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(54)【発明の名称】ワムシの冷蔵保存法
(57)【要約】
【課題】

本発明は、煩雑な処理を必要とせず、安定し

てワムシを供給することを提供することにある。
【解決手段】

本発明のワムシの冷蔵保存法は、ワムシ

を冷蔵保存するのに有効的な量のγ−アミノ酪酸、又は
ブタ成長ホルモンの存在下で保存することを特徴とす
る。
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【特許請求の範囲】

ものである。

【請求項１】

【０００７】

ワムシを冷蔵保存するのに有効的な量の

γ−アミノ酪酸、又はブタ成長ホルモンの存在下で保存

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、ワムシ

することを特徴とするワムシの冷蔵保存法。

を冷蔵庫内で保存する方法においては、低温移行前に15

【請求項２】

℃以下で馴化したり、保存途中に水換えを行ったりする

前記γ−アミノ酪酸の濃度が、50μg/ml

以下である請求項1記載の方法。

必要がある。これらの煩雑な処理を施さないと、保存後

【請求項３】

の生残率が安定的に高い値を示さない。

前記ブタ成長ホルモンの濃度が、0.0025

〜0.25I. U. /mlである請求項1記載の方法。
【請求項４】

前記冷蔵を、12℃以下で行う請求項1又

は2に記載の方法。
【請求項５】

【０００８】現在、有用魚介類の種苗生産業において、
仔魚に与える初期餌料であるワムシが計画通り培養でき
10

前記γ−アミノ酪酸、又は前記成長ホル

るかどうかが、有用魚介類の種苗生産の成否を左右して
いる。しかし、ワムシを終始安定的に培養することは困

モンの投与を、冷蔵保存開始後の6時間以内に行う請求

難であり、ワムシの保存技術の確立、及び該開発技術に

項1〜4項に記載の方法。

基づくワムシの供給体制の確立が懸案となっている。

【請求項６】

【０００９】そこで、本発明の目的は、煩雑な処理を必

前記γ−アミノ酪酸、又は前記成長ホル

モンの投与を、冷蔵保存終了前の6時間以内に行う請求

要とせず、安定してワムシを供給することが可能なワム

項1〜4項に記載の方法。

シの冷蔵保存方法を提供することにある。

【請求項７】

【００１０】

前記ワムシが、Ｌ型、又はＳ型である請

求項1〜4項に記載の方法。

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため

【発明の詳細な説明】

に、発明者らは、ワムシの生体、特にストレス環境下に

【０００１】

20

おけるワムシの生体について鋭意観察研究を積み重ねた

【発明の属する技術分野】本発明は、ワムシの冷蔵保存

結果、ワムシにとって大きなストレス環境下の低水温下

法に関し、特に、γ−アミノ酪酸の存在下でワムシを冷

で、γアミノ酪酸の水中添加が、ワムシの活力を昇進さ

蔵保存する方法に関する。

せ、生残率を高めることを見出した。

【０００２】

【００１１】本発明のワムシの保存方法は、ワムシを冷

【従来の技術】ワムシは、体長１００〜３００ミクロン

蔵保存するのに有効的な量のγ−アミノ酪酸、又はブタ

程の、海や河口にすむ小型の動物性プランクトンで、主

成長ホルモンの存在下、ワムシを冷蔵保存することを特

に水産養殖の現場で卵から孵化したばかりの仔稚魚に欠

徴とする。

かせない大切な餌として利用されている。ワムシは、多

【００１２】また、本発明のワムシの保存方法の好まし

くの種類の魚介類の幼生、プランクトン食の生物の本来

い実施態様において、前記γ−アミノ酪酸の濃度が、50

の食べ物である。

30

μg/ml以下であることを特徴とする。

【０００３】したがって、このようなワムシは、有用魚

【００１３】また、本発明のワムシの保存方法の好まし

貝類の種苗生産業において、孵化したばかりの仔魚に与

い実施態様において、前記ブタ成長ホルモンの濃度が、

える餌生物として汎用されている。かかる観点から、ワ

0.0025〜0.25μg/mlであることを特徴とする。

ムシを餌料用に積極的に培養することが行われている。

【００１４】また、本発明のワムシの保存方法の好まし

【０００４】ワムシの培養は、基本的に、(1)ワムシの

い実施態様において、前記冷蔵を、12℃以下で行うこと

個体数の計数(毎日)、(2)クロレラの給餌(毎日)、(3)定

を特徴とする。

期的な換水(3〜4日毎)、(4)収穫と新たな培養開始密度

【００１５】また、本発明のワムシの保存方法の好まし

の調製の作業の繰り返しとなる。

い実施態様において、前記γ−アミノ酪酸、又は前記成

【０００５】ワムシの個体数の計数は、培養条件を判断
するためのものである。計数からワムシの増殖率が高け

長ホルモンの投与を、前記冷蔵開始後の6時間以内に行
40

うことを特徴とする。

れば良好であることを示す。増殖率が低ければ、ワムシ

【００１６】また、本発明のワムシの保存方法の好まし

の餌であるクロレラの給餌量が少ない、培養水が汚れて

い実施態様において、前記γ−アミノ酪酸、又は前記ブ

いる(換水を行う。)、水温が低い、溶存酸素が少ない

タ成長ホルモンの投与を、前記冷蔵終了前の6時間以内

(エアレーションを強くする)、及び培養密度が高すぎる

に行うことを特徴とする。

(間引きを行う。)等の原因が考えられるので、原因をつ

【００１７】また、本発明のワムシの保存方法の好まし

きとめ対処する。

い実施態様において、前記ワムシが、Ｌ型、又はＳ型で

【０００６】このようなワムシの培養には、豊富な経験

あることを特徴とする。

と知識を必要とするため、ワムシ培養の好調時に、余剰

【００１８】

のワムシを冷蔵庫内で保存しておく方法が、知られてい

【発明の実施の形態】本発明のワムシの保存方法は、γ

る。この方法は、20℃ぐらいの培養温度より低温で行う

50

−アミノ酪酸、又はブタ成長ホルモンの存在下、ワムシ
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を冷蔵保存する。ワムシの冷蔵保存は、ワムシの種類に

