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マナマコの呼吸樹での換水

山元憲一1，*.半田岳志1・茅野昌大1.白石亮之1

Ventilation in Respiratory Tree of the ]apanese Common Sea Cucumber， 
Apostichopus japonicus 

Ken-ichi Y，品仏MO叩 1，*， Takeshi HANDA¥ Masahiro KAYAN01 and Masashi SIRAISHI1 

Abstract: Ventilation in the respiratory tree of the Japanese common sea cucumber， Apostichopus 

japonicus was analyzed by modeling the movements of the aloaca and the coelom as the 

double刊 lmpingsystem based on the continuous records of the ventilation volume and the inner 

pressures of由ecloaca and coelom. The sequence of venti1ation phases is regarded as follows: 
1) The boundary between the respiratory tree and the cloaca is closed. The祖国isopened and the 

sea-water is inhaled into the enlarged cloaca. 

2) The cloaca is expanded and the inner pressure of the coelom is elevated.百levolume of the 

coelom is increased by the increasing inner pressure of the coelom. 

3) The anus is closed and the boundary is opened. The sea-water is injected from the cloaca into 

the respiratory tree by contracting the cloaca. The inner pressure of the coelom does not change 

because the s印刷wateris simply moved in the coelom. 

4) The volume of the coelom is increased with repeating the sequence of ventilation from phase 1 

to phase 3 (inhalation) and subsequently仕leventilation is temporarily stopped. 

5) The inner pressure of the coelom is elevated with increasing the volume of the respiratory 

tree by repeating inhalation. The anus and the boundary are opened and the sea-water in the 

respiratory tree and the cloaca is once exhaled by the elastic force of the body wall without the 

contraction force of the body wall and/or the cloaca. 

Key words: J apanese common sea cucumber; Cloaca pressure; Coelom pressure; Ventilation 

ナマコ類の楯手目 ASpidochirotidaの種類では，

呼吸樹での換水は，呼吸樹から旺門を経て外界へ

の大きな排出 1固とそれに続く旺円から呼吸樹への

数回の吸入を 1周期として行っていることが知られ

ている (Crozier1916， 1920; Pantin and Sawaya 1953; 

Newel and Courtney 1965; Robertson 1972; Brown and 

Shick 1979) 0 Crozier (1916， 1920) はナマコの換水

は総排出腔と体腔壁の筋肉を利用して，呼吸樹への

吸入とそれからの排出を行っており，吸入・排出は

体腔内圧と関係して行っていると推測している。体

腔内圧は，体腔にガラス細管を立てて管内の水面の

高さから測定する方法で，Holothuris grisea (Pantin 

2009年 6月2日受付:2009年 7月2日受理.

and Sawaya 1953)， Sipunculus nudus (Zuckerandl 

1950)， Caudina chilensis (Yazaki 1930) について調

べられている O 山元ら (2007，2008) は呼吸樹での換

水と体腔内圧を同時測定することによって，マナマコ

Apostichopus japonicusは呼吸樹からの海水の排出に続

いて吸入を繰り返し，体腔内圧が所定の大きさに達す

ると一気に排出して呼吸樹で、の換水を行っていること

を明らかにしている。しかし， この時の総封ド出腔の役

割については調べられていない。

一方，魚類では， Hughes and Shelton (1957， 1958) 

および Hughes(1960) は口腔と鯉、腔の内圧の測定結

果から口腔と鯉

l 水産大学校生物生産学科 (NationalFisheries University， Shimonoseki， Yamaguchi 759-6595， ]apan). 
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モデル化して餌換水機構を明らかにしている。そこで，

