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Summary

The time and the process 0f sex differentiation Of the gonad in Masu salmon (Oncorhnchus

masou) were studied histologically by using the fry cultured under the water temperature of 8@ C

in the Chitose Branch Of HOkkaido Salmon Hatchery. Samplings Of the specimens examined were

done at intervals 0f I or 2 weeks during the period from the time 0f hatching until the age Of I3

weeks after hatching.

In the newly hatched fry, their paired primordial gonads appeared aS short, parallel ridges

lying in the paramedian regions of the dorsal coelomic wal1. The gonads had a small number of

germ cells buried in a few somatic cells. The germ cell existing fn the anterior regon Of the gon-
ad started to make gradual multiplication by 2 weeks of age. They came t0 form some definite

clusters or cysts tn the gonads Of some specimens examined at 4 weeks Of age, whereas they ap-

peared still scatteringly tn those of the other fish of the same age.

An evident development of germ cells into presynaptic and synaptic stages Of meiosis, which

characterized the initial step 0f morphological ovarian differentiation, was noticeable tn some of

the germ cell cysts fn the gonads Of about a half of the specimens aged 5 weeks. Many o0cytes

0f the early peri-nucleolus stage appeared fn these gonads at ? to 8 weeks Of age. Another char-

acteristic feature Of ovarian development, which was disclosed fn the specimens aged I3 weeks,

was that the proximal and distal edges Of ovaries extended and curved to form a gro0ve along the

lateral side Of the ovaries especially tn their anterior region. The gro0ve was closed by a fusion

Of the edges a[ the anterior end resulting tn the occurrence 0f an enterovarian cavity tn the ante-

rior end Of the ovaries. These were indicative of a localized an incomplete formation Of the ovar  

ian cavity, which was similar fn nature to that of other teleostean fishes, during the early deve1-

0pmental course of the salmon ovary.

In the gonads other than those displaying ovarian differentiation, the germ cells continued to

be quiescent in their multiplication and maturation from 5 weeks Of age throughout. In those gon-

ads examined at 5 weeks of age, however, the development 0f b100d vessels with a cavity sur  

rounding the vessels was observed tn the hilar stroma tissue facing the mesentery, emerging obvi  
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ously earlier than that tn ovarian gonads. The gonads with these germinal and somatic charac-
teristics were regarded as being tn the process 0f testicular differentiation.

It can be concluded from these observations that, tn the Masu salmon, the time of gonadal sex

differentiation either into the testis Or into the ovary, which became morphologically discernible

almost simultaneously, could be delimited t0 a period from 4 t0 5 weeks after hatching when the

fry have begun t0 feed but still possess dwindled yolk sacs.

 
ま え が き

硬骨魚の性の人為的な統御が，稚魚ないし胎仔 (胎生魚種の場合) への 件ホルモンの投与によって可能である

ことは，Yamamoto (1953@ 1958) のメダカでの成功をはじめとしてグッ ビー (Dzwill0,1962 ) ，キンギョ

(YamamotoandKaJishima,1968) ，テイラピア(ClemensandInslee,196引において実証されている。

この二とは，単に雌雄性発現のしくみの解折や遺伝学的な問題の追究に関する興味にとどまらず。魚類の培養殖

上の手法の―つとしての確立と発展を期すべきものの―つであろう。上記のティラビアの性転換の研究も，養殖

ティビアの成長の問題とからめて稚魚期からの単性養殖を可能とする道をひらいたものである。 増殖事業の実施

にあたっても，対象魚の性の人為的統御が目的に応じてなされ得るならば，それはきわめて大きな意義を有する

ものとなろう。

サケ・マス類での性ホルモン処理による性転換の試みは，古くはPadoa (1937，ニジマス)， Ashby (1957.

