
121
魚類学雑誌 62(2):121–131

2015 年 11 月 5 日発行本論文・Full Paper

1〒 501–1193　岐阜県岐阜市柳戸 1–1　岐阜大学教育学部
2〒 952–2135　新潟県佐渡市達者 87　新潟大学理学部佐渡附属臨海実験所
3〒 950–2181　新潟県新潟市西区五十嵐 2の町 8050　新潟大学理学部生物学科
4〒 041–1613　北海道函館市臼尻町 151　北海道大学北方生物圏フィールド科学センター　臼尻水産実験所

（2015年 5月 13日受付；2015年 8月 12日改訂；2015年 8月 17日受理）

キーワード：交尾，精巣，卵巣，精子，貯精嚢，生殖様式

Japanese Journal of 
Ichthyology

© The Ichthyological Society of Japan 2015

Yasunori Koya*, Naoya Mitsuhashi, Satoshi Awata, Takeshi Ito and Hiroyuki Munehara. 
2015. Identification of the reproductive mode for internal gamete association in Vellitor 
centropomus (Cottidae): gonadal histological analysis. Japan. J. Ichthyol., 62(2): 121–131.

Abstract   Artificial fertilization experiments were performed and male and female gonads 
observed histologically to confirm the oldest known description (published 1934) of the 
reproductive mode for internal gamete association (IGA) in Vellitor centropomus 
(Cottidae). Stripped eggs from mature females were unfertilized such commencing after 
their immersion in seawater, indicating that V. centropomus is an IGA species. Many 
spermatozoa were stored in the immature ovary with non-vitellogenic oocytes, evidence 
that males of the species mature before females and that copulation occurs when females 
are still immature. The male reproductive organ consisted of paired testes, a specialized 
seminal vesicle and a functional urogenital papilla. A sperm duct in the testicular hilus was 
absent. Spermatogenesis occurred sequentially, posterior most first, suggesting that it 
occurs over an extended period of time. A ventral luminal ampulla, central expanded main 
sperm duct and dorsal saccular ampulla were observed in the seminal vesicle, all parts 
being involved in sperm storage. The saccular ampulla had an exocrine function, secreting 
a periodic acid–Schiff (PAS)-positive substance. Sperm heads stored in the posterior part 
of the testis or lumen of the seminal vesicle were also PAS-positive. Sperm heads were 
slender, a typical morphology in IGA species.

*Corresponding author: Department of Biology, Faculty of Education, Gifu University, 
Yanagido, Gifu, Gifu 501–1193, Japan (e-mail: koya@gifu-u.ac.jp)

カジカ科魚類の中には交尾を行い，体内受精
を行う種が存在することがたびたび示唆さ

れてきた（Bolin, 1941；Morris, 1956；Hubbs, 1966；
塩垣・道津，1974など）．しかし，これらのカジ
カ科魚類では，交尾が行われることはほぼ間違い
ないが，受精が体内で起きているという確証は得
られていなかった．Munehara et al.（1989）はカジ
カ科のニジカジカ Alcichthys alcicornisにおいて，
雄が交尾によって雌の卵巣内に精子を放出するが，
体内では受精は起きず，卵門に精子が入った状態
の卵が産み出された後に，体外で受精が起きるこ

とを初めて明らかにした．このような卵生と胎生
の中間的な生殖様式は internal gamete association（体
内配偶子会合：IGA）と名付けられ（Munehara et 
al., 1989；Koya et al., 1993），その後，多くのカジカ
科魚類でこの生殖様式が確認されるに至っている
（Abe and Munehara, 2009参照）．
カジカ科魚類のなかで最初に IGAを示唆した

報告は，人工授精を施さなかった Orthonopias 
triacisの卵が発生を開始した（Bolin, 1941），とす
るものであることが Abe and Munehara（2009）で
述べられている．しかし，それ以前にスイ Vellitor 

