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アコヤガイに対する小麦デンプンとパン酵母の餌料価値

沼口勝之

（2001年 8月 2日受理）

Evaluation of Wheat Starch and Baker’s Yeast on the Growth
of Japanese Pearl Oyster Pinctada fucata martensii

Katsuyuki NUMAGUCHI＊

Abstract: The dietary value of wheat starch and baker’s yeast was evaluated on spat (hinge length
3.1 mm), juvenile (shell length 23.4 mm), and adult (shell length 62.1 mm) of pearl oysters,
Pinctada fucata martensii. Baker’s yeast had no food value for spat and juvenile pearl oysters.
Wheat starch also had no food value for spat pearl oysters. However, wheat starch had a significant
food value for juvenile pearl oysters. I consider that wheat starch is not a suitable size for feeding of
pearl oyster spat, because wheat starch size (15.0μm) is much too large for the spat of pearl oyster.
However, pearl oyster juveniles might be able to feed and ingest the wheat starch. Adding wheat
starch (42 mg/l) to a low density algal diet was effective for adult pearl oyster growth. Glycogen of
the adductor muscle increased by feeding wheat starch added to the microalgal diet.
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アコヤガイPinctada fucata martensiiの人工種苗生産

や産卵母貝の仕立て作業において，アコヤガイ幼稚仔

や母貝の飼育餌料として培養微細藻類が用いられてい

る1)。しかし，アコヤガイの飼育餌料である微細藻類の

培養には時間と労力と施設が必要であり，省力化のた

めに安価で栄養価があり保存性を有する人工餌料の開

発が望まれている。しかし，アコヤガイを含む二枚貝

類の人工餌料の研究は行われているもののまだ実験的

な段階であり2)，産業的に利用できる人工餌料の開発に

までは至っていない。

本研究では，市販されていて容易に入手が可能であ

る小麦デンプンとパン酵母をアコヤガイ稚貝と成貝の餌

料として用いて，これらの餌料価値の有無について検

討を行い，若干の知見が得られたので報告する。

材料および方法

実験1（初期稚貝の飼育実験）実験に用いたアコヤガ

イ初期稚貝は，背縁長3.07±0.23 mm（平均±標準偏差，

n = 60），全重量1.68±0.37 mg（平均±標準偏差，n = 60）

である。供試貝は 2 lビーカーにろ過海水1.5 lを入れた

ものに15個体ずつ収容した。実験区はTable 1に示した

ように無給餌区，培養微細藻類 Pavlova lutheri給餌区，

小麦デンプン給餌区およびパン酵母給餌区を用意した。

各実験区では各餌料をTable 1に示した濃度になるよう

1日，1回給餌し，18日間の飼育を行った。飼育期間中

の水温は24℃，塩分は31～32 pptになるように調整した。

また，換水は給餌を行う直前に調温したろ過海水を用

いて毎日，1回行った。実験に用いた小麦デンプン（和

光，化学用小麦デンプン）は蒸留水に溶解した後，各

濃度になるようにして投与した。

また，パン酵母は市販されているものを用い，小麦

デンプンと同様に蒸留水に溶解した後，各濃度になる

ように投与した。なお，実験に用いた小麦デンプンの

粒径は15.0±8.0μm（平均±標準偏差，n = 200），パン

酵母の粒径は5.23±0.68μm（平均±標準偏差，n = 50）

であった。各餌料区における餌料価値の判定方法は，

実験開始前と実験後における初期稚貝の背縁長と全重

量を Student’s t-testにより差の検定を用いた。なお，

供試貝の背縁長は実体顕微鏡下で 1μmの単位まで測定

した。また，全重量の測定は初期稚貝の殻表面の水分

をキムワイプタオルで拭き取った後に分析天秤（ザウ

トリウスBP210D）を用いて0.01 mgの単位で測定した。

実験2（稚貝の飼育実験）実験に用いたアコヤガイ

稚貝は殻長23.4±0.8 mm（平均±標準偏差，n = 60），全
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重量1.24±0.11 g（平均±標準偏差，n = 60）である。

