
筆者らは，日本産魚類を中心に精子の比較形
態学的研究を行い，その多様な形態を観察

するとともに，精子の系統学（Jamieson, 1991;

Mattei, 1991; Jamieson et al., 1995）を視野に入れた
議論を行ってきた（Hara and Okiyama, 1998; 原，
2003, 2007, 2009）．硬骨魚類の最大分類群である
スズキ目に帰属する一大特化群のハゼ亜目魚類に

ついては，38種の精子形態を比較し，微細構造の
特徴を総合して，精子を6つの型に分類し，その
系統的意義を考察した（原，2004）．その中で，
シラスウオ属の1種Schindleria sp.とシロウオの精
子は，硬骨魚類で報告されている精子の中では，
特異な形態的特徴を示すものとして注目された．
シラスウオ属魚類Schindleriaは，インド・太平
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Abstract Ultrastructural observations of spermiogenesis in two paedomorphic
gobioid fishes, Schindleria sp. and Leucopsarion petersii, were discussed with spe-
cial reference to the specialized morphology of their spermatozoa. In Schindleria
sp., spermiogenesis was characterized by (1) apical vesicle generated from nuclear
section and surrounded by cytoplasm, (2) flagellum implanted to centriole at base
of nucleus, moving towards apical vesicle by piercing nucleus center to beyond nu-
cleus tip, (3) apical vesicle spermatozoon subsequently disappearing, (4) nucleus
of mature spermatozoon cylindrical, 3.2 mm in length and ca. 0.5 mm in width, (5)
flagellum fully penetrating nucleus, resulting in sperm length equaling flagellum
length and (6) single mitochondrion located at base of flagellum in contact with
posterior end of nucleus. In Leucopsarion petersii, spermiogenesis was character-
ized by (1) a mass of small vesicles at nucleus tip forming apical point, (2) elon-
gated apical point based on four rounded corners on top of ovoidal nucleus, (3) two
centrioles located on basal body of nucleus, each with a typical flagellum, (4) both
flagella with 9�2 axoneme pattern and (5) mitochondria varying in size and shape
coalesce into a long midpiece. The spermatozoa of both species bear extremely
specialized structures, such as the apical vesicle and the apical point, not yet re-
ported in other teleosts. These structures are likely to have evolved within the less
restricted framework of sperm morphology of gobioids, as reflected in the unusu-
ally high species diversity of this group.
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洋の珊瑚礁域に生息し，透明なシラス型の体形の
まま成熟する幼形進化型の代表的小型魚類として
知られている（Johnson and Brothers, 1993; Watson

and Walker, 2004; Kon et al, 2007）．一方，シロウ
オLeucopsarion petersiiは北海道函館湾から鹿児島
県志布志湾までに分布し，黒色素胞の発達が乏し
く生時の体色が半透明な特徴を有する，幼形進化
型の魚類として知られている（道津・内田，1979）．
このように，これら2種はハゼ亜目の中では，特
異な発育様式を共有することが注目される．
本研究は，シラスウオ属の1種とシロウオの精
子変態過程の微細構造を透過型電子顕微鏡
（TEM）と走査型電子顕微鏡（SEM）を用いて観
察し，既往の知見と比較して，著しく特化したと
推定される精子の変態過程とその起源を明らかに
することを目的とした．

材 料 と 方 法

シラスウオ属の魚は 1996年 11月から 2000年 2

月までの期間，琉球大学熱帯生物圏研究センター
瀬底実験所付近において，集魚灯を用いて採集さ
れた．シラスウオ属の分類が確立していない（Kon

et al., 2007）ために，ここで用いたシラスウオ属に
は複数の種が混在する可能性があるが，ここでは
シラスウオ属の1種（以下シラスウオ，Schindleria

sp.）として扱った．シロウオは1998年に静岡県波
多内川で採集された．それぞれの雄成熟個体から
精巣を採取して，下記の方法で観察用の試料を作
製した．
精巣の透過型電子顕微鏡観察 採取した精巣を

