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The writer had an opportunity t0 examine externally the hermaphroditic gonads Of a chum salmon

collected from Chitose river, a tributary 0f Ishikari river, and a blueback salmon from NOrth Pacific

Ocean, on the occasion of the Japanese NOrth Pacific Salmon Fishing. Out Of the examined speci  

mens, one from Chitose specimen showed the aberrant gonad which are consisted 0f the ovarian

part in anterior and the testicular part tn posterior. Another specimen from NOrth Pacific, carried

the gynandmorphic gonad which was mosaic of the ovarian and testicular parts. The writer compared

the above samples with several specimens with abnormal gonads former described from NOrthern

Kurile Islands and HOkkaido  

ここで取抜かう材料は，北海道西北部日本海に注ぐ，石狩I@0 ―支流，千歳川の四越捕獲採卵場で，l948 年秋

C口 時不明) にとられた鮭 I(Onc 。所vnchus 比ぬ) 及ぴ北太平洋に於げる鮭照漁期間中の6 月 22 日に，水産庁調

査船， 越山九 Cl50 頓D が北緯65 。 0'，西経l70 。 ol' で採集した紅鱒 (0ncor ゆnfhufi nar 肋) の雌雄同体生殖巣

につL・、 て，外部的に調査する機会を得たので，その概要を報告する次第である。 いずれも魚体がないので，これ

ら生殖巣をもつ仏体が，雄的傾向をじていたか，雄的であつたか，或いは丁度中間的な外部形態を示し-rいたか

を見る二とがでぎなかつたことわ誠に残念である。 それで著者は． これも生殖単の卵巣部分と精巣部分の形態及

びその分布状態を調べ， 加えてこれも調査標本と現在までに，北千島CI日日本領D 及び北海道より記．載報告され

た鮭の雌雄同体生殖巣とを比較して論述してみた。

―般に無育椎動物と呼ばれている多く @7、)動物群6O)中には，種墳によつて異なるけれビも，雌と雌の生殖巣が同

―悩体にある雌雄同体と，雌と雄の生殖巣が別@r の個体にある雌雄異体とがあるが， 有育楠側物に於では雌雄異

体であるのがふ，@>三である o それでは動物の・堆と雄 とが， どのようにして出現するかとL・、 5ならば，生殖力法は

動物群によつて連うが，雌の卵子の卵核と雄の精子の精核と；冶体する，即ち受精と同時二決定される因子的二

先大的な性質が，その後の種々様人な内因と同様に複雑な外因のw 箸を受げて，初めて:雌 とか雄とかいわれる表

現叩として現われるものであるから，もともとは． ビの伺体も 雌にも雄二もなり得ひ性質があるわけである。 こ

a・Iどちら@二心なり得る性質の安定度(Stability) は，無脊椎動物の方が有脊椎動物より世し 、 ということが，今ま

で多くの研究者によつて笑験報告され，明もかにされ"山、る。 同じよ@5に有脊椎動物の中でも，系統的二所謂高
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等な哺乳類，鳥類より七， より -ト 等な両捷梗，魚類の順に雌雄性の安定度が低いといい得るようである。 現にヤ

ツメ ウナギ，メクラウナギの生長に伴なう生殖巣の部分的退化，増殖発達によつて雌と雄が出現することが確か

められ，クロダイ，ハタ頓に於ては，生長していく年齢過程に於て，生殖巣に性の転換が起つて， 雌と雄が生ず

ること，父熱帯魚の数魎及ぴメ ダヵに卵胞ホルモン或いは男性ホルモンのようなホルモン類を芙験的に作用さ汁

ることによづて，性の転換をおこし倶る実例が数多くおるからである。 普稲雌雄里休である有脊椎動物の中に七

特異に同―個体に雌的部分と雄的部分の生殖巣が，部分的に或いはモザイク的にまさつている雌雄同休が時に生

ずることがある。 それでほ魚類に於-@ も入然二雌雄同休が， どれ位発見きれるかというと， 魚種によつて，斯る

旧体の発現度合が違三だろうとは思うが，今までのところそれ程多く報告されていない。というのは，正常なも

のより切論数も少なく，又良く 注恵しないと見逃がすということも手伝つ-C いるためもあるだろう。―般に多く

漁獲さオ しる海産の二シン，サバ及びクラ穎等に割台多く見山されているよ5である。 それで今まで魚類の雌雄同

体個体についてStephan (l90l) がへダイに近似の―種， SQ/gMS M なw たで，SOuthweH (l902) ． SmItH

Q907) は二シン，Newman Cl908) 及ぴ ChideSter (l9l7) がコイ科のFれればび 応 Sp ． GraS 可 u9ll) が鰻，

FOwler(l9l2) がシャツト，0kke@berg

0l9l4) がヤツメ， 木下 C1934) が鮒で

報古している。最近になり蒲原 Cl954)

