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マガキの酸素摂取に及ぼす低酸素の影響

山元憲一*半田岳志

Effect of Hypoxia on Oxygen Uptake in the Pacific Oyster 

Crassostrea giglαs 

Ken-ichi Y，釧AMOTO小 andTakeshi HANDA 

Abstract: Oxygen uptake， venti1ation volume and oxygen utilization in the Pacific oyster・
Crassostrea gigas were examined by measuring directly the ventilation volume and the oxygen 

partial pressure in the respiration chamber with the c10sed system at 20
o
C. The amount oxygen 

uptake and the oxygen utilization were calculated using the measured values of the ventilation 

volume and the oxygen partial pressur・e.The amount of oxygen uptake maintained almost the 

same level (0.25 ml/min/kg vi巧万 (wet weight of soft part)) until the oxygen partial pressure 

decreased to 24.9 mmHg. The ventilation volume and the oxygen utilization increased f示om5.55 

l/min/kg WW  under nQrmoxic condition to 8.89 l/min/kg vi明T(1.6 times that of normoxia)at 24.9 

mmHg and from 0.8% under normoxic condition to 3.6% at 7.1 mmHg， respectively. 

Key words: Pacific oyster; Closed system; Hypoxia; Oxygen uptake 

1!lr;脊椎動物では，低酸素下で酸素摂取を維持する

ために，理論的には換水量を増加させて対応する場

合と酸素利用率を増大させる場合があるとされてい

る (Herreid1980) 0 低酸素下で，イガイ科の Mytilus

edulis， M.抑rna，ムラサキインコガイ Septifervirgatus 

およびリシケタイラギAtrina(Servatrina) lischkeanα 

は低酸素下で換水量を増加させる (Bayne1967， 1971; 

山元・半田 2002;iJJ元ら 2005，2006， 2007)。このfI寺，

リシケタイラギは酸素利用率を減少させ(山元ら

2005，2006，2007，2008，2009)， M.ρernαは酸素手Jj用

率を一定に維持しているが (Bayne1967)， M. edulis 

やムラサキインコガイでは酸素利用率も増大させて

いる (Bayne1971; 111元・半田 2002)。一方，イガイ

科のミドリイガイ Pernaviridis，チレニアイガイ M.

galloprovincialis，アコヤガイ Pinctadaルcatamartensii 

およびModiolusdemissusでは，低酸素下でも換水量

をほぼ一定に維持し，酸素利用率を増大させている

(Booth and Mangum 1978; 111元ら 1998，1999;山元・

半田 1999)0

2010年10月1EI受付;2011:tF 1月11EI受恕.

マガキも低酸素下でJ45水量を増加させることが報告

されているが(山元・半出 2010)，マガキの低酸素下

における酸素利用率および酸素摂取量については調べ

られていない。本研究で、は， リシケタイラギで試みら

れた密閉止水式の方法 (111元ら 2009) を用い，マガ

キ I~I らの酸素摂取によって酸素分圧を低下させ，換水

と酸素分圧を連続記録して 酸素分圧の低下に伴う

換水量，酸素摂取量および酸素利用率の変化を調べた。

材料および方法

実験には，広島県の養殖場から入手した殻長58.7

:t 5.9 mm (平均値土標準偏差，以降時様に表す)，殻

高102.5:t8.1 mm，殻IIJ1iI29.9:t 3.6 mm，肉質部の湿重

量17.9土5.1gのマガキ20個体を用いた。入手後，殻

の付着物を除去し，殻に手術を施した。これを，

内に設置した FRP水槽 (170x 78 x 40 cm) に浮かべ

た篭 (46x32X16cm) に収容し，実験で設定した水

温 (20.0土O.l
O

C)および塩分35psuで 1ヶ月目、上，生

水産大学校生物生産学科 (NationalFisheries University， Shimonoseki， Yamaguchi 759-6595， ]apan). 
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200 

