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ムラサキインコの鯨構造

山元憲一T・半田岳志

Structure of Ctenidium in the Purplish Bifurcate Mussel Sett約 rvirglαtus 

Ken-ichi Yamamoto t and Takeshi Handa 

Abstract : The structures of exhalent orifice， ct巴nidiumand labial palp of the purplish bifurcate mussel 

sゅt俳rvirgatus were examined. The exhalent orifice was the single structure with elliptical form. The 
ctenidium showed the homorhabdic filibranch type. The inner and outer laminae， and each gill filament 

were connected with the inter】laminarconnecting membrane and the ciliary disk， respectively. Each 

labial palp stretched in wing-shape to the outer side of the ctenidium. The labial palps were not jointed 

to the ctenidia. 

Key words : purplish bifurcate mussel. ctenidium， exhal巴ntorifice， labial palp， ordinary filament 

緒 Eコ

二枚貝綱は鯨の構造から原偲類，糸偲類，古弁偲類およ

び真弁鯨類に大別されるl)0 Ridewood (1905)やDufour

and Beninger (2001)はこれらの分類指標となる鯨構造の

違いを報告している2.3)。しかし種毎の偲の全体像から

細部に至る一連の構造に関する報告は少なく，糸鰐、類では

イガイ目ハボウキガイ科のタイラギPinnajaponica， ウグ

イスガイ目ウグイスガイ科のアコヤガイPinctadaルcata

martensii，古弁鯨類ではイシガイ目イシガイ科のイケ

チョウガイHyrioρsisschlegeliについて解剖図によって報

告されている4-6)。また，ウグイスガイ科のシロチョウガ

イPinctadamaxima， アコヤガイ，クロチョウガイ

Pinctada margarit;的ra，マベPteriaρenguznおよびイガイ

目イガイ科のムラサキイガイ』かtilusgalloρrovincialぬで

は，写真を多用して鯨構造が報告されている7-11)。

本研究では，イガイ目イガイ科のムラサキインコ

Seμψr vzrgatusの鰐、および唇弁の構造を明らかにした。

材料および方法

実験には，殻高57.0:1:4.8 mm (平均値±標準偏差，以降

同様に表す)，殻長20.4:1:2.1mmのムラサキインコ50個体

を用いた。ムラサキインコは 水産大学校に隣接する海岸

で採取し，約0.4Mの塩化マグネシウム水溶液12) に2-4

時間浸漬して軟体部を伸展させ， Davidson液ωで固定し

た後，実体顕微鏡での観察に用いた。

結果および考察

入水口と出水口

入7](口 (10) は，ムラサキイガイ 11) と向車乗に， 出7](口

(EO) との境に位置する外套簸袋から殻頂にかけて，岩

礁などに固着する足糸 (BY)が出ている腹側に大きく関

口していた (Figs.L 2)。また，入水口は，ムラサキイガ

イωよりも良く発達した外套筋 (PM)を持つ外套膜縁外

葉 (OLMM)で囲まれ，外套膜縁内葉 (ILMM) には良

く発達した指状突起 (PP)を備えていた (Figs.1-3)。入

水口の外套被援に隣接した部位は，ムラサキイガ、イ 11) と

同様に，左右の外套膜を連結した膜(入水口連結膜，

CMIO)が外套敏袋から張り出して，鯨 (CT)の先端部

を保護した構造となっていた (Figs.2，3)。出水口は，背

側の外套鍛袋 (PD) に隣接した部位に，外套膜縁内葉で

縁取られた楕円形に関口していた (Figs.2， 3)。出水口の

水産大学校生物生産学科 (Departmentof Applied Aquabiology， National Fisheries University) 

