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酵母クリームと濃縮淡水クロレラ併用給餌による
ワムシの高密度大量培養

安部　謙・吉村研治・双田　崇

酒本秀一・吉松隆夫・田中賢二

（2001年10月30日受理）

High Density Mass-culture of Rotifer by Feeding Yeast Cream
and Condensed Freshwater Chlorella＊1

Yuzuru ABE＊2, Kenji YOSHIMURA＊3, Takashi SODA＊4, Shuichi SAKAMOTO＊5,
Takao YOSHIMATSU＊4,6, and Kenji TANAKA＊7

Abstract: Factory-made, condensed raw paste of baker’s yeast, Saccharomyces cerevisiae, i.e. yeast
cream was introduced as a culture feed in the effort to reduce the production cost of the rotifer,
Brachionus rotundiformis in high density culture system. Although a sole use of the yeast cream
could not attain stable rotifer growth, the maximum combination ratio of yeast cream to Chlorella
paste successful in high density culture of rotifer was obtained in the case of fifty-fifty in the labora-
tory scale culture. Semi-continuous culture in the practical scale through 30 days was conducted
with feeding 20 l/day of Chlorella paste during the 1st-10th day and the 50% replacement of it with
yeast cream during the 11th-30th day. During the test period, daily density and PV (packed vol-
ume) of rotifer were almost stable at 8×103 ind./ml and 8 ml/l, respectively. The yield co-efficiency
of rotifer production was not different between for the first 10 days (39.4×108 ind. /kl/day) and for
the next 20 days (40.1×108 ind. /kl/day). The cost of feed for the production of 108 individuals of
rotifer was 381 yen for the first 10 days and 313 yen for the next 20 days, decreasing by 20% with
feeding yeast cream. Moreover, concentration of total ammonia in the culture medium and lorica
length of rotifers were not changed with composition of the feed.
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多くの海産魚種の種苗生産において，消化管の未発

達な仔魚期にはワムシなどの生物餌料を給餌すること

が必要不可欠とされている1)。従来，このワムシは自

家培養したナンノクロロプシス，Nannochloropsis spp.

（以下ナンノと略す）を主餌料とし，その不足量を補

うために酵母類や淡水クロレラなどを補助餌料として

培養されてきた2)。しかしながら，自家培養で得られ

るナンノの密度は 2×107cells/ml前後と低いために培

養可能なワムシ密度はせいぜい数百個体/ml程度止ま

りであり，その生産性は低いものであった。このため，

ワムシの生産には多くの施設と労力を要した2,3)。

近年，市販の濃縮ナンノや淡水クロレラを給餌する
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ことで培養水中の餌料密度を高いレベルに維持するこ

