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二枚貝の細胞遺伝学的研究と育種技術開発

古丸 明

三重大学生物資漉学研究科

Cytogenetic and breeding studies on bivalve species 

AKIRA KOMARU 

Mie University， Graduate School of Bioresources， Tsu， Mie 514-8507， Japan 

著者が現在までに行ってきた研究はニ枚只類の繁殖，

遺伝様式に関する研究とアコヤガイの養破技術に関する

研究に大別できる。ここではその研究の流れについて概

説する。

1) シジミ雄性発生に関する研究

雄性発生過程

雌雄間体のマシジミにおいて，受精時に，卵の染色体

は極体としてすべて放出され，精子の接のみで発生が進

行する，動物界でも極めてまれな雄投発生という発生様

式をもつことを明らかにした。マシジミ受精卵を観察し

た結果，セタシジミ第一減数分裂中期像(閣 1A，A') 

とは異なり，減数分裂紡錘体軸が卵の接線に平行になっ

ていた(国 1C，C')o 2つの中心体とも卵の表層に近い

部位に位置していた(図 1C')。第一分裂において中心

体と分離した染色体は，二個の第一極体として放出さ

れ，雌性前核は形成されなかった(図1D， D')。従っ

セタシジミ

M-I 

M-II 

て，両性生殖種セタシジミで観察された第二分裂中期に

拐さ当する時期には(図1B， B')，マシジミ卵細胞質内に

染色体，中心体が存在しない状態となり(図1D， D')， 

第ニ分裂像は観察されなかった。この時期には卵細胞内

には精子由来前核のみが観察された。卵内に形成された

一個の雄性前核は次第に膨潤し，核内のクロマチンは次

第に凝縮して第一細胞分裂中期染色体になった。その後

の発生は両性生殖種の発生過程と同様であった。

サイトカラシン B(細胞質分裂阻害剤)で第一極体形

成を組筈し，マシジミ卵由来の染色体と中心体を卵内に

とどめると， 2個の中心体は分離して 4個になり，

分裂紡錘体な形成した。第二分裂における染色体の分

離，雌性前核の形成過程も認められた。この実験の結果

から，第一分裂のみしか観察されないマシジミにおいて

も第ニ分裂過程は正常に機能している事が明らかになっ

た。この結果から， r減数分裂を行う祖先型Jから「第

一分裂で卵染色体と中心体を放出してしまう雄性発生」

図1 両校生殖琵琶湖産セタシジミ (A，B) と雄性発生マシジミ受精卵 (C，D)の第一減数分裂中期像 (A，C)と第二分裂中期像
(B) (D)は第二分裂に対応する時期。紡錘体，中心体，染色体は卵内にはみられない。紡錘体は αチュープリン抗体，中心
体はガンマチュープリン抗体で免疫染色，核，染色体は DAPI染色。(小幡ら， 2006を改変)
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が進化の過程で派生したことが想定される。

