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マナマコの呼吸樹での換水運動の測定

山元憲一・半田岳志・茅野昌大
藤本健治・原田裕子・丸岡詳治

（2002年 4月15日受理）

Measurement of Ventilation in the Respiratory Tree
of the Japanese Common Sea Cucumber,

Apostichopus japonicus

Ken-ichi YAMAMOTO
＊1, Takeshi HANDA

＊1, Masahiro KAYANO
＊1,

Kenji FUJIMOTO
＊1, Hiroko HARADA

＊1,
and Mitsuharu MARUOKA

＊1

Abstract:  The ventilation in the respiratory tree of the Japanese common sea cucumber, Apo-
stichopus japonicus, was examined under normoxic condition at 16.0±0.1℃ using newly developed 
equipment which continuously measured the ventilation volume. One cycle of ventilation was 
composed of a large exhalation and several small inhalations. The duration of exhalation per cycle 
was 10.6±1.3 sec/cycle, the exhalation volume per cycle (Vcy,ex) was 95.5±20.0 ml/cycle/kg, the 
exhalation frequency per min was 0.7±0.1 stroke/min and the exhalation volume per min was 67.5
±18.8 ml/min/kg. The period of inhalation per cycle (Tin) was 79.5±26.3 sec/cycle, the inhalation 
volume per cycle (Vcy,in) was 95.8±26.4 ml/cycle/kg, the inhalation frequency per the cycle (If) 
was 10.3±2.9 stroke/cycle, the inhalation volume per stroke of inhalation was 9.8±1.8 ml/stroke/
kg, and the duration of inhalation per the stroke was 7.8±1.6 sec/stroke. The relationship between 
Vcy,in and Vcy,ex was Vcy,ex＝0.27 Vcy,in＋69 [R2＝0.12] or Vcy,in＝0.48 Vcy,ex＋53 [R2＝0.13]. The 
relationships between If and Tin, and If and Vcy,in were Tin＝8.2 If－4.3 [R2＝0.84] and Vcy,in＝
7.0 If－27 [R2＝0.61], respectively.
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マナマコ，Apostichopus japonicusが属しているナマ
コ類の楯手目 Aspidochirodaの種類は，呼吸は触手お
よび管足などを含めた体表と呼吸樹で行っていると言
われている1,2)。呼吸に果たす呼吸樹の役割を明らかに
するには，呼吸樹での換水運動の特性および換水量を
相対的に評価する必要がある。
呼吸樹での換水は，主に総排出腔および体壁の筋肉
の働きによって肛門から水を呼吸樹内に吸引し，呼出
して行っている3)。吸入と呼出の周期は，肛門の開閉
を観察することによって調べられている4)。あるいは
ナマコを設置した箱に筒を立て，筒内の水面の上下動
からそれらの周期を調べると同時に，呼吸樹での換水

量が計算されている5-9)。しかし，これらの方法では，
吸入と呼出の周期および呼吸樹への吸入量や呼吸樹か
らの呼出量を同時に長時間連続して直接測定すること
は困難である。
そこで，著者らは，マナマコに及ぼす低酸素や水温
などの環境変化の影響を調べる場合に有効な方法の一
つを確立させておく目的で，マナマコを用いて，電磁
血流計のプローブを設置した小さなチャンバーを肛門
に取り付け，呼吸樹での吸入水量および呼出水量を直
接測定する方法を新たに考案し，呼吸樹での換水につ
いて調べた。



184 山元・半田・茅野・藤本・原田・丸岡

材料および方法

実験には，体重224±32 g（平均値±標準偏差）の
マナマコ18個体を用いた。なお，マナマコは体色が真
黒なクロナマコまたはクロコと呼ばれる10,11)ものを実
験に供した。マナマコは，水産大学校田名臨海実験実
習場近くの浅海から採取後，野外の水槽（25 ton）で
1年以上飼育し，実験前には同水槽に浮かべた篭（縦
46 cm，横32 cm，高さ16 cm）に移して 3日間絶食さ
せた。実験時の水温は14.6±0.5℃で，飼育時と同一に
した。体重は，前記の篭より取り上げて，肛門から水
を呼出させた後，計測した。
実験は，Fig. 1に示した装置を用い，肛門の部分に
小さなチャンバー（以下，チャンバーと略記する）
を取り付ける手術を施した後，姿勢を保持する箱にマ
ナマコを入れて，呼吸樹での吸入水量および呼出水量