j鉱水を注入 (50l/min) して予備餌育した。餌は野外

の5ton 水槽 2個で培養した植物プランクトン(優占

種は乃lYamimonωsp.) を前記の注入水中に連続投与

(O.4l/min) した(LL!元ら 1998;山元・半田 2001)。手

前は，外套雛襲の部分の殻に深さ12.0土1.2mmのV裂

の切り込みを入れた。

実験には， Fig.1に示した装置を用いた。マガキの

酸素摂取によって呼吸室内の酸素分圧を低下させ，

換水量と駿素分圧を記録計 (MacLab/8，ADI)で毎

秒 4閤の読み込み速度で連続記録した(山元ら 1996，

2005， 2009) 0 酸素分圧の低下は，マガキを呼吸室に

設置して14時間経過した後呼吸室への海水の流入

(11/min) を停止させて賠始した。酸素分圧は酸素計

(UC-100説，セントラル科学)で測定した。呼吸震は，

容積が1.98l (16.5 x 8 x 15 cm) で，恒温水槽内に設

置して舘用した。呼吸室内は，定量ポンプ (PS下550，

旭テクノグラス)で循環 (1l/min) させて酸素量を

均一にした。実験の終了後にマガキをメスシリンダー

に浸潰し，海水の増量からマガキの体積を計泌すると

ともに，殻を除去して肉紫部の湿重量 (WW，kg) を

計i則した。

換水量

換水量は，換水量測定用の箱に取り付けたプローブ

(内径1.0cm， 1.0 l/min瀦定用， Model FF-100T， 日

本光電)を通過する水量をと電磁血流計 (MFV佃3200，

112 

Fig. 1. Experimental system. 1， supply of sea water; 2， 

filter of chemical fiber; 3， 0.5μm PF filter (羽odelm， 

Organo); 4， water bath for controlling the water tempera同

ture; 5， aeration; 6， lift pump; 7， equilibration colum; 8， 

cock; 9， water bath; 10， respiration chamber; 11， the Pacific 

oyster Crassostreαgigas; 12， gum film; 13， chamber for col-

lecting the ventilated water; 14， probe of electromagnetic 

flow-meter(Model FF-100T， Nihonkoden); 15， sensor of 

oxygen meter; 16， circulation pump (ll/min); 17， oxygen 

meter (UC-100M， Central Kagaku Corp.); 18， electromag-

netic flow-meter (MFV-3200， Nihonkoden); 19， recorder 

(MacLab/8， ADI). 
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日本光電)でiMIJ定した (Fig.1)。換水最測定用の箱

は，透明アクリル製で幅 4~ 5 cm，長さ12cm，高さ

3.5 cmのものを用いた。同籍に設置したゴムの薄膜

は，中央を長さ6.2土0.8cm，マガキの外套肢袋の部

分に当たる部位を111話1.1土0.2cmに切り抜いて窓を聞

け，輪ゴムで固定した。換水量 (Vg，l/min/ind)は，

連続記録 (Fig.2) をもとに酸素分庄の低下開始から

20分間毎に平均値を計算した。

酸素摂取

酸素摂取量 (V02，ml/min/ind)および酸素利用

(U， %)は 1)シケタイラギの場合(山元ら 2009) に

準じて，次のようにして計算した。連続記録 (Fig.2)

をもとに，酸素分在の低下開始から10分賠毎に酸素

分圧の平均値を計算して各時刻 (t，min)の酸素分圧

(Pt，02' mmHg) を求めた。次いで，各時刻の溶存酸

(Ct，02' ml/l) とこれに続く 10分後 (t+10，min) 

の溶存酸素量 (Ct+1O，02'ml/l)を，酸素飽和の状態で

Winkler 1去で測定した溶存酸素量 (C02，ml/l) と同時

に酸素言1-で測定した自主素分圧 (P02，mmHg)を用いて，

Ct，02=Pt，02・CO2/P02と Ct+10，02=Pt+10，02・CO2/P02

から計算した。酸素摂取量 (V02，ml/min/ind) は，

これらの値，呼吸案の容量 (Vc，l)およびマガキの体

長~ (Va， l)を用いて，

V02=(Ct，02 -Ct+10，02)・(Vc-Va)/[(t+lO)ωt]……(1) 