マシジミにおける「雄」の存在

また最近，精子のみを作る「雄性発生シジミ」が見い

だされた。ここでは雄型シジミとよぶ。連続切片を作成

した結果，雄型は，非減数，ニ鞭毛の精子のみを数多く

形成しており，卵母細胞は保有していなかった。雌は採

集地点に晃いだされなかったので，この雄型は精子を大

震に体外に放出して雌雄陀体個体の卵を受精させるし

か，子孫を残す手段が無い(国 2下段)0mtDNA遺伝

子 cytb解析の結果，雌雄同体と雄型は問じか，ごく近

いハプロタイプを持っていた。一方，核遺{云子

28SrDNAでは両者のハプロタイプは全く異なった。こ

れらのことから，雄型は同所的に生息している雌雄同体

から藍接生じたのではなく，独自の系統として，同体の

邦を乗っ取りながら，維持されていることが想定され

る。ただし， I雄型の子孫は雄裂になる」と仮定すれば，

竣型の繁殖成功は，卵を作る儲体の減少を意味する。ま

た唯雄同体個体はー僧体でも繁殖が可能であるが，雄製

個体のみでは繁殖することは不可能である。同体が雄型

の局辺に密度高く存在している事，雌雄同体が体外に卵

を放出する事が繁殖の前提になるο また，本稜では自家

受精がごく普通におこるので，雄型はいくつかの条件が

整わなければ子孫合残せないリスクの高い繁猶法と考え

られる。この雄型シジミは環境要因によって生じうるの

か，あるいは有害な突然変異の蓄積により「雌雄間体J

の卵形成が行われない「系統」なのかは不明である。雌

雄肉体と雄が集団中に認められる併は動物界では多くは

ないが，魚類で例があり，雄が遺伝的変異性の供給源に

なっているという報告もある。雄性発生シジミにおいて

もこの androdioeciousと呼ばれる状態なのか，雄の存

在は一過性で，雄は子孫を残す事ができず絶滅する運命

にあるのかについては今後追跡する予定である。

シジミ産地判別に関する研究

産地偽装が横行し，貝殻外観からは偽装を見破ること

が難しいので，ミトコンドリア DNA16S rDNA領域の

埴基配列解析により，国内のヤマトシジミ産地と輸入シ

ジミの産地判別の可能性を検討した。その結果，国内産

ヤマトシジミでは変異性は高くないものの，青森，宍道

、湖等の産地で集団間有の塩基置換サイトを見いだす事が

できた。朝鮮半島，中国産のシジミと臼本産のヤマトシ

ジミを判別するための有効なサイトを見いだす事ができ

た。また大陸に生怠する淡水産雌雄異体シジミと，日本

産ヤマトシジミとは遺倍的に相当異なり，判別は容易で

あった。また，さらに進化速度の速い領域の解析によ

り，判別の精度を高めているところである。

2) アコヤガイの養殖技術改良に関する研究

開殻力による育種

著者らは簿単に閉殻力を数値化する方法を考案し，生

理的な特性との関連をまず調査した。閉殻力の強い個体

は高水撮期の生残率が高く(図 3)，しかもグリコゲン

含量等が高い事を明らかにした。また，軟体部の肥満

度，間殻筋重量や，得られた真珠の巻きと閉殻力との聞

に正の相関があることを明らかにした(図的。さらに

選択実験で実現遺伝率 (h2=O.29)を推定し，その結果

から閉殻力が遺伝形質であり，選択育種で改良が可能な
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図6 新鮮精子と凍結融解後の総子における鞭毛，先体
とも正常な精子の割合
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たり，鞭毛が脱落したりすることが主な要悶となって

(図的，受精能力，遊泳能力が 1/6に低下することを明

らかにすることができた(図的。精子凍結技術はアコ

ヤガイ育種の効率的推進，系統保存を行う上で極めて強

力な武器になるであろう。

アコヤガイ挿核技術革新に関する研究

養殖の工程において挿核手術後に，兵を養生寵とよば

れる平たい鵠に収容し，波静かな漁場で回復させる「養

生Jという作業を行っている。挿核後の貝には急激な環

境の変化により，体表が破れ，体外に出されてしまう

「脱核」という現象が起こる事がある。また，黄褐色の

沈着(しみ)，真珠表面の突起(きず)等は品質を低下

させる。シミ・キズは挿核前の成熟度，生理状態，挿核

技術，あるいはその後の管理法によって生じる。従来の

海面養生では塩分濃度，水識の変化を制御することは難

しい。そこで，陸上水槽で挿核後の貝を田復させること

によって，良質真珠生産率をあげる「陸上養生技術jの

開発を行った。 33psu (100%潟水)水槽区， 25 psu水

槽区，海詣養生区を設け，手術後の貝を 2週間「養生」

し，それ以後は海閣で垂下養殖を行い，真珠品質を比較

した。その結果，低塩分区において，シミ・キズの無い

無キズ玉の出現率が改善される結果が得られた(図 7)。

現在，養生期間の短縮をはかり，低塩分養生効果の最も

顕著な時期や条件を詰めながら，漁業者に試験を実施し

ていただき，改良を進めている。また低塩分養生で低品

質真珠が減るメカニズムについても明らかにしていく予

閉殻力と真珠の巻きとの相関
間じアルファベットは有意室長無しを示す(P<0.05)。

(青木2011を改変)

