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Abstract. @ Histological changes were observed in the digestive organ Of chum salmon (Oncorhynchus

keta) at the early stages. The alimentary canal showed a simple, straight and tubular structure at the early
alevin stage. At the late alevin stage, the stomach was composed 0f the muscle layer and cubical epitheli-

um including the gastric glands, while the intestinal epithelium had a columnar structure. After the early

fmgerling stage, the epithelium Or the stomach changed from cubical to columnar structures, and the

intestinal epithelium was characterized by vacuolated supranuclear areas and a striated border. In the liv-

er, glycogen vacuoles appeared and nuclei enlarged after the late alevin stage. Thus, chum salmon

alevins could be divided into two stages according to the development Of the alimentary chana1. Rapid

structural changes ;n the digestive organ after the late alevin stage may be related with ecological and

nutritive transition in their early life.

olivaceus@ (ふ化後40 日前後@ より早い(安永l972: 楳

田 ・落合1973) ．これらの相違には， 也 種によって変化
はじめに

に富む初期生活様式が反映すると考えられている(田中魚類の消化管は発生初期に単純なl本の管状を呈する

1975)  が，成長とともに各器官への分化を遂げ，形態的，機能

遡河性回遊魚、 であるサケ (Onco 所hyn。ん u.¥ぬ山の場的に複雑になる(岩井1985) ． しかしその過程は 甘 種

合，胃の形成はふ化後40H までに起きるものの，消化により異なることが知られている． 例えば，ふ化時にお

管の基本形が完成する時期はふ化後120 日前後であるこける消化器官系の発達H楢態を形態的に比較すると，その

とが形態的観察から明らかにされている (帰山1986)  基本構造がクロ ダイ (My比M 。「oi，叩halus) のように末

しかしサケの 消化管形成に関する組織学的検討はこれ発達なものから，シマハゼ低7 所取? 而go 仰。甲仇lMJ)

まで行われていない．本稿では，サケの発育にともなうのようにほぼ確立しているものまで様々なタイプに分け

消イヒ 器官系の発達過程を組織学的に調べた られる (田中1975)．また，消化管の機能が活発化する

材料と方法
時期を糸巳織化学的にみると， ブ'@ (Seri。血 qulqueradi-

0@0) (ふ化後25 日刊  後) の方が，ヒラメ(PQ 「口 fiC血Ly$

供試魚と採集 1992 年l@ョ 17 日にふ化した千歳州産

のサケを実験に用いた．ふ化後の魚は，水温l0L の流北海道さけ・ますふ化場研究業績A34R 号
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Fig. 1. Changes in fork length and Kin-index (body weight X 1000/(fork length)3) or chum salmon from alevin to
fingerling stages. Vertical bars show sE. Broken line shows the date of emergence.
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Fig. 2. Cross sections or the stomach and intestine 0f chum salmon a@ the early fingerling stage. A, empty stomach; B, emp-

ty intestine; C, full stomach; D, full intestine; a, body cavity; b, tunica muscularis; c, gastric gland; d, epithelial tissue; e,

inside Uf alimentary cana1. Scale bars = 50 fis¥.
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った．そのため，消化管の発達状態を判断する基準とし

て，主に粘膜上位細胞の形態を用いた．

ふイヒ後 I週間目の仔魚の消イヒ管は ，単層の上皮細胞か

ら 構成された直走するI本の管として体腔の中央に存在

するのみで，組織学的に胃および腸の区別はっかなかっ

た (F@e.3)・ふ化後5週間目の仔魚では胃ヵ研安態 的に分

化しており，胃腺と立方状の粘膜上皮細胞ヵ湘織学的に

Fig. 3. Cross section 0f the alimentary canal of chum salmon at

the early alevin stage, d, epithelial tissue. Scale bar = 50

/;m.

肝ほの発達 肝重比は， 1月 24 日の0.1から浮上時の

0． 9へ急激に増加した{P<0.0T) ．餌付け開始後も他は

上昇し実験終了時には l． 6 となり浮上時に比べても有

Fig. 4. Cross sections 0f the stomach 0f chum salmon a@ the late alevin (A) and the late fingeriing (B) stages, b, tunica muscu-

1aris; c, gastric gland; d, epithelial tissue. Scale bars = 50 /@m.

