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低温蓄養がホタテガイ生鮮貝柱の硬化抑制に与える影響
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E百ectsof low-temperature preservation of J apanese 
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Rigor mortis of the adductor musc1e in the scallop Patinopecten yessoensis is a serious quality control problem 

for the distribution of scallop products. We aimed to develop technologies to delay the rigor mortis of the adductor 

musc1e in scallops. We investigated what factors were involved in the rigor mortis during the storage period after 

removal of the adductor musc1e from the scallop shell， especially the effects of巴nergyrecovery during the process 

of preserving live individual scallops on th巴qualityof the adductor musc1e. We also examin巴deffective conditions 

for preserving the scallops to recover their energy levels.明Te found that the arginine phosphate concentration in 

the adductor musc1e was important with respect to rigor mortis but not A TP concentration. We also found that it 

was nec巴ssaryto preserve the scallop just after harvesting at low temperature and with sufficient oxygen supply， 

to recover the arginine phosphate concentration lost during the process of harvesting and then 1巴avingthe scallops 

m alr. 

キーワード :ATP，アルギニンリン酸，硬化，蓄養，ホタテガイ

生鮮魚介類の貯蔵中の品質については，飼育水温，生

存時に受けたストレス，致死方法，貯蔵温度など様々な

因子が影響することが知られている。1)ホタテガイ

Patinopecten yessoensぬでは，生鮮貝柱の貯蔵中の硬化

(死後硬直)が品質上の大きな問題となっており 2)

ATPの減少が要因のーっとされている。3)

魚、肉では，死後硬直は，生前のストレスによるエネル

ギー(ホスファーゲン)の消耗度合いに影響されること

が知られている。4.5)例えば，マルソウダAuxistaρeino-

somaでは，即殺と苦悶死で筋肉のクレアチンリン酸お

よび ATP濃度に顕著な差があり，即殺の方が高濃度を

維持し，その減少速度も緩やかであることが知られてい

る。6)またヒラメ Paralichthysolivaceusにおいても，即

殺魚、に比べ苦悶死魚で死後直後の ATP濃度が低く，苦

悶死でのホスファーゲンの消費が大きいことが明らかに

されている。7)

特に，ヒラメでは，水揚げ直後に活け締めした場合，

死後硬直に至る時間で個体差が大きく，品質上大きな問

題となっている。安崎ら8)は，短期菩養による疲労回復

について検討を行い，強制的に運動させて筋肉内の

ATPおよびグリコーゲンを消費させたヒラメを，蓄養

により安静にさせると筋肉内の ATPおよび乳酸濃度が

* Tel : 81-135-23-8703. Fax: 81-135-23-8720. Email: takeda-tadaaki@hro.or.jp 
a現所属:北海道立総合研究機構水産研究本部中央水産試験場加工利用部 (Processing and Utilization Division， Central Fisheries 
Research Institute， Fisheries Research Department， Hokkaido Research Organization， Yoichi， Hokkaido 046-8555， ]apan) 
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強制運動前のレベルに回復し，死後硬直の遅延にも有効

