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コノハエビとオオシロピンノの血球の形態学的特徴
近藤昌和†，高橋幸則

Morphological Characterization of Hemocytes of Leaf Shrimp Nebalia
japonensis and Pea Crab Pinnotheres sinensis
Masakazu Kondo† and Yukinori Takahashi

Abstract : Morphological characteristics of hemocytes from leaf shrimp Nebalia japonensis
and pea crab Pinnotheres sinensis were examined by light microscopy. Only a single type of
hemocyte, granulocyte, were observed in the hemolymph of the leaf shrimp. The hemocyte
was spindle to oval in shape and characterized by the presence of numerous small granules.
The granules were round (≦0.3 μm in diameter) and classified into two types, eosinophilic
granule and basophilic granule. On the other hand, two types of hemocytes, eosinophilic small
granulocytes and eosinophilic large granulocytes, were observed in the hemolymph of the pea
crab. The former had small-sized (round to oval, ≦0.5 μm) eosinophilic granules, and the latter
had large-sized (round to oval, ≦1.5 μm) eosinophilic granules. Based on the present results
and those of other crustaceans previously reported, we make a speculation about the evolutional
process of crustacean hemocytes.
Key words : crustacea, hemocyte, morphology, diversity, phylogeny, evolution

緒

言

のウミホタル Vargula hilgendorfii6），同綱鞘甲亜綱蔓脚下
綱完胸上目有柄目のエボシガイ Lepas anatifera7）および同

著者らはこれまでに，甲殻類 *1 の血球を May-Grünwald

上目無柄目のアカフジツボ Megabalanus rosa8） の血球は 1

（MG）染色性の違いに基づいて分類してきた 2-9）。その

種類であり，細胞質中に顆粒を有することが明らかとなっ

結果，鰓脚綱サルソストラカ亜綱無甲目のブラインシュ

た。しかし，顆粒の形状や染色性には動物種による違いが

2,3）

と ホ ウ ネ ン エ ビ Branchinellites

認められている。一方，軟甲綱の甲殻類では，複数種の

kugenumaensis ，同綱葉脚亜綱背甲目のアジアカブトエ

血球が血液中に観察され，4 つのグループ（Ⅰ～Ⅳ型）に

リ ン プ Artemia salina
3）

3）

ビ Triops numidicus ，同亜綱双殻目タマカイエビ亜目のト

区分されている 9）。すなわち，8 種類の血球が観察される

ゲカイエビ Leptestheria kawachieusis4） ，同目枝角亜目のミ

Ⅰ型，4 種類の血球が認められるⅡ型，3 種類の血球が見

*2

ジンコ Daphnia pulex ，顎脚綱鰓尾亜綱のチョウ Argulus

られるⅢ型および 2 種類の血球を有するⅣ型に分けられ

japonicus5），同綱貝虫亜綱ミオドコパ上目ミオドコピダ目

る 9）。このうち，Ⅰ型には，真軟甲亜綱ホンエビ上目十脚
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目の中で原始的な甲殻類であるクルマエビ類（クルマエビ
Marsupenaeus japonicus，アカエビ Metapenaeopsis barbata，

に封入した標本を位相差顕微鏡によって観察した。
オオシロピンノからの採血は近藤の方法 9）に準じて行っ

サルエビ Trachysalambria curvirostris）とともに 9），真軟甲

た。すなわち，前述の固定液をプラスチック製注射器に入

亜綱フクロエビ上目等脚目のフナムシ Ligia exotica やオカ

れて氷水中で冷却後，第 5 歩脚基部から注射針を挿入して

ダンゴムシ Armadillidium vulgare

9）
,*3

，同上目端脚目のカギ

囲心腔より血液を採取した（固定液：血液＝ 19：1）
。こ

メリタヨコエビ Melita koreana ，および軟甲綱トゲエビ亜

れをプラスチック製試験管に移し，転倒混和後，氷水中で

綱口脚目のシャコ類（シャコ Oratosquilla oratoria，トゲシャ

15 分間固定した。Auto Smear CF-12D（Sakaura）を用いて

*3

9）

コ Harpiosquilla harpax）が含まれることから ，Ⅰ型は軟

1,000 rpm で 5 分間遠心してゼラチン処理スライドガラス

甲綱類の血球の原型ではないかと推察される。

に血球を付着させ，風乾して血液塗抹標本とした。

コノハエビ Nebalia japonensis は軟甲綱コノハエビ亜綱
薄甲目に属し，最も原始的な軟甲類とされている 1）。コ
ノハエビの血球を観察したところ，血球は 1 種類の顆粒