から計算した。

酸素摂取量 (V02，ml/min/ind)は，酸素利用率 (U，

%)と換水量 (Vg，l/min/ind) を利用すると，

V02=Vg' U . 100・(Ct，02“ Ct+l0，02)/2

から求められる O そこで，酸素利用率は，この式を変

形し，式(1)で計算した酸素摂取量を代入して，

U=V02/ [Vg・100・(Ct，02-Ct+ 10，02) /2] 

から計算した。
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Fig. 2. Ventilation volume recorded in the Pacific oyster 

with decrease in the oxygen pressure in the water. 
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0

Cにおける酸素飽和の状態について，本研究

で得られた結果を他の二枚貝類と比較したところ，マ

ガキの酸素摂取量 (0.25ml/min/kg vi明T) はアコヤ

ガイ (0.43-0.48ml/min/kg vi川T; 山元ら 1996，1999; 

山元 2000)，ムラサキインコガ、イ (0.87ml/min/kg 

m川町;山元・半田 2002) およびチレニアイガイ

(1.10 ml/min/kg vi明T; 山元・半閏 2001) よりも小

さい値を示した。このことから，マガキの代

はアコヤガイ，ムラサキインコガイおよびチレニ

アイガイよりも小さいと考えられる。しかし，

キの換水量 (5.55l/min/kg羽川町)はチレニアイガ

イ (7.53l/min/kg vi川T; 山元・半田 2001) よりも

小さいが，アコヤガイ (3.36-5.66l/min/kg vi明7; 山

元ら 1996，1999; 山元 2000)やムラサキインコガイ

(5.59 l/min/kg羽明r; 山元・半田 2001)とほぼ同じ

値を示した。一方，マガキの酸素利用率 (0.81%)

は，アコヤガイ (2.3-2.4%;山元ら 1996，1999; 山元

2000) ，チレニアイガイ (2.8%; 山元・半田 2001)お

よびムラサキインコガイ (3.0%; 山元・半田 2002)

よりも小さい値を示した。これらのことから，マガキ

はアコヤガイ，ムラサキインコガイおよびチレニアイ

ガイと比べて，酸素摂取最および酸素摂取の効考古を表

す駿素利用率は小さいにもかかわらず，換水量をほぼ

同等に維持していることが明らかとなった。

酸素摂取量は，M.ρernaでは，酸素分庄が低下し

でもある酸素分庄のところまで酸素飽和の状態での

値を維持する非酸素依存型を示すと報告されている

(Bayne 1967)。一方，M. demissusでは，酸素分庄の

低下に伴って減少する酸素依存型を示すとされている

(Booth and Mangum 1978) 0 チレニアイガイ(山元・

半田 2001)やミドリイガイ(山元ら 1998)でも同様

に酸素依存型であるが，アコヤガイ(山元ら 1999)， 

ミドリイガイ(山元ら 1998)，ムラサキインコガイ(山

-半田 2002)およびタイラギ(山元ら 2008，2009)