Salmo tru肋 ) によりなさhLでおれまた近年日比谷らu97I) により，シロザケ，サクラマス，ヤマメなどで

報告されているが，いつれも完全かっ機能的な性転換をみちびくことに成功していない。人為的性転換の成否は，

用いるホルモンの種類，濃度，投与方法，および性ホルモン処理の開始時期や継続期間などが． それぞれの魚種

について適切であるか否かにかかっている。なかでも処理の時期と期間は，たんに性転換の度合に関係するのみ
ではなく，それが不適切な場合には処理魚の生殖服の将来の発達にまで重大な障害を及ぼす可能-@上すもある重大な

要因である。 既に NakamuraandTakahashi (1973) がテイラビアで示したように，このホルモン処理は，

生殖腺の性が形態的に末公イ とな時期に始められ，性分化が明らかとなる時期まで継続してなされねばならず，また

可能な限リ 短期間になされることがのぞましい。従ってある特定の佳 種の人為的，性転換をはかる際には・ まつも

ってその魚種の生殖脇の性分化過程を経時的に追い，上述の処理の適期を予め正確に定める作業が必須となる。

この報告は，人為的件転換によるサケ・マス類の再生産効率の上昇をはかるための基礎的調査として． サクラ

マスの生殖服の正常性分化過程を組織学的に観察した結果に加えて，これまで報告されている―，二のサケ・マ

ス類のそれとの比較検討を試みたもので，サクラマス資源拡大再生産対策事業の―環として行われたものである。

稿を進めるにあたり木研究に終始御指導と御助言を賜わった北海道大学水産学部山本喜―郎教授に深く謝意を

表する。

十オ 料と 方法

木研究に用いたサクラマス(Onco 朴vnc ん几 s masou) の稚魚は。石狩川l水系千歳¥¥lの北悔道さけ・ます増殖事

業協会西越捕獲場で 1972 年 9 月 2S 日に得た親魚から採卵，人工受精ののち，水産庁さけ・ますふ化場 千歳支

場に運び， 8 。 C の湧水を貫流させたアトキンス式ふ化器内に収容して，発生させた群より得たもので，ふ化は受

精役R4 日目にみられた。ふ化後も同様に8C の渓水中で成育させ，ふ化後4週日より乾燥配合餌料による官呵寸け

を開始してふ化後1・i週目まで飼育を継続した。

組織学的観察のためふ化直後よ '!T3週目まで1-2 週間隔で各4-12 尾， 荊I尾の稚魚、をそのままブアン 氏液

で固定し生殖 腺を含む躯幹部の6-Su の連続横断切片を作成し デラフイールドのへマトキシリンーエオシ

ンの二重染色を施して組織学的観察に供した。
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サクラマス(Oncorhynchusmasou) の生殖脇の件分化過程

果結

I．性的未分化m uふ化直後―ふ化後4週間)

ノ 、化直後 (全長平均 18.7mm) よ ')@i，化後I週間日 (全長平均20 ． 万m) の稚魚は，腹部に大きな卵黄褒を有し

水底に沈み遊泳は不活発の状態にある。 この時期にはすでに， 腸の体腔背壁より腸間膜をはさんで体腔中に突出

するL対の生殖腺原基が形成されている。この生殖腺原基 内の生殖細胞は，人形 (糸勺Iめ) で―般に惰円型を呈

し細胞質は明るく．径約 9 ・ 3u の核には?.イ固 から数個のイ二 を有していて，少数の体細胞によって取 リ 囲まれて

いる (Fig.1)。 この時期の生殖腺原基は，胸鰭のやや後方にあたる部位かも後方にのびるが必 尿生殖口の前部で

消失しており， また生殖細胞はこの原基の全長にわたってまばもに分布していて，この期間中には分裂増殖の徴・

をみせない。

ふ化後2-4 週日 (全長平均 22 ． 2-27 ． 伽") の稚魚は，前期と同様に腹部に卵黄褒を有するが，水底での遊泳

を 比較的活発に行ない，この期の終りころより浮上しm即斗 を開始する。ふ化後2週目には，生殖細胞は生殖腺の

前方部で分裂増殖を開始して次第に小型となり□収) また体細胞も数を増して生殖腺全体も大きくなりはじめ

る (Fie ． 2) 。 ノ 、化後4週目に観察した個体のll尾中5尾の生殖腺では，生殖細胞の分裂はさらに活発となり，小

型の生殖原細胞包嚢の形成が認めら十Lた (Fic.3) ，―方他の6尾の生殖腺では，生殖細胞のこのような顕著な増

殖が観察されなかった。

2．卵巣の分化(ふ化後5週日以降)

