
チョウチョウウオ科魚類は代表的なサンゴ礁魚
としてよく知られ，世界の熱帯サンゴ礁海域

を中心に10属150種以上が記載されている (Blum,

1989)．日本沿岸にはうち7属50種が分布し（中
坊, 2000），沖縄・小笠原諸島沿岸の熱帯海域で普
遍的に見出されるほか，黒潮の影響下にある本州
中部太平洋沿岸の暖温帯域に夏季を中心に季節的
に出現し，一部の種は本州北端沿岸まで偶来的と
みなされる分布が報告されている（塩垣，1982;

松浦ほか，1988）．また，一部の温帯適応種では
駿河湾や相模湾において定住繁殖が確認されてい

る（鈴木・日置，1983）．しかし，本科魚類の生
態と生活史に関する知識は未だにきわめて不十分
で，著者らは 1978年以来，本科魚類の繁殖研究
を主目的として生殖生態に関する知見の収集に努
めてきた（Suzuki et al., 1980;  鈴木・日置，1983;

鈴木ほか，1996;  田中ほか，2001）．この科の繁殖
生態の研究は，多くは行動観察を主体とするもの
で，野外（Reese, 1975; Ralston, 1977; Neudecker

and Lobel, 1982; Fricke, 1986; Driscoll and Driscoll,

1988; Colin, 1989; Lobel, 1989; Londraville, 1990;

Yabuta, 1997; Yabuta and Kawashima, 1997;  藪田，
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tion in Chaetodon auripes and hermaphroditism in sixteen Japanese butterflyfishes
(Chaetodontidae). Japan. J. Ichthyol., 54(1): 21–40.

Abstract Histological observations on gonadal formation and hermaphroditism
in 16 species (4 genera) of Japanese butterflyfishes (Chaetodontidae), included a
detailed study of the former in Chaetodon auripes from central Japan. In this
species, the gonads of 24 young specimens (�36.4 mm SL) were sexually undeter-
mined, whereas those of 16 larger specimens (39.4 mm SL to 55.5 mm SL) had
begun initial differentiation into an ovary, having formed an early parovarian type
ovarian cavity. Sex changes occurred in immature ovaries, which initially became
intersexual gonads with many seminal lobules forming in the ovigerous lamellae
and eventually matured into secondary testes (each concurrently retaining an ovar-
ian cavity). No specimens were found with gonads that had developed directly into
a testis from a sexually undifferentiated stage. In Forcipiger flavissimus, three
stages of gonadal sex succession, viz., ovaries with a parovarian type ovarian cav-
ity, intersexual gonads and secondary testes with a rudimentary ovarian cavity,
were found. In Hemitaurichthys polylepis and Heniochus diphreutes, intersexual
gonads of both ovarian- and testicular-types were found. Accordingly, the occur-
rence of normal, although non-functional, hermaphroditism and sex change from
female to male is now established in all of the Japanese chaetodontid species stud-
ied.
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1997）と水槽内（Suzuki et al., 1980;  田中ほか,

2001）においての観察結果が発表されてきた．一
方で，生殖腺組織についての研究例は少なく，
Tricas and Hiramoto (1989) がHawaii産のChaetodon

multicinctusの性分化・雌雄性ならびに性成熟に関
する研究を発表し，鈴木ほか (1996) が八丈島産の
ユウゼンC. daedalmaの卵巣内に雄性要素を見出
して同種に雌雄同体現象の存在を示唆しただけに
止まっている．本研究では生殖腺の組織学的研究
によって日本産チョウチョウウオ科魚類のうち，
チョウチョウウオChaetodon auripes の初期生殖腺
形成を含む4属16種に見出された雌雄同体現象に
ついて得られた知見をまとめて報告する．

材 料 と 方 法

研究材料およびその採集年月，採集地，個体
数，体長範囲はTable 1にまとめた通りである．採
集後直ちに標本処理を行った個体のほかに，採集
後水族館での飼育を経た後に研究材料とした個体
が含まれ，後者のうちには採集地ならびに採集年
月を明確にできなかった標本がある．小形の個体

は生殖腺を含む体躯幹部腹域を切り出し，その他
の標本では生殖腺を摘出して，いずれもブアン氏
液ないしはブアン・ホーランド液によって固定処
理し，定法による厚さ6–7 mmのパラフィン横断切
片標本を作成して，マイアーの酸性ヘマラウム・
エオジン染色およびマッソン・トリクローム染色
を施し，光学顕微鏡下で組織学的観察を行った．
生殖腺の連続切片標本による予察的組織観察によ
れば，研究対象となった本科魚類は各種とも一般
に卵巣，間性生殖腺，および卵巣に起源を持つ二
次精巣のいずれかが見出され（結果参照），さらに
初期の間性像が一般に最初は生殖腺中部において
発育し，前後部に浸潤発達してゆく傾向が認めら
れたので，本研究では主として生殖腺実質部と生
殖輸管系の両方を同時に観察できる生殖腺中部域
の組織形態について記述し，種間の比較対照にも
便利なように配慮した．なお，本研究では，通常
の定義による卵巣，精巣の区分のほか，生殖腺内
に雌雄両生殖細胞が見出され，生殖腺構造も組織
学的に卵巣・精巣のいずれとも特定できないもの
を間性生殖腺とした．ただし，雌雄同体種におけ
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Table 1. List of Japanese butterflyfish specimens examined with collection dates and localities

Species Collected dates Location
Number of Standard length 
specimen (mm)

Chaetodon argentatus 1987–1989 Yaeyama Is.* 2 77.7–88.9
Chaetodon auripes Apr. 1979–Sep. 1986 Suruga Bay 43 73.0–139.0

Apr.–May 1981 Kuroshima I. 5 142.0–145.8
May 1981 Iriomote I. 16 129.7–147.2
July 1986 Kii Pen. 30 91.2–139.5

Aug. 1985–Oct. 1986 Mouth of Suruga Bay 46 19.5–59.7
Chaetodon citrinellus Apr. 1981 Kuroshima I. 4 57.7–85.4
Chaetodon daedalma Mar.–Oct. 1983 Hachijo I. 56 120.0–152.0
Chaetodon kleinii Apr. 1981 Kuroshima I. 1 49.4
Chaetodon lunulatus Apr.–May 1981 Iriomote I. 10 57.9–105.9
Chaetodon melannotus Apr. 1981 Iriomote I. 1 74.5
Chaetodon modestus July 1978–Sep. 1984 Suruga Bay 31 71.0–121.1
Chaetodon nippon May–Oct. 1982 Sagami Bay 99 76.0–117.9
Chaetodon ornatissimus May 1981 Kuroshima I. 1 137.7
Chaetodon trifascialis Apr. 1979 Ishigaki I. 1 94.0

Apr. 1981 Kuroshima I. 2 70.7–90.2
Chaetodon unimaculatus 1979 Yaeyama Is.* 1 124.1
Chaetodon vagabundus Apr.–May 1981 Kuroshima I. 12 52.7–122.3
Forcipiger flavissimus Apr. 1979 Ishigaki I. 2 101.8–116.5

Aug. 1985 Iriomote I. 7 106.3–134.3
1979–1989 Yaeyama Is.* 29 76.8–130.0

Hemitaurichthys polylepis Apr. 1981 Kuroshima I. 8 124.3–137.0
1979–1994 Yaeyama Is.* 7 118.0–134.4

Heniochus diphreutes 1983 Suruga Bay* 9 72.8–109.4

* Collection site unknown, aquarium–reared.



