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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　赤潮に対するワムシの耐性を改善するための飼料であって、
　パラクロレラ・ケスレリ（Ｐａｒａｃｈｌｏｒｅｌｌａ　ｋｅｓｓｌｅｒｉ）種藻類Ｋ
ＮＫ－Ａ００１株（受託番号：ＦＥＲＭ　ＢＰ－２２２５６）またはその変異体を有効成
分として含み、
　赤潮の原因が渦鞭毛藻ヘテロカプサ・サーキュラリスカーマ（Ｈｅｔｅｒｏｃａｐｓａ
　ｃｉｒｃｕｌａｒｉｓｑｕａｍａ）であることを特徴とするワムシの飼料。
【請求項２】
　パラクロレラ・ケスレリ（Ｐａｒａｃｈｌｏｒｅｌｌａ　ｋｅｓｓｌｅｒｉ）種藻類Ｋ
ＮＫ－Ａ００１株（受託番号：ＦＥＲＭ　ＢＰ－２２２５６）またはその変異体の１８Ｓ
　ｒＲＮＡの部分塩基配列が、下記（１）～（３）から選択されるものである請求項１に
記載のワムシの飼料：
　（１）配列番号１に相当する（１）の塩基配列；
　（２）上記（１）に規定される塩基配列において、１以上、３１以下の塩基が欠失、置
換および／または付加された塩基配列；
　（３）上記（１）に規定される塩基配列に対して９８．５％以上の配列同一性を有する
塩基配列。
【請求項３】
　パラクロレラ・ケスレリ（Ｐａｒａｃｈｌｏｒｅｌｌａ　ｋｅｓｓｌｅｒｉ）種藻類Ｋ
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ＮＫ－Ａ００１株（受託番号：ＦＥＲＭ　ＢＰ－２２２５６）またはその変異体の乾燥体
を１．０質量％以上含む請求項１または２に記載のワムシの飼料。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、プランクトンの異常増殖に対する水生生物の耐性を有効に改善する方法に関
するものである。
【背景技術】
【０００２】
　養殖とは、主に有用な水生生物を人が管理して飼育することにより数や量の増収を図る
ことをいい、天然水生生物を捕獲するよりも安定供給が可能になるという利点がある。
【０００３】
　マダイやヒラメなどの高級魚を養殖するに当たっては、稚魚の段階ではシオミズツボワ
ムシ（Ｂｒａｃｈｉｏｎｕｓ　ｐｌｉｃａｔｉｌｉｓ）などの生体飼料が用いられている
。また、海中で養殖する前の稚貝には、Ｎａｎｎｏｃｈｌｏｒｏｐｓｉｓ　ｏｃｕｌａｔ
ａなどの藻類の生体が飼料として用いられている。また、生体飼料であるシオミズツボワ
ムシ自体の養殖においては、クロレラ（Ｃｈｌｏｒｅｌｌａ）属藻類の生体細胞が飼料と
して主に用いられる。生体飼料生物は、一般的に、養殖場またはその近辺で養殖し、養殖
生物に施餌される。
【０００４】
　水生生物の養殖においては、プランクトンの異常増殖がしばしば問題となる。プランク
トンの異常増殖は、主に海水や淡水が富栄養化して窒素やリンといった栄養成分の濃度が
高まり、特定のプランクトンが過剰に増加する現象であり、原因となるプランクトンの種
類に応じて、赤潮、アオコ、水の華、淡水赤潮などと名付けられている。さらに、異常増
殖したプランクトンが死滅し、バクテリアにより分解される際に酸素が消費され、酸素不
足となる青潮という現象もある。何れにせよ、プランクトンの異常増殖により養殖場の海
水や淡水が酸素不足となり、養殖水生生物やその生体飼料生物が壊滅的なダメージを受け
る場合がある。また、赤潮などの原因となるプランクトンの中には、渦鞭毛藻であるヘテ
ロカプサ・サーキュラリスカーマ（Ｈｅｔｅｒｏｃａｐｓａ　ｃｉｒｃｕｌａｒｉｓｑｕ
ａｍａ）など、水生生物に対する毒素を産生するものもある。そこで、プランクトンの異
常増殖に対応するための様々な技術が開発されている。
【０００５】