形賞である事を示した。これらの成果をもとに閉殻カを

指標にして選択育種により作成した系統は三霊祭栽培セ

ンターで種苗生産され販売されている。

精子凍結保存技術開発

優良系統を育成して保存することは，育種を進めるた

めには必須である。しかし，系統を海面で継代飼育する

のには手間と労力がかかる上に，赤潮，貧酸素水塊の発

生，疾病等により，系統が失われる危険が常につきまと

う。そこで近大農学部太問教授とともに液体窒素による

アコヤガイ精子凍結法を開発した。アコヤガイの場合

は，魚類に比べ，切開法で得られる精子の運動率が低い

こと，十分な運動活性を維持する為には，凍結する際の

精液の温度の降下率の好適範閤がマガキに比較してかな

り狭いことなどが明らかになった。これらの結果をもと

に，精子を希釈する為の溶媒を検討し，精子の密度，凍

結条件を検討し，受精実験を行って，実用上問題ない解

凍後の精子受精能力を得る為の凍結条件を解明する事が

できた。さらに，凍結する際の温度制御を厳密に行う

により事業レベルの大容量精子凍結にも成功した。ま

た，凍結精子は新鮮精子に比較して，運動性や受精能が

かなり低下する。この原因を明らかにするため，凍結，

融解した精子の微細形態観察を走査型電子顕微鏡で行っ

た。その結果，凍結融解に際し，精子先体が損傷を受け

図4
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霞 7 陸上水槽養生実用化試験
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る高品質真珠の出現率の比較。(三重県渥美氏提供)

毘8 A: MSI60遺伝子が真珠袋上皮綴胞で発現してい
た個体から得られた真珠層真珠表面SEM像 B:
MSI31遺伝子が強く発現していた個体から得られた
稜柱層真珠表麗SEM像 scaJe 10pm 

定である。

アコヤガイ真珠品震と真珠袋上皮細胞における遺伝子発

現

挿核手術の際，外套膜上皮細胞を細切し，核と一緒に

ほ只の軟体部に移植すると，移植片上皮細胞が核にそっ

て伸長し「真珠袋」とよばれる上皮細胞シートが形成さ

れる。

挿核震後において，真珠袋上皮細胞ではいったん貝殻基

質タンパク遺信子は発現していない状態になる。すなわ

ち，挿核直後には，上皮細胞における遺伝子発現は非常

に低い状態になる。陸上で養生した場合， 2週間程度経

過すると，これらの遺伝子が発現し始める。ただし，上

皮細胞と核の開に配偶子や血球が多数侵入するような状

況になると，核の上に茶褐色のシミが形成される事につ

ながる。シミの上に，さらに稜柱層形成が真珠断固標本

でしばしば観察された。これらの死んだ細植に起闘する

物質が真珠基質タンパクの遺伝子発現を撹乱していると

思われる。真珠の品質と上皮細胞の貝殻基質タンパクを

codeする遺伝子群の発現パターンとの関に相関がある

事を見いだした。すなわち，真珠腐の構造タンパク遺伝

MSI60がdominantに発現している場合，肉眼では

真珠光沢は認められなかったが， SE班では六角形の真

珠層結晶が士服日正しく配列している様が観察された(悶

8A)。一方， MSI31という稜柱震を形成する構造タン

パク遺伝子が強く発現した個体では，稜柱層真珠(国

8B)タあるいは複合真珠といわれる商品価値の低い真珠

が形成されていることが明らかになった。挿核手術の際

に遊離した配偶子，中腸腺等の細胞が，真珠袋形成時に

核と上皮細胞の関のごくわずかな疎開に挟まり，血球に

よって処理される。その際に細胞の最が多いと細胞屑が

多く生じ，核表面に沈着し，真珠袋上皮細胞の遺伝子発

現の順番，発現パターンに悪影響を与えていると考えら

れる。
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