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餌料生物の生産 
 
深山義文・宇都康行・高草木将人・庄司泰雅 

・鈴木和良・牧野 直 

 
目 的 

 
ヒラメおよびマコガレイ種苗生産における生物餌料

として，ワムシ（S型ワムシ）を生産，供給する。 

 
方 法 

 
【ワムシ】 

(独)水産総合研究センターの「水産生物遺伝資源保

存事業（ジーンバンク事業）」により同センター日本

海区水産研究所能登島庁舎（旧能登島栽培漁業センタ

ー）より購入したS型ワムシ八重山株を使用した。 

【培養水槽等】 

培養は連続培養とし，培養水槽および収穫水槽には，

25kL容円型FRP水槽(水量25kL，以下「R水槽」)を用

いた。また，培養水温は，温水パイプ式加温装置によ

り25℃に設定した。 

通気は，ユニホースによる空気通気と酸素発生器（オ

ージネーター600(酸気社)）による酸素通気を併用した。

ユニホースは，R水槽の側壁部に4箇所設置して反時計

回りのゆるやかな流れが生じるようにし，酸素通気は，

2 本の小型酸素分散器をユニホースに近い場所に配置

して行った。 

【餌料】 

餌料は，濃縮淡水クロレラ（クロレラ工業，以下「淡

水クロレラ」）を使用した。給餌にあたっては，餌料

を冷蔵庫（4℃）内の容器に収容し，定量ポンプ

（EH-B10VC(イワキ)）を用いることで 1 日分の餌料を

22 時間程度かけて連続給餌した。給餌量の基準は，淡

水クロレラ11～14L/R水槽/日とし，ワムシ培養密度の

増減を見ながら適宜加減した。 

【培養環境の維持】 

培養水中に生じたワムシ排泄物等の懸濁物は，貝化

石（ロイヤルスーパーグリーン(グリーンカルチャア)）

の散布により沈降させることで培養水中から除去した。

散布量は 0.2～0.5kg/日/水槽程度とし，懸濁物量が増

加した場合や，一般的に培養環境悪化の指標生物とさ

れている線虫やツリガネムシ等が出現した場合，ユー

ロネマが増加した場合には増量した。 

【注水および収穫】 

培養水槽への注水用の海水は，あらかじめ別の水槽

に貯めた 80％海水を次亜塩素酸ナトリウム溶液（有効

塩素濃度10ppm）で殺菌して30分後にチオ硫酸ナトリ

ウムで中和したものを使用し，小型の水中ポンプを用

いて培養水槽に連続的に注水した。 

ワムシの培養密度は200～300個体/mLを目安とした。

培養水槽への日間注水率は 40％を基本としたが，培養

状況に応じて適宜調整した。 

培養したワムシは，内径25㎜のカナラインホースを

用いたサイホンにより培養水ごと収穫水槽に移した。

収穫水槽には 255 目合いのナイロン網で覆ったアンド

ンを設置し，収穫水槽の水量が設定(約 20kL)を越えた

場合には海水だけ排水されてワムシが水槽中に残留す

るようにした。 

収穫水槽に貯まったワムシは，水中ポンプで培養水

ごと汲み出し，ナイロン製の手網でこし取ることによ

り収穫した。収穫したワムシは紫外線照射済みのろ過

海水で洗浄し，栄養強化槽（1kLポリカーボネート水槽）

に収容した。 

【計数と測定】 

ワムシの個体数および卵数，培養水槽内の水温と溶

存酸素量は午前8時30分と午後3時15分に，培養水

中の餌料残量とpH は午前8時 30 分にそれぞれ測定し

た。 

 
結 果 

 

培養結果を表 1 に，培養期間中の餌料使用量と供給

量を表 2 にそれぞれ示した。なお，「供給量」は栄養

強化槽へ供給した量であり，魚類の生産水槽に直接供

給したものではない。 

これまで，当室のワムシ培養では餌料として淡水ク

ロレラ(過去には自場で培養したナンノクロロプシス)