の変化を調べた。両水量は，水をチャンバーで受け，
電磁血流計のプローブ（内径 1 cm，1 l/min測定用，
FF-100T，日本光電）を通過する水量を電磁血流計
（MFV3200，日本光電）で測定し，記録計（MacLab/8，
ADI）を用いて毎秒10回の速度で16時間連続記録した。
マナマコが動き回るのを防ぐための箱には，縦5.5～6.5 

cm，横28～37 cm，高さ4.5～5.5 cmのものを個体の
大きさに応じて用いた（Fig. 2-1）。チャンバーは，ペッ
トボトル（500 ml）の口の部分を先端から 5 cmのとこ
ろで輪切りにして作成し（Fig. 2-2），これにゴムの薄
膜を張って用いた（Fig. 2-3）。ゴムの薄膜は，ゴム製
の手袋（天然ゴム手袋極薄手No. 282，東和コーポレー
ション）の指の部分を長さ約 4 cmに輪切りにし（Fig. 

2-4），その中心が約 2 cmの円形に空くようチャンバー
へ被せて使用した（Fig. 2-3）。マナマコへのチャンバー
の装着は，輪ゴム（No. 6，オカモト）を切断して作
製した 5本のゴム紐を縫合針（外科弱角針10バネ穴，
秋山製作所）でほぼ等間隔に体壁へ 5か所通し，これ
らの紐を輪ゴムで止めて行った（Fig. 2-B）。海水は，
水温調節用の水槽で水温を調節し，空気で十分に曝気
してマナマコが動き回るのを防ぐための箱および同箱
を設置した箱へ注水し，流し捨てとした。
呼吸樹での換水は，手術から 3時間経過した後，1

換水周期（Fig. 3に示したT1とT2を合わせた部分）
毎に呼吸樹からの呼出および呼吸樹への吸入に分
け，換水周期30回について連続して解析した。吸入
については，1換水周期での吸入時間（sec/cycle），
1換水周期での吸入水量（ml/cycle），1換水周期で
の吸入回数（stroke/cycle），吸入一回当たりの吸入
水量（ml/stroke/kg）および吸入一回当たりの吸入
時間（sec/stroke）を調べた。1換水周期での吸入時
間は，Fig. 3に T1で示した部分の時間を計測した。

Fig. 1. Diagram of the experimental system. 1: supply 
of sea water, 2: water tank for controlling the water 
temperature, 3: lift pump, 4: tank for maintaining the 
water surface in the fi xed level, 5: aeration, 6: water 
bath, 7: chamber for holding the Japanese common 
sea cucumber, 8: Japanese common sea cucumber, 
Apostichopus japonicus, 9: rubber fi lm, 10: probe of 
electromagnetic fl owmeter, 11: electromagnetic fl ow-
meter, 12: recorder (MacLab system), dashed line on 
the chamber; upper surface part that has opened.

Fig. 2. A. japonicus. Instrument placement for the operation (A) and the Japanese common sea cucumber which 
was placed in a small chamber and the probe for the electromagnetic fl owmeter (B). 1: chamber for holding the 
Japanese common sea cucumber, 2: small chamber for collecting ventilated water, 3: stretching of the rubber 
fi lm (4) in the small chamber, 5 and 6: rubber band, 7: surgical sewing needle.
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1換水周期での吸入回数および吸入一回当たりの吸
入水量は，換水周期毎に計測した。1換水周期での
吸入水量は，T1の間に記録した吸入一回当たりの吸
入水量を合計して求めた。吸入一回当たりの吸入時
間は，1換水周期での吸入時間を 1換水周期での吸入
回数で割って求めた。呼出については，1換水周期
での呼出時間（sec/cycle），1換水周期での呼出水量
（ml/cycle/kg），一分間当たりの呼出回数（stroke/min）
および一分間当たりの呼出水量（ml/min/kg）を調べ
た。1換水周期での呼出時間および 1換水周期での呼
出水量は，それぞれ Fig. 3に T2で示した部分の時間
および換水量を計測した。一分間当たりの呼出回数お
よび一分間当たりの呼出水量は，それぞれ換水周期30