とが可能となり，ワムシ密度が数千個体/ml，日間増

殖率が100%前後に達する高密度・高増殖速度での培養

（以下，高密度培養法4,5)と称す）が行われるようにな

り，普及しつつある6-13)。この高密度培養法の開発に

より，ワムシ培養の生産性と経済性（コストの削減・

省力化・省スペース化など）は飛躍的に改善された4,6)。

一方で，餌料費以外の諸経費が大幅に削減されたため

に，ワムシ生産費に占める餌料費の割合が 7～ 8割を

占めるまでに大きくなった4,6)。したがって，ワムシ生

産費の一層の削減を図るには，安価な餌料を模索し，

導入する必要がある。

先に述べたように，安価で市場供給が安定している

パン酵母がナンノの代替および補助餌料としてワムシ

の生産に導入され，その生産性と経済性が向上した経

緯がある14)。しかし，高密度培養法でパン酵母が餌料

として用いられた事例は現在までのところ見当たらな

い。そこで本研究では生パン酵母のクリーム状の濃縮

液（以下，酵母クリームと称す）を用いてワムシの高

密度培養を行い，その生産性と経済性を明らかにする

ことを目的とした。

予備実験により酵母クリーム単独給餌ではワムシは

高密度に増殖しないことが判明したので，本研究では

酵母クリームを淡水クロレラと併用することでワムシ

の高密度培養系に導入することを検討し，以下の 3段

階に分けて実験を行った。まず，実験Ⅰでは予め淡水

クロレラ単位給餌量当たりのワムシの生産量について

調べた。次に，実験Ⅱでは酵母クリームと淡水クロレ

ラの適正な併用割合を検討した。実験Ⅲでは淡水クロ

レラの単独給餌と，淡水クロレラと酵母クリームの併

用給餌でそれぞれワムシの生産を実用規模で行い，そ

の生産性と経済性を評価した。さらに，実験Ⅲでは餌

料組成の変化が培養水中のアンモニア濃度とワムシサ

イズに及ぼす影響についても調べた。

材料および方法

供試ワムシおよび培養餌料 本実験は1997年 7月から

1998年 7月にかけて実施した。実験には福岡県栽培漁業

公社で濃縮淡水クロレラを給餌して継代培養しているい

わゆる S型の海産小型ワムシ，Brachionus rotundiformis

（福岡株，一個体当たりの乾燥重量は1.6×10－7g）を用い

た。培養餌料には酵母クリーム，Saccharomyces cerevisiae

（オリエンタル酵母工業社製，商品名ロティフル）お

よび市販の濃縮淡水クロレラ，Chlorella regularis（日

清サイエンス社製，商品名フレッシュグリーン600，細

胞密度1.5～2.0×1010cells/ml，以下淡水クロレラと略

記）を用いた。

試験区の設定 培養実験は 3項目について実施し，

実験Ⅰ，ⅡおよびⅢとした。

淡水クロレラ単位給餌量当たりのワムシ生産量（実

験Ⅰ） ワムシ300万個体当たり淡水クロレラをそれぞ

れ10，20，30，40 ml/日給餌した 4区を設け，5日間の

バッチ培養を行った。なお，実験は 3回繰り返し行っ

た。

淡水クロレラと酵母クリームの適正併用割合（実験

Ⅱ） 淡水クロレラと酵母クリームの併用割合が容積

比で10 : 0，8 : 2，6 : 4，5 : 5，4 : 6，2 : 8および 0 : 10

の 7段階になるように餌料を調整し，それぞれをワム

シ300万個体当たり20 ml/日給餌した 7区を設け，5日

間のバッチ培養を行った。なお，実験は 3回繰り返し

行った。

実用規模での間引き培養（実験Ⅲ） 培養開始後10

日間は淡水クロレラを20 l/日給餌し，その後20日間は

淡水クロレラと酵母クリームをそれぞれ10 l/日ずつ等

量併用して給餌する計30日間の間引き培養を実用規模

で行った。

ワムシの培養 培養には砂ろ過海水（塩分，33～

35 psu）を希釈せずそのまま用いた。実験Ⅰおよび実

験Ⅱでは10 l水槽を用い，ワムシの初期接種密度は300

個体/mlとした。水温はウォーターバス方式により

32℃に設定し，酸素ガス通気速度は0.1vvm＊8とした。

給餌は午前中に 1回で所定給餌量を全量投与した。実

験Ⅲでは 1 kl水槽を用い，初期接種密度は4000個体/ml

とした。培養開始翌日から毎日培養水の50%（v/v）相

当量を間引き，その後，元の水量までろ過海水を補水

する操作を繰り返した。培養水中の懸濁物を除去する

ために懸濁物質除去装置5,9,13)を培養槽内に設置し，ワ

ムシの収穫後にこれを水槽外に取り出し毎日洗浄した。

水温は32℃，pH制御値は 7，酸素ガス通気速度は

0.03vvmとした。給餌には定量ポンプを用い，所定給

餌量を20時間かけて連続的に給餌した。

測定項目 ワムシのバイオマス変化の指標には個体数

密度（個体/ml）と遠沈法による充填容積量（Packed

Volume，ml/l，以下 PVとする）を用いた。個体数密

度の計数は培養水を10倍から100倍に希釈した後，1 ml

を定量ピペットでプランクトン計数盤上に移し入れ，

生物顕微鏡下で数取器を用いて測定した。計数は 3回

繰り返し行った。PVは既報9-11)と同様，培養水を遠沈

処理（4000×rpm，30分）することにより求めた。ワ

ムシの被甲長の測定には生物顕微鏡とマイクロメータ

ーを用い，携卵個体100個体を 5μmの精度で毎日測定

した。DOは酸素メーター（YSI，Model 57）を，pH

は pHメーター（Horiba，Model D-14）を，全アンモ

ニア態窒素（以下アンモニアとする）濃度はイオンメ
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ーター（Orion，Model EA920）を用いてそれぞれ測定

