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香水試研幸S
Bull. Kagawa Pref. Fish 

Exp. Stn.， No. 3， 1988 

クロダイ仔魚のいわゆる腹部膨満症

発生要因に関する研究-1

シオミズツボワムシ培養過程の細菌汚染

松本紀男・安 部 昌 明 ・ 野 坂 克 己 本

Studies on Factors Related to Mass Motalities of Black Sea Bream Fry 

in the Artificial Seeding Production -1 

Bacterial Contamination of Cultured Rotifer 

Norio羽ATSUMOTO，Masaaki ABE and Katsumi N OSAKA * 

クロダイ Acanthopagrusschlegeli (BLEEKER) 

の仔魚錦育時に頻発し大量へい死を引き起こす，い

わゆる渡部膨満症(以下，膨満症という)は種高生

産事業の大きな障害となっている!j2ヘ
膨満症のクロダイ仔魚の消化管内では未消化シオ

ミズツボワムシ Brachionusρlicatilis(以下ワムシと

いう)の充満とともに多量の縮菌の異常増殖が観察

され，Vibrio属の細菌，特に lペa炉問liticusが多く

検出される4>。これらのわ・brio腐の細醸の病原性に

ついては，再現実験が成立した報告5山と不成立の報

告れわがあり，膨j前症発生と縮菌の存在との関連は必

ずしも明らかではない。…方，これらの細菌は健康

な飼育魚からも恒常的に検出されており日へr1I野'

井・杉山91は館育fr...~から検出される細菌は投与され

る餌料生物に由来する可能性が極めて高いことを指

摘している。このため本研究は，膨満症が頻発する

種苗生産現場におけるワムシ培養過程の翻菌汚染，

特に膨満症魚から高い比率で検出される Valginoli-

ticusについて調査するとともに，ワムシの細議汚

染を改善するために二，三の処理方法を検討し，ク

ロダイ種苗生産の病害防除対策の緊とすることを自

*(財)香川県水産振興基金屋島事業場
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的として実施した。

I 培養過程におけるワムシおよび堵整水の

縮瞳数

材料および方法

培養方法

クロダイ種苗生産時期の香川県水産振興基金露島

事業場におけるワムシ培養方法は，屋内の40kl水

槽を用いて 3日開サイクルのパッチ方式によって

行われている。この培養行程は，培養開始当初にク

ロレラ海水(約1，000万細胞/ml)を用いて，この

中にワムシを100個体/ml程度になるように接種し，

翌日からパン酵母をワムシ100万個体当たり0.8-

1.0g/白投与して 3日自までに250偲体/ml程度

まで場殖させて回収する。培養水温は250C前後であ

る。なお，供試したワムシは携卵倒体の被甲長180

-220μm程度のいわゆる S型である。本調査は

1985年5月21日から 5月30臼の開にA，B， Cの3

培養水槽について実施した。



果

A， B， Cの3水槽における各培養過程のワムシ

体内菌数と培養水中の菌数の調査結果を図 1に示し

最高

た。

接語前のワムシの体内菌数は A，B， Cともに

102 CFU/100似体(以下 CFUを省略する)のレ

ベルであり ，V. alginoliticusはC水摺に接種したワ

ムシで4.4/100個体が検出されただけである。

培養開始後の体内菌数はA，B， C各水繕ともに

102-103/100個体のレベルで変動した。経時的な変

化では 6時間後はやや減少し 1日後あるいは 2

臼後に接種高官をやや上田る菌数となり，間収時まで

には8水槽の結果そ除くと減少する傾向がみられたc

V. alginoliticusは61時間後にはいずれの水槽からも

検出されなかったが 1日後には総ての水槽で培養

期間中で最も高い蕗数が検出され，急激な増加が認

められた。

一方，培養水中の菌数は 6時間後には，各水槽と

額数のif!IJ定

ワムシ体内菌数は， j:者養塔から採取した供試材料

50mlを40μ!uのミウラーガーゼをセットした直径

47mmの減圧ろ過装置を用いて，ゆるやかにろ滋し，

ミウラーガーゼ上に残ったワムシを450mlの滅菌生

理食寝水で、よく洗浄する。その後，ワムシをミウラ

ーガーゼと共に10-50mlの滅菌生理食塩水そ加え

たポ 1)エチレン袋に入れ，ストマッカー (Lab.