回に要した時間および換水量から換算した。

結　　果

マナマコの吸入水量および呼出水量の連続記録例を
Fig. 4および Fig. 5に示した。呼吸樹での換水は，手

術から10～60分後に開始した。換水は，大きな呼出を
一回行った後，直ちに吸入に移り，ほぼ等間隔に吸入
を繰り返した後，わずかな時間吸入を停止し，その後
大きな呼出に移る周期を示した（Fig. 5-B）。1換水周
期の吸入回数，吸入量および呼出量は，換水開始から
20分間経過した後には16時間後までほぼ同じ大きさを
示した。
一方，原因は明らかではないが，測定開始から 5～

8時間経過した後に，内臓を放出した例が 4個体認め
られた。この場合には，直ちにチャンバーから内蔵を
引き出して換水量の測定を継続させた。その記録例を
Fig. 6に示した。換水は，内臓放出から10～60分後に
開始したが，呼出が認められず，吸入のみを繰り返し
ていた。

1換水周期の時間は90.3±25.0 sec/cycleであった。
1換水周期での吸入時間は79.5±26.3 sec/cycle，1換
水周期での吸入水量は95.8±26.4 ml/cycle/kg，1換水
周期での吸入回数は10.3±2.9 stroke/cycle，吸入一回
当たりの吸入水量は9.8±1.8 ml /stroke/kg，吸入一
回当たりの吸入時間は7.8±1.6 sec/strokeであった。
1換水周期での吸入水量は体重の9.9±2.6％に相当し
た。1換水周期での呼出時間は10.6±1.3 sec/cycle，
1換水周期での呼出水量は95.5±20.0 ml/cycle/kg，1

分間当たりの呼出回数は0.7±0.1 stroke/minおよび 1

分間当たりの呼出水量は67.5±18.8 ml/min/kgであっ
た。
呼吸樹からの吸入とそれに引き続いて行われた呼出
の順で解析した 1換水周期での吸入水量（Vcy,in，
ml/cycle/kg）に対する呼出水量（Vcy,ex，ml/cycle/kg）
の関係は，Vcy,ex=0.27 Vcy,in+69 [R2=0.12]で示され
た（Fig. 7）。また，呼出とそれに引き続いて行われた
吸入の順の場合では，Vcy,in=0.48 Vcy,ex+53 [R2=0.13]

で示された（Fig. 8）。つまり，1換水周期での吸入水
量と呼出水量は，相関が小さかった。1換水周期にお

Fig. 4. A. japonicus. The record of ventilation. A and B in the fi gure are expanded in Fig. 5.

Fig. 3. A. japonicus. Measurements of inhalation (T1) and 
exhalation (T2) by ventilation.
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Fig. 6. A. japonicus. The record of ventilation after evisceration.

Fig. 7. A. japonicus.  Relationship between inhalation 
volume (Vcy,in) and exhalation volume (Vcy,ex) 
during one cycle of ventilation.

Fig. 8.  A. japonicus. Relationship between exhalation 
volume (Vcy,ex) and inhalation volume (Vcy,in) 
during one cycle of ventilation.
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Fig. 5. A. japonicus. The records of ventilation of A and B in Fig. 4.
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ける吸入回数（If，stroke/cycle）と吸入時間（Tin，
sec/cycle）との関係は，Tin=8.2 If－4.3 [R2=0.84]で示
された（Fig. 9）。1換水周期における吸入回数（If，
stroke/cycle）と吸入水量（Vcy,in，ml/cycle/kg）との
関係は，Vcy,in=7.0 Tin-27 [R2=0.61]で示された（Fig. 

10）。

考　　察

ナマコ類の楯手目の種類は，呼吸樹での換水は，吸
入を何回かに分けて連続して行った後，一度に肛門か
ら外へ呼出する動作を一周期として行っている1,2)。本
研究の結果も，同じ換水の方式が認められた。

1換水周期での吸入回数は，Holothuria griseaでは
約10回5)，Stichopus sp.では 8～ 9回9)と報告されてい
る。本研究での回数（10.3回）はそれらの値とほぼ
同じである。1換水周期での吸入水量は，Stichopus 

mollisでは体の体積の5％6)，H. griseaでは10％に相当

する5)。本研究の結果では，同水量は体重の9.9％を示
している。この値（9.9％）は，マナマコの体重（TW）と
体の体積（V）の関係が V =0.9738 TWで表される10)こと
から，マナマコの体の体積の約9.6％に相当する。こ
れらのことから，マナマコは，他の種類とほぼ同じ 1