る連続的な性移行下において間性生殖腺と卵巣ま
たは精巣との区分の境界は明確にするのは困難で
あった．標本数がやや多く比較的詳細な観察を行
うことのできたチョウチョウウオ，ユウゼン，ゲ
ンロクダイ，シラコダイならびに他種と明らかに
相違する組織学的知見の得られたフエヤッコダイ
の合計2属5種について比較的詳細な記載を行っ
たが，一方，特記すべきところの少なかった他の
3属11種については，あえて簡単な記載に止めた．
本研究に用いた組織標本は，東海大学海洋科学博
物館に保存されている（小林，2004）．

結　　　　　果

チョウチョウウオChaetodon auripes の初期
生殖腺形成過程

駿河湾口の御前崎で8–10月に採集された46尾
(19.5–59.7 mm SL) を材料として，本種の初期生殖
腺の形成過程を観察した．最小形の1尾 (19.5 mm

SL) の生殖腺は，一帯の生殖間膜によって体腔背
壁より体腔左側に垂下する微小な器官で，左右両
葉が正中側で癒合し，左右に側扁する生殖腺実質
部には基質体細胞が充満し，側縁部に1切片当た
り1, 2個の生殖原細胞が観察された．生殖輸管お
よびその原基は見出せず，明らかに性的未分化生
殖腺であった (Fig. 1A)．これに次ぐ小形の23尾
(19.6–36.4 mm SL) にも同様な形態の性的未分化生
殖腺が見出されたが，体成長に伴って生殖腺が腹
縁に向かって伸張し，生殖腺組織内にはライ
ディッヒ細胞と推定される体細胞が出現する傾向
が窺われた．このうち3尾 (33.7–36.4 mm SL) の生
殖腺側縁部には少数の染色仁期卵母細胞が出現し
(Fig. 1B)，やや大形の別の1尾 (39.2 mm SL) では
生殖細胞の変化は認められないが，生殖腺左葉中
部の背腹両縁から体細胞組織が伸長して卵巣腔形
成の初期段階にあり (Fig. 1C, D, E)，生殖腺後部で
は輸卵管が形成途上であった．他の 2尾 (40.3,

41.0 mm SL) にも卵巣腔と輸卵管が形成途上段階
にある同一所見の生殖腺が見出された．
これらとは別の1尾 (39.5 mm SL) では，生殖腺

中央部の背縁から体細胞組織が生殖腺側縁に沿っ
て垂下し，生殖腺腹縁の体細胞組織が背方に向
かって伸長していた (Fig. 1F)．この生殖腺の前部
では背縁から垂下する体細胞組織が腹縁の体細胞
組織と連接して生殖腺側縁内側に卵巣腔が形成さ
れ (Fig. 1G)，同様な生殖腺は他の15尾 (39.4–55.0

mm SL) にも見出された (Fig. 1H)．このような卵

巣腔形成途上にある生殖腺の後部では，背縁から
伸長した生殖腺被膜が腹縁で癒合して輸卵管を形
成していた (Fig. 1I, J)．
さらに別の2尾 (59.5, 59.7 mm SL) の生殖腺で

は，全長にわたって卵巣腔が形成され，後部にお
ける輸卵管形成も完了し，卵巣としての形態的特
徴をそなえるに至っていた．これら卵巣形成段階
では生殖細胞要素にはほとんど変化がなく，多く
が卵原細胞段階である中に少数の染色仁期卵母細
胞が見出されるに止まり，卵巣実質部の薄板構造
も未形成であった．
すなわち，本種の初期生殖腺の形成過程は生殖
腺背縁より体細胞組織が生殖腺の体側縁に沿って
伸長垂下し，腹縁の体細胞組織と癒合して，その
内側に卵巣腔を形成するところから始まり，全個
体がparovarian typeの卵巣形態をまず形成して雌
相を呈するものと判定された．初期生殖腺におい
て，未分化生殖腺から卵巣腔を形成せず直接精巣
へ分化する所見は得られず，そのような過程への
示唆も得られなかった．

チョウチョウウオ科各種の生殖腺形態に見出され

た雌雄同体現象

研究材料となった本科各種の生殖腺は，いずれ
もが左右に扁平（側扁的）な菱形の嚢状器官であ
り，前端は左右に2葉に分かれるが前・中域にお
いて正中部で接着し，後域では完全に癒合して一
塊をなして生殖輸管に連なるという共通形態を有
していた．
チョウチョウウオChaetodon auripes 駿河
湾と紀伊半島から4–11月に採集された73尾 (73.0–

139.5 mm SL) の生殖腺は，いずれも脂肪組織に覆
われて，肉眼的には性別はもちろん，所在もはっ
きりしない退行的小器官であったが，組織学的観
察の結果，parovarian typeの卵巣腔を有する卵巣，
間性生殖腺，卵巣形態を起源とする二次精巣に3

分できた．
卵巣を有する36尾 (73.0–139.0 mm SL) のうち6

尾 (73.0–110.0 mm SL) からは卵巣腔，輸卵管およ
び少数の染色仁期卵母細胞が認められる初期卵巣
が，より大きな5尾 (118.9–126.6 mm SL) からは，
左右両葉の接着部の結合組織縁辺と生殖腺被膜内
側の房状に発達する結合組織内に生殖原細胞の包
嚢と少数の無卵黄期卵母細胞，生殖腺実質部と同
被膜部の間に卵巣腔が確認された (Fig. 2A)．また，
残る25尾 (91.2–139.0 mm SL) からは層状構造の卵
巣薄板内に多数の無卵黄期卵母細胞，そして体腔
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Fig. 1. Early differentiation of gonads in Chaetodon auripes collected August–October, from
Omaezaki (mouth of Suruga Bay). A, Sexually undifferentiated gonad (specimen 19.5 mm SL). Left
and right lobes of gonad medially conjoined, a few gonial germ cells apparent, mostly along left and
right lateral portions, �480. B, Onset of ovarian differentiation (33.7 mm SL), extending along upper
and lower regions of early gonad; note increased number of leydig cells (arrows) and a few chro-
matin-nucleolus stage oocytes, �330. C, Early stage of ovarian formation with marked extension of
upper and lower regions of left lobe (39.2 mm SL), �60. D, Magnified aspect of upper portion of C,
�480. E, Magnified aspect of lower portion of C, �220. F, A line of thin somatic-cell tissues hanging
from upper region (arrows) of mid-lateral portion of gonad, extending and curving to upper part of
lower region. Note initial formation of ovarian cavity (39.5 mm SL), �120. G, Parovarian cavity
forming in anterior portion of gonad of F, �120. H, Parovarian cavity partially formed, a few chro-
matin nucleolus cells also apparent (54.0 mm SL), �280. I, Gonadal tissues markedly extended (ar-
rows); note initial formation of oviduct in posterior portion of gonad (39.4 mm SL), �240. J, Poste-
rior end of gonad of I, �240. gg: gonial germ cell, oc: ovarian cavity, od: oviduct, oo: oocyte.