マナマコでも同様に，体腔内圧と総排出腔内圧および

呼吸樹での換水量を測定し，体腔と総排出腔をそれぞ

体腔ポンプと総排出腔ポンプにモデル化し，呼吸樹で

の換水機構を明らかにすることを試みた。

材料および方法

実験には，体重224:t32 g (平均値土標準偏差，以

降同様に表す)のマナマコ20個体を用いた。なお，

マナマコは体色が真っ黒なクロマナコまたはクロコと

呼ばれるもの(雇 1963;菅野・木島 2002;Kan-no and 

Kijima 2003) を実験に供した。マナマコは，瀬戸内海

に隣接した水産大学校田名臨海実験実習場近くの浅海

から採集後，山元ら (2002) と同様にして，水産大学

校の屋外水槽 (25ton)で生海水を流し捨てにした状

態で 1年以上飼育し，実験前には同水槽に浮かべた篭

(46 x 32 x 16 cm)に移して 2日間絶食させた。体重は，

前記の篭より取り上げて，日工門から水を排出させた後

計測した。

実験は Fig.1に示した装置を用いて水温14.0:t1.0
o
C 

のもとで行った。測定は，換水量を測定するための

小さな室(以降，チャンパーと表す)を旺門に，体腔

と総排出腔に内圧測定用のカテーテルを取り付ける手

術を施した後，姿勢を保持する箱にマナマコを入れ，

3時間経過後から開始した。換水量，体腔内圧および

総排出腔内圧は，記録計 (MacLab/8，ADI)を用い

て毎秒10回の読み込み速度で連続記録した。海水は，

水温を調節した後，空気で十分に曝気して呼吸室へ注

水し，流し捨てとした。

換水量

換水量は山元ら (2002) に準じて虹門に設置した

チャンパーに取り付けた電磁血流計のプロープ(内

径1.0cm， 1.0 l/min測定用， FF-lOOT， 日本光電)

を通過する水量を電磁血、流計 (MFV3200，日本光電)

で測定した (Fig.1)。チャンパーは，ベットボトル

(500 ml)の口の部分を利用して，これに中心を直径約

1.5cmの円形に開くようにゴムの薄膜を被せ，目工門

に輪ゴムで固定した。

体腔内圧と総排出腔内圧

体腔内圧および総排出腔内圧は， Fig.1に示したよ

うにそれぞれのカテーテルを血圧トランスジューサー

(LPU-O.IA，日本光電)に接続し，前置増幅器(AP-601G，

日本光電)を介して測定した (Fig.1)。それぞれの庄

の較正は呼吸室の水面をゼロとして，レーザ一変位

計 (3Z4M寸10，オムロン)を用いて1/100mmH20 

の精度で、行った (Fig.1) 0 体腔内圧測定用のカテーテ

ルは，山元ら (2006) に準じてバルーンカテーテル

(SF-BE0803D， TERUMO)を用い， V字型の彫刻万 (1

辺2mm)で体腔壁に切れ込みを入れ，そこから体腔

内へ挿入した後，バルーンの部分に約 3mlの海水を

注入して膨らませて固定した。総排出腔内圧測定用の

カテーテルは，ポリエチレン細管(外径2.3mm， No.7， 

ヒピキ)を用いて，中に長さ 10cmの注射針 (18G)

を通し，これを虹門から挿入して体壁を貫通させ，同

注射針を引き抜き，同細管を炎で、来って直径約 4mm

に丸く広げた先端を総排出腔内壁に密着させて固定し

た。

11 

Fig. 1. Diagram of experimental system. (1) supply of seawater; (2) aeration; (3) water reservoir for controlling 

the water temperature; (4) water bath; (5) chamber for holding an experimental animal; (6) the ]apanese common 
sea cucumber， Apostichopus japonicus; (7) chamber for collecting the seawater ventilated by the ]apanese common 
sea cucumber; (8) probe of electromagnetic flowmeter; (9) cannula into the coelom; (10) cannula into the c1oaca; 
(11) three way cock; (12) pressure transducer; (13) carrier amplifier; (14) electromagnetic flowmeter; (15) recorder 
(MacLab); (16) column for absorbing the vibration of water level; (17) column for adjusting the water pressure; 
(18) laser displacement meter. 
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総排出腔内圧は， Fig.2に示したように，呼吸樹の

