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緒　　　　　言

カドミウムは、生体にとって有害で、過去に環境汚染問

題の原因となったﾞ嫌われ元素″の代表格とされており、

イタイイタイ病への関与などが代表的な中毒事例として報

告されている1）。しかし、一口に有害性といっても毒性

の発現機構は単純ではなく、量、化学形態や存在部位、更

には微量元素間の相互作用によって大きく影響されること

が明らかになってきている。

一方、ある種の海洋生物は、汚染とは無関係に、有害な

カドミウムを体内に蓄積することが知られており、スルメ

イカ肝臓中には、湿重量あたり100ppmを超えるカドミウ

ムを含んでいることが報告されている2、3）。こうしたこと

から、海洋生物に含まれるカドミウムの存在形態や毒性、

更には蓄積機構や生理的意義などに関心が寄せられてきて

いる。また本道の主たる水産資源の一つであるホタテガイ

に於いても、゛ウロ〝と呼ばれる中腸腺と貝柱側面に付着

している腎臓（図1）に、高濃度のカドミウム等の重金属

が蓄積する4）とされているが、その存在形態、蓄積機構や

生理的意義に関する研究は、殆どなされていなかった。更

に生産量の増大に伴い、その廃棄処理、或いは加工残滓等

の副産物の有効利用（飼肥料化等の）開発を推進する上で、

それら軟組織に蓄積する重金属の除去処理が重要な課題と

されており、基礎的研究の必要性が指摘されている。本研

究では、カドミウム等の重金属が顕著に蓄積される中腸腺

に着目し、重金属の海域別及び月別変動、更にはそれらの

存在形態に関する実験を行ったので報告する。

Fig. 1 Anatomical Chart of Scallop



実　験　方　法

1．試　　料

ホタテガイは、噴火湾（内浦湾、北海道渡島半島東）海

域に於いて耳吊り方式により本育成に入った2年貝、及び

オホーツク海南部海域に於いて地撒き方式で養殖されてい

る4年貝を採取し、実験に使用した。本実験に供した中腸

腺試料は、水揚げ直後に現地で解体摘出し、ドライアイス

で凍結した状態で当所に搬入し、使用時まで－80℃で保存

した。採取年月日は、噴火湾海域が1991年7月10日、8月

22日、9月24日、10月21日、11月20日、12月19日、1992年

1月22日、2月18日、3月26日、そしてオホーツク海南部

海域が1992年4月16日、5月12日、6月12日、7月14日、

8月11日、9月9日、10月8日であった。

2．中腸腺内重金属の海域別及び月別変動

中腸腺6個を別々に分取し、湿重量を測定後、硝酸20

ml、過塩素酸2ml、硫酸1mlを加え、湿式灰化を行った。

灰化後、非分解物（珪酸物と考えられる）をガラスフィル

ターを用いてろ過し、超純水を用いて定容した。カドミウ

ム及び必須微量元素である亜鉛及び銅についてバリアン

SpectrAA－300フレーム原子吸光光度計で測定した。

3．中腸腺可溶性画分中に含まれる重金属の割合

中腸腺3個を別々に分取・秤量し、2倍量（v／w）の100

mMトリス塩酸緩衝液（pH8．6）を加えた後、ポリトロン

を用いて90秒間破砕し、10，000gx30minで遠心分離し、

更に110，000gx60minで超遠心分離を行い可溶性画分を

得た。得られた可溶性画分を超純水で希釈後、カドミウム、

亜鉛そして銅濃度を原子吸光光度計で測定した5）。本実