ＭＧ染色
既報の操作 9）に準じて以下のように MG 染色を行った。

球として認められた。また，オオシロピンノ Pinnotheres

塗抹標本を蒸留水で洗浄後（10 分間× 3 回），風乾し，こ

sinensis（十脚目抱卵亜目短尾下目）の血球は 2 種類に分

れに MG 液（原液）を 1.5 ml 載せ，5 分後にリン酸緩衝液

類され，Ⅰ～Ⅳ型のいずれにも当てはまらなかった。本研

（1/15 M, pH5.0）1.5 ml を追加・混和して 10 分間染色した。

究では，コノハエビとオオシロピンノの血球形態を報告す

蒸留水で軽く水洗し，風乾後，合成樹脂で封入して光学顕

るとともに，甲殻類の系統と血球の関係（血球の進化）に

微鏡で観察した。

*4

ついて考察する 。

結

果

材料および方法
コノハエビ
実験動物
水産大学校の屋外水槽の排水路に自然繁殖していたコノ

流出血液を固定後，位相差顕微鏡で観察したところ，卵
円形から紡錘形の血球が観察され，いずれの血球にも多数

ハエビ（全長約 1 cm）と，吉母漁港において採取された

の微細な顆粒が認められた（Fig. 1A）。MG 染色したところ，

ムラサキイガイ Mytilus galloprovincialis に寄生していたオ

血球はただ 1 種類の顆粒球として識別された（Fig. 1B）。

オシロピンノ（甲幅約 1.5 cm）を実験に用いた。コノハエ

血球は長径 8.0 ～ 13.0 μ m であり，核は長径 5.0 ～ 7.5 μ m，

ビは採取後，直ちに実験に供した。また，オオシロピンノ

短径 3.0 ～ 5.0 μ m の卵円形または楕円形で，血球のほぼ

はムラサキイガイから摘出後，水温 23℃で 1 週間馴致し

中央に位置した。核のクロマチン網は不明瞭であり，粗大

たのち実験に供した。なお，飼育期間中は，2 日おきに飼

で青色を呈する粒子状へテロクロマチンが核内に 3，4 個

育水を半量交換するとともに，市販のクルマエビ用配合飼
料（エビアン協和，協和発酵）を粉砕して適宜給餌した。

血液塗抹標本の作成
コノハエビを滅菌海水で洗浄後，ゼラチン処理したス
ライドガラス上に載せた。これに氷冷した固定液（2% グ
ルタールアルデヒド，2% パラフォルムアルデヒドおよび
10%（w/v）スクロースを含む 0.2 M カコジル酸ナトリウ
ム緩衝液（pH7.4））を滴下し，直ちに尾部を切断して流出
した血液を固定液と混合した。これを前報 6） と同様の方
法によって処理して塗抹標本を作製した。また，風乾せず
*4

Fig. 1. Hemocytes of leaf shrimp. A, phase contrast; B, MayGrünwald stain. Note many cytoplasmic granules (A).
Two types of round granules, basophilic granule and
eosinophilic granule were observed in a hemocyte (B).
Bars=10 μm

本研究の一部は，平成 16 年度第 2 回日本水産学会中国・四国支部例会において報告した（近藤昌和，稲川裕之，高橋幸則：
6. コノハエビの血球 . 平成 16 年度第 2 回日本水産学会中国・四国支部例会講演要旨集 ,（2004）
）。
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散在していた。細胞質基質は染色されなかった。血球中に

