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実験用の飼育装置1)

安楽正照

西海区水産研究所

Continuous Culture Systems of Zooplankton 

Masateru ANRAKU 

Seikai Regional Fisheries Research Laboratory, Nagasaki 

Abstract 

Four, three previously reported and one new, continuous culture systems for marine zoo-

plankton were described, i.e. Greve’s Planktonkreisel (GREVE, 1968, 1970; RICE and WILLIAMSON, 

1970), Sastry’s recirculating sea water system (SASTRY, 1970), Zillioux’s continuous recirculating 

culture system for planktonic copepods (ZILLIOUX, 1969, 1970), and the present author’s culture 

system which has been constructed by modifying the arrangements of ZILLIOUX (1969) and SASTRY 

(1970). 

The present recirculating culture system was designed in order to maintain laboratory popula-

tions of copepods and cladocera to use in chemical analyses of body components and physiological 

experiments. This device could also be used to keep seed zooplankton which will be necessary 

as foods of fish larvae production in marine fish farming. 

The schematic diagram of the present system is shown in Fig. 5. Medium, natural sea 

water, in two culture tanks (A, B), with the capacity of 30 l, respectively, flows into no. 1 lower 

reservoir (C) through nylon netting (37 μ in mesh opening) having surface area of 420 cm2. A 

level switch (D) in tank C operates when medium is五!ledup to certain level. A chemical 

pump (E) is then driven to push the medium into the upper filtering tank (F) furnished with 

glass wool五lter. Medium then flows into the foam tower (G) made of glass tube, 10 cm×120 

cm, at the velocity of 300 ml/min. The tower effluent then flows into charcoal tube, 10 cm×50 

cm (H), and then into no. 2 lower reservoir (1), where it remains until a level switch (J) ac-

tivates a chemical pump (K). Medium then forced through two cartridge五lters(L, M) and into 

the upper reservoir (N). The mesh size of the五ltercan be selected depending upon the purpose. 

The processed medium is then delivered to the culture tank at a constant rate. 

The air bubbles to the foam tower are supplied through a system which is composed of an 

air pump (0), charcol tube (P), drying tube (Q), empty jar (R) and a hydrator (S). Excluding 

two chemical pumps and the air pump system, the whole system is kept in a constant temperature 

room to maintain an appropriate water temperature to culture respective species. 

緒言

動物プランクトン飼育技術の開発は，生活史の究明，生理学的研究，栽培漁業における魚類種苗の初期餌料と

しての大量増殖などの必要性などにせまられて，近年徐々に活発になってきた。しかし，未だに普遍的な飼育方

法はなく，各研究者の創意によって目的に応じた装置が工夫されているのが現状で，今後これらの研究分野の発

展を望むには，安定した実験動物の飼育技術と共通性のある飼育装置を完成して併用することが肝心である。

最も簡単な飼育装置は適当な容器に，海水，動物プランクトン，および餌料を入れ，適水温のもとで観察を行

なうことで，容器の形や大きさはフィンガーボーノレ，三角フラ九コなど殆んど限りがない。この種の容器では大

量の個体をとり扱う場合，個数を大量に準備しなければならない不便な点があるが，仕切りっきの透明プラスチ

ック箱の使用などによってかなり改善されてきた。飼育用の水は普通止水であるので，実験動物の不均一な分布

1) 西海区水産研究所業績第296号（Contributionsfrom the Seil但 iRegional Fisheries 

Research Laboratory, No. 296) 
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を起しやすく，また餌料生物の不均一分布や酸素不足も起るので，実験動物を傷けないように水を度々交換する

