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SUISANZOSHOKU 49（3），317－322（2001）

植物性餌料の摂餌指標としてのアコヤガイ稚貝の
消化盲嚢色素量

沼口勝之

（2001年 8月 2日受理）

Phyto-pigments in the Digestive Diverticula of Juvenile
Japanese Pearl Oyster, Pinctada fucata martensii,

as Indicator of Algal Diets Feeding

Katsuyuki NUMAGUCHI＊

Abstract: Changes in the phyto-pigments (chlorophyll a + phaeo-pigment) in the digestive divertic-
ula of juveniles Japanese pearl oyster, Pinctada fucata martensii, (average whole weight; 3.34 g,
n = 20), and relationship between feeding concentration of micro-algal diet (Isochrysis aff. galbana
(Parke) clone T-Iso) and phyto-pigment content in the digestive diverticula of the pearl oyster juve-
niles, and glycogen content of adductor muscle of the pearl oyster juveniles were determined.
Phaeo-pigment contents in the digestive diverticula were much higher than chlorophyll a. Phyto-
pigment content in the digestive diverticula increased after feeding the algal diet, and phyto-
pigment contents included in the digestive diverticula reached a maximum 24 hours after feeding
of the algal diet. There was a positive correlation between the feeding algal diet concentration and
the phyto-pigment contents in the digestive diverticula of the pearl oyster juveniles. Glycogen of
the adductor muscle also increased with the increasing feeding algal diet concentration.

These results indicate that phyto-pigment contents included in the digestive diverticula of pearl
oyster juvenile might be a good indicator of feeding of algal diets of pearl oyster juveniles.

Key words: Pearl oyster; Juvenile; Digestive diverticula; Micro-algal diet

アコヤガイPinctada fucata martensiiの摂餌生態の研

究においてアコヤガイが漁場において摂餌する餌料の質

や量を明らかにすることは重要である。このため，アコヤ

ガイの胃内容物の観察1-4)やアコヤガイが排泄する糞5-7)

についての研究がこれまで行われている。アコヤガイの

胃内容物の調査では主に珪藻類が摂餌されていること3)，

また，摂餌には日周性があること1)が報告されている。

アコヤガイの糞には植物プランクトンが分解してできる

フェオフィチンが多いことも明らかになっている7)。し

かし，アコヤガイの食性を調べるには多大な時間や技

術を要することから簡便にアコヤガイの食性を調べる方

法が望まれていた。沼口8)はアコヤガイ成貝を用いて消

化盲嚢に含まれるフェオ色素量は，アコヤガイによる

植物プランクトンの摂餌量と密接な関係があることを

明らかにし，アコヤガイの消化盲嚢に含まれるフェオ色

素量はアコヤガイの摂餌量の指標になり得ることを示

唆した。

本研究では，これまでに報告されているアコヤガイ

成貝の餌料摂餌後の消化盲嚢色素量の時間的な変化に

対して，アコヤガイ稚貝の餌料摂餌後の消化嚢嚢色素

量の時間的な変化に違いがあるのかどうかを確認する

とともに，餌料プランクトンの摂餌量と稚貝の消化盲

嚢に含まれる植物色素量の関係およびそれに伴う貝柱

のグリコーゲン量の変化について検討を行った。

材料および方法

給餌によるアコヤガイ稚貝の消化盲嚢色素量の時間

的変化 実験に用いた供試貝は人工種苗生産されたア

コヤガイ稚貝（平均殻長±標準偏差；30.6±2.3 mm，

平均全重量±標準偏差；3.34±0.54 g，n = 20）である。
＊中央水産研究所（National Research Institute of Fisheries Science, Fisheries Research Agency, 6-31 Nagai, Yokosuka,