早期に出現した鰓脚類や顎脚類と同様であった。このこと

は 2 種類の顆粒（好酸性顆粒と好塩基性顆粒）が観察され

から，コノハエビは血球種数からもみても原始的であると

た。両顆粒ともに直径 0.3 μ m 以下の円形であった。好酸

いえる。一方，オオシロピンノには 2 種類の顆粒球が存在

性顆粒は赤色を呈し，細胞質の核に近い領域に多数観察さ

したが，近藤が前報 9） で示したⅠ～Ⅳ型のいずれの型に

れた。一方，好塩基性顆粒は淡青色を示し，細胞膜に近い

も当てはまらなかった。したがって，オオシロピンノに見

細胞質領域に認められたが，顆粒数は好酸性顆粒よりも少

られた 2 種類の顆粒球を有する甲殻類は新たな型，Ⅴ型と

なかった。

するのが妥当と考える。本研究と既報の結果から，甲殻類
を血球の種類数に基づいて，２つのグループに分けるこ
とを提案したい。すなわち，1 種類の血球を有する甲殻類

オオシロピンノ
オオシロピンノの血球は顆粒の大きさの違いから２種

を「単血球型甲殻類（Monohemocytic crustacean）＝単血

類の好酸性顆粒球に分類された（Fig. 2）。好酸性小顆粒

球類，＝単血球群（Monohemocytic group）
」とし，複数の

球（eosinophilic small granulocyte, ESG）は長径 10.0 ～ 14.0

血球種を有する甲殻類を「多血球型甲殻類（Polyhemocytic

μ m の楕円形から紡錘形の血球であった（Fig. 2A）
。核は

crustacean） ＝ 多 血 球 類， ＝ 多 血 球 群（Polyhemocytic

卵円形から楕円形であり（長径 6.0 ～ 8.0 μ m，短径 4.0 ～

group）
」とする（Table 1）。単血球類には鰓脚類のブライ

5.0 μ m）
，多くの場合，細胞の中央に位置した。粒子状

ンシュリンプ，ホウネンエビ，アジアカブトエビ，トゲカ

のヘテロクロマチンが多数観察された。本血球の顆粒は

イエビおよびミジンコと，顎脚類のチョウ，ウミホタル，

長径 0.5 μ m 以下の円形または卵円形であり，MG 染色に

エボシガイおよびアカフジツボならびに軟甲類のコノハエ

より濃赤色を呈した。好酸性大顆粒球（eosinophilic large

ビが含まれる（Table 1）
。一方，多血球類は近藤が示した

granulocyte, ELG）は ESG よりも大きく（長径 15.0 ～ 18.0

Ⅰ～Ⅳ型 9） と，本研究においてオオシロピンノの割り当

μ m），楕円形から紡錘形であった（Fig. 2B）。核は卵円形

てられたⅤ型に細分され，いずれもコノハエビを除く軟甲

から楕円形であり
（長径 5.0 ～ 7.0 μ m，短径 3.0 ～ 4.0 μ m）
，

類が属する。Ⅰ型にはトゲエビ亜綱口脚目のシャコとトゲ

ESG の核よりも小型であり，多くの場合，細胞の中央に

シャコ，真軟甲亜綱フクロエビ上目等脚目のフナムシとオ

位置した。粒子状のヘテロクロマチンが少数観察された。

カダンゴムシ，同上目端脚目のカギメリタヨコエビ，真軟

ELG の顆粒は長径 1.5 μ m 以下の円形または卵円形であり，

甲亜綱ホンエビ上目十脚目根鰓亜目クルマエビ下目のク

MG 染色により淡赤色を呈した。

ルマエビ，アカエビおよびサルエビ，同目抱卵亜目アナ
ジャコ下目のニホンスナモグリ Callianassa japonica とア
ナジャコ Upogebia major，同亜目短尾下目のキンセンガニ
Matuta lunaris，マメコブシガニ Philyra pisum，イシガニ
Charybdis japonica，フタホシイシガニ C. bimaculata，ガ
ザミ Portunus trituberculatus，タイワンガザミ P. pelagicus，
ノコギリガザミ Scylla serrata およびオウギガニ Leptodius
exaratus が属する（Table 1）
。Ⅱ型には十脚目抱卵亜目ザ
リガニ下目のアメリカンロブスター Homarus americanus，

Fig. 2. H emocytes of pea crab. May-Grünwald stain. A,
eosinophilic small granulocyte; B, eosinophilic large
granulocyte. Bars=10 μm.

同亜目イセエビ下目のイセエビ Panulirus japonicus および
同亜目異尾下目のヤマトホンヤドカリ Pagurus japonicus
が含まれる（Table 1）
。また，Ⅲ型には十脚目抱卵亜目
ザ リ ガ ニ 下 目 の ザ リ ガ ニ Cambaroides japonicus と ア メ

考

察

リ カ ザ リ ガ ニ Procambarus clarkia， 同 亜 目 短 尾 下 目 の
モ ク ズ ガ ニ Eriocheir japonicus， イ ソ ガ ニ Hemigrapsus