供試貝は 7 lの水槽にろ過海水 5 lを入れたものに10個

体ずつ収容した。実験区はTable 2に示したように無給

餌区，P. lutheri給餌区，小麦デンプンのように給餌区

およびパン酵母給餌区を用意した。Table 2に示した濃

度の各餌料を1日，1回給餌し，21日間の飼育を行った。

飼育期間中の水温は24℃，塩分は31～32 pptに調整し

た。また，換水は給餌を行う直前に調温したろ過海水

を用いて毎日，1回行った。実験に用いた小麦デンプンと

パン酵母は前述の初期稚貝で用いたものと同様である。

各餌料区における餌料価値の判定方法は，実験開始

前にランダムに採取した10個体の稚貝の全重量，軟体

部湿重量，軟体部のグリコーゲン量の測定を行なうと

伴に，実験終了時における各実験区の稚貝の全重量，

軟体部湿重量，軟体部のグリコーゲン量の測定を行い

両者の比較を行った。なお，供試貝の全重量と軟体部

湿重量の測定は，稚貝の殻表面および軟体部の水分を

キムワイプタオルで拭き取った後に分析天秤（ザウト

リウスBP 210D）を用いて 1 mgの単位で測定した。軟

体部に含まれるグリコーゲン量3)の測定は，軟体部湿重

量を測定した後に，アコヤガイ稚貝の軟体部全量を試

料として測定を行った。得られた測定値は多重比較検

定（Student-Newman-Keuls test）を用いて有意差の検

定を行った。

実験3（成貝の飼育実験）実験に用いたアコヤガイ

成貝は殻長62.1±2.9 mm（平均±標準偏差，n = 60），全

重量35.22±1.99 g（平均±標準偏差，n = 60）である。

供試貝は30 lのパンライト水槽にろ過海水25 lを入れた

ものに15個体ずつ収容した。実験区はTable 3に示した

ように無給餌区，P. lutheri給餌区，小麦デンプン給餌

区およびP. lutheriに小麦デンプンを添加した給餌区を

用意した。Table 3に示した濃度になるよう各餌料を 1

日，1回給餌し，20日間の飼育を行った。飼育期間中

の水温は24℃，塩分は31～32 pptに調整した。また，

換水は給餌を行う直前に調温したろ過海水を用いて毎

日，1回行った。実験に用いた小麦デンプンは前述の稚

貝で用いたものと同じである。

各餌料区の餌料価値の評価方法は，実験開始前後の

成貝の軟体部湿重量と貝柱湿重量を比較して行った。

また，成貝の肥満度（Condition index）を殻重量に対

する軟体部湿重量の割合として求めた。さらに，貝柱を

秤量後にその一部を切り出し，それに含まれるグリコ

ーゲン量3)の測定を行うとともに，内臓部から杆晶体4)

を取り出し，その湿重量を分析天秤（ザウトリウス

BP210D）を用いて 1 mgの単位で測定した。得られた

測定値は多重比較検定（Student-Newman-Keuls test）

を用いて有意差の検定を行った。
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Table 2. Feeding design of experiment 2 (pearl oyster 
juveniles)

Abbreviation Feeding treatment Food concentrations

Unfed

Al-A
Al-B
Al-C
Al-D

St-A
St-B
St-C
St-D

Ye-A
Ye-B
Ye-C

Unfed control

Pavlova lutheri
〃
〃
〃

Wheat starch
〃
〃
〃

Baker’s yeast
〃
〃

0

3×104cells/ml
6×104cells/ml
1×105cells/ml
2×105cells/ml

2mg/l
10mg/l
40mg/l

100mg/l

2mg/l
20mg/l
60mg/l

 ＊Each abbreviation in the column correspond to the horizontal 
axis of Fig. 2.

Table 1. Feeding design of experiment 1 (pearl oyster 
spat)

Abbreviation Feeding treatment Food concentrations

Unfed

Al-A
Al-B
Al-C

St-A
St-B
St-C
St-D
St-E

Ye-A
Ye-B
Ye-C

Unfed control

Pavlova lutheri
〃 
〃 

Wheat starch
〃 
〃 
〃 
〃 

Baker’s yeast
〃 
〃 

0

5×103cells/ml
1×104cells/ml
2×104cells/ml

17μg/l
85μg/l

168μg/l
840μg/l

1680μg/l

34μg/l
168μg/l
840μg/l

 ＊Each abbreviation in the column correspond to the horizontal 
axis of Fig. 1.

Table 3. Feeding design of experimental 3 (adult pearl oysters)

Abbreviation Feeding treatment Food concentrations

Unfed

Al-A

St-A
St-B

Mix-A
Mix-B

Unfed control

Pavlova lutheri

Wheat starch
〃

Al-A + St-A
Al-A + St-B

0

5×104cells/ml

42 mg/l
110 mg/l

P. lutheri 5×104cells/ml + Starch 42 mg/l
P. lutheri 5×104cells/ml + Starch 110 mg/l

 ＊Each abbreviation in the column correspond to the horizontal axis of Fig. 3 and Fig. 4.



