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タイラギの低酸素に伴う酸素摂取の変化

山元憲一半田 岳 志 茅 野 直 登1

Change of Oxygen Uptake with Hypoxia in the Pen-shell 

Atrinα(Servatrina) lischkeana 

Ken-ichi YAMAMOT0
1， Takeshi HANDA

1 and Naoto KAYAN0
1 

Abstract: In the pen-shel1， Atrina (Servatrina) lischkeana， effect of hypoxia on oxygen uptake 

was examined at 23.4'C. With the decrease in oxygen pressure in the sea water， the ventilation 

volume gradual1y increased from 0.088 l/min/kg to 1.976 l/min/kg and the oxygen utilization 

gradual1y decreased from 16% to 4%. The amount of oxygen uptake， being ca1culated with the 
oxygen utilization and the ventilation volume， maintained白esame level (0.51 ml/min/kg) until 

the oxygen pressure decreased to 26.3 mmHg. Under the oxygen pressure less than 26.3 mmHg， 

the ventilation volume decreased， while oxygen utilization increased. Final1y， the amount of oxygen 

uptake decreased. The results suggested that the pen-shell maintains the amount of oxygen uptake 

by increasing the ventilation volume under hypoxic condition. 

Key words: Pen-shel1; Hypoxia; Oxygen uptake; Ventilation 

二枚員では，イガイ科の Mytilusedulis (Bayne 

1971)， M.ρerna (Bayne 1967)やムラサキイン コi

ガイ Sept約rvirgatω (山元 ・半田 2002)は低酸素

になると換水量を増加させることが報告されてい

る。同じイガイ科のミドリイガイ Pernaviridis (山

元ら 1998)，チレニアイガイ M.galloprovincialisや

Modiolus demissus (Booth and Mangum 1978)では，

低酸素になっても換水量をほぼ一定した値に維持す

るとされている。アコヤガイでは，低酸素になると

換水量を低水温では増加させるが，水温が高いとほ

ぼ一定した値に維持することが知られている(山元

ら 1999)。これらの種類は，酸素飽和の状態から著

しい低酸素に酸素分圧が低下するまで、換水運動を常

時行っている(山元ら 1998;山元ら 1999;山元 ・半

田 2002)。一方， リシケタイラギAtrina(Servatrina) 

lischkeana (以降，タイラギと表す)は， 他の二枚員

と異なり，酸素分圧がある水準に低下すると換水運動

を時々行う問駄型から換水を常時行う連続型に突然変

化させ， 一気に換水量を著しく増加させている (山元

ら2005，2007;山元・半田 2006)。

2007年 5月16日受付 2007年12月7日受理.

Herreid (1980)は，無脊椎動物では低酸素下で酸

素摂取を維持するために 理論的には主に換水量を

増加 させる場合と主に酸素利用率を増大させて対応

する場合とがあるとしている。 したがって，換水運動

の型を変化させて換水量を大きく増加させるタイラギ

は，換水運動の型が変わらないムラサキインコガイ，

ミドリイガイ，チレニアイガイやアコヤガイ(山元ら

1998; Booth and Mangum 1978;山元ら 1999;山元 ・半

田 2002)などと，低酸素時における酸素摂取の仕方

が異なる可能性が考えられる。

そこで，タイラギを用いて，酸素飽和の状態と低酸

素の状態において，換水量および外套腔内への入水と

それからの出水の酸素分圧を測定し，酸素利用率と酸

素摂取量を計算する方法で，低酸素に伴う酸素摂取の

変化を調べた。

材料および方法

実験には，熊本県荒尾地先の有明海中央部で採集し

た体重 137:t 32 g (平均±標準偏差，以下同様に表す)

1水産大学校生物生産学科 (NationalFisheries University， Shimonoseki， Yamaguchi 759-6595， ]apan). 