カジカ科スイ Vellitor centropomus における雌雄の
生殖腺組織と体内配偶子会合の確認
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centropomusに関して，IGAの生殖様式をとるこ
とを示唆する記述が檜山（1934）によりなされて
いた．檜山（1934）の報告は，日本語で書かれた
1ページに満たない講演要旨であり，図や表など
は付されていないが，この中には「卵巣の section
によつてその中に精蟲群を認めた．精蟲は卵が未
熟の時から入つてゐて，卵が熟してもそのままで
受精の現象は認められなかつた．又多数の熟せる
雌の卵巣又は輸卵管中に受精した卵又は發育した
胚を發見することも出来なかった．（中略）然し
熟した雌を人工的に産卵せしめると，卵は海水中
で分裂を始めて育ち，遂には孵化して仔魚となつ
た．」などの観察結果が書かれており，結論とし
て「精液は雌の體内に注がれるも胎生とはならず，
受精と發育は體外で行はれる」という IGAの現
象そのものが的確に記述されていた．また，この
報告の後半では，本種の精巣の構造についても記
述されていた．
本研究では，檜山（1934）の記述のなかでスイ

が IGAの繁殖様式をとるのか否か，即ち，受精
は雌の卵巣内では起きず，体外で海水に接した後
に起きることを再検証することを第 1の目的とし
た．さらに，檜山（1934）の記述にあるスイの生
殖腺の組織学的観察結果を再検証することを第 2
の目的とした．以上の実験・観察結果とともに，
IGAに関する最新の知見を交えてスイの生殖様式
と生殖腺の構造との関係について考察した．

材 料 と 方 法

体内配偶子会合の確認　スイの卵の受精が体外
で起きるのか，体内で起きるのかを調べるため，
2015年 4月 11日に佐渡市沿岸でスキューバ潜水
により採集した排卵している雌 5個体（52–67 
mm SL）を用いて，卵の接水実験を行った．採集
水深は 5–10 m，水温は 11˚Cであった．接水実験
の方法については，Munehara et al.（1989）と Abe 
and Munehara（2005）を参考にした．魚を 2-フェ
ノキシエタノールの入った海水（約 0.1％）に入
れ麻酔した後，腹部を圧迫し，絞り出すように卵
を直径 5 cmの小シャーレに取り出した（対照群）．
この際，卵に海水が混ざらないように，魚体をキ
ムワイプで良く拭いてから行った．約半分の卵を
別の小シャーレに移し，海水を加えた「海水群」
とした．直径 12.5 cmの大シャーレに水を含ませ
たキムタオルを敷き，その上に卵の入った小シャー
レを 2つ（対照群と海水群）置き，卵が乾燥しな

いように大シャーレに蓋をした．5個体分で作成
した 5つの大シャーレを 32× 42× 16 cmのプラ
スチック製ボックスに入れ，海水の入った水槽に
ボックスを浮かべ，11.6˚Cの環境に保った．その
後，5日間に渡り卵発生の様子を実体顕微鏡で観
察した．その間，1日に 1回海水を交換した．観
察時には，卵発生の進んでいる卵を計数し，発生
率を求めた．観察開始から 18時間後，対照群で
発生が始まっていないことを確認した上で，海水
群と同様に海水を加え，卵発生の有無を観察した．
実験開始から 6日後以降は，卵を 8× 12.5× 12.5 
cmの産卵飼育ネット（メッシュサイズ 0.5 mm）
に入れ，水槽に浮かべて孵化まで飼育し，卵発生
の様子を実体顕微鏡で観察した．飼育期間中の水
温は 12.2–13.3˚Cであった．

組 織 学 的 観 察　生殖腺組織の観察には，2011
年 11月 10日，11月 30日，12月 2日，および 12
月 13日に新潟県佐渡市の沿岸で地引網およびス
キューバ潜水により採集されたスイ［雌 14個体
（49–75 mm SL），雄 6個体（48–67 mm SL）］を用
いた．採集水深は 3–10 m，水温は 11月 10日か
ら 12月 13日までの間に 19˚Cから 16˚Cへと下降
した．採集後，魚を直ちに 10%海水ホルマリン
にて固定した．雄の固定標本については生殖突起
長を測定した．生殖突起長は，生殖突起付け根の
前方部（頭部側）から後方部に付随する鈎状構造
体の先端部までとした（Fig. 6a；PL）．体重を測
定した後，生殖腺（生殖突起・輸卵管を含む）を
摘 出 し， 重 量 を 測 定 し た． 生 殖 腺 体 指 数
（gonadosomatic index: GSI）を以下の式で算出した．

