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アコヤガイの鯨換水に及ぼす挿核までの操作の影響

山元憲一* 半日~I 岳志 ・松原利晃

Effect of Procedures to Insert Nuc1ei on Venti1ation in the Pearl Oyster 

Pinctadαルcatamartensii 

Ken-ichi Y肌 AMOTO'i' ， Takeshi HANDA and Toshiaki MATSUI3ARA 

Abstraci: To clarify the effects of the procedures for nuclear insertion on physiological function in 

the pearl oyster Pinctadaルcatamartensii， ventilation volume (Vg) and amount of oxygen uptake 

(V02) were measured before and during feeding with the Chaetoceros gracilis in the non-treated 

group (NTG)， the treated group (Sitate sagyou group， TG)， artificial spawning by bubbling 

ozone-gas group (SOG)， and operation of nuclear insertion group (ONG). NTG and TG showed 

more of the same Vg， and SOG ancl ONG exhibitecl nearly half of Vg of NTG. TG， SOG and ONG 

indicated the similar V02> which were approximately half of V02 of NTG. These results suggested 

that artificial spawning by bubbling ozone-gas and operation of nuclear insertion c¥oes not influence 

the oxygen uptake， but that the artificial spawning affect the ventilation. 

Key words: Pearl oyster; Nuclear insertion; Oxygen uptake; Ventilation 

アコヤガ イ Pinctadαjucatamartensiiで真珠を作る

I;A~ に は.仕立てを fすった後，土1:.9i立井~ ~二枚を押入する o

f/É.来 は ， 器に jífi~支する Jtrft' l こ ( i . TiiJ:i1三の秋からノl、さ な

Wli に多数の↑i立|休を 入れ， 能内の湖水の交:lt~ Ei~を mM i!日し

てス トレスを与えて jú~ l] IJ 後再び生殖巣が発;占するのを

jilJili1jして手術を施している。この抑制は，生地巣をjifi

核手術にfilí 合の良い状態にしておくと同 lI~i(こ， 生白Jt(~:1I 1

)j包の新生を停止させ，生YIl(巣の状態を産卵後の状態に

維持し，倒休の生活機能をがIJili1jしておくためとされて

いる(植木1965a)。しかし.近年この一連の操作1:1"の

WHE;:!/~が苦しく JI~J ま り，従来の方j去によるが11 i1i IJ が|主l i)!Ií

となっ ている。そ こで，イイ玉虫[強化の目 的で"1:11王|産のア

コヤガイ が導入され， 1:1水産とJiトけ合わせた↑l!il休が使

).I'Jされる ようになっ ているが.'1ft来の日本j主の↑|自lイオ〈と

比べて生殖周期がはっきりとせず.秋からtijliljljをかけ

ても生殖巣の状態が11~1体問で異なり，経済的にみて jip

核にioHえる状態に仕上がらないと言われている。また‘

従来行われていた医卵誘発刺激では，放卵およ び肱中iE

(LJ[Ji友き) がよ手 くいかないと 言われている。そ こで，

2010:Q-: 6 )月守241巨日:ヨi

愛媛県水産試験場(1998)でii，オゾン処理潟水を利

用したJJIJi友きの方法を開発し，現在では， jijJiljlJした後，

tifi核する直前にオゾン処Jll[を施すこ とが一般的な方法

となっ ている。

しか し i1IJiじ ら (1999，2000)は3 オゾン波!支の上

昇およびオゾ ンのi路銘11寺II1Jの経過に伴って，アコヤガ

イ の自思の繊毛のNHFlが進行し，吏に!~~J.糸 の{政1 mが進行

して;免水1Jtもil，北少し，タピに言lるfι%!tl:を指摘 している。

そこで，安Jl立の現場で、行われている オゾン処迎の操作:

がアコヤガイに及ほすW.~~~~i を |明らかにするために，合

成繊維加の段詑に入れて飼育 していたアコヤガイ (以

降， 自然貝 と表す)，前年の{:)くからtijJililJ徒に入れて飼

育 していたアコヤガイ (以降，がPi¥jlJ貝と至毛す)，tijJiljlj 

貝をオソンガスで|埠露 させて強制的に放01'1.放#iさせ

たアコヤガイ(以降， 仕立てJ!と表す)およ び強i¥ilji'IS

に放卵および1j9:fj~i させた後押核したアコヤガイ (以降，

挿核貝と表す)をJ'!1¥;、て，1iI[を投 与する前後の換水-E;