　例えば、赤潮に対応する技術としては、赤潮自体を回収するものや（特許文献１など）
、赤潮が発生した海水を浄化するもの（特許文献２など）、また、赤潮の原因となるプラ
ンクトンを駆除するための薬剤を散布するもの（特許文献３など）などがある。その他、
特許文献４には、特定微生物の培養液またはその処理物が、魚介類には害を及ぼさず飼料
となるものである一方で、赤潮の原因となるシャトネラ（Ｃｈａｔｔｏｎｅｌｌａ）属藻
類に対して高い致死活性と生育阻害活性を示すことが開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開平５－０１７９３０号公報
【特許文献２】特開平６－２９６９５８号公報
【特許文献３】特開平６－１６５０４号公報
【特許文献４】特開平５－１１２４１７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　上述したように、赤潮などプランクトンの異常増殖への様々な対応技術が開発されてい
るが、赤潮などを回収する技術や海水などの浄化技術は、必要な設備投資費用が莫大なも
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のとなり、少なくとも小規模な養殖には適さないといえる。また、異常増殖プランクトン
を駆除する薬剤などは、たとえ魚類などには悪影響を及ぼさない場合であっても、養殖対
象である飼料プランクトンには悪影響を示すおそれがあり得る。一方、養殖対象である水
生生物のプランクトン異常増殖に対する耐性を高めることができれば、プランクトン異常
増殖は一過性のものである場合が多いことから、その被害を低減することが可能になる。
【０００８】
　そこで本発明は、養殖対象である水生生物自体のプランクトン異常増殖に対する耐性を
有効に改善する方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明者らは、上記課題を解決するために鋭意研究を重ねた。その結果、クロレラ属藻
類に近縁なものではあるがクロレラ属藻類とは異なるパラクロレラ属藻類を飼料として水
生生物に施餌した場合、プランクトンの異常増殖に対する水生生物の耐性を有効に改善で
きることを見出して本発明を完成した。
【００１０】
　以下、本発明を示す。
【００１１】
　［１］　プランクトンの異常増殖に対する水生生物の耐性を改善する方法であって、
　水生生物にパラクロレラ（Ｐａｒａｃｈｌｏｒｅｌｌａ）属藻類を有効成分として含む
飼料を施餌する工程を含むことを特徴とする方法。
【００１２】
　［２］　パラクロレラ属藻類がパラクロレラ・ケスレリ（Ｐａｒａｃｈｌｏｒｅｌｌａ
　ｋｅｓｓｌｅｒｉ）種藻類である上記［１］に記載の方法。
【００１３】
　［３］　パラクロレラ・ケスレリ種藻類がＫＮＫ－Ａ００１株（受託番号：ＦＥＲＭ　
ＢＰ－２２２５６）である上記［２］に記載の方法。
【００１４】
　［４］　プランクトンの異常増殖が赤潮である上記［１］～［３］のいずれかに記載の
方法。
【００１５】
　［５］　プランクトンがヘテロカプサ・サーキュラリスカーマ（Ｈｅｔｅｒｏｃａｐｓ
ａ　ｃｉｒｃｕｌａｒｉｓｑｕａｍａ）である上記［４］に記載の方法。
【００１６】
　［６］　水生生物が、貝類、魚類、飼料用動物プランクトンから選択されるものである
上記［１］～［５］のいずれかに記載の方法。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明方法で用いるパラクロレラ属藻類は、それ自体が水生生物の成長を有効に促す優
れた飼料であるといえる。また、当該パラクロレラ属藻類の施餌期間が長くなる程、飼育
系内におけるプランクトンの異常増殖に対する水生生物の耐性が改善されることが実験的
に見出されている。よって本発明方法は、特別な操作を必要とせず、飼料としてパラクロ
