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海産ワムシへのタウリン直接強化方法の確立

高橋隆行1・天野高行1・竹内俊郎2

Establishment of Direct Enrichment Method of Taurine to Rotifer

Takayuki TAKAHASHI
1, Takayuki AMANO

1 and Toshio TAKEUCHI
2

Abstract: Euryhaline rotifers Brachionus plicatilis and B. rotundiformis are indispensable live food 
organisms for mass culture of marine fish larvae. However, these rotifers contain small amount 
of taurine which is one kind of free amino acids. This experiment is conducted that S type rotifer 
B. rotundiformis can be enriched taurine by the direct method that dissolved taurine in the rotifer 
medium. As a result, it was clarified that taurine was accumulated in the rotifer by the direct 
method. Moreover, it was observed that the taurine concentration of the rotifer medium and the 
taurine content in the rotifer showed a straight-line proportion. In addition, the content of taurine in 
rotifer would almost become constant amount after 16 hours, and the enriched taurine levels were 
kept about 75% of initial amount after eight hours from final enrichment. Therefore, it was proved 
that direct method is the most practical method to enrich taurine in rotifer.
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シオミズツボワムシ Brachionus plicatilisや S型と
称されている海産小型ワムシ B. rotundiformisなどの
ワムシ類は，現在海産魚類や甲殻類の種苗生産用初期
餌料生物として必要不可欠である。
近年，淡水濃縮クロレラ給餌によるワムシの高密度
大量培養法が開発され，ワムシ培養の生産性や経済性
は飛躍的に改善された（吉村ら 1992,  1994）。一方，
海産魚類孵化仔魚に対するワムシの栄養価値は，n-3

系高度不飽和脂肪酸（n-3HUFA）含量，特にエイコサ
ペンタエン酸（EPA）含量およびドコサヘキサエン酸
（DHA）含量によって決定されることが明らかにされ
ている（Watanabe et al. 1983,  1989;  竹内 1991）。また，
ビタミン Aによるヒラメの有眼側体色異常（白化）
の防除が研究されている（三木ら 1990）。このように，
これまで海産魚類や甲殻類の初期餌料としてのワムシ
栄養価値に関する研究は，主に脂質栄養成分を中心に
進められてきた。
最近，海産魚類のタウリン生合成能は非常に微弱
か，もしくはほとんど存在しないことが明らかにさ

れた（Yokoyama et al. 2001;  後藤ら 2002;  Goto et al. 

2003）。そして，Takeuchi et al.（2001）によりワムシ
中にはタウリンが微量しか存在せず，受精卵中や孵化
直後仔魚中のタウリン含量は高いにも関わらず，ワム
シ給与期間中に仔魚中のタウリン含量は極端に減少す
ることが報告された。また，飼料中のタウリンレベル
はヒラメ稚魚期の成長に影響を及ぼし，飼料中へのタ
ウリン添加によりヒラメ稚魚期の成長が改善されるこ
とが報告されている（朴 2001;  Park et al. 2002）。し
かし，海産魚類仔魚期，特にワムシ給餌期におけるタ
ウリン要求に関する研究は見当たらない。
本研究の最終目的は，海産魚類仔魚期においてタ
ウリンが必須の栄養素であるのかを解明することであ
る。そのためには，ワムシにタウリンを強化する必要
があるが，これまでにワムシへタウリンを強化した研
究はない。そこで我々は，まずワムシへのタウリン強
化方法について研究した。
その結果，タウリンを溶解させ，強化水槽中に添加
する直接法によりワムシへのタウリン強化が可能であ
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ることを見出した。また強化水槽中のタウリン濃度と
強化されたワムシ中のタウリン含量は，直線的な比例
関係を示すとともに，強化されたワムシ中のタウリン
含量は，強化終了 8時間後においても約75％程度維持
していることを明らかにした。
すなわち，本研究よりワムシへのタウリン強化方法
が確立でき，言い換えると，海産魚類仔魚期における
タウリンの必須性や有効性について研究を進める手法
が確立されたと言える。

