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餌料生物培養 

 

荒井雄大・五味勇気 

 

目 的 

１．ナンノクロロプシス培養 

マダイ及びアユ種苗生産における生物餌料の栄養強

化，ならびにアユ種苗生産における飼育水への添加に

使用するナンノクロロプシスを培養し供給する。 

 

２．Ｓ型ワムシ培養 

マダイ及びアユ種苗生産に使用するＳ型ワムシを培養

し供給する。 

 

方 法 

１．ナンノクロロプシス培養 

培養に用いたナンノクロロプシスは，前年度から当室

で維持してきた株及び市販の冷蔵ナンノクロロプシスを

用いた。培養水槽は，屋外コンクリート水槽（5×10×1.2

m，以下，「C 水槽」）14 面と屋内コンクリート水槽（3×9

×1.5m，以下，「R 水槽」）を使用した。水槽底面に 10

個の角形エアストーン（5×5×17cm）を均等に配置し，通

気によって培養水を撹拌した。培養水量の上限は，季節

的な受光量や水温の変化に合わせ，30～40 kL とし，培

養日数は 10 日前後とした。 

培養から収穫までの手順は以下の通りとした。C 水槽

を洗浄し自然乾燥した後に，収穫時のナンノクロロプシス

海水の一部15～20kLを移槽し，新規の培養を開始した。

その後，細胞密度が 1,500 万細胞/mL 以上に達する度

に，1,000 万細胞/mL を目安に 1 日当たりろ過海水1～5

kL を注水した。ろ過海水は，あらかじめ別の水槽に貯め

ておき，殺菌と原生動物の駆除を目的に，次亜塩素酸ナ

トリウム溶液（有効塩素12％）をろ過海水１kL 当たり 80mL

（有効塩素量10ppm）添加し，約1時間後にチオ硫酸ナト

リウム溶液で中和したものを使用した。 

施肥は，開始時及び施肥後3 日以上が経過し，アンモ

ニア濃度が1.5mg/L以下になった場合に行った。施肥量

は，硫酸アンモニア（「硫安」エア・ウオーター・ケミカル

㈱）100ｇ，過リン酸石灰（「粉状 17.0 過燐酸石灰」日東エ

フシー㈱）20ｇ，肥料用有機金属錯塩（「クレワット 32」ナ

ガセケムテックス㈱）5ｇを1単位とし，培養状況に応じて1

～5 単位を添加した。 

培養中に原生動物が増殖した場合は，適宜に次亜塩

素酸ナトリウム溶液（有効塩素 12％）を培養液に加えて，

原生動物の増殖を抑制した。なお，培養液中の原生動

物が著しく増殖した場合は，元種として使用しなかった。 

収穫は，原則として，培養水量が 30～40 kL となり，細

胞密度が1,500万細胞/mL以上で，低水温期は1,200万

細胞/mL 以上で，アンモニア残留濃度が 1.5mg/L 以下

を対象とし，培養水 10～15kL をポンプで屋内調温水槽

(2.5×10×1m)へ回収し，残りの培養水は必要に応じて，

先述した通り，元種として新規の培養に供した。屋内調温

水槽に回収した培養水は，中空糸膜ろ過式の微細藻類

濃縮装置（「ENRICH-100」㈱荏原実業）で約 250 倍に濃

縮した上で供給した。 

また，培養状況を管理するため，各水槽から約 100mL

採水し，血球計算板による細胞密度の計数，pH 測定，検

鏡による原生動物やフロック形成の有無の確認を行うと

共に，必要に応じてアンモニア濃度測定（｢パックテスト｣

㈱共立理化学研究所）を実施した。なお，水温は，特定

の１水槽について毎日測定した。なお，収穫後の濃縮液

についても同様に細胞密度を計数した。 

 

２．Ｓ型ワムシ培養 

高密度植え継ぎ方式により，Ｓ型ワムシの培養を行っ

た。培養時間は 48 時間で，培養開始時の接種密度は 1,

000個体/mLとし，収穫時の密度は4,000個体/mLを目標

とした。水槽は，容量 2.0kL の角型 FRP 水槽を使用し，

培養時の水量は供給量に応じて1.0～1.7kLに調整した。
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培養水は水道水を加えて 80％に希釈したろ過海水に，

原則として次亜塩素酸ナトリウム溶液（有効塩素 12％）を

１kL 当たり 200ml（有効塩素量24ppm）添加して一晩消毒

した後に，チオ硫酸ナトリウム溶液で中和したものを使用

した。また，１水槽につき容量 1ｋＷのチタンヒーター3 本

及びサーモスタット 3 台を使用し，培養水温を 28℃に調

温した。 

餌料は濃縮淡水クロレラ（「生クロレラV12」クロレラ工業

㈱）を用いた。濃縮淡水クロレラの給餌量は，培養水量 1.