とパン酵母を併用してきたが，パン酵母を併用した培

養ではしばしばワムシの増殖率が低くなり，またパン

酵母の使用量が多いほど増殖が不安定になる傾向があ
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った。このため，本年度は餌料としてパン酵母を使用

せず，淡水クロレラのみで培養を行った。 

この結果，淡水クロレラを十分に給餌できなかった

R-8(2 回次)で餌料不足によるものと思われる培養破綻

が発生した(ワムシの不調により培養終盤の残餌量が

急増したため，表1の平均残餌密度が多くなっている)

以外は，ほぼ全ての事例で安定して30日間程度の培養

を維持することができた。 

本年度実施した淡水クロレラのみを餌料とした培養

は，パン酵母を併用した場合と比較して高コストとな

る。しかし，それぞれの方法による培養結果を比較す

ると，ワムシの平均日間増殖率はH24年度が51.4％，

H23 年度が 37.0％と前者で向上が認められ，また培養

10日以内の培養破綻例の割合(以下、培養破綻率)はH24

年度が8.3％(1/12)，H23年度が15.4％(2/13)と前者の

培養破綻率は後者の半分程度に減少した。 

 

 

以上のことから，淡水クロレラのみを餌料とした培

養は，パン酵母を併用した培養と比較して，日間増殖

率が向上し，培養の安定化にも有効であると考えられ

た。 

 なお，本県のヒラメ種苗生産体制の見直しに伴

い,H24年度のヒラメ種苗生産はH24年3月に開始され

た。このため，本報告書における培養結果等について

も，ヒラメの事業年度と整合するようにとりまとめた。 

 

今後の検討課題 

 
引き続き，淡水クロレラのみを餌料とした培養の事

例を積み上げ，過去に実施していたパン酵母併用法と

の比較から，ワムシの増殖率と培養の安定性およびコ

スト面での効果を検証していく。 

 
 

 

平均培養 平均残餌密度 
** 平均給餌量

密度 
* 淡水クロレラ 淡水クロレラ 備考

(個体/mL) (×10
4
cells/mL) (L/水槽/日)

R-4 [1] 3/11～4/13 [34] 238.6 56.2 25 11.5
R-8 [1] 3/11～4/5 [26] 235.9 57.0 28 11.1
R-12 [1] 3/20～4/16 [28] 248.4 46.4 17 11.7
R-11 [1] 3/28～4/16 [20] 237.2 48.1 16 11.3
R-4 [2] 5/16～6/13 [29] 245.5 53.5 39 10.4
R-8 [2] 5/16～5/27 [12] 191.7 35.2 162 8.3 10日目に急減
R-12 [2] 5/28～6/26 [30] 273.6 52.7 10 11.5
R-8 [3] 5/31～6/20 [21] 245.4 55.4 12 11.3
R-11 [2] 6/3～6/25 [23] 286.1 54.2 10 11.5
R-4 [3] 12/24～1/22 [30] 283.6 50.6 58 11.5 30日目に急減
R-8 [4] 12/31～1/30 [31] 297.7 52.8 18 11.9
R-12 [3] 1/7～1/30 [24] 310.7 54.1 20 12.1

平均 257.9 51.4 34 11.2
 * 収穫を行った期間中の平均ワムシ密度
 ** 毎日8:30に計数を行った時点の値

培養期間 [日数]
水槽番号

[培養回次]

平均日間
増殖率
（％）

表１ 培養結果 

表２ 培養期間中の餌料使用量とワムシの供給量 

年 月 餌料使用量

濃縮淡水クロレラ 対象魚種 供給量(×10
8
個体)

（L）

H24 3 648.9    ヒラメ 434   

4 542.0    ヒラメ 760   

5 293.3    ヒラメ 66   

6 902.8    ヒラメ 1,166   

12 91.1    マコガレイ 10   

H25 1 886.2    マコガレイ 1,144   

3,364.3    3,580   

供給量

合計