レラ属藻類を施餌することによりプランクトン異常増殖対策になるものとして産業上非常
に有用である。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】図１は、一般的な飼料を用いて飼育したワムシと、本発明に係るパラクロレラ属
藻類を飼料として用いて飼育したワムシとの間で、赤潮の原因となる有害なプランクトン
に対する耐性を比較した結果を示すグラフである。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
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　本発明方法は、プランクトンの異常増殖に対する水生生物の耐性を改善する方法に関す
るものである。
【００２０】
　本発明の対象であるプランクトンは、その異常増殖が問題となるものであれば特に制限
されないが、例えば、赤潮の原因として、キートケロス属（Ｃｈａｅｔｏｃｅｒｏｓ　ｓ
ｐｐ．）、スケルトネマ・コスタツム（Ｓｋｅｌｅｔｏｎｅｍａ　ｃｏｓｔａｔｕｍ）、
リゾソレニア・インブリカータ（Ｒｈｉｚｏｓｏｌｅｎｉａ　ｉｍｂｒｉｃａｔａ）、リ
ゾソレニア・セティゲラ（Ｒ．ｓｅｔｉｇｅｒａ）、タラシオシラ属（Ｔｈａｌａｓｓｉ
ｏｓｉｒａ　ｓｐｐ．）などの珪藻類；シャットネラ・アンティカ（Ｃｈａｔｔｏｎｅｌ
ｌａ　ａｎｔｉｑｕａ）、シャットネラ・マリナ（Ｃ．ｍａｒｉｎａ）、ヘテロシグマ・
アカシオ（Ｈｅｔｅｒｏｓｉｇｍａ　ａｋａｓｈｉｗｏ）などのラフィド藻類；アレキサ
ンドリウム属（Ａｌｅｘａｎｄｒｉｕｍ　ｓｐｐ．）、ギムノディニウム属（Ｇｙｍｎｏ
ｄｉｎｉｕｍ　ｓｐｐ．）、ヘテロカプサ・サーキュラリスカーマ（Ｈｅｔｅｒｏｃａｐ
ｓａ　ｃｉｒｃｕｌａｒｉｓｑｕａｍａ）、カレニア・ブレビス（Ｋａｒｅｎｉａ．　ｂ
ｒｅｖｉｓ）、カレニア・ミキモトイ（Ｋ．ｍｉｋｉｍｏｔｏｉ）、ヤコウチュウ（Ｎｏ
ｃｔｉｌｕｃａ　ｓｃｉｎｔｉｌｌａｎｓ）、プロロセントラム・ミカンス（Ｐｒｏｒｏ
ｃｅｎｔｒｕｍ　ｍｉｃａｎｓ）などの渦鞭毛藻類；アカシオウズムシ（Ｍｅｓｏｄｉｎ
ｉｕｍ　ｒｕｂｒｕｍ）などの繊毛虫類などを挙げることができる。アオコや水の華の原
因として、例えば、ミクロキスティス属（Ｍｉｃｒｏｃｙｓｔｉｓ）、アナベノプシス属
（Ａｎａｂａｅｎｏｐｓｉｓ）などの藍藻類；クロレラ属（Ｃｈｌｏｒｅｌｌａ）、イカ
ダモ属（Ｓｃｅｎｅｄｅｓｍｕｓ）、クラミドモナス属（Ｃｈｌａｍｙｄｏｍｏｎａｓ）
などの緑藻類を挙げることができる。
【００２１】
　特に、ヘテロカプサ属、アレキサンドリウム属、ギムノディニウム属、カレニア属、プ
ロロセントラム属などに属する渦鞭毛藻類の中には、異常増殖による酸素不足が問題にな
るだけでなく、水生生物に対する毒素を産生するものもある。
【００２２】
　本発明において、プランクトンの異常増殖としては、赤潮、アオコ、水の華、淡水赤潮
と呼ばれるものの他、異常増殖したプランクトンが死滅し、バクテリアにより分解される
際に酸素が消費され、酸素不足となる青潮も含まれるものとする。
【００２３】
　本発明方法によりプランクトンの異常増殖に対する耐性を改善すべき水生生物は、養殖
対象とされているものであれば特に制限されない。例えば、カキ、アワビ、ホタテ、シン
ジュガイ、イタヤガイ、ヒオウギガイなどの貝類；タイ、ヒラメ、マグロ、ブリ、カンパ
チ、シマアジ、イサキなどの海水魚；ウナギ、イワナ、アマゴ、マスなどの淡水魚；シオ
ミズツボワムシやチグリオプスなどの飼料用動物プランクトンを挙げることができる。
【００２４】
　本発明方法により改善すべき耐性とは、プランクトンの異常増殖に対するものであり、
例えば、プランクトンの異常増殖に伴う酸素不足や、異常増殖し得るプランクトンが産生
