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2)Heterocαpsαcirculαrisquαmaによるアコヤガイの繁死

The death of pearl oysters by Heterocαrpsa circulαrisquαmα 

永井清仁

（株）ミキモト真珠研究所 干517-0403三重県志摩郡浜島町迫子923-41
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1. はじめに た症状が急速に進行し，麻庫状態（閉殻力を失い開殻した状態

Heterocα.psαcircularisquαmαHoriguchiは，近年，西 で刺激に対する応答が鈍化する）に陥り，艶死に至る． 艶死

日本各地の海域で赤潮を形成し養殖や天然の二枚貝に多大な被

害をもたらしてきた．従来の赤潮による被害は，養殖魚等の魚

類を中心とした漁業被害が大半であったが，本種の赤潮では二

枚貝等の貝類に漁業被害をもたらすことが特徴である．真珠養

殖の生産地として知られている三重県の英虞湾では， 1992年に

初めて本種による赤潮が形成され真珠生産用に養殖されている

アコヤガイに多大な被害をもたらした（松山ほか 1995）.そし

て，その後も毎年夏季を中心に赤潮を形成し真珠養殖に大きな

脅威となっている．ここでは， H.cir℃ulαrisquαmαがアコヤ

ガイの繁死に及ぼす影響について検討した．

2. アコヤガイの舞死の特徴

1992年に英虞湾で初めて発生したH.circularisquαmαの赤

潮は，同湾で真珠生産用に盛んに養殖されているアコヤガイを

直撃した．また， 2年後の1994年にも大規模な赤潮が再発し，

同様に大量のアコヤガイを艶死させた（Matsuyamaet al 

1996). 1992の夏季の発生ではアコヤガイの艶死率が赤潮期間

中で30～60%と平年の2倍以上を示し，場所によっては全滅の

所も見られた．このときは，最初の赤潮ということもあり，赤

潮海域から避難する業者も少なく，結果的に被害は甚大なもの

となった．その後，赤潮は 9月に一旦終息したものの， 10月に

入って再増殖をはじめ，再び赤潮を形成した．このときも，濃

密な赤潮が継続した湾奥部の養殖場においては，アコヤガイが

ほぼ全滅したことが報告されている（松山ほか 1995).