GSI = （生殖腺重量／体重）× 100
魚から取り出した生殖腺と生殖突起を Bouin氏

液で再固定した後，通常のパラフィン法により厚
さ 6 µmの切片を作成した．これに Delafieldのヘ
マトキシリンおよびエオシンの二重染色を施し，
光学顕微鏡にて観察した．また，一部の切片には，
粘液などの多糖類を検出するために過ヨウ素酸
シッフ反応（PAS反応）による糖染色を施した．

結 果

受精開始と胚形成　海水群では 2時間後までに
受精が確認できた．受精卵は直径 1.30–1.37 mm
の球形であり，透明で黄色がかっていた（Fig. 
1a）．6時間後に第 1卵割の兆候が観察され，10
時間後には 2細胞期（Fig. 1b）もしくは 4細胞期
の卵が観察された．24時間後には胞胚期となっ
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た（Fig. 1c）．4日後には胚体の形成が進み，同時
に眼胞も観察された（Fig. 1d）．野外とほぼ同様
の水温 11–13˚Cの条件では，卵は 17–18日後に孵
化した（Fig. 1e）．孵化仔魚の全長は 5.8–6.0 mm
であった．海水群における接水実験開始後 18時
間の発生率は，97.5± 3.7%（平均値±標準誤差，
n = 45± 9卵，5雌）であり，28時間後，48時間
後も同様の結果であった．一方，海水を加えてい

ない対照群では，18時間後でも卵割が観察され
ず（Fig. 1f），発生率は 0%（n = 44± 13卵，5雌）
であったが，海水を加えると 10時間後には卵割
が観察され，発生率は 10時間後では 100%，24
時間後では 99.2± 1.9%となった．

卵巣の構造　卵巣は卵巣間膜によって体腔内に
懸垂される 1対の嚢状器官で，左右の卵巣は後方
で癒合し，長い輸卵管に連絡していた（Fig. 2a）．

Fig. 1.　Embryonic development of Vellitor centropomus at 12–13˚C. a, Fertilized eggs (2 h after 
immersion in sea water). b, Two cell stage (10 h). c, Blastula stage (24 h). d, Embryo and optic 
vesicles visible (4 days). e, Just before hatching (17 days). f, Unfertilized eggs (18 h, kept in ovarian 
fluid after stripping).

Fig. 2.　Histological section of ovary of Vellitor centropomus. a, Longitudinal section showing 
immature oocytes and gathering spermatozoa (arrows). b, Stored spermatozoa (sz) in the ovarian 
cavity with heads attached to epithelial cells of the ovigerous lamella. c, Stored spermatozoa (sz) 
floating in the ovarian cavity near the oviduct entrance (od).
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観察に用いた雌の GSIは 1.20± 0.09%（平均値±
標準誤差，n = 14）であった．卵巣内には周辺仁
期から表層胞期初期と思われる未発達な卵母細胞
がみられた（Fig. 2a, b）．卵巣の中央を縦走する
細長い卵巣腔およびその分枝のいたる所に精子群
が認められ（Fig. 2a；arrows），卵巣腔の内壁を構
成する卵巣薄板上皮に向かって細長い頭部を整列
させ，頭部を埋没させていた（Fig. 2b）．
輸卵管の壁は襞状の構造をしており，卵巣から

輸卵管への入り口付近には多数の精子が浮遊した
状態でみられた（Fig. 2c）．卵巣薄板上皮細胞と
輸卵管の壁はともに PAS反応に陰性で，糖染色
される分泌物は認められなかった．

雄の生殖器系の構造　Fig. 3にスイの雄性生殖
器官の外部形態の写真と内部構造の模式図を示し
た．各部の名称については，アサヒアナハゼ
Pseudoblennius cottoidesの雄性生殖器官に対して
用いられたもの（平井，1986）に準じた．なお，

