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アコヤガイ外套膜から分離した外面上皮細胞の移植による真珠形成

淡路雅彦， W 山本貴志，2柿 沼 誠，3永井清仁，2渡部終五4

(2014年2月24日受付， 2014年4月 24日受理）
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3三重大学大学院生物資源学研究科， 4北里大学海洋生命科学部

Pearl formation by transplantation of outer epithelial cells isolated from the mantle 

of pearl oyster Pinctada fucata 
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A method of forming pearls by tr・ansplantingouter εpithelial cells (OEC) isolated from the mantle of pearl 

oyst巴rPinctada fucata was investigated. Two methods, 1) injection of OEC around th巴pearlnucleus insert巴dbe-

for巴handand 2) insertion of the pearl nucleus carrying a small pit inoculat巴dwith OEC, were compared in terms 

of performance. As a result, method 2 had a higher pearl formation rate than method 1. With method 2, about 70% 

of the inserted nuclei formed the nacreous layer when OEC were inoculated at l×104 cells/nucleus. Next, OEC 

isolated from two types of pearl oyster that significantly differed in color (yellown巴ss)of the shell nacre wer巴mix-

ed at four different ratios, and the prepared OEC mixtures werεtransplant巴dby method 2 to investigat巴the

effects of th巴blendon the yellowness of harvested pearls. The yellowness of harvested pearls differed significant-

ly in accordance with the mixing ratio. 
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アコヤガイ Pinctadafucataをはじめとする真珠貝を

用いた真珠養破では，真珠貝の外套膜の貝殻形成の活発

な部分から切り出した小組織片（ピース）を貝殻で作っ

た真珠核と共に間種の異僧体（母貝）の体内に移植して

真珠を生産する。1）ピースにはその構成組織のーっとし

て，本来は外塞膜外側表面を覆い兵殻合形成する外套膜

外面上皮細臨（外頭上皮細胞）が含まれ，真珠が形成さ

れるには外面上皮細抱が真珠核を取り巻く櫨胞（真珠袋）

を形成することが必須である。2）真珠袋の形成は以下の

ように創傷治癒反誌と生体妨御皮誌が組み合わさって進

行する。まず移績に伴って母貝に生じる傷口は，遊走し

てきた血球が層状に重なって作る血球シートで議がれ，

その体表面側に局屈の表皮細胞が遊走し，血球シート内

には細抱外マトリックスが合成されるという一連の創傷

治癒過程を経て修復される。3）一方，傷口内にあるピー

スと真珠核は一連の創傷治癒反応、に加えて母貝の血球に

より異物と認識されて包間化され，周踏に厚い血球シー

トが形成される。真珠核に接するように移植されたピー

スでは，その外国上皮細胞が体表の創傷治癒の場合と同

様の挙動を示し，ピースから遊出して真珠核を取り巻く

血球シート表麗を遊走し，やがて真珠袋を形成する。そ

して本来の機能を再び発現して真珠核表面に真珠層をは

じめとする貝殻構造を形成する。3,4）以上のように真珠袋

形成には，ピースの外顕上皮細胞と母貝の鳳球が重要な

役割を果たす。一方，ピースを構成する組織のうち外面

上皮以外の組織は組織学的には識別できなくなり，ピー

ス由来の組織のほとんどは母貝体内で死滅し排除される

と考えられている04) 
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移植されたピースの組織のうち真珠袋の形成に重要な