2%パラフォルムアルデヒド（メルク社製，ドイ
ツ），2%グルタールアルデヒド（ポリサイエンス
社製，USA）と0.1 Mカコジル酸緩衝液（PH 7.4）
（和光純薬工業社製）の混合液中で細切し，同混
合液で2時間の前固定を行った．0.1 Mカコジル酸
緩衝液（PH 7.4）を数回交換して洗浄した後に，
この緩衝液中に12時間浸漬した．これらの行程は
4°Cで行われた．次に 0.1 Mカコジル酸緩衝液と
1%四酸化オスミウム（メルク社製，ドイツ）の混
合液中で，2時間（室温）の後固定を行った．そ
して 50%，70%，80%，90%および 95%のエタ
ノール系列に各5分間（2回）と99%エタノールに
15分間（2回）浸漬して脱水後，酸化プロピレン
とエポン812（TAAB社製，USA）の等量混合液
中に12時間浸漬した．ローターを使用して5時間
エポン812を浸透させた後，新しいエポン812に包
埋して60°Cの恒温器で2日間重合させた．ウルト

ラトーム（LKB社製）にダイヤモンドナイフを装
着して超薄切片（シルバー）を作製した．切片を
室温で5%酢酸ウラン水溶液に15分間と0.1%クエ
ン酸鉛水溶液に5分間浸漬して，二重染色を施し，
透過型電子顕微鏡（日本電子社製，JEM-100CX）
の観察に供した．
精子の走査型電子顕微鏡観察 前固定液中で精
巣を細切した際に，切断面から固定液中に流れ出
た精液を固定液と共に遠心管に回収し，2時間固
定した．2,500 rpmで15分間の遠沈を行い，上清
みの固定液を除去した後に0.1 Mカコジル酸緩衝
液10 mlを加えて精子を再懸濁させて，精子の洗
浄を行った．この洗浄操作を2度繰り返した．エ
タノールで洗浄したカバーガラスの小片の片面に
0.1%ポリ-L-リジン水溶液を滴下して 5分間静置
後，0.1 Mカコジル酸緩衝液で表面を洗浄した．
このカバーガラス上に精子の懸濁液を1滴滴下し，
15分間静置してガラス面に精子を付着させ，50%，
70%，80%，90%および95%エタノール系列に各3

分間1回ずつと99%エタノールに3分間（2回）浸
漬して精子を脱水した．その後，酢酸イソアミル
を通して，精子を液化二酸化炭素で臨界点乾燥し，
白金パラジウムを蒸着させて走査型電子顕微鏡
（日立製作所製S-4500）の観察に供した．

結　　　　　果

完成精子の形態 シラスウオの精子の全長は53

mmと長い．核は長さ3.2 mm，幅0.6 mmの長い円
柱状で，中心を鞭毛が貫通して先端から突き出た
特異的な形態を示す（Fig. 1A, B）．核内のクロマ
チンは均一な顆粒状に濃縮して全体の電子密度は
高く，核の中央を鞭毛が縦走するために，横断像
による顆粒層はドーナツ状である（Fig. 1C, E）．
単一のミトコンドリアは長さ1.1 mm，幅0.5 mmの
卵円形で，核の基底部に位置して鞭毛を馬蹄状に
取り巻く（Fig. 1B）．ミトコンドリアのクリステ
は，さまざまな小管状や櫛状に発達し，基質には
微細顆粒が密に存在する（Fig. 1C）．鞭毛の長さ
は，上述のように先端が核を貫通するため，全長
と同じ53 mmであり，鞭毛の先端部位は核を突き
抜けて約10 mm伸長する（Fig. 1A, B）．SEM像で
は，先端部はとがった帽子状の特異的な形態を呈
したものとして観察される（Fig. 1B）．その部位の
縦断像によると，軸糸構造の周囲を核膜と原形質
膜からなる膜構造が取り囲んでおり，先端部の帽
子状構造は先体に相当するものではない（Fig.