した。

統計処理 ワムシ密度，PVおよび被甲長の平均値

の差の検定には分散分析を，各水準間の差の検定には

実験ⅡでDunett test を用いた他は LSD testを用いた。

結　　果

餌料の分析結果 淡水クロレラと酵母クリームのPV

量，乾燥重量および常法により求めた一般組成の分析

結果を Table 1に示す。PVは淡水クロレラが620 ml/l

に対し酵母クリームは660 ml/l，乾燥重量は淡水クロ

レラの140 g/lに対し酵母クリームは193 g/lとなり，PV

と乾燥重量ともに酵母クリームの方が淡水クロレラよ

りも幾分高かった。一般組成はどの項目でも淡水クロ

レラの方が高い値を示した。

淡水クロレラ単位給餌量当たりのワムシ生産量（実

験Ⅰ） 各給餌区でのワムシ密度の変化を Fig. 1に示

す。単位給餌量が多いほどワムシの増殖は良好となり，

培養 4日目には全ての区で差が認められた（p＜0.01）。

しかし，培養 5日目には淡水クロレラを30 ml給餌し

た区のワムシ密度は停滞し，40 ml給餌した区では密

度の減少が認められた。

淡水クロレラと酵母クリームの適正併用割合（実験

Ⅱ） 各併用割合での培養 5日目におけるワムシ密度の

平均値と標準偏差を Fig. 2に示す。ワムシ密度は淡水

クロレラと酵母クリームの併用割合が10 : 0，8 : 2，6 :

4および5 : 5ではそれぞれ6944.4±1303.1，6400.0±

1215.1，6288.9±505.8および5788.9±1538.2個体とな

り，淡水クロレラの50%（v/v）までを酵母クリームに置

き換えて給餌しても淡水クロレラを単独給餌した場合

とワムシ密度に有意な差は認められなかった。しかし，

淡水クロレラの60%以上を酵母クリームに置き換えて

給餌した場合には，酵母クリームの給餌割合が増加す

るほどワムシの増殖は劣った（ p＜0.05）。

実用規模での間引き培養（実験Ⅲ） 30日間の間引

き培養結果をFig. 3（C）に示す。培養全期間を通して間

引き直前のワムシ密度は8000個体/ml，PVは 8 ml/l前

後で推移し，淡水クロレラを単独給餌した期間と，淡

水クロレラと酵母クリームを併用して給餌した期間と

ではワムシ密度と PVの値に変化は認められず，終始

安定した培養を維持することができた。

30日間の間引き培養でのワムシの生産結果を Table

2に示す。淡水クロレラを単独給餌した培養開始後10

日間では，淡水クロレラを合計200 l給餌して394億個

体のワムシを生産できた。これを PVに換算すれば124 l

の淡水クロレラ給餌で37.8 lのワムシを収穫できた。淡

水クロレラと酵母クリームを併用給餌したその後20日

間の培養では，それぞれ合計200 lずつ給餌して801億

個体のワムシを生産できた。PVでは淡水クロレラ124 l

と酵母クリーム132 lを給餌して78.2 lのワムシを収穫

できた。
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Table 1. Analytical results of the experimental diets

＊1 Chlorella regularis.
＊2 Saccharomyces cerevisiae.

