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胎子期におけるトド (Eumetopias jubatus) の成長様式と形態的特徴

條野真奈美1)・小林　由美1)＊・浅沼　武敏2)3)・坪田　敏男4)
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Allometric growth and morphology of Steller sea lion fetuses

Manami Jono1), Yumi Kobayashi
1), Taketoshi Asanuma

2), Toshio Tsubota3)

and Yasunori Sakurai1)

Abstract

　　In precocial species, fetuses often show adaptation to their particular environments.　We investigated growth and morphol-
ogy of 11 fetuses of Steller sea lion (Eumetopias jubatus), a highly precocial animal.　The specimens were collected around 
Hokkaido, Japan in 2006-2008.　Body length was found to increase gradually with gestational period, while body weight rap-
idly increased after the middle period (81-160 days) of gestation.　Positive allometric growth indicating tachyauxesis was found 
only in the four limbs.　This noteworthy limb development may indicate adaptation to postnatal movements on shore and in the 
water.　The fur, which developed fully by birth, confirmed the importance of thermoregulation.　MRI images suggested a pro-
gressive status of ossification, leading us to surmise that bone development occurs during the early (<80 days) and middle periods 
of gestation.　We presume that shapes of internal organs are determined for the most part during early gestation, although the 
period will vary from one organ to another.
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緒　　　　　言

　胎子が出生する際の発達段階は，進化の過程で変化し，
種によって多様である (Derrickson, 1992)。新生子はその成
長形態によって，早成性 (precocial)と晩成性 (altricial)に区
別される。早成性の新生子は，移動能力や体温保持能力
を有し (三浦，1997)，晩成性の種に比べて，体温調節，移
動，そして感覚機能が高度に発達している (Derrickson, 
1992)。例えば，齧歯類の種間比較では，水中や砂漠など
のある特定の環境での生存や，捕食者回避のために早成
性の種が生じたことが示唆されている (Waldschmidt and 
Müller, 1988)。
　海生哺乳類は，総じて早成性である。食肉目鰭脚亜目
アシカ科 (Otariidae)の種は，水生生活に適応している一方
で，陸上で繁殖期を過ごし，陸上でも機敏に動くことが

できる (Bowen, 1991)。アシカ科最大の種であるトド
(Eumetopias jubatus)は，年 1回の生殖周期があり (Atkinson, 
1997)，毎年 5月中旬-7月中旬の繁殖期に出産・交尾を行
う (Pitcher and Calkins, 1981)。新生子は，生まれたその日に
遊泳能力を有し，母親の後をついて歩き回ることができ
ると報告されている (Gentry, 1974 ; Gentry and Withrow, 
1978)。したがって，本種の胎子は出生までに陸上および
水中環境に適応した形態に成長していると予測される。
　鰭脚類の胎子期の成長に関しては，体長と体重の関係
や成長曲線についての研究報告がある (例えば，タテゴト
アザラシ Phoca groenlandica : Stewart et al., 1989 ; キタオッ
トセイ Callorhinus ursinus : Trites, 1991 ; ハイイロアザラシ
Halichoerus grypus : Yunker et al., 2005 ; セイウチ Odobenus 
rosmarus rosmarus : Garlich-Miller and Stewart, 2006)。しかし
ながら，これらは胎子期の体の各部位ごとの成長につい
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ては調べておらず，また，骨や内臓の発達についても，
ハイイロアザラシに関する報告 (Hewer and Backhouse, 
1968)などに限られている。鰭脚類の胎子期の成長様式お
よび形態的特徴に関する知見は少なく，生後環境への適
応については不明な点が多い。
　そこで本研究では，トド胎子の成長様式および形態的
特徴の知見を得ることを目的とし，成長および相対成長
解析，外部形態の観察，ならびに内部器官観察を行った。
そして，出生後の水中と陸上の生息環境への適応という
観点から，胎子の成長について考察した。

材 料 と 方 法

供試標本

　供試標本は，2006-2008年に北海道沿岸で採捕されたト
ド雌 11個体から摘出した胎子 11個体とした。着床日は，
Pitcher and Calkins (1981)を参考に，全ての個体について 10
月 1日と仮定し，10月 1日から採捕月日までの日数を着
床日からの日数 αとした。αについて，便宜的に α≦80を
胎子期前期，81<α<160を中期，161≦αを後期とし，胎子
の発達段階を区分した。