1D）．鞭毛の軸糸構造は先端から末端まで9�2型
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である．
シロウオの精子の全長は53 mmと長く，核は長
さ1.3 mm，幅1.8 mmの横方向に扁平な球形を呈す
る（Fig. 2A, B）．核内の顆粒は均一に濃縮して電
子密度は高い（Fig. 2D）．核の頭頂に4本の細管

で構成されたほぼ四角錐で長さ6.3 mmの特異な突
起構造（ apical process）を持つ（Fig. 2A, B）．
TEM像では，突起構造は細かい層盤状の構造をも
ち，部分的に微細顆粒も観察される（Fig. 2C, D）．
核の基底部には浅い窪みが形成され，ここに2個
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Fig. 1. SEM and TEM micrographs of spermatozoon of Schindleria sp. A, SEM of spermatozoa. B,
SEM of the nucleus region. C, Longitudinal section of nucleus region. D, Longitudinal section of top
region of flagellum. E, Cross section of nucleus with axoneme. ax: axoneme; f: flagellum; m: mito-
chondrion; n: nucleus.



の中心子が並列して位置し，それぞれから鞭毛が
伸長する（Fig. 2D）．2本の鞭毛の軸糸構造は9�2

型で，周囲を原形質膜が取り囲み，その部分の横
断像では，原形質膜の両端が鰭状を呈する（Fig.

2C, D）．2本の鞭毛は，軸糸構造を取り囲む原形
質膜が接着して一束になる（Fig. 2A, C）．SEM像
によるとミトコンドリアが位置する部位は，約2

mmの筒状を呈する（Fig. 2A, B）．TEM像では，
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Fig. 2. SEM and TEM micrographs of spermatozoon of Leucopsarion petersii. A, SEM of sperma-
tozoon. B, SEM of nucleus region. C, Longitudinal section of apical point and cross section of flagel-
lam. D, Longitudinal section of spermatozoa. ap:apical point; ax: axoneme; c: centriole; f: flagellum;
fi: fin; m: mitochondrion; n: nucleus.



ミトコンドリアはさまざまな大きさと形状を持ち，
それらが複雑に入り組んで鞭毛の基部から後方に
向かって長い襟状を呈する（Fig. 2D）．ミトコンド
リアのクリステは櫛状や小管状に発達し，基質に
は微細顆粒が密に存在する（Fig. 2D）．
精子変態過程 シラスウオの精子変態過程は大
きく「先端小胞の形成」と「核の変形」の2段階
に区分された．
先端小胞の形成：精細胞の核は球形で，ミトコ
ンドリアを含む厚い細胞質に取り巻かれていた
（Fig. 3A）．核内のクロマチンの電子密度は中心部
で高く，その周囲で低く，縁辺部で中程度と，部
位による差を生じて均一ではなかった．核膜と細
胞質の間には，膜構造が層板状に発達して隙間が
観察された（Fig. 3A）．細胞質内のゴルジ装置付
近に出現した2個の中心子は，互いに直角に位置
し，遠位中心子を起点とした鞭毛が細胞質の外に
伸長した（Fig. 3A）．ミトコンドリアは1個で大き
く，クリステはさまざまな小管状に発達して密で
あった（Fig. 3A）．鞭毛の基部と対極側に電子密
度が中程度の丸い分画が形成され（Fig. 3B，矢
尻），これに接して1個の大きなミトコンドリアが
位置した（Fig. 3B）．丸い分画は山型に隆起して
核から分離し（Fig. 3C），小胞（以下，先端小胞
と呼ぶ）となった（Fig. 3D）．先端小胞の内部の
電子密度は核の縁辺部と同じく中程度であり，核
の周囲に発達した層板状の膜構造の中に位置した
（Fig. 3D）．
核の変形：核内の顆粒が均一な点状に濃縮する
と，核の基底部から中心小体を基点とした鞭毛が
核内への陥入を始め（Fig. 3E），陥入の進行に
伴って，核は球形から馬蹄形に変形し，さらに細
長く伸長した（Fig. 3F）．この時期の先端小胞は，
層板状の膜構造に囲まれて核の先端に移動した
（Fig. 3E）．核の基底部の核膜は核の中央を陥入す
る鞭毛に押されて，先端小胞を囲むように取り巻
き（Fig. 3F），屈曲して鉤状を呈した（Fig. 4A）．
先端小胞は核の中央を貫通した中心小体と鞭毛に
隣接した（Fig. 4B）．ミトコンドリアは，球形の核
が長軸方向に長く変形すると，細胞質内を移動し
て核の基底部に位置した（Fig. 3F, 4B）．先端小胞
は，鞭毛が核の中央を突き抜けて伸張すると，先
端から後側方へ移動し（Fig. 4C），精細胞の完成
期には細胞質内に観察されなかった（Fig. 4D）．
核内の顆粒は点状に濃縮して塊を形成し（Fig. 4C，
D），最終的に高い電子密度の構造となった（Fig.

