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SUISANZOSHOKU　50（3），309－314（2002）

アコヤガイの鰓での粒子運搬

山元憲一・半田岳志・山下　勲

（2002年 8月28日受理）

Particle Transport on the Gills of the Pearl Oyster,
Pinctada fucata martensii

Ken-ichi YAMAMOTO
＊, Takeshi HANDA

＊, and Isao YAMASITA
＊

Abstract:  The aspect of particle transport on the gills of the pearl oyster, Pinctada fucata martensii,
was observed by using video camera and recorder. The velocities of the particle transport of 
marine chlorella, Nannochloropsis sp., were measured on the primary filament (PF), the ordinary 
filament (OF), the marginal ciliated groove (MG) and the basal ciliated tract (BT) at 12ºC, 20ºC and 
28ºC. There were two routes of the transport of the particle to the labial palp; through BT from PF 
and through MG from OF. In case of high density (20 ppm), particle was caught in the gill surface, 
and strings was formed on MG, carried to the labial palp and processed into globule. The strings 
and globules were carried out into mantle cavity by the foot. The velocities of particle transport 
were almost same in PF, OF and MG. The velocity in BT was 2-3 times faster than those. In all posi-
tions, the velocities at 28ºC were 3-4 times faster than those at 12ºC.

　Key words:    Pearl oyster; Gill; Particle transport

二枚貝類の捕食は，鰓葉の繊毛運動によって水流を
起こし，鰓葉で懸濁物を濾過して捕捉し，繊毛運動に
よって鰓葉から唇弁，次いで口へと運搬して行ってい
る1-5)。このように懸濁物を捕食する二枚貝類の鰓の構
造は，水産上重要な種類についてみると，ムラサキイ
ガイMytilus edulisの属している等糸鰓類，アコヤガイ
Pinctada fucata martensiiやマガキ Crassostrea gigasの
属している擬弁鰓類，アサリ Ruditapes philippinarum

やハマグリMeretrix luoriaの属している真弁鰓類に
分けられている6)。さらに，アコヤガイは糸鰓型，マ
ガキは（擬）弁鰓型に分けられている6)。しかし，いず
れの型のものも鰓糸は Primary filament（主鰓糸）と
Ordinary filament（常鰓糸）の形の異なる 2つからなっ
ている7)。鰓葉で捕捉して唇弁へ運ぶ様子については，
糸鰓型では Placopecten magellanicus8,9)，（擬）弁鰓型
ではバージニアガキ Crassostrea virginica10,11)，Ostrea 

chilensis12)やヨーロッパガキOstrea edulis13)で調べられ
ている。主鰓糸および常鰓糸での粒子運搬速度につい
ても，糸鰓型では P. magellanicus8,9)，（擬）弁鰓型では

バージニアガキ10,11)やヨーロッパガキ13)で調べられて
いる。アコヤガイでは，常鰓糸での粒子運搬速度は調
べられている14-17)。しかし，主鰓糸については調べら
れていない。また，懸濁物を鰓葉で捕捉し，主鰓糸お
よび常鰓糸の上を移動させて唇弁へ運ぶ一連の様子に
ついても調べられていない。
そこで，アコヤガイの増養殖を進める上で最も重要
な基礎資料の一つである捕食の機構を明らかにしてお
く目的で，アコヤガイを用いて鰓葉の各部位での粒子
運搬の様子を観察すると同時に主鰓糸，常鰓糸，食物
溝および鰓葉の基部での粒子運搬速度を12℃，20℃お
よび28℃の 3段階の水温について測定した。

材料および方法

実験には，アコヤガイを70個体用いた。貝の大きさ
は，殻高68.6±4.1 mm（平均値±標準偏差，以下同様
に表す），殻長64.6±3.2 mm，殻幅24.0±2.3 mm，体重
33.2±5.2 gであった。アコヤガイは，対馬の養殖場
より入手後，直ちに殻の付着物を取り除き，水産大学