験では、両海域で採取された全ての試料について行った。

4．中腸腺可溶性画分のゲル濾過

中腸腺内に蓄積されたカドミウムの存在形態とその海域

差を調べるために、方法3によって得られた可溶性画分を、

0．8及び0．45μmの低吸着性セルロースアセテートフィル

ターを用いて色素粗粒子を除去した後、Sephadex G－75

を用いたゲル濾過に供した。溶出された各フラクションの

280nmの吸光度を日立260－10分光光度計で、そして重金

属濃度を原子吸光光度計で測定した5）。

本実験では、1992年1月に採取された噴火湾産2年貝と、

同年7月に採取されたオホーツク産4年貝を用いて行った。

5．ホタテガイ中腸腺内カドミウム結合物質の月別変動

中腸腺内カドミウム結合物質の月別変動の有無を確認す

るため、方法4により得られた可溶性画分をSuperose12

を用いたスクリーニングを行い、溶出された各フラクショ

ンのカドミウム濃度を原子吸光光度計で測定した5）。本

実験では、噴火湾産ホタテガイを用いて行った。

実　験　結　果

1．中腸腺内重金属の海域別及び月別変動

噴火湾海域産及びオホーツク海南部海域産ホタテガイ中

腸腺重量の月別変化を図2に示した。噴火湾産ホタテガイ

の成長速度は非常に早く、2年貝で出荷可能な大きさに達

し、その中腸腺湿重量は、前月よりも小型の試料が搬入さ

れた92年1月を除き、ホタテガイの成長に伴い急激に増加

する傾向が認められた。一方、オホーツク海産のホタテガ

イは、噴火湾産と比較して成長が遅く、4年経過しないと

Fig. 2 Monthly Changes of Scallop Hepatopancreas
Weight



出荷可能な大きさに達しないとされている。当地区の4年

貝の中腸腺重量は、4月から10月までの採取期間を通して

むしろ減少する傾向が認められた。

噴火湾海域産とオホーツク海南部海域産ホタテガイ中腸

腺のカドミウム、亜鉛そして銅の絶対量及び濃度の月別変

動を、それぞれ図3と図4に示した。噴火湾産の中腸腺に

含まれるカドミウム量は、測定期間全域にわたって概ね増

加する傾向が認められた。測定期間中の最低値は7月の

62．1μg、そして最高値は翌年3月の182．5μgで、3月の値

は7月のおよそ3倍にまで達していた。一方、カドミウム

濃度は秋期にかけて高濃度に達し、10月に70．2μg／gを示

した後減少し、2月に13．0μg／gの最低値を示した。測定

期間中の平均値は、39．7μg／gとなり、多量のカドミウム

の蓄積が認められた。亜鉛量は、カドミウムと同じく測定

全期間にわたって、即ち成長に伴って増加する傾向が認め

られた。亜鉛の最低値は7月の41．1μg、最高値は3月の

199．5μgで、3月の値は7月の値のおよそ5倍にまで達し

ていた。また亜鉛濃度は、10月に最高値の38．9μg／gを、

2月に最低値の13．7μg／gを示したものの、全体としては

大きな変動は認められず、ほぼ一定に保たれていた。銅量

は、先の2種の重金属とは異なり、10月に最低量9．1μgを

示した後増加し、3月には最高値42．8μgに達した。月別変

Fig・3 Monthly Changes of Metal Contents in Scallop
Hepatopancreas Fig. 4 Monthly Changes of Metal Concentration in