結　　果

実験1（初期稚貝）P. lutheri給餌区，小麦デンプン

給餌区およびパン酵母給餌区における飼育開始前と飼

育終了時の初期稚貝の背縁長と全重量を Fig. 1に示し

た。P. lutheri給餌区ではP. lutherの投与濃度が高くな

るほど背縁長と全重量は有意に増加した。しかし，小

麦デンプンとパン酵母給餌区では，いずれの投与濃度

においても初期稚貝の背縁長と全重量は有意に増加し

なかった。

実験2（稚貝）P. lutheri給餌区，小麦デンプン給餌

区およびパン酵母給餌区における飼育開始前と飼育終

了時の稚貝の全重量と軟体部重量および軟体部のグリ

コーゲン量をFig. 2に示した。実験期間中にアコヤガイ

稚貝の全重量と軟体部重量が実験開始前の値より増加

した実験区はなかった。実験開始前と同等の全重量を

維持していたのは P. lutheriの Al-C（1×105cells/ml）

とAl-D（2×105cells/ml）給餌区およびデンプンの St-B

（10 mg/l），St-C（40 mg/l），St-D（100 mg/l）給餌区

であった。また，アコヤガイ稚貝の軟体部重量が実験

開始前と同等の重量を維持したのはP. lutheriのAl-D

（2×105cells/ml）給餌区およびデンプンの St-C（40

mg/l），St-D（100 mg/l）給餌区であった。一方，パン

酵母給餌区ではいずれの投与濃度においても稚貝の全重

量と軟体部重量は無給餌区と同等かそれ以下であった。

本実験では，アコヤガイ稚貝軟体部のグリコーゲン

量を測定した。この実験においては，小麦デンプンを

投与した稚貝では摂取した小麦デンプンが消化器系に

残留していることが考えられ，その結果グリコーゲン量

が高く検出されることが予想された。Fig. 2の稚貝軟体

部のグリコーゲン量をみると小麦デンプンを投与した実

験区の供試貝のグリコーゲン量は明らかに高かった。

一方 P. lutheriを投与した実験区およびパン酵母を投与

した実験区における軟体部のグリコーゲン量は実験開
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Fig. 1. Experiment 1, Comparison of hinge length (upper)
and whole weight (lower) of pearl oyster spat fed the
alga, wheat starch and baker’s yeast. Abbreviations
on the horizontal axis are the same as in Table 1.
Each column and bar show the means and SD.
Double asterisks above the column shows a signifi-
cant difference (Student-t test, p＜0.01).
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Fig. 2. Experiment 2. Comparison of the whole weight
(upper), flesh weight (middle) of juveniles and
glycogen content of the soft body (lower) of juveniles
fed the alga, wheat starch and baker’s yeast.
Abbreviations of the horizontal axis are the same as in
Table 2. Each column and bar show the means and
SD. Superscript above the column shows a significant
difference (Student- Newman-Keuls test, p＜0.05).



