
近年，魚類の精子形態に基づく系統分類学の
総説 (Jamieson, 1991; Mattei, 1991) が発表さ

れ，多様化した精子形態の分類形質としての潜在
性が強調されたが，未だこれらに関する研究業績
は少ない．筆者は日本産魚類を中心に精子の形態
と系統的意義を解明するために知見を集積し，こ
れまで約120種の精子を観察して，その一部につ
いては既に報告した (Hara and Okiyama, 1998; 原，
2003, 2004)．本研究で扱うハダカイワシ科（ハダ
カイワシ目）は約32属235種で構成される代表的
な中深層遊泳性魚類 (Nelson, 1994) で，通常 2亜
科7族に分けられる（例えば，山口，2000）．
本科の精子に関しては，これまでにトミハダカ
属の一種 Lampanyctus sp.についての詳細な観察
(Mattei and Mattei, 1976) の他に，ナンヨウハダカ
Lampanyctodes hectorisとハダカイワシ属の一種Di-

aphus danae (Young et al., 1987)，およびハクトウハ
ダカ属の一種Lobianchia dofleiniとハクトウハダカ
L. gemellarii (O’Day and Nafpaktitis, 1967) について

の断片的な知見があるに過ぎない．今回，ハダカ
イワシ科のナガハダカSymbolophorus californiensis

とオオクチイワシ属の一種Notoscopelus sp.の2種
の成熟した精巣を観察する機会を得た．これらの
精巣は，電子顕微鏡用に固定されていないこと，
固定期間が約1ヶ月と長いことにより，微細構造
の保存は完全ではなかったが，既知の真骨魚類精
子とは異なる興味ある知見を得たので報告する．

材 料 と 方 法

ナガハダカとオオクチイワシ属の一種の雄成熟
個体は，2000年三陸沖の黒潮続流域において採集
された．これらから精巣を摘出し，0.1 Mリン酸緩
衝液と8%パラホルムアルデヒドの混合液で固定
し，調査船内の冷蔵庫で保存して研究室に持ち
帰った．精巣の細切片は，0.1 Mカコジル酸緩衝
液 (pH7.4) の入った別の瓶に移し，精子の混濁し
た固定液を2500 rpmで15分間遠沈を行い，上清
みの固定液を捨てて精子を残した．ここに0.1 M
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カコジル酸緩衝液を加えて洗浄し，精子懸濁液を
作った．カバ－ガラスの小片上に0.1%ポリ-L-リ
ジン水溶液を用いて精子の懸濁液を付着させ，定
法によりエタノ－ル系列で脱水し，液化二酸化炭
素で臨界点乾燥後，白金パラジウムを蒸着して走
査型電子顕微鏡（日立製作所製S-4500）で精子を
観察した．
精巣の細切片は，0.1 Mカコジル酸緩衝液 (pH

7.4) で液を数回交換して洗浄し，0.1 Mカコジル酸
緩衝液 (pH7.4) と1%四酸化オスミウムの混合液で
固定後，定法によりエタノ－ル系列で脱水し，酸
化プロピレンを通してエポン812に包埋した．超
薄切片はウルトラト－ムV（LKB社製）で作製し，
5%酢酸ウラン水溶液と0.1%クエン酸鉛水溶液で
二重染色を施し， JEM-100CX（日本電子社製）
透過型電子顕微鏡で精子細胞を観察した．なお，
電子顕微鏡試料作製については，原(2004)によっ
た．
結果では，形態的特徴に差が認められない外部
形態と内部形態については2種をまとめて記載し，
核の変態過程については，走査型電子顕微鏡で観
察したナガハダカの性状を述べた．

結　　　　　果

外部形態 完成した精子の鞭毛長は約 47 m m

で，核は最大長約5 mm，最大幅が約1 mmで，弓
形に湾曲し，両端に向かって尖ったS字型で，先
体は認められない (Fig. 1A, C, D)．鞭毛は核の末端
からほぼ1/3に起点を持ち，長軸方向と直交した
位置に並列する2個の中心子から2本の鞭毛が伸
長する (Fig. 1A, D)．ミトコンドリアは，いずれも
直径約0.2 mmの均一な大きさで，核と細胞膜の間
に多数が分布する (Fig. 1A, B, D)．ミトコンドリア
が分布する膜は，縁辺部が膨らんだ細長い盆状で，
両端が尖る特異な形状であるが細胞膜が変形した
ものと考えられる (Fig. 1A, B, D)．
内部形態 核は三日月型で，核内の顆粒は不均
一な塊状に濃縮しているが，全体の電子密度は高
い (Fig. 1E, F)．ミトコンドリアは，鞭毛とは対局
の核の面（以下これを核の上面と呼ぶ）に，核膜
と接して位置する (Fig. 1E, F)．2本鞭毛の軸子構
造は9�0型で，変異は認められない (Fig. 1G)．
核の変態過程 球形の核の周りを多数のミトコ
ンドリアを含む細胞質が不規則な形状をなして取
り巻く (Fig. 2A)．核の基底部に2個の中心子が位
置し，そこから2本の鞭毛が並列して伸長し，そ
れらは接着している (Fig. 2A)．その後，核は左右