のは外面上皮細胞であるので，ピースに換えて外面上皮

細胞と真珠核を母貝体内に移模しても真珠が形成される

と考えられる。先行研究ではアコヤガイ外喜膜をタンパ

ク質分解静素処理して得られた細胞や，組織培養条件下

でアコヤガイ外套膜組織片から遊出した細胞を，挿核し

た真珠核周囲に注射して移植し，成功率は低いが真珠が

形成されることが示されている。日）また，酵素処理と顕

微鏡下での解部操作で外面上皮細胞をシート状に分離，

採取できることが示されている。6）もし外面上皮細胞の

みを移植して効率よく真珠を生産することができれば，

通常のピースに含まれる死滅する組織を含まないので，

それらへの母貝の血球の遊走が誘起されず，真珠袋内陸

に縮抱屑が包み込まれる機会の減少と共に母貝の生理的

負担も低減し，真珠品質の向上に結び付くと予想され

る。3）また，形賓の異なる複数のどース貝から分離した

外面上皮細胞を混合して移植した場合，複数の形質を兼

ね備えた真珠を生産できる可能性も考えられる。さらに

将来的には，真珠品質に関して優良な形貿を持つ外部上

皮細胞を培養して増殖させ，それを移植して真珠生産に

用いることも考えられる。

外面上皮細胞の移植による真珠生産には以上のような

利点が考えられるが，真珠形成率の高い移植法は未開発

である。また予想される利点の実験的な検証も行われて

いない。そこで本研究ではアコヤガイ外面上皮細胞移植

による真珠形成法を，外面上皮細胞を注射して移楠する

方法（詮射法）と小さな穴を掘った核に外面上皮細胞懸

潟液を入れて移植する方法（穴あき核法） iこより検討し

た。また穴あき核法を用い，貝殻真珠層の黄色度の異な

るアコヤガイから分離した外面上皮細胞を様々な比率で

混合して移楠し，真珠黄色度への影響を検討した。

材料と方法

挿核，養生と養成人工採苗後2年目のアコヤガイ

(2年貝）を母貝として用い，生殖巣と収足筋の境界付

近（うかし）に挿核した。本研究の挿核は全て 1名の

技術者が行った。挿核後のアコヤガイは養生龍に入れて

三重県志摩市浜島町の真珠養殖場で垂下飼脊し，適宜養

殖寵を変えて養成した。

外套膜外面上皮細胞の分離外国上皮締抱の分離は

Awaji and Machii6lに従い，アコヤガイ 2年貝から切り

出した外套膜縁膜部を 1mg/mL硫艶カナマイシン

(11815-024, Life Technologies）を含む海産貝類用生理

塩類液（BSS,pH 7.5)7lで洗浄後， 1.25mg/mLディス

パーゼ（17105-041, Life Technologies）・ 0.5mg/mL 

コラゲナーゼ（034-10533，和光純薬工業）を含む BSS

(0.1 mg/mL硫酸カナマイシン含有）に入れ 25°Cで

6時間緩やかに振とうし，処理後の外套膜綴織片から外

菌上皮を実体顕微鏡下でピンセットを用いて剥離した。

得られた外面上皮を 0.4mg/mLヒアルロニダーゼ

精巣由来， 597-05343，和光純薬工業）を含む BSSで

洗浄し，それにより分散された外面上皮細抱を 150×g,

4 °C, 10分間違心し，得られた沈殿を BSSに懸j脅し

た。細砲数を次項の方法に従って計数し，残りの細胞怒

濁液を再度遠心して得られた沈殿を用い実験計画に町、じ

た細胞濃度の細胞懸渇液を調製した。

細胞計数法細胞懸濁液30または 50μLを0.4Mク

エン融一水和物（031-03492，和光純薬工業）・ 0.05%

クリスタルバイオレット（038-17792，和光純薬工業）

水溶液 0.5mLに加え室温で約 60分間撹持した後，そ

のまま血球計数蝶（ワンセルカウンター，バイオメデイ

カルサイエンス）に入れて計数した。

注射法による真珠形成

1. 脱核率低減法の検討注射法の予備試験におい

て，試験期間中に真珠接が体外に出てしまうこと（脱核）

が比較的多く観察されたため，脱核を防止する方法を検

討した。 2011年4月末に 2年貝のうかしに真珠核（直

窪4.5mm) 1個を挿核した。挿核後 12臼釘に材料貝を

20 ~間体ずつ 7 12互に分け，そのうち 312互に卵レシチン

液，別の 3区にザイモザン液，残りの 1区（対煎区）

はBSSを真珠核付近に注射した。住射液量は 20μL／個

体とした。卵レシチン液は卵製レシチン（126-00812,

和光純薬工業）を BSSに重量比 5: 5, 6 : 4, 7 : 3で加

えて激しく撹持した後，超音波ホモジナイ (Micro-

son MS-50, Heat Systems-Ultrasonics, INC.）で処理し

て濃度の異なる 3種類のエマルジョンを作成して注射

に用いた。ザイモザン液はザイモザン A (269-01493, 

和光純薬工業）を BSSに1,5, 20 mg/mLで懸潟し，

注射に用いた。注射には 29G針付 lmL注射筒（BDプ

ラスチパック 29G，日本ベクトン・ディッキンソン）

を用いた。そして注射 14日後に試験貝を掬殻し，各誌

の生残個体数，真珠核が体外に出た個体（脱接関体）の

数合計数した。また各区で真珠核を体内に保持していた

個体のうち 4錨体については，罷殻後に真珠核を含む

軟体部をデビッドソン液で潤定し，その後真珠桜を了寧

に除いて常法によりパラフィン包埋し，厚さ 5timの組

識切片を作成しヘマトキシリン・エオシン染色した。そ

して真珠核周囲の組織を透過型光学顕徴鏡（BX51，オ

リンパス）で明視野観察した。

2. 真珠形成試験 2011年5月末にアコヤガイ 2

貝のうかしに真珠核（直径4.5mm) 1偲を挿核した。

挿核後 13臼自に材料災を 20個体ずつ4症に分け，外

面上皮細胞念 0.46,4.6, 46×104細髄／mLの3種の濃度

で5mg/mLザイモザンを含む 20mMへペス（346-

01373，和光純薬工業）含有 BSS（ヘベス BSS, pH 

7.5）に懸渇し， 20ttL/ ｛間体を 3区の材料貝の真珠核周
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間に注射した。また残る 1区にはザイモザンを含まな

