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サクラマス の早熟な残留型の精巣組織の

変化について i川

坂 淳

ON  THE HISTOLOGICAL CHANGE IN THE TESTIS OF THE PRECOCIOUS 

MASU SALMON PARR (ONCORHYNCHUS MASOU) 

By 

Sunao KOSAKA 

An observation was mad巴 onthe histological changes in the testis of the precocious inasu salmon parr, 

Oncorhynch.us masou, especially during the maturing and post spawning period. The results obtained are 

summarized as follows : 

1〕 The testes of Fry are occupied with germ cells at the spermatogonial stage. In Parr, the 

testes come to be composed of distinct lobules, in which many cysts a1e recognizable. The cysts contain germ 

cells of various stages of development from spermatogonia to spermaticls. In precociously maturing Parr, 

the cysts full of mature sperm are broken clown and the sperms gather in th巴 centrallumen of each lobule. 

In the testis of ripe phath, the wall of the testicullar lobules thickens and at the same time the periphery 

of the lobule disappears, along with the development of the intralobuler somatic cells. At this phase 

spermiation takes place. 

2) After spawning, phagocytes appear making a row on the periphery of the lobule. They engulf 

the residual sperms, along with the enlargement of their size. 

3) The testis at th巴 initialphase of th巴 followingmaturation shows a p巴culiarstructure known in 

the seminiferous tubular type testis. 

4) The class凶cationof the testes into two types, lobular and tubular type, is discussed. 

緒白

サクラマス （Oncorhynchusmasou Brevoort）では，同一個体群に属する幼稚魚が発育の過程において Smoltfこ変

態して｜年海するものと，河川内に残留するものとに分かれるのが一般的である 残留型の個体は雄に多く，それらは

幼型のまま成熟し，繁殖期以降も生存を続けて．再．度成熟するとされている 〔大野 1933〕.Smirnov (1965〕はサク

ラマスのこのような繁殖様式を単一周期性から多周期性への移行型と考えている しかしながら，繁殖と密接な関係

にある生殖巣の発達に関する引先はサク ラマスの場合極めて少なく，組織学的研究としては山本等 (1959）が降続型

のマスの卵形成について行なった報告があるにすぎない．

サケ マス類の精巣の発達に関する組織学的研究は，これまでに Jones(1940), Weisel (1943〕，Robertson(1957, 

1958), Ishida et al (1961), Henderson (1962），太田等 (1965）及び Hirai& Yamamoto (1968）の報告がある．

しかし 一凡成熟した後の精巣を詳細に調べた研究は少なく， Henderson(1962）がカワマスSalvelinusfontinalisを

用いて比絞的詳しく調べているが， Oncorhynchus属に属する；魚種を取抜ったものでは W巴isel(1943〕と Robertson

(1957〕の断片的な観察の例しか報告されていない．

＊ 東北区水産研究所業績 第 271号

材 木研究の一部は文部約科学研究費によ った
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坂 淳

筆者はサクラマスの早熟な残留型のf:¥tの精巣の発達，並びに再成熟過程へ移行する時期の精巣の総造変化を組織学

的に調べ雪これまで魚類の精巣が二つの型に分けられていた （水江 1950，落合 1968，五十嵐 1968句山本 1970）問

題についても検討を加えることができたのでmιーてここに報告する．

本稿を草するに当り指導をいただいた北海道大学水産学部山木喜一郎教授及び研究を進めるに当り多大の援助と助

言をいただいた北海道大学水産学部久保達郎助教授におIし厚〈感謝の話、を表する．材料の採集に際し援助を与えられ

た北海道大学大学院大池一臣氏並びに林征一氏にお礼申 し上げる．木研究の内容について論議をいただいた北海道大

学水産学部淡水機殖学講座並びに発生遺伝学講座の方々に対レむから謝意を表する．東北区水産研究所石田力一資源

部長並びに佐藤栄所長には原稿を読んで助言をいただいた， 記してお礼申し上げる．

材料及び方法

材料は北海道波島半島南部を流れる久線別川支流の湯I±＼川から1968年7月より 1969年6月迄の）；！；j年に］ヨって採集さ

れた魚．及び1964年より 1970年の問に北海道大学水産学部七自民主主f;¥I，実習施設において飼育されていた1:fi＼を用いた 使

用されたfl団体数は Tablelに示すとおりである これらの中には，函館市近郊にある小川（瀬戸JII）から1970年 1月

18日に採集した 2尾の個体が含まれている これらの魚はいずれも仏から し年魚、の個体である．

Tab！巴l Number of the fish examined. 