＊ 水産大学校生物生産学科（National Fisheries University, 2-7-1 Nagata-honmachi, Shimonoseki, Yamaguchi 759-6595, 
Japan）．
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校の室内の水槽（500 l）に移し，海水を70 l/min注入
した状態で山元ら14)と同様にして餌を与えて 1カ月以
上飼育した。飼育時および測定時の塩分濃度は34.5±
0.5‰，pHは8.20±0.02であった。塩分濃度は海水濃
度計（サリニティ s/Mill，アタゴ）で，pHはpHメー
ター（HM-60V，東亜電波工業）で測定した。
粒子運搬　実験は，右側の殻および外套膜を除去し
たアコヤガイを実験装置（Fig. 1）に設置し，フィルター
で0.5μm以上の粒子を除去した海水を100 ml/min流
した状態で一晩置いた後，三方コックを切り替えて乾
燥した海産クロレラNannochloropsis sp.（マリンシグ
マ，日清マリンテック，以下，粒子という）を添加し
た海水を同じ流量で20分間流して行った。同海水は，
フィルターで0.5μm以上の粒子を除去した海水 2 lを
入れたペットボトルへ粒子を 4 ppmの濃度に加えて
作成し，実験終了時まで空気で曝気して粒子が均等
に分散するようにした。なお，同海水の流量は，中の
海水の減少に伴ってペットボトルが浮上するようにし
て，水面をほぼ一定に維持させて調節した。実験例数
は水温12℃，20℃および28℃で20例ずつ行った。また，
実験の途中に粒子濃度20ppmに調整した海水をスポ
イドで直接鰓葉の上に注いで，高濃度の場合も観察
した。粒子運搬の観察は，鰓葉をカラービデオカメラ
（IVC-412，イノテック）を用いて撮影してビデオデッ
キ（SVHC-HiFi，三菱）で録画し，モニターに写して行っ
た。粒子運搬速度（mm/min）は，Fig. 2に示したⅠ，
ⅡおよびⅢの 3箇所のそれぞれの主鰓糸，常鰓糸，食
物溝および鰓葉の基部について，粒子が 1 mm（モニ
ター上で10cm）の距離を移動する時間を粒子10個ず
つ計測して求めた。

鰓の構造　上記の実験終了後，鰓葉が良く開いた状
態で，外套皺襞の部位に位置する鰓葉の先端から唇弁
内に位置する末端までの鰓葉の基部および食物溝の長
さ，ならびに鰓葉の中央部分の最も幅の広い部位の食
物溝から基部までの長さを計測した。また，鰓の表面
構造および組織像の観察も行った。組織像の観察に用
いなかった個体は，鰓葉および唇弁を摘出後，沸騰し
ている海水に1～2分間浸漬して切開し，胃の中を調
べた。鰓葉の表面構造の観察は，鰓葉および唇弁を摘
出後，0.369MのMgCl2溶液に浸漬して伸展させて行っ
た17)。この時，生物顕微鏡下で写真撮影し，主鰓糸の
幅を計測した。組織像の観察は，摘出した鰓葉を前記
と同様にして伸展させた後，Davidson液（エタノー
ル：ホルマリン：氷酢酸：蒸留水＝66：44：23：67）18)で
固定し，常法に従って厚さ 4μmのパラフィン切片を
作成し，アザン染色して行った。

結　　果

主鰓糸の幅は，鰓葉が伸展している状態では8～
17μmで，粒子として用いた海産クロレラの直径（ 2

～ 3μm）よりも十分大きかった。
鰓葉で捕捉された粒子が常鰓糸（Fig. 3 CとEのOF）
の上を移動中に主鰓糸（Fig. 3 CとEのPF）へ落ち込
んだものは，主鰓糸上を鰓葉の基部（Fig. 3 AとCの
BT）へ向けて運ばれ，鰓葉の基部内（Fig. 3 F）を移
動して唇弁（Fig. 3 AのP）内へ入る様子が観察され
た。主鰓糸へ落ちずに常鰓糸の上に留まっていた粒
子およびお互いにくっついて主鰓糸の幅よりも大きく
なっている粒子は，常鰓糸上を食物溝（Fig. 3 BとD

のMG）へ運ばれ，食物溝上を移動して唇弁内へ入る
様子が観察された。また，鰓葉の基部が十分に伸展し
ていない部分がある時には，ここで粒子の移動速度が
遅くなって後続のものが次々と追いつき，これらが粘
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Fig. 1. Diagram of the system for observating the particle 
transport on the gills of the pearl oyster, Pinctada 
fucata martensii. 1: supply of seawater, 2: filter with 
chemical fiber, 3: PF filter of 0.5μm (Model III, 
Organo), 4: thermostat, 5: aeration, 6: water tank, 7: 
2 l pet bottle containing the seawater and dry marine 
chlorella, Nannochloropsis sp., 8: three way cock, 9: 
water bath, 10: chamber for setting the pearl oyster, 
11: the pearl oyster, 12: color video camera, 13: video 
tape recorder, 14: monitor.