3A–4E）．鞭毛の軸糸構造は先端から後端まで9�2

型であり（Fig. 4E），核の頭頂部から突き出て伸
長した部分は，先端に向かって次第に細くなり，
核膜と細胞膜が取り巻く特異な先端構造を形成し
た（Fig. 1B, D）．ミトコンドリアは，精子変態過
程中に細胞質の先端部から大きく移動し（Fig. 3B,

C），精子が完成すると核の基底部に位置して鞭毛
を馬蹄状に取り巻いた（Fig. 4D）．ミトコンドリア
のクリステは，精子変態過程中も小管状に良く発
達した構造を保った（Fig. 3B, D, 4B, D）．
シロウオの精細胞は大きな球形の核を持ち，こ
れを多数のミトコンドリアを含む細胞質が厚く取
り巻いていた．精細胞が変態を始めると，核の一
極に生じた浅い鞭毛陥入部に2個の中心子が並列
して位置し，各々から鞭毛が伸長した（Fig. 5A）．
浅い鞭毛陥入部の反対側の核膜の外側に，多数の
小胞が塊を形成した（Fig. 5B，矢尻）．この小胞
塊を起源とすると考えられる層盤状の構造（Fig.

5C）が，核の窪みに接して次第に成長し，長い円
錐形の特異な構造（以後，突起構造と呼ぶ）が形
成された（Fig. 5D）．核内の顆粒は縁辺部から点
状に濃縮を始め，最終的に高い電子密度の構造と
なった（Fig. 5C, D）．ミトコンドリアはさまざま
な大きさの球形であり，それらが鞭毛を取り囲ん
で集まるが（Fig. 5A–C），精子完成が近づくと2

本の鞭毛の基部から後方に向かって不規則な形状
で配列した（Fig. 5D）．ミトコンドリアのクリステ
は，櫛状や小管状に良く発達し，基質には微細顆
粒が密に存在した（Fig. 5D）．

考　　　　　察

完成した精子の特徴 本研究の対象とした2魚
種は，真骨魚類中最大で種多様性の著しい分類群
であるスズキ目のハゼ亜目に属する（原，2004）．
筆者の一人が精子形態の性状を38種について整理
した結果，ハゼ亜目では精子の形態についても6

つの型に類型化できるほど多様化していた（原，
2004）．中でも6型のうちそれぞれ IV型およびVI

型に相当するシロウオおよびシラスウオの精子は，
他の型とは異なる特徴を持ち，それぞれFig. 6のよ
うに模式化された．また，精子変態過程において
も精細胞内に固有の小器官（先端小胞や突起構
造）が観察されるなど，真骨魚類全体としても報
告されたことのない形態を示した．
シラスウオの精子では，円柱の棒状を呈する核
の中央を貫通する1本の鞭毛が核の先端から突出
してさらに伸長するために，鞭毛長と精子の全長
が同じになる形態を有し，単一のミトコンドリア
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Fig. 3. TEM micrographs of spermiogenesis of Schindleria sp. A–D; Eary spermatid. E–F; inter-
mediate spermatid. A—Early stage of flagellum formation from distal centriole (arrowed). B—
Branching of nucleus at the top of nucleus (arrowed). C—Shifting of mitochondrion and apical vesi-
cle. D—Separation of apical vesicle. E—Early stage of flagellum penetration into nucleus.
F—Further advance of flagellum penetration. av: apical vesicle; c: centriole; dc: distal centriole; f:
flagellum; m: mitochondrion; n: nucleus.
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Fig. 4. TEM micrographs of spermiogenesis of Schindleria sp. A , Apical vesicle (arrowed) and
centriole at top of nucleus membrane. B, Nucleus fully penetrated by flagellum. C, Shifting of apical
vesicle in the cytoplasm. D, Longitudinal section of nucleus with penetrating flagellum. E, Cross sec-
tion of same. av: apical vesicle; ax: axoneme; c: centriole; f: flagellum; m: mitochondrion; n: nucleus.