Fish cultured Fish collected 
in the pond from Yude R. 

May 3 

June 10 
July 4 7 
Aug. 14 5 
Sept. 8 6 
Oct. 8 24 
Nov. 1 6 
Dec. 3 11 

Jan. 3 3ホ

Feb. 3 
Mai 5 14 
Apr 3 7 
May 3 2 

Jun 

Total 105 92 

本 Ofthise品shtwo were collected from Seto R. 

｛共試1~は魚体損lj定の後に精巣が組織学的観察のために｜詰｜定された． 固定液はファソ液， 中性ホノレマリ γの10%波及

びツ ェソカー液を用し、た．組織傑木は通常’パラフィン法により 5～8μ 切片とし染色にノ、ィデ、／ハイン鉄へマトキ

シリン ・ライトグリーソ，デラフ ィーノレドのヘマ トキシ リγ ・エオジンの二重染色及び一部にへマ トキシリ ン・アメ

ーノレ II.エオジンの三重染色を施した

結 果

1 発育過程にともなう精巣組織の変化

当才Mtのサク ラマスの：f,l;巣組織の発達状態を発育の区分 〈久保 ・小坂，1964〕IJに従って概観すると次のとおり で

ある．

IJ (I司し， 久保・小坂 (1964）の DarkParr JmこJ、｜｜当するものを．木報告で、は精巣の発達状態を考！芭に入れ、
Precociously mature Parr j切と Precociouslyripe Parr Jtllに分けた．

( 164) 