換水周期での吸入水量を示して換水しており，1換水
周期の吸入回数も他の種類とほぼ同じであると考えら
れる。

Crozier3)は，呼出は体腔内圧がある値に達した時に
開始すると推測している。マナマコでは，1換水周期
での吸入水量と呼出水量の相関が小さいことから，換
水周期によって呼出を開始するときの呼吸樹内の水量
および呼出後に呼吸樹内に残存する水量が異なってい
ると考えられる。したがって，呼出を開始するのに必
要な体腔内圧に達するまでに吸入する水量は，体壁の
拡張・収縮に伴う体腔内の容積の変化および呼出後の
呼吸樹内の残存水量に応じて異なると考えられる。
マナマコの 1換水周期における吸入回数と吸入時間
および吸入回数と吸入水量には，強い関係が認められ
ることから，吸入水量を増加させる際には，吸入回数
を増加させ，この増加に伴って 1換水周期での吸入に
要する時間が長くなることが明らかである。これらの
ことから，マナマコは，吸入時には，総排泄腔を拡張，
収縮させて体外の水を取り入れて呼吸樹へ注入する動
作を連続して繰り返し，主にその動作の回数で呼吸樹
への水の注入水量を調節していると考えられる。
一方，Crozier3)は，内臓を放出した個体の総排出腔
は内臓放出後少なくとも12時間は内蔵放出前の正常
な場合と同様に収縮・弛緩を継続させて水を直接体
腔内へ注入するが，正常な場合に吸入6～10回に一度
行っていた呼出の時がくると吸入動作を少しの間停
止させ，再び吸入を連続して行う周期を示すことを報
告している。本研究の結果でも，同様に内臓放出後も
吸入を連続して繰り返し，肛門からの呼出が認められ
なかった。つまり，総排出腔が拡張するときには肛門
を開いて総排出腔内へ水を吸入し，それが弛緩すると
きには肛門を閉じて総排出腔内の水を体腔内へ注入
していることになる。内臓を放出していない正常な個
体でも，総排出腔はこのように収縮・弛緩を肛門の開
閉と連動して行い，体外の水を呼吸樹へ注入する役目
を果たしていると考えられる。逆に，呼吸樹内の水の
体外への排出は，総排出腔の動きを停止させ，この間
に肛門を開け，体壁を収縮させて行っていると考えら
れる。
以上のことから，本方法はマナマコの換水運動の連
続記録が可能であることが明らかとなった。記録結果
から，マナマコの換水は，一回の大きな呼出と複数回
のほぼ等間隔に行われる吸入を一周期として行われて

Fig. 9.  A. japonicus. Relationship between inhalation 
frequency (If) and duration of inhalation (Tin) during 
one cycle of ventilation.

Fig. 10.  A. japonicus. Relationship between inhalation fre-
quency (If) and inhalation volume (Vcy,in) during one 
cycle of ventilation.
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おり，しかも他のナマコ類とほぼ同じ換水一周期での
吸入水量を示し，内臓放出後は，吸入のみを繰り返す
ことが明らかとなった。

要　　約

換水量を連続して直接測定する装置で，酸素飽和の
状態において水温16.0±0.1℃でマナマコ, Apostichopus 

japonicusの換水を調べた。換水は，一回の大きな呼出
と複数回のほぼ等間隔に行われる吸入を一周期として
行っていた。1換水周期での呼出時間は10.6±1.3 sec/

cycle，呼出水量（Vcy,ex）は95.5±20.0 ml/cycle/kg，
一分間当たりの呼出回数は0.7±0.1 stroke/minおよ
び一分間当たりの呼出水量は67.5±18.8 ml/min/kg

であった。 1換水周期での吸入時間（Tin）は79.5

±26.3 sec/cycle，吸入水量（Vcy,in）は95.8±26.4 

ml/cycle/kg，吸入回数（If）は10.3±2.9 stroke/cycle，
吸入一回当たりの吸入量は9.8±1.8 ml/stroke/kg，吸
入一回当たりの吸入時間は7.8±1.6 sec/strokeであっ
た。Vcy,inとVcy,exの関係は，Vcy,ex=0.27 Vcy,in+69 

[R2=0.12]あるいは Vcy,in=0.48 Vcy,ex+53 [R2=0.13]で
表された。Ifと Tinの関係は，Tin=8.2 If-4.3 [R2=0.84]，
Ifと Vcy,inの関係は，Vcy,in=7.0 Tin-27 [R2=0.61]で表
された。
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