いへペス BSSに締魁を 4.6x104細抱／mLの濃度で懸濁

させた液を詮射した。在射は 1名の技術者が行った。

法射3か月後に試験貝を関殻し，生残個体数，脱核偲

体数を計数した。そして得られた真珠の表曲を実体顕微

鏡（MZFLill，ライカマイクロシステムズ）で観察し，

真珠層が形成されている珠（真珠層真珠），真珠層以外

の結晶や沈着物が形成されている珠（非真珠躍真珠），

真珠核表面に伺も形成されていない珠（白珠）に区別し

て計数した。

穴あき核法による真珠形成

1. 真珠形成試験真珠核（誼径4.5mm）にあらか

じめ真珠用穴あけ機で直箆 lmm深さ 0.5から l.Omm

の穴を一つあけておき（穴あき核），挿核時には穴に外

面上皮細胞懸渇液 lμLを入れて用いた。 2011年 10月

中旬にアコヤガイ 2年貝 150個体をお鯛体ずつに分

け，各個体のうかしに外面上皮細胞を入れた穴あき核 1

飼を挿核した。細胞懸潟液は細抱を 5mg/mLザイモザ

ン・へベス BSSまたはそれにアコヤガイコラーゲンを

濃度 1%で加えて粘性を高めた液に懸濁し，細胞濃度

0.1, 0.5, 1.0×1Q4細胞／μLに調整して合計6ほの実験

区を設定した。アコヤガイコラーゲンは外套膜から鵠製

しアテロ化・サクシニjレイヒしたものを制御木本製薬から

供与いただいた。 2012年 l月初めに試験貝を開殻し，

各区の生残個体数，脱核｛際体数を計数した。実験期間が

冬の低水温期で真珠層等の結晶層が薄く，肉践での観察

では結晶形成の判別が濁難な珠もあったため，得られた

真珠の表面合正立型金属顕微鏡で観察し（BX51，オリ

ンパス），真珠層真珠，非真珠膚真珠，自珠に!R別して

計数した。

2. ザイモザン濃度とゼラチン添加の影響の検

2013年5月中旬にアコヤガイ 2年貝 150個体を 30個

体ずつに分け，前述と同様に作成した穴あき核（直径

4.8mm）に外部上皮細胞懸潟液 lμLを入れ，各個体の

うかしに l伺挿接した。細胞は 0,1, 5 mg/mLザイモ

ザン・ヘベス BSSそして 5mg/mLザイモザン・ヘベ

スBSSに豚ゼラチン（TypeA,G2625, Sigma）を lま

たは 3%加えた液に細胞濃度4.7×104細胞／μLで懸濁

し，合計5区の実験区を設定した。挿該5か月後の 10

月中旬に試験只を開設し，生残個体数，脱核個体数を計

数した。そして得られた真珠を実体顕微鏡で観察し，

珠層真珠，非真珠層真珠，自珠に!R別して計数した。

3. 移植細胞数の検討 2013年5月中旬にアコヤガ

イ2年貝 60個体を 30個体ずつに分け，前項と同様に

穴あき真珠核（直径4.8mm）を用いて各僧体のうかし

に1偲挿核した。外面上皮細融懸濁液は 5mg/mLザイ

モザン・ヘベス BSSに細胞を 1.0×1Q4または 5.0×1Q4

細砲IpLで懸濁して作成し，合計2症の実験匿を設定

した。挿核5か丹後の 10月中旬に試験只を開殻し，生

残儲体数，脱核個体数を計数した。そして得られた真珠

在実体顕徴鏡で観察し，真珠膚真珠，非真珠層真珠，自

珠に区別して計数した。真珠層真珠についてはその痕径

をマイクロゲージ（SM-528，テクロック）を用い 0.01

mm単位で2か所測定してその平均値を真珠直径とし，

真珠直径と真珠核直径の差の二分のーを真珠の巻きとし

た。

貝殻真珠題黄色度の巽なる個体から分離した外面上皮

細胞の混合移植 2012年7月中旬に，側ミキモト真珠

研究所で選抜飼育されている只殻真珠層黄色アコヤガイ

（黄色個体） 15僧体および貝殻真珠属白色アコヤガイ

（白色伺体） 6個体から外面上皮縮問を分離して 0.lmg

/mL硫酸カナマイシン・ヘベス BSSに懸j埼し，細胞数

を計数して 10℃で一晩保存した。翠日に黄色個体と白

色個体の外面上皮細賠をその比率が 3: 0 （すなわち黄

色個体の細胞のみ）， 2:1,1:2,0:3 （すなわち白色僧

体の細胞のみ）となるように混合し，各混合液を l50xg,

4℃， 10分間遠心して得られた沈般を 6.0×1Q5細胞／μL

となるように 1%豚ゼラチン・ 5mg/mLザイモザン・

ヘベス BSSに懸渇した。そして穴あき真珠核（直径

4.5 mm）に l核あたり 1pLの細胞懸潟液を入れ，各区

30個体のアコヤガイ Z年貝のうかしに l個挿核した。

また真珠形成率等の比較のため通常の外套膜片と真珠按

（直径4.5mm）を用いた挿核も行い，アコヤガイ 2年

貝30僧体のうかしに 1個挿核した。挿核約5か月後の

12月初めに試験貝を開殻し，生残偲体数，脱核個体数

を観察した。そして得られた真珠を実体顕微鏡で観察

し，真珠層真珠，非真珠層真珠，白珠に区別して計数し

た。真珠層真珠については，真珠表面のシミの面積が全

体の 30%未満（A),30から 50%(B), 50%以上（C)

の3種に分類し， Aに区分された真珠の巻きを前項の

方法で，そして真珠黄色度を以下の方法で測定した。

真珠の黄極度（Yellownessindex, YI)は高速分光光

度計（CMS-35SP，村上色彩技術研究所）を用いて放

射輝度率を測定し， CIE（国際照明委員会） 1931表色

系により三刺激値（X,Y, Z）を求め， Jll上らおに従い

YIを以下の式で求めた。

YI= (l.250X -l.038Z) I y 

測定は D65光源， 2。視野，測定面積3×6mm，積分

球内で真珠全体を拡散照明する条件てや行った。

なお細抱を採取した貝の真珠層色についても放射輝産

率を測定し，黄色度を向様に求めた。そのための貝殻真

珠層試料は，右殻内面の真珠層部の中央腹縁付近を約

lOmm角に切り出し，外部の稜柱層を研磨により除去

して得た。測定は， D65光源， f視野，測定面積3×6

mm，自の背景色（校正用白色板）の条件で、行った。

統計学的検定統計学的検定にはエクセル統計2012
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（社会情報サービス）を用い，実験計画に応、じてカイニ