が核の基底部に接して鞭毛を馬蹄状に取り巻くと
いう特徴が見られた．ハゼ亜目の精子の核長は約
1 mmから6.1 mm，核幅は約0.6 mmから1.9 mmまで
の範囲にあった（原，2004）．本研究におけるシラ
スウオの精子では，核長は 約 3 mmと中程度であ
り，核幅は0.6 mmと38種中最も小さかった．鞭毛
が核の中心を貫通し，精子全体が紐状となってい
る特徴は，鞭毛の波形運動に適応する方向に特化
したものと考えられた．

一方，シロウオの精子の核は，長さ1.3 mm，幅
1.8 mmの横方向に扁平化した球形で，ハゼ亜目の
核としては小型であるが，頭頂部に接着した長い
四角錐形の突起構造とあわせた頭部長は7.6 mmと
ハゼ亜目中最長であった．これまでに報告された
真骨魚類の精子でも，このような形態や長さの頭
部を持つものは知られていない（Jamieson, 1991;

Mattei, 1991; Hara and Okiyama, 1998）ことから，
シロウオ固有の特徴と考えられた．また，シロウ
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Fig. 5. TEM micrographs of spermiogenesis of Leucopsarion petersii. A, Two centrioles located at
base of nucleus. B, Mass of small vesicles at tip of nucleus. C, D, Formation of apical point. ap: apical
point; c: centriole; f: flagellum; if: implantation fossa; m: mitochondrion; n: nucleus; sv: small vesi-
cle.



オの精子には2本の鞭毛を持つという特徴が見ら
れた．2本の鞭毛を持つ精子については，Hara and

Okiyama（1998）もナガガジZoarces elongatusとネ
ンブツダイApogon semilineatusについて報告して
いるが，それらは鞭毛の基部となる2個の中心子
が核の基底部に並列に位置し，そこから鞭毛を伸
長させた型（ネンブツダイ）と2個がやや前後に
ずれて位置した型（ナガガジ）の2群に分けられ
ている．シロウオの精子の2本鞭毛はネンブツダイ

と同様の並列型であった．シロウオのミトコンド
リアは，大小さまざまな形状の複数のものが筒状
構造を形成し，鞭毛を取り巻くことが注目され，
この部位が大きな動力源となっているものと考え
られた．これは，1本に束ねられた状態の2本の鞭
毛が突起構造を備えた大型の核を前進させる時に，
強力な鞭打ち運動を行うためのエネルギー源とし
て特化した形態と推察された．
精子変態過程の特異性 Mattei（1970）は，硬
骨魚類の精子変態過程を細胞器官の移動に関連し
て，①若い精子細胞の形成，②中心小体の移動，
③核の回転（細胞質中の中心小体が核の方向に移
動し，核の基部となる小さい窪みの中に中心小体
を引き込みながら回転する），④ミトコンドリアの
移動，の4時期に分けられるとした．そして①か
ら④までの時期すべてを持つ精子をタイプI，③の
核の回転を持たない精子をタイプ IIに大別すると
ともに，ハゼ亜目が帰属するスズキ目の多くの種
の中で，上述の①から④までの精子変態過程を経
て完成した精子の中で，③の回転に関係して左右
が不相称な頭部形態を持つ精子群を「スズキ型精
子」と呼んで注目した．Hara and Okiyama（1998）
も日本産スズキ目魚類の中にスズキ型精子の事例
を報告した．本研究では，ハゼ亜目2種の精子変
態過程は，核の回転を持たないタイプ IIであるこ
とを明示した．
これまで精子の中心小体は，核の基底部や核に
形成される鞭毛陥入域に位置するとされてきた．
しかし，シラスウオにおける精子変態過程の観察
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Fig. 6. Schematic diagrams of the spermatozoon of
Schindleria sp. (left) and Leucopsarion petersii (right).
ap: apical point; c: centriole; f: flagellum; m: mito-
chondrion; n: nucleus.