サクラマスの早熟な残留型の~~；巣組織の変化について

Fry期 。このj切の魚の精巣内には生姐細胞として精原細胞のみが存在する（Fig.1）.仁を 11固有する大型の核をも

っ休止期の単独で大型の精原細胞から，核内に 2～4個の仁を有し，数個集まって包裂を形成している精原細胞まで

認められる 生殖細胞の聞には比較的多くの繊維性結締組織，並びに橋円形の核をもっ小型の細胞が散在している

この小型細胞の一部のものは精原tll胞を凶んで漉胞状態を呈している その他に血管系等が認められる．

Parr期 この期の魚は 5ないし6月から現われる．精巣の発達はこの時期に，倒体による変異が顕著となりはじめ

る ． 当初，生殖細胞はどの個体でも全部活~原細胞のみで占められている（Fig . 2）.これらの内の精巣の発達の遅い個

体では，このような状態が冬期まで続き，この産卵期中には成熟しない 一方，発育の早い個体の精巣で、は， 6月中

に精母細胞が現われる．それらの精巣では精原細胞の他に，核の染色糸がi吻合して一方の極に集まる対合期の精ff)細

胞，成熟分裂中のMflJ泡， 分裂を終えて休止J閉の細胞及び精娘創II胞なと、で、ポ

〔Fig.3〕.Fry期では未だ明瞭でなかった精巣小葉の形状がこの期で、は明舵になり，主として結締組織から成る精巣

小業の周辺に Sertoli細胞も少数ながら認められる．

Precociously mature Parr期． この1切に入った魚、の精巣の主な特徴は精巣小葉内に少なくとも l個以上の精子を含

む包袋が存在することである（Fig.4）.このj切の初期には精巣小業内に精l京刺I))包から精子に至る種々の発達段階の生

殖細胞で満された包裂が認められる．一つの包袈内の生殖細胞はほほ同じ発生j切を示している．このような現象は他

の魚種カ ワマス（Henderson1962〕及びサケ 0.Keta (Hiroi & Yamamoto 1968）においても認められている．一般

に精巣小葉内では中央部の包装に最も早く精子が発達する 成熟の相当に進んだ精巣においても，その小葉墜の部分

には精原細胞を認めることができる （Fig.5). 精巣小葉間隙には壁を構成する結締組織の外に間質細胞が観察され

る.fl古巣小業箆はその内！座に精子が多量に集まって来るとその厚さがしだいに務くなる．この様な精子を相当量包含

するに至った魚て、も外観上は Parrj坊のものと著しい差異が認められない．

Precociously ripe Parr期 8月下旬から 9月にかけ， 腹部を圧すと精液を放出する個体が現われてくる それらの

(1~1体の大部分の精巣小業には精子が充満し，輸精管内にも精子が認められる 完熟状態の精巣小業では少数の精原細

胞が周辺部に認められる外は全て精子で占められている （Fig.6～8). その後，精子の拶｜出に伴L、小葉態と精巣小業

との問に明瞭な11t］隙が現われる．精巣小業撲の内似lU周辺部には楠円形の核を有する細胞が発達する（Fig.7, 8）.これ

らの細胞の形状並びに集合状態はニ ジマス Salmogairdneriiの場合〔Robertson1958）に観察されたものと一致す

る．Robertson (1958〕はニジマスのおむ巣におけるこれらの細胞を Marshalland Lofts (1956）にしたがって ＂lobule

boundary cell，，と報告している． しかしながら，その後Hiroiand Yamamoto (1968）はサケの精巣において同様の

細胞を“rntralobularsomatic c巴II”と呼称しており，木報告ではそれに従っておく ．それらの細胞の他に，精巣小業

問の間際部分にヘマ トキゾリンに／1£；染する形の多少歪んだ核をもっ Leydig守cell ~＇目同 と思われる間質細胞が観察され

る（Fig.7). また，連鎖状の赤血球が君主の部分に観察され，毛細管の発達が示唆される（Fig.7). この期の末期には，

:/!Fil.京細胞以外の諸細胞iJ, intralobular somatic cell，間質細胞及び結締組織細胞等に若干の萎縮が認められる（Fig.9). 

また精巣小業間の間隙に存在する間質細胞と考えられる細胞に空胞化現象が観察される．

上記の精子形成過程を主要な内容とした一連の変化は、川から採集された個体と池中で飼育されていた個体との間

に組織学的な差異は認められないが，池中飼育の個体の方がJllから採集されたものより精子形成等の変化の速度が若

干遅れる傾向にある．また同じクノレープ内の個体間にあっても変化の遅速に幾らかの個休差があり，更に，同一精巣

内においても精巣小葉の部位の違いによる差異も認められる

2 再成熟過程への移行前期の精巣組織

繁殖期を経過した！：（lの精巣内には種々の程度の精子が精巣小業内に残存しているし また愉精管内にも相当量の残

存精子が認められる.10月下旬に調べた個体では，これらの残存精子の再吸収現象が既に始められていた

この期の精巣においては，まず精巣小業壁が再び明｜僚となり 、それに沿って 1他1の精円形のエオジン染色性の核を

持った細胞が単層状に媛着する これらの細胞は精巣小業の内院に向って生長を始め．そこに残存している精子を創i

胞内部に取込む、 すなわちそれらの創｜｜胞はl険細胞として機能する それらの細胞は形状及び位i泣関係より判断して
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坂 詩ー

おそらく intralobularsomatic cellであろう

m巣小業~tの外側lには血管系、が顕著に発達し， J血管内には明らかな血球が観察される．その他に空）J包化された間質

細胞らしきものも若干観察される．布告原細胞はこの期にも認められる〔Fig.11). 

l食細胞は引続き小葉！箆の内部に向って伸長し残存精子を吸収する（Fig.12〕.I食細胞の核は悶有な網状の染色糸を

有し，細胞の主主部に存在するが吸収された精子は細胞の先端部に密に存在し， 周辺に行くに従って政に分布してい

る.Fig. 13に喰作用が更に進行し，残存精子が殆んど吸収された状態を示した目これらの吸収過程は輸精管に近い

部位の精巣：小業で早く進行し，l陥精管より陥れた部位程遅れる傾向がある また輸精管内にはお~子が最後まで残る ．

精巣内の精子が一掃されるのは 1月になる．

3 再成熟過程への移行後期の精巣組織

残存精子の吸収の終ったがi巣小業では，l食細胞は幾分小型となり，小業周辺部に単層に配列し，その内側に小さな

内！盗を形成する（Fig.14). それらの細胞は明l僚な核を有し， 核の内部には極めて顕著な仁が l@I存在している．そ

れらの細胞間あるいは精巣小業量産に若干の精原細胞が認められる （Fig.14）.精巣小業壁は繊維性結締組織が著しく

増大 し，小業の愉郭が不明瞭となる（Fig.15). ある細胞は移動して結締組織と混在して不規則な配列を示しまた

ある細胞は精原細胞を取囲んで包裂状の集合を作る（Fig.16〕 このような精巣は，一見 Fry期の精巣組織（Fig.1) 