ととが必要である。また，バクテリアをコントローノレするために，各種の抗生物質を使用することもあるが，薬

品の種類・潰度や対象生物の種別によって有効であったり，有害であったり結果はまちまちである。

閉鎖式の場合のかくはんはガラス板を自動的に上下させる古典的な方法や通気などがあるが，特に前者は実験

動物を傷ける傾向があるので望ましくない。水柱に気泡を通す方式は，泡の付近では激しい水の動きがあるが，

その他の部分の疏動は少なく，水槽全体で活発に通気するとデリケートな種に対しては成長と生残りによくない

影響をあたえる。

上述のように止水方式には種々の不利益な点があるので．それを改善させるために飼育水を循環させる方式が

導入された。海水を豊富に使用できる場合には，解放循環（流水〉方式が採用できるので，通気やバクテリア処

理の必要はない。細かい観察を行なう際には，絶えずいっぽうから流入し他方から流出してゆく適当な大きさの

水槽に，水が流通するように一面を網地で作った小型容器を多数収容して行なうことができるo いっぽう，希望

する性質の海水を大量に流しすてることができる場合は少ないので，閉鎖循環方式により，循環ポンプを用いて

水を貯水槽に入れ，それから飼育槽にまわす形式をとることが多い。海水には冷却，加温，通気， F過などいろ

いろな処理を行なうことができる。との方式の場合，飼育槽の流出口から動物プランクトンを如何にはなすかが

問題のーっとなる。

近年，局部的なはげしい通気を行なわないで，水をゆるやかに循環させる方法が用いられてきたが，本報告で

はその数例をあげ特徴を考察する。

方 法

1968年から 1970年までに発表されたいくつかの報告にもとづいて， GREVE,SASTRY, ZILLIOUXなど 3種

の飼育装置について説明し，さらに著者が西海区水研で試作した閉鎖循環装置（以下西水研型と呼ぶ〉について

もあわせて述べる。

結果と考察

1 GREVEの Planktonkreisel(GREVE, 1968, 1970; RICE and WILLIAMSON, 1970) 

動物プランクトンの飼育にあたって特に改善を要する点としては，不適切な水の流動による実験動物の運動の

さまたげや器壁などとの接触を少なくする，エアーレーションによる動物の損傷を防止する，水の影響と水の流

動状態がかたよるために飼育槽の特定の場所に生物が集まらないようにする，などの諸点があげられる。

この装置は従来しばしばみうけられたとれらの不適切さを改めるために工夫された大きな丸いガラス容器（35

cm×35 cm）で内側に砂のフィノレターと中心筒があり，飼育水はエアリフトによって循環し伊過される（Fig.l)。

空気は直径 4mm のパイプの先端のエアストーンを通り， 逆さまにおかれた漏斗の内側に噴出され，に入漏

斗の落下部分の直径 lOmmの管を上昇して水を持ち上げる。上昇した水はより径の大きい 27mmの採集管

り，伊過砂の近くに位置する直径 2mmのジェット噴出口を通って出る。ジェットのパイプの出口の大きさと流

出方向を工夫することによって適当なかくはん効果が得られ，しかも底をかきまわさないよう設置することがで

きる。

フィノレターは細砂，粗砂（サイズは 2種類）と牒の 4層が必要で，中心簡にむかつて高〈盛り上っているが，

との形によって沈降するプランクトンを再び循環の輪の中へ移動させる。水の循環速度は空気の供給量によって

調節でき， 1回転 20秒－4分の範囲に設定できる。

材料は水槽とジェット部分が硝子で，パイプと漏斗は PVC(Polyvinylchloride）である。

原型の変形としては Fig.2に示す doublekuvetteがあり，オリジ、ナルの水流が水平方向の回転であるのに

対して，この型では垂直方向の回転を採用している。したがって，との方式では水槽の中心にあった送水・通気

システムを槽外に移すことが可能となり，水槽のなかの動物をよく観察することができる利点がある。水槽の大

きさは 40×50×10cm で，縦に二つの部屋からなっているので，送水・通気用の採集筒やフィノレターの中で充

- 13ー
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分にかくはんされた水は， 1個のジェットを通って噴出されるので，両方の部屋の水の性質は全く同一であるし，

いっぽうをコントロールに使用することもできる。
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Fig. 1. Planktonkreisel. In the round jar, water rotation is caused by 

the air bubble water pump, which pumps the water from the bottom 

funnel to a higher level in the center column (After GREVE, 1970). 

air 

partilion J 

elevator lube 

collection lube 

sαnd 

gravel 

Fig. 2. Double kuvette. The partition divides the container in the upper 

part but allows the water to mix on its way through the substrate. The 

jets direct the vertical water rotation in each chamber. Two flash 

bulbs over the surface allow to take photographs (After GREVE, 1970). 