外部形態観察と計測

　採集後に冷凍保存した標本を解凍後，外部形態の肉眼
観察を行い，特徴を記録した。性別は，生殖器から判別
した。体重測定を行ったのち，Isono (1998)を参考に，外
部形態計測を 25部位について行った (Fig. 1)。計測にはメ

ジャー，ノギス，および綿糸を用い，0.1 cm単位まで計
測した。胎子の体長・体重それぞれについて，着床日か
らの日数との関係を調べるため，回帰分析を行った。また，
体長に対する各部位の相対成長を調べるため，体長の対
数変換値を独立変数，各部位の計測値の対数変換値を従
属変数として回帰式を作成し，Y=aX bで定義とされる相
対成長式に当てはめ，相対成長係数 bを算出した。Isono 
(1998)にしたがい，bの値から b≦0.9を劣成長，0.9≦b≦1.1
の場合を等成長，b≧1.1の場合を優成長として，各部位
の相対成長を判定した。

MRIによる断層撮影と肉眼による内臓器官の観察

　供試標本のうち体長が小さい 3個体について，内臓器
官を観察するために断層画像を撮影した。撮影には，北
海道大学大学院獣医学研究科附属動物病院の臨床用MRI
装置 MAGNETOM OPEN VIVA (シーメンス旭メディテッ
ク社，常電導磁石 0.2T)を使用した。MRI装置に胎子の左
半身を上向きに設置し，矢状断のプロトン密度画像を
Turbo Spin Echo法で撮影した。撮影条件は，繰り返し時間
を 5,000 ms，エコー時間を 24 ms，マトリックスサイズを
200 mm×200 mm，スライス厚を 1 cmとし，撮影枚数は 1
個体につき 15枚であった。撮影した画像データは，画像
ビューアーソフト Apollo view liteで観察した。断層画像撮
影ののち，撮影した 3個体を解剖し，臓器 (心臓・肺・胃・
肝臓・腸・腎臓)を取り出し，形状を肉眼で観察した。

結 果 と 考 察

外部形態観察

　観察した個体はすべて，肛門部の形状および生殖孔の
有無によって雌雄の判別が可能であり，オスは 5個体，
メスは 6個体であった。各個体について，色素沈着，体毛，
まぶたの開閉，歯の萠出の有無について，観察した結果
を Table 1に示した。胎子期前期の個体では，体表への色
素沈着は観察されず，体毛も視認されなかった。まぶた
は形成されていないか，またはごくわずかに開いていた。
歯の萠出はみられなかった。雄個体については，すでに
生殖孔が観察された。中期の個体では，体表への色素沈
着が生じており，着床日からの日数が増加するにつれて，
体表の大半を占めるようになった。ただし，体毛は視認
されなかった。まぶたは形成されており，目が少し開い
ていた。歯の萠出はまだみられなかった。後期の個体では，
体表全体に色素沈着が起こり，黒色の体毛が生えていた。
4月下旬に採取された胎子では，黒色の体毛で体全体が覆
われており，犬歯は先端が萠出し始めていた。出生時期 (5
月中旬-7月中旬)に近い個体は，体毛が生えそろい，まぶ
たは開いており，早成性の新生子の特徴 (Derrickson, 1992)
を示していた。
　色素沈着とまぶたの開きは，前期から徐々に進行する
様子が観察された。ひげとつめは前期の個体で出現して