Fig. 7. Schematic diagram showing transformation process (from left to right) of nucleus through
spermiogenesis of Schindleria sp. av: apical vesicle; c: centriole; f: flagellum; m: mitochondrion; n:
nucleus.



から，本種における中心小体の動きはFig. 7に整
理されたように，新しいパターンを示すものとし
て注目された．即ち，シラスウオの精細胞では，
核から分離した先端小胞が核の先端部に位置し，
鞭毛の基点となる中心小体が核の中央を陥入して
先端から突き抜ける様子が観察された．鞭毛が核
を貫通した時期に先端小胞が核の先端から消失し
たことから，シラスウオの精子に見られる特異な

形態は，先端小胞が鞭毛の起点となる中心小体の
前進を誘導する役割を持つことによって完成した
と推測された．シラスウオの精子における先端小
胞の出現や鞭毛が核を貫通して伸長する事例は，
これまで真骨魚類精子の変態過程において観察さ
れていない．一方，原（2004）が報告したキララ
ハゼAcetrogobius viridipunctatsuの精子では，核の
先端部に位置する核の穴に，鞭毛の基点となる中
心小体が突出する現象が観察されている．この現
象に着目すると，シラスウオの鞭毛の伸長は，キ
ララハゼにおける中心小体の突出が更に増長し，
核を突き抜けて鞭毛が伸長した事例とも考えられ
る（Fig. 8）．しかし，両者間の形態的な相違は非
常に大きく，キララハゼにおける先端小胞の出現
も確認されていない（原，未発表）．もし，シラス
ウオの精子をキララハゼの精子との関係で位置づ
けることができるならば，シラスウオの精子にお
ける形態的な特化がハゼ亜目の枠組みの中で生じ
たことになり興味深い．
シロウオの特異な精子変態過程は，Fig. 9のよう

に整理された．本種の精細胞では，核の先端に多

102 原　政子ほか

Fig. 8. Possible scenario of spermatozoal specialization resulting in the anteriorly produced flagel-
lum of Schindleria sp. from a typical Gobioidei sperm via the naked centrioles of Acentrogobius
viridipunctatus. c: centriole; f: flagellum; m: mitochondrion; n: nucleus.

Fig. 9. Schematic diagram showing transformation
process (from left to right) of nucleus through
spermiogenesis of Leucopsarion petersii. ap: apical
point; c: centriole; f: flagellum; m: mitochondrion; n:
nucleus; sv: small vesicle.



数の小胞を起源とする層盤状の構造が積み重なり，
長い四角錐形の突起構造を形成した．核の先端に
接着する構造としては先体が考えられるが，その
可能性は突起のTEM像から否定された．本種の精
子が持つ2本の鞭毛は，それらを取り囲む原形質
膜の接着によって束ねられ，1本の鞭毛よりも広
い平面を作っていることが注目された．ミトコン
ドリアは精子変態を通して核の基底部周辺に集ま
り，細胞質内での移動はしていない．このように
シラスウオとシロウオの精子は，基本的な枠組み
の中で，高い自由度を持った精子変態過程を通し
て成立したものと考えられ，ハゼ亜目の種多様性
の高さを精子の形態からも裏付けている．
なお，これらの特異な精子形態が幼形進化型の
ハゼ亜目で観察されたことから，この特殊化と幼
形進化との関連が疑われるが，幼形進化型のシラ
ウオ科Salangidaeの精子では特異な形態は観察さ
れていない（原，2009）ことから，先の関連性は
ないものと判断された．
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