Kanagawa 238-0316, Japan）．



供試貝はろ過海水をかけ流した30 lパンライト水槽中に

おいて 5日間無給餌で飼育した後，5 lのろ過海水を入れ

た水槽に 5個体ずつを収容した。各水槽に培養微細藻類

Isochrysis aff. galbana (Parke) clone T-Iso（以下T-Isoと

略す）を飼育海水 1 mlあたり 1×105細胞の濃度になる

ように投与した。供試貝は T-Iso投与直前と投与後 1，

3，6.5，11，24，48時間後に 5個体ずつを取り上げ，直

ちに供試貝の消化盲嚢部分を切り出し，消化盲嚢部の

重量を 1 mgの単位まで正確に測定後，90％アセトンを

加えてガラス棒で消化盲嚢部を十分にすり潰し，攪拌

してから冷暗所に20時間放置して消化盲嚢に含まれて

いる植物色素を抽出した。その後，冷却遠心分離機に

より3000 rpm，20分間遠心分離し，抽出液の吸光度を

665 nmの波長で測定して，以下の式により消化盲嚢に

含まれるクロロフィル a量とフェオ色素量を Strickland

and Parsons9)の改変式により求めた。

Chlorophyll a (μg/g or μg/individual)

=26.7 (E0-Ea) v/M･l

Phaeo-pigment (μg/g or μg/individual)