が， カツオ((K血.suwonuspel 血nnzs) の 間

性個体について報告している。x 著者T
(l955 コも，スケトウグラ (T 加M4 川

杣alcoBrammai O@両性個体の外形につ

いて報古した。更にl956 年老者と同様

に森の水産技術普及員小川裕茸氏が噴火

湾・ 亡 ， スケトウダラの 雌雄同体を採簾し

たと連絡されたが，その標本は末だ見る

機会がないままである。 ところが Ge ・

millCl9l2) @C よれば，財科に同する魚

類では，雌雄同体が極めて稀にしか発見

されないと述べているが， しかし鮭科の

申の鱈類についてStewart (l89l 、) が

SQ 肋。 ぬパO "G ，石井(l9@6) ， Sim 年On

C1836-39), Gemill 09123, KOlmer }@_

Schminsky 0922), Beer 0924) Tfctf

松井 0l936) が摩周湖産の紅鱒 <(S"加。

tndeusi で記載している。―方鮎属の鮭

C.0ncorhynchus ketd) -C-ilL SOldatov

0l9l2))， 佐入木 0 929))， 川上と今井

Cl934)，及び柴田と伊藤 0 948))等の報

昔がある。

鮭の精巣と卵巣はともに細長形である

が，かなり明瞭に区別されるものであ

る。 即ち精巣は平滑で，色は白色である

が，卵巣は卵粒の色彩のために黄赤色を
Fig, 1. A hermaphroditic gonad 0f the blueback

呈してL る 。
salmon, Oncorhynchus nerka, collected in

調査材料を腹側からみ-r，外部的二形NOrth Pacific Ocean.1957.

態を観察するならば，この紅鱒の生殖単T : Testicular part 0 : Ovarian part
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紅鱗と鮭にみいだされた雌雄同休生殖巣につい十