乗検定および残差分析，フィッシャーの正確確率検定，

コクラン・ア…ミテージ検定，コクラン・マンテル・へ

ンツェル法による検定，クラスカル・ウォリス検定とス

ティール・ドワス法による多重検定，スチューデント t

検定を適用した。

結果

注射法による真珠形成

1. 脱核率低減法の検討 BSSを注射した区では

射性日後までに 20個体中 1個体が死亡したが，他の

区では築死がなく生残個体数，脱核個体数は Fig.1の

ようになった。真珠核を保持していた場合，真珠核は挿

核した部位（うかし）付近にあった。投射液にザイモザ

ンを lまたは 5mg/mL加えた区では全ての儲体が真珠

核を保持していたが，他の区は脱核が観察された。また

卵レシチン区では一部の俗体の真珠核の周聞に淡黄色の

膿状に集合した血球が観察された。税核個体数の差をカ

イニ乗検定するため，コクランの規則を満たすように卵

レシチンを注射した 3区を一つに，またザイモザンな

注射した3尽を一つに結合して検定を行ったところ有

意な差があり（危険率 5%），残差分析でザイモザン注

20 

~ 15 
q》
(J) 

>-
0 

'Ci 10 
い

25 

~ 5 

。
5:5 6:4 7:3 1 5 20 BSS 

Lecithin (weight ratio) Zymosan (mg/ml) 

Pearl nucleus 
喜望Extruded

緩Remaining

Fig. 1 E丘:ectsof Zymosan and yolk lecithin inj巴ctionon 
the remaining of the pearl nucleus from the host p巴arl
oysters. BSS, balanced salt solution. 

射区は脱核率が有意に低く（危検率 1%），卵レシチン

注射症は脱核率が有君、に高い（危験率 5%）という結果

になった。

真珠核潟辺の組織像を Fig.2に示した。いずれの誌

も真珠核を取り巻く様に血球が集会しているのが観察さ

れ， BSS区とザイモザンIRでは血球が偏王子化し

し，真珠核を包囲するのが観察された（Fig.2a, b）。こ

れに加えて卵レシチン涯の一部の個体では真珠核周曲の

生嬢巣の結合組織に鼠球が多数浸潤するのが確認された

(Fig. 2c）。血球の周閤組織への浸潤は BSS区やザイモ

ザン涯では観察されなかった。

2. 真珠形成試験前項の実験において注射液にザイ

モザンを加えると脱核が少なくなることが示されたた

め，ザイモザン 5mg/mLを含む BSSに外面上皮細躍

を異なる細胞濃度で懸濁させて注射し，真珠形成試験を

行った。また，比較のためザイモザンを含まない区も設

した。試験終了時の生残個体数，脱核個体数は Fig.

3aのようになり，各実験j主聞に差があるとは雷えなか

った。また，ザイモザンの有無による脱核率の差は認め

られず（Fig.3a），前項の結果と奥なっていた。

形成された真珠についてはその表面を実体顕微鏡で説

察することで，真珠層真珠，非真珠麗真珠，白珠にIR別
することができた（Fig.4a-d）。自珠では真珠接表面が

挿桜前と変わらず全体に滑らかで光沢のあるもの（Fig.

4c）と，部分的あるいは全体に表面が粗く光沢が無く

なり若干変形しているもの（Fig.4d）が観察されたが，

区加せず白珠とした。各区の観察結果を Fig.3bに示し

た。 4.6×104細胞を注射しザイモザンの有無が奥なる 2

区では白珠の出現率に有意な差があり，ザイモザンを含

む場合は白珠の出現率が低くなった（フィッシャーの正

確確率検定，危険率 5%）。ザイモザンを含む注射液を

用い組組濃度を変えた場合，注射した細胞数が多くなる

に従い真珠膚真珠の出現率が有意に高くなり（コクラ

ン・アーミテージ検定，危検率 1%)' 46×104繍胞を

注射した場合 60%が真珠層真珠であった（Fig.3b）。

また 46x104細胞を注射した区では，自珠が採取された

Fig. 2 Effects of balanced salt solution (BSS), Zymosan and yolk lecithin injection on the tissues surrounding the inserted pearl 
nucleus: a, BSS; b, 20 mg/mL Zymosan BSS; c, yolk lecithin BSS emulsion (weight ratio 7 : 3). N, space occupied by the pearl 
nucleus；廷， hemocytelayers surrounding the pearl nucleus; T, testis; 0, ovary; astεrisk, a region where hemocytes p巴netrate
into the ovary. Scale口 50μm.
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number of out巴repithelial cells transplant巴dby injec司
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ing of the pearl nucleus; b，巴ffectson the typεof crys-
tals form巴don the surface of the pearl nucleus. BSS, 

balanced salt solution. 

