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淡水と海洋のプランクトン研究の比較：捕食者一被食者関係に注目して

1）高速ビデオによる動物プランクトン摂餌機構の観察

田中祐志

東京水産大学水産学部海洋環境学科 干1088477東京都港区港南 4-57 

Observations on zooplankton feeding mechanisms by use of high-speed video 
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Department of Ocean Sciences, Tokyo University of Fisheries, 4 5 7 Konαn, Minato, Tokyo 108 84 77, Jαραn 

E-mail: ytanakα＠tokyo・u-fish.ac.］》

Abstract Until the middle of last century, herbivorous copepods are thought to sieve food particles by using 

their appendages as“filter screens.”Thereafter as physical considerations and high-speed filmings have been 

conducted, by 1980’s they were regarded as not filter feeders, but were maneuvering food particles by some 

complex motion of appendages. For cladoceran zooplankters, however, the notion of “filter feeding" still 

stands. To test whether the feeding current passes through “自lters，” andif particles get caught on the “filters” 

due to their size being larger than the spacing of the setules, novel techniques including high-speed video 

imaging were applied. The result showed (1) that water does not flow through the “filter screens，”（2) food 

particles are likely to be separated from feeding current due to acceleration and deceleration in front of or 

between trunk limbs inside the narrow carapace, (3) trunk limbs collaborate so the particles get captured on 

the limbs and carried to the food groove, then to the mandible area. High-speed video can clarify unknown 

feeding mechanisms of zooplankters, while there still exist puzzles in the morphological structure of some 

animals feeding in the environment of low Reynolds number. 
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1. はじめに る．

2. 力イアシ類の摂餌機構
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動物プランクトンの摂餌機構は湖沼と海洋とで違うだろう

か．サイズがたかだか 1mmほどの動物プランクトンが，泳い

でいる空間が湖沼であるか海洋であるかを広さで識別している

とは思えない．例えばパイカル湖が海ほど深く東京湾や大阪湾

などよりも遥かに広いことを考えるだけでも，陸水と海洋とを

広さで区別するのが不適当なのは明白である．違いをもたらす

のは塩分および電気伝導度，混合の時間スケール，あるいは研

究者の観測機会（頻度）であろう．

筆者は，高速ビデオによる映像記録，処理，解析の手法を活

用して，動物プランクトンの「うごきかた」を詳細に明らかに

しようとしているところである．本稿では，淡水にも海水にも

豊富であるカイアシ類と，海水に生息するものもあるが主とし

て淡水に見られる枝角類を取り上げ，両者の摂餌機構を概説す

る．どちらも，現存量が大きいこと，自身より小さい植物プラ

ンクトンなどを摂食し，より大型の動物プランクトンやネクト

ンに捕食されるという点で，生態系の中で非常に重要な生物で

あり，研究の対象として頻繁に取り上げられている生物であ

カイアシ類の行動様式，すなわち「うごきかた」は， 20世紀

の初頑あるいはそれ以前からよく調べられていた．植食性カイ

アシ類の典型であるカラヌス目の摂餌様式は， 20世紀半ばま

での研究では口部付属肢の肢毛や細毛で餌を滞、しとる慮過摂食

と考えられていた（Marshall& Orr 1955）が， 1970年代の後

半にそのパラダイムに疑問が投げかけられるようになった．す

なわち，付属肢の肢毛や細毛の間隙を水が通過することは，肢

毛間隙のサイズおよび水の粘性から計算される小さいレイノル

ズ数のために物理的に無理であること，また，通常の行動でそ

のようなことは認められないということが高速度撮影で示され

たのであった． 1980年代には， カイアシ類が摂餌に際して機

械的な漉過装置を用いているのではなく，付属肢を巧妙に操る

ことによって懸濁物や大型粒子を効率的に捕捉しているという

ことが一連の研究によって示され， 受け入れられた（Alcaraz

et al. 1980, Koehl & Strickler 1981, Pa百enhoferet al. 1982). 



90 日本プランクトン学会誌第 50巻第2号（2003)

Fig. 1. Trunk limbs of a Daphn旬. Numerals denote the order inside the carapace from the anterior part. Adapted 

from Cannon ( 1933). 