Chlorella paste＊1 Yeast cream＊2

Crude components
　Packed volume (ml/l) 620 660
　Dry weight (g/l) 140 193

Approximate components (% dry basis)
　Crude protein 65.9 48.8
　Crude fat 9.9 5.1
　Crude ash 7.1 5.7
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アンモニア濃度の変化をFig. 3（A）に示す。アンモニ

ア濃度は培養全期間を通して200 ppm前後で推移し，

淡水クロレラ単独給餌期間と酵母クリーム併用給餌期

間で変化は認められなかった。

ワムシ携卵個体の被甲長の変化を Fig. 4に示す。淡

水クロレラ単独給餌期間と酵母クリーム併用給餌期間

での平均被甲長（平均値±標準偏差）はそれぞれ

193.6±12.8μm（n=1000）と194.6±11.8μm（n=2000）

であり，両者間に有意な差は認められなかった。

考　　察

予備実験により酵母クリーム単独給餌ではワムシを

高密度に増殖させることはできなかった。そこで本研

究では淡水クロレラと併用することで酵母クリームの

ワムシに対する餌料価値を評価した。

その際，培養期間中に増殖阻害要因（酸素不足やア

ンモニアの毒性など）が強く働く場合にはその正確な

餌料価値を評価できない可能性がある。そこで実験Ⅰ

ではそれらの要因について予め調べた。その結果，淡

水クロレラの単位給餌量が30 ml/300万個体以上では培

養 5日目には増殖阻害要因が強く働くことがわかった。
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Table 2. Results of rotifer production in the high density semi-continuous culture (30 days)

＊11.6×10－7g / rotifer.

Culture period (days) 1-10 11-30

Total amount fed (A) Chlorella paste Yeast cream Chlorella  paste Yeast cream
　Volume (l) 200 - 200 200
　PV (l) 124 - 124 132
　Dry weight (g) 28000 - 28000 38600

Total harvest of rotifer＊1 (B) -
　Density (×108 ind.) 393.7 - 801.2
　PV (l) 37.8 - 78.2
　Dry weight (g) 6299.2 - 12819.2

Feed efficiency (B/A) -
　108 ind./l 1.97 - 2.00
　l / l 0.30 - 0.31
　g/g 0.22 - 0.19