ふ化後5週日 (全長平均27.1mm) には，縮小した卵黄嚢ヵ 依然として腹部に残存しているが， 椎佑 は前期よ

りもさもに活発に遊涼し手聚耳する。この時期の稚魚のあるものでは，生殖細胞の状態は4週目のそれに上とべて

殆んど変化をみせないが．他の個体では，生殖服の前方部の休止期の生殖細胞包褒とともに対今期前期に発達し

た生殖細胞の包嚢の出現が認められる(Fig ． 4)。 一チ支に 性分化過程における@威数分裂前期への進行は卵原細胞に

おいて，精原細胞よりも早くおこることが知られており，サクラマスにおいても，生殖腺のその後の分化発達の

経過を比較検言 すすると。 このような持徴が生殖脇の卵巣への分化を示すものであることは確実と思われる。この

叩の生殖肢 すなわち分化初期の卵巣では，引きつづいて対今期前期の卵母細胞の増力口が進行し (Fig ． 5) ・ふ化

後8週日 (全長平均29 ． 伽m@ には，卵原細胞包嚢および対今期の卵母細胞包のうに加えて，直径約3山の周辺

仁前期の細胞の発達がみられる(Fig ． 6)。 ― 方． 体中心に面する側で休細胞の増殖ヵ毛忍 めらナしこの体細胞中に2 ．

3の管状構造が出現しこれらが血管に@分化し卵巣への分イヒが―層明もかとなる。そしてふ化後IO週日 (全長平均

30 ． ?"mi)の卵巣では周辺仁期の卵細胞の数がさらに増すとともに個々 の細胞直径もまた増力Dして，卵巣としての

形態をとどのえるに至る (Fig.7)。 このような変化は卵巣の先端部で特に著しく，このためにノ ，化後H 週目の卵

巣はその先端部が円く膨大した形を呈する。―方，この時期の精巣は， 細い紐状で卵巣のように 先端部が膨大

しないので; 肉眼的に卵巣と精巣を区別することが出来るようになる。ふ化後12週目では，これまで腹腔中に認

められていた卵黄はほとんど完全に吸収されて消失する。

ふ化後13週日 (全長平均35 ． 肋m) の卵巣卵は末だ周辺□期にあるが，細胞質内に二ジマス (山本ら，1965) の

同期の卵にみC@れる成層現象と思われる像をみせ・順調な発達をみせる。―方．卵巣全体の構造にはきわめて重

要と思われる現象がみられる。すなわち，卵巣の背縁と腹縁が，体腔側壁に面する側に弩曲伸長しているのヵ留・

められる (Ficr.8L さらに卵巣のある 吾M立には，このようにして伸長した両縁がその端吾Kで相互に隔合した結果

と思われる内腔の存在を観察することができる(Fie ． 9)。 これらの形態的変化は． 特に卵巣の先端部において顕

著であって，この時期の卵巣の後半部にはこのような牛寺徴的発達がみもれない。この内腔は，他の魚棟の卵巣腔

とその形成の過程が著しい類似をみせるが，成仏刃p巣ヵ 卵巣腔を欠くことから考えて，その後の卵巣発達にとも

なってどのような変化をみせるかに興味がもたれる。

3．精巣の分化

前述のようにノ 、 化後4週口の稚魚で 初めて。大型の生殖細胞包嚢の形成をみせる生殖腺をもっものと，生殖細

胞の分裂増殖が不活発な生殖腺をもつものとが区別できるようになる。前者の型の生殖上京は卵巣への初期介イヒを

みせるものであり，また後者は将来精巣へと発達するものと思われる。この精巣型の生殖腺では。 ふ化後5-6

週日にも依然として少数の主として静止期にある生殖細胞が少量の基質細胞に埋って存在する(Fig ． 10 andll)
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時に生殖原細抱の包嚢がみもれることもあるが，この包のうはごく小型のものにすぎない。ふ化後8週目にも，