ためである。

より異なるが、γ−アミノ酪酸又は成長ホルモンを使用

て、冷蔵を、12℃以下で行うことができる。温度の調節

することを除き、従来の冷蔵保存法を適用することがで

は、例えば、20℃で馴化等して、段階的に行っても良

きる。ワムシは、 Brachionus plicatilis（L型）、及

く、直接12℃以下に行ってもよい。なお、L型ワムシに

びB.rotundiformis(S型及びSS型)などの種類がある。

関しては、更に低温において冷蔵することができる。L

【００１９】一般に、L型の冷蔵保存は、4℃で行う。S

型ワムシの適正保存温度としては、4℃前後である。

型、SS型は、それぞれ10℃、12℃で冷蔵保存する。本発

【００２５】

明においても、これら従来の保存温度をそのまま適用す

【実施例】以下、本発明を実施例により更に具体的に説

ることができる。
【００２０】γ−アミノ酪酸は、神経細胞の興奮や抑制

また、本発明のワムシの保存方法におい

明するが、本発明は、下記実施例に限定して解釈される
10

意図ではない。

を伝達したり、あるいは神経伝達を調節したりする神経

【００２６】L型及びS型を実験に使用した。これらの株

活性アミノ酸として知られている。また、成長ホルモン

を、異なる塩濃度で予め培養した。L型及びS型株を、そ

は、好酸性細胞で合成・分泌される下垂体前葉ホルモン

れぞれ海水22及び35ppt中で予め培養した。各ワムシを5

の一つで、体全体とくに長骨の成長を促す。成長ホルモ

00mlビーカーにおいて3〜4日間培養し、その後、1000ml

ンの作用は、一様でなく、発生段階や組織によっていろ

ビーカーに移し3〜4日間培養した。爆気なしに、暗所下

いろ変化する。単に成長を促すだけでなくいろいろな組

において、25℃で予備培養中、毎日、ワムシに餌(７×1

織でのタンパク質性合成を促進し、また貯蔵脂肪の移動

0 細胞/mlの

も刺激する。

えた。7 8日間の予備培養後、ワムシを実験に使用し

【００２１】本発明においては、このようなγ−アミノ

た。以前の研究に基づき、保存温度を、L型及びS型に対

酪酸及び成長ホルモンを、ワムシの冷蔵保存期間中の活

６

20

Nannochloropsisi

oculata Droop)を与

して、それぞれ、4℃及び10℃とした。

力剤として用いる。γ―アミノ酪酸及び成長ホルモンの

【００２７】低温保存したワムシの生残率における2つ

量としては、ワムシを冷蔵保存するのに有効的な量であ

の化学薬品、γ−アミノ酪酸(GABA)及びブタ成長ホルモ

る。有効的な量は、ワムシの状態、培養温度等により異

ン(GH)の効果を決定した。両方の化学薬品を、シグマ社

なり、適宜決定することができる。一般的には、γ−ア

(Siguma Chemical Co.)から入手した。この実験に使用

ミノ酪酸の濃度は、50 μg/mlである。γ−アミノ酪酸

したGABA及びGHの投与量を、それぞれ、50μg/ml及び0.