本研究に用いた雄の GSIは 3.48± 0.55%（平均値
±標準誤差，n = 6）であった．
本種の雄成魚の生殖器系は，精巣実質部と貯精

嚢と生殖突起の 3つの部分からなっていた（Fig. 
3）．体腔後方部で短い精巣間膜によって体腔に懸
垂された左右 1対の精巣実質部は，後方で腹側に
向かって屈曲して細くなり，1つの貯精嚢部
（seminal vesicle）へとつながっていた．貯精嚢部
は 1対の精巣に対応して内部が 2つの部屋（主輸
精管：main sperm duct）に分かれ，後方で合一し
て 1本の総輸精管（common sperm duct）となり，
生殖突起（urogenital papilla）の内部を縦走してい
た（Fig. 3）．総輸精管の背側には膀胱から続く尿
管（urinary duct）が縦走していた．生殖突起の先
端には半透明の細長い鈎状構造体（hook）が付随
していた（Fig. 3）．輸精管と尿管は合流すること
なく，泌尿生殖口に開口していた．生殖突起の長
さが体長に占める割合は 9.39± 0.45%（n = 6）で

Fig. 3.　Schematic diagram and photograph of male reproductive system of Vellitor centropomus. sv: 
seminal vesicle, t: testis, up: urogenital papilla.
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あった．
精巣実質部の内部構造　精巣実質部は基部に対

して垂直方向に細精管（seminal tubule；Fig. 3）が
配列し，その内部は発達中の生殖細胞の包嚢で満
たされていた（Fig. 4a）．精巣内での精子形成の
進行には部位による違いがみられ，前後方向でみ
ると前方部の細精管では発達が遅く（Fig. 4b－精
細胞；Fig. 4c－変態中の精細胞）後方部の細精管
では早く進行しており（Fig. 4d－精子），後端部
では精子を放出し終えた細精管がみられた（Fig. 
4e）．後方部の精子形成を完了した細精管は，左
右方向に連なった管状構造を呈した（Fig. 4f）．完
成した精子の頭部は長さ 3.73± 0.07 µm（平均値
±標準誤差，n = 10），幅 0.65± 0.041 µm（n = 10）
の細長い形態を示し（Fig. 4a；insert），細精管の
内側の壁に頭部を向けていた（Fig. 3d）．基部付

近には輸精管構造が認められなかった（Fig. 4f）．
精巣前方部の精子形成が未完了の部分の細精管

の隔壁は厚さが約 2 µmで，PAS染色には陽性を
示さなかったが（Fig. 4g），精巣後方部の精子形
成が完了した部分の細精管の隔壁は厚さが約 8 
µmと厚く（Fig. 4f, g），PAS染色に陽性を示した
（Fig. 4g）．また，細精管内部の精子の頭部も PAS
染色に陽性を示した（Fig. 4g）．

貯精嚢の内部構造　貯精嚢の内部は左右 1対の
構造が隔壁と背側の膀胱によって仕切られており
（Fig. 5a），それぞれが 1対の精巣に対応していた．
貯精嚢は，腹側から側面にかけて結合組織の厚い
壁に埋没した小室状の構造からなる小腔部（luminal 
ampulla），中央部の膨大した主輸精管，および背
側に層状に配列する壁の厚さが約 4 µmの盲嚢状
の構造からなる小嚢部（saccular ampulla）の 3つ

Fig. 4.　Histological section of testis of Vellitor centropomus. a, Longitudinal section showing 
sequential development of germ cells from posterior (right) to anterior (left) of organ. Insert shows 
high magnification of spermatozoa in seminal tubule. b, Cyst of spermatids in anterior part. c, Cyst of 
transforming spermatids anterior to central part. d, Seminal tubule containing spermatozoa behind 
central part. e, Seminal tubule complete to release spermatozoa in posterior part. f, transverse section 
of posterior part showing extension of seminal tubules with thickened walls (arrows). g, Longitudinal 
section (PAS stain). Seminal tubules in posterior part of testis (right half) and associated heads of 
spermatozoa showed positive reaction to PAS stain. th: testicular hilus.
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の部分に分けられた（Fig. 3; 5a）．小腔部，主輸
精管，小嚢部ともに内腔には精子が貯留されてい
た．小腔部では精子は内側の上皮に頭部を埋没さ
せて整列した状態で貯留されていた（Fig. 5b）．
一方，主輸精管と小嚢部では精子は内腔を裏打ち
する上皮とは密接な関係はみられず，上皮に接触
することなく，方向性のない状態で貯留されてい
た（Fig. 5a, d）．
貯精嚢は小腔部，主輸精管，および小嚢部など