本研究によって，コノハエビには 1 種類の顆粒球が，オ

sanguineus， ケ フ サ イ ソ ガ ニ H. penicillatus， ヒ ラ イ ソ ガ

オシロピンノには 2 種類の顆粒球が存在することが明ら

ニ Gaetice depressus， サ ワ ガ ニ Geothelphusa dehaani， ス

かとなった。コノハエビは最も原始的な軟甲類と考えら

ナ ガ ニ Ocypode stimpsoni お よ び ア カ テ ガ ニ Holometopus

1）

れており ，血球種が 1 種類であることは，軟甲類よりも

haematocheir が属し，Ⅳ型には十脚目抱卵亜目オトヒメ
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Table 1. Classification of crustaceans based on the hemocyte types
Taxonomic group and species
Anostraca,

Sarosostraca,

Reference＃

Artemia

Branchiopoda:

salina,

Branchinellites

kugenumaensis
Notostraca, Phyllopoda, Branchiopoda: Triops numidicus

3, 9

Laevicaudata, Diplostraca, Phyllopoda, Branchiopoda: Leptestheria kawachieusis
Cladocera, Diplostraca, Phyllopoda, Branchiopoda: Daphnia pulex

Monohemocytic

5, 9

Myodocopida , Myodocopa, Ostracoda, Maxillopoda: Vargula hilgendorfii

7, 9

Sessilia, Thoracida, Cirripedia, Thecostraca, Maxillopoda: Megabalanus rosa

8, 9
b

Stomatopoda, Hoplocarida, Malacostraca: Oratosquilla oratoria, Harpiosquilla
harpax
Isopoda, Peracarida, Eumalacostraca, Malacostraca: Ligia exotica, Armadillidium
vulgare
Amphipoda, Peracarida, Eumalacostraca, Malacostraca: Melita koreana
(Type Ⅰ)

6

Pedunculata, Thoracida, Cirripedia, Thecostraca, Maxillopoda: Lepas anatifera
Leptostraca, Phyllocarida, Malacostraca: Nebalia japonensis

Group Ⅰ

4
a

Arguloida, Branchiura, Maxillopoda : Argulus japonicus

group

2, 3, 9

9
9, c
c

Penaeidea, Dendrobranchiata, Decapoda, Eucarida, Eumalacostraca, Malacostraca:
Marsupenaeus

japonicus,

Metapenaeopsis

barbata,

Trachysalambria

9

curvirostris
Thalassinidea, Pleocyemata, Decapoda, Eucarida, Eumalacostraca, Malacostraca:
Callianassa japonica, Upogebia major

9

Brachyura, Pleocyemata, Decapoda, Eucarida, Eumalacostraca, Malacostraca:
Matuta lunaris, Philyra pisum, Charybdis japonica, C. bimaculata, Portunus

9

trituberculatus, P. pelagicus, Scylla serrata, Leptodius exaratus
Astacidea, Pleocyemata, Decapoda, Eucarida, Eumalacostraca, Malacostraca:
Homarus americanus
Polyhemocytic
group

Group Ⅱ
(Type Ⅱ)

Palinuridea, Pleocyemata, Decapoda, Eucarida, Eumalacostraca, Malacostraca
Panulirus japonicus

9

Anomura, Pleocyemata, Decapoda, Eucarida, Eumalacostraca, Malacostraca:
Pagurus japonicus
Astacidea, Pleocyemata, Decapoda, Eucarida, Eumalacostraca, Malacostraca:
Cambaroides japonicus, Procambarus clarkia
Group Ⅲ

Brachyura, Pleocyemata, Decapoda, Eucarida, Eumalacostraca, Malacostraca:

(Type Ⅲ)

Eriocheir japonicus, Hemigrapsus sanguineus, H. penicillatus, Gaetice
depressus,

Geothelphusa

dehaani,

Ocypode

stimpsoni,

9

Holometopus

haematocheir
Stenopodidea, Pleocyemata, Decapoda, Eucarida, Eumalacostraca, Malacostraca:
Stenopus hispidus
Group Ⅳ

Caridea, Pleocyemata, Decapoda, Eucarida, Eumalacostraca, Malacostraca:

(Type Ⅳ)

Caridina japonica, C. denticulate, C. leucosticte, Macrobrachium formosense,

9

M. japonicus, M. rosenbergii, M. nipponense, Palaemon paucidens, P. ortmanni,
Alpheus brevicristatus, A. lobidens lobidens
Group Ⅴ
(Type Ⅴ)
＃