=26.7 (1.7Ea-E0) v/M･l

ここで，E0は波長665 nmでの吸光度，Eaはアセトン抽

出液に 4 NのHClを2～3滴添加して10分経過した後の

波長665 nmでの吸光度，vは抽出に用いたアセトン量

（ml），Mは消化盲嚢サンプルの重量（g）または供試貝

の個体数，lは吸光度の測定に用いたセルの幅（cm）を

示す。

本実験では上記の式でMの値として消化盲嚢部の重

量（g）を代入して消化盲嚢部 1 gあたりのクロロフィル

a量とフェオ色素量とを求める方法と，Mの値として測

定に用いた供試貝数（個体）を代入してアコヤガイ 1個

体あたりのクロロフィルa量とフェオ色素量とを求める

方法とについて比較することにした。

すべての飼育実験は水温22℃，塩分30～32 pptの条

件で行った。上記の実験は同じ条件下で 2回繰り返し

行い，消化盲嚢に含まれるクロロフィル a量とフェオ

色素量の平均値と標準誤差を求めた。また，各個体の

消化盲嚢に含まれるクロロフィル a量とフェオ色素量

との合計値を植物色素量としてあつかった。

餌料量とアコヤガイ稚貝の消化盲嚢色素量および貝

柱グリコーゲン量との関係 実験に用いた供試貝は人

工種苗生産されたアコヤガイ稚貝（平均殻長と標準偏

差；29.7±1.4 mm，平均全重量と標準偏差；3.62±

0.50 g，n = 20）である。供試貝はろ過海水をかけ流し

た30 lパンライト水槽中において 4日間無給餌で飼育し

た後，5 lのろ過海水を入れた水槽に 5個体ずつを収容

した。本実験では各水槽に培養微細藻類T-Isoを飼育海

水 1 mlあたり 1×104細胞，1×105細胞，5×105細胞，

1.5×106細胞の濃度になるように給餌する群と無給餌区

の 5実験区を設けた。給餌群は 1日に 1回，設定した

濃度になるようにT-Isoを投与しながら14日間の給餌試

験を行った。なお，実験期間中は毎日換水を行った。

供試貝は，飼育開始14日目に T-Isoを給餌して24時

間経過した後にそれぞれ取り上げ，直ちに各供試貝の

消化盲嚢を切り出し，前項と同様にして消化盲嚢に含

まれる植物色素量を測定した。また，同時に供試貝の

貝柱を切り出し，貝柱のグリコーゲン量をアンスロン

法10)により測定した。なお，すべての飼育実験は水温

22℃，塩分30～32 pptの条件で行った。上記の実験は

同じ条件下で 3回繰り返し実験を行い，消化盲嚢に含

まれる植物色素量および貝柱のグリコーゲン量の平均

値と標準誤差を求めた。

結　　果

給餌によるアコヤガイ稚貝の消化盲嚢色素量の時間

的変化 Fig. 1に消化盲嚢 1 gあたりのクロロフィル a

量とフェオ色素量の経時変化を示した。アコヤガイ稚

貝の消化盲嚢 1 gに含まれるクロロフィル a量とフェオ

色素量とはT-Iso投与前はそれぞれ7.6μgと23.7μgであ

ったが，T-Iso投与後に両者とも経時的に増加し，24時

間後にはクロロフィル a量とフェオ色素量はそれぞれ

71.9μgと199μgにまで増加した。しかし，その後は両

者とも減少し48時間後にはクロロフィル a量とフェオ

色素量はそれぞれ49.7μgと136μgにまで減少した。ま

た，アコヤガイ消化盲嚢に含まれる植物色素量は常にフ

ェオ色素のほうがクロロフィル a量より多かった。

Fig. 2にアコヤガイ稚貝の 1個体あたりのクロロフィ

ル a量とフェオ色素量の経時変化を示した。アコヤガ

イ稚貝の 1個体あたりのクロロフィルa量とフェオ色素

量の経時変化は，消化盲嚢 1 gあたりのクロロフィル a

量とフェオ色素量の経時変化とほぼ同じ傾向がみられ

た。

アコヤガイ稚貝の消化盲嚢に含まれるクロロフィル a

量とフェオ色素量の合計値を植物色素量として，消化

盲嚢 1 gあたりの植物色素量と 1個体あたりの植物色素

量との関係を Fig. 3に示した。両者には高い正の相関

があった（ r＝0.979，p＜0.05）。

餌料量とアコヤガイ稚貝の消化盲嚢色素量および貝

柱グリコーゲン量との関係 Fig. 4にT-Isoの投与濃度

と稚貝の消化盲嚢に含まれる植物色素量（クロロフィ

ルa+フェオ色素量）との関係を示した。その結果，T-

Isoの投与濃度が増加するに伴って，稚貝の消化盲嚢に

含まれる植物色素量は指数対数的に増加した。

Fig. 5にアコヤガイ稚貝の消化盲嚢に含まれる植物色
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素量と貝柱のグリコーゲン量との関係を示した。貝柱の

グリコーゲン量は消化盲嚢に含まれる植物色素量が増

加するに伴って増加したが，消化盲嚢色素量が3.7μg/

個体以上になると貝柱のグリコーゲン量はやや低下し

その後はほぼ一定量になった。

考　　察

沢田・上野7)は微細藻類Chaetoceros simplexを用いて

これを摂餌したアコヤガイの糞に含まれる植物色素の吸

収曲線を調べ，アコヤガイが餌料として摂餌した植物

プランクトンのクロロフィルは貝の体内でフェオ色素に

分解され糞として排泄されることを指摘している。沼

口8)はアコヤガイ成貝を用いて微細藻類 Pavlova lutheri

を摂餌したアコヤガイの消化盲嚢から抽出したアセトン

抽出物の吸収曲線が，P. lutheriのアセトン抽出物を酸

分解物してできる吸収曲線すなわちフェオフィチンの吸

収曲線と一致することを示した。また，アコヤガイに

P. lutheriを給餌すると，P. lutheriの摂餌に伴ってアコ

ヤガイの消化盲嚢に含まれるフェオ色素量が増加する

ことから，アコヤガイの消化盲嚢に含まれるフェオ色素

量はアコヤガイによるP. lutheriの摂餌量と密接な関係

があることを指摘した。沼口8)の実験では，P. lutheriを

アコヤガイ稚貝の消化盲嚢色素量 319
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Fig. 2. Changes with time in the chlorophyll a and phaeo-pigment contents (μg/individual) in the
digestive diverticula of the pearl oyster juveniles.

Fig. 1. Changes with time in the chlorophyll a and phaeo-pigment contents (μg/g) in the digestive
diverticula of juvenile Japanese pearl oysters, Pinctada fucata martensii.
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摂餌したアコヤガイ成貝では消化盲嚢にクロロフィル a

は検出されずフェオ色素のみであったが，今回のアコヤ

ガイ稚貝ではフェオ色素量に比べれば少ないもののクロ

ロフィル aも検出された。これは給餌に用いたT-Isoの

クロロフィルaが消化盲嚢でフェオ色素に分解されずに

残っていたためと考えられる。消化盲嚢のクロロフィル

aの有無については，成貝の実験で用いた餌料種は P.