に伸びた楕円形に変形し，核の上面に多数のミト
コンドリアを含む細胞質によって帽子状の構造が
形成される (Fig. 2B)．楕円形の帽子状構造の縁辺
部が膨らむこの時期には，2個の中心子は核の基
底部中央に位置し，そこから2本の鞭毛が伸長す
る (Fig. 2B)．さらに変態が進んだ核では，2個の
中心子を基準に左右が不相称となり，核の片側が
より長く伸長すると同時に弓形に湾曲し，端は尖
る (Fig. 2C)．このように，変態過程は核の変形と
多数のミトコンドリアを含む細胞質が核上面へ移
行することに特徴づけられる．

考　　　　　察

本研究を含めて，ハダカイワシ科の精子に関す
る既往の情報をTable 1に示した．多様化した魚類
精子の形態に基づく系統分類学の総説 (Jamieson,

1991; Mattei, 1991) には，ハダカイワシ科としては
Mattei and Mattei (1976) によるLampanyctus sp.の観
察結果のみが含まれている．この精子は，核の長
さが約6 mmのS字型で，長さ55 mmの2本鞭毛を
持つとされるが，ミトコンドリアの性状と位置が
判明していない．この原因として，試料作製法あ
るいは電子顕微鏡の解像度に問題があった可能性
がある．この他に本科の精子形態についての断片
的な知見のあるナンヨウハダカと Diaphus danae

(Young et al., 1987) およびハクトウハダカ属Lobi-

anchiaの2種 (O’Day and Nafpaktitis, 1967) に関し
ては，いずれも試料に不備があり，頭部が釣状で
あることを除き，細部の特徴は明らかでない．特
にYoung et al. (1987) が2種を無鞭毛としたことに
対しては疑問が残されている (Jamieson, 1991)．一
方 ， O’Day and Nafpaktitis (1967) が Lobianchia

dofleiniの精子において「微細な鞭毛が保存されて
いない」とした点からも鞭毛数は不明である．こ
のように，本科の精子が無鞭毛であることを証明
する事実はない．
本研究で観察したナガハダカとオオクチイワシ
属の一種の精子は，核長約5 mm，最大幅約1 mm

で弓形に湾曲した形態を持ち，先端と終末が尖っ
たS字型である．鞭毛は核の端末からほぼ1/3の位
置に2個の中心子が並列し，ここを起点に，核の
長軸方向とは直角に約47 mmの鞭毛が2本伸長す
るという特異な形態を示している(Fig. 3)．これら
は，前述のLampanyctus sp.とは，核と鞭毛の長さ
に僅かな差があるが，S字型の核から伸長する2本
鞭毛の特徴を共有している．真骨魚類精子の大き
さは，全長20 mm–50 mm，核長1 mm–5 mm，およ
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Fig. 1. TEM and SEM micrographs of spermatozoa of Symbolophorus californiensis (A, B, E–G)
and Notoscopelus sp. (C, D). n: nucleus, c: centriole, m: mitochondrion, f: flagellum, ax: axoneme,
dm: doublet microtubule.



び核幅1 mm前後の範囲にある (Hara and Okiyama,

1998) 中で，完成した精子が観察された上記ハダ
カイワシ科3種では，核の計測値がニホンウナギ
Anguilla japonicaの核長 5.1 mm，核幅 1.1 mmと同
程度であり，鞭毛長も真骨魚類中では長い性状を
示すことから大型の精子群に属すると考えられる．

本研究では，新たにミトコンドリアに関する特
徴が明らかにされた．それらは小型で均一な大き
さを持ち，核の上面に核膜に接して多数が分布す
る性状を示し，これまで真骨魚類精子で報告され
たことのない特異な形態であった．核の変態過程
の観察から，この特異なミトコンドリア部の形成
過程は以下のように整理される．①多数のミトコ
ンドリアを含む細胞質が球形の大きな核の周りを
取り巻き，②核が楕円形に変形するのに伴って，
多数のミトコンドリアは細胞質と共に核の上面に
移動し，③核が2個の中心子を基準に片側が弓形
に湾曲するのと同調して，ミトコンドリア群も核
の上面全体に広がる，という過程をたどる (Fig.

4)．
真骨魚類精子におけるミトコンドリアの性状は，
大きさ，数および形状が多様であることから精子
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Fig. 2. SEM micrographs of spermatogenesis of
Symbolophorus californiensis. n: nucleus, cy: cyto-
plasm, c: centriole, m: mitochondrion, f: flagellum.

Fig. 3. Schematic diagram of the spermatozoon of
Symbolophorus californiensis and Notoscopelus sp.