体数は Fig.5aの結果となり，各実験区間に差があると

えなかった。採取された真珠の表面を顕微鏡観察す

ることで真珠層真珠，非真珠層真珠，自珠に区別するこ

とができ（Fig.6a-c），各区の観察結果を Fig.5bに示

した。ザイモザン 5mg/mLを含む BSSに縮臆を懸潟

させて移植した場合，移植細胞数が増加するに従い真珠

層真珠の形成率が有意、に高まり（コクラン・アーミテー

ジ検定， 1主険率 1%)' 1.0×104細胞／核を移擁した場合

45%が真珠層真珠であった。一方，細抱懸渇液にザイ

モザン 5mg/mLとともにアコヤガイコラーゲンを濃度

1%で加えた場合，ザイモザンのみの場合と比較して開

じ移植細胞数でも真珠麗真珠の形成率が有意に低くなり

（コクラン・マンテル・へンツェル法，危険率 5%),

1.0×104細胞／核の場合真珠層真珠は 14%であった。

2. ザイモザン濃度とゼラチン添加の影響の検討試

験終了時の 5区の生残個体数，脱核個体数は Fig.7a, 

真珠接表面の実体顕微鏡観察結果は Fig.7bのようにな

った。ザイモザン 1mg/mLを含む細胞懸濁液を使用し

た場合，他の区よりも脱核率が低く真珠層真珠の形成率

が高かったが，他の区と有意な差があるとは言えなかっ

た。ザイモザン BSSに1または 3%で豚ゼラチン令添

加して細抱懸潟液としても，税接や真珠形成に関し

Fig. 4 Examples of pearls harvested from host pearl oys-

ters transplanted with the outer epithelial cells by in-
jection: a, nacreous pearl; b, non-nacreous pearl; c, 

p巴arlnucleus without any crystals or surface deposits; 

d, seed pearls (arrowheads) h呂rvestedwith a pearl 

nucleus with a rough surface (asterisk). Scale= 1 mm. 

2個体と脱核していた 1個体の体内に微小な真珠層真珠

（ケシ真珠）が観察された（Fig.4d）。

穴あき核法による真珠形成

1. 真珠形成試験試験終了時の生残錨体数，脱核個
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には有意な差が認められなかった。また採取された珠に

占める真珠罵真珠の割合は移植細胞数 1.0および 5.0x 

104縮胞／核でそれぞれ 73%,94%となり，細胞数の多

外套膜上皮細胞の移植による真珠形成
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数，脱核個体数は Fig.Sa，真珠該表面の実体顕微鏡観

察結果は Fig.Sb，巻きの厚さは Fig.Scのようになっ

た。移様細胞数 1.0あるいは 5.0×104細胞／核におい

て，生残個体数，脱核個体数，そして真珠層真珠の巻き

。
a 

ω
一」ぬ
ω
C
M
O
」
＠
且

E
コZ

1 3 

Gelatin(%) 

Fig. 7 Effects of Zymosan and porcine gelatin concentra-

tion on pearl formation by the outer epithelial cells 

transplanted with the pearl nucleus carrying a pit. The 

outer epithelial cells w巴resuspended in Zymosan BSS 

with or without porcine gelatin and inoculated at 4.7 x 
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Fig. 6 Surface structur巴sof the pearls harvested from 

host p巴arloysters transplanted with the pεarl nucleus 

inoculated with the outer epithelial cells: a, nacreous 

layer with a typical arrangement of nacre tablets; b, 

non-nacreous lay巴r(prismatic layer in this case with 

typical polygonal crystals); c, without any crystals or 

surface deposits. Fine layered structur巴Soriginating 

from the pearl nucleus; d, nacreous p巴arlwith a dimpl巴

at the site of th巴pit (arrow). Scaleヱヱ30μm.
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shell nacre on pearl formation. The outer巴pithelialcells from pearl oysters with yε!low nacre (Y) and white nacre (W) were 

mixed at four different ratios, and transplanted to host oysters with the pearl nucleus cairying a pit. Transplantation of a mantle 

graft with conventional methods (graft) was also conducted to compare the performance. a, Effects on the remaining of the 

pearl nucleus; b, effects on the type of crystals formed on the surface of the pearl nucleus; c, effects on the grade of pearls classi-

fied by perc日ntageof the area with blemishes to the whole surface. For th巴gradesA, B and C, see the t巴xtand Fig. 10; d, effects 

on the thickness of the pearl layer of the pearls classified as grade A. Numbers in the columns indicat巴thesample size, and bars 

indicate 95% confid巴ncelimits of the average. 
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Fig. 10 Grading of nacreous pearls by the extent of blemishes (arrowheads): a, grade A. Per℃entage of th巴areawith blemishes to 

the whole surface is less than 30%; b, grade B. 30 to 50%; c, grade C. More than 50%. Scale= 1 mm. 

10.7土5.7(n=6）となり， YIに有意な差が認められた

（スチューデント t検定，危険率 0.1%）。この差は目視

による観察でも判別可能であった。黄色個体と白色錨体

の外面上皮細胞を混合移植した 4区と通常のピースを

用いて挿核した区の生残個体数，脱核個体数は Fig.