であることを報告している。

一方，オホーツク海の天然地蒔きホタテガイは，通称

「八尺」と呼ばれる桁網で海底から引き揚げられ，陸揚

げされるまで数時間船倉に置かれ，外気に曝される。船

から陸揚げされる際には， トラックの荷台に山積みさ

れ，加工場に搬入されるまでに，長いものでは数時間外

気に曝される。さらに，加工場ではその日のうちに処理

できない場合，冷蔵庫で翌日まで保管される。一部では

海水にて蓄養される場合もあるが，過密収容など適正な

環境が整わないため，逆に活力を低下させてしまう事例

もある。このように，ホタテガイは漁獲から加工される

までに，様々な物理的な衝撃や空中干出などのストレス

を受け，筋肉内のエネルギーを消費していると考えられ

る。

ホタテガイ貝柱の硬化抑制には，酸素供給による

ATPレベルの維持が有効であることが報告されてい

る2，3)が，加工原料であるホタテガイ個体のエネルギー

状態が貝柱貯蔵中の硬化発生に及ぼす影響については，

これまでに十分な検討がなされていなし、。

そこで，本研究では生鮮ホタテガイ貝柱の硬化遅延技

術の開発を企図し，まず短期低温蓄養によるホタテガイ

個体のエネルギ一回復が脱殻後の生鮮貝柱保蔵中の硬化

発生に与える影響を明らかにすることを目的として，貝

柱の ATPやアルギニンリン酸濃度と硬化発生の関係を

調べた。次いで，硬化遅延に必要な効果的蓄養条件につ

いて検討した。

試料および方法

実験材料 2006年7月下旬， 9月中旬， 10月中旬お

よび 2007年7月下旬に北海道網走管内紋別漁場で漁獲

された地蒔き放流ホタテガイを蓄養試験に供した。な

お，各実験材料と同時期及び同海域にて漁獲されたホタ

テガイの殻高，全重量，貝柱重量(以上， 40個体の平

均値)，漁獲時の水温(水深約 40m地点)は， 2006年

7月下旬が 115cm， 115 g， 18 g， 16
0

C， 9月中旬が 116

cm， 155 g， 18 g， 17
0

C， 10月中旬が 117cm， 171 g， 19 g， 

l1
O

C， 2007年 7月下旬が 118cm， 163 g， 23 g， 1 TCであ

った。9，10)

蓄養試験 ホタテガイは漁獲後，船倉に数時間積載さ

れ，陸揚げ後は直ちに当場に搬入して蓄養試験に用いた。

5
0

Cおよび 15
0

Cの櫨過海水 15Lにホタテガイ 6kgを

入れて，酸素供給(エアレーション)しながら同温度で

6および 20時間無給餌で蓄養し，蓄養温度および時間

の影響を検討した。また，水揚げ直後およびその後3

時間室温で干出したホタテガイを 5
0

Cの櫨過海水でエア

レーション有りまたは無しの条件下， 20時間蓄養し

た。蓄養温度 5
0

Cは加工場の活貝蓄養で用いられ，呼吸

量の低下が認められる温度を，また 15
0Cはホタテガイ

の呼吸量増加の限界である 18
0

Cより少し低い温度を設

定した。蓄養時間は，漁獲と加工の実態、を反映し，漁獲

後，午前中に加工場に搬入される場合には当日の加工が

可能なため 6時間を，午後加工場に搬入された場合に

は翌朝の加工となるため 20時間とした。なお，水揚げ

直後のホタテガイはしっかり殻を閉じており，それを 3

時間室温で干出したものは殻が聞き，外套膜の収縮が認

められるなど活力が低下した状態であった。

高溶存酸素海水パックの調製蓄養前および蓄養後の

ホタテガイから貝柱を採取し， 3.3% NaClで洗浄後，

貝柱 8~10 個体をガスバリア性包装材料 (1活かすパッ

ク」四国化工脚)に入れ，貝柱総重量の 2倍量の高溶

存酸素海水を投入して密封した。高溶存酸素海水は，櫨

過海水をマイクロバブル水製造装置(西華産業側製)で

処理して調製した。この高溶存酸素海水パックを各々 2

パック作成し，現場の保管温度に近い OoCで保存して経

時的に硬化発生率を測定した。なおパック作成時の溶存

酸素濃度は 45~47mg/L であった。

硬化発生率の測定 高溶存酸素海水パック中の貝柱の

うち，保蔵中に貝柱表面の約半分以上が黒ずみ硬くなっ

たものを硬化と判定し，その個数から次式により硬化発

生率を求めた。2)

硬化発生率(%)= (硬化した貝柱数)/(貝柱総個数)

x 100 

貝柱pH 各貝柱試料 5gに10倍量の蒸留水を加え

て直ちにホモジナイズし，ガラス電極 9611-10Dを用い

てpHメーター F-52型(制堀場製作所製)で測定し

た。2)

