
1 平板動物とは

平板動物は神経も筋肉も臓器も持たない単純な
海産無脊椎動物である。細胞外基質も持たず，細
胞間接着装置によって細胞同士が緩く結び付けら
れているだけなので，その体は非常に脆く，気泡
が接触するだけでも容易に千切れてしまう。その
一方，細胞外基質を欠くことで柔軟な体を獲得し
ているため，体の形も素早く変えることができる
といった恩恵を得ている。

平板動物は熱帯・亜熱帯の海域に生息している。
これまでのところ自然界で観察された報告はない
が，海水中にガラス板を沈めておき，そこに偶然
付着した個体を顕微鏡下で探すことで採集するこ
とができる1）。日本国内においても千葉県以南の
太平洋沿岸を中心に平板動物が採集され，日本産
平板動物に関する研究が進められている2）3）。

平板動物は平板動物門に属しているが，他の動
物門に比べて記載されている種は極端に少ない。
2019年現在，平板動物門内にはわずか3種のみ

の記載に留まっている4）〜6）。これには平板動物が
単純な体の構造をしていて形態学的な分類が難し
いことや交配によって次世代を生み出すことがで
きるのか確認されていないため，種の定義が難し
いという理由があげられる。近年，比較ゲノム解
析によって，ようやく個体間に明確な差を見いだ
すことができてきたのが現状である4）。

研究室飼育下の個体は分裂によって増殖する。
出芽によって小型の個体を放出することもあるが，
そのような個体は板状の形にまで成長する前に死
んでしまう。また，一部の個体は体内に卵を形成
することが知られており，いつの間にか受精膜が
形成されて卵割が進むといった現象がみられる。
これまでのところ個体発生まで至ったケースは報
告されておらず，平板動物における大きな謎の一
つとなっている。

海の生き物といえば食べられるのか？ そして
美味しいのか？ と疑問と興味が湧いてくる。実
際に平板動物を耳かき一匙分ほど集めて食べてみ
ると，強い磯の香りとともに若干の甘塩っぱさを
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平板動物というその名前どおりの薄っぺらく，顕微鏡を使わなければ観察できないような小さな動物が
いる。一見するとただの細胞の塊のようにも見えるが，ちゃんと動くし餌だって食べる。条件次第では
卵もつくることから，どうやら外見からではわからないような複雑さをその体に秘めているようである。
今回，そんな不思議な平板動物をさまざまな角度から観察してみたい。
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感じる。例えるなら，濃厚な海ぶどうのような風
味である。舌が痺れたりすることはないため，ど
うやら神経毒はないようであるが，費用対効果を
考えると食用には向かないのかもしれない。

少し話が平板動物の生物学から脱線したが，早
速，平板動物の姿を観察していきたい。

2 平板動物を観察する

平板動物を光学顕微鏡で観察してみると姿も大
きさも多種多様である。今回，筆者の飼育してい
る平板動物（Trichoplax sp.）から，いくつかピッ
クアップして紹介していきたい。栄養状態の良い
条件下では個体は板状であり，これが平板動物の
スタンダードな姿である［図1（a）］。一方で，水
質の悪化や飢餓，そして卵形成の際には背側の上
皮が餅のように膨らみ［図1（b）］，通常であれば
そのまま個体死に至る。平板動物のなかには卵や
卵黄を形成する個体もいるが［図1（c）］，このよ
うな性成熟が誘導される個体とそうでない個体の
差は今のところわかっていない。多くの場合，卵
をもつ個体は風船状［図1（d）］となり個体死とと
もに卵や卵黄を放出するが，放出しても生き残る
個体もいる［図2（a）］。放出された卵はいつの間

にか受精膜を形成しており，その後，卵割を開始
するが［図2（b）］，これまでのところ筆者の飼育
下においても64細胞期までの胚発生しか観察さ
れていない。

研究室内飼育下では平板動物は餌が存在する限
りは分裂で増殖する。個体がある程度の大きさに
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図1 　 さまざまな形の平板動物
（a） 一般に観察される板状の個体。

（b） 背側の一部が膨らんだ状態（矢印）の個体。

（c） 卵（矢印）を持つ個体。

（d） 卵（矢印）と卵黄（＊）を持つ風船状の個体。単離した卵黄を左下
に示した。
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図2 　 平板動物の卵
（a） 体内で発生した卵を放出する個体を経時的に観察。