この装置はもともと櫛水母類の Pleurobrachiapileus （てまりくらげ〉の飼育のために開発されたものである

が，うりくらげ， Sagitta, Oikopleura などの飼育にも成功している。砂フィ Jレター方式では沈降する性質を

もった卵を産む種には適当でないと思われ，また空気力による循環は水の蒸発をさそい，塩分が僅かに上昇する

傾向があるので調節しなければならない。

2 SASTRYの再循環飼育装置（SASTRY,1970) 

実験動物の世話に手がかからず，管理時聞が最少ですむように，物理環境を一定に保つためのコントローノレ，
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廃残物をとり除く手段，ならびに物質分解の適度をゆるめ海水をきれいにする方法の三点を備えた飼育装置を組

立てた。

貯水槽からの海水はサイフォン作用と部分的に閉鎖された貯水タンクへの通気の圧力によって，流量計を経て

飼育槽へ移動する。飼育槽からの水は変速ポンプによって流量計や伊過，滅菌装置をへて再び貯水槽へもどる。

実験動物がタンクから流出しないように排水口を細かい目合いのナイロン網地で覆う。貯水槽の容量は 60l，飼

育槽は 10lでタイプ HA,0.45μ のミリポアフィノレターで炉過した海水を満たす。また，バクテリア制禦のた

めにはストレプトマイシンなどの抗生物質を使用した。流量は 80ml/minに保たれ，流入と流出を調節するこ

とにより飼育槽の水位を一定に保った（Fig.3）。

Fig. 3. Schematic diagram of the re-circulating sea water system employed 

(After SASTRY, 1970). 

水温の調節は貯水槽を冷凍循環式の恒温槽にいれて行なった。一度，飼育槽の水温にあわせて恒温槽の温度を

調節するとかなり長期間安定して維持された。光の条件は蛍光灯により 14時聞を明， 10時間を暗として時間制

禦した。塩分の変化はなく実験中一定に保たれた。

飼育槽から出た海水はココナッツ炭を充したフィノレターを通して，廃残物をとり除き，溶存ガスを吸収した。

その後海水はカートリッジ式の 15μ のフレフィノレターと 0.5μ のフィ Jレターを通り，紫外線の殺菌灯で照射さ

れた後に再び貯水タンクにもどる。

この装置を用いて，水温と塩分を種々に設定し， 2種類のカニの幼体を飼育して，ともに五rstcrab stageに

達するまで成育させることに成功した。

3 ZILLIOUXのコベポーダ用連続循環飼育装置（ZILLIOUX,1969; ZILLIOUX and LACKIE, 1970) 

海産動物プランクトン，特にコベポーダを化学分析などの研究用に大量に用いる場合には，殆んど天然の採集

物に頼っているのが現状であるが，室内で大量に増殖させることができれば好都合であるので，この装置が開発

された。

このシλテムはつぎの二つの特徴を有する。すなわち，フォームタワー（気泡塔）を作って飼育水中の溶存有

機物を分離して減らし，さらに繊毛虫 Eiψlotesvannusを培養して添加することによって，バクテリアの増加

とデトライタスの蓄積をコントローノレすることに成功した。

Fig. 4はこの装置の模式的な表示である。タンクの材質はアクリライトで，パイフ。はパイレックス硝子，シリ

コンゴムおよびナイロンを用いた。ポンプの軸〈チタン製〉を除いて金属を使用せず，このほかに，ポリエチレ

ン，ポリビニールクロライド（PVC）なども部分的に用いてあるが，これらの材料はテストの結果プランクトン

に有害な作用はなかった。

2個の飼育槽の容量は各 100lで飼育水は槽内の幅いっぱいのとりはずし可能なスクリーンを通ってといの中

に入り，排水口から流出する。スクリーンは 74μ 目のナイロン網地で， 155cm2の表面積は 125ml/min／タン

~ 15 -
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クの水を通すのに充分ひろく，その近辺にプランクトンが集まることはなかった。最小のノープリアスはこの網