ATP関連化合物の抽出 貝柱約 2gを精秤し，それ

に冷 6%過塩素酸20mLを加えてホモジナイズした

後，遠心分離 (10，000rpm， 10 min) した。次いで，分

離した上澄液を氷で冷却しながら 10NKOHで中和

し，生成した沈殿を遠心分離により除去後， 50mLに

定容し調製した。2)

ATP関連化合物の定量およびアデニル酸エネルギー

チャージの算出 分析試料液を Matsumotoet al.ll)の方

法に準拠し，高速液体クロマトグラフィー (HPLC)で

分析し， ATP， ADP， AMP，イノシン (HxR)，ヒポキ

サンチン (Hx)を定量した。アデニル酸エネルギーチ

ャージ (AEC)は， ATP関連化合物の定量値より，次

式により算出した。

AEC = (ATP + 0.5 x ADP) / (ATP + ADP + AMP) 

オクトピンおよびLーアルギニンの定量分析試料液

をSatoet al.12)の方法に準拠して，オクトヒ。ンおよびLー

アルギニンをベンゾインにより蛍光化し， HPLC (目立

L-6200 pump， F-1050蛍光分光光度計)により定量し

た。カラムは KaseisorbLC ODS-300-5を用い，カラ
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Fig.2 ATP contents in the adductor muscles after 

pres巴rvinglive scallops in aerated seawater at 5'C or 
15'C for 20 h. Values are mean:t standard deviation (n 
=4). 
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ム温度 20'C，移動層 :A液 (0.2M Tris-HCl buffer 

(pH 9.5)-20%アセトニトリル)と B液 (80%アセト

ニトリル)によるグラジエント，流速 0.8mL/min，検

出は励起波長 325nm，測定波長 425nmで行った。

アルギニンリン酸の定量分析試料を松本ら13)の方

法に準拠して， HPLC (日立 L-6200pump， L-4200分

光光度計)により定量した。カラムは:Shim-pack 

CLC-NH2 (6.0 x 150 mm， Shimadzu) を用い，カラム

温度 40'C，溶出液 8mMリン酸緩衝液 (pH2.6)-20% 

アセトニトリル，流速 0.8mL/min，検出波長 205nm

で行った。

溶存酸素濃度の測定 ウインクラ一法の改良法14)に

従って測定した。すなわち，試料水を酸素瓶に採取し，

直ちに MnCb溶液および NaI-NaOH混液を順次 1mL

ずつ注入した。注入後，直ちに栓をして転倒混和し静置

した。次いで， 10 N H2S04を 1mL添加して生成した

沈般を溶解した後， 0.02Mおよび 0.2MのNa2S203溶

液(和光純薬制製)にて滴定し，その滴定量より溶存酸

素濃度を算出した。

有意差検定 実験区内および実験区間の有意差検定は

Mann-Whitneyの U検定により行った。15)

150C 50C 

Preservation (20 h) 

Fig. 3 Arginine phosphate contents in the adductor mus-
cles after preserving live scallops in aerated seawater 
at 5'C or 15'C for 20 h. Values are mean土standard
deviation (n=4) 

蓄養温度および時聞が貝柱の硬化発生に及ぼす影響

蓄養前後のホタテガイ貝柱を各々高溶存酸素海水パック

し， O'Cで保存した際の 3日， 5日および 6日後の硬化

発生率を Fig.1に示した。蓄養しない場合は，保存 3

日目で硬化発生率が 60%以上， 5日目で 100%に達し

た。蓄養した場合は保存中の硬化の発生が遅延し， 20h 

蓄養したものではいずれの蓄養温度でも 5日目まで硬

化の発生が認められなくなった。また，蓄養温度では

15
0

Cよりも 5
0

Cの方が硬化遅延に有効であった。

蓄養温度が貝柱のエネルギ一成分に及ぼす影響 蓄養

前後のホタテガイ貝柱の ATP，アルギニンリン酸，オ

クトピンおよびアルギニンを測定した結果を Figs.2-5
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Fig. 4 Octopine contents in the adductor muscles after 
preserving live scallops in aerated seawater at 5'C or 
15'C for 20 h. Values are mean:t standard deviation (n 
=4).へSignificantlydiffer巴凶 fromno preservation (p 
<0.01) . 
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も38%と，硬化が顕著に抑制されていた。一方，低溶