精巣型生殖腺内の生殖細胞はわづかな増加をみせるが，全体として大きな変化をみせぬままにとどまる

(Fie ・ 12)@@さらにノ ，化後13週目に至っても，生殖細胞の増殖は依然として不活発であり，生殖細胞は単独ないし

2-3 ケの小群として基質中に分散している。これわの生殖細胞の分布密度は，生殖腺の前部でやや高く・後部

で低い傾向をしめし特に体腔最後端近くの生殖捌隆起後端部には生殖細胞がほとんどみとめられない。またこ

の時期にはこの生殖腺隆起後端は，将来の必尿生殖口にまでのびることなく，体腔背壁で消失している。

ふ化後Iヰ近くを経適したサクラマス幼魚の精巣では，糖原細胞は著しく数を増しているが，精子形成開始の徴

はまだみられない。この精巣基部の精巣懸膜に接する正中側の体細胞基質中にほ，裂礼状の輸精管に隣接して，互

に相接して前後に走る動・静脈とそれもの周囲に密接する小腔とがある (Fie.15)。 ふ化後5週目の精巣型生殖腺

の前部には，この血管―小腔糸と同じ位置に2 。 3 の管状構造ヵ 形成される。ふ化後8週目の精巣型生殖腺では。

この管状構造の上述の血管と小腔への分イヒが明瞭となり (Flg ． 13) ，さらにこ十Lらの管系が生殖腺後部にまでの

びているのがみられる。同様な形態の管状構造は卵巣基部にもあるが，その出現は卵巣ではふ化後8週目であっ

て，それが明らかに早く認められるのが精巣型生殖服の―つの形態的ヰ寺徴としてあ げられる。ふ化後l3週目の精

巣型生殖腺では，血管をとりまく， 腔が著しく拡大して，特異な形態を呈することもある (Fig.14) 。 この小腔が

精巣成熱にともなって，輸精管の―部として機能するものか否かは，現在のところ不明である。

察考

生殖腺の性分化の問題を拙う際に第―に検討されねばならぬ点は。 性的未分f生殖腺の卵巣または精巣への分

化開始を，如何なる形態的特徴の出現をもって判定するかということである。 都築ら 1966@ は，メダカの生殖腺

の形態形成，発達過程における生殖細胞の教的変化を詳細にしらべ。将来卵巣となるべき生殖腺内の生殖細胞が，
精巣となるべき生殖腺のそれに比べて．分裂頻度がより高くまた減数分裂前期により早く入る二とを明らかにし

ている。生殖腺の初期発達において卵原細胞がより早く卵子形成を開始しこれに 対して精原細胞がより長期間

にわたって比較的不活発な状態にとどまることは，これまで報告されている多くの魚種に共通してみとめられる

事実であって，サケ・マス類もまた例外ではない。例えば Ashby (1957) は Saimo @r"油で，卵巣の@分化が

受精役 Ifi9 日で生殖腺前部での減数分裂前期の生殖細胞の出現にはじまるが，精巣の分化は受精後 2.332日に至

るまで明らかでないとしている。RObertson 1953) は シロサケで，卵巣と精巣の分化がふ化後5R日目にみら

れると述べ，同様に減数分裂前期の生殖細胞の出現をもって卵巣分化の標徴としこの変化を 示さぬ生殖腺を精

巣とみなしている。著者等の今回の観察では，サクラマスの生殖腺での減数分裂前期の生殖細胞(gp母細胞)包棄

の形成はふ化後5週日(35 日，受精後89 日 )に既に明らかで，この時期には卵巣への形態的分化が既に始まっている

と判定される。事実，この卯母細胞包嚢の形成に先立っ卵原細胞包褒の形成はふ化後4週日 (28 日，受精役82 日 )