を構成する上皮組織全体が PAS染色に陽性を示
し，内部に貯留されている精子の頭部も陽性を示

した（Fig. 5c）．小嚢部の一部には PAS染色に陽
性を示す物質が塊状となっていた（Fig. 5e）．

生殖突起の内部構造　鈎状構造体を含む生殖突
起（Fig. 6a）の基部では，貯精嚢の後方で屈曲し
た小嚢部が多数の管からなる総輸精管と連絡して
いた（Fig. 3; 6b）．総輸精管の背側には尿管がほ
ぼ中央を縦走し（Fig. 6b, c），それら全体の周囲
は筋組織および結合組織（connective tissue）で取
り囲まれていた（Fig. 6c）．生殖突起内部を縦走
する多腔状の総輸精管（Fig. 6b）は，生殖突起の
先端では 1本の総輸精管となり（Fig. 6c, d），尿

Fig. 5.　Histological section of seminal vesicle of Vellitor centropomus. a, Transverse section 
showing ventral luminal ampulla (la), central main sperm duct (md) and dorsal saccular ampulla (sa). 
b, Transverse section (PSA stain). Whole seminal vesicle and spermatozoa stored in luminal ampulla, 
main sperm duct and saccular ampulla positively stained with PAS. Arrows indicate mass of PAS-
positive secretion in lumen of saccular ampulla. c, Expanded photo of luminal ampulla showing heads 
of spermatozoa (sz) toward epithelia of luminal ampulla. d, Expanded photo of saccular ampulla 
showing spermatozoa (sz) stored in lumen without contact with epithelia of saccular ampulla. e, 
Expanded photo of luminal ampulla (PAS stain) showing a mass of PAS-positive secretion (arrow).
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管と合一することなく，鈎状構造体の基部に開口
する泌尿生殖口（urogenital opening；Fig. 3）へと
連絡していた（Fig. 6b）．鈎状構造体はおもに筋
組織で構成されており，内部に管状の構造はみら
れなかった．

考 察

本研究ではまず，スイが IGAの繁殖様式をと
るのか否かを Munehara et al.（1989）がニジカジ
カにおいて初めて IGAの繁殖様式を確認した実
験と同様の方法で調べた．4月に採集された雌の
スイから搾出された卵は顕微鏡観察により受精し
ていないことが確認され，また，これを 18時間
静置しても受精が確認されなかった．しかし，搾
出された卵を海水に入れると 2時間後には受精が
確認された．この結果は，檜山（1934）による「卵
が熟してもそのままで受精の現象は認められなか

つた．（中略）然し熟した雌を人工的に産卵せし
めると，卵は海水中で分裂を始めて育ち，」とい
う記述を具体的な数値とともに再現したものであ
り，スイが IGAの繁殖様式をとることを確認で
きた．
檜山（1934）では，海水に接した後に受精が開

始し，孵化までを観察しているが，卵や孵化仔魚
の形態，発生の過程，孵化までの日数などについ
ての情報は示されていない．本研究により，スイ
の卵径は 1.3–1.4 mmの球形で，孵化仔魚の全長
はおよそ 6 mm，孵化までの期間は 18日（水温
11–13˚C）であることが示された．近縁種のアナ
ハゼ Pseudoblennius percoides，アサヒアナハゼ，
アヤアナハゼ P. marmoratus（Kimura et al., 1987, 
1988；Sado et al., 2005）と比較すると，前者 2種
は卵径が 1.6–2.0 mm，仔魚全長が 6.3–7.3 mmとス
イに比べ大きかったが，アヤアナハゼでは卵径が
1.4 mm，仔魚全長が 5.6 mmと，スイと似通って