材料および方法

供試ワムシおよび培養餌料
ワムシは，日清丸紅飼料㈱水産研究所にて市販の濃
縮淡水クロレラ Chlorella vulgaris（生クロレラV12，
クロレラ工業㈱製）を餌料に間引き式（バッチ式）で
培養された S型ワムシ B. rotundiformisを使用した。
ワムシへのタウリン強化試験は，ワムシを一次培養
タンクから回収した後，二次栄養強化試験水槽（以
下，二次強化水槽）に設定密度となるように収容して
実施した。

ワムシへのタウリン強化方法と強化条件
S型ワムシへのタウリン強化方法として，二次強化
水槽中にタウリンを溶解させる直接法を用いた。強化
に用いたタウリンは，和光純薬工業㈱の 2-アミノエタ
ン-1-スルホン酸（2-Aminoethane-1-sulfonic Acid）純度
95.0％以上を用いた。ワムシへのタウリン強化は，地
下貯蔵海水を水道水で80％に希釈し，水温24℃で通気
はエアーストーンにて実施した。供試ワムシは，強化
終了後，ワムシネットにて回収し，水道水で洗浄後，
直ちにドライアイスを用いて凍結し，分析まで－30℃
の冷凍庫で保管した。
実験1．併用する強化剤とワムシ中タウリン含量の
関係：35 l二次強化水槽に密度2000個体/mlとなるよ
うにワムシを収容して強化を実施した。併用した強化
剤は，市販のパン海洋酵母（三共イーストM，日清マ
リンテック㈱），DHA藻類（マリングロス，日清マリ
ンテック㈱），DHA含有濃縮淡水クロレラ（スーパー
生クロレラV12，クロレラ工業㈱）を用い，それぞれ
2 g/lおよび 2 ml/lとなるように 1回添加した。その
後，タウリンを各二次強化水槽中の濃度が286 mg/ml

となるように添加し，16時間強化した。
実験2．タウリン強化が脂質栄養成分の強化に及ぼす
影響：100 l二次強化水槽を用い，ワムシを1000個体/
mlの密度で収容した。市販のDHA藻類を 2 ml/l給餌
し，その後タウリンを二次水槽中に濃度が，0，100，お
よび200 mg/lとなるように添加し，16時間強化した。

実験3．強化水槽中のタウリン濃度と強化されたワ
ムシ中タウリン含量の関係：35，100，および500 l二
次強化水槽に密度900～2800個体/mlとなるようにワ
ムシを収容して強化を実施した。市販の DHA藻類
および DHA含有濃縮淡水クロレラを 2 ml/lにて給
餌し，その後タウリンを二次強化水槽中濃度が 0～
1000 mg/lとなるように添加し，16時間強化した。
実験4．ワムシへのタウリン強化時間の検討：500 l

二次強化水槽を用い，ワムシを900個体/mlの密度で
収容後，市販のDHA含有濃縮淡水クロレラを 2 ml/l

給餌した。その後二次強化水槽中200，400，および
800 mg/lの濃度で各強化水槽にタウリンを添加し，0，
2，4，8，16，および24時間後のワムシ中のタウリン
含量を測定した。
実験5．強化終了後のワムシ中タウリン含量の消
失：500 l二次強化水槽に密度900個体/mlとなるよう
にワムシを収容後，市販のDHA含有濃縮淡水クロレ
ラを 2 ml/l給与し，さらにタウリンを二次強化水槽中
の濃度が，400，および800 mg/lとなるように添加し，
24時間強化した。
強化終了後，ワムシを回収し，タウリン無添加の水
槽へ再収容し，4，8，および24時間後のワムシ中のタ
ウリン含量を測定した。
実験6．濃縮淡水クロレラ給餌条件とワムシ中タウ
リン含量：500 l二次強化水槽を用い，ワムシを1500

個体/mlの密度で収容した。その後，二次強化水槽中
に400 mg/lの濃度でタウリンを添加した。ワムシ餌
料として市販の淡水濃縮クロレラを用い，ワムシ 1億
個体当り200 ml/日を 2回に分けて給餌する区と，1日
当りのクロレラ量を定量ポンプにて連続自動給餌する
区の 2区を設定した。そして 0，16，および24時間後
のワムシ中のタウリン含量を測定した。