Blender 400 )を用いて10分間磨砕する。この藤砕液

の希釈系列を BTBティボーjレ寒天平板に塗抹して，

250Cで48時間培養する。生えてきたコロニーの総数

と， BTBティボール培地上で比較的大きは乳黄色

コロニーを形成する V.a~旨inoliticus の数を測定して，

別に計数したワムシの密度から，ワムシ100倒体当

たりの生爵数を求めた。ワムシ培養水中の菌数は，

ミウラーガーゼを通過した試水を原液として，ワム

シと同線に測定し， 1 ml当たりの蕗数を求めた。

本研究における以後の菌数測定はここに記載した方

法によって行った。
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(Jmt) OOOind.) 

l :組 TOlal
@ 鶴趨露差

"、υ(
{
}
L
υ

出
。
一
〉
吉
一
当
FC
口
'
F
2
C
0
5
5
3
虫
一
』
。
」
0
4
5
2
Z

関 I パッチ方式のワムシ培養過程における細菌数の変化

Fig.l Fluctuation of number of bacteria in process of culturing rotifer. Rotifers were inoculat色dinto 

chlorella sea water， and cultured with feeding bread司yeastfor three days. 
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し行われている投揖訴の蔚減少処理法の縮議数につ

いて検討した。

現行の 2次培養法は 4kl水槽を用いて，クロレ

ラ海水(約2雫 000万細胞/ml)の中に，国収したワ

ムシを約500個体/mlの密度になるように収容し，

さらに油脂欝母を1.Okg/水槽を投与し， 24時間以

上培養するものである。これを 2次培養区とした。

実験した繭減少処理法は0.2klホ。リカーボネイト

水槽を用いて，まず，有効塩素 2ppmの次亜塩素

程変ナトリウムを添加し 2時間放置後，チオ硫酸ナ

トリウムで中和した滅菌海水の中に，ワムシを約

500僧体/mlの密度で収容して 1時間浸演する。次

ネットで回収したワムシをさらにニフルスラレ

1日後に

はさらに増加して104/mlのレベルまで達し，その

後は減少する傾向がみられる。 V.alginoliticusは6

時間後の検出はみられず，体内菌数の傾向と同様に，

l日後に急激な増加が認められた。

もに101/mlのレベルまで、急激に増加し，

E ワムシの栄餐強化過濯の縮薗数と欝減少

処理法の効果

材料および方法

パッチ方式で培養されたワムシは回収後，栄養強

化のためにいわゆる 2次培養が行われる。同事業場

で行われている 2次培養行程と，的の穣苗生産機関

図2 2次培養法と菌減少処理法の比較

CL:滅菌海水に l時間浸演後のワムシの体内菌数

と処理した海水中の菌数の増加?

G N 5 : CL処理後， O. 5ppm NS添加クロレラ海水

に1時間浸潰した後のワムシの体内菌数と培養

水中の菌数の増加?および減少↓

SC:2次培養24時間後のワムシ体内閣数と培養水

中の菌数の増加↑

Fig.2 Comparison between treatment for decreas-

ing bacteria and secondary c百Iture.

Secondary culture: After culturing for three 

days， rotifers were added to chlor巴llasea 

water and cultured with feeding oil-yeast to 

enrich 

CL Number of bactεria in rotifer 在日din-

crease of number of bacteria in water aft日r

immersing rotifers in sterile sea water for 

one hour. 