海水を総排出腔を経由して旺門から体外へ排出するの

に伴って減少し，体外の海水を日工門から総排出腔へ吸

入すると同時に増大し，再び減少する変化を繰り返し

て，呼吸樹へ海水を吸入していた。この間，体腔内圧

は増減を繰り返しながらプラス側を徐々に増大した。

換水に関する諸項目の結果を Table1に示した。体腔

内圧 (Pco)は呼吸樹からの排出直後の最小圧とそれに

続いて増大した最大圧がそれぞれ3.59土0.70mmH20， 

5.58:t 0.68 mmH20，次いで 4.35土0.59mmH20を示

し，増加して 5.89:t 0.81 mmH20と増減を繰り返し

て吸入回数の増加に伴っていずれも増大し， 1換水

周期での最後の吸入時の最小圧と最大圧がそれぞれ

5.89:t 0.81 mmH20， 7.82:t 0.35 mmH20を示した。

総排出腔内圧 (Pcl)は呼吸樹からの排出直後の最小圧

とそれに続いて増大した最大圧がそれぞれ-0.78:t 

0.15 mmH20， 5.08:t 0.99 mmH20を示し， 1換水周

期での最後の吸入時の最小圧と最大圧がそれぞれ-

0.92:t 0.19 mmH20， 7.14:t 1.07 mmH20を示した。こ

の間，総排出腔内圧の吸入毎の最大圧は，体腔内圧の

最大圧よりも常に小さく 最小圧よりも大きな値を示

した。

果

ナマコの換水

解析

解析は，以下の項目を Fig.2に示したように， 1換

水周期 (T1)毎に換水周期30回を連続して計測し，平

均値を求めて行った。総排出腔内圧 (Pcl，mmH20) 

は，呼吸樹からの排出直後の最小圧とそれに続いて

増大した最大圧， 1換水周期で、の最後の吸入時の最小

圧とそれに続いて増大した最大圧を計測した。体腔内

圧 (Pco，mmH20) は，呼吸樹からの排出直後の吸

入時の最小圧とそれに続いて増大した最大庄，次の

吸入時の最小圧と最大圧の順に，および1換水周期で、

の最後の吸入時の最小圧とそれに続いて増大した最大

庄の合計5か所を計測した。加えてその他の換水に関

する諸項目を次のように計測した。 1換水周期の時間

(sec/ cycle) はT1の部位を， 1換水周期での排出時

間 (sec/cycle) はτ立の部位を， 1換水周期での吸入

時間 (sec/cycle)，1換水周期で、の体重 (kg)当たりの

吸入水量 (Vg-in，ml!cycle/kg)および1換水周期で

の吸入回数(If， stroke/cycle)はT3の部位を計測した。

1回の吸入時間 (sec/stroke) は1換水周期で、の吸入

時聞を吸入回数で、割って求め，体重 (kg)当たりの 1

回の吸入量 (Vg-in-st，ml!stroke/kg) は1換水周期

で、の吸入水量を吸入回数で、割って求めた。 1分間当た

りの換水周期の回数つまり呼吸数 (Vf，cycle/min) 

は1換水周期の時間を元に計算した。体重 (kg) 当

たりの毎分換水量 (Vg，ml!min/kg)は， 1分間当た

りの吸入水量を 1換水周期での吸入水量と 1換水周期

の時聞から計算し，この値をもって当てた。
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Fig. 2. Measurements of ventilation parameters: (T1)one cycle of ventilation; (T2)exhalation period; 
(ね)inhalationperiod; (Pco)inner pressure of the coelom; (Pcl)inner pressure of coaca; (Vg)ventilation 
volume， positive V g = exhalation， negative V g = inhalation. The figures (1-6) in Pco and the letters (a-d) in Pcl 
show the points when the pressure were measured. The records of period A is enlarges in Fig. 3. 
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内圧の変化の各部位に着目して，呼吸樹での換水は以