分析方法
ワムシ中の水分含量の測定には，常圧加熱乾燥法

（135℃・ 2時間）を用いた。ワムシ中のタウリン分
析では，ワムシ 1 gに20％塩酸50 mlを加えて130～
140℃の油浴中にて24時間加水分解し，蒸留水を加え
100 mlに定容後，10 mlを分取し，クエン酸ナトリウ
ム緩衝液（pH 2.2）を10 ml加え，ろ液をアミノ酸自
動分析法（機種：JLC-500/V 日本電子株式会社）にて
分析した。なお検出限界は湿重量として0.01％以下で
あった。

結　　果

実験1．併用する強化剤とワムシ中タウリン含量の関係
二次強化水槽中のタウリン濃度を286 mg/lと一定
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にし，併用する 2次強化剤の種類を変化させワムシへ
のタウリンの取り込みを検討した結果，2次強化剤無
添加区および海洋酵母区のワムシ中のタウリン含量は
乾燥重量100 g当り200および170 mgであった（Table 

1）。一方DHA藻類区およびDHA含有濃縮淡水クロ
レラ区のワムシ中タウリン含量は乾燥重量100 g当り
580および540 mgであった。このことから，ワムシへ
直接法によりタウリンを強化する場合，給餌する 2次
強化剤の種類によりワムシへのタウリン取り込み効率
に差異が生ずることが明らかとなった。

実験2．タウリン強化が脂肪酸の強化に及ぼす影響
二次強化水槽中へのDHA藻類の添加量を一定にし
て，添加するタウリン濃度を変化させてワムシへのタ
ウリン強化量および脂肪酸の強化量を検討した結果，
Table 2に示すように二次強化水槽中のタウリン濃度
が増加するに伴い，ワムシ中のタウリン含量は増加し
た。一方，DHA含量は二次強化水槽中のタウリン濃
度に関係なく，ワムシ乾燥重量当り2.08～2.18％であ
り，また n-3HUFA含量もワムシ乾燥重量当り2.70～
2.85％とほぼ一定の値であった。このことから，ワム
シに直接法を用いてタウリンを強化しても脂肪酸の強
化には影響を及ぼさないことが示された。

実験3．強化水槽中のタウリン濃度と強化されたワム
シ中タウリン含量の関係
二次強化水槽中のタウリン濃度を 0～1000 mg/lに
調整し，16時間後のワムシ中タウリン含量を検討した
（Table 3）。その結果，タウリン無添加区のワムシ中タ
ウリン含量は検出限界以下（0.01％）となり，その含

量を便宜的に 0とすると，二次強化水槽中のタウリン
濃度とワムシ中タウリン含量には直線的な比例関係が
観察された（Fig. 1）。その相関係数は0.98以上であった。
ワムシ中のタウリン含量は，二次強化水槽中のタウ
リン濃度が200，400，および800 mg/lと増加するに
伴い，それぞれ乾燥重量100 g当り300～400 mg，400

～700 mg，800～1200 mgとなった。しかし，Fig. 1の
点線で示した例（100 l水槽）のように，試験に用い
たワムシの活力によっては上記取り込み量に満たない
場合も観察された。

実験4．ワムシへのタウリン強化時間の検討
強化時間とワムシ中のタウリン含量の関係を検討し
た。まず，強化開始前のワムシ中のタウリン含量は検
出限界以下であった。ワムシ中のタウリン含量は，二
次強化水槽中のタウリン濃度に関係なく強化開始後よ
り増加し，強化16時間後にほぼ一定となり，二次強化
水槽中タウリン濃度が200，400，および800 mg/lに
おいてワムシ中タウリン含量は，乾燥重量100 g当り

Table 1.  Relationship between three kinds of enrichment material and content of taurine in rotifers

Trial no. Enrichment material＊1 Dose of enrichment
(g/l)

Taurine concentration＊2

(mg/l)
Taurine content in rotifer
(mg/100g, dry weight)

1
2
3
4

No
MY
DA
SC

　
2
2
2

286
286
286
286

200
170
580
540

  ＊1 No, no-addition;  MY, marine yeast;  DA, DHA algae;  SC, condensed freshwater Chlorella containing n-3HUFA in the cell.
  ＊2 Concentration of taurine in enrich water tank.