と阪緊摂取歪の変化を制べた。

オ水くi政i主kプ大てぜi学芋芋:1交f生i七i物 'c l:'.i;正瓜庄.{:~ ~浮学s半学;主:手科1 - (National Fishe引n陀esUni日lV吃叩e臼rs剖ity，Shil口monoseki，Yamaguchi札i759-6595，japan)
:;:.生絡先(Corresponclingauthor): Tel: (+81) 83-286-5111: Fax: (+81) 83-286-2292; E-mail: yamagenk@fish-u.ac.jp (K. Yamamoto). 
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材料および方法

実験にはヲ 2009年 5月17日に愛媛県宇和島市の養

殖場から入手ーした I~I 然貝，抑制l 良、仕立て貝および

挿核貝それぞれ20個体ずつをj刊いた。なお‘ 仕立て貝

は入手 2E!前オゾン処理を行ったもので， j市核貝は入

手 2E]iluオゾン処理を行った後句 直ちに挿核手市1([を施

したものである。 貝の大きさは，殻長66.2::!::15.9 mm 

(工jZ均倍{土標準偏差ヲ以下同様に表す)，売:J:;;~)î7 1. 6 ::!:: 

16.8 mm，売立111TI¥25.4士 5.9mm，付五.m45.8::!::12.9 gであっ

た。貝は入干後直ちに手術を施し， 止海水をuニ入して

いる水惜(縦60cm，横37cm，菜さ 14cm) に苔主主 し

て実験に供した。 二子術には扶をJlJい， if止の外套披袋の

部分に深さ約10mm，111日約 5mmのV字型の切り込み

を入れた。

実験は， 1.1.17[;ら (2007) と同様の装置を):j:Jし、て， 入

手後31=1国の5月201:1から30EIの101=111-iJに水ilfr't19.5士

OSCで.問の投与前伎のJ央水量 と酸素摂取査を測定

しfニo Wj (Chaetoceros gracilis， 1.1 x 108 cells/ ml，ヤン

マー製)30 mlを海水 51で希釈して容持に入れ‘ 定

号l::iLii長ポンプ (PST-050，IWAKI)をnJし、て15ml/min 

の制合でH乎l成主への流入水1，000nu/min 1:1"にu:入し

た。なお， fil[の濃度は約10，000cel1s/mlであった。 海

水ri.化を詰めた筒，次いで0.5μmのフィルター

(Moclel III， ORGANO) のIIIHに通過させて池辺し乎

l投21iをJill.I.且後 inEし拾てとしたo iJ!iJ7E終了後， 員は直

ちに Daviclsoni伐 (Bellancl Lightner 1988)で[主17Eし，

後 EI 7E~.去に従ってノ T ラフイン切片(10μm) を作!克し，

アザン染色を施して土地巣を観察した。

換水量

J45水 長は， 7E磁Jf[linE計のプロ←ブ (1大H壬1.0cm， 

1.0 l/min測定!lJ，Moclel FF-100T， 1:1本光電)をア

コヤガイの外套IJ空からの出水を受ける符以 j;号、

t~~ 水 畳 ìHi)7ÈrJ'J の紅!と去す)に取り付け，電磁 Ifll 流

計 (MFV-3200， 日本光屯)でiJ!iJ'iEし， これを記録計

(MacLab/8， ADI)をrFJし、て11}:秒 4IIiIの読み込み速度

で連ist記5ました。記録はヲアコヤガイをl呼吸室 (19x 

19 x 19 cm) に設置してJ史水量iJ!iJ7EnJの箱をIはり付け

てから測定の終TII寺まで行った。 J94水差iJ!iJ定H:Jの箱に

は，短任 3cm，長径 9cmの椅jTj]1グと高さ 3cmのも

のを!lJし、た。同箱に設置したゴムの薄膜には，長さ 4

~5 cm，アコヤガイの外套披嬰の部分に 当 たる 1~:ri位

をIIJTI¥1.1~1.4 cmに切り J友いた三角形の窓を I}::Jけ，輪

ゴムで同住iに[吉17izした。

J45水 量 (Vg，l/min/kg) は主続記録を t:~ rこ，

各採水 (Fig.1) 直前の 5分間を平均し，体重(百九T，
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Fig. 1. Record of vcntilation volume in the pearl oyster 
Pinctada fucata martellsii. Solicl lincs show the time point 

when the inhalant and exhalant water into/from mantlc 
cavity were samp1ccl with syringe. F indicates the onsct of 
the feccling with Chaetoceros glacilis (10，000 cclls/ ml). 