では非酸素依存型である O マガキにおいても酸素分圧

が低下しても酸素飽和の状態での酸素摂取量を維持す

る非酸素依存型を示した。

Herreid (1980) は，低酸素下で酸素摂取を維持す

るためには，換水量を増加させて対応する場合と酸

素利用率を増大させる場合があるとしている O アコ

ヤガイ(山元ら 1996，1999)， ミドリイガイ(山元ら

1998)およびチレニアイガイ(山元・半田 2001)では，

酸素分圧が低下しでも，換水量を酸素飽和の状態での

{直を維持し，駿素利用率を増大させている o M.ρerna 

は酸素利用率を酸素飽和の状態での値を維持し，換水

マガ

察考果

換水量は，自主素分圧144.6:t3.4 mmHg (以静，

素飽和の状態と表す)では5.55土1.06l/min/kg vi明f

を示し，酸素分圧の低下に伴って増加して24.9:t 

2.9 mmHgでは8.89:t2.72 l/min/kg vi明fとなり， 1.6 

惜の増加を示した (Fig.3)。酸素利用率は，酸素飽和

の状態では0.81:t 0.22%を示し，離素分圧の低下に伴っ

て増加して7.1士1.2mmHgでは3.57:t1.02%となった

(Fig. 3) 0 酸表摂取量は，酸素飽和の状態では0.250:t 

0.050 ml/min/kg vi明f示し，酸素分圧が低下しでも

24.9土 2.9mmHgまではほぼ酸素抱和の状態を維持し

た (Fig.3) 0 
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Fig. 3. Changes of the ventilation volume， the oxygen 
utilization and the amount of oxygen uptake in the Pacific 
oyster with decrease in the oxygen pressure in the water. 
Laege circles show mean and verticallines standard devia-
tion， calculated every 10 mmHg. 
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を増大させている (Bayne1967)。タイラギでは酸

素利用率が減少しているが換水量を増大させている

(山元ら 2009)。しかし，マガキは，ムラサキインコ

ガイ(山元・半田 2002) と間様に換水量と酸素利

用率を増大させている O これらのことから，マガキは，

アコヤガイ，ミド 1)イガイ，チレニアイガイ，タイラ

ギおよびM.μrnαと異なり，ムラサキインコガイと

同様に低酸素下で酸素摂取を維持するために換水量と

酸素利用率を同時に増大させて対応していると考えら

れる。

ムラサキインコガイでは，酸素分圧の低 Fに伴って

換水量を5.591/min/kg~市f から 8.391/min/kg羽市f へ

1.5倍増加させ，酸素利用事も 3.0%から18.5%へ増加さ

せ る(ilJ元・半田 2002)0マガキでは，換水量をムラ

サキインコガイと同様に5.55l/min/kg ~川T ;から8.89

l/min/kg ~川r へ1.6倍増加させたが，酸素利用率は

0.819もから3.579もへと増加はするが，その{直は小さかっ

た。一方，アコヤガイでは2.4%から 7.1~22.39もへ(山

元ら 1996，1999) ，ミドリイガイでは3.0%から 11.1%

へ(ilJ元ら 1998)，チレニアイガイでは2.8%から 12~

35%へと増大させる (111元・半EEI2001) 0これらのこ

とから，マガキでも，低酸素下において換水量を増加

させるだけでなく，酸素摂取の効率を増大させるよう

に循環系の調節も行っていると考えられる O しかし，

マガキは，酸素利用率が非常に小さいことから，前記

の他のこ枚員よりもその調整能力が小さいと推測され

るO

ニ枚貝類の胞の著しい発達は，酸素要求に応ずるた

めのみとは考えられず，むしろ捕食と関係していると

考えられている (ChiIでtti1966; Mill1978) 0マガキは，

酸素利用率がアコヤガイ，ムラサキインコガイおよび

チレニアイガイよりも非i常にイ、さいことから，これら

のこ枚貝よりも鰐面積を広くして，嬬食を有利にする

方向に問、を発達させていると推測される O

要約

マガキを用いて，密閉止水式の方法で，酸素分圧

の低下に伴う換水量，酸素摂取量および酸素利用

の変化を調べた。換水量は 酸素飽和の状態では5.55

::t 1.06 l/min/kg ~川f を示し，酸素分庄の低下に伴っ

て増加して24.9土2.9mmHgで8.89::t 2.72 l/min/kg 

m明fと1.6倍の増加を示した。酸素利用率は，酸素

飽和の状態では0.81土0.22%を示し，酸素分圧の低下

に伴って増加して7.1::t 1.2 mmHgで3.57土1.02%を

示した。酸素摂取量は，酸素分圧が低下しでも 24.9

士 2.9mmHgまではほぼ酸素飽和の状態 (0.250土

0.050 ml/min/kg羽川町)を維持した。
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