始前と比べて有意の差は見られなかった。

実験3（成貝）P. lutheri給餌区，小麦デンプン給餌

区およびP. lutheriに小麦デンプンを添加した給餌区に

おける飼育開始前と飼育終了時の成貝の軟体部湿重量，

貝柱湿重量および Condition indexを Fig. 3に示した。

飼育期間中に実験開始前の軟体部重量，貝柱重量およ

び Condition indexが増加した実験区は見られなかっ

た。実験開始前と同等の軟体部重量を維持していた実

験区はMix-a（P. lutheri 5×104cells/mlに小麦デンプ

ンを42 mg/lの濃度で添加）給餌区であった。この実験

区では軟体部湿重量とCondition indexも実験開始前と

同等のレベルであった。

Fig. 4に P. lutheri給餌区，小麦デンプン給餌区およ

びP. lutheriに小麦デンプンを添加した給餌区における

実験開始前と飼育終了時における成貝の杆晶体重量と

貝柱のグリコーゲン量を示した。その結果，実験開始

前の杆晶体重量と同等の杆晶体重量を示したのは小麦

デンプンのSt-B （110 mg/l），Mix-A（P. luther 5×104

cells/mlに小麦デンプンを42 mg/lの濃度で添加）給餌

区およびMix-B（P. luther 5×104 cells/mlに小麦デンプ

ンを110 g/lの濃度で添加）給餌区とであった。また，

貝柱のグリコーゲン量が実験開始前より増加したのは

Mix-A（P. luther 5× 104cells/mlに小麦デンプンを

42 mg/lの濃度で添加）給餌区であった。

考　　察

背縁長 3 mmの初期稚貝のアコヤガイではP. lutheriの

投与により成長効果がみられたものの，小麦デンプン

とパン酵母を投与した実験区では成長効果が認められ

なかった（Fig. 1）。秋山ら5)は，殻高0.17～6.44 mmの

アコヤガイ初期稚貝を用いて，直径 1～500μmのポリ

スチレン粒子を懸濁させて初期稚貝による粒子の捕捉
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Fig. 3. Experiment 3. Comparison of the flesh weight
(upper), adductor muscle weight (middle) and condi-
tion index (lower) of adults fed the alga, wheat starch
and wheat starch added to the algal diet.
Abbreviations of the horizontal axis are the same as in
Table 3. Each column and bar show the means and
SD. Superscript above the column shows a significant
difference (Student-Newman-Keuls test, p＜0.05).

Fig. 4. Experiment 3. Comparison of the crystalline style
weight (upper), glycogen of adductor muscle (lower)
of adults fed the alga, wheat starch and wheat starch
added to the algal diet. Abbreviations of the horizon-
tal axis are the same as in Table 3. Each column and
bar show the means and SD. Superscript above the
column shows a significant difference (Student-
Newman-Keuls test, p＜0.05).



