果を

表 5に示した。オゾンナノバブ、/レ処理区の発症率は，

対照区と比較 して有意に低かった。

表5各試験区におけるum接樋似のエ ドワジエラ症発症状況

試験1;<: 共試尾数 挙結E状況叫 発症率
(尼 ~~IiË~(t (ffi) 未発症魚(足 唱)叫

16 
¥13/3)・ (0(.1)

オゾンナノバブル II 
20 ._ ~ . ， '15 

処ßI![~: (5/.1) (2/9) 

ネlエ ドワジエラ症の発症のイJ燃は、特徴的な症状(110:水貯留及び肝臓肥大

Jr. lU} f~J点)の有 無及びl.L\l'ffsからのf'. tnnl<1if11 i誼の分離によ り 闇'd:~，.. 

*2: (死亡尾f(t/'J:伐魚)
率:1対照|豆とオゾン寸ノバブルlズのJa!に有;むな長が認められた(p<O.05). 

)(-I!開l己 20 80 
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2 飼育水の殺菌効果について

各区の菌接種魚の生後及び死亡尾数と飼育水中 E

tarda生菌数測定結果について， 図 2及び図 3に示

した。飼育水中の E. tarda生菌数は実験水槽内にお

ける菌接種死亡魚の収容尾数が多いほど，増加する

傾向がみられた。また，対照区は試験前後において

飼育水中の E. tard，α生菌数の変化は認められなかっ

たが，オゾンナノバブ、ル処珂区は暴露開始前と比べ

暴露終了後には 10分の lから 100分の l程度，飼

育ソ:k1:1コのE.tarda生菌数の減少が認められた。
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悶2 対照区町箇fl1!事相収容毘数と阿背水 ~Il E. l a r d /l生菌数の壷it
折れ線グラフが嗣育'1 中の主~;; ，・止'"問背開始前 O止水間有終了直後)在 Itグラフが実険水}管内に収

容したE直接温:i/..I，Gゎ尾;;，口生f.:l.'Uj. ロ死亡河町J を示す."定検*1管内に死亡した筒I~!I包sの叙右尾放t;H官加する
と飼育水中の生窃~tJafl加する傾向か記められた.また 問l'i日数ごとLこ生箇;;ω主化をみると 止ホ飼育問

始前と止'"佃宵終了直後てU 生箇哉の地域傾向以認められるごかった.
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折れ線グラフが間管3七月ドの生白滋(・オゾンナノバブル暴符間有開始前、 。オゾμナノバフM展宛飼育終了直

鉛を。怜グラフが尖t林海内に収容した随損益魚の定数{口生性情包死亡加を示す.実験抄憎内に死亡

した也被湿魚の絞主主尾政カ増加すると間背水中の生自由政カ滑却する傾向カ'認のもれた.また!間有回数ごとに

生国~(})変化をみると t 止ヨ}同育開始前と比べ止フ}

3 飼育排水のオゾン濃度と環境への影響について

飼育水中の溶存オゾン濃度及び権存酸素濃度の測

定結果を表 6に示 した。オゾンナノパブ、ル処理区に

おける溶存オゾン濃度は，発生装置停止直後が高く，

止水飼育終了後は半分以下に減少した。またオゾン

ナノパフツレ処理区は，発生装置稼動前と比べ，発生

装置停止後の方が溶存酸素濃度が上昇し，止水飼育

終7直後では， 平均 10.Omg/Lを維持した。 方，

対照区の比水飼育終了直後における溶存酸素濃度

は，平均 6.4mg/Lであった。

次に暴露時間終了後の飼育排水中の溶存オゾン濃

度の測定結果を図 4に示した。排水中の溶存オゾン

濃度は，時間経過とともに減少し. 3時間後には対

照区とほぼ同じ数値まで減少した。

咽

，It 

， .. ' 
u 

表6各試験区の溶存オゾン濃度及び溶存酸素濃度の変化 (20日間の平均値)