換水量

測定は，山元ら (2005)に準じて，タイラギの排出

口に設置したタイラギからの出水を受ける箱(以降，

チャンパーと表す)に電磁血流計のプローブ(内径

1 cm， ll/min測定用，Model FF-I0σr， 日本光電)

を取り付けて，電磁血流計 (MFV-3200，日本光電)

で行った (Fig.1)。なお，換水量お よび呼吸箱への流

入水の酸素分圧の各値は記録計 (MacLab/8，ADI) 

を用いて毎秒4回の読み込み速度で連続記録した。測

定に先立つて，殻に手術を施したタイラギを呼吸室の

砂に殻の先端が約 2cm出る ように設置した後， 1 ~ 

2時間後に換水量測定用の箱を取り付けて14時間後に

測定を開始した。貝への手術は，測定開始1週間前に，

金切 り鋸で殻の外套鍛襲の部分に深さ17.2:t1.4 mm， 

幅10.3:t 1.4 mmの凹型の切り込みを入れた。呼吸箱

は，大きさが長さ22cm，幅20cm，高さ35cmで，中

に砂を深さ18cm入れて使用した。呼吸室への流入水

量は3l/minとした。チャンパーは幅3.3cm，長さ

4.6cm，高さ5.0cmのものを透明アク リル筒で作成し

て用いた。同箱に設置したゴムの薄膜は，中央を長さ

2.7~3.3 cm，員の外套簸襲の部分に当たる部位を幅0.9

~1.1 cmに切り抜き，輪ゴムで固定した。

単位体重当たりの換水量 (Vg，l/min/kg)は，各

酸素分圧への低下開始前の 30分間の平均値を体重

(kg)で、割って求めた。
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の リシケタイラギ(以下，タ イラギと表す)22個体

を用いた。貝は，入手後水産大学校の屋内に設置 した

FRP水槽(長さ 170cm，幅 78cm，深さ 40cm)に砂

を深さ約 20cm 入れて 1 か月以上水温22~24'C，塩

分濃度 34psuで予備飼育した。同水槽への生海水の

注入量は20l/minとし，餌は山元ら (1999)と同様

にして培養した植物プランク トンを 0.4l/min連続投

与した。実験は， Fig.lに示した装置を用いて，タイ

ラギの酸素摂取に及ぼす低酸素の影響を明らかにする

ために， 酸素飽和の状態から低酸素の状態まで下記に

示した一連の測定を実験に使用した各個体で、行った。

測定は23.4:t 0.2'Cで、行った。低酸素は，窒素ガスの曝

気によって呼吸室への流入水の酸素分圧を 1時間毎に

順次 6段階低下させた (Fig.2)。呼吸室への流入水の

酸素分圧は酸素測定計 (UC-l00M，セン トラル科学)

を用いて測定した。
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酸素利用率

酸素利用率 (U，%)は，タイラギの入水口付近の

酸素分圧 (Pi，02' mmHg)とチャンパー内の酸素分圧

(Pe，02' mmHg)を測定し， U = 100・(Pi，02・Pe，02)

/Pi，02から計算 した。それらの酸素分圧は，呼吸室へ

の流入水の酸素分圧を各段階へ低下開始する 10分前

に前もって設置しておいた注射筒 (1ml用)を別の

注射筒と取り替えて採水し， Oxygen meter (OM200， 

Cameron Instrument Company)で測定した。なお，

注射筒は，タイラギの入水口付近とチャンパーに取

り付 けたポ リエチレン細管(外径1.3mm，ヒピキ

No.4)に接続し，注射筒内の海水は常時 1ml/minで

流し捨てにした (Fig.1)。なお，流し捨ての流量はタ

イラギの換水量に比べて十分に少なく設定した。

Fig. 1. Schematic diagram of the experimental system. 1; 

supply of seawater， 2; fi1ter of chemical fiber， 3; reservoir 

for controlling the water temperature， 4; lift pump， 5; aera-

tion， 6; gas equilibration cylinder， 7; N2 gas container， 8; 

flow-meter， 9; respiration chamber， 10; sand， 11; pen shell， 

Atrina (Servatrina) lischkeana， 12; oxygen sensor， 13; 

chamber for collecting the seawater ventilated by the pen 

shell， 14; probe of electromagnetic flow-meter， 15; oxygen 

meter， 16; electromagnetic flow-meter， 17; recorder 

(MacLab system)， 18; syringe (1 ml). 