は，左側の生殖巣の精巣が@m巣より顕著に発達している。この卵巣の成熱度は悔汁洞池中にとられたので， 卯粒

も小さく末成熟であつた。右側の全生殖巣の長さはl3 ． 9cm であるのに刈し ，左側のそれはl4.9cm で，右側

の生殖巣ほ左側より憧かに短かいものである。 この右側の生殖巣の前部C魚体o'頭部ハ方) には，人ぎなほぼ卵

円形の精巣があり，その精巣の後部 C魚体の尾部の方) に卵巣が連続している。更にこの細長形の卵巣部俊端の

近くに3 ゲの小きい 礫状情単が附いてL・、 る 。 前部の精巣の長さは4． 9cm ， 幅は3・ hcm で， 後方にある精巣の

長さは0． Rcm ， 幅は0． 55cm "G あ る。 他力左側の精巣と卵巣との分布状態を見ると，形態酌二は不規則な5 ケ

塊状CQ)精巣が数珠ったぎになつている。午ヵの塊状精巣の連絡部はくびiT-C 頚部となり，その部分には結緬租

織の腱状構造物によつて，しつかり互いの精巣を連結補強している。叉その各頭部のところには，数個の卵粒が

散在するか或いは十数個から二十数個の@H 粒がかたまつてついているCFig. lコ。 次に千歳川産の雌雄同体生殖

巣は，その左右共に前部が卵巣で後部が精巣からなつている。右側の生殖巣の長さほl9 ・ 4cm であるのに対し，

左側のそれはl5.Scm である。 更に右側の精巣は卵円形で，左側の精巣は惰円形である。 左側の精巣は右側よ

り大きい。又卵巣は極めてよく発達してなり， 卵粒は黄赤色の成熟卵で，その卯紅ほ正常な多くの雌産卵魚の戊

熟卵と何等異たるところがない。但しこの胆体は多くの成熟魚と―緒に採卵してしまつた後に，雌雄同体である

ことに気がづいたために，腹腔仁残つていた卵粒は全部で26 粒だけであつた。右側の生殖巣の精巣の長さは4・

Rcm ， 幅は3． lcm であるのに対し，左側のそれは7． 3cm と 3 ． 6cm であつた。残存している卵の卯径は，小さ

いのを数粒除L・ 、 て 0 ． 7-0 ． 8rmm であつた。この雌雄同体生殖巣をもつていた魚休の頭部だけか，幸いに残つて

いたので，その吻部の湾曲及び曲の発達程度から，この戊煎は堆的傾向の強い 堆雄同休個体であつたろフ と推察

ずる@iに充分である。

次仁住人木，川上，今井改び柴田，伊藤の既報図を引用し-r比較しでみるならば(Fig.2 a-c) ， 佐々本比

の北見沿岸でとった雌雄同体は， ―力側は精巣，他方側は卵巣が極めてよく発達している。更に卵巣の先端に帽

子様の精巣が附い-r いる。しかしこの生殖巣は充分発達したものに鮫べて，卵巣，精巣が小さかつたと述べてい

る。 次に川上，今井氏のものは，北千島幌蓬目躍鉢湾の流網によってとられた七ので，その生殖巣の―方は顕著
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Fi9. 2. Diagrammatical sketch of hermaphroditic gonads of the churn salmon, Oncorhynchus

keta.

a. From Ishii's fiugre. b. From Kawakami and Imai's figure, c. From Shibata

and Ito's figure, d. A sample from Chitose river tn 1948.

T : Testicular part. 0 : Ovarian part. L : Liver.
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に精巣が発達しているが，他方の生殖巣の前部は精巣で，その―部から細長く卵巣がついているが，それ程発達

することなく，卵巣のある側では，卵巣は精巣と同―の膜でつつまれている。卵巣部は末成熟である。 父突円，

伊藤氏の千歳川痒生殖栄では，その生殖単の左右人前部が卵巣で，後部は精巣から成つている。その埼は明瞭の

ようだが，―部ではモザイク伏二精巣部に入り込んでおり，卵巣部の卵椀は末成熟である。 生殖巣の分化発育

は． 魚の頭部エ り行われる心のであるから，この生殖巣の成因について，柴田，伊藤は洗ず雄として発生を示

し， 次いで生殖東の尾端よ・ り退化分裂し，増殖途次に於て， 何等かの要因により返イヒが停止し ，残余の部分はそ

のまま発育して卵巣となつたものと考えられゲ と述べている。こ 山論法により，柴田，伊藤の標本と相前後し

てとられた雌雄同体生殖巣 CFigg.2d ．) を考えてみると，初め精巣として分化したものが，． 魚休が生長するに伴

つて生殖業が増大するが，その内に生殖巣の後部が精巣としての分裂を停止し，その停止退化とともに， ホルモ

ン その外の作用によつて，その部分から後部，即ち残余の部分が卵巣として増殖発達を続げて成熱したために精

巣より以上に人きくなつた七のでないかと思われる。しかしながら北太平洋産紅瞭の生殖巣は，―方が精巣，他

方； ;卵巣が発達し 情巣gR 久)ところどころに卵粒が散在していると二ろかb ， 允二 SOldatov ， 佐ヵ木氏が鮭で，

松井氏が虹鱒で報缶したようなモザイク型仁精巣と卵巣がいりまじつている雌雄同休なので， このよ5な生殖巣

の成因を考える時，最初分化する時は左右同じであつても，その後の生殖巣の発達は，かならずし七両方の生殖

業が，左右相称的二―緒に発達するとは決つておらず，片方ずつ何等かの要因こよつて影響を受げて，生殖栄の

部分的毎換が行われるものではないかと考えられるので，柴田，伊藤が述べたよヲ な説が，そのまますべての雌

雄同体生殖巣にあてはまるとは思われない。これ等雌雄同体生殖単発現には，白人の要因が複雑に作用しあって

できる七CO であろう。それ故，今後更に期る個体を数多く採集するよ5につとめると共に，紺織学的にも分析 す

る必要がある。 天然二見出された特異な生殖巣たので，記述した次第である。

終りに， この報告をとりまとめるにあたり，材料を提供して調盃の機会を与えられ， 父硬人助吉をなげた本場

調査課長佐野誠二氏，l957 年度水産庁調査舶監督官として北太平洋水域で鮭鱒調査をされた，調査課研究員坂野

栄市技官並びに北海道立水産卿化場"事業課の人屋善処技師に心からお礼申上げる次第である。
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