古手作~-:;'ン濃度 1容存fiii素濃度 (mg九)
fml!/IJ "~" .，^~"，..~，-- ""0 

発生装置 [1:水飼育 発生装置発生装ぼ止本飼育
停止夜後終了直後 稼剖J前 停止直後 終了直後

O. 02 O. 02 6.4 6. 5 6. 4 

試験区名

対照区

オゾンナノパプノレ
処理区

6. :3 [0.6 10.0 0.18 0.07 

(叫IU

0.[2 

制 O.[ 

望。日E

~O.Oû 
令
祉日日4

旋 0.02

B 

経過時間(時間)

国 4 暴露試験終了後の飼育111*'"叩薄存オゾン護度の変化 (n ~l 1) 

ホ暴露試験終了後口時間の対照区の溶存オゾン濃度の平均値(n・20)1;1

0.02土日日l除，/L

滑走細菌症に対する治療効果及び作業安全性の確認

について

滑走細菌症に対する治療効果について

供試魚、の滑走細菌症の発症状況の結果を表 7に示

した。オゾンナノパブ‘ル処理区の発症率は， 対照[三

と比較して有意に低かった。

試験区

表7供試1.(¥の滑走細菌症の発症状況

供;武尾 発前i状況判

数(J毛) 発症魚(尾) 未発出i令魚(尾)
14 

(11/3)吋 (0/1)

(0/6) (0/9) 
40 

15 

船
内
虻

ω対照区

オゾンナノバアノレ

処f!IUメ
15 

本 i 滑走細菌症の発症のH~!\(立、特徴的な症状(口昔日発赤及び体表
びらん)の有無及び忠削lからのrmarilimumの分離により確認、‘

本2:(死亡命、/生校長，)
キ3対照13:とオソンづノハブノレ区の!日iに有意な差が認められた (p<O.05). 

2 作業安全性の確認について

実験施設内における大気中のオゾン濃度を測定し

た結果を図 5に示した。試験期間中の大気中オゾン

濃度は，産業衛生学会が推奨する許容濃度(0.1ppm) 14) 

以 Fで、あった。
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図5オゾンナノバブル処理試験中における大気中オゾン濃度

本産業衛生学会が推奨する許容濃度は0.1即 m。
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in vitroにおける魚類病原微生物のオゾンナノバブ

ル殺菌・不活化効果について

StreptocoCClIS illiaeの殺菌効果

異なるオゾン濃度のオゾン海水に暴露した後の S.

llllae生菌数測定結果を表 8に示した。 0.25ppm区，

1.0ppm区， 2.5ppm区では，オゾン縄水暴露後に S

illiaeは確認されなかった。また， O.lppm区では S

IIlweが約 10分の lに減少した。対照区では生菌数

の減少は認められなかった。

表8溶存オゾン濃度別のStreptocoCClIS iniae MSI007株
に対する殺菌効果

1容存オゾン濃度 王宮薮(CFU/mL)
試験区

(mg/L) * 暴露前 暴露60分後

対照区 0.00 1. 8X 10" 1.4XIO' 
O. Ippm125 0.08 1. 8X 10" 2. 2X 10' 
0.25ppm区 0.25 1. 8X 10' く 10
1.0ppm区 1. 16 1.8X 10" < 10 
2.5ppm区 2.80 1. 8X 10" く10

*暴露開始直前Iの濃度

2 T.工.maω正αωIIげr叫 IIlU叩mの殺菌効果

異なるオゾン濃度のオゾン海ノkに暴露した後の T.

maritilll!llll生菌数測定結果を表 9に示した。0.15ppm

区， 0.20ppm区， 0.25ppm区では，オゾン海水暴露

後に T.maritilllulIlは確認されなかった。また， 0.lppm

区では T. maritimu/Ilが約 10分の lに減少した。対

照区における生菌数の減少程度は他の試験区と比

べ，低かった。

表9i容令:オゾン濃度別の Tellacibaculummaritimllm TC134株
に対する殺菌効果

溶有オゾン検度
試験|孟

(mg/L) * 

生菌数(CFU/mL)