側に卵巣腔が見出された (Fig. 2B)．生殖腺後部で
は卵巣腔は左右が融合して輸卵管に連なっていた
が，輸卵管は途中で閉鎖して盲管状となっていた
ため，非機能状態の卵巣と確認された．36尾すべ
ての卵巣内には雄性要素の存在を見出せなかった．
間性生殖腺を有していたのは13尾 (103.3–135.0

mm SL) で，うち1尾 (129.0 mm SL) の生殖腺は卵
巣様構造を呈し，生殖腺実質部に無卵黄期卵母細
胞と薄板縁辺部を中心として精母細胞および精細
胞の包嚢が散在していた (Fig. 2C)．別の 7尾
(103.3–132.1 mm SL) の生殖腺実質部は主として精
原細胞の包嚢による精巣実質部を形成する中に，
比較的多数の退行中の無卵黄期卵母細胞が見出さ
れ (Fig. 2D)，生殖腺の体腔側と正中側に広い腔所
が見出され，正中側の腔所に生殖腺実質部の精小
嚢内腔が発達して輸精洞を構成し，体腔側の実質
部と生殖腺被膜との間に卵巣腔が認められた．さ
らに，この部分の生殖腺被膜内層に上皮細胞に裏
打ちされた輸精管があった．残り5尾 (127.0–135.0

mm SL) の生殖腺実質部は一般に活発な精子形成
活動を伴う精小嚢で占められ，退行中の無卵黄期
卵母細胞が少数見出された．生殖腺実質部と被膜
部との間に卵巣腔があり，実質部の正中側に輸精
洞があって精子が充満していた．輸精洞は上皮細
胞を欠き，明確な管状構造を形成していなかった．
生殖腺体腔側にも輸精洞が観察された．これら13

尾の生殖腺は，すべて卵巣から精巣への移行段階
にあるものと認定された．
精巣を有する24尾 (98.6–139.5 mm SL) では，生

殖腺実質部が精原細胞などの雄性生殖細胞包嚢よ
りなる精小嚢が充満し，生殖腺背縁と体腔側の被
膜部に上皮細胞で裏打ちされた複数の輸精管が存
在していた (Fig. 2E)．輸精管に排精が認められる
標本もあった．体腔側の精巣実質部と生殖腺被膜
の間には例外なく卵巣腔由来の腔所が存在してい
たが，これ以外の雌性形質は見出せなかった．精
巣の前･中部では卵巣腔が左右にあり (Fig. 2F)，同
後部では左右の卵巣腔が癒合する一方，精巣実質
部と輸精洞が背腹に明瞭に分離していた (Fig.

2G)．さらに精巣の後端部では中央に卵巣腔，外
周の生殖腺被膜内に複数の輸精管を認める二重構
造を呈していた (Fig. 2H)．輸卵管の末端は閉塞し，
輸精管が輸尿管と融合して泌尿生殖孔に開口して
いた．
一方，西表島および黒島で4, 5月に採集された

21尾 (129.7–147.2 mm SL) の生殖腺は，上述の駿
河湾および紀伊半島で採集された 73尾 (73.0–

139.5 mm SL) とは異なり，すべて肉眼的にも明ら
かに機能状態と判断できる肥大した状態であった．
組織学的観察の結果，うち14尾 (130.0–147.2 mm

SL) がparovarian typeの卵巣腔のある卵巣を有する
雌，他の7尾 (129.7–145.1 mm SL) が卵巣腔由来の
腔所のある二次精巣を有する雄であった．間性生
殖腺と判定できる標本は得られなかった．卵巣と
精巣の組織構造はいずれも上述の駿河湾および紀
伊半島から得られた標本と同一であったが，卵巣
には卵黄形成期の卵母細胞が充満し，排卵後濾胞
も認められた (Fig. 2I)．精巣には卵巣腔に接する
実質部で活発な精子形成が認められ，生殖腺正中
側の輸精洞と体腔側の生殖腺被膜内の輸精管に精
子が充満していた (Fig．2J)．西表島および黒島周
辺海域では，機能的卵巣を有する雌の最小形は体
長135.5 mmであった．なお，駿河湾と紀伊半島の
標本からは，鈴木・日置 (1983) と同様に，この海
域での繁殖の可能性を見出せなかった．
ユウゼンC. daedalma 八丈島で3–10月に採

集された56尾 (120.0–152.0 mm SL) のうち，31尾
(120.0–148.0 mm SL) はparovarian typeの卵巣を有
していた．そのうちの4月の標本では卵巣薄板内
に卵黄形成期の卵母細胞の充満が認められ，5–8

月の標本ではほとんどの個体が最終成熟段階に達
する卵母細胞を持つ機能的卵巣を保持していた．
機能的卵巣を有する雌の最小形は体長約 130 mm

であった．
間性生殖腺は1尾 (137.0 mm SL) で認められた．
卵巣薄板内に無卵黄期卵母細胞が，薄板周辺部に
生殖原細胞がそれぞれ散在する状態であった．薄
板内には精母細胞や精細胞の包嚢の存在も同時に
認められたことから，卵巣から精巣への移行段階
にあるものと判断された (Fig. 3A)．この標本は八
丈島沿岸における本種の繁殖期終了後（鈴木ほか，
1996）の10月に採集されたものである．
残りの24尾 (129.0–152.0 mm SL) は生殖腺実質

部が精小嚢で充満し，生殖腺の体腔側実質部と生
殖腺被膜との間に卵巣腔由来の腔所があり，体腔
側の生殖腺被膜内層には複数の輸精管が見出され
る二次精巣であった (Fig. 3B)．その後部は，被膜
内層に輸精管，中央に輸卵管が見出される二重構
造の生殖輸管系となっていた．
ゲンロクダイC. modestus 駿河湾で3–11月
に採集された31尾 (71.0–121.1 mm SL) のうち，17

尾 (71.0–111.1 mm SL) はparovarian typeの卵巣を
有し，卵巣薄板内に採集月に対応して無卵黄期，
卵黄形成期，最終成熟段階など，多様な卵形成過

チョウチョウウオ科の雌雄同体現象 25



程の卵母細胞が見出された．機能的卵巣は4–9月
に得られた．卵巣を有する個体のうち4尾 (71.0–

110.0 mm SL) では，生殖腺被膜内層と卵巣薄板内
の体細胞が集塊を形成する部位に，生殖原細胞が
数個ないし十数個出現しており，間性状態への先
駆をなす形態と推察された (Fig. 3C)．
卵巣から精巣への移行段階にある間性生殖腺
は，4尾 (97.0–121.1 mm SL) から得られた．この
うち2尾 (106.2, 121.1 mm SL) は，卵巣薄板内の卵
黄形成期卵母細胞の退行変性が進み，薄板周縁部
に生殖原細胞・精母細胞・精細胞など各段階の雄
性生殖細胞の小包嚢を有していた (Fig. 3D)．残り
の2尾 (97.0, 105.7 mm SL) では，精巣実質部内に
少数の退行中の無卵黄期卵母細胞が残り，正中域
には輸精管が形成されていた．

10尾 (92.8–112.0 mm SL) では，生殖腺実質部の
ほとんどが精小嚢で占められ，精巣実質部と生殖
腺被膜の間に卵巣腔由来の腔所を有し，生殖腺被
膜内に輸精管が見出される形態の二次精巣を確認
した (Fig. 3E)．ほとんどの標本で活発な精子形成
が観察された．
シラコダイC. nippon 相模湾沿岸で5–10月に
採集された99尾 (76.0–117.9 mm SL) のうち，52尾
(76.0–114.9 mm SL) がparovarian typeの卵巣を有し
ていた．卵母細胞の発達段階は個体ごとに多様で
あったが，5月には無卵黄期，6–7月には卵黄形成
期ないしは最終成熟段階，8月以降には卵黄形成
期の卵母細胞が減少して無卵黄期に移行する経過