下に述べる 1~ 8 (Fig.3 の 1~8 に対応)の順で行

うと考えた (Fig.4)。

1.換水量がプラス側カミらマイナスへ移る間でゼロを

示した時，つまり海水の旺門からの排出が終わって，

吸入へ移る時。

体腔内圧は最小値を，総排出腔内圧はプラスからマ

224::t: 32 g (N=18) 

14.0土1.0
0

C

81.3 ::t: 21.9 sec/ cycle 

l1.6::t: 2.4 sec/stroke 

70.1 ::t: 20.2 sec/ cycle 
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0.78::t: 0.19 cycle/min 

3.59 ::t: 0.70 mmH20 

5.88 ::t: 0.40 mmH20 

4.35 ::t: 0.59 mmH20 

5.89 ::t: 0.81 mmH20 

7.82 ::t: 0.35 mmH20 

0.78土0.15mmH20

5.08 ::t: 0.99 mmH20 

-0.92 ::t: 0.19 mmH20 

7.14::t: 1.07 mmH20 

1-5 at coelom and a-d at cloaca are shown in Fig. 2. The 
values are shown in the mean and standard deviation in the mea-
surement of 600 times. 

12.6::t: 2.4 ml!stroke/kg 

Pressure into cloaca: a 

b 

c 

d 

Fig.3.τbe enlarged figure of the records of period A in 

Fig. 2. The figures (1-8) right above indicate the sequence 

of the ventilation phases. The vertical solid and broken 

lines show the shifting points of the pressure (Pcl， Pco) 

and the ventilation volume (V g). 

60 40 
Time (sec) 
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Fig.4.τbe sequence of the ventilation phases presumed 

from Fig.3. (CO)coelom; (CL)cloaca; (RT)respiratory 

tree; (RV)boundary between the respiratory tree and the 

cloaca; (AV)anus. The shaded areas of CL， CO and RT 

represent the enlarged portions. The number of positive 

and negative signs express the intensity of the pressures 

compared to出atoutside the body. The small arrows show 

a direction of the pressure. The thick arrows show the 

direction of the transfer of the seawater. The arrow企om

phase 5to phase 2 shows the repetition of inhalation. 

Table 1. Ventilation in the ]apanese common sea cucum-
ber Apostichopωjaponicus 

Bodyweight 

VVatertemperature 

Period of one ventilation 

Period of one exhalation 

Period of inhalation per 
one ventilation 

Period of one inhalation 

Inhalation volume per 
one ventilation 

Inhalation volume per 
one inhalation 

Ventilation frequency 

Pressure into coelom: 1 

2 

3 

4 

5 

1換水周期の時間 (81.3sec/cycle)， 1換水周期で、の

排出時間 (11.6sec/cycle)， 1換水周期での吸入時間

(70.1 sec/cycle) ， 1回の吸入時間 (7.6sec/stroke)， 1換

水周期で、の吸入水量 114.0ml/ cycle/kg)， 1回の吸入量

(12.6 ml/s仕oke/kg) および呼吸数 (0.78cycle/m泊)

は，マナマコの旺門にチャンバーだけを装着して調

べた場合(それぞれ 90.3sec/cycle， 14.5 sec/cycle， 

79.5 sec/cycle， 7.8 sec/stroke， 95.8 ml/cycle/kg， 

12.8 ml!s仕oke/kg，0.7 cycle/min，山元ら 2002) とい

ずれもほぼ同じ値を示した。また，それらの値は，

チャンパーを旺門に，カテーテルを体腔内にとそれぞ

れを 2箇所に装着して調べた場合(それぞれ44.1~ 

111.1 sec/cycle， 36.9~103.4 sec/cycle， 8.3 sec/stroke， 

67.3 ~ 160.7 ml/cycle/kg， 0.5 ~ 1.4 cycle/min，山元

ら2∞6) の変化幅に入っており，体腔内圧の最小値

(3.59 mmH20)および最大値 (7.82mmH2u) も2箇所に

装着した場合 (3.5~ 4.0 mmH2u， 7.9 ~ 8.1 mmH2u) 