暴露前 暴露60分後

対)!(!l亙 0.00 2.0XW' 6. 4X 10' 
O. IOppm区 0.10 2.0 X 10" 10 
O. 15ppm区 0.16 2.0 X 10' く 10

O. 20ppm区 0.20 2. OX 10" く 10

0.25ppml豆 0.24 2.0 X 10" く 10
*暴露開始直前の濃度

3 A. ocellatu/Ilの不活化効果

3段階のオゾン濃度のオゾン海水暴露による A

ocellatl仰の不活化率を測定した 3回の実験はいず

れも再現性の高い結果が得られたため，ここではそ

のうち l回の実験データを表 10に示した。0.2ppm

区と 0.3ppm区では，オゾン海水暴露後に A

ocellatum f子虫の 94.5~ 100%が不活化した。また，

O.lppm区では A. ocellatllm仔虫のうち 68.5~ 80.3% 

が不活化した。一方，対照区では 28.5~ 30.3%，酸

素ナノバブル区では 22.2~ 32.5%であり，両区の聞

に有意差は認められなかった。次に， 0.2ppmのオ

ゾン海水に 30分から 90分間暴露した後の d
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ocellatlllll不活化率を測定した 3回の実験について

も，ほぼ同様の結果が得られたため，ひとつの実験

結果のみ表 11に示した。60分区， 90分区では，オ

ゾン海水暴露後に A. oce!latulIl仔虫のうち 93.3~ 

100%が不活化し， 30分区でも 81.4~ 85.5%が不活

化した。

表10溶存オゾン濃度別のA.oceJ Jatllmに対する不活化効果

溶存オゾン濃 虫体数(虫体/mL) 不活化率

度(mg!mL)・ 不活化数 全数 (%) 
試験区

対照区 0.01 43 142 30.3 
~素ナノハブ‘ル区 0.01 50 154 32.5 

。.lppm区 0.10 114 142 80.3 
0.2ppm区 0.20 128 130 98.5 

~区 0.30 151 154 98.1 
本暴露開始直前の濃度

表11暴露l時間別のA. oceJJatumに対する不活化効果

試験区
括主存オゾン濃 虫体数(虫{本Iml) 不活化率

度(伺g/mI). 不活化数 全数 (%) 

対照区 0.01 35 123 28.5 
自主素ナノバブル区 0.01 34 112 30.4 

30分区 0.20 83 102 81. 4 
60分区 0.20 117 119 98.3 
90分区 0.20 91 91 100.0 

キ暴露開始直前の濃度

考察

魚種ごとのオゾン耐性について

オゾンマイクロバブル・ナノパブソレを治療・予防

に利用する上で，各魚種のオゾン耐性を把握するこ

とは重要であるが，カンパチ， ヒラメ及びアユにお

いて検討されている 6).R)のみで，その他の魚種につ

いては検討されていない。園内の増養殖対象種は多

I[皮に渡るが，オゾンナノパフソレの活用検討は，魚種

の特性や活用方法を考慮に入れながら，既存の水産

用医薬品では治療・予防方法が限定されている魚種

から検討を始めるべきと考える。そこで，今回はモ

デ‘ルケースとして，本県において新魚種として開発

を進めており，利用できる水産用医薬品が他魚種と

比べ限定されているカワハギを選定し，オゾン耐性

について検討を行った。また，疾病対策手法が少な

い寄生虫病に対し，東京大学と共同でオゾンナノパ

ブ、ルを用いた対策手法を検討する中で，マダイのア

ミルウージニウム症を実験モデルとしたため，マダ

イのオゾン耐性についても検討を行った。

暴露試験中の飼育水中の溶存オゾン濃度は，発生

装置停止直後が高く，止水飼育終了後は低下した。

これは海水中に浮遊する有機物とオゾンナノパブ、Jレ

が反応し，オゾンナノパブノレが消滅してしまうため

と考えられた 5)。また，オゾンナノバブルに暴露し
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た区は，ナノパフツレ発生装置稼動前と比べ，ナノパ