Fig. 1.　 Sites of external morphology measurements of Steller sea 
lion fetuses.　1. standard length, 2. total length, 3. girth 
at axilla, 4. girth at head, 5. girth at neck, 6. girth at 
shoulder, 7. girth at umbilicus, 8. girth at anus, 9. girth at 
hind flipper, 10. tip of upper jaw to anterior edge of fore 
flipper, 11. tip of upper jaw to end of fore flipper, 12. tip of 
upper jaw to umbilicus, 13. tip of upper jaw to anus, 14. 
dorsal span of fore flipper, 15. width of posterior edge of 
fore flipper, 16. ventral span of fore flipper, 17. base width 
of fore flipper, 18. minimum width of fore flipper, 19. 
maximum width of fore flipper, 20. width of hind flipper, 
21. length of hind flipper, 22. span of hind flipper, 23. tip 
of upper jaw to center of eye, 24. tip of upper jaw to ear, 
25. anterior tip of lower edge of mouth to lateral edge of 
mouth. Measurement sites based on Isono (1998).
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いた。一方，体毛や歯は後期の個体でのみ確認された。
本種は授乳期間が 1年程度あるため (Pitcher and Calkins, 
1981)，歯の出現は遅いと考えられた．また，体毛の出現
は比較的遅いが，出生時までに完全に生えそろうことが
示唆された。アシカ科の種における保温は，ある程度は
皮下脂肪に依存するが，一生を通して毛皮を利用して行
われる (Geraci, 1986)。皮下脂肪の少ない新生子では，体
温調整のために毛皮が特に重要な役割を果たしていると
推察される。体毛が出生前に十分に発達していることは，
本種の新生子の体毛による体温調整の重要性を裏付ける。
　ひげとつめが早期に形成され，体毛はそれより遅れて
形成される傾向は，ハイイロアザラシ (Hewer and Back-
house, 1968)やタテゴトアザラシ (Stewart et al., 1989)の胎子
と同様であった。ただし，これらのアザラシ 2種では，
ほかのアザラシ科成獣と同様に後肢のつめよりも前肢の
つめが発達している (Hewer and Backhouse, 1968 ; Stewart et 
al., 1989)。本研究のトドでは，胎子のつめは，全ての個体
で前肢よりも後肢のつめの方が発達しており，特に前肢
のつめは痕跡に近く，アシカ科成獣の特徴 (Allen, 1880)と
一致していた。

成長・相対成長解析

　胎子の体長は 23.0-89.2 cm，体重は 0.35-15.8 kgであった．
体長と体重は高い正の相関を示した (Spearmanの順位相関 
rs＝0.982, p<0.01)．体重は，胎子期中期以降に著しく増加
していた (Fig. 2)。体長は，体重に比べて緩やかに増加した。
胎子期中期にあたる1月30日での体重は2.95 kgであった。
これは本種の生後 1-5日齢のオスの平均体重 22.6 kg (Bran-
don et al., 2005)の約 15%に過ぎないことから，胎子期中期
以降に急激に体重が増加することが示唆される。ハイイ
ロアザラシでも同様に，胎子の体重は妊娠期間の後半に
急激に増加する傾向がある (Yunker et al., 2005)。一般に，

筋肉の成長は動物の体重増加の主要因であり，哺乳動物
では胎子期に筋繊維数の増加が完了することから (猪，
1987)，中期以降の体重の急増は，筋繊維数の増加によっ
て生じると推察される。
　体長に対する相対成長は，劣成長または等成長の部位
が多かったが，四肢については，前肢基底長と後肢周囲
長を除いて優成長であった (Fig. 3 ; Appendix 1)。タテゴト
アザラシの新生子では，出生から 6週間は体長が増加す
るが，四肢の長さはほとんど変化しないという報告があ
る (Kovacs and Lavigne, 1985)。本種においても，四肢の成
長は出生後に劣成長に転じる可能性が推察される。また，
前肢と後肢の相対成長係数には有意差がみられ (Wilcoxson
順位和検定，p＝0.0051)，前肢の相対成長は後肢よりも大
きかった．齧歯類のヌートリア (Myocastor coypus)の胎子
では，前肢の成長率よりも，潜水に用いる後肢の成長率

Fig. 2.　 Growth curves of Steller sea lion fetuses. Squares and 
solid line indicate body length (y＝0.0008x2＋0.1898x＋
9.6814, R2＝0.9764), circles and dashed line indicate body 
weight (y＝0.0008x2－0.1147x+5.2141, R2＝0.9864).　
Provisional implantation date (October 1) set according to 
Pitcher and Calkins (1981).

Table 1.　 Observations of external morphologic characteristics of Steller sea lion 10 fetuses.　Estimate gestational period set by calculating 
days from implantation, defined as October 1 according to Pitcher and Calkins (1981).　Early : <80 days ; middle : 81-160 
days ;  late : >161 days.　○ : presence, × : unformed. No information about external morphologic characteristics is available 
about one female fetus.

