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短　報
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Abstract:  Concentrated Nannochloropsis oculata (50-150
×108 cells/ml) by filtration is generally used in facilities 
for seedling production. The methods of cold preservation 
for the mass of concentrated N. oculata with the ability to 
multiply are by generally keeping them in cold storage with 
aerating or stirring in the tank, or keeping them station-
ary. But these methods have some problems, that aerating 
or stirring in the cold storage require apparatus to do this, 
and keeping stationary can’t preserve N. oculata with an 
ability to multiply over the long-term. In this study the 
effects of cold preservation (at 8℃, keeping stationary) on 
the subsequent growth ability after various periods of time 
(up to and in excess of 100 days) of two different concen-
trations of N. oculata were compared. The densities of the 
concentrated N. oculata used were 100-130×108 cells/ml 
and 900-1,000×108 cells/ml. In this study the highly con-
centrated N. oculata samples (900-1,000×108 cells/ml) 
retained the ability to multiply over the long-term more 
than the other samples. These results indicate that highly 
concentrated N. oculata can be preserved with an ability 
to multiply after preservation in cold conditions over the 
long-term (100+days), and that concentrating to a thicker 
solution with the removal of more moisture than now in 
use (50-150×108 cells/ml) is more effective.
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ナノクロロプシス，Nannochloropsis oculata 培養液を中空

糸膜を利用した濃縮装置で濃縮，保存して，本種の培養不

調時や量的不足が生じた場合に使用することが，種苗生産

機関では一般的である。ナノクロロプシス濃縮液をワムシ

等の餌料に用いる場合は，冷凍保存したものを使用できる

が，大量培養の不調時に元種として使用するには，ある程

度の量を細胞が生きた状態で，簡便に一定期間保存できる

ことが望まれる。濃縮したナノクロロプシスの冷蔵保存方

法として，事業規模では冷蔵庫内で静置，通気および攪拌

のいずれかで維持する手法が採られている1)。著者らは，前

報2)においてナノクロロプシス濃縮液を静置冷蔵保存した場

合の保存性を報告した。本報では，ナノクロロプシスの濃

縮率を変えて静置冷蔵保存した場合の保存性について検討

した結果を報告する。

1997-99年の秋季に兵庫県但馬栽培漁業センターで大量培

養され，濃縮装置（中空糸膜精密濾過機 4M1 型，三井造船

製）で濃縮したナノクロロプシスを用いて，冷蔵保存試験

を 3 例実施した。細胞数100-130億 cells/ml 程度のナノクロ

ロプシス濃縮液を冷蔵状態で，兵庫県立水産試験場（現，

水産技術センター）に搬入した。搬入したナノクロロプシ

ス濃縮液は十分に攪拌した後40 ml ずつ，ねじ口キャップの

付いた容量50 ml の遠心管（ポリプロピレン製，SARSTEDT
社製）に分注し，後述の各試験区ごとに処理，冷蔵保存した。

試験区は無処理区と遠心区を設定した。無処理区は遠心管

に分注したナノクロロプシス濃縮液をそのまま冷蔵保存し，

遠心区は分注した後，遠心分離（5℃，3000 rpm，15 min）

を施し，上澄を排水（排水量は37-38 ml 程度）した状態（推

定細胞数900-1,000億 cells/ml）で冷蔵保存した。各区は試験

期間短縮のため，8℃に設定したインキュベータに遠心管を

直立させ，ねじ口キャップを締めた状態で静置，冷蔵保存

した。また，1999年には試験開始時の試料を，70℃で恒量

に達するまで乾燥させて，各濃縮液の水分量（%）を測定し

た。

冷蔵保存開始から約120日後まで，一定期間ごとにサン

プルを取り出して各区 2 例ずつ培養試験を実施した（1998
年の試験は，実験施設の故障により70日後で中止）。培養に

用いる場合，遠心区には砂濾過海水を37-38 ml 添加し，両

試験区とも沈殿がなくなるまで十分に攪拌した後，使用し

た。培養は18℃に設定した恒温室内で実施し，白色蛍光灯

を約18,000 lx，12時間明，12時間暗条件で照射した。培養

容器には 1 l ガラスビーカーを使用し，外径 5 mm のガラス

管で約500 ml/min の通気を施した。培養水は砂濾過された

100%海水で 1 l とし，培養開始時に肥料として 1 l あたり硫

安100 mg，液体肥料50μl（住友液肥 1 号，住友化学工業製），

尿素20 mg，クレワット32（EDTA 金属複合塩，帝国化学産

業製）15 mg を添加した。培養開始時のナノクロロプシス接

種量は600-800万 cells/ml として，毎日 1 回分光光度計（日

立100-20，日立製作所製）で吸光度を測定しながら，4 - 5
日間培養した。ナノクロロプシスの細胞数は，予め血球計

算盤で計数した実数と，分光光度計で測定した吸光度から

算出しておいた数式（Y=30.5X-7.25（r2=0.995），Y：細胞数

（万cells/ml），X：分光光度計で測定した波長560 nm におけ

る吸光度の100倍値）にあてはめて推定した。  
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冷蔵保存日数ごとの培養結果を Fig. 1 に示した。培養結果