とほぼ閉じ値を示した。これらのことから，総排出腔

へのカテーテルの装着は，マナマコの呼吸樹で、の換水

運動にほとんど影響を及ぼしていないと推測した。

そこで， Fig.3 に 1~8 で示したように 1 換水周期

における呼吸樹で、の換水量，体腔内圧および総排出腔

察考
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イナスへ変化する聞でゼロを示していた。この時は，

Fig.4の1に示すように，呼吸樹からの排出が終了し

て1換水周期において呼吸樹が最も小さくなっている

状態で，排出から連続して吸入へ移るために虹門は聞

いたままで，呼吸樹と総排出腔の境も聞いていると推

測される。

2.換水量がマイナス側へ大きく変化し，体腔内圧が

最小圧から呼吸樹への吸入第 1回目での最大圧を示す

まで上昇する問。

総排出腔内圧はマイナスでほぼ一定した値を示して

いた。この聞は，換水量と総排出腔内圧が共にマイナ

スを示していることから， Fig.4の2に示すように，

総排出腔を拡張させて内圧を体外よりもマイナスに

し，聞いている旺門から総排出腔へ海水を吸入してい

ることが明らかである。この間には，総排出腔の拡張

によって総排出腔の体積が増大していることも明らか

である。しかし，体腔内圧が上昇していることから，

体腔は総排出腔の体積の増大分の容積を増大させて

いないことが明らかである O また，総排出腔への海水

の吸入は総排出腔単独で、行っているもので，体腔壁の

働きは関与していないと考えられる。このことは，総

排出腔は発達した筋肉層と体壁からのびる懸垂筋の働

きで収縮・弛緩させる (Crozier1916， 1920) ことから

も明らかである O 一方，呼吸樹は樹枝状に体腔内に展

開し，その内腔は 1層の上皮で構成されている(小黒

1974)。このような構造から，体腔内圧がプラスの場

合には，呼吸樹は体腔内圧の影響を直接受けて，その

内圧も同様にプラスに維持されていると推測される。

従って，体腔内圧がプラスで，総排出腔内圧がマイナ

スを示すことから，呼吸樹と総排出腔の境は閉じて呼

吸樹からの総排出腔への海水の流出を防いでいると考

えられる。

3.体腔内圧が減少し，総排出腔内圧をマイナスに維

持している問。

この聞は，前記 (2)と同様に総排出腔内圧がマイナ

スで体腔内圧がプラスを示していることから， Fig.4 

の3に示すように，呼吸樹と総排出腔の境を閉じ， ~.工

門を聞けていると考えられる。この聞には，総排出腔

内圧がマイナスを示したことから，総排出腔は拡張を

続けていることが明らかである。しかし，体腔内圧が

減少していることから，体腔内容積は前記2の段階で

体腔内圧を利用して体壁を拡張させて徐々に増大し，

その容積は拡張させた総排出腔の体積よりも大きく

なっていたと推測される。

4.総排出腔内圧がプラスへ大きく増大し，再び減少

する変化を示したが，体腔内圧が一定に維持されてい

る問。

この聞は，換水量はプラス側へ変化していない。つ

まり， ~工門からの排出が認められないことから， Fig. 