する毒素などに対する耐性をいうものとする。
【００２５】
　本発明方法は、水生生物にパラクロレラ（Ｐａｒａｃｈｌｏｒｅｌｌａ）属藻類を有効
成分として含む飼料を施餌する工程を含むことを特徴とする。
【００２６】
　パラクロレラ属は、トレボキシア藻綱（Ｔｒｅｂｏｕｘｉｏｐｈｙｃｅａｅ）と緑藻綱
（Ｃｈｌｏｒｏｐｈｙｃｅａｅ）とにまたがるクロレラ属のうち、トレボキシア藻綱に属
するものであるが、１８Ｓ　ｒＤＮＡおよび１６Ｓ　ｒＤＮＡを用いた分子系統学的解析
によれば他のクロレラ属とは別のグループを形成するものである。
【００２７】
　パラクロレラ属藻類にはクロレラ属藻類のような強固な細胞壁構造が認められず、代わ
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りに多糖類を主体とした厚い膜で覆われている。このことが、クロレラ属藻類に比べてパ
ラクロレラ属藻類が水生生物に消化吸収され易く、その成長効果や飼料効率が高く、飼料
として優れている理由であると考えられる。
【００２８】
　一般的に、パラクロレラ属藻類は、野外で採取した淡水サンプルから、一般的な培地を
使った継代培養によりコロニーを分離し、最終的に分子系統学的解析により属種を特定す
ることにより得ることができる。また、市販のものなどがあれば、入手して使用すればよ
い。
【００２９】
　パラクロレラ属藻類は、淡水培地やＬＢ培地などの一般的な培地中、好気条件、嫌気条
件のいずれでも生育可能であるが、室温～３０℃、明条件、好気条件で特によく増殖する
。
【００３０】
　パラクロレラ属藻類としては、例えば、パラクロレラ・ケスレリ（Ｐ．ｋｅｓｓｌｅｒ
ｉ）、パラクロレラ・バイエリンキ（Ｐ．ｂｅｉｊｅｒｉｎｃ）、パラクロレラ・マリニ
クロレラ（Ｐ．ｍａｒｉｎｉｃｈｌｏｒｅｌｌａ）、パラクロレラ・ディクチオスフェリ
ウム（Ｐ．ｄｉｃｔｙｏｓｐｈａｅｒｉｕｍ）、パラクロレラ・ムキドスファエリウム（
Ｐ．ｍｕｃｉｄｏｓｐｈａｅｒｉｕｍ）、パラクロレラ・クロステリオプシス（Ｐ．ｃｌ
ｏｓｔｅｒｉｏｐｓｉｓ）、パラクロレラ・ジクロスター（Ｐ．ｄｉｃｌｏｓｔｅｒ）が
挙げられる。これらの中でも特にパラクロレラ・ケスレリが好適である。
【００３１】
　パラクロレラ・ケスレリ種藻類のうち、特に好適なＫＮＫ－Ａ００１株（受託番号：Ｆ
ＥＲＭ　ＢＰ－２２２５６）は、下記の通り寄託機関に寄託されている。
（ｉ）　寄託機関の名称およびあて名
　名称：　独立行政法人製品評価技術基盤機構　特許生物寄託センター
　あて名：　日本国　千葉県木更津市かずさ鎌足２－５－８－１　１２０号室
（ｉｉ）　受託日：　２０１３年９月３日
（ｉｉｉ）　受託番号：　ＦＥＲＭ　ＢＰ－２２２５６
　本発明に係るＫＮＫ－Ａ００１株の形態的特徴などは、以下の通りである。
【００３２】
【表１】

【００３３】
　また、ＫＮＫ－Ａ００１株の１８Ｓ　ｒＲＮＡの部分塩基配列を、配列番号１（ＳＥＱ
　ＩＤ　ＮＯ：１）に示す。
【００３４】
　また、その１８Ｓ　ｒＲＮＡが、配列番号１に相当する（１）の塩基配列に対して、下
記（２）または（３）の塩基配列を有する場合には、ＫＮＫ－Ａ００１株と同じくパラク
ロレラ属藻類に属し、且つＫＮＫ－Ａ００１株と同様に、プランクトンの異常増殖に対す
る水生生物の耐性を改善する効果を示すと考えられる。
【００３５】
　（２）　上記（１）に規定される塩基配列において、１以上、３１以下の塩基が欠失、
置換および／または付加された塩基配列
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　（３）　上記（１）に規定される塩基配列に対して９８．５％以上の配列同一性を有す
る塩基配列
　なお、欠失などの変異の導入により１８Ｓ　ｒＲＮＡの塩基配列の塩基数が変化する場