Table 2.  Effect of taurine concentration on Σn-3HUFA , DHA  and taurine contents in rotifer

Trial
no. Enrichment Taurine concentration＊1

(mg/l)

Σn-3HUFA＊2

in rotifer
(%, dry weight)

DHA＊2

in rotifer
(%, dry weight)

Taurine content
in rotifer

(mg/100g, dry weight)

1
2
3

DA＊3  2 ml/l
DA＊3  2 ml/l
DA＊3  2 ml/l

No＊4

100
200

2.70
2.85
2.83

2.08
2.21
2.18

ND＊5

220
390

  ＊1 Concentration of taurine in enrich water tank.
  ＊2 n-3HUFA, n-3highly unsaturated fatty acids; DHA, docosaheaenoic acid.
  ＊3 DA, DHA algae.
  ＊4 No, no-addition.
  ＊5 ND, not detected.

Tabel 3.  Different enrichment conditions for rotifer

Trial
no.

Water
volume

(l)

Rotifer
density

(indiv./ml)

Enrichment
material

Taurine
concentration＊1

(mg/l)
1
2
3
4
5
6
7

35
35

100
100
100
500
500

2800
3600
1000
1000
1000
900
900

SC＊2  2 ml/l
SC＊2  2 ml/l
DA＊3  2 ml/l
DA＊3  2 ml/l
DA＊3  2 ml/l
SC＊2  2 ml/l
SC＊2  2 ml/l

0－286
0－571
0－400

200－800
400－1000

0－800
0－800

  ＊1 Concentration of taurine in enrich water tank.
  ＊2 SC, condensed freshwater Chloella.
  ＊3 DA, DHA algae.
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それぞれ300，610，および1210 mgとなった（Fig. 2）。
また各強化時間におけるワムシ中タウリン含量は，
強化 8時間の事例（200 mg/lで180 mg，400 mg/lで
360 mg，800 mg/lで670 mg）のように二次強化水槽
中のタウリン濃度にほぼ比例していた。

実験5．強化終了後のワムシ中タウリン含量の消失
二次強化水槽中タウリン濃度を400および800 mg/l

に設定し，ワムシにタウリンを24時間強化した後にタ
ウリン無添加水槽へ移動させ，その後のワムシ中タウ

リン含量の消失について検討した。その結果，Fig. 3

に示す通り，二次強化水槽中タウリン濃度400 mg/l強
化区の強化終了 0，4，8，および24時間後におけるワ
ムシ中タウリン含量は，乾燥重量100 g当りそれぞれ
420，350，300，および240 mgであった。また強化終
了 0時間後のワムシ中タウリン含量を100％とすると
4，8，および24時間後では，それぞれ83.3，71.4，お
よび57.1％であった。また二次強化水槽中タウリン濃
度800 mg/l強化区の強化終了 0，4，8，および24時間
後におけるワムシ中タウリン含量は，乾燥重量100 g

当りそれぞれ820，750，680，および630 mgであり，
先と同様に強化終了 0時間後のワムシ中タウリン含量
を100％とするとそれぞれ91.5，82.9，および76.8％と
なった。このことからワムシ中に強化されたタウリン
は，強化終了後 8時間において約75％程度維持してい
ることが確認され，仔魚飼育水槽中へタウリン強化ワ
ムシを給餌した場合，仔魚に摂餌されるまでの時間に
おいて，ワムシに強化したタウリンは十分に残存して
いることが示唆された。