（b） 卵と4細胞期の胚。
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なると徐々にくびれができ，最後にはちぎれて2
個体となる（図3）。栄養状態がよければ指数関数
的に増殖するため，実験で使うための多くの個体
を得ることができる。また，個体の一部を人為的
に切断した場合でも切り離された部分が新たな個
体となるため，大きくてもなかなか分裂しない個
体を強制的に分裂させられる。

走査型電子顕微鏡で平板動物を観察すれば，通
常の光学顕微鏡では観察することのできない姿が
明らかとなる。光学顕微鏡で観察した平板動物の
身体はキラキラとしており一見するとただの細胞
の塊のように思えるが，実際にはその体表面は無
数の繊毛によって覆われている［図4（a）］。繊維
の間に埋没させた後に速やかに化学固定して観察
すれば，体を柔軟に変形させて進む，躍動感のあ
る姿も明らかとなる［図4（b）］。出芽によって生
じた小型の個体は板状の個体のように底面に接着
できないが繊毛を使用して移動する姿を観察でき
る［図4（c）］。餌を体外消化中の個体を化学固定
し腹側から観察すると一部の繊毛は同調して動い
ている様子が観察できる［図4（d）］。

平板動物の体は背側上皮と腹側上皮とでファイ
バー細胞とよばれる細胞を挟んだ構造をしている。
平板動物を薄くスライスしてヘマトキシリン・エ
オシン染色するとともに走査型電子顕微鏡で観察
すればそれらの層構造が明瞭となる［図5（a, b）］。
背側上皮は繊毛細胞が少し観察される程度である
が，その一方で腹側上皮はたくさんの細胞によっ
て構成されている。腹側上皮に存在する細胞の多
くは繊毛細胞であるが，その上に薄く赤色に染色
された突起状の細胞が観察される。これらは腺細
胞であり，食物を体外消化する際に働く細胞であ
ると考えられている7）8）。また，濃い赤色に染色
されている細胞はファイバー細胞とよばれる細胞
であり，背側上皮と腹側上皮の間に位置している。
ファイバー細胞はおもに平板動物の運動に携わる
が，食物の貪食および消化9），シャイニースフィ
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図3 　 分裂直後の平板動物
細長く伸びた部位が途中で切り離されて二つの個体となった。出芽に
よって放出された小型の個体も周辺に散らばっている（矢印）。
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図4 　 走査型電子顕微鏡で観察する平板動物
（a） 背側から見た個体。

（b） 繊維の間で体を変形させている個体。

（c） 繊毛を使って移動する小型の個体。

（d） 餌を体外消化中の個体を腹側から観察。一部の繊毛が同調して1

本の線のように束なっている（矢印）。
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アとよばれる油滴の形成10），卵形成時における
補助11）などもしている可能性が指摘されている
ほか，細胞内共生細菌まで含む12）マルチタレン
トな細胞である。

平板動物を背側から走査型電子顕微鏡を用いて
高倍率で観察してみれば，背側上皮が繊毛細胞に
よって構成されていることがわかる。背側上皮に
観察される一つひとつの区画が繊毛細胞の上面で
あり，それぞれに繊毛が存在している［図6（a）］。
時折，背側上皮の隙間からシャイニースフィアが
姿を覗かせている。光学顕微鏡下で平板動物がキ
ラキラして観察される理由はこれらシャイニース
フィアが光を反射して輝いて見えるからである。
シャイニースフィアは背側上皮に存在する油滴で
あり，捕食者から身を守る働きをしていると考え
られている13）。背側上皮の一部を目繰り返して
みると，先ほど背側上皮から露出していたシャイ
ニースフィアと繊毛細胞を内側から観察すること
ができる［図6（b）］。また，腹側上皮の内側も同

時に観察することができ，背側上皮に比べて細胞
密度が高いことがわかる。背側上皮を完全に除去
すると，腹側上皮を構成する多くの細胞が現れる

［図6（c）-①）］。腹側上皮の内側には大小さまざ
まな細胞とともに多くの繊維状の構造が観察され
る。冒頭で平板動物には細胞外基質がないと述べ
たのに，どうにも膠原線維状のものがあるように
思えるが，実はこれはファイバー細胞の突起であ
り，これら突起が背側上皮および腹側上皮の繊毛
細胞に接続して伸縮することで平板動物の運動を
支えているのである。ファイバー細胞を拡大して
観察して見ると，細胞から突起が出ていることが
明瞭となり，ファイバー細胞間でも接続している
ことがわかる［図6（c）-②）］。腹側上皮の内面に
は背の低い繊毛細胞が多く観察されるが，ときお
り，背の高い大きな細胞も観察できる［図6（c）-
③）］。この細胞は図5で突起状に観察されていた
腺細胞であり，腹側上皮の中央付近に多く存在し
ている。
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図5 　 平板動物の断面の観察
（a） 平板動物のパラフィン切片を作製し，ヘマトキシリン・エオシン染色をおこなった。腹側の太い紫色の部分は腹側上皮を構成している無数の繊