と類似、しているが， Fryj切のものに比べると精l京細胞の量が相刻｜約に少ない様である．

4 再成熟過程の初期の段階の精巣組織

しかしながら精巣の再成熟過程は，幼稚魚期の初回の成熟の場合とほとんど差異が認められない， 5月の年令

I＋の魚の精巣で、は精巣小業の形が再び整えられー内l院に発達段階の進んだ精／］：釧j胞が集中し，周囲に給原細胞が放在

していた（Fig.17〕

考 察

サクラマスの半持な残留型が一旦成熟した後も生存を続け，翌年再び成熟過程へ移行するということを，精巣の組

織構造のj歪次的な観察の結果からも｛活かめることができた

Weisel〔1943）は 0.neγ仰 の除去J型のがI巣を組織学的に調べ，成熟期以降の魚では小業壁沿の精j京細胞並びにその

他の細胞が空胞化あるいは核被縮なとPの！R行現象を起すと報告している. Hirai and Y amarnoto〔1968）はサケの成熟

期の精巣では We日I(1943）が指摘した様な精原細胞の退行現象が明瞭に観察されないと報告している． Robertson 

(1957）はマスノスケ O tshawytschaの早熟lift；（＼（の放till後の｛I自体を 5ヶ月間飼育し，その前後の精巣組織を調べた

結果，精原細胞のj装死あるいは空胞化などによる退行が若干認められるが， それらは新たな精子形成過程の回復にと

って妨げにならない様だと述べている． しかし彼は intralobularsomatic cellの消長あるいは間質細胞等を観察し

ておらず，断片的な記述を行なっているにすぎない．

サクラマスの早熟な残留型の級魚では， Precociouslyripe Parr期前後の精巣組織において Weis巴1(1943〕が報告 し

ている様な顕著な退行現象は認められなかった．しかしながら Precociouslyripe Parr 期後半から次の再成熟過程への

移行前期の精巣小一菜壁においては， Matthews(1938）が Fundi山 sheteroclitusを用いて観察した間質細胞の空胞化と

類似の現象と思われるものがいくらか認められた.Precociously ripe Parr 期後半の精巣小業では，また intralobular 

somatic cellの若干の萎縮が観察された（Fig.9）が，これはサケの場合（Hiraiand Yamamoto 1968）に示唆されて

いるようにそれらの細胞が掛精時に分泌の性質を冗進し，液状物質を分i泌した結果によるのかもしれない．それらの

細胞は，その後に残存精子の奴収活動を行なう喰細胞への機能転換が認められた なおl食細胞については Herderson

〔1962〕がカワマスで観察しているが， その由来あるいは位置関係は明らかにされていない．

l食細胞が充分生長し，残存料子を吸収し終えた際の精巣小業の機造（Fig.13）は制II精管型の精巣におけるパターン

と一致し，非常に注目されるので，以下にこの問題についてふれることにする

f（＼績の精巣は従来，組織学的内容から二つの型に分けられて来た（水江 1958，落合 1968，五十嵐 1968，山本 1970).
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サクラマスの早熟な残留型の紡巣組織の変化について

その 1つの型は紺1精管型でzこの秒＇IJとして水lL(1958〕は Matthews(1938）の，Jlqべた F削 dulushete.-oclitzs 2えびfill川

(1956）の OryziasLati pesをあげ，彼自身が調べたカサコ Sebastiscusmarmo1・atusもこの型に属すると報告してい

る 五十嵐 (1968）はエゾメパノレ Sebastestaczano町 skiiの精巣もこの型に含まれると述べており， Moser〔1967）も

この潟[J精管型に属するものとして Sebastodesj>aucispinisの精巣組織を計約に；V.':Iべている．もう一方の型は lobule型

と云われ，この型の精巣をもっ魚種には Per・caflavescens (Turner 1919), Umbra /.imi (Foley 1926〕，Lio戸settaobscura 

（山木 1953）あるいはサケ ・マス煩（Weisel1943, Robertson 1958, Ishida et al. 1961，太田等 1965, Hirai and 