が明らかであった．
他の 7尾 (76.0–103.2 mm SL) が間性生殖腺を

有し，うち 5月と 9月に採集された 3尾 (87.6–

103.2 mm SL) では，無卵黄期卵母細胞を有する卵
巣薄板の周辺部に多数の生殖原細胞と，精母細胞
や精細胞の包嚢が同時に出現していた (Fig. 3F)．
10月に採集された1尾 (76.0 mm SL) では，葉状の
生殖腺実質内に未発達な精小嚢が卓越し，かつ退
行中の無卵黄期卵母細胞が散在する形態であった
(Fig. 3G)．体腔側に卵巣腔，正中域には上皮細胞
で裏打ちされた輸精管が認められた．さらに，
5,9,10各月に採集された計 3尾 (86.6–93.7 mm SL)

では，精小嚢で占められる精巣実質部内に1切片
標本当たり1–10個の退行卵母細胞が見出された．
正中域の輸精管系も明瞭であった．
残る40尾 (82.8–117.9 mm SL) の生殖腺は，一般

に精巣実質部と生殖腺被膜の間に卵巣腔由来の腔
所が見出される二次精巣であった (Fig. 3H)．ただ
し，それら精巣内における卵巣腔由来の腔所は，
精子形成活動が活発になって精巣実質部が拡張す
る5–7月の標本では消失し，精子活動が終息する8

月には再び出現していたため，繁殖盛期に一時的
に閉塞されて見えなくなった可能性が示唆された．
精巣実質部の正中域と背腹部には輸精管があり，
正中域の輸精洞と互いに連絡する構造となってい
た．間性生殖腺または精巣を有する合計46尾の生
殖腺被膜内層に輸精管系は見出されなかった．
カガミチョウチョウウオC. argentatus 八重
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Fig. 2. Hermaphroditic modes in gonads of Chaetodon auripes collected from the coasts of Suruga
Bay, Kii Peninsula and the Ryukyu Islands. A, Underdeveloped parovarian ovary, a few chromatin-nu-
cleolus stage oocytes occurring among abundant gonial germ cells (arrows) (126.6 mm SL, Suruga
Bay, November), �80. B, Yolkless stage ovary with numerous yolkless stage oocytes apparent among
ovigerous lamellae (119.2 mm SL, Suruga Bay, October), �100. C, Intersexual gonad; note concur-
rence of oocytes, spermatocytes and spermatids in the ovarian lamellae (129.0 mm SL, Kushimoto,
Kii Peninsula, July), �240. D, Intersexual gonad with a few degenerating oocytes in the seminal lob-
ules, a broad testicular sinus in the middle portion and narrow sperm ducts in the gonadal tunica
(132.1 mm SL, Suruga Bay, September), �130. E, Undeveloped secondary testis showing some
sperm ducts in the gonadal tunica and an ovarian cavity in the lateral portions of the gonad (98.6 mm
SL, Suruga Bay, aquarium-reared, May), �80. F, Posterior portion of a sexually functional secondary
testis, the initial invagination occurring in each lateral portion of the testicular region (113.2 mm SL,
Kushimoto, Kii Peninsula, July), �95. G, Rear portion of gonad of F; note left and right ovarian por-
tions conjoined, and testicular region and sperm ducts divided into upper and lower parts across a nar-
row ovarian cavity, �50. H, Rear end of gonad of F showing concurrence of ovarian cavity in central
portion and sperm ducts in the gonadal tunica, �40. I, Sexually functional ovary showing abundant
vitellogenic oocytes and a few empty follicles (arrows) in the ovigerous lamellae (145.8 mm SL,
Kuroshima I., Yaeyama Is., April), �30. J, Functional secondary testis showing active spermatogene-
sis in seminal lobules and developing sperm ducts filled with numerous spermatozoa in the gonadal
tunica, 142.7 mm SL, Kuroshima I., Yaeyama Is., April, �20. oc: ovarian cavity, oo: oocyte, sc: sper-
matocyte, sd: sperm duct, sl: seminal lobules, ss: sperm sinus, st: spermatid.
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山諸島（採集地は特定できなかった）で採集され，
水族館で飼育されていた2尾 (77.7–88.9 mm SL) の
うち1 尾 (77.7 mm SL) からは，parovarian typeの卵
巣腔を有する卵巣が得られた．その卵巣薄板内に
は退行中の無卵黄期卵母細胞のほか，退行変性卵
の残査を認める衰退卵巣であった．他の1尾 (88.9

mm SL) からは精巣が得られ，その生殖腺実質部
には小嚢が充満し精子形成活動を認め，一方で体
腔側実質部と生殖腺被膜との間に卵巣腔由来の腔
所が見出される二次精巣であった．左右両葉が癒
合する正中側および体腔側の生殖腺被膜内層に複
数の輸精管が認められた (Fig. 4A)．
ゴマチョウチョウウオC. citrinellus 黒島で4

月に採集された4尾 (57.7–85.4 mm SL) のうち，最
小の1尾 (57.7 mm SL) はparovarian typeの卵巣を
有し，卵巣薄板内は生殖原細胞と退行途上の無卵
黄期卵母細胞で占められていた．他の3尾 (77.0–

85.4 mm SL) の生殖腺は精巣で，精巣実質部には
精小嚢が充満し活発な精子形成活動が見られ，体
腔側の精巣実質部と生殖腺被膜との間に卵巣腔由
来の腔所が存在し，左右両葉が癒合する正中域に
上皮細胞で裏打ちされた輸精管が見出される二次
精巣であった (Fig. 4B)．
ミゾレチョウチョウウオC. kleinii 黒島で4月
に採集された1尾 (49.4 mm SL) の生殖腺は精巣で，
実質部は精小嚢で占められて精子形成が認められ，
体腔側にparovarian typeの卵巣腔，体腔側の生殖
腺被膜内層と左右両葉が癒合する正中側に複数の
輸精管を認める二次精巣であった (Fig. 4C)．
ミスジチョウチョウウオC. lunulatus 西表島

で4–5月に採集された10尾 (57.9–105.9 mm SL)の
うち，3尾 (86.0–105.9 mm SL) はparovarian typeの
卵巣を有し，卵巣薄板内は卵黄形成期または最終
成熟段階の卵母細胞が見出されて，すべて機能的
卵巣であった (Fig. 4D) ．残り7尾 (57.9–100.0 mm

SL) の生殖腺は体腔側に卵巣腔由来の腔所が見出
される二次精巣で，生殖腺実質部は精小嚢で占め
られ，正中側に輸精管系が集中し，体腔側の生殖
腺被膜内層には輸精管を見出せなかった (Fig. 4E)．
アケボノチョウチョウウオC. melannotus 西
表島で4月に採集された1尾 (74.5 mm SL) は間性
生殖腺を有していた．体腔側の実質部と生殖腺被
膜の間に卵巣腔由来の腔所があり，生殖腺実質部
はほとんど精小嚢で占められていたが，無卵黄期
卵母細胞も散在していた．左右両葉が癒合する正
中域に輸精管系が形成されるが，体腔側の生殖腺
被膜内層に輸精管は認められなかった(Fig. 4F)．
ハナグロチョウチョウウオC. ornatissimus

黒島で5月に採集された1尾 (137.7 mm SL)からは，
二次精巣が見出された．生殖腺実質部が精子形成
中の精小嚢で占められる一方で，体腔側壁側に卵
巣腔があり，生殖腺被膜内層と左右両葉が癒合す
る正中側にそれぞれ複数の輸精管が認められた．
精巣後部は被膜内層に輸精管，その内側に卵巣
腔，中心部は精巣実質部で構成されていた (Fig.