合においても、変異数が上記のとおり１以上、３１以下の範囲内にあるか、配列同一性の
パーセンテージが上記のとおり９８．５％以上の範囲内にあれば、変異導入後の配列にお
いて、変異導入前の特定位置に相当する位置を特定することは当業者にとり容易である。
具体的には、塩基配列の多重アラインメント用プログラムで比較すべき配列をアライメン
トし、位置を決定することが可能である。また、塩基配列の同一性も、多重アラインメン
ト用プログラムで容易に求めることができる。
【００３６】
　上記塩基配列（２）において、欠失などの変異の数としては、３０以下、２０以下また
は１０以下がより好ましく、９以下、８以下、６以下または５以下がさらに好ましく、４
以下または３以下がさらに好ましく、２または１がさらに好ましい。
【００３７】
　また、上記塩基配列（３）において、塩基配列の同一性のパーセンテージとしては、９
９．０％以上、９９．２％以上または９９．４％以上がより好ましく、９９．５％以上、
９９．６％以上または９９．７％以上がさらに好ましく、９９．８％以上または９９．９
％以上がさらに好ましい。
【００３８】
　本発明で用いるパラクロレラ属藻類としては、少なくとも最終の培養段階で従属栄養培
養したものが好ましい。パラクロレラ属藻類は、独立栄養培養した場合と従属栄養培養し
た場合とでは細胞の構成や細胞に含まれる成分に相違が生じる場合があり得る。
【００３９】
　本発明で用いるパラクロレラ属藻類には、その変異体であって、水生生物に対する飼料
となり且つプランクトンの異常増殖に対する水生生物の耐性を改善するものも含むものと
する。ここで「変異体」とは、人為的な選択、交雑、突然変異、遺伝子組み換えなどによ
り改良したパラクロレラ属藻類をいうものとする。
【００４０】
　上述したように、本発明で用いるパラクロレラ属藻類にはクロレラ属藻類のような強固
な細胞壁構造が認められないが、薄いながらも細胞壁が認められる。よって、水生生物で
の吸収効率をより一層高めるために、細胞壁を破壊するための処理を行うことが好ましい
。パラクロレラ属藻類の細胞壁は、例えば、藻体の乾燥により容易に破壊することができ
る。
【００４１】
　本発明方法で水生生物に施餌する飼料の有効成分としてのパラクロレラ属藻類の乾燥体
は、パラクロレラ属藻類の生細胞や、当該生細胞を含む培養液を乾燥することにより得る
ことができる。即ち、パラクロレラ属藻類の培養液から濾過や遠心分離などにより生細胞
を分離して乾燥したり、或いは培養液をそのまま乾燥すればよい。パラクロレラ属藻類の
生細胞としては、その破砕物を用いてもよい。生細胞の破砕物であれば、飼料としてより
有効であり得る。なお、パラクロレラ属藻類は、培養液中に分泌物を放出し、この分泌物
が水生生物の成長に有効な成分の一つである可能性がある。培養液をそのまま乾燥した場
合には、乾燥体にはかかる分泌物が含まれることになる。
【００４２】
　パラクロレラ属藻類の生細胞や当該生細胞を含む培養液の乾燥は、常法に従って行うこ
とができる。例えば、当該生細胞などを５０℃以上、２００℃以下で１０秒間以上、１０
時間以下程度乾燥すればよい。乾燥時には減圧してもよい。なお、培養液を薄膜状に流下
させつつ乾燥すれば、乾燥時間を短縮することができる。また、凍結乾燥してもよい。具
体的な乾燥条件は、乾燥すべきパラクロレラ属藻類や培養液の量、使用する機器などに応
じて適宜調整することができる。また、得られた乾燥体は、一般的には凝集しているので
、さらに粉砕してもよい。粉砕程度は、給餌すべき水生生物が摂取し易い程度に調整すれ
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ばよい。
【００４３】
　なお、本発明における「パラクロレラ属藻類の乾燥体」は特に制限されず、パラクロレ