kg)当たりの値にJ42算 して去した。

酸素摂取量

I~~月三 摂取 iE- は，外 套 IJ空への i投入水とそれから

の排出水を採水し， I~を ま fit (OM-200， Cameron 

instrument) .で ìJ!iJ 'iÈ した限7，~分圧を ~1~ に 計算 した。採

水↓こはu:身、)"iij(1 lnl) をJfJいて， Fig.1に示 したように

餌のi... i二入開始Tiifおよびj44水ifj-カサ首力11してそのブてきなイ直

でほぼ一定 した後にそれぞれ 5~ 61ITlずつ約10分間隔

で行った(1.1.1元ら 2007)。

I'Hliヨミ摂IIK¥Y::(V02， ml/min/kg) は， 外玉三Igとへのl投

入水の酸素分圧 (Pr，02，mmHg) と外套肢からのiJI'I.B

水の酸素分j主 (PE，02' mmHg) ‘およびit~7Jclj{: (V g司

l/min/kg) を!=lい、て， げくの式から計算:した。

V02 = Vg/1000・(Pr，02-PE，02) . CO2/POZ 
なお CO2 溶存般素 ~l: ， rnl/l) とP02 (酸素分j王，

mmHg) は餌の投与前にl呼吸室への流入水を係水し

て， それぞれ Winkleri1~ と前言己の限表計でìj!IJ~'包した値

である。

果

植木 (1965a，1965b) に従って生殖巣の発達段附を

調べたところ， I~I?!~貝では第 2 jリjの成長後期から第 3

坊の成熟J明，抑制l貝では第 41日jの放出期から第 5~切の

jj支出後押J，オゾンガスで処理した仕立て貝では第 5J切，

挿核貝では第 5J!JJから第 6WJの持IJ包前期を示していた

(Fig.2)。

換水量は Fig.3に示したように，自然貝 (Non-treat.l

では餌の投与前には2.69::!::0.77 l/min/kg TWを示した

が， 1支与によって4.60土0.91l/min/kg TWと1.7倍に

増加したo tfjJi!iJJ貝 (Pre-treatJでも， 佐Ir!~貝 とほぼ|司

じイ直で、あ り，t支与'1Iijには2.61土0.73l/min/kg T羽fを，
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Fig. 2. Gonads of the pear1 oyster. Non-treatecl group， A ancl A'; Treated (Shitate sa幻10)group， B and B'; Artificial 

spawning by bubbling the ozone-gas group， C and C'; Operation of nucJear insertion group， D and D'; A-D， testis; A' 

-D'， ovary; PS， pear1 sac. Bars= 100μm， insets= 1 mm. Azan stain. 

投与によって4.28土 0.82l/min/kg T羽rとなり1.6倍の

増加を示した。仕立て貝 (Treat.)では，投与前には

1.57:i: 0.43 l/min/kg TWを示 し，投与によって3.08:i:

0.94 l/min/kg TWと1.9情に増加したが，投与前後の

いずれの伯も自然貝および抑制貝 よりも小さい値で

あった。挿核貝 (Operat.)では，仕立て貝とほぼ同

じ他を示し，投与jJijには1.49:i:0.96l/min/kg T羽7を，

投与によって2.78:i:1.55 l/min/kg 1羽fとなり 2.0佑の
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0.045 m.l/min/kg rIWとわずかに増加した (tニ 2.5605、