lutheri，稚貝の実験で用いた餌料種はT-Isoであったこ

とから両者の餌料種の違いによるものと考えられる。

消化盲嚢にはフェオ色素以外にクロロフィル aも存在

する場合があることから，以後は消化盲嚢に含まれる

フェオ色素量とクロロフィル a量との合計値を消化盲

嚢の植物色素量としてあらわすことにした。

植物プランクトンの摂餌に伴うアコヤガイの消化盲

嚢に含まれる植物色素量の経時的な変化は，アコヤガ

イのサイズによって異なることが予想される。今回の実

験では平均殻長が33.4 mmの稚貝を用いて摂餌に伴うア

コヤガイの消化盲嚢に含まれる植物色素量の経時的な

変化について検討した結果，アコヤガイ稚貝はT-Isoを

給餌後に経時的に植物色素量は増加し給餌後，ほぼ24

時間経過した頃に植物色素量は最大になり，その後植

物色素量は減少傾向がみられた。一方，沼口8)は平均殻

長が62.8 mmのアコヤガイ成貝を用いて摂餌に伴うアコ

ヤガイの消化盲嚢に含まれる植物色素量の経時的な変化

について検討した結果，アコヤガイ成貝では P. lutheri

給餌後に経時的に消化盲嚢に含まれるフェオ色素量が

増加するが，フェオ色素量が最大値に達するのは P.

lutheri給餌後 3～ 6時間経過した頃であり，その後フ

ェオ色素量は経時的に減少することを報告している。

桑谷11)は殻高45～55 mmのアコヤガイ成貝を用いて，

炭素粒子を投与したアコヤガイの消化器官中における

炭素粒子の移動の状態を組織学に観察して，炭素粒子

は投与後 2～ 4時間後に消化盲嚢に送り込まれ消化盲

嚢中に最も炭素粒子が多くなるのは炭素粒子投与後 3

～3.5時間であったことを報告している。この結果は沼

口8)が報告した P. lutheri給餌後に消化盲嚢に含まれる

フェオ色素量が 3～ 6時間経過した頃に最大になる結果

と良く対応している。

このようにアコヤガイ成貝では植物プランクトンを摂

餌した場合，数時間で消化盲嚢に含まれるフェオ色素

320 沼口

 

Ph
yt

op
ig

m
en

t i
n 

th
e 

di
ge

st
iv

e 
di

ve
rt

ic
ul

a
(μ

g/
in

di
vi

du
al

)

14

12

10

8

6

4

2

0

y = 0.0506x－1.0245
R2 = 0.9583

0 50 100 150 200 250 300

Phytopigment in the digestive diverticula
(μg/g)

Fig. 3. Relationship between phyto-pigments (chlorophyll a + phaeo-pigment) contents (μg/g) and
phyto-pigment contents (μg/individual) in the digestive diverticula of the pearl oyster juveniles.

10 102 103 104

Feeding concentration of algal diet (×103cells/ml)

100

10

1

Ph
yt

op
ig

m
en

t i
n 

th
e 

di
ge

st
iv

e 
di

ve
rt

ic
ul

a
(μ

g/
in

di
vi

du
al

)

Fig. 4. Relationship between feeding concentration of the
micro-algal diet (Isochrysis aff. galbana (Parke) clone
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は最大値に達したが，アコヤガイ稚貝では植物プラン

