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【目的】海産魚の種苗生産の初期餌料であるシオミズツボワムシ（以下ワムシ）は，株の種類

によってサイズや増殖特性等の発現形質が異なることが知られている。種苗生産技術の向上に

は飼育対象魚種に対して適切な発現形質を具備したワムシ株を選択し給餌することが効果的で

あると考えられるが，近年，ワムシ株ごとの発現形質に関する情報が乏しい。また，発現形質

の違いには遺伝的な要素も関与していると推察されるが，それらを関連づけた研究は遅れてい

る。そこで，本研究では，国内の公的な種苗生産機関で主要に利用されているワムシ株 15 種

類を用いて，株ごとのサイズや増殖特性等の発現形質を把握する共に，株間での遺伝的な差異

を解析して発現形質との関連についても検討した。 

 

【方法】 供試ワムシ 能登島庁舎で保有している SS 型タイ株，S 型岡山株，S 型八重山株，L

型小浜株，L 型奄美株，L 型静岡株，L 型能

登島株の 7 種類に加えて，国内の公的な種苗

生産機関で利用されている S 型大分株，S 型

近大株，S 型徳島加島株，S 型鹿児島水研株，

S 型クロレラ工業株，S 型三重尾鷲株，L 型

徳島加島株，L 型島根株の 8 種類を新たに入

手して合計 15 種類を用いた（図１）。 

卵径と携卵個体の背甲長 各株を水温 25℃，

塩分 20psu の条件で市販の濃縮淡水クロレラ

（生クロレラ V12）を適宜給餌して培養した

ものを採取し，2％のホルマリンで固定した

後，生物顕微鏡のマイクロメータにより，株ごとに卵径（長径）と携卵個体の背甲長をそれぞ

れ 100 個体ずつ 1μm の単位で測定した。 

水温と塩分に対する増殖特性 水温が 15，20，25，30℃の 4 段階，塩分が 20，26，32psu の 3

段階で，それぞれを組み合わせて合計 12 通りの条件で行った。培養は，6 穴マイクロプレート

を用い，1 穴にクロレラを 500 万細胞/ml の密度に調整した試験水 10ml と各培養条件で馴致後

の仔ワムシを 10 個体ずつ収容し，各温度に調整した恒温器内で 4 日間行った。株ならびに培養

条件ごとに 6 穴ずつを設けた。餌料の質的劣化と不足を防止するために，マイクロプレートは
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図１．実験に供試したワムシの株名と入手先の機関名



シェーカーの上に置いてゆっくり攪拌して，培養 2 日目には同じ条件の新たな餌料懸濁試験水

10ml を入れたマイクロプレートを準備し，そこへ各穴のワムシと卵を移送した。培養 4 日目の

各穴の生存ワムシ数を計数し下記の式から比増殖率（r）を求め，日間増殖率（％）を算出した。 

比増殖率（r）＝ln｛（培養終了時の生存ワムシ数）／（開始時の生存ワムシ数）｝／（培養日数） 

日間増殖率（％）＝（er－１）×100 

株間での遺伝的差異 13 種類の株（S 型クロレラ工業株，S 型徳島加島株を除く）を水温 25℃，

塩分 20psu の条件でクロレラを適宜給餌して 100L 規模まで拡大培養した後，収穫したワムシ個

体群から卵のみを取り出し，卵消毒（グルタールアルデヒド濃度 1250mg/L で 30 分間処理）し

たものを分析した。調査は中央水産研究所水産遺伝子解析センターで行い，各株のミトコンド

リア DNA の COⅠ領域の塩基配列を分析して，遺伝的距離に基づき，近隣結合法による系統樹

を作成して株間の遺伝的差異を解析した。 

 