の若干個体に既に認められ同時期に生殖細胞の発達がこれと対比的に不活発な生殖腺をもつものと区別できるこ

とから，卵巣の形態的分化の開始はふ化後4週目にあると考えられる。

サクラマスでも，分化初期の精巣では生殖細胞の分裂増殖はきわめて緩徐であって， ふ化後1.3週目にも少数が

 基質内に散在してみとめられるにすぎない。精巣発達の進行はその後もきわめてゆるやかなようである。 Hiroi

andYamamoto()970) によると・ 降悔直後の幼合の精巣には精原細胞の比較的活発な増殖がみられるが，そのよ

うな状態は湖河開始のT-2 ケ 月前まで維持されていて， 精原細胞から精母細胞への移イ了 は湖河直前のものの精

巣ではじめて観察できるようになる。従って，木研究の対象期間内では・精原細胞の活発な増殖を含む精子形成

の開始をもって，上記の生殖腺が精巣として@分化するものであることを実証することはできない。

これまでの研究者の多くは生殖細胞の発達に焦点をおいて，件分イ巳期を論じているが，生殖輸管系などの，注特異

的な生殖腺附属構造の分イヒが生殖 腺@分im期の決定の大きな手がかりとなることは， NakamuraandTakaha-

shi (1973) がティラビアでの観察を基として強調している。サクラマスの精巣での輸精管原基の形成は， ふ化

後I・i週目にもまだ明らかではなく，これを精巣分イヒの徴とすることはできなかったが，血管系およびそれに附属

する管系の分イ kが精巣では卵巣に上として明らかに早く ， ふ化後5週目にすでにみられることは，生殖腺の体細胞

要素の性分イヒ開始のあらわれとしてとりあ@ガ号 るように思わ十 しる。 以上のような観点から，サクラマスでの精巣

の形態白け l生分イヒもまた，ふ化後5週目に既に開始されているものと推測した。
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サクラマス(Oncorhynchusmasou) の生殖 腺の性分化過程