ID Date of sampling Sex Pigmentation 
of skin Fur Eye opening

Eruption 
of 

teeth

Presence 
of 

nail
Presence 

of vibrissae
Gestational

period

06010 Dec. 17, 2006 F none none closed × ○ ○
06012 Dec. 17, 2006 M 〃 〃 begin to open × ○ ○

early

08001 Jan. 9, 2008 M 〃 〃 〃 × ○ ○
07203 Jan. 1, .2007 F partly observed 〃 slightly opened × ○ ○
08104 Jan. 30, 2008 M 〃 〃 〃 × ○ ○

 

middle
08003 Jan. 30, 2008 F 80% 〃 opened × ○ ○
08004 Jan. 29, 2008 F more than 50% 〃 〃 × ○ ○
06004 Apr. 16, 2006 F 80% covered more than 50% 〃 × ○ ○
06005 Apr. 27,2006 M overall covered nearly 100% 〃 ○ ○ ○ late
06114 Apr. 25, 2006 M 〃 〃 〃 ○ ○ ○
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の方が高いことが報告されている (Sone et al., 2007)。アシ
カ科は，歩行の際には四肢を用い，特に後肢は陸上にお
いて体を支える支点の役割を果たすが，一方で，遊泳の
際には前肢を鳥のようにはばたいて用いており，後肢は
あまり用いない (和田，1999)。また，トドの新生子は，生
後～数週間は陸上でのみ過ごし，その後少しずつ海中で
過ごす時間が増えていき，また効率良く泳ぐための遊泳

能力を獲得していく (King, 1983)．これらのことから，本
種は胎子期に四肢が顕著に発達するのは，生後まもなく
行われる陸上における歩行や遊泳の動作に適応している
ためと推察される。
　相対成長係数を頭部の値から順に並べて比較すると，
頭部から後肢に向かって太く長く成長する成長階梯を示
した (Fig. 4)。これは，ヒト Homo sapiensについてよく知
られているプロポーションである (高井，1977)。特に，新
生子の頭部が体長に対して相対的に大きいことは，カナ
ダカワウソ (Lontra canadensis) (清田ら，2009)やラッコ
(Enhydra lutris) (清田ら，2008)などでも報告例がある。一
般に哺乳類では，早成性の子獣は胎子期における脳の成
長が大きいとされており (Bennett and Harvey, 1985)，頭部
が大きい理由は，脳の発達と関連があるかもしれない。
　Brandon et al. (2005)は，トドの 1-5日齢の新生子の体長，
胸囲，および体重の測定値には有意な雌雄差があること
を報告している。一方で，タテゴトアザラシの胎子では，
体長に対する体重の相対成長には雌雄差がない (Chabot 
and Stenson, 2000)。そのため，今後はサンプル数を増やし
精密な成長解析を行い，本種の胎子期の成長の雌雄差に
ついて調べる必要がある。

MRIと解剖による内臓器官の観察

　MRIによる矢状断プロトン画像では，胸骨，脊柱，臓
器の存在が認められ，それらのおおよその位置が判別さ
れた (Fig. 5)。骨部分はその形状が明瞭であり，脊柱に注
目すると，#06010の脊柱は，ほぼ白色を示していたのに
対し，より体長の大きい #06012， および #08001の脊柱は，
黒色を示す割合が #06010に比べて多く見受けられた。
　解剖したところ，3個体とも皮下脂肪厚はきわめて薄く，

Fig. 3.　 Allometric growth of Steller sea lion fetuses toward body 
length based on allometric growth coefficient (b).　b≤
0.9=bradyauxesis, 0.9<b<1.1=isauxesis, and b≥1.1=tachy-
auxesis, according to Isono (1998).

Fig. 4.　 Growth gradient of Steller sea lion fetuses in head to foot 
direction according to allometric growth coefficient : (a) 
six sites of girth length, (b) five sites of length from upper 
jaw.

Fig. 5.　 Proton density weighted MRI image of the Steller sea lion 
fetus collected in January 9, 2008 (identification num-
ber : #08001).　The photo shows the abdominothoracic 
sagittal plane with arrows indicating internal organs.