この経緯は鮎員・石井（1989）が記述しているとおりである．

3. Dα:phniaの摂餌機構

物理的考察から，カイアシ類と同様に枝角類の Daphn仰の

摂餌においても，肢毛の間隙を簡いに使った濡過食は無理であ

る．しかし，枝角類を「漉過食者（filterfeeder）」と見なす研究

者が今なお多い．就中 Fryer(1991）は，既往の文献を総括する

とともに枝角類の形態と機能を調べ，第 3および第 4胸肢の

「漉過肢毛」（Fig.1）がまさに水を躍す機能を持つように作られ

ているのだと断言した．このように相違する見解が決着を見な

いのは， Daphniaでは摂餌装置全体が殻（甲皮）の中に入って

いるため高速度撮影が難しく，観察事実から推論を裏付けるこ

とができずにいたからである．筆者は「濡過肢毛」の間隙に水

を通し餌粒子だけを残すことはやはり水の粘性のために不可能

と考え，実態を詳細に調べるために，様々な光学的手法を用い

てDaphniaの殻の中で起こっている採餌流の経路，粒子捕捉

の動作，および餌粒子の経路といった諸過程を，毎秒 250ない

し500画像の高速ビデオに記録した．

その結果，水が「清、過肢毛」を通過することはないこと， 5対

の胸肢の連携した複雑な動きによって採餌流が作られており，

餌粒子は殻内部の微小な空間での急な加速と減速によって流れ

から分離されたのち，胸肢の絶妙な構造と機能によって，腹部

表面を経て口部付近の窪みまで運ばれたのち飲み込まれるこ

と，が観察された．

4. おわりに

固定標本の形態観察や飼育水槽における摂食量の測定だけで

は多様な摂餌方法の実態は詳細には分からない．海洋湖沼を問

わずプランクトンの摂餌の実態を明らかにするには，自然に近

い状態で個体の行動を観察する必要がある．

プランクトンの個々の種の摂餌方法の実態には，明らかに

なっているものよりも不明のものが圧倒的に多い．西川が本巻

で指摘するように，サルパ類の摂餌では， レイノルズ数が非常

に小さいにもかかわらず，器官の構造からみて数μmの網目を

使って海水を清、過しているとしか考えられないという．また，

Daphn仰の「漉過肢毛」が簡いの役目を負っているのでないな

らば，餌の濃度によって「濡過肢毛」の間隔と面積が変化する

(Lampert 1994）という実験結果が示す「表現形の可塑性」を説

明するのが困難となる．粘性が卓越する小さい空間規模におけ

る，このように説明困難な部分を残すプランクトンの動きの実

態解明に，高速ビデオは有用であるだろう．

推論には材料が必要である．哲学的な議論を起こす前に，直

接および間接的に関連するプランクトンの種一つ一つについて

「うごきかたjの全貌を解明しようとすることには，意味がある

だろう．筆者には，生物がどのようにうまくできているかを知

ることが純粋に興味深いということに加えて，生態系を構成す

る個々の種の生活様式が明らかになればなるほど，例えば地球

的規模で環境が変動した場合に生態系がどのように反応する

か，といった今日的問題への解答を少しでも確からしいものに

できると思われる．利用可能な技術は積極的に導入し，海洋・

湖沼を問わずプランクトンの動きの基礎研究を地道に継続した

いと考えている．

引用文献

Alcaraz, M., G.-A. Pa百enhofer & J. R. Strickler 1980. 

Catching the algae: A first account of visual observa-

tions on filter-feeding calanoids. pp. 241-248. In Evolu・

tion and Ecology of Zooplankton Communities (ed. Ker-
foot, W. C.). University Press of New England, Hanover, 

New Hampshire. 

鮎員天志・石井晴人 1989.“カイアシ類の摂食’＼生物海洋学

一低次食段階論（西津敏編）， pp. 49 71，恒星社厚生閣，東

尽．

Cannon, H. G. 1933. On the feeding mechanism of the 

Branchiopoda. Phil. Trans. R. Soc. Lond. B222: 267-352. 
Fryer, G. 1991. Functional morphology and adaptive 

radiation of Dα:phniidαe (Branchiopoda: Anomopoda). 



淡水と海洋のプランクトン研究の比較：捕食者被食者関係に注目して 91 

Phil. Trans. R. Soc. Lond. B331: 1-99. 
Koehl, M.A. R. & J. R. Strickler 1981. Copepod feeding cur-

rents: Food capture at low Reynolds number. Limnol. 
Oceanogr. 26: 1062-1073. 

Lampert, W. 1994. Phenotypic plasticity of the filter 

screens in Daphni，α：Adaptation to a low-food environ四

ment. Limnol. Oceanogr. 39: 997-1006. 
Marshall, S. M. & A. P. Orr 1955. The Biology of a Marine 

Coρepod Cαlαnus finmαrchicus (Gunnerus). Oliver and 
Boyd, Edin burgh, 188 pp. 

Pa旺enhofer, G.-A., J. R. Strickler & M. Alcaraz 1982. 

Suspension-feeding by herbivorous calanoid copepods: a 

cinematographic study. Mar. Biol. 67: 193 199. 

2003年 6月23日受付， 2003年 7月7日受理

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