ラ属藻類が生細胞ではなく、また、明らかな湿潤状態になければその水分含量は問わない
ものとする。例えば、乾燥体の水分含量としては３０質量％以下とすることができる。当
該水分含量としては、その値が低いほど飼料の保存安定性が高く、また、運搬が容易であ
るので、２０質量％以下が好ましく、１５質量％以下がより好ましく、１０質量％以下が
さらに好ましく、８質量％以下がよりさらに好ましい。一方、過剰に乾燥させる必要はな
いので、当該水分含量としては１質量％以上が好ましく、２質量％以上がより好ましく、
５質量％以上がさらに好ましい。なお、上記の乾燥は、吸収効率の向上の他、細胞を殺す
ためや保存安定性を向上させるために行うものであるので、実際の飼料製品や給餌時の飼
料における水分含量は問題にならない。例えば、パラクロレラ属藻類の乾燥体を養殖水な
どに分散した上で給餌してもよい。また、乾燥体中の水分含量は、カールフィッシャー法
により容易に測定することができる。
【００４４】
　また、本発明において「有効成分」とは、養殖対象である水生生物に対して少なくとも
毒性を示すことはなく、飼料として用い得るものであり、且つプランクトンの異常増殖に
対する水生生物の耐性を改善できるものをいう。
【００４５】
　パラクロレラ属藻類の施餌量は、給餌すべき水生生物の種類や成長度合いなどに応じて
適宜調整すればよいが、例えば、陸上養殖される稚貝や稚魚、輪形動物のような飼料用動
物プランクトンの場合、養殖水に対するパラクロレラ属藻類細胞の数で、一回の給餌当た
り１×１０5ｃｅｌｌｓ／ｍＬ以上、５×１０7ｃｅｌｌｓ／ｍＬ以下程度とすることがで
きる。当該給餌量は、養殖対象である水生生物の成長度合いに応じて適宜調整すればよい
。
【００４６】
　また、一般的な魚類に対する施餌量も、その種類や成長度合い、他の飼料との配合割合
などを考慮して適宜調整すればよいが、例えば、一日の施餌当たりのパラクロレラ属藻類
乾燥体の摂取量を０．２ｇ／ｋｇ体重以上程度とすることができる。
【００４７】
　パラクロレラ属藻類の一日当たりの施餌回数も適宜調整すればよいが、例えば、一日当
たり１回以上、３回以下とすることができる。その他、飼料用動物プランクトンの場合に
は、適量のパラクロレラ属藻類を含む海水または淡水を新たに調製し、そこへ適数の飼料
用動物プランクトンを添加してもよい。
【００４８】
　パラクロレラ属藻類を魚類用に他の飼料などと混合する場合には、例えば、パラクロレ
ラ属藻類乾燥体の含有割合を１．０質量％以上とすることが好ましい。上限は特に制限さ
れないが、栄養の偏りを低減するために、１０質量％以下とすることが好ましい。配合す
べき他の飼料としては、例えば、魚粉、大豆粕、米糠、小麦粉、でんぷん、酵母、油脂、
ビタミン類、ミネラル類などが挙げられ、対象魚類の種類や成長度合いに応じて適宜選択
すればよい。
【００４９】
　パラクロレラ属藻類を含む飼料の形態は特に制限されず、給餌すべき水生生物の種類や
成長度合いなどに応じて適宜決定すればよい。例えば、稚貝や飼料用動物プランクトンに
は、摂食し易いようパラクロレラ属藻類を粉砕したものとすることができる。一方、稚魚
の場合、上記のような粉砕物では、養殖水中に拡散してしまい稚魚が摂食できないおそれ
があるので、パラクロレラ属藻類の粉砕物を、必要に応じて他の飼料と共に適度な大きさ
に成形して固形状とすることが好ましい。
【００５０】
　以下、本発明方法につき、工程毎に説明する。
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【００５１】
　１．　パラクロレラ属藻類の培養工程
　本工程では、パラクロレラ属藻類を培養する。本工程の実施は任意であるが、本発明方
法で用いるパラクロレラ属藻類の生産の観点からは、本工程を実施してパラクロレラ属藻
類の総量を増やすことが好ましい。