7kL の場合，培養開始から 24 時間後まで 9L，その後 48

時間後まで11L，総給餌量を20Lとした。給餌方法は，開

始時と 24 時間後に 0.7L を給餌し，残りは定量ポンプを

使って一定量を連続給餌した。なお，定量ポンプによ

る給餌が時間内に継続するように，濃縮淡水クロレラは

水道水で希釈し使用した。 

48 時間の植え継ぎ方式の場合，収穫を連日行うには

接種日を 1 日ずらした 2 つの植え継ぎ系統が必要であ

る。この 2 系統からなる植え継ぎ培養の流れを 1 単位と

し，需要量に応じて，最大3 単位とした。 

本年度は，近年発生している培養不調の対策として，

渡辺ら(2005)のグルタールアルデヒド1,250mg/L で30分

間処理によるワムシ卵の消毒を定期的に実施し，この消

毒卵より立ち上げたワムシを元種として接種することとし

た。 

本年度は前年度と同様，2 次培養（栄養強化）における

1 次培養由来の細菌増殖を抑制及び収穫時のワムシの

活力低下を防止するため，培養水と同様に消毒を施し，

同温，同塩分に調整した水で洗浄した後に，2 次培養槽

へ移槽した。 

 

結果及び考察 

１．ナンノクロロプシス培養 

培養期間中におけるナンノクロロプシスの保有水量

（2,000 万細胞/mL 換算）と培養水温の推移を図１に示し

た。培養は 4 月 1 日～14 日，9 月 13 日～翌年 3 月 31

日に実施した。保有水量は 10 月下旬に 150 kL に達し

た後，2 月下旬にかけて 100～150 kL で推移した。3 月

上旬以降は，水温の上昇に伴い，約 200 kL まで漸増し

た。 

濃縮処理結果を表 1 に示した。本年度の濃縮液の平

均細胞密度，平均回収率及び平均回収量は，44.8 億細

胞/mL，59.3％及び31.2L/回で，前年度の48.9億細胞/

mL， 62.3％及び 31.0Ｌ/回とほぼ同程度であった。 

濃縮液の総生産量は，4,061L で，このうち餌料生物

の栄養強化用として 3,906L を冷凍したほか，11 月5 日

～12 月 6 日にアユ種苗生産時の飼育水槽添加用とし

て 155L 使用した。 

 

 

 

２．Ｓ型ワムシ培養 

魚種別のワムシ供給数の結果を表2に，収穫数，供給

数及び接種数の推移を図2 に示した。 

マダイへの供給期間である 5 月中旬から下旬にかけ

て培養不調が発生した。5 月 18 日，マダイ種苗生産の

栄養強化中に緩慢な遊泳，沈降して動かないといった

活力の低下が観察された。その後培養でも同様の状態

が観察され，増殖が停滞した。不調の原因を特定する
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図1 ナンノクロロプシス保有水量および水温の推移

表1　ナンノクロロプシス濃縮処理結果

月 回数 総回収量 平　均 平　　均 平　均
回収量 細胞密度 回収率

(Ｌ) (Ｌ/回) (億cells/mＬ) (％)
4 14 585 41.8 36.0 55.7
10 9 220 24.4 34.5 66.3
11 14 361 25.8 35.4 68.1
12 20 574 28.7 57.7 65.6
1 16 410 25.6 52.6 46.6
2 20 675 33.7 53.1 49.9
3 32 1,237 38.7 44.2 63.0

合計 125 4,061
平均 31.2 44.8 59.3

濃縮液
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ことはできなかったが，昨年度及び一昨年度の培養不

調時と状況が類似していたことから増殖阻害細菌によ

るものと推定し，不調となったワムシを廃棄した。富津

生産開発室よりワムシの分与を受けながら，7 日間隔で

行っていたワムシ卵の消毒を 0～3 日間隔で実施し，頻

度を増加させ，マダイへの供給を停止させず，計画ど

おりに供給した。なお，ワムシ卵の消毒回数は 4月5日

～6 月 14 日の間で 16 回であった。 

アユへの供給期間においても，消毒卵より立ち上げた

ワムシを定期的に元種として接種し，計画どおりに供給し

た。ワムシ卵の消毒回数は 10 月4 日～11 月25 日の間

で 15 回であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．今後の課題 

本年度は昨年度及び一昨年度に続きマダイ種苗生産

時期に，増殖阻害細菌が原因と推定される培養不調が

発生した。 

消毒卵から立ち上げたワムシは 5 日程度で元種として

接種可能な個体数に増殖するため，来年度は少なくとも

5 日おきにワムシ卵の消毒を実施し，それを元種として接

種していくことで，効果のある培養不調対策として確立を

図る。併せて，卵消毒作業の効率化について検討を行

う。 
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表2　魚種別ワムシ供給数

供給数

(億個体）

マダイ 4/20～6/23 4,261

アユ 10/25～12/8 1,881

合計 6,142
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図2 ワムシ収獲数，供給数および接種数の推移