P<0.05)。挿核貝 (Operat.)でも， jJIJili!J l~l の場合 とほ

ほ、同じ illiiを示 し，投与前には0.122土 0.036lnl/min/kg 

1wを示 し投与すると 0.164::t0.057 lnl/min/kg TW  

とわずかに増加した (t=2.5605，P<0.05)。

jill fi;1J 貝 では ~tJit[ .• 日4は第 4JtJJの放I:Ul引から第 51!JJ 

の放出後JPJの1荒木1'1を示していた。このことから， lUJfiz

の秋からのjilli/iIJ処理日によってとL活機能が抑制された結

呆，土地巣の11長!J包で、は:0::.i'iti原点IIIIJ主の新たな形成が件ーlヒ
されていたと考えられる。しかし. 1J:立て貝では，抑

制貝 よ り も 1;足立/\周1!!Jが Jlli んだねí~ 5矧の1&I:U it: lfJjのUi十11

を示 し， j中核買では自主5!!月から 第 61!1Jのil'r¥lJ包前HJJのi!lz

柁iを示 していた。これらのことから司オゾン処理を施

すと， jJlli!iIJの状態て‘残存していたほ1:1および*;IJ子がJ/f.，LI:'，

されて， jill i!i lJ 貝 に l ヒ flf交して挿十支に j直した生地巣のtl~ 1i~

になっていることがゆlらかとなった。

オゾンカ。スに 11暴露すると‘その濃度のJ~.1界一および1[\

11り の経j自(.ニイ'j:って仰の繊毛の損傷がj並行 し，牧水-u~:_~ は

減少すると報告 されている(1.1.1元 ら 1999，2000) 0 花

組の:l}V;)jでJj['JHzきを行う|在には，オゾンガスにi県露す

る11引Jりは， ;Ùリ IJ の IJlJ始時を指H~I{ として決めているのが

り~;Ikである Q 本1lJI 究の京市栄では， i~~ ;J( lil~ は[当 然 l~l と JJII

i!i[J貝ではほぼ同 じ111立を示 していたが，仕立て貝 と押核

買では前者の約112のイ見(をァJ"-:していた。これらのこと
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Fig. 3. Ventilation volume before ancl cluring fee【1ingwith 

仁 glacilis(10，000 cells/ml) in the pearl oyster. î.弓1itebar， 

before the feecling; Black bar， cluring the feecling; vertical 

line， stanclarcl cleviation; N on-treat.， non-treatecl group; 

Pre-treat.， treatecl group (Shitate sagyo group); Treat.， arti 

ficial spawning by bubbling the ozone-gas group; Operat.， 

operation of nuclear insertion group. 
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から司 jiPililJは換水逆JOJに影響を及ぼしていないと 考