目を通らないが，食物である植物プランクトンは抜ける。飼育水はその後フォーム・タワーに入る。とれについ

ては後述するが，通気する空気は乾燥し，活性炭と蒸留水を通す。

タワーから流れ出た水はグラスウーノレのフィノレターを通過し，下部の貯水槽にたまり，一定の水位に達すると

レベルスイッチが作動してポンプが回転し，水は 15μ と 0.45μのカートリッジフィノレターを通過して上部の

貯水槽にたまる。光源としては 40W 蛍光灯を 1個用いた。

Fig. 4. Schematic diagram of copepod culture system. A no. 1 culture tank, B no. 2 

culture tank, C drying tube, D charcoal tube, E hydrator, F foam tower, G glass 

wool副ter, H lower reservoir, I level switch, J pump, K 15 μ cartridge filter, 

L 0.45 μ cartridge filter, M upper reservoir. (After ZILLIOUX, 1969). 

フォーム・タワーは直径 8.Scm，長さ 123cm の硝子管で，との装置によって溶存有機廃棄物をできるだけ

除去する。空気は直径 40mmのエアストーンから 400libの割合いで供給される。水はタワーの下方の lcm

径の硝子管を通り，水位の 2/3の高さのところから出て， エアストーンの下側の穴から出る。流入速度は・250

ml/minで，タワーの中に滞留する時聞は 27分である。タワーで生産された泡を完全かつ急速に除去すること

に最も注意をはらうべきである。今回のタワーでは溶存有機炭素の 27%を除去できた。

新しい試みとして，デトライタスとバクテリアのコントローノレのために，繊毛虫類の Euplotesvannus (75 μ) 

を培養し，必ず水槽に入れることにしたが，この種は水槽内で活発に摂餌したので，バクテリアの増加とデトラ

イタスの蓄積を制限するのに有効であった。

このシステムのもう一つの特徴は天然海水によらず人工海水のみを使用したことである。また，餌料植物プラ

ンクトンとしては，RhodomonasbalticaとIsochrysisgalbanaを1週間に2度供給し，飼育水中の潰度を 100,000

cells/mlとした。

その後，フォーム・タワーの後に位置していたグラスウールのフィノレターを，前に置きかえ，有機物をできる

だけ先に除去し，タワーの形態をかえて効率をたかめるよう工夫された。さらに， 1001水槽2個を 25l水槽8

佃に分け，水槽の数をふやして重複テストとコントローノレの設定に好都合なように改善し，同時にフォームタ

ワーの形態も改良し，タワーへの流量も 250ml/minから 300mlにやや増やした。

4 西水研型の循環式飼育装置

との装置はコペポーダや枝角類を実験室で常時飼育して，化学分析や生理生態実験の標本の入手を容易にする

ことと，動物プランクトンを大量増殖して魚類種苗の初期餌料として用いる場合の，タネの保存に役立つととを

目標に， ZILLIOUX(1969）と SASTRY(1970）の装置を参考にして著者が試作したものである。

飼育槽（Fig.5, A, B.各 30めからの水はナイロン No.66-S 350網地（目合 37μ） 製，表面積 420cm2の

流出防止用枠つきのネットを通って，下部第 1貯水槽 cc,30 l)へ流入する。との目合いからはコペポーダの

ノープリアスは通りぬけ難いが，小型の餌料植物フ。ランクトンは流れでる。貯水槽に水がたまるとレベルスイッ
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チ（D）が作動し，シールレスケミカノレポンプ（E,SL-7Sエレポン株式会社〉が回転して，水を上部の伊過槽