4G)．
ヤリカタギC. trifascialis 石垣島で1尾 (94.0

mm SL)，黒島で2尾 (70.7, 90.2 mm SL)，いずれも
4月に採集された標本で，うち2 尾 (90.2, 94.0 mm

SL) の生殖腺は卵巣であって，parovarian typeの卵
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Fig. 3. Hermaphroditic modes in the gonads of Chaetodon daedalma, C. modestus and C. nippon
from Japanese waters. A, Intersexual gonad of C. daedalma with a number of gonial germ cells and
spermatocytes; note spermatids in seminal lobules among the yolkless oocytes within the ovigerous
lamellae (137.0 mm SL, Hachijo I., October), �220. B, Functional secondary testis of C. daedalma
with a testicular sinus at the median portion of the gonad and sperm ducts (arrows) in the lateral go-
nadal tunica (129.0 mm, Hachijo I. July), �12. C, Inactive ovary of C. modestus with gonial germ
cells (arrows) apparent among stromal clusters in the ovarian lamellae (93.5 mm SL, Suruga Bay,
July), �250. D, Intersexual gonad of C. modestus with seminal lobules of the spermatocytes and sper-
matids apparent in almost all ovigerous lamellae (121.1 mm SL, Suruga Bay, aquarium-reared, July),
�240. E, Functional testis of C. modestus with sperm ducts (arrows) filled with numerous spermato-
zoa in the median portion and lateral tunica, and active spermatogenesis in almost all of the seminal
lobules (101.0 mm SL, Suruga Bay, July), �12. F, Intersexual gonad of C. nippon with a few seminal
lobules of the spermatocytes apparent among the yolkless stage oocytes in the ovigerous lamellae
(87.6 mm SL, Sagami Bay, September), �240. G, Intersexual gonad of C. nippon; note concurrence
of well-defined seminal lobules and a few degenerating oocytes (arrows) in the ovigerous lamellae
(76.0 mm SL, Sagami Bay, October), �170. H, Secondary testis of C. nippon, note sperm sinus in
median portion (arrows) and sperm ducts in the dorsal and ventral gonadal tunica (100.2 mm SL,
Sagami Bay, October), �25. gg: gonial germ cell, oc: ovarian cavity, sc: spermatocyte, sd: sperm
duct, ss: sperm sinus, st: spermatid.
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巣腔を有し，卵巣薄板内は卵母細胞で占められて
いた．このうちの小形の1尾 (90.2 mm SL) の卵巣
では，無卵黄期卵母細胞が主体を成していたが，
より大形の1尾 (94.0 mm SL) では，卵黄形成期卵
母細胞が見出された．これらと別の1 尾 (70.7 mm

SL) からは間性生殖腺が得られた．この生殖腺は
退行中の無卵黄期卵母細胞の存在する卵巣薄板縁
辺部に複数の生殖原細胞の包嚢，卵巣腔上皮に隣
接する卵巣薄板内に生殖原細胞，精母細胞および
精細胞の小包嚢が見出された (Fig. 4H)．
イッテンチョウチョウウオC. unimaculatus
八重山諸島で採集され（採集地は特定できなかっ
た）水族館で飼育されていた1尾 (124.1 mm SL) の
生殖腺は間性生殖腺で，生殖腺実質部に精子形成
活動を認める精小嚢を有する中に，退行中の無卵
黄期卵母細胞が散在し，体腔側の生殖腺被膜と実
質部の間にparovarian typeの卵巣腔，および背腹
縁に輸精管が見出された (Fig. 4I)．
フウライチョウチョウウオC. vagabundus
黒島で 4–5月に採集された 12尾 (52.7–122.3 mm

SL) のうち7尾 (52.7–112.5 mm SL) からparovarian

typeの卵巣腔を有する卵巣が認められた．さらに
そのうち3尾 (52.7–62.3 mm SL) は卵巣実質部に少
数の染色仁期卵母細胞を見出す初期卵巣で，他の
4尾 (86.8–112.5 mm SL) は無卵黄期ないしは卵黄
形成期の卵母細胞が充満していた．
残る5尾 (110.7–122.3 mm SL) は，体腔側に卵巣

腔由来の腔所を有する二次精巣で，その生殖腺実

質部には精小嚢が充満していた．輸精管は正中側
にあるだけで，生殖腺被膜内層にはこれを見出せ
なかった (Fig. 4J)．
フエヤッコダイForcipiger flavissimus 石垣
島と西表島で4月と8月に採集された9尾 (101.8–

134.3 mm SL) および八重山諸島（採集地は特定で
きなかった）で採集されたのち水族館で数ヶ月以
上飼育された29尾 (76.8–130.0 mm SL) の合計 38

尾のうち，15尾 (76.8–124.0 mm SL) は parovarian

typeの卵巣腔を有する卵巣，12尾 (81.2–130.0 mm

SL)は間性生殖腺，11尾 (79.9–134.3 mm SL) は卵
巣腔由来の腔所を有する二次精巣であった．野外
標本と水族館で数ヶ月以上飼育した標本のそれぞ
れの生殖腺に，組織学的検討による構造上の差異
は見出せなかったため，以下に一括記述する．
卵巣を有する 15尾のうち 4尾 (76.8–116.1 mm

SL) では，主として卵巣後部の生殖腺被膜内の結
合組織性繊維層の随所に生殖原細胞が見出され，
生殖腺腹縁の被膜部が局部的に肥厚する部位には
体細胞と生殖原細胞の集塊ならびに退行中の無卵
黄期卵母細胞が見出された (Fig. 5A, B)．野外採集
標本の卵巣には卵母細胞に無卵黄期と卵黄形成期
の両方があったが，飼育個体ではその全部が無卵
黄期であった．
間性生殖腺12尾の組織形態は，次の4段階に分
けられた．
段階1 7尾 (88.4–130.0 mm SL)

実質部は主として無卵黄期の卵母細胞で占めら
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Fig. 4. Hermaphroditic modes in nine Japanese butterflyfishes belonging to the genus Chaetodon.
A, Functional secondary testis of C. argentatus with active spermatogenesis in the seminal lobules
(88.9 mm SL, Ryukyu Is., aquarium-reared, April), �45. B, Functional secondary testis of C. citrinel-
lus with active spermatogenesis in the seminal lobules and the central portions of the sperm ducts
filled with numerous spermatozoa (arrows) (83.2 mm SL, Kuroshima I., Ryukyu Is., April), �30. C,
Functional secondary testis of C. kleini with sperm ducts in the inner layer of the gonadal tunica (ar-
rows) (49.4 mm SL, Kuroshima I., Ryukyu Is., April), �25. D, Immature ovary of C. lunulatus show-
ing a parovarian-type ovarian cavity and the ovarian lamellae filled with vitellogenic oocytes
(105.9 mm SL, Iriomote I., Ryukyu Is., April), �25. E, Secondary testis of C. lunulatus; note concur-
rence of the ovarian cavity along the gonadal tunica and several sperm ducts (arrows) in the medial
portion (57.9 mm SL, Iriomote I., Ryukyu Is., April), �25. F, Intersexual gonad of C. melannotus
showing a few chromatin nucleolus stage oocytes (arrows) in well-defined seminal lobules (74.5 mm
SL, Iriomote I., Ryukyu Is., April), �80. G, Secondary testis of C. ornatissimus showing active sper-
matogenesis in the seminal lobules and sperm ducts filled with numerous spermatozoa in the gonadal
tunica along the ventral margin (arrows) (137.7 mm SL, Kuroshima I., Ryukyu Is., May), �12. H, In-
tersexual gonad of C. trifascialis; note concurrence of gonial germ cells, spermatocytes and sper-
matids among degenerating oocytes in the ovigerous lamellae (70.7 mm SL, Kuroshima I., Ryukyu
Is., April), �170. I, Intersexual gonad of C. unimaculatus with a few chromatin nucleolus stage
oocytes (arrow) in the testicular portion (124.1 mm SL, Ryukyu Is., aquarium-reared, April), �50. J,
Functional secondary testis of C. vagabundus (117.5 mm SL, Kuroshima I., Ryukyu Is., May), �20.
oc: ovarian cavity, pi: parasitic inclusion, sc: spermatocyte, sd: sperm duct, st: spermatid.
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Fig. 5. Hermaphroditic modes in Forcipiger flavissimus. A, Ovary filled with yolkless stage
oocytes; note thickened ovarian tunica (115.3 mm SL, Ryukyu Is., aquarium-reared, May), �60. B,
Portion of ovary in A; note concurrence of several aggregations of somatic and gonial germ cells (ar-
rows) in a thickened part of the ovarian tunica, �365. C, Intersexual gonad with a markedly thickened
ovarian tunica in the ventral portion (88.4 mm SL, Ryukyu Is., June), �125. D, Portion of ovary in C;
note concurrence of many aggregations of gonial germ cells, testicular crypts of spermatocytes and
presumed leydig cells (arrows), �245. E, Intersexual gonad; note occurrence of cysts of spermato-
cytes (arrow) among oocytes in marginal portion of ovigerous lamellae (81.2 mm SL, Ryukyu Is.,
March), �365. F, Intersexual gonad with a rather small testicular portion in the gonadal tunica
(104.7 mm SL, Ryukyu Is., aquarium-reared, July), �130. G, Functional testis with several seminal
lobules occupying the lower portion of the left and right lobes, and sperm ducts concurrent with the
ovarian cavity in the upper portion; note degerating oocytes (arrows) apparent in the medial portion
(103.5 mm SL, Ryukyu Is., aquarium-reared, October), �25. gg: gonial germ cell, oc: oocytes, sc:
spermatocyte, sd: sperm duct, st: spermatid.