実験6．濃縮淡水クロレラ給餌条件とワムシ中タウリ
ン含量
二次強化水槽中のタウリン濃度を400 mg/lと同一
条件として，ワムシ餌料である濃縮淡水クロレラの給
与条件を変化させた場合のワムシ中のタウリン含量を
比較した。その結果，Fig. 4に示すように，1日量を
2回に分けて給餌する区では強化開始16および24時間
後のワムシ中タウリン含量は乾燥重量100 g当り510お
よび620 mgであったのに対して，1日量を定量ポンプ
にて連続給餌する区ではそれぞれ750および930 mgと
なった。このことは強化水槽中のワムシへのタウリン
の取り込みおよび蓄積は，ワムシの摂餌活性に影響を
受けていることが示唆された。
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Fig. 1. Relationship between taurine concentration of roti-
fer medium and taurine content in rotifer.
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Fig. 3. Changes of taurine content in rotifer after starva-
tion.  ■－■: 400 mg/l,  △－△: 800 mg/l.
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考　　察

本研究は，海産魚類仔魚期（ワムシ給餌期）におけ
る含硫アミノ酸の 1つであるタウリンの必須性や有効
性について研究を進めるために，先ずワムシへの簡便
なタウリン強化方法を検討した。

Takeuchi et al.（2001）は，ワムシ中のタウリン含
量は乾燥重量100 g中80～180 mgであり，マダイおよ
びヒラメでは孵化直後に魚体中のタウリン含量が減少
することを明らかにしている。また松成ら（2003）は，
人工種苗生産過程におけるブリ仔稚魚のタウリン含量
は，餌飼料中のタウリン含量の影響を受け，タウリン
は開口後のワムシ給餌期に大きく減少し，人工種苗生
産稚魚は天然稚魚に比較してタウリン含量が著しく少
ないことを明らかにしている。このようにタウリンは
海産魚類仔魚期において必須性のある栄養成分である
と推定されるが，それを実証した研究は存在しない。
なぜならワムシ給餌期においてタウリンの必須性や必
要量に関する研究を行う手段がなかったためである。
微粒子飼料によりタウリン含量を変化させて研究を
進める方法も考えられるが，現在までのところ微粒子
飼料単独で海産魚類仔魚期を飼育することは困難であ
る。そこで，ワムシへタウリンを取り込ませることを
目的に本研究を実施した。ワムシはろ過食者であり，
自身の生育のための栄養源として利用できない物質を
含め，水中の懸濁粒子を効率よく摂餌する性質がある。
そこで，ワムシの培養水槽中にタウリンを直接溶解さ
せる方法により強化を試みた。その結果，水中に溶解
しているアミノ酸であるタウリンを取り込み，蓄積す
ることが初めて確認された。
また，タウリンをワムシに強化する場合には，二次
強化水槽中にワムシの餌料である淡水濃縮クロレラや

DHA藻類などを添加することにより，ワムシの摂餌
率が高まり，同時にタウリンの取り込み量も高まるこ
とが確認された。さらに，二次強化水槽中のタウリン
濃度を一定にして，ワムシ餌料である淡水濃縮クロレ
ラ 1日量を 2回に分けて給餌した場合と，1日量を定量
ポンプを用いて連続給餌した場合を比較した試験にお
いても，連続給餌区においてワムシ中のタウリン含量
が高いことから，ワムシの摂餌率が同時にタウリン取
り込みおよび蓄積に影響を及ぼすことが示唆された。
ワムシへのタウリン強化実施例を重ねた結果，二
次強化水槽中のタウリン濃度とワムシに蓄積されたタ
ウリン含量は直線的な比例関係となることが確認され
た。二次強化水槽中のタウリン濃度が400 mg/lの場
合では，ワムシ中のタウリン含量は，強化16時間後に
乾燥重量100 g当り約400～700 mg含有していること
が観察され，アルテミア幼生の含有量600～700 mg相
当であることが示された。また，二次強化水槽中の
タウリン濃度が800 mg/lの場合では，ワムシ中のタ
ウリン含量は，強化16時間後に乾燥重量100 g当り約
800～1200 mg含有することが観察され，この量は，
天然コペポーダの含有量1200 mgに相当する。ただ
し，強化事例の中には上記強化量に満たない例も観
察され，供試ワムシの活力の差ではないかと推定さ
れた。つまりワムシは環境からのストレスにより遊
泳速度や摂餌速度など活力が低下することが報告され
ており（Juchelaka and Snell 1994;  Janssen et al. 1994;  