えられる。しかし，オゾン処理は， jt~ ;J( ~~~.を約4とうTに

減少させる lN度の控i1~;今を繊毛に与 えていると言える C

また，仕立て貝 とJtTî桜貝 で1~~* ::，1~ に差異が認められ4な

かったことから， jifí ~安の手術はj~，，!:*運動に影響を及ぼ

していないと 考えられるo

Mを投与すると 自然貝，jilJfli1J貝，仕立て貝および押

桜貝のいずれも 向様に1~~水笠 を I世力 11 ，させた。このこと

から， jJllfi;lJ，オゾン処理および1市桜子ii[:rは，いずれも

糾に遭遇すると換水竪をIld力11させる機能を損なう操作

ではないと 考えられる。

i'3iZま摂取 里は， jill i!ì [J 貝 では 自 然 l~l の約 1/2 を示して

いた。このことから， jJPi/i1Jは代謝 監を減少させる効果

があ り‘ しかも代謝査 を約1/2に低下 させる程度に行

われていたことが!ij'Jらかとなった。また，仕立て貝お

よびjifi核貝では，抑制貝 とほぼ同じ倍を示 していた。

このことから，オゾン処理して強flilJ的に卯j友きを行っ

ても， 1]2:に卵抜き後、師核手術を施しでも，これら

の操作は代謝 査に影響を及ぼさないことが明らかであ

る。

以上のことから， };f殖の現場における一連の操作で、

Operat 

Fig. 4. Amount of oxygen uptake before ancl cluring feecl-

ing with仁 glacilis(10，000 cells/ ml) in the pearl oystel二

White bar， before the feecling; Black bar， during the feecl 

ing; vertical line， stanclarcl cleviation; Non-treat.， non 

treatecl group; PI・e-treat.， treatecl group (Shitate sagyo 

group); Treat.， artificial spawning by bubbling the ozone 

gas group; Operat.， operation of nuclear insertion group目

増加を示した。

曲Eヨイ摂llx. ~~::は Fig.4に方t したように司 自然貝 (Non-

treat. )では投」チ前には0.243士0.064lnl/min/kg 1w  

を 示 し， 投 与 しでも 0.254士 0.048ml/min/kg D"1 

と投 与 前とほぼ|閉 じ値 を示 した (t=0.5145，P> 

0.5)。抑制 貝 (Pre-treat.)では，投与前には1.32::t 

0.046 ml/min/kg rIWとIM!¥l;lの約1/2の他 を示し，投

与すると 0.179士0.051ml/min/kg lWとわずかに増加

した (t=2.5605，P<0.05) 。仕i!~て 貝 (Treat.)では，

triJ f!i1J貝のJ品合とほぼ同じ(古を示し，投与TIIiーには0.116

士0.033ml/min/kg TWを示 L. 投与 によって0.157::t 

l'reat Prc-treat Non-treat 
。



アコヤガイの!問、換水と jlP核までの操作

は， Vくからのifl1i1ilJは代謝ifjーが約1/2(こ 11~ 下する程度に

行われ，オゾン処理は間の繊毛に換水歪を半減させる

程度の損傷を与えているが，オゾン処理および挿核手

術は代謝歪に;i与響を与えていないと推測される。

一方，挿核予'1.村の後には， 5呉tLZt4;物による5I1号t

耳現uれ1てくることをJ判抑q市!さえるため， 術了間よりも '1珪い程

度の抑制下に 1宣き， ~t:: JlII的平衡を保.j~\，させて， 回復

への転機を早 く与えるために養生を行っている CI'!li本

1965a) 。本li)fヲEの *r~í身ミから司 J央*A:1J'1fPililJl~l でも lき1 ?!~ 

貝とほぼ同 じ他 を示 L，仕立て貝および挿核貝ではそ

れらの 自然貝およびjJIli!，1Jl~l の約 1/2の値を示すことカf

明らかとなった。これらのことから，抑11，IJ1司での飼の

1m 食能力は l主I?!ぇ l~l とほぼ同じと考えられるが，オゾン

処理寸るとその能力は半減していると抗iJllJされる。し

かし，養殖の現JJJjでは，挿核後の養生は従来と iす']f!l~ (こ

jfP!lilJifu.に多数のアコヤガイを詰めて行われている。し

たがって，現在行われている義生の方法は，オゾン処

理による換水機能の低 iごにf'I'.う 1i1l食機fjHの低 1;ーおよび

11jtの繊毛の損傷からの回復 を考I苦して 7 改話:の余地が

あると考えられる。

要約

アコヤガイをnJl、て， ぎをJI立のJJLJj3jでイニj二われている挿

核まで、の一連の操作がとI;. JJ!l機能に及ぼす)~f~~QÆ を|羽らか

にする 目/'/0で，Chaetoceros glacilisを投与する前伎の

jt~水長および酸素出11~~:Tl~の変化を制べた。換水量はjf[J

tlilJを施さずに飼育 していた貝 (自然見)と fIPililJl~l では

ほほ下jじ他を示したが司抑制]後オゾン処辺!を施した貝

(イl}i.:て貝)およびji[JflilJ後オゾン処理 を施して挿桜し

た貝 (押桜貝)では1記者 の約1/2の値 を示 した酸素

摂取査は.jf[JililJ貝 ， 仕立て貝および挿核l~l ではほぼ!可 じ

イIむを示 したが，これらは 自然wの約1/2の他 を示 した。
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以 l二の結果から 2 オゾン処理および、f利安手術は代謝 望

に影響を与えないが，オゾン処理は換水運動に影響 を

与ーえていることカf明らかとなった。

3
+叫
I
J

訪
問 百字

本研究は，文部利苧:省「持続可能な“えひめ発"

[::1本型養殖モデル語IJILd J，研究開発卒業， i!iIU援化対応

tiil!真珠養殖技術の研究開発(海洋環境の変化を地域の

強みとしてj古かした市jJHiI日立の高しマf:j#J誌;r;je貝 [クロ

チョウヵγ，マベガイ]の養殖技術の確立)によって

実方面したものである。
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