存酸素下で蓄養した場合は，蓄養しない場合よりもむし

ろ硬化の発生が早まり，蓄養時における溶存酸素濃度の

重要性が示唆された。また 3時間干出したものでは，

いずれも硬化が早くなり漁獲後のストレス緩和が重要で

あると推察された。

貝柱の ATP，アlレギニンリン酸，オクトピンおよび

アルギニンを測定した結果を Table1および Figs.7-9

に示す。 ATP量は，蓄養前では水揚げ後に干出したも

ので若干有意に低下した (ρ<0.05)が，蓄養後ではど

の試験区も殆ど差は認められなかった(Table1)。また，

ATP関連化合物より算出したエネルギー充率も，蓄

養，干出，酸素供給の有無に関わらず 0.9以上の値を示

し (Table1)， ATPレベルから見たホタテガイのエネ

低温蓄養によるホタテガイ貝柱の硬化抑制

主

90 

80 

70 

n
u
n
u
n
u
 

n
o
k
u
a
u守

30 

20 

に示した。 ATP量は，蓄養の有無や蓄養温度に関わら

ず有意差が認められなかった (Fig.2)。一方，アルギ

ニンリン酸量は，蓄養により有意に上昇し (ρ<0.01)， 

蓄養温度 15
0

Cよりも 5
0

Cの方が有意に高い値(ρ<0.05)

を示した (Fig.3)。オクトピンおよびアルギニンは，

いずれも蓄養により有意に低下した (ρ<0.01)が，蓄

養温度による差は見られなかった (Figs.4， 5)。

漁獲後のストレスや蓄養時の酸素濃度が貝柱の硬化発

生およびエネルギー成分に及ぼす影響 水揚げ直後およ

びそれを室温で 3時間干出したホタテガイを 5
0

Cで20

h蓄養した。蓄養開始時の海水の溶存酸素濃度は 8.6

mg/Lであった。エアレーションした場合は，干出の有

無に関わらず蓄養終了時の溶存酸素濃度は 9.7-10.2mg 

/Lと高く保持されていたが，エプレーション無しの場

合， 0.6-0.7 mg/Lと低酸素状態になっていた。

各試験区のホタテガイ貝柱の OoC保存中の硬化発生率

の変化を Fig.6に示した。蓄養しなかった場合は，硬

化発生率が 50%に達する保蔵日数は，干出無しで 3.5

日目，干出有りで 2.5日目であったが，高溶存酸素下で

蓄養した場合は，干出無しのものでは観察した 6日目

まで硬化の発生が見られなかった。また，干出有りの場

合も硬化は 3日目から始まり， 5日目で 13%，6日目で

40 
10 

0 35 

Fig. 6 Incidence of rigor specimens during storage of 
scallop adductor muscles in oxygenated seawater pack 
at OOC. Live scallops were held in the seawater with or 
without aeration at 5

0

C for 20 h immediately aft巴rhar-
vesting or preserved after leaving in air for 3 h. The 
adductor muscles were then packed in oxygenated 
seawater 
0: Immediat巴lyafter harvesting and preservation 
with aeration，ム Immediatelyafter harvesting and 
preservation with no aeration，ロ:Immediat巴lyafter 
harvesting and no preservation，・:Leaving in air (3 
h) and preservation with aeration， .A.: Leaving in air (3 
h) and preservation with no aeration，・:Leaving in 
air (3 h) and no preservation 

6 5 4 

Storage time (days) 

3 2 。
30 

'" 325 
:J. 

Q) 20 
C 
E 
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〈

10 

No prese刊ation

Fig. 5 L-Arginine contents in the adductor muscle after 
preserving live scallops in aerated seawater at 5

0

C or 
15

0

C for 20 h. Values are mean:t standard deviation (n 
= 4) . *， Significantly different from no preservation (p 
<0.01). 