Fig. 6.　Urogenital papilla of Vellitor centropomus. a, External appearance. b, Longitudinal section of 
urogenital papilla including genital tract and urinary system. c, Transverse section of basal part of 
hook showing separated common sperm duct (cd) and urinary duct (ud). d, Expanded photo of 
common sperm duct (cd) of basal part of hook. ct: connective tissue, h: hook, PL: length of urogenital 
papilla, ub: urinary bladder, uo: urogenital opening.
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いた．スイやアヤアナハゼは，構造の良く似たグ
ンタイボヤやカイメンを産卵基質として利用して
おり（安房田，未発表データ），卵数がアナハゼ
やアサヒアナハゼに比べて少なく，孵化仔魚の体
サイズは小さい．一方で，アナハゼとアサヒアナ
ハゼはホヤが産卵基質であり，産卵数が多く，孵
化仔魚の体サイズは大きい．これらのことから，
卵および仔魚のサイズは産卵数と関連しているの
かもしれない．孵化までの期間は，スイでは 18
日を要した．アナハゼ属 3種では，13–16日と本
研究結果より短いが，飼育水温が本研究より高く
（15–18˚C：Kimura et al., 1987, 1988；Sado et al., 

2005；本研究：11–13˚C），同じ水温で飼育した場
合，産卵から孵化までの期間はほぼ同じと予測さ
れる．
本研究では，スイの卵巣内に精子が貯留されて

いることを確認した．これは，檜山（1934）によ
る「卵巣の sectionによつてその中に精蟲群を認
めた」という記述の再確認であり，本種が交尾を
行うことの証拠のひとつとなる．本研究で用いた
個体は 11月上旬から 12月中旬にかけて採集され
たものであり，雄では精子形成は終盤（精細胞以
降の生殖細胞のみ）であったことから，交尾は
11月以前に始まっている可能性が高い．スイ属
に近縁とされるアナハゼ属（Yabe, 1985参照）の
アナハゼとアサヒアナハゼでは，ともに 10月上
旬から交尾が始まるという（四宮，1985）．また，
アサヒアナハゼでは精巣の成熟状態は 12月下旬
まで続くことから（平井，1986），交尾期は 2–3ヶ
月続くものと考えられる．スイで卵巣内に精子が
確認された同時期の雌では GSIが平均 1.20%と低
く，卵黄形成が起きていない未熟な状態であった．
このことは，檜山（1934）の「精蟲は卵が未熟の
時から入つてゐて」という記述とも一致している．
アナハゼ属でも雌が未熟な時期から交尾が始まり，
卵の成熟・産卵［アナハゼでは 11月下旬（Kimura 
et al., 1988）から 12月（四宮，1985の記述から推
測），アサヒアナハゼでは 1月（塩垣・道津，
1974；四宮，1985）］が起きるまでの 2–3ヶ月間，
精子は卵巣内に貯留される．佐渡島において，ス
イの卵塊が 3月から 5月に採集されている（安房
田，未発表データ）ことから，スイでも同様に雌
が性的に成熟するまでの数ヶ月間，精子が卵巣内
に貯留されると考えられる．
産卵期中に雌が産卵するたびに雄が交尾するニ

ジカジカでは，卵巣内に精子を貯留するための特
別な構造はみられず，精子は卵巣薄板が褶曲して

できた間隙などに浮遊した状態で貯留されている
（古屋ほか，1994；Koya et al., 1997）．ニジカジカ
の卵巣に精子貯留のための構造がないのは，精子
を長期間保存する必要がないためであると考えら
えられている（古屋ほか，1994）．これに対して
2–3ヶ月間卵巣内に精子を貯留するアサヒアナハ
ゼでは，精子は卵巣内腔を裏打ちする卵巣腔上皮
の一部にできた凹みの部分で，頭部を上皮に突き
入れるように貯留されている（四宮，1985）．さ
らに，数ヶ月の長期間卵巣内に精子を貯留するヤ
セカジカ属のキマダラヤセカジカ Radulinopsis 
taranetziとヤセカジカ R. derjaviniでも，卵巣壁上
皮や卵巣薄板上皮に精子が頭部を向けて入り込ん
だ状態で貯留されている組織像が観察されている
（阿部，2006）．スイの卵巣内での精子の貯留状態
はアサヒアナハゼやヤセカジカ属に類似しており，
精子が卵巣薄板上皮に頭部を埋没させて貯留され
ていた．このような精子貯留形態は，卵巣薄板上
皮が長期間にわたる精子貯留に適応して機能的な
進化を遂げた結果と推察される．長期間の精子貯
留では，精子の卵巣内での運動の抑制，精子への
栄養供給，さらに産卵期における精子運動の再開
といった複雑な仕組みが必要である．これらの調
整を精子と密接な関係をもつ卵巣薄板上皮細胞が
行っていることが示唆される．
本種の卵巣には長い輸卵管が確認できた．これ