れる卵巣薄板を有し，卵黄形成期卵母細胞が見出
された例もあった．生殖腺被膜腹縁の肥厚部輪走
筋層の外側に生殖原細胞・精母細胞・精細胞の精
小嚢があり，その隣接部にはライディッヒ細胞と
推察される多数の細胞がある．精小嚢は生殖腺後
部でのみ明瞭であった (Fig. 5C, D)．
段階2 2尾 (81.2, 104.7 mm SL)

生殖腺被膜内層に段階1と同様な精小嚢が形成
され，無卵黄期卵母細胞が占める卵巣薄板周縁部
に精母細胞や精細胞の包嚢がある (Fig. 5E, F)．
段階3 2尾 (97.0, 102.8 mm SL)

生殖腺のほぼ全長範囲にわたって卵巣組織と精
巣組織の両方がほぼ明瞭に区分される．しかし，
その組織形態には生殖腺の部位による顕著な相違
があって，生殖腺前端部は左右両葉とも大部分が
卵巣実質であるが，左葉には卵巣腔をはさむ生殖
腺被膜側縁部に精小嚢の集合する精巣実質部があ
り，生殖腺被膜内層には輸精管が形成される．対
する右葉では，体腔側の生殖腺被膜部内に精小嚢
が形成されるが，実質部内の卵巣部と精巣部の区
分は不明瞭である (Fig. 6A, B)．また，生殖腺中部
では精巣実質部の拡張が顕著で，卵巣腔をはさむ
背縁が卵巣部，腹縁が精巣部に2分され，卵巣腔
に接する生殖腺被膜内層と左右両葉が接着する正
中域の隔壁内に上皮細胞で囲まれた輸精管がある
(Fig. 6C)． 生殖腺後部では内側に卵巣実質部があ
り，卵巣実質部を全周にわたって環状に取り囲む
外側の生殖腺被膜内に，拡張した輸精管と塊状の
精巣実質部が認められる (Fig. 6D)．生殖腺後端付
近では内側に卵巣実質部があるが，卵巣腔を隔て
た外周に生殖腺実質部は認められず，生殖腺被膜
内層に輸精管がある (Fig. 6E)．
段階4 1尾 (103.5 mm SL)

生殖腺背縁側は左右両葉が接着して輸精管と左
右一対の卵巣腔由来の腔所とが共存し，腹縁側で
は左右両葉に分かれて精小嚢が充満する精巣実質
部となる．輸精管はかつての卵巣薄板の存在が推
定される生殖腺実質部の正中側と生殖腺被膜内で
上皮細胞で囲まれた腔所となり，正中側に位置す
る輸精管付近には小規模な精小嚢と，退化途上の
無卵黄期卵母細胞および黄褐色小体がある (Fig.

5G)．
精巣を有する11尾 (79.9–134.3 mm SL) では，左

右癒合する生殖腺背側が輸精管系，左右両葉に分
かれる腹側が両葉ともに精巣実質部を形成し，背
側の左右には卵巣腔由来の腔所が見出され，間性
生殖腺の段階4の延長にある二次精巣とみなされ

た．
カスミチョウチョウウオHemitaurichthys

polylepis 黒島で 4月に採集された 8尾 (124.3–

137.0 mm SL) と，八重山諸島（採集地は特定でき
なかった）で採集されたのち水族館で数ヶ月以上
飼育されていた7尾 (118.0–134.4 mm SL) の合計15

尾のうち，5尾 (125.0.0–134.3 mm SL) がparovarian

typeの卵巣，6尾 (118.0–137.0 mm SL) が間性生殖
腺，4尾 (122.2–134.4 mm SL) が精巣を有していた．
卵巣には被膜部の筋繊維層に生殖原細胞と無卵黄
期卵母細胞が散在し，野外採集個体の卵巣は，実
質部に卵黄形成期の卵母細胞が充満する機能的卵
巣であったが，飼育個体では，無卵黄期卵母細胞
でなる未発達な卵巣であった．間性生殖腺には，
明瞭な卵巣腔があり，卵母細胞の充満する卵巣薄
板による卵巣実質部を有する一方，生殖腺被膜部
の筋繊維層は生殖原細胞が散在し，精母細胞と精
細胞の包嚢が集合して精小嚢を形成していた (Fig.

7A, B)．精巣の実質部には精小嚢が充満し，生殖
腺正中域を中心とする背腹両縁に輸精管が発達し
ていたが，卵巣腔由来の腔所を見出すことができ
なかった (Fig. 7C)．
ムレハタタテダイHeniochus diphreutes 駿
河湾で採集され水族館で数ヶ月以上飼育された9

尾 (72.8–109.4 mm SL) のうち 3尾 (72.8–95.7 mm

SL) の生殖腺は，卵巣薄板内に染色仁期卵母細胞
が充満して卵巣実質部を構成するparovarian type

の卵巣腔を有するものの，生殖腺背縁の被膜部が
部分的に肥厚し，生殖原細胞・染色仁期卵母細
胞・精母細胞・精細胞の包嚢が混在して間性的な
様相を呈していた (Fig. 7D)．残り6尾 (90.7–109.4

mm SL)では，生殖腺実質部のほとんどが精小嚢で
占められ，生殖腺基部付近に上皮細胞で囲まれた
輸精管が認められたが，生殖腺実質内には少数の
卵母細胞が散在する間性的組織像が見出され (Fig.