形態を比較するときに重要な形質として注目され
ている．これまで報告された魚類精子で核の先端
にミトコンドリアが位置する例は，イソギンポ科
Blenniidaeとウナギ科 Anguillidaeのみ (Jamieson,

1991; Hara and Okiyama, 1998) で，大部分の種で
は基本的にミトコンドリアは，核の末端部付近に
位置している．本研究の2種の精子で観察された
弓形に湾曲した長いS字型の核と，その上面全体
にミトコンドリアが分布する特異な性状は，真骨
魚類精子の中でも著しく特化したものと考えられ，
したがって多様化した精子形態に新型が追加され
たと判断される．黒倉 (1992) は，魚類精子のミト
コンドリアを単数，複数，多数および鞘型の4つ
に類型化しているが，本研究で観察した2種のミ
トコンドリアは，数や分布の性状がこれらの類型
には該当せず，新たに定義した「多数貼付型」が
追加される．また，黒倉 (1992) は，ミトコンドリ
アが位置する中片部面積と運動時間との間に正の
相関があることを指摘している．ハダカイワシ科
魚類の精子は，多数のミトコンドリアから供給さ
れる運動エネルギ－によって長時間の運動が可能
となり，広大な中深層水域における高い受精率の
確保に寄与するかもしれない．
本研究で観察した精子は2本の鞭毛を持ち，そ

の鞭毛の断面像にみる軸子構造は明瞭な9�0型で
あった．この性状については，すでにMattei and

Mattei (1976) によってトミハダカ属の一種で報告
されているが，この種では軸糸の配列にやや乱れ
が認められる．9�0型軸糸構造に関連して，大西
洋ウナギAnguilla anguillaとニホンウナギA. japon-

icaの精子は，鎌形の核と大きな単ミトコンドリア
を長い核の先端に持つ特異な形状で，鞭毛は1本
であり，その軸子構造は9�0型であることが知ら
れている (Gibbons et al., 1983, 1985; Hara and

Okiyama, 1998)．本研究のハダカイワシ科2種の核
は長いS字型で，ニホンウナギの核に類似し，鞭
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Table 1. Comparison of spermatozoon characteristics among seven species of Myctophidae

Tribe Species Nucleus Mitochondria Flagellum/axoneme Reference

Myctophini Symbolophorus S-shaped numerous, small,  biflagellate/9�0 present study
californiensis plate-like

arrangement

Diaphini Lobianchia crescent-shaped ? ? O’Day and 
gamellarii Nafpaktitis 

(1967)
Lobianchia crescent- shaped ? ? O’Day and 
dofleini Nafpaktitis 

(1967)
Diaphus danae crescent-shaped ? Aflagellate/? Young et al. 

(1987)

Gymnoscopelini Lampanyctodes cresent-shaped ? Aflagellate/? Young et al. 
hectoris (1987)
Notoscopelus sp. S-shaped numerous, small, biflagellate/9�0 present study

plate-like 
arrangement

Lampanyctini Lampanyctus sp. S-shaped ? biflagellate/9�0 Mattei and
Mattei (1976)

Fig. 4. Schematic diagram showing transformation
process (from left to right) of the nucleus of Symbol-
ophorus californiensis and Notoscopelus sp.



毛の軸子構造においても9�0の同型であったが，2

本の鞭毛を持つことは注目される．
2本の鞭毛を持つ精子はネンブツダイ科Apogo-

nidaeのネンブツダイApogon semilineatusとゲンゲ
科 ZoarcidaeのナガガジZoarces elongates (Hara and

Okiyama, 1998)，およびハゼ科Gobiidaeのシロウオ
Leucopsarion petersii（原，2004）にも見られるが，
それらの軸子構造は9�2型の一般的構造であり，
9�0型軸子構造の2本鞭毛精子は，現在の知見で
はハダカイワシ科3種（Mattei and Mattei, 1976; 本
研究）に限られる．
中深層遊泳性魚類として，高い種多様性を誇る
ハダカイワシ科の精子についての情報は，不完全な
情報を含む極めて限られた知見にすぎない (Table

1) が，これまでに報告されているハクトウハダカ，
ハクトウハダカ属の一種，ハダカイワシ属の一種
およびナンヨウハダカの4種の核は三日月型とされ
ており，本研究の2種とトミハダカのS字型の核と
は異なる特徴を示している．しかし，Fig. 1E, Fで
示すように精子細胞を超薄切片にして透過型電子
顕微鏡で観察する手法では，S字型の核は三日月
型に誤認されやすい．本研究の2種の核が特異なS

字型の形態であることは，走査型電子顕微鏡で精
子一尾を観察する手法により判明した．このこと
から，観察手法の違いによって形態形質の評価が
異なる可能性があり，前述の4種の核型は走査型
電子顕微鏡で追認する必要がある．このようにこ
れまでの報告には不完全な点が含まれるものの，
ハダカイワシ科の7族中4属において注目される特
異的な特徴が認められた．今後さらに情報の蓄積
をすることにより，成魚で示唆された科の単系統
性（例えば，山口，2000)は，精子形態によっても
支持される可能性がある．
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