Fig. 2. The measurement positions of the velocity of par-
ticle transport on the gill lamella. I, II and III show 
the partitions of gill lamella at which the velosity of 4 
direction (arrows) were measured. ①, ②, ③and ④
represent the transfer directions of the particle on the 
ordinary filament, the primary filament, the marginal 
ciliated groove and the basal ciliated tract, respec-
tively. P indicates the labial palp. (See Fig. 3 A).
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液に絡められて常鰓糸の繊毛に捕らえられ，常鰓糸上
を移動する様子が観察された。
高濃度（粒子濃度20 ppm）の海水を注いだ場合には，
鰓葉で捕捉された大量の粒子は，粘液に絡められて常
鰓糸上を食物溝へ向けて運ばれ（Fig. 4 A），食物溝で
紐状のもの（以下，Stringsという）が形成され（Fig. 

4 B），その状態で唇弁に運ばれた。一方，粘液に絡め
られなかった粒子は，主鰓糸で鰓葉の基部へ運ばれた。
しかし，それぞれの主鰓糸から一斉に運ばれるために

同基部で収容しきれなくなり，そのような粒子は粘液
に絡められ，常鰓糸の繊毛で捕えられて常鰓糸上を食
物溝へ運ばれ，すでに形成されているStringsに加え
られた。

Stringsの状態で粒子が唇弁へ運ばれると，外唇弁
と内唇弁の間で塊にされた。その塊が大きくなると，
足（Fig. 4 Bの F）を延ばして両唇弁の間とそれらの
周囲および鰓葉の表面を清掃し，擬糞として掻き出す
様子が観察された。
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Fig. 3. Structure of gills of the pearl oyster, Pinctada fucata martensii. A shows the gill lamella and labial 
palp (P), B the marginal ciliated groove (MG), C the primary filament (PF), ordinary filament (OF) 
and basal ciliated tract (BT), D the cross section of the marginal ciliated groove cut in the direction of 
d-d’ in Fig. 3 B, E the cross section of the primary and ordinary filaments cut in the direction of e-e’ 
in Fig. 3 C, and F the cross section of the basal ciliated tract (＊) cut in the direction of f-f’ in Fig. 3 C. 
Bar in A=1 cm, B and C=1 mm, and D, E and F=100μm.
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粒子運搬速度は，Fig. 5に示したように，主鰓糸，
常鰓糸および食物溝の 3つの部位では鰓葉の場所（ 3

カ所，Fig. 2のⅠ，ⅡおよびⅢ）に関係なくほぼ同じ
値を示した。鰓葉の基部では，それらの 3つの部位で
の速度よりも鰓葉の 3カ所でともに 2～ 3倍大きな値
を示した。また，鰓葉の基部では，鰓葉の 3カ所を比
較すると，外套皺襞の部位に位置する鰓葉の先端のと
ころ（Fig. 2 のⅠ）が他の 2カ所に比較して小さな値
を示した。一方，粒子運搬速度は，4つの部位ともに
水温が高いほど大きく，水温が12℃の時より28℃の方
が 3～ 4倍大きかった。
鰓葉の各部の長さは，食物溝では79.4±7.2 mm，鰓

葉の基部では46.2±4.7 mmおよび食物溝と鰓葉の基部
との間では13.3±1.1 mmであった。
また，実験終了時の胃の中は，全ての個体で海産ク
ロレラが充満していた。実験前の個体では，胃の中に
なにも認められなかったことから，実験中に海産クロ
レラを捕食していることが明らかとなった。