?連絡先 (Correspondingauthor) : yamagenk@fish-u.ac.jp 



144 山元，半田

外観はムラサキイガイ 11) と同様であった。しかしその

構造は二重からなるムラサキイガイと異なって，一重で

あった (Figs.2， 3)。

害思

鯨は，外套鍛髪から唇弁 (LP) までの腹側に半月形に

広がっていた (Fig.2)。足 (FT) を中心に腹側から見る

仁左鯨葉と右鰐棄は，外套簸袋の基部の左右から出水口

へ向かい，出水口に連なる前に左右の内偲内葉が内総内葉

間合着縁 (FICB)で接着して lつとなり，内臓塊のところ

から再び左鯨葉と右鯨葉の左右に分かれ，それぞ、れが左右

の唇弁へと連なっていた (Figs.2-6， 9)。従って，自思糸を

通過した水を出水口へ運ぶ鯨上腔 (SBC)は，唇弁近くか

ら内臓塊の末端までは左鯨葉と右鯨葉の外鯨と内鯨のそれ

ぞ、れ2本ずつ合計4本からなり，内臓塊を離れたところから

は4本が lつとなって出水口へ連なっていた (Figs.4-6)。

一方，外套簸援の基部では，左右 2本ずつ合計4本を形成

し，出水口に連なる前に左鯨葉と右偲葉の内葉が内鯨内葉間

合着縁で接合して 3本となり，出水口のところで lつとなっ

ていた (Figs.4，5)。以上のように，左鯨葉と右鯨葉および

偲上腔は，ムラサキイガイ 11) と同様の形態を示していた。

鯨葉関連結

外偲および内鯨の内葉と外葉は，それぞれの常偲糸

(OF)から伸びる鯨葉関連結膜 (ICM)で連絡されてい

た (Figs.5-8)。このようにムラサキインコでは，同じイ

ガイ目イガイ科であるが棒状の構造(鯨葉間連結棒)で連

絡されているムラサキイガイ 11) と異なって，ウグイスガ

イ目ウグイスガイ科のマベ10) と同様な膜構造を示しい

た。しかし鯨葉間連結膜は，マべでは常鯨糸と主銀糸を

備え，外偲および内偲の内葉と外葉のそれぞれの主銀糸聞

を連結させていたが10) ムラサキインコでは常鯨糸のみを

備えており，従って常鯨糸聞を連結させていた。

Dufour and Beninger (2001)は，二枚貝類の偲の基本構

造を内葉と外葉の常鯨糸の聞を偲葉間連結 (Interlamellar

junctions)で連結しているHomorhabdicfilibranch，内葉

と外葉の主鯨糸の聞を鯨葉関連結で接合し，隣接した常鯨

糸の聞を繊毛のある突起物 (Ciliatedspurs)で接合して

いるHeterorhabdicfilibranch，隣接した常館、糸の間を偲糸

間 連 結 (Interfilamentarjunctions) で接合している

Homorhabdic eulamellibranch，内葉と外葉の主鯨糸の聞

を鯨葉間連結で接合し，隣接した常鯨糸の聞を鯨糸関連結

で接合しているHeterorhabdicpseudolamellibranchの4つ

の型に分けている3)。これに従うと，ムラサキインゴは，

内葉と外葉の連結がムラサキイガイ 11) と異なってはいたが

基本構造が同様であり Homorhabdicfilibranchの型に分け

られ， Heterorhabdic filibranch構造を示すアコヤガイ 8)

クロチョウガイ 9)やマベ10) と異なる鯨構造を示していた

(Figs. 8， 9)。

鯨 糸

銀糸は常鯉、糸のみからなる等糸偲 (Isofilibranch)の構

造であった (Figs. 7， 8)。偲糸の先端部は変形して食物

溝 (FG)を形成していた (Figs.7， 8)。各常鯨糸の聞は，

ムラサキイカ、イ 11) と同様に 偲葉の基部から先端に向

かつてほぼ等間隔に，鯨葉の基部に平行に並ぶ鯨糸連結盤

(CD)で固着されていた (Fig目 8)。

唇 弁

唇弁は，ムラサキイガイ 11) と同様に，上唇弁 (RUL，

LUL) と下唇弁 (RLL，LLL)が唇のところからそれぞ、れ

翼状に分かれて内鯨と外鯨の外側に伸びており，内鯨と外

鯨の先端は唇よりも殻頂近くまで伸びおり，唇弁とくっつ

いていなかった (Fig.9) 0 Beninger et al (1995) は，

Mytilus edulisでも，唇弁と鯨が接合する組織は認められ

ないと報告している 14)。

要 約

ムラサキインコの出水口，鯨および唇弁の構造を調べ

た。出水口は外套膜縁内葉で縁取られた一重の楕円形に開

口していた。自思は偲葉関連結膜で内葉と外葉を連結させた

Homorhabdic filibranch構造を示した。常総糸は，鯨糸連

結盤で固着されていた。唇弁は 鯨葉と接着せずにその外

側に翼状に分かれて伸びていた。
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Short forms used in the figures 