7E, F)，卵巣腔由来の腔所は見出せなかった．

考　　　　　察

本研究の対象となった日本産チョウチョウウオ
科4属16種の生殖腺は，左右両葉が癒合して1塊
をなし，基本的に卵巣，間性生殖腺，二次精巣の
3タイプで構成されていた．卵巣はすべてparovar-

ian typeの卵巣腔を有する卵巣であった．また，間
性生殖腺や二次精巣には一般に卵巣腔と相同とみ
なされる腔所が見出された．比較的多数の標本が
得られたチョウチョウウオ，ユウゼン，ゲンロク
ダイ，シラコダイの4種では，卵巣薄板周縁部か
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ら実質内に精小嚢が浸潤拡張する経過が認めら
れ，衰退卵巣実質内に精小嚢が初期的に形成され
ている標本（チョウチョウウオ，ユウゼン，シラ
コダイ），卵巣実質内の卵母細胞の退行変性と同
時的に精小嚢の形成が見出される標本（ゲンロク

ダイ），精巣実質中に無卵黄期卵母細胞が残存す
る標本（チョウチョウウオ，ゲンロクダイ，シラ
コダイ，イッテンチョウチョウウオ）などの比較
検討によって，チョウチョウウオ属における卵巣
から精巣への移行が確認された．チョウチョウウ
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Fig. 6. Cross-sections of hermaphroditic gonad in Forcipiger flavissimus, Ryukyu Islands, May,
97.0 mm SL. A, Anterior region mostly occupied by ovarian material and small groups of seminal
lobules along both lateral portions, �60. B, Portion of region in A; note seminal lobules occupied by
testicular tissue in various stages, �300. C, Middle portion of gonad comprising a large ovarian part
(above) and two small testicular parts (below) across the ovarian cavity; note narrow sperm ducts ad-
joining the ovarian part along the gonadal tunica, �25. D, Posterior portion of gonad; note a large
ovarian part situated centrally with a testicular portion and associated sperm ducts surrounding the
former, �15. E, Posterior end of the gonad with left and right lobes conjoined, and central ovarian
portion; note sperm ducts in the thickened gonadal tunica, �60. oc: oocytes, sd: sperm duct, sl: semi-
nal lobule.
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Fig. 7. Hermaphroditic modes in Hemitaurichthys polylepis and Heniochus diphreutes. A, Intersex-
ual gonad of H. polylepis; note a few testicular crypts occurring in the ovarian tunica of the vitel-
logenic parovarian-type ovary (124.3 mm SL, Kuroshima I., Ryukyu Is., April), �20. B, Portion of
gonad in A showing testicular crypts of spermatocytes and spermatids in the inner layer of the ovarian
tunica, �300. C, Testis of H. polylepis; note concurrence of seminal lobules along the gonadal tunica,
and sperm ducts in the upper and bottom portions (132.3 mm SL, Kuroshima I., Ryukyu Is., April),
�20. D, Intersexual gonad of H. diphreutes; note concurrence of chromatin nucleolus oocytes in the
ovigerous lamellae, and many testicular crypts of gonial germ cells and spermatocytes in the thick
inner layer of the ovarian tunica (93.7 mm SL, Suruga Bay, aquarium-reared, May), �310. E, Inter-
sexual gonad of H. diphreutes showing gonadal material filled with seminal lobules and degenerating
oocytes in the sperm duct on the dorsal margin of the gonad (97.7 mm SL, Suruga Bay, aquarium-
reared, May), �70. F, Portion of gonad in E showing chromatin nucleolus oocytes (arrow), �360. oc:
ovarian cavity, sc: spermatocyte, sd: sperm duct, st: spermatid.



オ，ユウゼン，ゲンロクダイの精巣には，二次精
巣の主要な特徴とされる卵巣被膜由来の精巣被膜
内層に輸精管があり，生殖腺正中側の左右両葉が
接着する部位に輸精管を形成する種（シラコダイ，
ゴマチョウチョウウオ，フウライチョウチョウウ
オ）や，生殖腺被膜部と正中域の両方に輸精管を
有する種（カガミチョウチョウウオ，ミゾレチョ
ウチョウウオ，ハナグロチョウチョウウオ）があっ
た．先にも述べたように，チョウチョウウオ科各
種の生殖腺は左右両葉が正中域で癒合し 1塊と
なっているので，生殖腺の正中域は本来左右両葉
の生殖腺被膜部にほかならない．以上のように，
組織観察結果からチョウチョウウオ属とフエヤッ
コダイ属では，全種が卵巣から精巣への normal

hermaphroditism (Atz, 1964) （正常な雌雄同体現
象）を現すことがわかった．
稚魚期以降の幼若個体の生殖腺を観察できたの
はチョウチョウウオ1種のみであったが，同種の
19.5–36.4 mm SLでは性的未分化生殖腺を有し，
33.7–36.4 mm SLで卵母細胞が出現して卵巣への分
化の兆候が見られ，39.2 mm SLで parovarian type

の卵巣腔の形成が始まり，60.0 mm SLまでに全標
本が卵巣腔を形成し終わって卵巣への分化を完成
させていた．そして，卵巣腔を形成せずに未分化
生殖腺から精巣へ直接分化した例はなかった．一
方，チョウチョウウオ科魚類の初期生殖腺形成過
程に関する既往の知見は，Tricas and Hiramoto

(1989) によるハワイ産のChaetodon multicinctusに
ついてのみ知られているが，同種では全 628尾
(�30–95 mm SL) の生殖腺は性的未分化生殖腺，
卵巣，精巣に3分され，41–45 mm SLで性的未分
化生殖腺から卵巣腔を形成して卵巣への分化が始
まり，61–65 mm SLで別の性的未分化生殖腺から
卵巣腔を形成せずに直接精巣が分化して雄が現れ
る．81–85 mm SLまでは雌が多いが，86–95 mm

SLで性比は逆転して雄が多くなる．明瞭な間性生
殖腺を見出せず，精巣に卵巣腔由来の腔所も輸精
管も認めず，61–75 mm SLの一部個体の未熟卵巣
内に精小嚢が出現を見るのみであったとされる．
このため，Tricas and Hiramoto (1989) は，疑問を
残しつつも，同種を基本的に雌雄異体種であると
した．この結論と本研究のチョウチョウウオ科，
特にチョウチョウウオ，フエヤッコダイ両属で得
られた組織観察の結果はほとんど相容れない．そ
の理由は明らかでないが，本研究でも上述と別の
2属に属するカスミチョウチョウウオとムレハタタ
テダイの精巣には卵巣腔由来の腔所が認められな

かった．
チョウチョウウオ科 4属の生殖腺組織像には，
一見して各属相互間に明瞭な相違がある．チョウ
チョウウオ属以外は各属ただ1種についての所見
であるので，これをただちに属間の相違と断定は
できないが，たとえばチョウチョウウオ属各種の
性変化が一般に卵巣薄板周辺部より始まるのに対
して，フエヤッコダイ属のフエヤッコダイでは卵
巣被膜内から始まり，精巣構造もチョウチョウウ
オ属各種のそれとは明らかに相違する．また，カ
スミチョウチョウウオ属のカスミチョウチョウウオ
とハタタテダイ属のムレハタタテダイの生殖腺に
は，チョウチョウウオ属各種およびフエヤッコダ
イとの明らかな相違があった．とくにカスミチョ
ウチョウウオの生殖腺には明瞭な間性現象が見出
された一方で，精巣は卵巣腔由来の腔所を欠き，
その他の所見も併せれば，この両種の精巣が卵巣
腔形成後の卵巣構造を起源とするとはみなしにく
い．さらにムレハタタテダイでは間性現象は認め
られるものの，むしろ雌雄異体種一般の精巣に類
似する所見が得られ，本科魚類の雌雄性を通論す
る上での疑問が残された．
雌性先熟雌雄同体種で精巣に卵巣腔由来とみな
される腔所が見出せない例には，カリブ海産ハゼ
科のCoryphopterus personatus (Cole and Robertson,