【００５２】
　パラクロレラ属藻類の培養条件は、培養すべきパラクロレラ属藻類の至適条件に応じて
適宜決定すればよい。例えば、上記のとおり、淡水培地やＬＢ培地などの一般的な培地中
、好気条件または嫌気条件下、室温～３０℃で培養すればよい。
【００５３】
　パラクロレラ属藻類は、一般的には明条件で特によく増殖する。よって、パラクロレラ
属藻類の総量を増やすという観点では、明条件で、特に独立栄養条件で培養することが好
ましい。しかし、少なくとも従属栄養培養したパラクロレラ属藻類の水生生物用飼料とし
ての優れた成長効果は確認されていることから、遮光し、従属栄養条件下で培養すること
も好ましい。その他、独立栄養条件でパラクロレラ属藻類を十分に増殖せしめた後に、従
属栄養条件下で培養してもよい。
【００５４】
　２．　処理工程
　本工程では、パラクロレラ属藻類を処理する。本工程の実施は任意であるが、摂取効率
や吸収効率の向上などのために実施することが好ましい。
【００５５】
　具体的な処理としては、乾燥処理と破砕処理、および乾燥処理と破砕処理の組み合わせ
を挙げることができる。乾燥方法や乾燥の程度などは、上記に従えばよい。また、破砕処
理としては、超音波やホモジェナイザーなどによる処理を挙げることができる。
【００５６】
　３．　給餌工程
　本工程では、パラクロレラ属藻類を有効成分として含む飼料を水生生物に施餌する。具
体的な施餌条件は、上記のとおり、養殖対象である水生生物の種類や成長度合いなどに応
じて適宜決定すればよい。
【００５７】
　パラクロレラ属藻類を施餌する場合には、一般的な飼料を施餌する場合に比べ、より少
ない量で水生生物を正常な、またはそれ以上の成長を促すことができ、給餌量を抑制する
ことが可能である。また、一般的な飼料を同量給餌した場合に比べ、水生生物の個体数や
総重量を顕著に増加させることができる。さらに、プランクトンの異常増殖に対する耐性
が改善され、飼育系内でプランクトンが異常増殖しても、水生生物の致死率を顕著に低減
することができる。
【００５８】
　上記の効果は、パラクロレラ属藻類の施餌期間が長い程より確実に得られる。よって、
パラクロレラ属藻類の施餌期間としては、５日間以上が好ましく、１週間以上または２週
間以上がより好ましく、３週間以上がさらに好ましい。施餌期間の上限は特に制限されず
、養殖すべき水生生物によって異なり、例えば、養殖期間にわたってパラクロレラ属藻類
を施餌してもよい。
【実施例】
【００５９】
　以下、実施例を挙げて本発明をより具体的に説明するが、本発明はもとより下記実施例
によって制限を受けるものではなく、前・後記の趣旨に適合し得る範囲で適当に変更を加
えて実施することも勿論可能であり、それらはいずれも本発明の技術的範囲に包含される
。
【００６０】
　実施例１：　赤潮耐性試験
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　渦鞭毛藻ヘテロカプサ・サーキュラリスカーマ（Ｈｅｔｅｒｏｃａｐｓａ　ｃｉｒｃｕ
ｌａｒｉｓｑｕａｍａ，以下、「ヘテロカプサ」と略記する）は、赤潮の原因となるプラ
ンクトンの中でも最も有害なものの一つであり、特に貝類のエラや外套膜に障害を与える
毒素を産生し、養殖されているカキ、アコヤガイ、アサリ、サザエ、アワビなどにも深刻
な悪影響を与えるものであり、ワムシに対しても致死作用を示すことが示されている。そ
こで本実験では、ヘテロカプサの異常増殖に対する耐性を試験した。
【００６１】
　（１）　ワムシの前培養
　パラクロレラ・ケスレリＫＮＫ－Ａ００１株の細胞を超音波処理して分散させた後、オ
ートクレーブ処理し、ＳＷＭ－３培地（４０ｍＬ）に、２００万細胞／ｍＬの割合で添加
した。次いで、ワムシを１００匹程度添加し、明暗１２時間サイクルの白色蛍光下（２０