毛細胞が染まったものである。腹側上皮の繊毛細胞の上に飛び出した赤色の突起は腺細胞である。腺細胞の開口部は腹側に存在する。切片の両
端に存在する濃赤色の細胞はファイバー細胞である。①：背側繊毛細胞，②：腹側繊毛細胞，③：腺細胞，④：ファイバー細胞。

（b） （a）のサンプルを走査型電子顕微鏡で観察をおこなうと，腹側上皮の繊毛細胞が高密度で存在し，さらにその上に腺細胞があることを立体的に
捉えることができる。①：背側繊毛細胞，②：腹側繊毛細胞，③：腺細胞，④：ファイバー細胞。
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最後に平板動物の卵と卵黄を観察したい。平板
動物の卵表面は光学顕微鏡で観察してもデコボコ
していることがわかる［図2（a）, （b）］。走査型電
子顕微鏡で観察すると，それら起伏や小孔状の構
造がはっきりと観察されるほか，ファイバー細胞
由来と考えられるアンカー状の突起が付着してい
ることがわかる［図7（a）, （b）］。ファイバー細胞
が卵に対してどのような働きをしているのかはあ
まり明らかとなっていないが，突起を介して細胞
内共生細菌を卵に移動させているとする報告もあ
る11）。動物の卵黄と聞けばニワトリの卵のように
卵内に存在するものを想像するが，平板動物の卵
黄は卵内だけでなく卵外にも存在する。この卵黄
は少し硬めの水飴のような粘性をもち，ガラス針
で突くと図1（d）で示したように簡単に単離でき
る。フレッシュな卵黄の表面は滑らかだが［図7

（c）, （d）］，個体から分離した後，そのまま1日
放置すると多数の細菌によって表面が覆われる。
どうやら栄養は豊富にありそうであるが，胚発生
にはまだ十分ではないのだろうか？ 謎はいっそ
う深まるばかりである。

3 まとめ

ここまで紹介したように平板動物の体はきわめ
て単純な構造をしているが繊毛を使用して器用に
移動もするし，一人前に卵も形成する。走査型電
子顕微鏡を使用すれば，その体表面が無数の繊毛
に覆われていることが確認できるし，体の内側を
観察すれば3層の構造をとっていることもわかる。
すなわち平板動物の体は“どら焼き”のような構
造をしており，背側上皮と腹側上皮という“生地”
にファイバー細胞という“餡”が詰まっていると
いえる。どら焼きを見たときは是非，この謎多き
平板動物を思い出していただきたい。
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図6 　 走査型電子顕微鏡で観察する平板動物の層構造
（a） 背側からの表面観察。鱗のような区画一つひとつが背側上皮を構

成する繊毛細胞（破線部）であり，それぞれが一本の繊毛（矢印）
を持っている。背側上皮の隙間からはシャイニースフィア（＊）が
観察される。

（b） 背側上皮の一部をめくり上げてから化学固定し，その内側を観察。
垂れ下がっている細い突起は背側上皮の繊毛細胞（矢印）を内側か
ら見たものである。背側上皮の内側に張り付いた球体はシャイニー
スフィア（＊）である。

（c） 背側上皮を完全に除去し，腹側上皮の内側を観察。（c）-①：大小
さまざまな細胞が観察されるほか，ところどころに細い繊維状の
突起を出すファイバー細胞が観察される；（c）-②：ファイバー細
胞を中心に拡大した観察像。近傍のファイバー細胞同士が突起を
介してつながっている様子が観察できる；（c）-③：繊毛細胞（＊）
の傍には大きな細胞体を持つ腺細胞が観察される。G（Gland 
cell）：腺細胞，F（Fiber cell）：ファイバー細胞。
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図7 　 走査型電子顕微鏡による平板動物の卵と卵黄の観察
（a） 卵の表面観察。表面にはファイバー細胞由来と考えられるアンカー状の突起（矢印）が観察される。

（b） 卵表面を拡大した観察像。表面はシワ状になっており，窪んだ部分には小孔のような構造が観察できる（矢印）。

（c） 卵黄の表面観察。全体的に丸みを帯びた構造をとる。

（d） 卵黄の表面を拡大した観察像。表面は滑らかで，孔や突起のような構造は見当たらない。
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