Scallop Hepatopancreas



動からみると、10、11月と減少傾向があったものの、全体

的には成長に伴って増加する傾向が認められた。また、銅

濃度は、7月に最高値10．9μg／gを、2月に最低値3．13μg／g

を示したものの、大きな変動は認められなかった。

一方、オホーツク海産のホタテガイ中腸腺内重金属量及

び濃度の月別変動では、まずカドミウム量は、全体を通し

て大きな変動は認められなかったものの、6月に282μgと

最高値を示していた。しかしカドミウム濃度は秋期に向か

い増加傾向を示し、9月に最高濃度55．7μg／gに達した。

測定期間中の平均値は38．3μg／gで、オホーツク海産に於

いても多量のカドミウムの蓄積が認められた。また亜鉛量

は、6月に305μgと最高に達し、その後秋期に向かって急

激に減少し、9月には127μgとなった。そして亜鉛濃度は、

6月に34．2μg／gと最高値を示したものの、全体としては

大きな変動は認められなかった。銅量は、亜鉛の月別変動

と同じく、6月に61．4μgと最高に達した後減少し、10月に

21．7μgとなった。また銅濃度は、夏期に増加する傾向が認

められ、7月に8．74μg／gを示し、10月には3．86μg／gまで

減少した。

以上の結果から、本実験で用いた2海域のホタテガイの

中腸腺にも、多量のカドミウムが蓄積されており、特に秋

期に濃度が高いことが明らかとなった。またカドミウムの

みならず亜鉛と銅量も、ホタテガイの成長に伴って増加す

る傾向が認められた。

2．中腸腺可溶性画分中に含まれる重金属の割合

両海域で採取された全ての試料の中腸腺内可溶性画分中

のそれぞれの重金属量を、中腸腺全体のそれぞれの重金属

量に対する割合で示した結果を表1に示した。カドミウム

は全体量の73．1％が、亜鉛は50．9％、そして銅は67．0％が

可溶性画分中に存在していた。また可溶性画分中の重金属

割合には、顕著な季節変化や地域差は認められなかった。

以上の結果から、中腸腺に蓄積される大部分のカドミウム

は、常に可溶性画分に存在していることが明らかとなった。

3．中腸腺可溶性画分のゲル濾過

中腸腺に蓄積されるカドミウムのおよそ7割が可溶性画

分中に存在していることが明らかとなった為、その画分に

注目してカドミウムの存在形態とその地域差に関する実験

をSephadex G－75を用いて行った。噴火湾海域産及び

オホーツク海南部海域産ホタテガイ中腸腺可溶性画分のゲ

ル濾過パターンを、図5に示した。なお色素粗粒子を除去

する為に行った低吸着性セルロースアセテートフィルター

濾過による重金属の回収率は、全て90％以上であった。

両海域とも、280nmの吸光度及び重金属濃度の最大値

は、排除体積（ボイド容量：溶出量290ml）で認められた。

280nmの吸光度は、排除体積以降なだらかに減少し、溶

出量450mlでは殆ど吸収は認められなくなったが、溶出量

700mlで中腸腺内に存在する夾雑物や遊離のアミノ酸によ

ると思われるピークが認められた。

カドミウム濃度は、両海域とも排除体積以降肩を有しな

がら減少し、溶出量340mlで第二のピークを、そして溶出

量420mlで第三のピークを示した。第二のピークの分子量

はおよそ4万、第三のピークの分子量は3万と推定された。

Table 1 Ratio of Cytosolic Content to Whole
Content of Metals in Scallop Hepato-
pancreas

Fig. 5 Elution Profiles of Gel Filtration on a
Sephadex G-75 of Cytosol from Scallop
Hepatopancreas



このことから、中腸腺内に多量に存在しているカドミウム

は、両海域産とも分子量8万以上の高分子から3万程度ま

での、極めて広い分子量範囲の物質と結合して存在してい

ることが明らかとなった。

亜鉛濃度のパターンについても、両地区の違いは認めら

れず、排除体積以降肩を有しながら減少し、溶出量410ml

で小さな第二のピークを、そして溶出量530mlでかなり明

確などークを示した後、減少した。第二の小さなピーク及

び第三のピークの分子量は、それぞれおよそ3．5万と1万

程度で、分子量と280nmの吸収を有しないという化学的

特性6）から、後者のピークはメタロチオネイン様蛋白質

であると考えられた。

一方、銅濃度のパターンは、両地区とも排除体積以降な

だらかに減少し、370mlで僅かに増加していたが明確なピー

クを示さなかった。しかし、オホーツク海産の排除体積で

溶出される銅濃度は、噴火湾産のおよそ2倍であり、吸光

度やカドミウムそして亜鉛濃度に関して両海域で著しい違

いが認められなかった中で、唯一地域差が認められた。

以上の結果から、重金属濃度のパターンは、排除体積で

最大値を示し、その他にカドミウムで二つ、亜鉛で二つ、

そして銅で一つのピークの存在が確認され、それらのパター

ンに地域差は認められなかった。またカドミウムの分子量

およそ4万と3万の二つのピークは、亜鉛及び銅のピーク

から明らかにずれていた為、カドミウムと特異的に結合し

Fig. 6 Monthly Changes of Cadmium-binding Biomolecules in Cytosol from Scallop Hepatopancreas