Yamamoto 1968〕などが包含されてきた．

サクラマスの場合，サケ科に属する魚種放に系統分類学的な面を考慮するならば当然 lobul巴型に含まれることが

予想される．ところが得られた結果は繁殖期を経過して再成熟過程へ移行するll;'j＇期の精巣において、l食細胞として活

動していた細胞が機能転換を行ない，創[J精管の精上皮様相を顕示しており，小築確の付近に将i原細胞が現われている

(Fig. 14〕 これらの精原細胞の分布及び拶動の状況（Fig.14, 15）は Moser(1967）が Sebastodesρ仰 cisρinisに

おいて観察した内容と一致している

この様に，観察された早熟な残留型ガ Pラマスの初回成熟迄のf.-H巣の発述3邑：f;'j［凶作海型のサケの精巣等 (Ishidaet 

al. 1961, Hirai and Yamamoto 1968）と同僚にいわゆる lobule型を示すが，再成熟過程への移行期の精巣はf.~ I肉料f

型の精巣に見られる形態を示した．これらのことから．従来の精巣の型分けは今後再検討を要すると考える

要 約

サクラマスの早熟な残存l型のff;¥の精巣を調べ．その発達過程並びに丙成熟過程へ移行する時期の構造変化を組織学

的に観察した．

1. Fry期の精巣では生殖細胞として柏原細胞のみが存在し， ParrJ切には精巣小業の形が整えられ精娘細胞までの

f並々の発達段階の包裂が：±1現した.Precociously mature Parr J切には桁巣小業内で包泌が崩壊し精子が内腔に集まる．

Precociously ripe Par r期の精巣で‘は小業間の間隙がII巴厚し，小業の愉手flが不明瞭となり，小葉周辺部に intralobular 

somatic ce l l が発達する ． このMに掛お·~がl也る ．

2. 繁殖期を経過した精巣では小業の愉手q1が再び明瞭になり， 内狽I）にl食料l胞が単層に配列し，内陸へ向って生長し

ながら残存精子を吸収する．

3. 残存精子の吸収が終り，再成熟過程へ移行する時期の精巣は紺l精管型の一時期のパターンを顕示した．

4. 魚類の精巣に関しての従来の類型分けについて検討した．
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サクラマスの早熟な残留型の精巣組織の変化について

Explanation of plates 

All figures are photomicrographs obtained from sections of the testis of precocious masu salmon. Fixed 

in Bouin’s fluid and stained with Heidenhain’s except日g.16 which was taken from the material五xedin 

Zenker’s fluid and stained with hematoxylin.azur II-eosin. 

Fig. 1. Portion of testis of Fry, fixed on May 19. Only spermatogonia are recognized. x 440 

Fig. 2. Portion of testis from initial phase of Parr，五xed on June 29. X 440 

Fig. 3. Testicular lobule of Parr, collected on July 10. The wall of one has been formed distinctly. The 

lobule contains spermatogonia and various spermatocyte. x 6CO 

Fig. 4. Testicular lobules packed many cysts filled with mature spermatozoa and germ cells of various 

developmental stages. On August 25. ×600 

Fig. 5. Portion of testis from precociously mature Parr, collected on August 25. Testicular lobules contam 

masses of spermatozoa in the lumen. x 440 

Fig. 6. Portion of testis at ripe phase，品xedon September 26. Lumen are compl巴telyfilled with mature 

spermatozoa and lobule walls are very thin. x 440 

Fig. 7. Tes,ticular lobule at the time of spermiation, collected on September 26. lntralobular somatic cells 

are arranged in a row along the lobule wall. Interstitial cells and erythrocytes are visible. ×600 

Fig. 8. Lobules taken from the same section as日g.7. In this area intralobular somatic cells are present 

in a mass. ×600 IS, intralobular somatic cell, I, interstitial cell, E, erythrocyte 

Fig. 9. Testicular lobule in the late phase of ripe period. At this period, spermiation is taken place. 

Collected on September 26. ×600 

Fig. 10. Portion of testis at postspawning period, on October 30. The blood vessel and phagocytes are 

visible. ×6CO 

Fig. 11. Lobule in th巴 samesection as品g.10. Two sp巴rmatogoniaar巴 recognized. ×6CO

Fig. 12. Testicular lobule showing absorption of residual sperms, fixed on November 25. Phag口cytesare 

located making a row on the periphery of the lobule. They are growing toward lumen. x 600 

P ; phagocyte 

Fig. 13. Testicular lobule immediately after the residual sperms have been absorbed，品xedon Decern ber 

15. The lobule shows a serniniferous tubular pattern. x 800 

Fig. 14. Testicular lobule at the initial phase of the following maturation, on December 15. Spermatogorna 

are visible and connecting tissue are increasing. x 600 

Fig. 15. Portion of the testis showing the movement of spermatogonia, on December 15. The periphery 

of testicular lobule is not recognized. x 600 

Fig. 16. Portion of the testis showing a small number of spermatogonia surrounded by follicles. On 

January 18. ×600 
Fig. 17. Testictirar lobule of the following mature phase. On May 18. The cysts of sperrnatocytes are 

visible 1n the lumen of the lobule. X 600 
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サクラマスの早熟な伐自型の粘巣組織の変化について
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