秋季の赤潮ではH.cir℃ulαrisquαmαが50-200cells ・ ml iの

低密度で1ヶ月以上に亘り存在していたが，海面はそれほど着

色していなかった．この期間に詳細な現場観察を実施した結果，

餌料となる珪藻類が多いにもかかわらず，アコヤガイ母貝は堅

く閉殻した状態が長く続き 外套膜の先端部は引っ込んで貝殻

先端の成長は停止していた．外套膜のグリコーゲンは次第に減

少し，消化盲嚢が乳褐色（正常なものは，濃い茶褐色）を呈し

ていた．このことは海水中に餌料となる植物プランクトンが豊

富であっても， H.circularisquαmαが低密度で、混在するとア

コヤガイの摂餌活動に悪影響を及ぼすことを示唆している．

H. circulαrisquαmαの細胞密度がさらに高くなると，こうし

した貝は一見飢餓に近い症状を示しているが，外套膜のグリコー

ゲンを残しながら短期間で舞死する場合も多く，単なる飢餓と

衰弱のみによって員が舞死しているとは考えられなかった．

H. circulαrisquαmαで、衰弱した母貝を，赤潮が発生していな

い海域に移すと，多くの貝はすみやかに開殻して摂餌活動を始

め，消化盲嚢の色も元の正常な色に戻り正常な状態まで回復す

る．つまり，餌料の有無に関係なく， H.circularisquαmαが

海水中に存在すると，アコヤガイは摂餌活動を停止し，拒否反

応を示しながら急速に生理的に衰弱して行くことが判明した．

過去の赤潮発生期におけるアコヤガイの大量艶死は，赤潮終期

に発生する貧酸素や硫化水素などにより引き起こされているこ

とが一般に知られている（沢田 1966）.しかし，貝の著しい艶

死が起きている期間 溶存酸素濃度はアコヤガイの生残に十分

な量存在しており（松山ほか 1995），これらのアコヤガイの艶

死は溶存酸素濃度に関係なく， H.circularisquαmαの細胞密

度が高くなると指数関数的に増加することから， H.circulαri-

squαmαがアコヤガイの生理状態に深く関わっていると考えら

れた．

3. アコヤガイに対する影響

H. circulαrisquαmαがアコヤガイに及ぼす影響を調べるた

めに，培養株を用いて実験を行った．実験にはまず，受精後約

2ヶ月目のアコヤガイ稚貝（平均殻高： 1.88mm）を用いた．

アコヤガイ稚貝にH.circulαrisquαmαの培養株を50,000 cells・ 

ml lの高密度で曝露すると，貝はH.circularisquαmαに対し

て以下のような反応を示した． 1 ）稚員は， H.circulari-

squαmαに接すると直ぐに激しい貝殻の間関連動を示して，貝

体内部に入ってくるH.circularisquαmα細胞を排除しようと

する．その後， 2 ）外套膜や鯨の収縮がおこり，堅く閉殻する．

そして， 3）心臓持動は一時的な停止を繰り返した後，完全に

停止して麻庫状態に至る．艶死を引き起こす細胞密度を検討し

た結果，顕著な艶死は3,000 cells・ ml l以上において観察され，

24時間後と48時間後のLD5oは，およそ20000 cells・ ml-1及び

10,000 cells・ ml-lであった．

次に，現場赤潮の藻体を使って成貝（平均殻高70mm，平均湿
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重量36g）で実施したところ，稚貝と同様に堅く閉殻後，次第

に閉殻力を失い麻埠状態に至り繁死した.24日寺間後における艶

死は， 2,000 cells・ ml-1以上で認められ，曝露細胞密度の増加

に伴い艶死率は顕著に増加し， LDsoはおよそ5,ooocells. m1-1 

であった．しかしながら， H.circulαrisquαmαの培養漉液中

では稚貝に何等変化は認められず， Heterosigmααたαshiwo

を100,000 cells・ ml lの細胞密度で暴露した場合でも， 72時間

以内に艶死する個体も認められず，逆に稚貝は開殻して外套膜

や鰐をよく伸長し，盛んにプランクトン細胞を摂取している様

子が観察され，糞の排j世も認められた．

以上の結果から， H.circulαr吋quαmαの赤潮で、二枚貝が艶

死するのは，高密度の赤潮による物理的な窒息，あるいは酸欠

などの影響ではなく， H.circulαrisquαmα自身が直接貝の生

理状態を悪化させるためと考えられる．さらに，貝はH. cir-

cularisquαmαの細胞密度が，およそ50cells・ ml-l以上の細胞

密度で存在するだけで 鴻水率が著しく減少することが判って

いる（Matsuyamaet al. 1997）.通常H. circularisquαmα 

の細胞密度が1,000cells・ml-lを越えると海水が着色し，赤潮

が発生したと分かるようになるが，貝はそうした赤潮の1/20程

度の細胞密度から既に摂餌活動などに悪影響を受けているもの

と考えられる．このことは， 1992年，英虞湾において，アコヤ

ガイの餌となる珪藻が豊富に存在するにもかかわらず， H.

circulαrisquαmαがわず、か50-200cells・ ml-l存在するだけで貝

が閉殻して摂餌しなくなったという観察とよく一致している

（松山ほか 1995).

4.アコヤガイの心拍活動に及ぼす影響

H. circularisquαmαの曝露によって心拍の異常が短期間に

引き起こされることは大変に興味深い．そこで， H.circulari-

squαmαに対するアコヤガイ母貝の心拍活動への影響を，心電

図を用いて解析した結果 2,000 cells ・ ml l以上の細胞密度を

超えると短時間で心拍数と心拍電位の低下がおこり始め，およ

そ5,000cells・ ml-lでは著しく心拍数や心拍電位が低下し，心

拍活動に強い障害を及ぼしていることが判った．さらに，

10, 000 cells・ ml lの細胞密度を超えると直ちに心拍活動に異常

を生じ短時間に心臓持動の停止が認められ，貝は閉殻力を失い

外部からの刺激に対してほとんど応答せず麻庫状態に至る．ま

た，こうした状態が長引けばアコヤガイが艶死に至ることが確

認された．しかしこのような心拍活動の異常も，短時間であれ

ば本種細胞を除去すると心拍活動はすみやかに回復することが

認められた．この心拍活動の障害は， H.circulαrisquαmα 

との細胞接触によって生じ その作用はアコヤガイ殻体内部で

細胞と接触している聞にのみ強く生じていると思われた．一方

H.αkαshiwoで、は， 25,000cells・ml-lの高密度で曝露しでも

こうした心拍活動の障害は認められず むしろ僅かに心拍の克

進が認められた．このことから， H.circularisquαmαによる

アコヤガイの心拍活動の影響は 単にプランクトンの細胞密度

が高かったために生じたのではなく種特異的なものであると考

えられた．

以上のようにH.circularisquαmαは，高密度ではアコヤガ

イの心拍活動に障害を及ぼし，比較的短期間でアコヤガイを艶

死させることが判った．また 1000 cells・ ml l以下の低密度で

も漉水量を低下したり貝殻を長期間に亘り閉殻状態にさせるこ

とは，摂餌活動や呼吸活動等の正常な生理的な活動を阻害して

いると考えられる．こうしたアコヤガイに有害なH.circulari-

squαmαの蔓延は，アコヤガイ養殖業のみならず，すべての二

枚貝養殖業にとっては脅威である．
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