は檜山（1934）による「雌の生殖器は輸卵管がよ
く發達してゐる」という記述の確認である．近縁
のアナハゼ属では雌が体外に突出する輸卵管をホ
ヤ類の入水管に挿入して卵を寄託することが知ら
れている（四宮，1985）．スイに関してはグンタ
イボヤから卵がみつかっていることから（安房田，
未発表データ），アナハゼ属と同様に，伸長した
輸卵管は卵をホヤ類に産みつけるために特化した
ものと思われる．
スイの精巣内では精子形成の進行に部位差がみ

られ，精子形成の進行は後方で早く，前方では遅
いことが示された．このような精子形成の非同調
性については，アサヒアナハゼ（平井，1986）や
キマダラヤセカジカおよびヤセカジカ（阿部，
2006参照）でも報告されている．これらの種では，
産卵期の数ヶ月前から長期に渡り交尾期が続き，
精巣の後端から前端に向かって精子形成が徐々に
完了してゆく（四宮，1985；阿部，2006）．これ
により，精子の産生が数ヶ月から半年にわたって
持続され，この間を通して交尾活性が維持される．
スイでも精子形成の非同期性がみられたことから，
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本種でも精子が精巣の後端部で産生され始めてか
ら前端部での産生が完了するまでの期間，交尾活
性が維持されることが示唆される．精巣実質部に
輸精管をもたないヤセカジカ属では，精巣後端か
ら順に完成した精子を放出した包嚢が融合するこ
とで細精管が形成され，この細精管が精子を貯精
嚢へ運ぶ通路になっていると考えられている（阿
部，2006）．スイの精巣でも実質部に付随する輸
精管構造はみられず，後方部の精子を放出し終え
た細精管の隔壁を形成する上皮細胞は肥厚し，左
右方向に連なる管状構造を構成することで，輸精
管に代わって精子を貯精嚢に輸送する通路を確保
しているものと推察される．
スイの精巣に貯精嚢が付随することに関しては，

檜山（1934）が「testesの特化せる部分，即ち作
用的に epididymisの部分があり，貯精腔を有する
複雑な導管がある」と述べており，本研究はこの
記述を再確認したことになる．Koya et al.（2011）
はカジカ科魚類の精巣構造を輸精管と貯精嚢の状
態から 5つの型に分類している．スイの精巣は
Koya et al.（2011）の精巣構造の分類に従うと，
精巣の基部に明瞭な輸精管構造を欠き，発達した
貯精嚢をもつことから，non-duct posterior vesicle 
type（無管貯精嚢型：古屋，2011）に分類される．
近縁のアサヒアナハゼでは，精巣の全長にわたっ
て輸精管が縦走し，発達した貯精嚢をもつ（平井，
1986）ことから，anterior duct posterior vesicle type（前
管貯精嚢型：古屋，2011）に分類されている（Koya 
et al., 2011）．前管貯精嚢型と無管貯精嚢型はいず
れも交尾型カジカに特有の型であり，精巣の前後
方向での精子形成の非同期性の獲得によって輸精
管が不要となったことで，前管貯精嚢型から無管
貯精嚢型が進化したという仮説が提唱されている
（古屋，2011）．本研究によりスイの精子形成にも
前後方向での精子形成の非同期性が確認できたこ
とは，古屋（2011）の仮説を支持するものである．
本研究で観察したスイの貯精嚢の内部構造は，

アサヒアナハゼで観察されているものとほぼ同一
であった（平井，1986）．スイの貯精嚢の内部構
造の特徴は，中央の隔壁によって内部が左右に二
分され，前方腹側に分布する小腔部，中央の拡張
した主輸精管内腔，および後方背側の小嚢部の 3
つの部分から構成されていた．精巣で作られた精
子は小腔部から主輸精管を経て，小嚢部を通り，
総輸精管へと移送されると考えられる．カジカ科
魚類の貯精嚢の機能は，精子を貯留するだけでな
く，アサヒアナハゼ（四宮，1985；平井，1986），