状態を観察した結果，捕捉される粒子の最頻値は2.56

～10.24μmの範囲であることを報告している。今回の

実験に用いた小麦デンプン粒子の平均粒径は15.0μmで

あったことから，アコヤガイ初期稚貝が捕捉するには小

麦デンプンの粒子径は大きすぎたことが考えられる。一

方，パン酵母の平均粒子径は5.2μmでアコヤガイ初期

稚貝が捕捉する粒子径の範囲内にあったことから，ア

コヤガイ初期稚貝により捕捉されていたと考えられる

が，パン酵母の投与による初期稚貝の成長効果をみる

と背縁長と全重量は実験開始時と比較しても有意の差

は認められなかった。このことは，パン酵母が初期稚

貝に捕捉されても，消化されずに消化器系を通過する

だけで初期稚貝の栄養にならなかったこと，あるいは消

化されてもパン酵母の栄養成分ではアコヤガイ初期稚

貝の成長を補うことができなかった可能性が考えられ

る。本研究ではこの点を確認することができなかった

が，いずれにしてもパン酵母は初期稚貝の捕捉に適す

る粒子径であっても初期稚貝の餌料としては不適であ

ると判断された。

殻長23 mmのアコヤガイ稚貝では P. lutheri給餌区，

小麦デンプン給餌区，パン酵母給餌区のいずれも実験

開始時に比べて全重量，軟体部重量に対する増重効果

はみられなかった。しかし，P. lutheriの Al-D（2×

105cells/ml）給餌区およびデンプンの St-C（40 mg/l），

St-D（100 mg/l）給餌区では実験開始時の全重量と軟

体部重量を維持していた。（Fig. 2）。前述したように，

初期稚貝では小麦デンプンの給餌では初期稚貝の成長

効果は認められなかったにもかかわらず，稚貝では小麦

デンプンの投与により全重量や軟体部重量を維持する

効果が認められた。

このことは，平均粒子径が15μmの小麦デンプンはア

コヤガイ初期稚貝では捕捉できなかったのに対して，

殻長23 mmの稚貝では小麦デンプンが捕捉され，しかも

小麦デンプンを消化・吸収して栄養にしていたことが

考えられる。秋山ら5)はアコヤガイ付着稚貝においても

初期稚貝の成長にともない大きな粒子の捕捉が可能に

なることを観察しており，アコヤガイ稚貝では粒子径

が15μm程度の小麦デンプンを捕捉する能力があると考

えられる。また，小麦デンプンを投与した稚貝の軟体

部に含まれるグリコーゲン量は，P. lutheriを投与した

実験区に対して著しくグリコーゲン量が増加しており，

また，小麦デンプンの投与濃度が高いほど稚貝軟体部

のグリコーゲン量は多かった。これは，アコヤガイ稚貝

が小麦デンプンを摂取した結果，小麦デンプンが稚貝

の消化器系を含む軟体部に多く残留していたためと推

定される。

一方，パン酵母を投与した実験区では稚貝の全重量

と軟体部重量は無給餌区と比べて有意な差はなかった。

このことは，アコヤガイ初期稚貝と同様，パン酵母は

稚貝に対しても餌料効果がないためと判断された。

桑谷6-8)は，米粉末をホモジナイズしてアコヤガイ成

貝に投与する実験を行い，米粉末がアコヤガイ成貝の

餌料になることを報告している。また，林9)は，米粉末

を用いて冬季にアコヤガイ成貝を成熟させる飼育実験

を行い，米粉末を給餌することにより，アコヤガイ成

貝の成熟が可能であったことを報告している。このこ

とは，炭水化物を主成分とする米粉末がアコヤガイの

餌料となることを示しており，同様に炭水化物を主成

分とする小麦デンプンもアコヤガイに捕捉されれば有効

な餌料となる可能性を示唆するものである。

今回，殻長62 mmのアコヤガイ成貝ではMix-A（P.

lutheri 5×104cells/mlに小麦デンプンを42 mg/lの割合

で添加）実験区では，P. lutheri単独給餌区 Al-A（P.

lutheri 5×104cells/ml）よりも，成貝の軟体部湿重量，

杆晶体重量および貝柱に含まれるグリコーゲン量は有

意に増加したことから，小麦デンプンはP. lutheriなど

の微細藻類と混合して用いるとアコヤガイ成貝の有効

な餌料となることが確認された。成貝の杆晶体重量は

アコヤガイの活力に関係することが知られており10-11)，

成貝の杆晶体重量が実験開始前と同等の重量を維持し

ていたことはアコヤガイが摂餌により活力を維持してい

る状態にあったことを示唆している。

前述したように，稚貝軟体部のグリコーゲン量の測

定では，稚貝により摂取され消化器系に残留した小麦

デンプンの量も測定したので，著しく高い値のグリコー

ゲン量になったことを述べたが，成貝では貝柱の筋肉

に含まれるグリコーゲン量を測定したにもかかわらず，

小麦デンプンを添加した実験区ではP. lutheriを投与し

た実験区よりも高い値のグリコーゲン量を示した。こ

のことは，アコヤガイ成貝では小麦デンプンなど炭水化

物量が多い餌料を摂取すると速やかに貝柱などグリコ

ーゲンを貯蔵する器官12-13)に代謝され，貯蔵されている

ことが示唆された。

今回用いた殻長23 mmのアコヤガイ稚貝および殻長

62 mmのアコヤガイ成貝の実験では，P. lutheriの給餌

区および小麦デンプン給餌区の実験区とも実験開始時

の貝の全重量と軟体部重量を増重させるにまでは至ら

なかった。しかし，アコヤガイ稚貝におけるP. lutheri

の Al-D（P. luther 2×105cells/ml）の給餌区では実験

開始時の全重量と軟体部重量を維持していたことから，

今回の実験のように給餌を 1日 1回ではなく，この濃度

で連続して給餌すれば全重量と軟体部重量の増重は可能

と考えられる。同様に小麦デンプンでもSt-C（40 mg/l）

とSt-D（100 mg/l）では実験開始時の全重量と軟体部

重量を維持していたことから，この濃度で連続給餌を

行なえば稚貝の増重も期待できると考えられる。同様
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にアコヤガイ成貝でもMix-A（P. luther 5×104cells/ml

に小麦デンプンを42 mg/lの濃度で添加）の濃度を連続

的に給餌すれば成貝の成長も可能であると考えられる。

ただ，本実験では飼育期間中毎日換水を行なったので

弊害は出なかったが，小麦デンプンを投与すると，デ

ンプン粒を含んだ排糞および残餌がでて水質を悪化さ

せる可能性があることから小麦デンプンを用いる場合は

水質の管理を十分行なう必要があると考えられる。

要　　約

アコヤガイ初期稚貝（平均背縁長3.1 mm），稚貝（殻

長23.4 mm）および成貝（殻長62.1 mm）の成長に対す

る小麦デンプンとパン酵母の餌料価値について検討を

行なった。微細藻類 P. lutheriは初期稚貝に対して成長

効果があるのに対して，小麦デンプンとパン酵母は，

初期稚貝に対して成長効果はまったく認められなかっ

た。同様にパン酵母は稚貝に対しても成長効果は認め

られなかった。しかし，小麦デンプンはP. lutheriの効

果と同様に稚貝の増重はみられなかったものの実験開

始時の重量を維持する効果が認められた。成貝では P.

lutheriに小麦デンプンを42 mg/lの割合で添加した実験

区では軟体部の増重はみられないものの貝柱のグリコー

ゲン量が増加し一定の餌料効果が認められた。
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