０±５μｍｏｌｍ-2Ｓ-1）、２８℃の条件で１週間培養した。次いで、１００～２００個
体のワムシを新しいＳＷＭ－３培地（４０ｍＬ）が入ったフラスコに移した。この作業を
繰り返すことでワムシを３週間培養した。
【００６２】
　対照例として、ＫＮＫ－Ａ００１株の代わりに、ワムシの一般的な飼育飼料であるナン
ノクロロプシス・オキュラータ（Ｎａｎｎｏｃｈｌｏｒｏｐｓｉｓ　ｏｃｕｌａｔａ）を
用いた以外は上記と同様の条件でワムシを３週間培養した。
【００６３】
　（２）　赤潮耐性試験
　ＳＷＭ－３培地へ１×１０5ｃｅｌｌｓ／ｍＬの割合でヘテロカプサを添加し、当該細
胞懸濁液（５００μＬ）を２４穴細胞培養用プレートの各ウェルに添加した。上記（１）
でＫＮＫ－Ａ００１株を１週間または３週間給餌培養したワムシ、或いは通常飼料で３週
間給餌培養したワムシを１０匹ずつ、それぞれ３ウェルに添加した。
【００６４】
　１時間毎に６時間まで各ウェルを顕微鏡にて観察し、ワムシの生存個体数を確認し、各
群における生存個体割合を算出した。顕微鏡観察では、ワムシ個体の内部の胃、卵黄線、
繊毛葉、足のいずれかの動きが観察されたものを生存個体とした。結果を図１に示す。
【００６５】
　図１に示す結果のとおり、通常飼料で飼育した場合、ヘテロカプサによりワムシは６時
間で全滅してしまった。
【００６６】
　一方、飼料としてパラクロレラ・ケスレリＫＮＫ－Ａ００１株を使って１週間飼育した
場合には、５～６時間後における個体数はかなり減ってしまったものの、それまでの生存
率は高く維持されていた。さらに、パラクロレラ・ケスレリＫＮＫ－Ａ００１株で３週間
飼育した場合には、生存率は明らかに改善され、ヘテロカプサに対する耐性が顕著に高ま
っていることが分かった。
【００６７】
　以上の結果から、飼料としてパラクロレラ属藻類を用いることにより、プランクトンの
異常増殖に対する水生生物の耐性が改善し、その改善作用は、パラクロレラ属藻類を飼料
として用いた飼育期間が長いほど高まることが実証された。



(10) JP 6667870 B2 2020.3.18

【図１】

【配列表】
0006667870000001.app



(11) JP 6667870 B2 2020.3.18

10

20

フロントページの続き

(74)代理人  100125243
            弁理士　伊藤　浩彰
(72)発明者  山下　憲司
            大阪府大阪市北区中之島二丁目３番１８号　株式会社カネカ内
(72)発明者  小田　達也
            長崎県長崎市文教町１－１４　国立大学法人長崎大学内

    審査官  吉田　英一

(56)参考文献  国際公開第２０１５／０７２５３９（ＷＯ，Ａ１）　　
              国際公開第２０１５／０８０１９８（ＷＯ，Ａ１）　　
              特開２０１４－０９７９４０（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０５－１１２４１７（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開昭６０－１１０２５０（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ａ２３Ｋ　　１０／３０
              Ａ０１Ｋ　　６１／２０
              Ａ２３Ｋ　　５０／８０
              ＪＳＴＰｌｕｓ（ＪＤｒｅａｍＩＩＩ）
              ＪＳＴ７５８０（ＪＤｒｅａｍＩＩＩ）


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	reference-file-article
	overflow