AD， adductor 

BY， byssus 

CD， ciliary disk 

閉殻筋

足糸

鯨糸連結盤

CMIO， connecting membrane of inhalent orifice 

CT， ctenidium 

DF， dorsal fold of palp 

EO， exhal巴ntorifice 

FG， food groove 

入水口連絡膜

偲

唇弁背側部

出オく口

食物溝

F1C， fused border of inner lamina of inner ctenidium 

内線内葉合着縁

F1CB， fused border of inner laminae of inner ctenidia of 

both sides 内鯨内葉間合着縁

FLOI， fused line of inner and outer laminae of ctenidium 

内外葉合着部

FOC， fused border of outer lamina of outer ctenidium 

外偲外葉合着縁

FT， foot 足

GD， gonad 生殖腺

日L，hinge line 蝶番線

1CM， inter-laminar connecting membrane 鯨葉同連結膜

1LIC， inner lamina of inner ctenidium 内鯨内葉

LLL， left lower lip 左下唇弁

1LMM， int巴rlamellaof mantle margin 外套膜縁内葉

1LOC， inner lamina of outer ctenidium 外鯨内葉

10， inhalent orifice 

LIC， left inner ctenidium 

LG， ligament 

LOC， left outer ct巴nidium

LUL，1巴ftupper lip 

LP， labial palp 

MC， mantle cavity 

入水口

左内偲

鞍帯

左外鯨

左上唇弁

唇弁

外套腔

MLMM， middle lamella of mantle margin 外套膜縁中葉

OA， oral aperture 口

OF， ordinary filament 常鯨糸

OLIC， outer lamina of inner ctenidium 内鯨外葉

OLMM， outer lamella of mantle margin 外套膜縁外葉

OLOC， outer lamina of outer ctenidium 

PD， pallial fold 

PM， pallial muscle 

PP， papillae 

PPG， palp particle groove 

R1C， left inner ctenidium 

RLL， right lower lip 

ROC， 1巴ftouter ctenidium 

RP， ridges of palp 

RUL， right upper lip 

SBC， supra-branchial cavity 

VGF， vessel of gill filament 

外鯨外葉

外套簸袋

外套筋

指状突起

唇弁食物溝

右内館、

右下唇弁

右外鯨

唇弁察側部

右上唇弁

鯨上腔

鯨糸血管



Fig. 1. External features of the Purplish bifurcate mussel 5ψt件アVP伊 tus.A， male; B， female; a， right side view of shell valve; aa， right side view of soft part; b， ventral 

view of shell valves ; bb， ventral side of soft part ; c， left side of sh巴IIvalve ; cc， 1巴ftside view of soft part ; d， dorsal face of shell valves ; dd， dorsal view of soft part 

Barsニ 1mm. 
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Fig. 2. Inhal巴ntand巴xhalentorific巴sin the Purplish bifurcate muss巴1.A-C， v巴ntralviews ; D， left side view ; 
E and F， dorsal views. Bars in A B， D and F = 1 cm. Bars in C and F = 100μm 



ムラサキインコの側構造

Fig. 3. External and internal views of th巴 inhal巴ntand exhal巴ntorifices in the Purp!ish bifurcate 
mussel. A and B， ext巴rnalviews of th巴 inhalentorific巴;C， internal view of th巴 inhal巴nt
orifice ; D， external view of the inhal巴ntand巴xhalent orific巳s; E， int巴rnalview of the 
inhalent and exhalent orifices. Barsニ 1mm 
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Fig. 4. Cross sections of th巴 supra-branchialcavity in the Purplish bifurcate mussel. A to K. dorsal (near 

pallial fold) to ventral (near labial palp). Bars = 1 mm 



ムラサキインコの偲構造

Fig. 5. Cross sections of the ctenidium and the supra-branchial cavity in the Purplish bifurcate mussel 
A. structure of th巴ctenidiumbetween pallial fold and adductor ; B， structure of the ctenidium at 
the part of adductor ; C， the figure magnified the fused border of inner lamina巴 inB ; D， tip part 
of th巴 internalorgan ; E and F， the figures magnified th巴 supra-branchialcavity and the inter 
laminar connecting membran巴infig. D， respectively. Bar in C = 100μm. Other bars = 1 mm 
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IE狙

Fig. 6. Horizontal sections of the ctenidium in the Purplish bifurcat巴mussel.A to F. dorsal (pallial 
fold) to ventral (foot). Bars = 1 mm 
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Fig. 7. Cross sections of gill filament in the Purplish bifurcate mussel. A to F， top (food groove) to bottom (near base of the ctenidium) _ Bars = 100μm 
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Fig. 8. Inter-laminar connecting membrane in the Purplish bifurcate muss巴l.A-D. side view ; E. 
view from the supra-branchial cavity ; F， side view of lamina ; G， surface view of lamina 
Bars = 100μm 



ムラサキインコの悦構造

Fig. 9. Labial palp in the Purplish bifurcate mussel. A， ventral view of soft body : B， ventral view 
of labial palp : C， open巴dright labial palp : D， end of the ctenidium : Arrow， the tip of outer 
and inner ctenidia in D : E， right view of labial palp : F，巴xposedlabial palp. Bars = 1 mm 
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