の濃度は、好ましくは50±10μg/mlである。５０μg/ml

025I.U./mlとした。これらの濃度は、ワムシの培養にお

以上とすると、水質の悪化を招いてワムシの斃死に至る

いて最も良い生残率を示した。

場合が有り、５μg/ml以下とすると、ワムシの活力剤と

【００２８】実施例１

しての効果が減少するからである。

まず、L型について、本発明の効果を調べた。上述のよ

【００２２】成長ホルモンの濃度は、ワムシの状態、培

30

うに予備培養したストックからL型ワムシを採取し、500

養温度等の諸条件により異なるが、一般的には、0.0025

個/mlに調節した。その後、それらを25ml培地付き50ml

〜0.25μg/mlである。成長ホルモンの濃度は、好ましく

容器に入れた。実験の最初の日に餌(N.oculataを7×10

は、0.025μg/mlである。0.25μg/ml以上とすると、 水

６

質の悪化を招く場合が有り、0.0025μg/ml以下とする

た。処理1(T1)において、3つのボトル(1,2,3)をGABAな

と、ワムシの活力剤としての効果が減少するからであ

しに、直接的に25℃〜4℃へ移行した(対照例)。処理2(T

る。

2)において、他の3つのボトル(4,5,6)を、25℃〜4℃へ

【００２３】γ−アミノ酪酸又は前記成長ホルモンの投

移行6時間後に、GABAを加えた。水換えなくワムシを4℃

与時期については、ワムシの状態によって適宜変更可能

で30日間培養して、暗所下を維持した。生残率を3〜4日

である。好ましくは、ワムシの冷蔵開始後6時間以内に

毎に記録した。保存中、記録後、濃縮した７×10

行う。投与時期を冷蔵開始後6時間以内とするのは、ワ

)を与えた。６つの容器を用意し、２つの処理をし

６

40

細胞

/mlのN.oculataをワムシに与えた。

ムシを長期にわたって冷蔵保存し、ワムシの活力が低減

【００２９】保存14日及び30日に、各容器からワムシを

している場合には、ワムシがγ−アミノ酪酸及び成長ホ

取り出し、25℃に回復した。サンプルしたワムシを、10

ルモンを、積極的に吸収し、利用することができず、代

mlの22pptのN.oculata(7×10 細胞/ml)を含む新しい容

わりに水中の細菌に分解，利用されるおそれが有るから

器に20個/mlの密度で貯蔵した。

である。

【００３０】4℃で保存し、培地に回復した成長ホルモ

【００２４】また、前記γ−アミノ酪酸、又は前記成長

ンの効果を見るために、GABA試験において行ったような

ホルモンの投与を、前記冷蔵保存終了前の6時間以内に

同様の方法を使用した。0.025IU/mlのGHを使用した。

行うことができる。投与時期を冷蔵保存終了前の6時間

【００３１】GABA6ｈ、GH６h、GABA7d、GH7d及び対照例

以内とするのは、冷蔵保存後の温度上昇，仔魚に給餌す

について、7日、10日、14日、21日及び30日目のL型の生

る際の栄養強化培養時等に生じるストレスを軽減させる

6

50

残率(平均値)を、表１及び図1に示す。図1(Ａ)が、GABA

( 4 )