得る生体物質の存在が明らかとなった。

4．ホタテガイ中腸腺内カドミウム結合物質の月別変動

Superose12を用いたカドミウム結合物質の月別変動に

関する結果を図6に示した。カドミウムは全ての時期を通

じて広い分子量範囲の物質と結合して存在しており、その

主たるカドミウム結合物質は、分子量65万と10万の物質で

あることが明らかとなった。これらの高分子物質は、

Sephadex G－75を用いたゲル濾過で認められた分子量8

万以上のピークを構成するものと考えられ、また分子量4

万及び3万のカドミウム結合物質は、本法では明確なピー

クとして認められなかった。更に、分子量65万と10万のピー

クは、中腸腺のカドミウム濃度の季節変化に同調して増減

することが明らかとなった。

考　　　　　察

本研究により、北海道沿岸で養殖され、市場に出荷され

ているホタテガイ中腸腺にも、多量のカドミウムが蓄積さ

れ、その濃度には季節変化が認められ、特に秋期に高濃度

のカドミウムが保持されることが明らかとなった。また急

激な成長が認められる噴火湾産ホタテガイの成長度合い

（中腸腺湿重量のみならず殻高や総重量も）と中腸腺に含

まれるカドミウム量の月別変動を比較してみると、成長に

伴いカドミウム量は増加し、特に著しい成長を示す冬期

（1～3月）に顕著な増加を示すことが確認された。この

カドミウム量の成長に伴う増加傾向は、Evtushenkoら7）

のピヨトール大帝湾に於ける観察とほぼ一致していた。し

かし、中腸腺内カドミウム濃度の月別変動は著しく増減し

ていた。この量と濃度の相違は、外界のカドミウム濃度の

変化と、中腸腺の成長に伴って吸収蓄積されるカドミウム

の割合との違いに基づくものであると推測された。

カドミウムは、生体内に取り込まれると、種々の亜鉛酵

素の亜鉛と置換し酵素活性を著しく障害し、生体に多大な

ダメージを与えるとされている重金属であり、カドミウム

の蓄積は生体にとって有害であると考えられる。しかし、

ホタテガイは、海水中に極微量（非汚染海域での一般的な

濃度は0．1ng／ml8））しか含まれていないカドミウムを、お

よそ100万倍も濃縮し、中腸腺内に蓄積していることから、

カドミウムは生体内で無毒化されているか、或いは有効に

活用されている可能性もあるが、これらの点については不

明である。

本実験に用いた両海域のカドミウム濃度の測定期間中の

平均値及び最高値は、噴火湾産で39．7μg／g及び70．2μg／g

（91年10月）で、オホーツク海産では38．3μg／g及び55．7

μg／g（92年9月）であった。最高値は、前海域の方が、

およそ1．3倍高値を示したが、平均値及び増減の季節的傾

向は、概ね一致していると考えられた。噴火湾は親潮系と

対馬暖流系に属し、一方オホーツク海南部海域は対馬暖流

系に属しているにもかかわらず、ホタテガイ中腸腺のカド

ミウム濃度の平均値と季節変動が概ね一致したことは、本

道の他の海域産のホタテガイについても同様の傾向がある

ことを示唆していると思われた。

亜鉛及び銅量の月別変動をカドミウムと同じように、ホ

タテガイの成長度合いと比較してみると、全体的に成長に

伴って両重金属も増加していることが明らかとなった。更

に中腸腺内亜鉛及び銅濃度の月別変動は、カドミウムと異

なり大きな変動は認められず、ほぼ一定に保たれていた。

このことは、これらの重金属が必須微量元素として、生体

内で様々な酵素活性に関与している為に、成長には欠かす

ことができず、常に一定濃度の存在が必要となっているこ

とを示していると思われた。しかし、海水中の亜鉛及び銅

濃度の変化は、カドミウム濃度よりも、ホタテガイの成長

及び生育に対して影響し易く、またそれらの毒性はカドミ

ウムよりも高いとの報告9．10）もあり、これらの重金属の

生理的意義や生体影響に関しては、未だ不明な点が多く残

されている。

中腸腺に蓄積されるカドミウムの大部分は、季節変化及

び海域差に関係なく可溶性画分中に存在していた。この結

果は、Evtushenkoら7）の結果と概ね一致するものであっ

た。そして可溶性画分に存在しているカドミウムは、両海

域産とも分子量8万以上の高分子から3万程度までの、極

めて広い分子量範囲の生体物質に結合して存在し、その存

在形態には海域差が認められなかった。なお、排除体積以

降の2つのピークの存在は、過去に報告の無い新しい知見

であった。更に、分子量8万以上の物質は、主に分子量65

万と10万の物質により構成されており、その2種の増減は、

中腸腺のカドミウム濃度の季節変動に反映していることが

明らかとなった。この結果は、異なる海域に於いても、カ

ドミウム結合生体物質として唯一単離同定されているメタ

ロチオネインとは異なるカドミウム結合生体物質が存在し、

メタロチオネインよりも強力な結合力を有していることを

示唆していた。メタロチオネインは、システインを非常に

多く含む分子量6千の蛋白質で、生物界に広く存在し、種々

の重金属の代謝等に関与している11－14）。その主な含有金

属は、カドミウム、亜鉛、銅であり、特に有害重金属であ

るカドミウムに対し、その解毒や耐性獲得に関与している

とされている1）。本実験の結果から、亜鉛の第三のピー

クがメタロチオネイン様蛋白質であると考えられたが、ホ

タテガイ中腸腺のメタロチオネイン様蛋白質は、カドミウ



ムが多量に存在する生体内環境下に於いても、殆どカドミ

ウムとは結合してはいなかった。しかし、スルメイカに於

けるカドミウムの自然蓄積にメタロチオネイン様蛋白質が

関与しているとの報告3，15）や、更には人為的に重金属を

イガイ等に曝露するとメタロチオネイン様蛋白質が誘導さ

れるとの報告16－21）から考えると、その蛋白質の遺伝子が

これらの軟体動物にも存在していることは確かであろうと

考えられる。しかし、本研究で明らかになったように、ホ

タテガイ中腸腺のカドミウムの自然蓄積に際しても、メタ

ロチオネインは僅かな量しか誘導されていないばかりでな

く、カドミウムを殆ど含有していなかった。このことは、

人為的な曝露と、自然蓄積では、カドミウムの代謝経路或

いは結合物質の誘導機構が全く異なることを示しているも

のと推測された。

本研究の結果と現在までに報告された海外でのホタテガ

イ中腸腺のカドミウム濃度及びゲル濾過による存在形態の