GN 5 Number of bacteria in rotifer and 

variation of number of bacteria in water aft巴r

immersing rotifers in chlor日llasea wat日r

added sodi um nifurstyrenate (0. 5ppm) for 

one hour afer CL treatmenl 

SC N umber of bacteria in rotifer and in-

crease of number of bacteria in watεr after 

culturing secondarily for twenty four hours. 
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2次培養思の24時間後 (SC)の体内菌数は若干

の増加が認められる程度であったが，V. al~戸'noliti

cω は1オーダー以上の潟加が認められた。培養水

中の菌数は10'/mlのレベルまで，V. alginoliti.ω5 

も103/mlのレベルまで増加している。

処理区は滅菌海水浸演後 (CL)の体内語数の減

少はほとんどなく， NSの0.5ppm浸演後 (GN5) 

はほぼ半減している。 v.aなinoliticusの変動はみら

れなかった。処理した滅詣海水中 (CL)の菌数は

10'/mlのレベルまで急激に増加しており， NS処

理海水中 (GN5) でも菌数の増加は認められるが，

V. alginolitiα~lS の増加はない。

第 2由実験結巣を図 3に示した。

実験に用いた接種前のワムシ体内菌数は2.0XI0'

ン酸ナトリウム(以下 NSという)を0.5ppmと5

ppmになるように添加したクロレラ海水(約2，000

万細胞/mZlに 1時間浸演するものである。これ

を処理区とした。

本実験では 2次培養誌の24時間後と処理区の減額

海水収容 1時間後，さらに NS処理 1時間後におけ

るワムシ体内菌数と培養水の菌数を比較した。実験

は1985年 5月24日から 5月31日の関に 2由美施した。

果

第 1回実験結巣を図 2に示した。

実験に用いた接謹前のワムシ体内臨数は9.4X10'

/100個体で V.alginoliticωは1.2X10/100個体で

ある。

全土
j~ロ

国3 2次培養法と菌減少処理法の比較

CL:滅葱海水に I時間浸演後のワムシの体内菌数

と処理した海水中の菌数の増加?

GN 5， GN50: CL処理後， 0.5ppmおよび 5ppm 

NS添加クロレラ潟水に 1時間浸潰した後のワ

ムシの体内菌数と培養水中の頭数の壊力日↑およ

び減少↓

SC: 2次培養24終間後のワムシ体内閣数と培養水

中の菌数の増加↑

Fig.3 Comparison betwe巴ntreatment for d巴creaシ

ing b丘cteri且 andsecondary culture. 

Secondary culture: Aft日rculturing for three 

days， rotifers were added to chlorella sea 

water and cultured with feeding oil-yeast to 

enrich. 

CL Number of bacteria in rotifer and in-

crease of number of bacteria in water after 

immersing rotifers in sterile sea water for 

one hour. 

GN 5， GN50: Number of bacteria in rotifer 

and variation of number of bacteria in water 

after immersing rotifers in chlorella sea wa-

ter added sodium nifurstyrenat日 (0.5， 5 

ppm) for one hour afer CL treatment 

SC : Numb巴rof bacteria in rotifer and in-

crease of number of bacteria in water after 

culturing secondarily for twenty four hours. 
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実験は1986年 4丹29尽から 4月30臼に行った。

実験結果を図 4に示した。

洗浄ワムシと無処理ワムシの体内醤数はそれぞれ

4.9X10'/100偲体と2.2X103/100僧体であり，ろ

過海水による30分間洗浄によって 1オーダ一程度の

減少が認められる。

2次埼養後 6時間経過の体内菌数は洗浄区では

接種時と変化はないが，対照誌は減少している。な

お，V alginoliticusは詞区ともに検出されていないc

培養水中の菌数は，両区ともに10'/mlのレベルに

増加しており，対照区では Valginoliti.ωsが検出さ

果議室

/100偲体であり，

ない。

2次培養度 (SC)の体内菌数は第 1聞と向様に

やや増加であるが，接種前のワムシから検出されな

かった Valginoliticusは10'/100偲体レベルまで急

激に増加している。培養水中の菌数も105/mlのレ

ベルまで急激に増加し，V alginoliticusの比率も高

V alginoliticusは検出されてい
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関 4 ワムシ洗浄による浄化効果と 2次培養過程の

総菌数の変化

Fig.4 Effects of cleaning rotiたrand fluctuation of 

number of bacteria in process of secondary 

C日lture.

Method of cleaning rotifer: Before secon-

dary culture， rotifers were collected into net 

and cleaned by passing filtered sea water 

through the net for thirty minutes. 