【結果】 卵径と携卵個体の背甲長 今回調査した株のサイズ範囲は，卵径が 74～141μm，携卵

個体の背甲長が 125～300μm であった（図２）。

卵径ならびに携卵個体の背甲長共に，SS，S 型

群に比べて L 型群は大幅に大きく，また，同グ

ループ内でも株間で有意な違いが認められた。

特に，S 型大分株の携卵個体の背甲長（142±6

μm）が SS 型タイ株（160±10μm）よりも小

型であることは注目される。 

水温と塩分に対する増殖特性 水温 15℃では，

SS，S 型群はほとんどの株で負の増殖がみられ

たのに対して，L 型群は全ての株で 0.8～23.5％

の日間増殖率が認められた（図３）。なお，塩分

低下に伴い日間増殖率が顕著に高くなる現象は水温 15℃の L 型群以外にも 20℃以上の全株で

確認された。水温 20℃では，日間増殖率は SS，S 型群が-0.6～70.8％，L 型群が 24.4～76.7％と

なり，SS，S 型群の中には L 型群と同

様に増殖する株も認められた。水温

25℃では，日間増殖率は SS，S 型群が

36.2～193.6％，L 型群が 39.5～130.5％

となり，SS，S 型群の多くの株では L

型群より高い増殖率が示された。水温

30℃では，日間増殖率は SS，S 型群が

119.1 ～ 339.5 ％， L 型群が 56.1 ～

206.2％となり，SS，S 型群は L 型群よ
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図２．能登島庁舎保有のワムシ株（緑色文字）と平成23年度に新たに入

手したワムシ株（桃色文字）の卵径（ ）と携卵個体の背甲長

（ ）の比較．各ワムシ株は水温25℃，塩分20psuの条件で培養し

たものを測定した。検定には多重比較検定（Scheffe's F test）を行った

（P＜0.05，a＜b＜c＜d＜f＜g）。
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図３．水温15℃での異なる塩分における各ワムシ株の日間増殖率



りも顕著に増殖率が高かった（図４）。

今回の結果から，SS，S，L 型群共に，

高水温・低塩分の条件で増殖率は向上

するものの，水温 15℃では L 型群，

25℃以上では SS，S 型群の増殖率が有

意に高くなることが示された。なお，

過去の報告では，L 型の至適水温は 20

～25℃であると示されているが，今回

の結果からは L 型でも SS，S 型と同様

に 30℃付近に至適水温がある株が存

在することが明らかとなった。 

株間での遺伝的差異  13 種類の株間の遺伝的な分析では，ミトコンドリア DNA の COⅠ領域

の 560bp の塩基配列において 348 箇所に変異がみられ，7 種類の異なる塩基配列が検出された。

系統樹からは L 型では２つのグループ

｛（近大株，能登島株，静岡株）と（小

浜株，徳島加島株，島根株）｝が検出さ

れ，それらと近縁な位置に S 型のみで構

成されるグループ（八重山株，鹿児島水

研株，近大株）がみられた（図５）。な

お，S 型の大分株と岡山株は SS 型タイ

株と遺伝的に類似して１つのグループ

を構成したものの，S 型三重尾鷲株は他の株との類縁性が低かった（図５）。今回の調査した

13 種類の株の遺伝的な判別では，S 型が３グループ，L 型が２グループに構成されると推察さ

れる。 

遺伝的差異と発現形質との関連 遺伝的な解析で判別された各グループと株間での発現形質と

の関連を検討したところ，携卵個体の背甲長において，L 型群の２つのグループは小型群と大

型群に分かれ，SS，S 型群も S 型三重尾鷲株を除くと，残りの２つのグループは小型群と大型

群に分かれることがわかった。このことから，今回示された株間での遺伝的差異とワムシサイ

ズとは関連性があると推察される。 

 

【今後の展開】 現在，ワムシの餌料として優良形質を備えた高品質化への育種技術開発は遅れ

ており，多様化する海産魚の種苗生産に支障が生じている。特に，種苗生産現場からは従来の

ワムシサイズよりもより小型，大型のものが切望されている。これらに対応するためにも，今

後ゲノム研究をさらに高度化し，ゲノム情報に基づいて優良形質を備えた株の選別や形質評価

等を行い，効率よくワムシの育種を進める必要がある。 
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図４．水温30℃での異なる塩分における各ワムシ株の日間増殖率