フ守ル発生装置停止後の方が溶存酸素濃度が上昇し

た。これは，メーカーに問い合わせたところ，ナノ

バブル発生装置にオゾンを供給するオゾン発生装置

のオゾン発生効率が概ね 8~ 10 %程度とのことで

あり，発生装置からはオゾンナノバブルが添加され

るとともに酸素ナノパフ守ルが添加されたためと 考え

られた。また，オゾンナノバブノレに暴露した区は試

験中，高い溶存酸素濃度を維持できたことから，酸

欠が発生する可能性が低いことが示唆された。

カワハギのオゾン耐性については， 今回の結果で

は，スタート時の溶存オゾン濃度が 0.25mg/L以 F

で 60分以内の暴露時間であれば死亡が認められな

かった。一方，マダイのオゾン耐性については，ス

タート時の溶存オゾン濃度が 0.2mg/L以下で 90分

以内の暴露時間であれば，死亡が認められなかった。

しかし，高濃度に暴露した区では， 二次鯉弁上皮の

剥離が観察されたc 三村ら 15)は，ヒラメ稚魚、を死

亡するまでオゾンを暴露して鯨組織を観察したとこ

ろ， 二次偲弁上皮の剥離が観察されたことを報告し

ていることから，飼育水中のオゾンが鯨組織に傷害

を与え，致命傷になると考えられる。

また， 7Ki昆とオゾン耐性について検討した例はな

いが，一般に魚類の酸素消費量は水温の上昇ととも

に直線的に増加するとされていることから 16) オ

ゾンによる魚類への影響は水温の上昇により大きく

なることが予想される。このため，今回の試験では，

夏季の水温に相当する 25ocに加温して試験してい

ることから，死亡が認められなかった暴露条件では

オゾンの影響はないと考えられた。

水平感染防除対策について

オゾンナノバブルの暴露は，エドワジエラ症の発

症率を有意に低減できたことから，菌接種魚からの

水平感染を低減で、きたと考えられた。

ところで，細菌感染症の対策においては抗生物質

等における投薬治療やワクチンによる予防が考えら

れる。 このため，エドワジエラ症に対してもワクチ

ンに関する研究 17)が進められていたが，E. tm由が

好中球等の食作用に対して抵抗性を有することが示

されたことから 18).19) 本疾病に対するワクチン開

発は難しいと考えられる。そのうえ，ヒラメ病魚か

ら分離された E.tardaについて耐性株の報告，20)があ

り，薬剤による治療の困難化が懸念されていること

から，従来考えられた方法で、はエドワジエラ症対策
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として有効性が低い可能性がある中，オゾンナノパ