稚魚に雌性ホルモンを投与して遺伝的雄の機能的雌化を，または雄性ホルモンによって遺伝的雌の機能的雄化

をはかるには，一般的にいって，処理を生殖服の性的未分化期に開始し形態的性分化が明瞭となる時点まで継続

して行なうことが必要である。 従ってこの時期，期間は対象とする色種によって異なるわけであるが，この処理

の時期，期間が適切であれば，たとえば雌性ホルモンを遺伝的雄に与えた場合生殖腺は ，遺伝的雌での卵巣の分

化発達と全く同様な過程をとって正常な卵巣となるし遺伝的雌の卵巣の発達にも全く害を及ぼさない(グッ ビー，

Miyamoni, 1964 ;メダカ, 0nitake, 1972; テイラピア, NakamuraandTakahashi, 1973) 。 処理が不適

切になされると，生殖腺は発達の抑制，間性4となどの異常を示し完全かっ 機能的な性転換をみせない。また処

理の期間の長さも無視し得ない要因であって，不必要に長期にわたる処理は生殖服の発達に重大な抑制作用を及

ぼすのが一般である。 Padoa (1937) , Ashby (1957) などのサケ・マス類での実験が明瞭な性転換の結果を

導き得なかったのは。この処理期の問題が―つの原因として考えられる。

こナ Iらを考慮して， 性ホルモン処理によるサクラマスの機能的性転換を試みる際には，特に雄性ホルモンによ

る雄化の実現の場合，ふ化後5週日 (35 日 ) を中心とした]0 日前後の期間が処理の週期であると考えられるが，

この期間の長さは現在計画中の実験処理の結果をまって改めて検討することになろう。遺伝的雄の雌化の場合@こは，

処理の時間はよりおそくとも有効と考えもれる。実施にあたってのもう―つの問題は処理方法である。前期の処理

期間にはサクラマス椎魚の摂餌活動が必らずしも活発ではなく，また安定してもいないので魚．類で一般に用い

られる，庄 ホルモン含有餌料の投与という方法が妥当ではないので; 椎魚、 をこの期間中のみ， 性ホルモンを適当濃

度に溶解した水中に飼育する方法をえら ぶべきであろう。ただ処理方法によって性転換効果が逆転する可育旨 l牛が，

特に雄性ホルモン処理の場合一，二の魚種で示さ十している(Mul@er, 1969@ が，この点の確認は実験結果の分析

にまっ以外にない。

サケ・マス類の成体の卵巣は，前端音川ま 体腔壁につづく体腔上皮に帽状におおわ十しるが，それ以外の音ト分 は卵

巣壁の正中側のみが体腔上皮性で他の側は直接体腔に開き．卵巣腔に相当する構造をもたぬことはよく知われて

いる。しかしサクラマスの場合，ふ化後13週目の卵巣の前部には，他魚種の卵巣腔形成過程ときわめてよく似た

形態的変イwがみられ―部には 明らかに卵巣腔とみてよい内腔すら形成される。RObertson (1953) によるとシ

ロ サケでもふ化後69 日目の稚魚の卵巣前部が背側方に弩曲して卵巣溝 (endovarial canal) を形成すると記し

ているしまた 同様な現象は二ジマスや大西洋サケでもみられるという(RObertson ， 1953，の引用による0 こ

れらではサクラマスの上易合のように内 腔形成がみられるか否かは明らかではないが，特に成魚の卵巣の形態的特

徴のなりたちを検討するうえで興味ある事実である。

糸勺要

水温8C の湧水でふ化させたサクラマス(Oncorhynchusmasou) の稚魚を用いて，ふ化直後よリ1-2 週間

隔でふ化後13週までの生殖腺の性分化過程を組織学的に観察した。

1． @@，化直後に，すでに左右I対の生殖腺原基が体腔上皮より突出して認められる。生殖細胞は大型かっ少数で，

少数の体細胞によりとり囲まれており性的宋分化の状態にある。 コ ，化後2週目には，生殖細胞のゆるやかな分裂

増殖がみられ 生殖細胞は次第に小型となる。ふ化後4週目には，生殖細胞の活発な増殖による包挺形成が生殖

腕前部にみられる個体と，生殖細胞の増殖が不活発な生殖腺をもつ個体とが@識別できた。

2 ． ノ 、化後5週目には，若刊固体の生殖腺で生殖煉細抱包嚢とともに対今期前期の生嫡細胞wgF母mm8 色 )のL嚢の

出現がみられ，卵巣へ分化の開始が認められる。ふ化後7-8 週目には，卵母細胞は周辺仁前期に達する。ふ化

後13週日の卵巣の前端部では，その背縁と腹練ヵ淋側壁に面する側で伸長脅曲し。―部では両部が隔合して内腔を

形成するのが観察された。

3． メ 、化後5週目には卵巣への分イヒをみせない 生殖腺では，生殖細胞は少数にとどまり色のう形成も顕著ではな

く， @成数分裂の開始をみせることはない。この型の生殖服の生殖腺間膜に接する音M立の 基質中に血管とそれをと

りまく小腔の形成がこの期に既に認められる。この型の生殖腺は精巣への分化の開始期にあるものと推定される。

4．以上の観察結果から，サクラマス稚魚における生殖腺の卵巣および精巣への形態的分化は，ノ，化後4-5 週

におこることが確かめられた。従って，サクラマスの性ホルモン投与による機能的性転換をはかるには， ホルモ

ン処理の期間をふ化後5週日 (35 日 ) の前後10 日間 不呈度とすることが適当と思われる。
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サクラマス (Oncorhynchusmasou) の生殖 腺 の性分化過程

Plate I
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図 版 説 明

Plate I1.Plate 1 .

Fig. 10．ふ化後5週目の精巣．生殖細胞は少Fig ． I．ふ化直後の生殖腺 X 540

なく 体細胞基質中に管状構造(矢印)Fig ・ 2 ．ふ化後2週目の生殖腺．生殖細胞の分

が出現する． x680  裂増殖が始まる， X 540  

Fig ． n ．ふ化後6週目の精巣．X680  

Fig ・ 12 ． ふイ□ 妾 8週目の精巣．動脈(A) ， 静Fig.3  茎世鷺忘程 員三 青窪甥お意ヂ 安巴T""
脈 (V) ． 小腔 (L) が出現する． X680  Fig ・・ 4 ． ふイ m妾 5週目の生殖腺．休止期の生殖

Fig ・ 13，ふ化後IQ 旦 目の精巣．人動脈 ;V ・

細胞の他に対今期前期の生殖細胞の

静脈 ;L ， 小腔． XR40.包嚢 (矢印) が出現する． x 540  

Fig. 14．ふ化後Ia週目の精巣．小腔 (L) が拡Fig ． 5 ．ふ化後6週目の卵巣．X 520  

大し生殖細胞は増量した体細胞基質
Fie ． 6 ． ふイ□妾 8週目の卵巣．周辺仁初期の卵

中に散在してみられる． A ，動脈;V ，
母細胞が出現する． x450   Fig ． 7 ． ふイ□ 妾 I腿目の卵巣．x220  

Fie. T5 ．ふ化後約 I年の精巣．輸精管(S) の
Figs ・ 8 ふイヒ後 I3@週目の卵巣前部．卵巣の背縁

形成がみられる． A，動脈;V ，静脈;
and9 ・と腹縁の伸長 (矢印) によって卵巣に

L ， 小腔． x95  内腔が形成される・xI10  