クトンを摂餌後24時間経過した頃に消化盲嚢に含まれ

るフェオ色素量は最大に達した。アコヤガイが植物プ

ランクトンを摂餌後に消化盲嚢に含まれる植物色素量

が経時的に増加することはアコヤガイ成貝と稚貝で同

じであったが，消化盲嚢に含まれる植物色素量が最大

値に達する時間は異なっていた。この原因は明らかで

はないが，カキ等の二枚貝類では貝のろ水率は貝のサ

イズと正の相関があり，貝が大きくなるほど貝のろ水

率も増加することが知られている12-19)。実験に用いられ

たアコヤガイ成貝の平均殻長は62.8 mm，稚貝の平均殻

長は30.6 mmであり両者の殻長には約 2倍の大きさの違

いがあった。従って，今回のアコヤガイ稚貝のろ水率

は成貝のそれに比べて低く，このため餌料の摂餌速度

が遅くなると伴に，消化盲嚢に含まれる植物色素量の

増加速度も遅くなったことが推察される。このように，

アコヤガイでは植物プランクトンを餌料とした場合，摂

餌に伴って消化盲嚢に含まれる植物色素量は経時的に

増加することは成貝でも稚貝でも同じであるが，消化

盲嚢に含まれる植物色素量の増加速度すなわち植物色

素量の増加に要する時間は，アコヤガイのサイズによ

って異なることが明らかになった。

アコヤガイの消化盲嚢に含まれるフェオ色素量の測

定にあたって，消化盲嚢部をアコヤガイから切り出し

てその重量を測定し，消化盲嚢 1 gあたりのフェオ色素

量を求めるのは測定に時間と手間がかかる。本研究で

は，消化盲嚢に含まれる植物色素量を表すのに 1個体

あたりの植物色素量として求めることの妥当性につい

て検討するため，アコヤガイ 1個体あたりの植物色素量

と，消化盲嚢 1 gあたりの植物色素量との関係を求めた

結果，両者には高い正の相関が認められた。従って消

化盲嚢 1 gあたりのフェオ色素量を求める代わりに，ア

コヤガイ 1個体あたりのフェオ色素量を測定して消化盲

嚢色素量の代表値として用いることも可能であると考

えられた。

沼口8)は，アコヤガイ成貝の消化盲嚢に含まれるフェ

オ色素量と環境海水中の植物色素量（クロロフィル a

とフェオ色素の合計値）との間には高い正の相関があ

ることを報告している。今回の実験でもT-Isoの給餌濃

度の増加に伴いアコヤガイ稚貝の消化盲嚢に含まれる

植物色素量は指数対数的に増加しており両者の間には

密接な関係があることが示された。このことは餌料の

摂餌量が増減するとアコヤガイの消化盲嚢に含まれる

植物色素量も増減することを示しており，アコヤガイ

の消化盲嚢の植物色素量を測定することにより，アコ

ヤガイの摂餌の状態を知ることができると推察される。

アコヤガイ稚貝は摂餌により，栄養蓄積成分である

グリコーゲン量を合成・同化することが予測される。

今回の実験では稚貝の消化盲嚢に含まれる植物色素量

の増加すなわち摂餌量の増加に伴い，稚貝のグリコー

ゲン量は増加した。しかし，グリコーゲン量はある値

に達するとそれ以上には増加しなくなり，ほぼ一定値

を示した。このことはアコヤガイの摂餌量の増加に伴

い栄養成分であるグリコーゲンは蓄積されグリコーゲン

量が増加するが，グリコーゲン量は一定値以上には増

加することがないと考えられた。
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Fig. 5. Relationship between phyto-pigment (chlorophyll a + phaeo-pigments) content included in the
digestive diverticula and glycogen content of the adductor muscle of the pearl oyster juveniles.



要　　約

アコヤガイ稚貝を用いて微細藻類 Isochrysis aff. gal-

bana (Parke) clone T-Iso（以後T-Isoと略す）の摂餌に

伴う消化盲嚢に含まれるクロロフィルaおよびフェオ色

素量の経時的な変化を調べるとともに，給餌量と消化

盲嚢色素量との関係および消化盲嚢色素量と貝柱のグ

リコーゲン量との関係について検討を行った。

稚貝の消化盲嚢に含まれるクロロフィル aおよびフ

ェオ色素量はT-Iso給餌後から増加し，24時間経過した

頃に最も高い値に達して，その後減少した。また，消

化盲嚢にはクロロフィル a量よりフェオ色素量の割合

が多かった。T-Isoの給餌量の増加に伴い消化盲嚢に含

まれる植物色素量（クロロフィル a量とフェオ色素量

の合計値）は指数関数的に増加した。稚貝の貝柱のグ

リコーゲン量は消化盲嚢色素量の増加（摂餌量の増加）

に伴い増加したが，グリコーゲン量は一定値に達する

とそれ以上の増加はみられなかった。
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