Brachyura, Pleocyemata, Decapoda, Eucarida, Eumalacostraca, Malacostraca:
Pinnotheres sinensis

b

a, Kondo, M., H. Inagawa, S. Tomonaga and Y. Takahashi: Hemocytes of Branchiopoda (Crustacea). Proceedings of 18th Japanese

Association for Developmental & Comparative Immunology, 13 (A1) (2006); b, present report; c, Kondo, M., S. Tomonaga and Y.
Takahashi: Hemocytes of Amphipoda (Crustacea). Proceedings of 19th Japanese Association for Developmental & Comparative
Immunology, 43 (C9) (2007).
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エビ下目のオトヒメエビ Stenopus hispidus，同亜目コエビ

異なる型の間に同じ名称の血球があり，今後の議論に混乱

下目のヤマトヌマエビ Caridina japonica，ミナミヌマエビ

が生じる可能性がある。そこで，以後，血球の名称は基

C. denticulate，ミゾレヌマエビ C. leucosticte，ミナミテナ

本的に近藤の前報 9） に準ずるものの，英名の略記におい

ガエビ Macrobrachium formosense，ヒラテテナガエビ M.

ては，略称の前に型名（ローマ数字の大文字）をつける

japonicus，オニテナガエビ M. rosenbergii，テナガエビ M.

こととしたい。さらに，Ⅰ型の血球のうち，2 種類の好酸

nipponense，スジエビ Palaemon paucidens，アシナガスジ

性顆粒球はⅠ型好酸性顆粒球（eosinophilic granulocyte-type

エビ P. ortmanni，テッポウエビ Alpheus brevicristatus およ

Ⅰ（EG-type Ⅰ）
）およびⅡ型好酸性顆粒球（eosinophilic

びイソテッポウエビ A. lobidens lobidens が，Ⅴ型には十脚

granulocyte-type Ⅱ（EG-type Ⅱ））と称されているが 9），こ

目抱卵亜目短尾下目のオオシロピンノが含まれる（Table

のⅠ型およびⅡ型は，前述のⅠ～Ⅳ型のⅠ型およびⅡ型

1）
。

と混同されると思われるので，ローマ数字からアラビア

コノハエビの血球は卵円形から紡錘形であった。ブラ

数字に変更したい（Ⅰ型を 1 型に，Ⅱ型を 2 型に変更す

インシュリンプ，ホウネンエビ，アジアカブトエビ，ト

る）
。また，近藤がⅠ型のある種類の血球に命名した「両

ゲカイエビおよびミジンコの血球は円形から楕円形であ

染性顆粒球（amphophilic granulocyte（AG））」9） は，1 血球

り 2-4）,*2，チョウでは紡錘形である 5）。また，ウミホタル血

内に好塩基性顆粒と好酸性顆粒の両者を有する血球であ

球の形状は卵円形または紡錘形であるが，時に偽足を有す

るが，「両染性」という名称はトゲカイエビの血球の顆粒

6）

る 。一方，エボシガイでは，糸状の細胞質突起を有する

にも用いられている 4）。トゲカイエビの両染性顆粒の「両

円形または卵円形であり 7），アカフジツボでは，偽足を有

染性」とは，同一顆粒が条件によって酸性色素にも塩基

8）

する不定形である 。したがって，コノハエビ血球の形状

性色素にも染色されることを意味しており 4），Ⅰ型の両染

は，鰓脚類や顎脚類のチョウと類似しているといえる。し

性顆粒球の「両染性」とは異なることから，今後混乱が

かし，コノハエビの血球内顆粒の形態学的特徴は，鰓脚類

生じると考え，以後，Ⅰ型の両染性顆粒球を「好塩基性

や顎脚類と異なっていた（Table 2）。コノハエビ血球には

好酸性顆粒球（basophilic and eosinophilic granulocyte）
」と

2 種類の顆粒（好酸性顆粒と好塩基性顆粒）が観察され，

名称変更したい。以上の変更点を考慮した各型の各種血

両顆粒ともに直径 0.3 μ m 以下の円形であった。ブライン

球の形態学的特徴，特に顆粒の染色性と大きさを Table 3

シュリンプとウミホタルの血球にも 2 種類の顆粒が観察さ

に示す。Ⅰ型の 8 種類の血球は，好塩基性微細顆粒細胞

れるが，前者には大型の好酸性顆粒と小型の難染性顆粒

（basophilic fine granular cell（ⅠBFG）），好塩基性形質細胞

が

2,3）

，後者には大型の難染性顆粒と小型の好塩基性顆粒
6）

が観察される 。また，トゲカイエビでは両染性顆粒のみ
4）

が ，他の動物種では難染性顆粒のみが血球に認められて
3,5,7,8）
,*2

（basophilic plasma cell（ⅠBP）
）
，好塩基性顆粒球 basophilic
granulocyte（ⅠBG）
）
， 難 染 性 小 顆 粒 球（chromophobic
small granulocyte（ⅠCSG））
，難染性大顆粒球（chromophobic