9a，真珠核表面の観察結果は Fig.9b，真珠麗真珠をシ

ミの面積により分類した結果は Fig.9c，巻きの厚さは

い方が高くなったが有意な差があるとは言えなかった。

真珠層真珠の表面には，真珠核に穴をあけた部分に浅い

くぼみが認められた（Fig.6d）。

貝殻真珠層黄急産の異なる個体から分離した外面上皮

細胞の混合移植外套膜外面上皮細胞の分離に用いたア

コヤガイの兵殻真珠層の黄島度（YI)の平均値会標準

偏差は，黄色鯛体が 33.0± 6.6 （η＝ 15），白色個体が
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Fig. 9dとなった。またシミの面接により品賞をAから

Cに分類した真珠震真珠の例を Fig.10に示した。脱駿

個体数，結晶形成の状況，シミの面積において，混合移

植した各陸間で有意な差があるとは言えなかった。また

巻きの厚さは黄色個体と白色個体由来の外面上皮細胞の

混合比を 2: 1とした区（Fig.9d, Y2 + Wl）の平均値

がやや高かったが，他の混合移植区と有意な差があると

えなかった。また混合移植の各区と通常の挿核をし

た広間でも各測定項践に有意な差があるとは言えず，

6.0×105細胞／抜の混合移植で通常の挿核法と同じ程度

の真珠形成が可能であった。シミの面積が少なく品賞

Aと評価された真珠層真珠の黄色度測定結果は Fig.11 

のようになった。黄色個体と白色偲体由来の外面上皮細

胞の混合北に応じて真珠黄色度が有意に変化し（クラス

カル・ウォリス検定，危険率 5%），黄色個体由来細胞

の比率が高い区の真珠黄色度が高くなる傾向が認められ

た。特に黄色個体由来縮抱と白色個体由来細胞の混合比

を2:1とした区（Y2+Wl）は，白色僧体由来細抱の

みの区（YO+W3）より真珠黄色度が有意に高くなった

（スティール・ドワス多重検定，危険率5%）。この黄色

度の差は呂視による観察でも判別可能であり， YO+W3

IRで形成された真珠は医視で白色と評価されるものであ

った。

考 祭

アコヤガイなどの真珠貝を用いた真珠養殖では，母貝

にピースと真珠核を移植して真珠を生産する。その際，

移植されたピースに含まれる外面上皮細胞は移植後も生
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き残って真珠核を包む真珠袋てと作り，ピースに含まれる

他の組織は死滅すると考えられているJ本研究では

ピースに換えて外套膜から分離した外面上皮細胞を移植

した結果，注射法，穴あき核法共に適切な数の外面上皮

細胞を移植すれば真珠麗真珠が形成されることが明らか

になった。現在のところ，外部上皮細胞を特異的に識別

する簡便な方法が無いため，各実験で用いた繍胞懸潟液

中の外面上皮細抱の比率は正確には明らかでない。しか

し移植に用いた細胞は外套膜外部上皮をシート状に剥離

したものから調製されており， 6）高い割合で外国上皮細

闘が含まれていたと考えられる。また先行研究で和田5)

はアコヤガイ外套膜をタンパク質分解酵素（プロナーゼ）

で処理して得られた細胞を真珠核周囲に並射して移摘

し，採取された珠の 1から 8%が真珠膚真珠であった

と報告している。今回の投射法で得られた結果はこの結

果よりも真珠層真珠の形成率がはるかに高い。移摘した

細胞中の外面上皮細胞の北率の高さや，真珠袋形成に卜

分な細胞数を移植したことが真珠層真珠の形成率向上に

結び付いたと考えられる。

実験に用いた外面上皮細胞は，外套膜緑、模部のうち真

珠養殖でピース作成用に使われる部分から分離した。そ

の部分には，貝殻稜柱痛の基質タンパク質遺伝子を発現

する外面上皮細抱と，宍殻真珠層の基質タンパク質遺伝

子を発現する外面上皮細胞が含まれ，それらの分布域が

明瞭に分かれていることが報告されている。9）このよう

な貝殻形成機能の異なる 2種類の外部上皮細胞が真珠

袋合形成した際，それぞれどのような機能を再発現する

のかは明らかでなく，これら 2穣類の細胞の構成比の

より真珠層真珠の形成率などに影響が出る可能性は

否定できない。しかし一連の実験において縁膜部の切り

出しは毎回同じ部位となるように行い，複数個体の外套

膜から分離された外面上皮細抱は洗浄の過程で十分に混

合されており，一つの実験内では全ての実験区に均質な

外面上皮細胞が移植されていたと予想される。したがっ

て一つの実験内で観察された真珠層真珠の形成率の援な

どは，移植された細胞の組成の差によるものではないと

判断できる。

税核訪止法の検討において，あらかじめ真珠核のみを

挿核し 12日後にザイモザンを 1または 5mg/mL含む

BSSを真珠核周囲に注射すると脱核率が抵下すること

が明らかになった（Fig.1）。実験に用いたザイモザン

は，生体防御反応、の一種である血球の叢食反応、を誘起す

る粒子としてアコヤガイの生体訪御機構の研究に使われ

ており， 101今回の実験においても母貝に投与されること

で， BSSのみの在射よりも母貝鼠球の貧食反応や真珠

核開閉への遊走を強く誘起する効果があったと予想され

る。組織像では，ザイモザン症と BSS区の差は明瞭で

はなく，真珠核を取り巻いて血球がi隔エ判ヒして重層し，
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血球シートを形成していた（Fig.2a, b）。これは