酸素摂取量

酸素摂取量 (Vo2，ml/min/kg)は，酸素飽和の状

態で採水して Winkler法で測定した溶存酸素量 (Co2，

ml/l)と同時に酸素測定計で測定した酸素分圧 (Po2，

mmHg)を用いて， Vo2=Vg' (Po2-Pe，02)・CO2/P02

から計算した。
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Fig. 2. Records of the changes in oxygen partial pressure 

泊 thewater and ventilation volume of the pen shell. N and 

H show under normoxic and hypoxic conditions， respec-
tively. 
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結果

換水量は酸素飽和の状態(酸素分圧152.8:t0.8 mmHg) 

での0.088:t0.039 l/min/kgから酸素分圧の低下に伴っ

て増加して26.3土 0.7mmHgで1.976:t0.440 l!min/kg 

と22倍を示し，更に酸素分圧が低下すると減少した

(Fig. 3)。酸素利用率は酸素飽和の状態での16:t4%か

ら酸素分圧の低下に伴って減少して26.3:t 0.7 mmHg 

で4:t2%を示し，更に酸素分圧が低下すると増大し

た (Fig.3)。酸素摂取量は酸素飽和の状態で0.51:t 

0.10 ml/min/kgを示し，酸素分圧が低下しでも26.3士

0.7 mmHgまではほぼ酸素飽和の状態での値を維持し

たが，更に酸素分圧が低下すると減少した (Fig.3)。

換水量と酸素利用率および酸素摂取量の関係をみる

と酸素利用率は換水量の増加に伴って減少し，著し
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Fig. 3. Changes in ventilation volume， oxygen uti1iza-
tion and amount of oxygen uptake of the pen shell with 
decrease in oxygen pressure every one hour at 23.4't. 
官leclosed circles show the values for ventilation volume 

decreased under hypoxia. The circles and vertical lines 
indicate the mean and standard deviation， respectively. 
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い低酸素下で換水量が減少するとこれに伴って増大し

た (Fig.4)。酸素摂取量は換水量が増加しでもほぼ同

じ値を維持し，著しい低酸素下で換水量が減少すると

これに伴って減少した (Fig.4)。

考 察

酸素飽和

酸素飽和の状態において，酸素摂取量はアコヤガイ

では 0.092ml/min/kg (山元ら 1999)，ムラサキイン

コガイでは 0.21ml/min/kg (山元 ・半田 2002)，ミド

リイガイ では 0.56ml!min/kg (山元ら 1998)と報告

されている。これらと比較すると，タイラギの代謝量

(0.51 ml!min/kg)はミ ドリイガイとほぼ同じで，ア

コヤガイやムラサキインコガイよりも大きいと考えら

れる。

タイラギの換水量 (0.088l/min/kg)はアコ ヤガ

イ (0.38~ 1.79 l/min/kg，山元ら 1999)， ミドリイガ

イ (3.54l!min/kg，山元ら 1998)，ムラサキンコガイ

(1.36 l/min/kg，山元・ 半田 2001)よ りも著しく 小さ

い値を示している。タイラギの酸素利用率 (16%)は

アコ ヤ ガイ(1.7~4. 1%，山元ら 1996，1999)，ミド

リイガイ (3.0%，山元ら 1998)，チレニアイガイ (2.2
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Fig. 4. Changes in the mean oxygen utilization and the 
mean amount of oxygen uptake with increase or decrease 

in the ventilation volume.τne arrows show the direction 
to the decrease in oxygen pressure. Closed circles indicate 

values under severe hypoxia. 
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-6.5%，山元・半田 2001)，ムラサキインコガイ (3.0%，

山元・半田2002)よりも著しく大きな値を示 している。

これらのことから，タイラギは，前記の他の二枚貝 と

比較して換水量が小さいことを酸素利用率を高くする

ことによって酸素摂取量を維持していることが明らか

である。

タイラギは，酸素飽和の状態では，常時連続 して

換水を行っているア コヤガイ，ム ラサキイ ンコガイや

チレニアイガイなど (山元ら 1999; 山元・ 半田 2001，

2002)と異なって，時々換水を行う間駄型の換水運動

を行っていた。この時，外套腔内の海水は，入水と同

時に排出を行うことによ って1回の換水でほぼ外套腔

内の海水を入れ替えていると推測されている (山元ら

2007)。これらのことから，タイラギは，間駄型の換

水運動を行うことによ って吸入した海水が外套腔内に

留まる時聞を長くして，海水中の酸素を体内へより多

く摂取し，酸素利用率を高めていると考えられる。

低酸素

タイラギの酸素摂取量は，アコヤガイ (山元ら

1999)やムラサキインコガイ (山元 ・半田 2002)と

同様に，酸素分圧が低下しでもほぼ酸素飽和の状態で

の値を維持した。Herreid(1980)は，低酸素下で酸

素摂取を維持するためには，理論的には換水量を増加

させる場合と酸素利用率を増大させて対応する場合，

および両方を増大させる場合とがあるとしている。

換水量は酸素分圧が低下しでも，アコヤガイ (山元ら

1999) ，ミドリイガイ (山元ら 1998)やチレニアイガ

イ (山元・半田 2001)ではほぼ酸素飽和の状態での

値を維持しているが，タイラギではムラサキインコガ

イ (山元・半田 2002)と同様に増加させている。一方，

酸素利用率はアコヤガイ (山元ら 1996，1999)，ミド

リイガイ (山元ら 1998)，チレニアイガイ (山元 ・半

田 2001)やムラサキインコガイ (山元・半田 2002)