1988)，駿河湾産トラギス科のコウライトラギス
Parapercis snyderi（小林ほか，1993） ほかで知ら
れている．本研究のシラコダイの一部の精巣にも，
そのような腔所が見出せない例があったが，この
種の卵巣腔が認められない精巣は，活発な精子形
成中の機能的状態の精巣に限られ，繁殖期以前な
らびに繁殖期終了後の衰退精巣には常にこの腔所
が見出されたところから，シラコダイでは繁殖期
に精巣実質部の発達拡張に伴って腔所の縮小消失
が起こったものとみなされた．しかし，カスミ
チョウチョウウオの機能的精巣とムレハタタテダ
イの間性生殖腺に同様な腔所が見出されなかった
事情はシラコダイの場合とは異なると思われる．
上述したように，とくにムレハタタテダイの非
機能的精巣に卵巣腔由来とみなされる腔所がなく，
卵巣型間性生殖腺を有する個体と精巣型間性生殖
腺を有する個体の両方が見出されたのは，むしろ
雌雄異体的な性現象ともみなされ，Tricas and Hi-

ramoto (1989) のC. multicinctusの生殖腺の構造と
の類似性ないし関連に興味がもたれる．Tricas and

Hiramoto (1989) がC. multicinctusの精巣が一般的
に性的未分化生殖腺から直接分化する一方で，一
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部の精巣は未熟卵巣から発達するとした点につい
て，高橋裕哉（私信）は「雌雄異体種の特徴とし
ての幼時雌雄同体現象とは若干異なる，雌性先熟
雌雄同体現象における前成熟型性変化に似た性格
のものではないか」と述べている．
カスミチョウチョウウオおよびムレハタタテダイ
を除く日本産チョウチョウウオ科2属14種の生殖
腺は，いずれも卵巣構造を形成してから間性状態
を経て精巣に変わる．各種標本に見出された各段
階の生殖腺の出現状態から，この両属では雌相を
始相とし雄相を終相とする「正常な雌雄同体現象」
normal hermaphroditismが現れると判断された．し
かし，これを「雌性先熟雌雄同体現象」protogy-

nous hermaphroditismとみなすことには疑問が残
る．この点について検証してみたい．
今日いうところの protogynous hermaphroditism

（雌性先熟雌雄同体現象）という用語は，Atz

(1964) が“hermaphroditism in which the individual

functions first as a female, and later in life as a male”
とした定義に従っている（余吾，1987;  鈴木，
1989;  中園，1991）．一方，Robertson and Warner

(1978) はブダイ科，Warner and Robertson (1978) は
ベラ科のいずれも雌性先熟雌雄同体種において，
性的未機能段階の雌に雄への変化が起こることを
prematurational sex changeとした．
本研究のチョウチョウウオ科魚類では，ムレハ
タタテダイを除外すれば，卵巣から精巣へ変わり
つつある間性生殖腺や，卵巣由来の証拠を残しか
つ機能状態に達した二次精巣がほとんど普遍的に
見出され，この科の魚類を正常な雌雄同体種とす
る見解の根拠となった．そして，間性生殖腺を有
する個体の大きさ範囲や，間性生殖腺，卵巣由来
の構造を残す二次精巣の組織構造などからは，
Robertson and Warner (1978), Warner and Robertson

(1978) の言うprematurational sex change が起こっ
ているようにも思えた．また，Neudecker and

Lobel (1982) がすでに指摘しているのと同様，本研
究のチョウチョウウオ科各種においても，雄の体
長が雌の体長よりやや大きい傾向はあるものの，
全体に雌雄の体長差はほとんど認められなかった
(Table 2)．このことも，雄の体長が雌のそれよりも
大型であるべき雌性先熟雌雄同体種の通性とは相
違する．おそらく，チョウチョウウオ科では非機
能的卵巣を有する雌相から，機能的精巣を有する
雄相へ変わる非機能的雌雄同体現象が普遍的に現
れるのであろう．チョウチョウウオ科で見出され
た雌相先行の雌雄同体現象はWarner and Robertson

(1978) の定義したprematurational sex changeに類似
し，少なくとも前述したAtz (1964) の定義に基づ
く雌として機能してから機能雄に変わるprotogy-

nous hermaphroditismとは相違する性現象のようで
ある．非機能的雌雄同体現象として，幼時雌雄同
体現象 juvenile hermaphroditismと痕跡的雌雄同体
現象 rudimentary hermaphroditismの存在が知られ
ている．うち，幼時雌雄同体現象は雌雄異体種に
現れる性現象とされていた（Takahashi, 1977; Taka-

hashi and Shimizu, 1983;  高橋裕哉，私信)．
また，二次雌雄異体種とされている日本産イト
ヨリダイ科2種に見出され痕跡的雌雄同体現象と
された精巣の組織像は本報告のチョウチョウウオ
科魚類のそれとは明らかに相違する (Takahashi et

al., 1989)．さらにprotogynous hermaphrodites とさ
れたYoung and Martin (1982) によるフエフキダイ
科で, 沖縄産ハマフエフキLethrinus nebulosusに
juvenile hermaphroditismの出現が報告された (Ebi-

sawa, 1990)．しかし，Ebisawa (1997) は同海域の
ホウアカクチビL. rubrioperculatusの雌雄同体現象
をprotogynousであるとし，さらにEbisawa (1999)

は八重山産のイソフエフキL. atkinsoniには juvenile

hermaphroditism，沖縄産の同種には protogynous

hermaphrodites ならびにprematurational sex change

の出現を報告した．これらフエフキダイ科各種の
生殖腺組織像の間には明らかな相違が見出し難
く，性変化の起こる体長範囲も広範に重複してい
る．すなわち，この科における juvenile hermaphro-

ditismとprotogynous hermaphroditismを組織学的に
区分する根拠は明らかでなく，基本的に同一の雌
雄同体現象のようにみなされる．
上記のフエフキダイ科各種の生殖腺組織像は機
能的精巣に卵巣腔由来の腔所が明瞭に残るなど，
雌雄異体種の幼時雌雄同体現象 （Takahashi, 1977

ほか）とは相違し，本研究のチョウチョウウオ属
の生殖腺組織像はフエフキダイ科各種のそれに似
ている．一方で，本研究によるチョウチョウウオ
属各種の卵巣から精巣への変化の過程は，Atz

(1964) が“may be transitory during development or

may persist in the adult”とした rudimentary her-

maphroditismの定義に当てはまる．もっとも，雌
雄同体種の初期生殖腺の形成過程に関する既往の
組織学的研究はほとんどなく，juvenile hermaphro-

ditism， rudimentary hermaphroditism， prematura-

tional sex changeの三者を区別する個体発生上の時
空的な境界ははっきりしない．
本研究のチョウチョウウオ属各種においては，
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卵巣機能を果たす以前に卵巣から精巣への移行が
起こり，精巣には卵巣腔由来の腔所が残存する二
次精巣となるが，チョウチョウウオ属とは別属の
カスミチョウチョウウオとムレハタタテダイの両種
では，精巣内に卵巣腔が見出されなかった．両種
はチョウチョウウオ科ではむしろ例外的な群生種
である．しかし，この2属2種の生殖腺構造とチョ
ウチョウウオ属各種とのあいだに顕著な相違が見
出されたことが，この両種の繁殖習性と関連があ
るのか，それとも属間の相違によるものかは本研
究では明らかにできなかった．この点については，
たとえばハタタテダイ属における繁殖習性の異な
る種間の比較検討の結果を待ちたい．
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