動態22．23）は、概ね一致していることから、これらの蓄積

現象やその存在形態は、世界各海域でも同じく認められ得

ると推測された。

本研究を遂行するにあたり、カドミウムの主たる結合物

質の単離・精製行うべく様々な実験を試みたが、これらの

研究に従事している先駆者と同様に、その同定には至らな

かった。しかし、それらの精製実験過程に明らかとなった

その物質の特性、即ち重金属との結合に預かるシステイン

やヒスチジン等のアミノ酸含有量は低く、そして強く負に

荷電し、その主たる構成成分には核酸を含まないにも関わ

らず、DNAの染色法であるエチジュウムプロミドで染色

されることなどの新しい知見24）は、海洋生物のカドミウ

ム結合物質に関する研究に有益な情報を提供するものと思

われる。そして、これらの特性を踏まえた、新しい発想に

基づく今後の研究が切望される。

結　　　　　語

我々は、北海道沿岸2海域産のホタテガイを用いて、中

腸腺内カドミウムの量及び濃度、更にはその存在形態の海

域別及び月別変動について調べた。ホタテガイ中腸腺には、

多量のカドミウムが蓄積され、その濃度には季節変化が認

められ、特に秋期に高濃度に保持されることが明かとなっ

た。また中腸腺に蓄積されたカドミウムの大部分は、採取

された季節及び海域に関係なく可溶性画分中に存在し、分

子量8万以上の高分子から3万程度までの、極めて広い分

子量範囲の生体物質に結合して存在しており、その存在形

態にも海域差が認められなかった。更に、分子量8万以上

のカドミウム結合物質は、主に分子量65万と10万の物質に

より構成されており､この2種の増減は､中腸腺のカドミ

ウム濃度の季節変動に反映することが明らかとなった｡

英　文　要　約

The present study was designed to investigate the

following matters with the hepatopancreas of

scallop, Mizuhopecten yessoensis, cultivated in

Funka Bay and in the southern sea area of Okhotsk.

(1) Regional and monthly changes of contents and

concentrations of the heavy metals such as cadmium

(Cd), zinc (Zn), copper (Cu). (2) Subcellular

distribution of them. (3) Searching for metals-

binding biomolecules, and regional changes of these

materials by gel filtration chromatography with

Sephadex G-75. (4) Seasonal screening of Cd-binding

materials with Superose 12.

In this study,it is found that not only trace

elements,such as Zn and Cu,but also Cd was

accumulated in the scallop hepatopancreas, and

that these contents were increased with growth. The

Cd concentration increased in autumn, while the

concentrations of Zn and Cu did not change in all

seasons. No regional change of these concentrations

was recognized. Most of the accumulated Cd existed

in the soluble fraction, and it was confirmed that the

Cd was bound to greater than 80kDa, approximately

40kDa and　30kDa materials but not a famous

Cd-binding protein, metallothionein. No regional

variation of gel filtration behaviors was recognized.

Moreover, from the screening experiment, the

seasonal changes of Cd concentration were found in

accordance with an induction of approximately

650kDa and 100kDa Cd-binding biomolecules.

Based on these observations, it is assumed that the

natural Cd accumulation is found in all sea areas

around Hokkaido without any marine pollution of

the metal, and that no regional variation of the

Cd-binding biomolecules is recognized. It is likely

that this natural accumulation mechanism of Cd in

scallop hepatopancreas differs clearly from that of

artificially exposed Cd. Moreover, it is speculated

that the Cd exists as non-toxic forms and/ or that it

plays several biological roles in scallop.

Key words : cadmium; scallop;



Mizuhopecten yessoensis;
hepatopancreas
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