くなっている。

処理患は滅菌海水浸漬後 (CL)の体内菌数の減

少は僅かであり，第 1聞の結果と同様である。この

実験では NS浸j責処理を0.5ppm(GN 5 )と 5ppm 

(GN50)で行っているが両者に大きな差はなく，

体内菌数はどちらも 1オーダー穆度減少しノ:

alginoliticusは検出されるが菌数は僅かである。処

理した滅菌海水中 (CL)の蘭数は103/mlレベjレ

まで急激に増加しており， NS処理海水中 (GN5， 

GN50)でも僅かな増加は認められるが， Valgino・

liticusの増加はない。

以上 2困の実験結果はほぼ同じ傾向が示されてお

り，滅菌海水と NSの併用による 2時間の浸漬処理

区のワムシの体内細留は，現行の24時間埼養と比較

すると菌数は 1オーダ一程度低く，体内菌数に占め

る lペalginoliticusの比率も低い。

パッチ培養を終了したワムシは40μmのミウラ

ーガーゼで製作した袋を用いて由収される。袋の中

に回収されたワムシにろ過海水を30分開通水するこ

とによって洗浄し，このように処理した洗浄ワムシ

と，無処理のワムシの体内菌数を比較し，海水洗浄

によるワムシの体内菌数の減少効巣を検詳した。

また，洗浄ワムシを洗浄[K，無処理ワムシを対照

区として，さらに 2次培養を行い 6時間， 24時間

経過後の体内閣数と培養水中の菌数を比較した。培

養は0.5klポリカーボネイト水機そ用いて，クロレ

ラ海水(約2，000万綿胞/ml)の中に，ワムシを

250個体/rrilとなるように収容し，培養水温は20'C

で、行った。

ワムシのろ過海水による洗浄効果

材料および方法

題

丹
、

υ



の体内菌数と同様の傾向である。

このように 2次培養構内のろ過能力の向上によっ

てワムシの体内蕗数，特に V.alginoliticusの増加が

抑制された。

れている。

24時間経過後の体内薗数は両区ともに102/100倒

体のレベルとなり ，V. alginoliticusも両怒ともに検

出されている。培養水中の菌数は両区ともにさらに

増加してlO'/mlのレベルまでに達し，V. alginoliti-

cusも関誌で'10'/mlのレベルで検出されている。

このように， 24時間経過後は南区の菌数は体内-

i音養水ともに差はなくなっている。

8 

o 栄養強化過程におけるろ過器設麓の効果百

o 

@ 

@ 

困Tota!
V. alginoliticus 
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同事業場では 2次培養持に鯨:濁物を除去するため

に槽内;ころ過装霞を設寵している。この装震は70~ 

容のコンテナ容器の中に 4枚の吸着マットをセット

した簡単なものであり 2次培養槽(4 kl)内に

され，エアーリフトによって培養水を流入させ

ることによって槽内を浄化している。

ろj践器によるワムシの浄化効果そ検討するために，

ろ過器 1基区，ろ過器 4基区および無ろ過区の 3つ

の実験区を設定して 2次埼養実験を実施した。

培養は通常の 2次培養法と同じ条件で行い， 24時

間後のワムシ体内蕗数と培養水中の綿菌数を測定し

てその効果を判定した。

実験は1985年 6月6日から 6丹7臼に行った。

材料および方法

図5 2次培養時のろ過器によるワムシ浄化効架

Fig.5 Effects of cleaning rotifer by setting filtεr at 

secondary culture. 

The filter was made of chemical fiber mat 

and it was set inside tank‘Water in the tank 

was purified by passing through the filter by 

airlift. 

結果を図 5に示した。

接種前のワムシ体内菌数は2.8X 102/100個体で

V. alginoliticusは3.5X10/100個体であった。

ろ過器 1護区の体内菌数はやや増加がみられる程

度であるが，v. al.以noliti印 5は1オーダー近く増加

しており，この結果は通常の 2次法養法における調

査結果と間じ傾向である。然ろ過区は体内議数が 1

オーダー，V. alginoliticusは2オーダー近く増加し

ている。ろ過器 4基区は体内菌数・ V.alginolitiωs 

累議吉

ともにわずかな増加である。

培養水中の蕗数は V.alginoliticusとともにワムシ
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考 察