Table 1 ATP contents and adenylic acid energy charge (AEC) of the adductor muscles after preserving live scallops in seawater 

with or without aeration at 5
0

C for 20 h 

Leaving in air (3 h) Immediately after harvesting 

Preservation Preservation 

No aeration Aeration 
No preservation 

No aeration Aeration 
No preservation 

6.9:t 0.6 

0.93:t 0.02 

7.8:t0.5 

0.90:t 0.02 

7.1:t 0.4* 

0.90:t 0.01 

7.6:t0.2 

0.91:t 0.01 

7.3:t0.6 

0.90:t 0.01 

8.1:t 0.5* 

0.93土0.04

ATP (μmol/g) 

AEC 

Values are mean:tstandard deviation (n=4).へSignificant1ydifferent in A TP contents (Pく0.05).



れ33.5μmol/g，27.7μmol/gと有意に増加 (ρ<0.05) 

したが，エアレーション無しの低溶存酸素下の蓄養で

は，それぞれ 14.0μmol/g，8.1μmol/gといずれも蓄養

前より有意に低下した (ρ<0.05)。オクトピンおよび

アルギニン量は，アルギニンリン酸の消長とは逆に高溶

存酸素下で蓄養すると有意に低下した (ρ<0.05) 

(Figs. 8， 9)。以上の結果，ホタテガイ貝柱の硬化遅延

はATP量ではなく，アルギ二ンリン酸量の増加と密接

に関係しており，高溶存酸素下での低温蓄養が効果的で

あった。また，ホタテガイを干出するとアルギニンリン

酸量は有意に減少し，硬化発生率が上昇することが示唆

された。
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Fig. 7 Arginine phosphate contents in the adductor mus-
c1es after preserving live scallops in seawater with or 
without aeration at 5

0

C for 20 h. Values ar巴 mean:t
standard deviation (n = 4). Values with different let-
ters are significantly different (p < 0.05). 

ホタテガイにおいて，水揚げ直後と蓄養後のホタテガ

イ貝柱のホスファーゲンを比較したところ， ATP濃度

は両者で変わらないが，アルギニンリン酸濃度は蓄養す

ることで有意に増加した (Figs.2， 3)。すなわち，漁獲

およびその後の空中干出による急激な ATPの消費をア

ルギニンリン酸で速やかに補充している状況が示唆され

る。このことは，ホタテガイの仲間 (Argoρectenirradi-

ans concentricus)において，外敵からの逃避行動など急

激な運動をした時に AECを一定値に保つため，運動で

消費された ATPをアルギニンリン酸の分解で補ってい

るとする知見と一致する。16，17)

生息水温の変動に適応可能な魚類は，その体内の代謝

活性が生息水温の影響を受け，一般に温度が低いほど酸

素消費量が小さくなることが知られている。18)コイの場

合，水温 30
0

Cで馴化するより， 10
0

Cで馴化したほうが

死後のクレアチンリン酸およびATP減少が緩やかで，

硬直に至る時間も遅延することが報告されている。19)こ

のように，硬直抑制には安静な環境で低温蓄養すること

で体内のエネルギ一代謝を抑制し，死後のエネルギー消

費速度を低下させることが重要であると考えられる。

オホーツク海のホタテガイの代謝活動については，餌

料環境が良く，生殖巣の発達の著しい 4，5月を除き，

18
0Cを上限に水温が高いほど活発になることが，呼吸

量の変化から推定されている。20)また，ホタテガイの偲

鞭毛運動は，水温 5
0

C以下で著しく低下し，それに伴い

生理活性も低下することが推定されている。21)このよう

な，ホタテガイの生息水温による特性を踏まえて， 15 

oCおよび 5
0

Cでの蓄養前後における硬化の発生率とホ

スファーゲンの消長について比較検討したところ，ホタ

テガイ貝柱中の ATP濃度は，蓄養前後で差が認められ

ないが，アルギニンリン酸濃度は蓄養後に有意に増加

し，蓄養温度別では 5
0

Cで有意な増加が認められた。こ

れは上記知見にあるように，低温での蓄養により呼吸お

よびエネルギー代謝が安静化され，効率よくアルギニン

察考

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

 

(四

=
o
E
3
0
c
E
2
0
0

Fig_ 8 Octopine contents in the adductor musc1es aft巴r
preserving live scallops in seawater with or without 
aeration at 5

0

C for 20 h. Values are mean:tstandard 
deviation (n = 4). Values with different lett巴rsare sig-
nificantly different (点く0.05). 