Suzuki et al.11lが生殖巣に真珠核のみを挿核したアコヤ

ガイで観察している，無頼粒血球による血球シートに棺

る構造と考えられる。一方，卵レシチン区は真珠核

を取り巻く血球シートと共に周囲の生殖巣結合組織に多

数の血球が浸潤している組織像が観察され（Fig.2c), 

一部の個体で真珠該の周閤に膿状に集合した血球が観察

された。船越10）は人為的に誘起したアコヤガイタト套膜

の炎症皮応の血球遊出掛において，主に穎粒血球一Iで

構成される醸が炎症部に出現し間じ種類の血球が組織中

に浸潤するのを観察しており，卵レシチン区で観察され

た血球の浸潤や膿も穎粒血球－Iによるものと推定され

る。このように投与物質により母貝の生体防御反応、に違

いが生じ，卵レシチン藍で税核偲体数が多い結果に結び

付いたと考えられる。

注射法による真珠形成試験では，注射液中のザイモザ

ンの有無は脱核個体数に影響しなかったが，自珠数はザ

イモザンを添加した区で有意に減少した（Fig.3）。ザ

イモザンの有無が脱核個体数に影響しなかった点は脱核

防止試験の結果と異なるが，外面上皮拙贈を懸濁させた

ことによる組織屑等の混入や死滅する外面上皮細胞がザ

イモザンの添加と同様の効果をもたらした可能性が考え

られる。一方，自珠数の減少はザイモザン添加により

珠袋の形成が促進されたことを示すと考えられる。外面

上皮細胞が真珠袋を形成する際には，真珠核を取り巻く

血球シートの表層と真珠核の間を遊走することが知られ

ている04）従ってザイモザン添加による血球シート形成

の促進が真珠袋形成促進にもつながった可能性が考えら

れる。

以上のように注射法の検討では，外関上皮細胞の移植

で真珠が形成されることが示されたのに加え，真珠核の

保持や真珠袋形成に母貝の生体訪御反J;f,；が深く関与する

ことを示唆する結果が得られた。現行の真珠生産法で

は，真珠核とピースの移j憶により生じる傷で母貝の創傷

治癒皮応、が誘起される。またピース内の筋肉など外面上

皮細胞以外の組織が死滅する過程でも母宍の生体防御反

応、，特に血球シートによる真珠核，ピースの包囲化や死

滅組織の貧食が強く誘起される。このような母貝の反応、

が脱核を防ぎ真珠袋形成を促進する役割を果たすことは

従来から予想されていたが，3）実験による検討は行われ

ていなかった。外面上皮細胞を移植して真珠を生産する

場合，ピースを移植する現行法と比較して母兵に誘起さ

れる生体防御茂首、がSJSJ＼，、可能性があり，それを適度に調

節する技術が重要と考えられる。また本研究では注射

法，穴あき核法ともに，真珠接表面に結晶等が形成され

ず表面が粗くつやの無い真珠接も採集され，このような

珠は白珠に区分した（Fig.4d）。このような珠が生じる

原閣は明らかでないが，挿核後の生体防御反応、などによ

り母貝体内で真珠核表面が溶解した可能性が考えられる。

外部上皮細胞の移植により真珠袋が形成されるには，

移植された網臨が真珠核と接触し，血球シート表面を遊

走できることが必要である。注射法を用い 46x104細胞

／間体を移植した場合，母異体内にケシ真珠が観察され

た（Fig.4d）。このケシ真珠は，移植された外面上皮細

胞のうち真珠核に接触できなかったものが他所に真珠袋

を形成してできたものと考えられる。この観察に基づ

き，移植された外面上皮細胞が真珠核と確実に接触する

ように穴あき核法を考案した。その結果，注射法では

46×104細胞／個体の移植で真珠麗真珠形成率が約 60%

であった（Fig.3b）のに対し，穴あき核法では 1.0か

ら5.0×104細胞／核の移植で真珠！嘗真珠形成率が約45

から 94%となり（Fig.5b, 7b, Sb），穴あき核法を用い

ると注射法より少ない移植細胞数で真珠層真珠が形成さ

れることが明らかになった。この結果は移植された細胞

と真珠核の接触率が向上したことに起因すると考えられ

る。このように穴あき核法を用いることで，上皮細胞移

横による真珠形成を比較的効率良く行うことが可能とな

っfこ。

穴あき核を用いた真珠形成試験においては，挿核作業

の過程で真珠核の小穴に入れた細抱懸潟液が失われない

ように，細臨懸濁液にアコヤガイコラーゲンあるいは豚

ゼラチンを含ませて粘性を高め，その影響を検討した。

その結果，アコヤガイコラーゲンを添加すると真珠層真

珠の形成率が有意に低下したが（Fig.5），豚ゼラチン

の添加ではそのような影響はなく（Fig.7），細胞懸濁

液に混ぜるには豚ゼラチンの方が適していた。アコヤガ

イコラーゲンの添加で真珠層真珠の形成率が低下した原

密は明らかでないが，外面上皮細胞やザイモザンがアコ

ヤガイコラーゲン中に懸潟したことで，それらが誘起す

る母貝の生体防御反応、が弱まった可能性が考えられる。

貝殻真珠層の黄邑度が異なる個体（黄色伺体と白色伺

体）から分離した外面上皮細胞の混合移植では，黄色個

体由来の細胞の比率が高いほど形成された真珠の黄飽度

が高い傾向が認められ，寅説個体2：白色個体 1で混合

した区と黄色錨体O：白色個体3で混合した区では真珠

黄色度に有意な差が生じた（Fig.11）。アコヤガイ貝殻

真珠層の黄色度の差は真珠層に含まれる黄色色素の量の

差に基づくことが知られており， 12）黄色色素は外套膜で

産生され兵殻に分泌されると推定されている。13）また兵

殻真珠層の黄色度は遺伝性が高いことが知られてお

り， 1315）貝殻真珠層の黄色度が高い個体や選抜系統の外

套膜から採取したピースを用いて真珠を生産すると，

色度の高い真珠が形成されることが示されている。13-15)