。コノハエビの血球中では好酸性顆粒が細胞質

large granulocyte（ⅠCLG）
）
，好塩基性好酸性顆粒球

の核に近い領域に，好塩基性顆粒が細胞膜に近い細胞質領

），1 型 好
（basophilic and eosinophilic granulocyte（ⅠBEG）

域に認められた。これは，電子顕微鏡標本用の固定液と血

酸 性 顆 粒 球（eosinophilic granulocyte-type 1（ⅠEG1）） お

液を混合したのちに塗抹標本を作製したために，標本に厚

よび 2 型好酸性顆粒球（eosinophilic granulocyte-type 2（Ⅰ

みが生じたことから，焦点を変えることによって両顆粒の

EG2）
）となる。また，4 種類の血球が認められるⅡ型で

存在部位の違いが推測できることによる。ブラインシュリ

は， 小 型 好 塩 基 性 細 胞（small basophilic cell（ⅡSBC）
），

ンプとウミホタルの血球も，コノハエビの場合と同様に塗

難 染 性 顆 粒 球（chromophobic granulocyte（ⅡCG）
）
，好酸

いる

抹標本を作製しているが，2 種類の顆粒の存在部位に違い

性 小 顆 粒 球（eosinophilic small granulocyte（ⅡESG）
）お

は認められていない 2,3,6）。以上のように，コノハエビの血

よ び 好 酸 性 大 顆 粒 球（eosinophilic large granulocyte（Ⅱ

球は，形状は鰓脚類や顎脚類のチョウと類似するが，血球

ELG）
）に分類される。Ⅲ型の 3 種類の血球は，難染性顆

内顆粒の染色性は顎脚類および鰓脚類とは異なっていた。

粒 球（chromophobic granulocyte（ⅢCG）
）
，好酸性小顆粒

オオシロピンノには 2 種類の顆粒球が観察された。近藤

球（eosinophilic small granulocyte（ⅢESG））および好酸性

は軟甲類を血球形態の違いに基づいてⅠ～Ⅳ型に分類して
9）

大顆粒球（eosinophilic large granulocyte（ⅢELG））となり，

おり ，各血球の名称を和名および英名で記している。し

Ⅳ型の血球は難染性顆粒球（chromophobic granulocyte（Ⅳ

かし，英名の略記はⅠ型の血球にのみ示している。また，

CG）
）と好酸性顆粒球（eosinophilic granulocyte（Ⅳ EG））

BS

r (<0.5)

2,3)

BS

BS

C, r (≦0.5)

Lk

BS

length)

3)

A, r to o (1.4 in

One type

Dp

TS

C, r (≦0.5)

One type

Aj

BS

C, r (<0.5)

One type

3)

Vh

(1.0)
BS

B, r (<0.5); C, r

Two type

La

BS

C, r (<0.5)

One type

Mr

4)

BS

C, r (0.5)

One type

Nj

BS

r (≦0.3)

B, r (≦0.3); E,

Two type

As, Artemia salina (brine shrimp) , Bk, Branchinellites kugenumaensis (fairy shrimp) , Tn, Triops numidicus (todpole shrimp) , Lk, Leptestheria kawachieusis (clam shrimp) , Dp, Daphnia pulex (water

Sample4

μm)3

C, r (≦0.3)

(2-3×1-2); C,

E, r (2) or o

Tn

One type

Species1

BS, blood smear; TS, tissue section (paraffin embedded section).

4

granule3

(shape4,
ⅡELG; E (r, ≦1.0)

ⅠCSG; C (r , 0.3-0.5)

ⅤELG; E (r to o, ≦1.5)

ⅤESG; E (r, ≦0.5)

B, basophilic; C, chromophobic; E, eosinophilic.

r, round; o, oval.

The length was measured from the Fig.Ⅰ-5c of Kondo9).