0

5

0

5

0

5

0

5

0

 

4

3

3

2

2

1

1

 

(
3
0
Eユ
)
E
E
一由主

d

Fig. 9 L-Arginine contents in the adductor musc1es after 
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ルギー状態はいずれも高度に維持されていることが確認

された。しかしながら，アルギニンリン酸量 (Fig.7) 

は，水揚げ直後で 19.3μmolぼであったが， 3時間干出

後では 13.8μmol/gと有意に減少 (ρ<0.05)していた。

また，その後，高溶存酸素下で蓄養した場合は，それぞ
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リン酸が回復したためと推察された。蓄養時間では 20

hが6hよりも硬化遅延に有効であった。ヒラメでは水

温 20
0

Cで4h程度の蓄養により十分なホスファゲンの

回復がおこることが報告されているが，ホタテガイでは

更に長い馴致時聞が必要と考えられた。低溶存酸素条件

下で蓄養した場合には， 5
0

Cの低温下でもホスファーゲ

ンの回復が十分に見られないことから，蓄養中は呼吸維

持のために酸素供給が必須であることが明らかとなった。

佐藤22)は，激しい運動などにより軟体動物の細胞組

織が嫌気状態になると，オクトピンが急激に増加し，反

対にホスファーゲンであるアルギニンリン酸が急激に減

少するが， AECはほぼ一定値を保っているので，運動

で消費される ATPをアlレギニンリン酸の分解で、補って

いることが推察されるとしている。坂口23)は，軟体動

物筋肉中のオクトピン生成について，嫌気時に解糖によ

って放出される NADHの一部を消費して酸化還元のバ

ランスを保っと同時に，ピルビン酸とアルギニンをスト

ックするという二重の意義を持っているとしている。

これまでに生鮮貝柱の硬化防止については，酸素供給

により ATPをできるだけ長く維持する方法が検討され

てきた。2，3)酸素が十分であれば，呼吸による ATPの再

生産が持続し，貝柱の筋肉細胞が生存しているため，硬

化の発生は見られない。しかし，実用上は密封容器内の

酸素は貝柱の呼吸や徴生物により消費されるため，硬化

抑制にも限界がある。したがって，より安定的に生鮮貝

柱の硬化を遅延するには，保存中の生鮮貝柱への酸素供

給に加えて，保存開始直前のホタテガイのエネルギー状

態を一定レベルまで高めておくことが重要と思われる。

飼育水温と死後硬直について，阿部24)は，飼育水温

と貯蔵温度の差が大きい方がエネルギー消費が速く，死

後硬直に至る時聞が短縮されるとしており，蓄養水温の

制御は重要な要件となる。木村ら2)は，オホーツク海の

ホタテガイの硬化発生には，夏季の高水温期に発生率が

高まることを報告している。その要因は，高水温期には

エネルギー代謝が活発になり酸素要求量(呼吸量)が高

まることから，これを低温で貯蔵した場合，呼吸による

エネルギー生産が間に合わず， ATPの減少に伴って硬

化が速く発生すると推測している。また，この解決法と

して，低温海水による馴化が提言されているが，本研究

においてその有効性が確認されたので，蓄養水温の制御

により硬化発生の季節変化にも対応できる可能性が見い

だされた。

以上の結果，ホタテガイ漁獲後に 5
0

C程度の低水温か

っ溶存酸素濃度(約 10mgjL)で20時間程度蓄養する

ことにより，生鮮貝柱製品の流通上の最大の課題である

硬化の発生を遅延可能であることが明らかとなった。し

かしながら，本研究で得られた知見を産業規模で実施す

るには，漁獲から蓄養までの一連の作業を迅速に行うシ

ステム構築や好気的条件を維持できるような適正な収容

密度を明らかにする必要がある。これらの課題について

は，現在，本研究の結果をもとに，産業規模での蓄養試

験により検証を進めているところである。
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ミトコンドリア DNAのチ卜クローム b塩基配列および形態か