考　　察

二枚貝の擬弁鰓類の（擬）弁鰓型であるバージニア
ガキ10,11)やヨーロッパガキ13)では，鰓葉の表面構造は
食物溝，常鰓糸，主鰓糸，鰓葉の基部の 4つの基本構
造を備えている。糸鰓型であるP. magellanicus8,9)では，
4つの基本構造のうち食物溝を備えていない。しかし，
同じ糸鰓型であるアコヤガイでは（擬）弁鰓型のもの
と同様に 4つの基本構造を備えている。これらのこと
から，アコヤガイは，鰓葉で捕捉した粒子を唇弁へ運
搬する方法が（擬）弁鰓型の種類のものと同様である
と推測される。
バージニアガキ10,11)やヨーロッパガキ13)は，鰓葉で
捕捉した粒子を，常鰓糸から食物溝を経て唇弁へ運ぶ
経路と主鰓糸から鰓葉の基部を経て唇弁へ運ぶ 2つの

A B F

ST

Fig. 4. Transferring the particle of the marine chlorella to the marginal ciliated groove by twining around 
the mucus (A) and forming the strings (ST) in the pearl oyster, Pinctada fucata martensii (B). The 
chlorella was dropped at high density (20 ppm) on the gill surface. Bar=1 cm.
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Fig. 5. Relationship between velocity of particle trans-
port and water temperature (WT) in the pearl oyster, 
Pinctada fucata martensii. I, II and III show the posi-
tion near the mantle fold, at center of the gill lamella 
and near the labial palp, respectively (shown in Fig. 
2). Closed circle and broken line indicate the value 
for the ordinary filament, open circle and broken line 
for the primary filament, closed circle and solid line 
for the marginal ciliated groove, and open circle and 
solid line for the primary filament. The circle and ver-
tical line represent the mean and standard deviation, 
respectively.
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経路で捕食している。アコヤガイでも全く同じ方法で
粒子を唇弁へ運んでいた。
アコヤガイは，多量の粒子を鰓葉で捕捉した場合
には，バージニアガキ10,11)と同様に，食物溝のところ
で粒子を紐状にして唇弁に運び，外唇弁と内唇弁の間
で大きな粒子の塊を作って，両唇弁間の外に出す様子
が観察された。カキの仲間では，固着して大きくなる
と足が消失していることから，この塊は殻を素早く閉
めることによって擬糞として外套腔の外へ排出してい
る19)。しかし，アコヤガイは，足で両唇弁間およびそ
れらの周辺の同塊を清掃して取り除くと同時に，殻を
素早く閉めることによって擬糞として外套腔の外へ排
出していると考える。
アコヤガイの粒子運搬速度は，Table 1に示したよ
うに，他の擬弁鰓類のものとほぼ同じ水温の場合で比
較すると，常鰓糸，食物溝および鰓葉の基部ではバー
ジニアガキとほぼ同じ値を示している。主鰓糸では，
バージニアガキおよびヨーロッパガキよりも小さな値
を示している。擬弁鰓類の鰓葉での粒子の運搬は，主
鰓糸および鰓葉の基部では繊毛運動による水の流れで
粒子を運ぶ流体力学的な機構（以下，Hydrodynamic 

mechanismという）を，常鰓糸および食物溝では繊毛
を薄く覆っている粘液に絡めて粒子が舞い上がらない

ようにして繊毛運動で運ぶ機構（以下，Mucociliary 

mechanismという）を使っていると言われている13)。
その根拠の一つに，粒子の運搬速度が常鰓糸および食
物溝よりも主鰓糸および鰓葉の基部のほうが 2～ 3倍
大きいことが上げられている13)。しかし，アコヤガイ
では，粒子運搬速度は，主鰓糸，常鰓糸および食物
溝ではほぼ同じ値を示し，鰓葉の基部ではそれらよ
りも 2～ 3倍大きな値を示している。これらのことか
ら，アコヤガイは，バージニアガキやヨーロッパガ
キと異なって，常鰓糸，食物溝および鰓葉の基部では
Hydrodynamic mechanismで，主鰓糸ではMucociliary 

mechanismで粒子を運搬していると考えられる。
一方，著者ら15,16)が従来行ってきたアコヤガイの繊
毛運動を調べる方法では，直径 2 mmの粒子は鰓葉の
基部から食物溝へ向けて移動していることから，常鰓
糸の繊毛運動を調べたことになる。その速さは，本研
究での結果と比較すると各温度ともに約 2倍の大きな
値を示している（Table 1）。このことから，常鰓糸に
おいても粒径の大きなものを運搬する際には，粒径の
小さいものと運搬方法を異にして，鰓葉の基部の場合
と同様に Hydrodynamic mechanismを利用する可能
性が示唆される。
アコヤガイが鰓葉で粒子を捕捉して捕食するまで