(F）に押し上げる。箱の中のグラスウーノレ層を通過した水は，フォーム・タワー（G）へ 300ml/minの割合い

で流入し，下部の流出口からマノメーターを経て，活性炭伊過筒（H）に入り，下部第2貯水槽（I)にたまり，

レベルスイッチ CJ) とポンプ（K）の作動により押し上げられてカートリッジフィノレター（L,M）を通過して

上部貯水槽（N）へ昇る。カートリッジフィルターは 1番目をプレフィノレターとし 2番目は 0.45μ または 3μ

のフィノレターを使用する。

フォーム・タワーへの通気は，ダイアフラム式の強力ミニポンプ車上型 KP-20-S(0，木下理化工業株式会社〉

と，同社の特殊ガラスフィノレター粒子径 No.3を 4個用いて適当量を送り出したが，空気はあらかじめ活性炭

(P），乾燥剤（Q），蒸留水（S）で処理した。

Fig. 5. Schematic diagram of recirculating system for culture copepod. A no. 1 

culture tank, B no. 2 culture tank, C no. 1 lower reservoir, D level switch, 

E pump, F glass wool五lter, G foam tower, H charcoal tube, I no. 2 lower 

reservoir, J level switch, K pump, L no. 1 cartridge剖ter,M no. 2 cartridge 

五lter,N upper reservoir, 0 air pump, P charcoal tube, Q drying tube, R empty 

jar, S hydrator, T constant temperature aeration system with thermoswitch. 

循環ポンプならびに通気用ポンプと関連装置を除き，他のシステム全部は前面アクリライトの箱に収納し，

サーモスイッチと連動した冷暖房調節器（K）を運転して，水槽の水温を希望の商きに保つようにした。光源ほ

20 W 蛍光灯2本と 30W 1本を用いた。

以上，四種類の装置について述べたが，何れも一長一短がある。 GREVEの装買は炉過のために水榊内の砂際

眉を用いているので，沈降卵を産む動物プランクトンに対しては適当ではない。この方式は，通気に上るエアリ

フトを用いているので特に複雑な機構はない。したがって，取扱いは簡単で故障が少なく，管理は容易である。

SASTRYの装置では炉過部分は飼育槽外に設けられ， 2種類のカートリッジフィノレターを用い，さらに活性炭

チューブや殺菌灯も備えている。流量の調節は変速の可能な循環ポンプによる。細かい自のフィノレターを使用す

る場合，餌料としてあたえる植物プランクトンなどの種類と漉度によっては，かなりつまりやすく頻繋に交換し

なくてはならないので経済的でない。

ZILLIOUX ならびに西水研型はともにカートリッジフィルターの他に，フォーム・タワーを設け，さらに西水

研型は活性炭チューブを用いて溶存有機物などを除去する効果を期待している。さらに， ZILLIOUXはバクテリ

アやデトライタスのコントロールに繊毛虫の一種を培養して飼育槽に入れ成果を得ているが，飼育押~j1/3のエコシ
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ステムの平衡を保つための手段として生物を利用することは賢明であり，この方法は今後活用すべきと考えられ

る。

飼育槽内の餌料の一部やコベポーダの糞は柚内に沈下し，遊泳脚やアンテナなどの付属肢の先端に付着し，や

がて死亡率が高くなる傾向があるが，沈降した有機物は生物の作用の他に人為的にも除去する必要がある。

PAFFENHOFER (1970）は 38 lのビーカーを，ユニバーサノレ・ジョイントにつけた枠に装置して，モーターで

毎分 2回転の割合でまわし，付属肢の刺毛やアンテナの欠損を防止した。との方法によると糞が容器の中央に堆

摘し，さらに実験動物は水中に均一に分布した餌料を効率よくたべることができるなど，非常によい効果を得て

し、る。

終わりに本研究の機会をあたえ終始関心を示された前西海区水産研究所々長平野敏行博士（現東京大学海洋研

究所教授〉に深謝する。

要約

1. GREVEの Planktonkreiselはエアリフトにより水を循環させ，水槽内の砂牒層によって伊過を行なう装

置で，比較的大型のプランクトン飼育に適する。

2. SASTRYの再循環装置は循環ポンプを用いて，飼育槽と貯水槽の問で水をまわすが，途中で活性炭と 2種

類の目合いのカートリッジフィノレターでF過し，さらに殺菌灯で浄化する。

3. 著者が新しく開発した西水研型の方式はZILLIOUXと同横にカートリッジフィノレター，フォーム・タワー

およびグラスウーノレを用いて溶存有機物や有機粒子を吸収して減少させ，さらに SASTRYにならって活性炭

チュープを用い，有機物を除去するよう配慮されている。
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