ら見た日本に分布するマシジミ，タイワンシジミの類縁関係

山田充哉，石橋亮，河村功一，

古丸明(三重大院生資)

日本に分布するマシジミとタイワンシジミの類縁関係を明ら

かにするため，形態，河穫の倍数性， mtDNAの配列情報を分

析した。殻色によりマシジミ，タイワンシジミ黄色型及び緑色

裂に識別したところ，何れにおいても 2倍体と 3倍体が確認

された。 mtDNAのチトクローム b塩基配列に基づく系統樹で

は2クレードが確認されたが，形態，倍数性の何れとも対応

しなかった。また，荷種に共通するハプロタイプが認められ

た。従って，同種は遺伝的に識別不可能であり，別種として扱

うかどうかについては7再検討が必嬰と考えられる。

日水誌， 76 (5)， 926-932 (2010) 

培養実験における養殖用錦料と魚糞の好気及び嫌気条件下での

分解速度

坂見知子(東北水研)， 

阿保勝之，高志利玄(水研セ養殖研)

養殖用飼料とそれを与えたマダイの糞について海水中での分

解実験を行い，易分解性，難分解性成分の分解速度定数 (k1，

11:2) と含有E容を求めた。飼料の k1は好気，嫌気条件下でそれ

ぞれ 0.28，0.16 day-l， k2は0.008，0.005 day-1となった。糞

では好気条件下の k1を徐き飼料と伺程度の伎であった。また

易分解性成分の合有率が，飼料では好気，嫌気条件下でそれぞ

れ88，80%であったのに対し，糞は 67，39%と小さく海底へ

の影響がより長く続くことが示唆された。

白水誌， 76 (5)， 933-937 (2010) 

遊泳時のクルマエどの心抱数変化と最大持続速度

金扶映，有元資文(海洋大)

小型回流水槽を用いて，クルマエビの遊泳耐久待問と心拍数

変化を測定し， 2時間以上遊泳を持続できる速度として 23.9

cm/sの値を得た。遊泳前 10分間の心電図測定で求めた平常

持心拍数は個体による変化が大きく，毎分 90~100 回をどー

クとする多くの例に対して，それよりもはるかに低いものと，

100回以上となる 3つのク申ループに分類できた。流れに向かつ

て遊泳を開始すると同時に心拍数は増大するが，遊泳速度との

関連は確認できなかった。また，最大持続速度を超える遊泳持

に心拍増加率の分散の大きくなる傾向が認められた。

日水誌， 76(5)，938-945 (2010) 

低温蓄餐がホタテガイ生鮮貝柱の硬化抑制に与える影響

武田忠明，秋野雅樹(網走水試)， 

今村琢磨(道中央水試)，埜漂尚範(北大院水)

主主鮮ホタテガイ貝柱の硬化遅延技術の照発を企図し，議養に

よるホタテガイ個体のエネルギ一回復が脱殻後の生鮮53，柱保存

中の硬化発生に与える影響を調べるとともに，エネルギ一回復

に必要な効果的議養条件を検討した。その結果，ホタテガイ貝

柱の硬化遅延には ATP量ではなく，蓄養中のアルギニンリン

費室長の増加が密接に関係していること，また，漁獲およびその

後の子出により失われたアルギニンリン酸を閥復させるには，

漁獲直後のホタテガイを低水温かつ十分に酸素を供給し， 20 

時間程度蓄養する必要があることが分かつた。

白水誌， 76(5)，946-952 (2010) 
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