種苗生産の生物額料として大量に培養されている

ワムシが高濃度の細菌によって汚染されていること

は林ら 101の研究によって明らかにされている。

香川県水産振興基金震島事業場で、行われているパ

ッチ方式による培養ワムシの体内議数の変動幅は

102-103/100個体であった。これを S型ワムシの湿

を1-2μg/個体として 1g当たりに換算す

ると106-107/gとなり，他県の麓苗生産事業場で

測定された，室賀"山野井・杉山91のワムシ体内の

BTB菌数の調査結果とほぼ一政している。このよ

うな培養ワムシの高濃度の細菌汚染は麗苗生産機関

で共通したものと思われる。培養期間中のワムシ体

内韻数の経時変化は，接種後 6時間はやや減少し，

1 EIあるいは 2臼後には接種時の菌数をやや上囲り，

その後ゆるやかに減少した。このようは傾向は室費

"も，ワムシ培養過程(屋外150kl水槽)における

ワムシの BTB醤数は，培養開始時から 3時間後に

かけていったん減少した後，増加しはじめて，その

後，再び緩やかに減少し，回収時には106/gとな

ったことを報告している O 一方，向事業場のパッチ

培養時の Valginoliticusは接種ワムシの検自の有無

にかかわらず，培養経過 l日後には必ず検出されて

おり， しかも体内・水中菌数ともに培養行在期間中

の最高値と tJlJ，回収時には再び減少する傾向を

した O

2次培養惜の調査では接種したワムシは24時間培

養後，体内議数はやや増加がみられる程度であるが，

玖 alginoliticusは急激に増加し，体内菌数のなかで

占める割合は急激に高くなっている。同事業場では

このような培養を経たワムシをクロダイ仔魚に投餌

しており，したがってクロダイが摂餌するワムシは

高濃度の Valginoliticusによる汚染があるものと考

えられる。 Valginolitiαωのクロダイ仔魚に対する

病原性は必ずしも明らかでははいが，同事業場にお

ける膨満症の高い発生率!}2)3)と投餌ワムシの高い V

alginoliticus保有の関連は今後f検討すべき問題であ

る。

現行の培養行程の中で Vα制nolitiω5の24時間後

の急激な増加は，本菌の強い増殖特性によるものと

忠われるが，培養関始後 6時間では未だ増加は認め

られなかったことは，現行の24時間以上の 2次培養

を大福に時間短縮することによって，ワムシの高い

V alginoliticus保有の減少を留ることは可能のよう

に思われる。 2次培養はパン酵母で培養したワムシ

の栄養的な欠陥を補う目的で行われるものであり，

北島ら 101はクロレラによる 2次培養ワムシの20:5 

ω3系の高度不飽和脂肪酸の割合は，ほぼ6時間の

培養でパン酵母とクロレラ併用ワムシのレベルに達

するとしており，栄養改善の点でも培養時間の短縮

は問題はないと思われる。今後，詳細な 2次培養槽

の細菌調査によって適切な培養時間の検討が必要で

あろう。

2次培養槽の謡査と同時に実施したワムシの菌減

少処理法の検討では，滅菌海水に 1時間浸演すると

処理海水中の鴎数は10'-10'/mlの高レベルにな

り，これはワムシから短時間に相当量の縮閣の排出

があったと考えられるが，体内蕗数の減少は少なか

った。このワムシをさらに NSの0.5ppm以上のク

ロレラ海水に 1時間浸潰すると，処理水中の菌数は

前の処理でみられたような急激な増加は伝く，ワム

シの体内爵数は半減あるいは 1オーダー程度減少し，

V alginoliti印 sの増加も認められなかった。このよ

うに滅菌海水と NSの併用による 2時間の浸演処理

は，現行の24時間培養と比較して 1オーダー程度:体

内閣数は少なかった。しかし，処理操作の繁雑さと

短時間の栄養強化の点，さらには薬剤の摂常的な使

用は薬剤耐性菌出現の危険性と薬剤技用基準の点か

らもi苛題があるように思われる。回収il寺のろ過海水

による30分のワムシ洗浄は，体内菌数が 1オーダー

減少することが認められた。しかし，この洗浄ワム

シをさらに 2次培養すると24時間後には洗浄しない

ワムシと変わらぬ体内菌数となった。また，接極，Hi

に検出されなかった Valginoliticusも洗浄の有無に

かかわらず検出されている。同様のことは室賀7も，

前以って NSの薬浴処理により体内閣数が 1-2オ

ーダー低いワムシを接種したが，回収時には無処理

とほとんど変わらぬ醤数が検出されたことを報告し
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ている。このような結果から培養を継続するワムシ