4の4に示すように，虹門は閉じ，総排出腔を収縮さ

せていることは明らかである O この間には，体腔内圧

よりも総排出腔内圧の方が高くなっていることから，

呼吸樹と総排出腔の境を聞き，総排出腔から呼吸樹へ

海水を挿入していることが明らかである。また，体腔

内圧がほぼ一定した値を示すことから，体腔内容積は

前記2の段階で， ~工円からの海水の吸入によって増大

した総排出腔の体積に相当する分を増大させていたと

考えられる。従って，総排出腔の収縮によって海水を

呼吸樹へ挿入しでも，総排出腔の収縮に伴う体積分の

海水が呼吸樹へ移動するだけで，体腔内容積は変化せ

ず，従って体腔内圧はほぼ一定に維持されたと考えら

れる。

5.総排出腔内圧がプラスからマイナスへ変化する時

でゼロとなり，体腔内圧の増大が始まる時。

この時は， Fig.4の5に示すように，目工門はまだ閉

じており，呼吸樹と総排出腔の境は聞いたままである

と推測した。

6. 1換水周期で数回連続して行う吸入が終了し，総

排出腔内圧はプラスへ大きく増大して再び減少する変

化を示すが，体腔内圧は一定に維持され，換水量はゼ

ロを示す問。

この聞は，前記の 1から 4を繰り返して呼吸樹への

吸入を繰り返し， 1換水周期での虹門からの総排出腔

内への吸入が完了した状態で， Fig.4の 6に示すよ

うに，前記4の段階と同様に体腔壁の拡張も完了し，

虹門は閉じ，呼吸樹と総排出腔の境を聞けて総排出腔

から呼吸樹へ海水を挿入していると考えられる O

7.体腔内圧を一定に維持し，総排出腔内圧が前記7

の段階よりも減少し，換水量がゼロを示している状態。

この聞は， Fig.4の7に示すように，日工門からの吸

入あるいは排出は行われていないことが明らかであ

るO 総排出腔内圧がプラスを示していることから，目工

門は閉じているが，呼吸樹と総排出腔の境は聞いたま

まである可能性が考えられる。

8.体腔内圧が 1換水周期での最小まで徐々に低下

し，総排出腔内圧が増大した後ゼロまで徐々に低下し，

換水量が大きくプラスを示す状態。

この間は，換水量がプラスを示していることから，

Fig.4の8に示したように， ~工門および呼吸樹と総排

出腔の境を聞いて，呼吸樹内の海水を目工門から体外

へ一気に排出していることが明らかである。また，体

腔内圧を総排出腔内圧よりも高く維持しながら両方の

圧が徐々に低下していることから，呼吸樹内の海水の

体外への排出は，体外よりも高く維持されいた体腔内

圧を利用して行っていると推測される。この時，体腔

内圧は徐々に低下し，総排出腔内圧はプラスを示して
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いることから，体腔内容積や総排出腔内容積は体腔内

圧の減少に伴って徐々に小さくなるだけで，体壁に縦

走している体側筋の能動的な収縮および総排出腔の拡

張・収縮なと守は行っていないと考えられる。

以上のことから，マナマコは呼吸樹への海水の吸入

は総排出腔の筋肉とその懸垂筋の働きを利用し，排出

は体壁および体側筋の伸張に伴って上昇した体腔内圧

を利用して風船が収縮して空気を外へ放出するように

行っていると判断した。

要 約

マナマコの呼吸樹で、の換水量，体腔内圧および総排

出腔内圧の変化を同時に連続記録し，その記録から呼

吸樹での換水をモデル化した。呼吸樹での換水は次の

順で行うと推測した。まず，呼吸樹と総排出腔の境を

閉じ，旺門を聞き，総排出腔を拡張させて海水を総排

出腔内へ吸入し，総排出腔の拡張で増大した体腔内圧

で体腔内容積を拡張させる O 次いで， ~工門を閉じて呼

吸樹と総排出腔の境を聞き，総排出腔を収縮させて総

排出腔から呼吸樹へ海水を移動させる。この時，総排

出腔が収縮して海水を呼吸樹へ移動させても，前もっ

て拡張しておいた体腔内での単なる海水の移動である

ため，体腔内圧は変化しない。これらの動作を繰り返

して吸入を終了させ，小休止する。その後，目工門およ

び呼吸樹と総排出腔の境を聞き，それまでに上昇させ

ていた体腔内圧で、呼吸樹内の海水を体外に一気に放出

させる。
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