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を添加した場合であり、図1(B)が、GHを添加した場合で

【００３２】

ある。

【表１】

【００３３】図1から明らかなように、GABA、及びGHの

生残率が減少する。無細菌下での冷蔵保存により、より

存在下での冷蔵保存中において、ワムシの生残率が高い

ワムシの生残率を上げることができる。

ことが分かる。途中で生残率が低くなることも見られた

【００３４】実施例２

が、これは、細菌による影響と考えられる。即ち、GABA

ワムシを10℃で保存する以外、実施例1と同様の方法を

及びGHは、ワムシの活力剤であると同時に、細菌の栄養

用いて、S型について、本発明の効果を調べた。結果を

源または活力剤となる可能性もあるからである。したが

表２及び図2に示す。

って、ワムシの状態によっては、GABA及びGHなどが細菌

【００３５】

に利用される可能性もあり、かかる場合には、ワムシの

20

【表２】

【００３６】図２から明らかなように、10日及び14日後

【発明の効果】本発明のワムシの冷蔵保存法によれば、

にはGABA6hの処理をしたものが対照例より高い生残率を

高い生残率でワムシを終始安定的に培養することができ

示した。

るという有利な効果を奏する。

【００３７】実施例３

30

【００４１】また、本発明のワムシの冷蔵保存法によれ

次に、GABAの投与を冷蔵保存終了前6時間のときに行っ

ば、低温移行前に馴化すること、保存途中に水換えをす

た場合の本発明の効果を調べた。ワムシとしてS型を用

ることなく、したがって、煩雑な手続きをすることな

いた。結果を図3に示す。図3は、14日間の10℃低温保存

く、高い生残率でワムシを供給することができるという

後の25℃での回復試験を行った結果を示す図である。即

有利な効果を奏する。

ち、10℃〜25℃に移行8日後のワムシの密度を示す。

【図面の簡単な説明】

【００３８】実施例1と同様の方法により、対照例、GAB

【図１】

A6ｈを処理した。即ち、対照例は、GABAを含まないで冷

A6h、及びGABA７D処理した場合の冷蔵後の日数と生残率

蔵保存したものである。GABA6hは、25℃〜10℃へ低温移

との関係を示す図である。図1(b)が、L型ワムシに関し

行後、6時間のときに、50mg/LのGABAを投与したもので
ある。GABAD14は、10℃から25℃に移行する6時間前に50

図1(A)が。L型ワムシに関して、対照例、GAB

て、対照例、GH6h、及びGH７D処理した場合の冷蔵後の
40

日数と生残率との関係を示す図である。

mg/lのGABAを添加したものである。

【図２】

【００３９】図３から明らかなように、冷蔵保存中にGA

た場合の冷蔵後の日数と生残率との関係を示す図であ

BAを投与したものは、対照例と比較して高いワムシ密度

る。

を示した。

【図３】

【００４０】

S型ワムシに関して、対照例、GABA6h処理し

回復8日後のワムシ密度を示す図である。

( 5 )

【図１】
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