Artedius harringtoni（Petersen et al., 2005），ヤセカ
ジカ属（阿部，2006；Abe and Munehara , 2007）で
は糖類を含む物質を分泌する働きがあることが示
唆されている．スイでは精巣後方部の肥厚した細
精管の上皮細胞と貯精嚢部の全体が多糖類の存在
を示す PAS反応に陽性を示し，これらの部位に
貯留されている精子の頭部が PAS反応に陽性を
示した．このことから，精巣後方部の細精管とそ
こから連続する小腔部の上皮からは，精子頭部に
付加した多糖成分が分泌されている可能性が示唆
される．一方，小嚢部の内腔には PAS染色に陽
性を示す液性物質が確認され，小嚢部の隔壁が多
糖を含む物質を分泌する能力をもつことが示唆さ
れる．
アサヒアナハゼでは，精巣の細精管については

エオシン好染性の物質を分泌する可能性が示唆さ
れているが，小腔部の分泌能については明言され
ていない（四宮，1985）．また，主輸精管や小嚢
部には PAS染色に陽性を示す物質がみられ，小
嚢部についてはタンパク性のものではなく，漿液
性の分泌が行われていることが電顕による観察か
ら示唆されている（平井，1986）．一方で，精子
の頭部が PAS染色に陽性を示すことは明記され
ていない．このように，スイの貯精嚢はその内部
構造がアサヒアナハゼのものと酷似しているが，
分泌活性をもつ部位や分泌物の性状については違
いが認められた．スイでは精巣基部を縦走し精巣
と貯精嚢をつなぐ主輸精管が消失したことで，精
巣後方の細精管と小腔部が連続し，両部位が機能
的に統一されたのかもしれない．貯精嚢から分泌
される物質の機能について，アサヒアナハゼでは
雌の生殖口を塞ぐ交尾栓として機能する可能性
（四宮，1985）や，ヤセカジカ属では精子の不動
化や精子への栄養源として機能していることが示
唆されている（阿部，2006）．貯精嚢からの分泌
物の機能の解明については，今後の実験的な解析
が待たれる．
カジカ科魚類の精子の形態には種間の多様性が

認められ，Koya et al.（2011）では Hann（1930）
によるカジカ科魚類の精子のおおまかな分類に準
じて，精子の頭部の長さと幅の割合から，長さと
幅の比率が 2未満の場合を丸型（oval type），2以
上 3未満の場合を中間型（intermediate type），3以
上の場合を細長型（slender type）の 3型に分類し
ている．カジカ科魚類の精子頭部の形態は生殖様
式と密接な関係をもち，卵生種は丸型，IGA種で
は中間型か細長型であるという（Koya et al., 
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2011）．Hann（1930）はスイの精子の頭部が細長
い形態をもつことを記述しているが，本研究では
これを写真と具体的な数値を示して確認した．
スイの雄の肛門付近にある突起の内部には総輸

精管が縦走しており，機能的な外部生殖突起であ
ることが確認された．これは，檜山（1934）の「雄
にある肛門附属物は構造上からも penisの型式で
ある」という記述を裏づけるものである．雄がよ
く発達した外部生殖突起をもつことは，必ずしも
交尾を行うことの証拠とはならないが，本種のも
つ外部生殖突起は鈎状構造体をともなう点で，交
尾を行うことが確認されている近縁種のサラサカ
ジカ Furcina ishikawae（四宮，1985参照）やアサ
ヒアナハゼ（平井，1986参照）と共通しており，
本種が交尾を行うことを支持するものである．サ
ラサカジカやアサヒアナハゼでは，交尾の際に雌
の後方から突進した雄が，雌の生殖口にこの鈎状
構造体をひっかけることで，確実に交尾を行うこ
とが知られている（四宮，1985）．スイの生殖突
起の先端にも同様の鈎状構造体がみられたことか
ら，本種もこれらの種と同様の交尾行動をとるも
のと思われる．
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