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マ ハ ゼ の 成 熟 に 及 ぼ す 水 温 の 影 響

鈴木伸洋 1)・柵瀬信夫 1)・杉原拓郎 2)

Eff ect of Water Temperature on the Maturation 

of the Oriental Goby Acanthogobius fl avimanus

Nobuhiro Suzuni, Nobuo SAKURAI, and Takuro SUGIHARA

The underyearling fi sh of the oriental body Acanthogobius fl avimanus in reproduction under 
laboratory condition grew to a mature size and sexual characters appeared within about a year 
after artifi cial insemination. While the fi sh exhibited an apparent ovarian maturity under such 
natural condition as water temperature from 14 to 11 ℃ , the subject did not appear under a 
water temperature of 20 ℃ .
To clarify the eff ect of water temperature on the gonadal maturation of this species, the 
changes in GSI and gonadal histology of the adult fi sh caught from the Odawa Bay, in 
Kanagawa Prefecture were examined for 52 days from November 1987 to January 1988 under 
the two water temperature conditions. Female fi sh GSI increased during the period and GSI of 
the fi sh in rearing under such natural condition as water from 14 to 11 ℃ reached especially 
a high value. The ovaries have been occupied with large yolk globule stage oocytes. Under 
a water temperature condition of 20 ℃ , the oocytes underwent regression. On the other 
hand, GSI values of males increased during the period and each GSI value in the two water 
temperature conditions was almost equal. In testicula histology of both conditions, numerous 
sperms were present in the lumens.
These facts suggest that water temperature plays an important role in ovarian maturation of 
this species.
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　人工ふ化飼育魚が水温 20℃の水槽内でも成熟体長
に達し，二次性徴なども発現するが，卵成熟には低
水温期を経過することが必要であることが示唆され
たことから，自然海水が 20℃以下になる 11 月中旬
から１月中旬にかけて飼育水温の 20℃区と自然水温
区（14 ～ 11℃）の２実験区を設けて 52 日間飼育を
行ない，生殖腺の成熟に及ぼす水温の影響を調べた。
　卵巣の生殖腺指数は両区とも初期対照区に比
べて有意に増加したが，特に自然水温区で著しい
増加がみられ，20℃水温区とも有意差が認められ
た。生殖腺の組織切片像でも自然水温区は卵黄形
成が起こっている成熟期の卵母細胞であって，ホ
ルモン投与によって排卵させることが可能であっ
た。これに対して，20℃水温区では多くの生殖細
胞が第１次卵母細胞の成熟段階で，一部には退行
変性卵が観察され，20℃という高水温が卵細胞の
成熟を遅らせているだけでなく，成熟そのものを
抑制している可能性が示唆された。一方，精巣は

20℃水温区および自然水温区ともに初期対照区に比
べて生殖腺指数は増加したものの，両区の間では有
意な差は認められず，組織切片像でも両区は精子形
成が活発に行われていた。このことは，卵細胞の成
熟とは異なり，精細胞の成熟には 20℃という高水温
が影響を及ぼさなかったことになる。以上，本種の
生殖年周期の成立に水温が重要な役割を果たしてい
ることは明らかであるが，光周期が二次的に関与し
ている可能性も考えられるので，今後検討すべき課
題であろう。
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