4 5—　　—

條野ら : 胎子期におけるトド (Eumetopias jubatus) の成長様式と形態的特徴

計測できなかった．心臓は 2心房 2心室であった。肺は
多葉性で，左肺が 2つ，右肺が 4つに分かれており，また，
背側には副葉が確認できた。これは，成獣の知見と一致
した (Loughlin et al., 1987)。ただし，成獣の肺に比較して
胎子では肺葉間の裂け目は小さかった。肝臓もまた多葉
であったが，非常に柔らかく，形状を認識することが困
難であった。腎臓は左右ともに豆型で，平行に位置して
いた。腎臓の表面は平滑であったが，内部には多数の粒
状の小腎が観察された。この小腎構造は成獣でもみられ
ており，尿を濃縮し水分の排出を抑えるため，体サイズ
が大きい鯨類や鰭脚類に特有の構造として発達したとさ
れている (Vardy and Bryden, 1981)。これらのことから，胎
子期前期において，内臓がおおむね形成されているが，
その発達の程度は臓器によって異なることが明らかに
なった。
　断層画像では，個体によって，脊柱の見え方に差が認
められた (Fig. 6)．今回撮影したプロトン密度画像は，水
や脂肪などの比較的小さな分子を構成する水素原子核の
信号を検出する (舘野・山田，1993)。また，MRIでは，
骨の緻密骨部分は描出されないが，骨髄や軟骨について
はよい描出能を示すと言われている (岩井ら，1988)。そ
のため，脊柱の見え方の差は，骨化の進行状況の差であ
ると考えられ，胎子期前期から中期にかけては，骨化が
起こる時期であると推察された。
　これらのことから，内臓の形状は胎子期前期までに形
成され，骨化は胎子期初期から中期にかけて起こってい
ると推察された。

ま　　と　　め

　これらの結果と先行研究結果から予測される，トド胎
子の成長様式の概要を Fig. 7に示した。ただし，本研究で
用いた標本には，10～11月，および 2～3月に採取された
個体がなかったため，より詳細に成長を把握するには，
さらなる情報が必要となる。また，実際には，着床日や

成長速度には個体差が生じることから，今後はこれらに
も留意して解析を進めることで，新たな知見が得られる
と期待される。
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Appendix 1.　 Allometric equation of Steller sea lion fetus toward body length based on allometric growth coefficient.　Allometric 
growth=Y=aXb.　(b). b≤0.9=bradyauxesis, 0.9<b<1.1=isauxesis, and b≥1.1=tachyauxesis, according to Isono (1998).

Allometric equation R2 Allometric growth coefficien

 3. girth at axilla y=0.7765x＋0.2079 0.9934 0.7765
 4. girth at head y=0.8745x－0.0733 0.9854 0.8745
 5. girth at neck y=0.8892x－0.1622 0.9748 0.8892
 6. girth at shoulder y=0.9094x＋0.0241 0.9690 0.9094
 7. girth at umbilicus y=0.9249x－0.0493 0.9933 0.9249
 8. girth at anus y=0.9407x－0.344 0.9667 0.9407
 9. girth at hind flipper y=0.9215x－0.6174 0.9720 0.9215
10. tip of upper jaw to anterior edge of fore flipper y=0.9344x－0.3191 0.9729 0.9344
11. tip of upper jaw to end of fore flipper y=1.0495x－0.2284 0.9919 1.0495
12. tip of upper jaw to umbilicus y=0.8913x＋0.037 0.9656 0.8913
13. tip of upper jaw to anus y=0.9166x＋0.1105 0.9796 0.9166
14. dorsal span of fore flipper y=1.2707x－1.2307 0.9549 1.2707
15. width of posterior edge of fore flipper y=1.3404x－1.3681 0.9887 1.3404
16. ventral span of fore flipper y=1.2896x－1.0591 0.9721 1.2896
17. base width of fore flipper y=1.0579x－1.0366 0.9683 1.0579
18. minimum width of fore flipper y=1.1490x－1.2550 0.9904 1.1490
19. maximum width of fore flipper y=1.2250x－1.3573 0.9833 1.2250
20. width of hind flipper y=1.1438x－1.4689 0.9736 1.1438
21. length of hind flipper y=1.3369x－1.2474 0.9842 1.3369
22. span of hind flipper, y=1.3626x－1.3995 0.9835 1.3626
23. tip of upper jaw to center of eye y=0.7051x－0.6134 0.8586 0.7051
24. tip of upper jaw to ear y=0.8091x－0.4537 0.9638 0.8091
25. anterior tip of lower edge of mouth to lateral edge of mouth y=1.0555x＋1.2271 0.9832 1.0555