Fig. 5. Cross sections 0f intestine 0r chum salmon a@ the late alevin (A) and the early fingerling (B) stages, b, tunica muscu-

1aris; d, epithelial tissue; g, goblet cell; s, striated border. Scale bars = 50 /@m.
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Date

Fig. 6. Changes ;n ratio 0f body weight (BW) and liver weight (LW)(LW X 100/BW) Of chum salmon from the

alevin to fingerling stages. Vertical bars show sE. Broken line shows the date or emergence.

Fig. ?. Cross sections 0r liver 0f chum salmon at the late alevin (A) and the early fingerling (B) stages, a, nucleus; b, glycogen

vacuole. Scale bars = 50/2 m.

と腸への分化を遂げるとともに，絹層や上皮細胞から成意に高まった(P く 0・ 01 ， Fig ・ 6)  

る基本構造を発達させていた．また，この時期の胃 にはふ化後5週間目の仔魚の肝臓では， 肝実質細胞間にグ

すでに胃腺も確認できた．胃腺は/l、子しを通じて胃の内腔リコ□ゲン液胞が確認できた(F堆 ． 7A) ．稚魚期以降の

に塩酸やぺプシノーゲンなどの消化酵素を分泌する腺細魚の肝臓ではグリコーゲン液胞量が増すとともに， 肝細

胞の集合体であり (岩井1985) ，アユやクロダイでは胃胞の核か仔魚期後半の魚、に比べて大型化したけく
腺の分化にともなってぺプシン様の酵素活，性が増大する0.01, Fig.7B)  

ことが知られているMl 合1975) ．ふ化後5週間目の仔

也 における胃腺の発達と腸の基本構造の確立は，本種に
考 察

おいてもこの段階で消化器官が機能し始めることを示唆木研究により，サケの消イヒ 器官系は仔魚期に急速な分

している イヒを遂げること ヵへ組織学的に明らかとなった． すなわち，

今回の観察から，魚が尾叉長で50-80mm (幼魚前期@ふ化後@週間目の魚で単層上皮細胞からなる@本の単純

に達すると胃の上皮細胞が円柱状に発達するとともに，な管状を呈した消化管は，その後の4週間で研多態的に胃
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腸の上皮細胞における核上方域が空胞化し 条紋縁ヵ和月

瞭になることが分かった．サケ科魚類の腸における空胞

化した上皮細胞は，活発な飲作用 (渡部1984) やタン

パク質摂取作用 (EzeasorandStokoe,1981)を示すこと

から，サケの腸においてもこの時期に機能的変化が挺@き

ていたと考えられる． また，沿岸域に分布するサケは尾

叉長が55mm 以上に達して飛躍的に大型の餌を補食す

るようになること(OkadaandTaniguchi,197@)，その

後(S5i-80Tnmまで成長した個体から沖合への移動を開始

することが知られている(真山ら@981)．これらのこと

から，幼魚期の消化器官では分布域や食性等の生態的変

化と並行して，消化吸収機能面での適応が進んでいるこ

とが予想された．

グリコーゲン液胞 (YaSutake 抑dwaIeS ， 1983) は仔

魚期の後半以降，肝実質細胞内に出現した．この時蓄積

された栄養は，浮上した魚ヵ液餌を開始する際のエネル

ギー源として使われると考えられる(白石・内田1957) ．

今回，稚魚期 (FL ， 38-50mm) 以降の肝実質細胞にお

いて核が有意に大型化していることを明らかにした．こ

の魚のサイズは，中野ら (1985) がDNA, RNVA および

タンパク質量の測定結果に基づいて示したサケが新たな

発育段階に人るサイズ (FL,47-56@mm) とほぼ―致し

た．このことは，稚魚期ヵ胡干臓 機能の転換機であること

を示唆している，

以上のことから，サケは仔魚期に消化器官系を分化，

機能化させっつ栄養蓄積を行い，浮上とともに蓄積した

栄養を使って摂餌行動を活発化させ・外部栄養へ転換す

ると考えられる． また，消化管形成過程の組織学的観察

から，サケの仔甘期はI本の単純な消化管が各器官へ分

化する時期を境として細分できることが示された． しか

し 仔魚期は各器官における組織学的変イLが急速に進む

ので，細分化するためには資料の採集間隔をより短期間

にした詳細な検討を加える必要があろう．
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