そこで実験Ⅱでは淡水クロレラの単位給餌量を培養 5

日目においても増殖阻害要因が強く発現しない最大量

の20 ml/300万個体とし，その淡水クロレラを酵母クリ

ームに段階的に置き換え，培養最終日（ 5日目）のワ

ムシの増殖を比較する方法で両者の適正な併用割合を

求めた。その結果，淡水クロレラの50%（v/v）までを

酵母クリームに置き換えて給餌しても淡水クロレラを

単独給餌した場合とワムシの増殖に差は認められず60%

以上では低下した（p＜0.05）ことから，今回の培養条

件下ではその適正な併用割合は 1 : 1前後と判断した。

実験Ⅱの結果を受けて，実験Ⅲでは培養開始後10日

目以降は淡水クロレラの半分量を酵母クリームに置き

換え給餌して30日間のワムシ生産を実用規模で行った。

淡水クロレラ単独給餌期間と酵母クリーム併用給餌

期間におけるワムシの生産効率はそれぞれ39.4億個体

/kl/日と40.1億個体/kl/日，餌料 1 l当たりのワムシ生

産量は1.97億個体と 2億個体となり，両期間でほぼ等

しくなった。

一般に餌料効率は乾燥重量から算出される。しかし，

前報13)でワムシと淡水クロレラの乾燥重量および PV

量には高い相関があることが明らかにされている。そ

こで，ここでは乾燥重量と PV量の両方から餌料効率

を求めてみた。淡水クロレラを単独給餌した場合の餌

料効率は，乾燥重量では0.22，PV量では0.30であっ

た。一方，淡水クロレラと酵母クリームを併用給餌し

た場合の餌料効率は，乾燥重量では0.19，PV量では

0.31となり，両者でほぼ等しくなった。

ワムシ 1億個体当たりの餌料費を試算した。淡水ク

ロレラを単独給餌した場合は381円，酵母クリームを

併用して給餌した場合は313円となり，経済性から見

れば酵母クリームを用いた方が20%程度安くなった＊9。

アンモニアは培養系内のワムシや共存微生物による

複雑な窒素代謝の結果として系内に蓄積される。高密

度培養ではワムシ密度が非常に高くなるため，培養水中

のアンモニアの蓄積が大きな増殖阻害要因となる5,12,13)。

したがって，窒素含量が少なくアンモニアの生成量が低

い餌料の方がワムシの培養餌料としては適している15)。

今回餌料として用いた酵母クリームは Table 1に示す

ように淡水クロレラと比較して粗蛋白質含量が少なく，

従って窒素含量が相対的に少ない。そこで，酵母クリ

ームの使用によるアンモニア生成量の抑制効果が実験

当初期待された。しかしながら，実験Ⅲでの淡水クロ

レラ単独給餌期間と酵母クリーム併用給餌期間でアン

モニア濃度に変化が認められなかったことから，淡水

クロレラの半分量を酵母クリームで置き換える程度で

はアンモニアの生成量に大きな差は生じないものと考

えられる。

ワムシの大きさは培養餌料の種類によって変化する

ことが報告されている16)。酵母類を給餌した場合と微

細藻類を給餌した場合を比較すると前者の方が小さく

なるという報告もある17,18)。しかしながら，今回のよ

うな併用給餌ではワムシのサイズに変化は認められな

かった。

酵母はワムシに対して極めて低い餌料価値しか持た

ないが，培養水中の共存微生物によりあるいはナンノ

と併用することでビタミン B12などの微量栄養素が補

われ，その餌料効果が生じることが知られている19)。

しかし，酵母のみでワムシを培養することは共存微生

物からの微量栄養素の補給が不安定なために多くの場

合困難であることから，主にナンノと併用する方法で

ワムシの生産に応用されている20)。今回用いた酵母ク

リームと淡水クロレラでも同様な結果が得られ，淡水

クロレラが酵母クリームの栄養的欠陥を補っているも

のと考えられる。さらに，両餌料を併用することによ

り，ワムシ密度が8000個体/mlに達する高密度での培

養が可能なこと，淡水クロレラ単独給餌の場合と変わ

らない生産効率が得られること，およびワムシ生産費

を削減できることがわかった。

また，このワムシと淡水クロレラ単独給餌で培養し

たワムシおよびそれらを給餌して飼育した仔魚の一般

成分に大きな差異が認められないことも報告されてお

り＊10，仔稚魚に対する餌料価値の面においても実用的

な問題点はないと考えられる。

今後の更なるワムシ生産費の削減には，微細藻類や

酵母等の生物餌料に代わる人工餌料の開発も必要と考

えられる。そのためにはワムシの栄養要求など基礎的

研究の一層の進展が望まれる。

要　　約

ワムシ生産費の削減を目的とし，酵母クリームを用

いてワムシの高密度培養を試みた。酵母クリーム単独

給餌ではワムシは増殖しなかったが，淡水クロレラと

併用することで高密度での培養が可能であった。その

適正併用比は 1 : 1前後であった。実際のワムシ生産で

培養途中から淡水クロレラの半分量を酵母クリームに

置き換えて給餌したところ，ワムシ密度が8000個体

/ml，PV量では 8 ml/l前後での安定した培養が維持で

きた。淡水クロレラ単独給餌期間と酵母クリーム併用

給餌期間におけるワムシの生産効率はそれぞれ39.4億

個体/kl/日と40.1億個体/kl/日，餌料 1 l当たりのワム

酵母クリームを用いたワムシの高密度培養 493

＊9 平均的な両者の現在（平成13年度）市場価格より，淡水クロレラの単価を750円/l，酵母クリームの単価を500円/lと
して試算した．

＊10 平成12年度日本水産学会春季大会（講演要旨集 p. 208，No. 1329）において発表した．



シ生産量は1.97億個体と 2億個体で変わらない生産性

が得られた。ワムシ 1億個体当たりの餌料費はそれぞ

れ381円と313円となり，酵母クリームを併用して給餌

した方が20%程度安くなった。また，培養水中のアンモ

ニア濃度とワムシのサイズに変化は認められなかった。
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