ブールを活用して木症の対策について検討した結果，

養殖現場に近い環境でオゾンナノパフ、ルの有効性が

示されたことから，飼育現場におけるエドワジエラ

症の新たな予防対策として期待される。

飼育水の殺菌効果について

飼育水中の E. tarda生菌数は菌接種死亡魚、の尾数

が多いほど，増加する傾向がみられた。松岡 9)は実

験的に E. tard，αに感染させた魚、が死亡すると排菌量

が増加し，最大 108~ IO'CFU/尾・ 10分の起病力の

強い E. tardaを排出したことを報告 しており，今回

の実験結果と 一致する。また，オゾンナノパブ、/レ処

理により，飼育水中の E.tardaが 10分の lから 100

分の l程度減少し，発病率の減少に繋がったと考え

られる。病魚、は大量に E.tardaが排出することから，

死魚、の取り tげを行ったとで，オゾンナノパフツレ処

理を行 うことで，より効果的なエドワジエラ症のま

ん延防止策として期待できる。

滑走細菌症に対する治療効果について

試験結果より，供試魚の滑走細菌症の発症率はオ

ゾンナノパフツレ処理区ーが有意に低かったことから，

オゾンナノパブノレ処理は滑走細菌症の予防及び初期

の治療に効果がある可能性が推察された。滑走細菌

痕は，マダイ，クロダイ，ヒラメなど，種々の海産

魚類で確認されており，種苗生産場や養殖場で、発生

する主要な細菌病のひとつとなっている 11)ヱl)@ し

かし，本疾病のワクチン開発においては，マダイに

おいて一部有効性が示されたものの，実用化までに

は至っていない 功。 このため，オゾンナノバブル

処理は，種百生産や養殖の過程で発生する滑走細菌

症において，有効な対策のひとつとして期待できる。

作業安全性の確認について

試験期間中の実験施設内の大気中オゾン濃度は，

産業衛生学会が推奨する許容濃度 (O.lppm)14)以下で

あったことから， 本暴露条件下における作業安全性

が確認された。

飼育排水のオゾン濃度と環境への影響について

オゾンナノパブ守ル処理区における飼育水中の溶存

オゾン濃度は，発生装置停止直後が高く，止水飼育

終了後は半分以下に減少した。これは海水中に浮遊

する細菌等の有機物とオゾンナノバブルが反応し，
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オゾンナノパフ、/レが消滅してしまうためと考えられ

た 九 また，排水中の溶存オゾン濃度は，時間経過

とともに減少し， 3時間後には対照区とほぼ同じ数

値まで減少した。このため，オゾンナノパブ〉レ処理

を行った飼育排水が，環境へ影響を与える可能性は

低いと考えられた。また，飼育水中の溶存酸素濃度

についても検討したが，飼育水中の駿素濃度は高い

濃度で維持できたため，本暴露条件下における飼育

環境への影響は低いと考えられた。

ill vitroにおける魚類病原微生物のオゾンナノバブ

ル殺菌・不活化効果について

S. iniaeのオゾンナノバブル殺繭効果では，溶存

オゾン濃度 0.25mg/L以上において，強い感受性を

示し，溶存オゾン濃度が 0.08mg/Lでも 10分の l程

度減少した。S.spにおける海水中でのオゾン感受性

は溶存オゾン濃度 0.168mg/Lに 60秒の処理をする

ことで 99.9%の殺菌効呆があるとされており 2) オ

ゾンナノパブ、ル海水においても同様の殺菌効果があ

ると考えられた。また先に示したカワハギでのオゾ

ン耐性の結果より，スター卜時の溶存オゾン濃度が

0.25mg/Lで 60分間暴露しでも影響がないこと考え

られるので，カワハギのS. iniae感染症においても

オゾンナノパブ、/レ処理は有効で、ある可能性が高い。

カワハギは認可されている水産用医薬品が少なく，

また認可されているワクチンはないため治療・ 予防

手段が限られている 23)ことから，オゾンナノバブ

ル処理による疾病予防効果の開発が期待される。

次に T. lIlaritimulIlのオゾンナノパブ、ル殺菌効果

についてであるが， 0.15mg/L以上で強い感受性を

示していることから，本暴露条件下においては，溶

存オゾン濃度 0.15mg/L以上で T. lIlaritilllulIlは殺菌

されていると示唆された。

また，A. ocellatulIlについては，濃度別のオゾン

ナノバブル不活化効果を検討すると共に，効果が最

も高かった濃度において暴露時間も検討した。その

結果，A. ocellatulIl仔虫については，本暴露条件下

で，溶存オゾン濃度 0.2mg/L以上，暴露時間 60分

以上で暴露すれば，効果的に不活化できると考えら

れた。

以上の結果より il1 vitroにおいてではあるが，

細菌性疾病のみならず寄生虫疾病についても，感染

防除効果の可能A性が示されたことから，オゾンナノ

バブルによるさらなる疾病対策技術の向上が期待さ

れる。
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