は，対数増殖期である培養開始後 2 から 3 日目の平均日間

増殖量で示した。いずれの試験回次とも，無処理区では冷

蔵保存から60日前後経過した頃から，増殖量の低下もしく

は全く増殖が見られなくなり，濃縮液は茶褐色に変色し，

強い腐敗臭が感じられた。一方，遠心区では保存から約100
日を過ぎる頃まで増殖が認められた。これらの結果から，

種苗生産機関で通常濃縮されているナノクロロプシス濃縮

液（細胞数50-150億 cells/ml 程度）1,3)よりも，さらに濃縮率

を高めて，水分を除去した状態で冷蔵保存することにより，

保存性が向上することが認められた。なお，試験開始時の

各濃縮液の水分量は無処理区で平均90.9%，遠心区は平均

71.9%であった。

遠心区では冷蔵保存日数の経過に伴って水分の蒸発が見

られ，保存後100日を超える頃から，濃縮液がかなり乾燥し

た状態となった。濃縮液の乾燥進行によって遠心区では増

殖量が低下した可能性も考えられたため，1999年の試験で

は冷蔵保存から107日目に滅菌砂濾過海水を0.5 ml，遠心区に

添加して，添加しなかった遠心区とともに継続冷蔵保存し

た後の培養状況を調べた。その結果，Fig. 2 に示したとおり，

滅菌海水の添加で乾燥を防ぐことにより，さらに長期にわ

たって細胞の活性が保たれることが判明した。

従来，ナノクロロプシス濃縮液の冷蔵保存は静置，通気

および攪拌のいずれかで実施されてきた1)。しかし，通気お

よび攪拌は冷蔵庫内に設備が必要となるうえ，保存中の維

持管理が必要である。また，これまで試みられた冷蔵保存

ナノクロロプシス濃縮液の再生試験では，ナノクロロプシ

スが再生可能な保存日数が安定しておらず，長期保存でき

た場合にも，接種から細胞数が増加するまで相当の日数が

経過している例が見られる1,4-6)。本試験は実験規模ではある

ものの，遠心区では冷蔵保存から100日を経過した濃縮液で

も，接種直後から増殖が観察されている。

また，微細藻類濃縮液の冷蔵保存については，テトラセ

ルミスについても検討されており7)，今回の結果と同様に冷

蔵保存後（3-5℃静置保存）60日経過した頃から，活性が急

激に低下する事例が報告されている。

本試験結果から，ナノクロロプシス濃縮液の水分含量

を抑えて細胞密度を上げることにより，細胞が生きた状

態で冷蔵保存できる期間が，さらに延伸される可能性が示

された。濃縮液の保存性に影響を与える要因として，微生

物や濃縮液量による酸素供給状況の違いなどが推測される

が，十分な検討には至っていない。今後は濃縮率や適切な

水分含量など，保存性に関連する成分分析を進め，最適な

冷蔵保存条件を調べる必要がある。さらに，細菌など微生

物の制御や事業規模での冷蔵保存手法の検討により，ナノ

クロロプシス濃縮液を省スペースで長期間冷蔵保存可能に

することが期待できる。
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Fig. 1. Culturing of concentrated Nannochloropsis oculata in each 
cold preservation period. The results of cultivation are shown 
as the growth (×104 cells/ml・day) 2-3 days after inocula-
tion. Each N. oculata sample was inoculated at 600-800×104 
cells/ml in the medium. Each concentration of N. oculata 
was preserved at 8℃.  ■, Concentrated N. oculata (density 
was about 100-130×108cells/ml); □, Concentrated N. ocu-
lata (density was about 900-1,000×108 cells/ml).
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Fig. 2. Comparison of the growth of concentrated Nannochloropsis 
oculata (900-1,000 ×108 cells/ml) between samples with 
an addition of sterilized sea water (0.5 ml) or without on 
107 days after the initiation of preservation. The results of 
cultivation are shown as the growth (×104 cells/ml・day) 2-3 
days after inoculation. Each N. oculata sample was inocu-
lated at 600-800×104 cells/ml in the medium. Each concen-
tration of N. oculata was preserved at 8℃. ●, Addition of 
sterilized sea water; □, Without sterilized sea water.
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