3

4

5

eosinophilic small granulocyte; SBC, small basophilic cell.

granulocyte; CSG, chromophobic small granulocyte; EG, eosinophilic granulocyte; EG1, eosinophilic granulocyte-type 1; EG2, eosinophilic granulocyte-type 2; ELG, eosinophilic large granulocyte; ESG,

BEG, basophilic and eosinophilic granulocyte; BFG, basophilic fine granular cell; BG, basophilic granulocyte; BP, basophilic plasma cell; CG, chromophobic granulocyte; CLG, chromophobic large

ⅣEG; E (r to o, ≦1.0)

ⅣCG; C (r to o, ≦1.0)

(Two types of hemocytes)

See Table 1.

ⅢELG; E (r, 1.0-3.05)

ⅢESG; E (r, ≦0.5)

ⅢCG; C (r, ≦1.0)

Ⅳ
(Two types of hemocytes)

2

ⅠEG2; E (r, 0.5-1.0); dense nucleus

fine chromatin-meshed nucleus

ⅠEG1; E (r, 0.5-1.0);

ⅠBEG; E (r, 0.3-0.5) and B (r, 0.3-0.5)

ⅠCLG; C (r , 0.5-1.0)

ⅡESG; E (r, ≦0.5)

ⅠBG; B (r , 0.3-0.5)

≦1.0)

ⅡCG; C (r or rod-shaped,

hyaloplasm

ⅡSBC; agranular; basophilic

Ⅲ
(Three types of hemocyte)

1

charcters

size (μm)) and other

of

Hemocyte type2, staining

basophilic hyaloplasm

ⅠBP; B (a few, r, 0.5);

ⅠBFG; B (r, ≦0.3)

Ⅱ
(Four types of hemocytes)

Ⅰ

(Eight types of hemocytes)

Group (Type) 1

Table 3. Comparison of morphological characteristics of hemocytes from polyhemocytic crustaceans (May-Grünwald staining preparation)

A, amphophilic; B, basophilic; C, chromophobic; E, eosinophilic; o, oval; r, round.

3

Ⅴ

Kondo, M., H. Inagawa, S. Tomonaga and Y. Takahashi (2006) Hemocytes of Branchiopoda (Crustacea). Proceedings of 18th Japanese Association for Developmental & Comparative Immunology, 13

(A1).

2

shrimp, present report).

flea); Aj, Argulus japonicus (fish louse)5), Vh, Vargula hilgendorfii (seed shrimp)6), La, Lepas anatifera (ship barnacle)7), Mr, Megabalanus rosa (balanomorph barnacle)8), Nj, Nebalia japonensis (leaf

1

and

shape (size,

Staining

Bk

One type

As

Two type

2

Table 2. Comparison of morphological characteristics of granules in hemocytes from monohemocytic crustaceans (May-Grünwald staining preparation)
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甲殻類の血球

の 2 種類に分類される。オオシロピンノの血球は顆粒の大

かを明らかにするためには，さらに多くの甲殻類について

きさの違いから 2 種類の好酸性顆粒球に分類された。好酸

調べなくてはならない。また，血球形態の違いと機能の関

性小顆粒球（eosinophilic small granulocyte（以後，ⅤESG

係については不明な点が多く残されており，今後明らかに

と称す）
）の顆粒は長径 0.5 μ m 以下の円形または卵円形で

する必要がある。

あり，
好酸性大顆粒球（eosinophilic large granulocyte（以後，
ⅤELG と称す）
）の顆粒は長径 1.5 μ m 以下の円形または
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るⅠ型であろう。十脚目では血球の種類の違いから少なく
とも 5 つの型に区別されるが，原始的十脚目のクルマエビ
類がⅠ型であり，十脚目は単系統であるとされていること
から 1），他の型（Ⅱ～Ⅴ型）は，十脚目の中で起こった多
様性であろう。
十脚目は単系統であるとされているが 1），十脚目に見ら
れる 5 つの型の中には，一つの型に異なる下目の種が含ま
れる場合がある（Table 1）。また，同じ下目の種が異なる
型に含まれることもある（Table 1）。このことは，十脚目
の単系統性を否定しないが，各下目の単系統性を支持しな
い。血球の型をそのまま下目に当てはめることが妥当か否
*5

文献 9）ではⅢELG の顆粒の大きさを 1.0 ～ 5.0 μ m と記しているが，図（Fig.Ⅰ-5c）のスケールから見ても明らかに間違い

であるので，ここではスケールから読み取った値を示した。