の洗浄処理は意味がないものと思われ，今後は投館

前のワムシについて検討すべきであろう。

2次培養槽におけるろ過装置の実験では，陪事業

場が現在実施しているろ過器 1基を基準として比較

すると，無ろ過臣はワムシ体内・培養水ともに菌数

はlオーダー軽度高く，ろ過器4翠区は逆に培養水

中の蔚数は 1オーダー低く体内菌数もほぼ半減して

いる。 2次培養槽のワムシはその卵殻，死骸，排?出

物，簡料生物であるクロレラ，酵母類，更には共存

生物群と併存して培養されており，ワムシの死骸や

排泌物あるいは微生物フロッグなどが蘇溺物として

浮遊し，この中には多量の細窟群が増殖している。

本実験の結果からこれらの蘇濁物を除去する能力を

向上させることによって，ワムシの体内障数の減少

は図れるものと思われる。

以上のように，本研究では大量培養されるワムシ

の細菌‘汚染の実態を調査するとともに，その改善の

ための二，三の対策を検討した。その結果クロレラ

海水による24時間以上の 2次培養は V.alginoliticus 

をi増加させる結果となっていることが明らかとなり，

2次培養時間の短縮，ろ過能力の向上，投餌前の洗

浄などによってある提度の改善は顕れるものと思わ

れる O 山野井・杉山引は額料生物の線蔚汚染が仔稚

魚の消化管内の主要細菌叢である Vibrio留の供給

源となっていること，また林ら IIIはワムシが著しく

汚染されている場合は大最へい苑の原因とはること

を指摘しており，投餌されるワムシの浄化改善の努

力は必袈と思われる O しかし，種苗生産現場におけ

る解放的なワムシの培養環境ではそれにも担界があ

るように思われ，腹部膨満症など仔魚期の魚病対策

上，投問されるワムシの細菌汚染がどの軽度許容さ

れるのか，今後，浄化改善したワムシを用いた飼育

実験と病原性の疑われる細菌についてはその感染実

験によるliijj認が必要であろう。

要 約

1 クロダイ種苗生産時期の，パッチ方式のワムシ

培養遊躍における細菌数を調査した。その結果，

BTB ティポール寒天培地で恒常的に 102~103/

100偲体の生菌数が検出されたο

2 パッチ方式培養過程中のワムシ体内菌数の経時

変化は，接種後 8時間はやや減少し 1日あるい

は2臼後には接麗持を上自り，その後ゆるやかに

減少した。一方，V. alginoliticusは接種ワムシか

らの検出の有無にかかわらず 1臼後には必ず検

出され，しかも体内・培養水中ともに額数は最高

値を示した。

3 栄養強化過程(以下 2次培養)における24時間

後のワムシの体内菌数はやや増加がみられる程度

であるが，V. alginoliticusの占める割合は急激に

くなった0

4 2次培養において V.alginoliticusは培養開始後

6時賠では矯加はみられなかった。このことから

現行の24時間以上の培養時簡を大橋に短縮するこ

とによって，投翻するワムシの V.alginoliticμs保

有菌数を減少させることは可能と思われた。

5 ワムシの菌減少処理法を検討し，滅菌海水とニ

プルスチレン駿ナトリウムのそれぞれ 1時間の浸

演処理は，現行の 2次培養の24時間後と比較して

体内菌数は 1オーダー低かった。

6 間収時のろ過海水による30分間のワムシ洗浄に

よって，体内議数は 1オーダー程度減少すること

が認められた。しかし，このワムシをさらに 2次

培養すると， 24時陣後の体内蕗数は洗浄しない場

合と変わらぬ菌数となった。

7 2次培養槽のろ過装霊の効果は，槽内における

幣濁物の除去能力の向上によって，ワムシの体内

菌数は減少することが認められた。
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