Table 1. Velocity of particle transport on the gills of the Pseudolamellibranchiate

Location Species Velocity
(mm/min)

Water temperature
(ºC) Reference

Frontal surface
Ordinary filament Crassostrea virginica 7.2 15～20 11
 Pinctada fucata martensii 13.0＊ 12 17
  24.2～32.3＊ 20 15,16
  42.6～50.2＊ 27 15,16
  7.2～8.7 12 Present study
  11.7～14.5 20 Present study
  21.5～27.9 28 Present study

Primary filament C. virginica 44.4 15～20 11
 Ostrea edulis 44.2 12～19 13
 P. fucata martensii 8.8～12.5 12 Present study
  16.9～23.5 20 Present study
  28.2～38.0 28 Present study

Marginal ciliated groove C. virginica 6.1～15.5 11～13 10
  16.8 15～20 11
 O. edulis 15.1 12～19 13
 P. fucata martensii 3.7～7.1 12 Present study
  8.5～15.7 20 Present study
  12.9～36.9 28 Present study

Basal ciliated tract C. virginica 24.8～41.8 11～13 10
  49.2 15～20 11
 P. fucata martensii 11.5～27.6 12 Present study

  27.4～55.7 20 Present study
  52.8～114.0 28 Present study

＊Velocity of movement of vinyl film (2.0-mm diameter, 0.3-mm thickness) on the gill surface.
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の時間を次のようにして推測した。同時間は，鰓葉の
中央で粒子が捕捉された場合に唇弁まで到達する時間
（T）を食物溝，鰓葉の基部，食物溝と鰓葉の基部との
間の各長さおよび Table 1に示した各部位の運搬速度
の平均値を用いて計算した。鰓葉の基部経由では，水
温12℃での時間は，T＝［（食物溝と鰓葉の基部との間
の長さ）/2］/（主鰓糸での平均粒子運搬速度）＋［（鰓葉
の基部の長さ）/2］/（鰓葉の基部での平均粒子運搬速
度）＝（13.3/2）/［（8.8＋12.5）/2］＋（46.2/2）/［（11.5＋27.6）
/2］＝1.8分間となる。このように計算すると水温20℃
および28℃での時間はそれぞれ0.9分間および0.5分間
となる。食物溝経由では，水温12℃，20℃および28℃
での平均時間はそれぞれ8.2分間，3.8分間および1.9分
間となる。また，実験終了時に胃の中が海産クロレ
ラで充満していたことから，アコヤガイが鰓葉で粒子
を捕捉して捕食するまでの時間は，鰓葉の基部経由の
方が食物溝経由よりも 4～ 5倍速く，水温が12℃から
28℃に上昇するといずれを経由する場合にも 3～ 4倍
速くなると推測される。

要　　約

アコヤガイを用いて鰓葉での粒子（海産クロレラ）
運搬の様子を観察し，主鰓糸，常鰓糸，食物溝と鰓葉
の基部での粒子運搬速度を水温12，20と28℃で測定し
た。粒子は，主鰓糸から鰓葉の基部経由と常鰓糸から
食物溝経由の 2つの経路で唇弁へ運ばれていた。鰓葉
で大量の粒子を捕捉した場合には，食物溝で紐状を形
成し，唇弁で塊にし，足で内唇弁と外唇弁間およびそ
れらの周囲を清掃して除去した。粒子運搬速度は，主
鰓糸，常鰓糸と食物溝ではほぼ同じ値を，鰓葉の基部
ではそれらよりも 2～ 3倍大きな値を示した。また，
同速度は 4つの部位ともに水温が12℃の時より28℃の
方が 3～ 4倍速かった。
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