では増大させたが，タイラギでは減少している。これ

らのことから，タイラギは，低酸素下における酸素摂

取を維持するために，アコヤガイ， ミドリイガイ，チ

レニアイガイやムラサキインコガイと異なって， もっ

ぱら換水量を増加させて対応していると考えられた。

しかし，タイラギの換水量は，最大を示した酸素分

圧 (26.3mmHg)よりも 更に酸素分圧が低下した時

には減少し，これに伴って酸素利用率は増大した。こ

の時，著しい低酸素下 (5.4mmHg)での酸素利用率

(15.1 %)は，この場合とほぼ同じ換水量を示した酸

素分圧 (41-52 mmHg)での酸素利用率 (5.2-7.8%)

よりも著しく高い値を示していた。これらのことから，

タイラギは，アコヤガイ (山元ら 1996，1999)， ミド

リイガイ (山元ら 1998)，チレニアイガイ (山元 ・半

田 2001)やムラサキインコガイ (山元 ・半田 2002)

と同様に，低酸素下において酸素摂取の能力を高める

ように生理的調節を行っていると考え られる。

ムラサキインコガイ (山元 ・半田 2002)では，酸

素分圧の低下に伴って換水量 を1.36l/min/kgから

2.04 l/min/kgへ1.5倍増加 させている (山元 ・半田

2002)。タイラギも同様に酸素分圧の低下に伴って換

水量を増加させたが，その増加率はムラサキインコ

ガイに比べて著しく大きな値 (22倍)を示した。こ

のような大きな増加率は，タイラギが酸素飽和の状態

での換水と停止を繰り返す型から，低酸素下において

常時換水を行う型に変えた結果達成できたものと考え

られる (山元 ・半田 2006;山元ら 2007)。しかし，タ

イラギはこのように特色ある換水の型を変化させて換

水量を増加させたが，タイラギの低酸素下での換水量

(1.98 l/min/kg)は， ミドリイガイ (3.54l/min/kg， 

山元ら 1998)よりも少ないが，アコヤガイ (0.38-

1.79 l/min/kg，山元ら 1999)やムラサキインコガイ

(2.04 l/min/kg，山元 ・半田 2001)とほぼ同じ値を示

している。これらのことから，タイラギはミドリイガ

イには劣るが，アコヤガイやムラサキインコガイと同

様の換水を行う 能力を備えていると考え られる。

一方，酸素利用率については，酸素飽和状態のタ

イラギでの値16%は，低酸素の状態におけるアコヤガ

イでは 7.1-22.3% (山元ら1996，1999) ， ミドリイガ

イでは11.1% (山元ら1998)，チ レニアイガイでは 12

-35% (山元 ・半田 2001)，ムラサキインコガイでは

18.5% (山元・半田 2002)と近似した値であった。こ

れらのことから， 二枚員は酸素利用率が20%近くを示

す酸素摂取能力を有していると考えられる。

要約

リシケタイラギを用いて，酸素摂取に及ぼす低

酸素の影響について調べた。換水量は酸素飽和の状

態 (酸 素 分圧152.8mmHg)での0.088l/min/kgか

ら酸素分圧の低下に伴 って増加 して26.3mmHgで

1.976 l/min/kgと22倍を示し，更に酸素分圧が低下す

ると減少した。酸素利用率は酸素飽和の状態での16%

から酸素分圧の低下に伴って減少して26.3mmHgで

4%を示し，更に酸素分圧が低下すると増大した。

この間，酸素利用率は換水量の増加に伴って減少

する関係を示した。酸素摂取量は酸素分圧が低下し

でも26.3mmHgまではほぼ酸素飽和の状態での値

(0.51 ml/m泊/kg)を維持していた。本研究の結果から，

リシケタイラギは低酸素に道遇すると酸素摂取量を維

持するために換水量を増加させて対応することが明ら

かとなった。
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