Hayashi et al. 2001），ワムシの状態によりタウリンの取
り込み速度が異なっていたのではないかと考えられた。
また，推定強化量に満たない場合においても，水槽中タ
ウリン濃度とワムシ中タウリン含量の関係は，直線的な
比例関係が成立しており，その強化事例に使用した供試
ワムシの活力が低下していたことに起因したと推察さ
れた。
ワムシへのタウリン強化時間および強化終了後の消
失についても検討した結果，ワムシへのタウリン強化
量は強化水槽中のタウリン濃度に関係なく，強化開始
約16時間で一定となることが観察された。また，強化
終了後にタウリン無添加水槽へワムシを移送させた後
のワムシ中タウリン含量の変化を検討した結果，強化
量の高かった強化水槽中タウリン濃度800 mg/l区で
は，強化終了 8時間後においても乾燥重量100 g当り
680 mgを含有していた。これは強化終了時のタウリ
ン含量を100％とした場合の約83％に当たる。強化量
の低い強化水槽中タウリン濃度400 mg/l区では同様
に300 mg，約71％であった。従って，タウリンを強
化したワムシは仔魚飼育水槽へ給餌した後にも仔魚へ
摂餌されるまで，十分なタウリン含量が維持されてい
るものと考えられた。しかし，強化したワムシ中タウ
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Fig. 4. Changes of taurine content in rotifer enriched with 
different feeding pattern.  ■－■: amount is to be fed in 2 
rations,  △－△: fed with a peristaltic pump.
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リン含量の消失は，ワムシ自身が代謝したためなのか，
もしくはタウリン無添加水槽にてワムシが増殖し，見
かけの含有量が低下したためなのかは，今回の試験結
果からは判断できなかった。
また，タウリン強化水槽中の遊離タウリン含量を分
析し，添加したタウリンの供試ワムシへの利用率を算
出してみたところ，強化水槽400 mg/l区では，利用
率は約8.2％であったのに対して強化水槽800 mg/l区
では，約30.8％であった。この原因については，ワム
シの摂餌率が同じであると仮定すると，単に強化水槽
中のタウリン濃度に依存したことによるものと推定さ
れるが，ワムシ消化管における吸収能力が，濃度依存
的に働いたために差異が生じたとも考えられる。さら
に，ワムシ自身のエネルギー源として代謝された，と
も推定される。
以上の結果より，直接法によるワムシへのタウリ
ン強化方法を確立することが出来た。従来ワムシの
餌料価値は，主として海産魚類の必須脂肪酸である
n-3HUFAの含量によって左右され，またワムシの
n-3HUFA含量は培養餌料中の n-3HUFA含量により変
わることが知られているが，本研究によりアミノ酸の
1種であるタウリンを強化する方法が確立できたこと
により，海産魚類仔魚期におけるタウリンの必須性や
有効性について研究が進展することが期待される。

要　　約

広塩性の L型ワムシBrachionus plicatilisや S型ワム
シ B. rotundiformisは海産魚類の種苗生産に必要不可
欠な初期生物餌料である。しかし，海産ワムシはア
ミノ酸の 1種であるタウリンを少量しか含有していな
い。本研究は，ワムシへのタウリン強化を目的にタウ
リンを強化水槽中に溶解する直接法による検討を試み
た。その結果，直接法によりワムシへタウリンが蓄積
されることが明らかになった。また，DHA藻類や淡
水濃縮クロレラなどの強化剤と併用することにより，
ワムシへのタウリン蓄積量が改善された。さらに強化
水槽中のタウリン濃度と強化されたワムシ中のタウリ
ン含量は，直線的な比例関係が観察された。強化ワム
シ中のタウリン含量は，強化開始16時間後にほぼ一定
となり，強化されたタウリンはワムシ中にて強化終了
8時間後において約75％程度維持されていた。以上，
直接法による S型ワムシへのタウリン強化方法が確立
できた。
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