今回の混合移摘の実験結果はこれらの知見から予想され

る結果と一致している。混合移植で得られた真珠層真珠

の表面を実体顕微鏡で観察したが黄色部と白色部の斑文
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様などは観察されなかった。従って移植された外頂上皮

細魁はほぼ均等に混合して真珠袋を形成し，細胞の由来

に応じて黄色色素の産生，分泌を行った結果，真珠層真

珠の黄色度が変化したと推定される。和田15,16）は兵殻真

珠層色選抜系統の只殻重量やそれらをピース貝として生

される真珠の重量を比較すると，黄色度の高い系統の

方が貝殻や真珠が重いことを報告し，黄色色素の代語と

貝殻の成長量が関連する可能性を指摘している。しかし

今回の実験では混合移摘の各医開で真珠層真珠の巻きに

有意な差は認められなかった（Fig.9d）。このことから

少なくとも今回観察された真珠黄色度の差は巻きの差に

起因するものではないと考えられる。

混合移植の結果は，異なる儲体から外面上皮細胞を分

離して移植した場合，特定の個体の細胞だけが生き残る

ような現象は通常は起こらないことを示すと考えられ

る。すなわち真珠品質に関し異なる違法形質を持つ複数

のピース貝から外面上皮細胞を分離して混合移摘した場

合，それぞれのピース貝の綿胞が共存して真珠袋を形成

する可能性が高い。真珠の品質を決める要悶のうち，

色，巻きなどは挿核に用いたピースの影響を受けること

が知られている。13-15,17,18）そしてこれらの知見に基づき

ピース兵の遺伝的改良が進められ，優良な色彩の真珠を

生産するのに適するピース貝系統などが作成されてお

り， 15,17,l自）ピース貝の改良は今後さらに進むと予想され

る。このような擾良なピース貝から外面上皮掘胞を分離

して混合移植した場合，形質の組み合わせによっては擾

良形繋が共存した高品質な真珠の生産が可能になると期

待される。

混合移植の実験ではピースと真珠核による通常の挿核

を行う区も設け，生残僧体数，脱核個体数，真珠層真珠

数，巻きについて穴あき核法と比較した。その結果，こ

れらの項目において穴あき核法と通常の挿接方法とで有

意な差が認められなかった（Fig.9）。現行の挿核法に

おいてアコヤガイ 2年兵をピース貝とした場合， lf周体

から切り出した外套膜縁膜部から通常約 40鱈のピース

を準備することが可能である。一方， 2年貝の外套膜縁

膜部からは外面上皮細胞数が通常2x106個程度分離で

きる。今回の実験において穴あき核法で 1 から 5 × 10~

細胞を移槌した場合，真珠膚真珠形成率は約 45から 94

%であった（Fig.5b, 7b, Sb）。この程度の数の細胞を

移植する場合，ピース貝 1{国体から真珠核40から 200

個分程度の細胞を準備できることになる。このように穴

あき核法による外面上皮細胞移植では，移植細胞数を最

適化することで一個体のピース貝から従来の挿核法より

も多くの真珠を生産することが可能になると予認される。

以上のように外面上皮細胞移植による真珠形成には混

合移植による優良形質の共存や移様細胞数の最適化など

の利点が予想されるが，本研究で考案した穴あき核法に

よる移植では真珠核の穴の位置：に浅いくぼみのあ

が形成される（Fig.6d）。従って実用に用いるためには

さらに外面上皮細胞移植法を改良する必要がある。また

外面上皮細胞以外の組織の移植が減ることで，真珠袋内

腔に細胞屑が包み込まれる機会の減少や母貝の生理的負

担の低減を予想したが，生残錨体数，脱核個体数やシミ

の形成は通常の挿核法と差があるとは言えなかった

(Fig. 9）。この点についてはさらに倒体数を増やして検

討する必要がある。そして将来的に実際の真珠養殖に応

用するには，費用，手間，収益などコストパフォーマン

スの向上を留指した技術改良が必要であろう。こうした

真珠養殖への実用的な応用とともに，外部上皮細胞移様

による真珠形成は，近年念、速に情報が増えて額心が高ま

っている真珠形成過程での母貝とピース貝の遺伝学的・

生理学的関係や， 20,21）真珠袋形成過程での締抱機能の変

化，22）挿核に伴う生体防御反応、などを細臨レベルで研究

するための新しい実験手法としても利用できる。そのよ

うな研究を通じて，高品質な真珠が形成される機構の細

胞レベルでの理解が進むと期待される。
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アコヤガイ外套緩から分離した外面上皮級胞の移援による真珠

形成

淡路雅彦（水研セ増養鑓研），山本貴志（ミキモト真珠研），

柿沼 誠（三重大院生資），永井清仁（ミキモト真珠研），

渡部終五（北史大海洋）

アコヤガイ外套l撲から分離した外面上皮細胞（上皮細胞）の

移植による真珠形成法を検討した。また貝殻真珠層黄色度が異

なる俗体から得た上皮細胞を混合して移植し，形成される真珠

の黄色皮を緩察した。その結巣，事前に移摘した真珠核周囲に

上皮細胞を注射するよりも，真珠核にあけた小穴によ皮細胞を

入れて移織する方が少ない移植細胞数で真珠形成が進み，約 1

万網漁／；真珠核の移植で真珠核挿入貝の約 70%が真珠隠真珠

を形成した。貝殻真珠臆黄色度が異なる偲体から得た上皮細胞

の混合移植では，混合比に応じて真珠の黄色度が変化した。

日水誌， 80(4)' 578-588 (2014) 
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