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淡水に接し 仁鮭卵の受精力減衰の機構に就て

山 本 喜 ― 郎

  
自―I ・ 緒

淡水に接した 鮭鱒類の卯は急激に受精力を 減衰し、l5-S(@分で殆ど喪失する 事は古く H ね 、

C73y" により明がにされ、 其の後牛田 CL)-'2 ，、 R.unn ド 。，om('20) 、 腐藤 C@88) ，等により確

 認されていろ。 此の際に於ける 受精カ減衰の機構に 就て His は鮭鱒類の卵では卵門の開口が ヨF

常に独く、 ―度に唯―尾の精子が 入り得るのみであ り、卵が淡水に接すると 卵膜<4'に慶化が

起り 、 卵門が閉 ぢ、 精子が入る事が 出釆 なくなる篇であ ると老えた。 其の後RuIlIぼtr0mL20)

も此の問題を 取上げ考察していろが、 彼もIIis@-同様に、淡水に接した 後の卯の受精力の 減衰

は卵膜の愛化により卵門が 閉ぢ、 精子が入れなくなる 篇であ り、此の事ほ卵膜にverd;chtung

 を起さしめない ， RiIger 液中では 3雪夜後も受精力に 壁化が見られない 事からも明らかであ ろ

と述べている。

鮭鱒類以外の魚卵に 於ても、淡水亦は海水に接すると 急速に受精方を 減衰するものが 知られ

て居り、其の際に於ける 受精カ減衰の機溝に 就ても研究きれていろ。 Ne ：wvmanCo5)はFundu-

1:lusheterodれusの 卵ほ海水申でほ 30分で受精 ヵを喪失するが、種人の箆溶液で卵 を廣理した・ 際

二色イドを沈澱せしめる 作用の大きい 箆程受精を妨げる カが大であ る事を知り 、 此の際に於け

る受精カの減義は 卵膜が coagula」 e され、 其の篇精子方入り得なくなるのであ らうと述べてい

る。其の後K"gHn(485)仏同じくFLindu，lusの卵の海水中に 於ける受精 カ減蓑の機構に就て 研究

し 、 その未受精卵を悔水に入れると、 卵は容易に賦活され 歎分内 て園卵腔 が形成され、 更に進

んで胚盤を形成するが、 此の際園卵腔を形成ずることにより 卵門が閉鎖きれ 、 其の篇精子が入

る事が出木 ず、 受精が行はれなくなるのであ ろうと結論している。

以上従末の研究者 ほ総 T 淡水亦は海水に接した 際、魚卵の受精 カの域蓑する機構は卵膜壁化

により卵門が 閉鎖きれ精子の 入らのを妨げる 篇であると元三者えであ る o 然し ウ = 等の卵に於

ける多精を防ぐ 機溝は表面の受精 膜乃作用によるのでなく、 より本質的な姜暦原形質の 璽化に

よるものであ る事が知られている。 ・ hIlst(@ 19) はウ =-EchitlarachluIl@s parma に 於で卵に―ケ

の精子が入ると 其の表賓原形質た 窒化が起 り、他の精子 Q 侵入を不可能にする。 此の表展原形

質の壁化ほ― 種の波 "険性波" として精子の侵入した虚がら 起 り 、 瞬時に 卯全罷に博は ろと述

べていろ。 魚卵・に 於ても受精の際、 此の様な表 屋 原形質卯壁 化の起る事が山本 (時)t@44a)に

より明らかにされた。 彼はメダカ 0ry ，I"s latipes の卯 C は受精すると 表暦原形質に 憂化が起

り、其れは ウ 二の卯の場合の 檬に波状に 博播する事を認め、之F 受精挺 とよんていろ。此の受

精波は正常受精の 時は卵門のあ を動物極に始末り、漉時にして卵 全縄に 博ほり、植物極に終 る・

更に彼は此の "受精波"は精子によ 乙 正常受精の場合のみならず 人工的に卯が賦活され

(2¥(3@二オ ) RuDnstrom(/20 リによるo

(4) 本報告の 川膜はchor ・ on のことであ る。
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た場合にも起る 事を確めた。

此のよ 5 な見方から淡水に 接した後の 鮭鱒類の卵の受精 カ減蓑の機構を考えてみよう。 K" ―

gauC"35)は Puュ ndulusの卯を海水に入れると 容易に賦活されろのを 見、受精ヵ減衰ほ其の際起

る園卵腔形成による卵膜の 窒化と考えて 居 るが、園卯腔が生ずろ前に 既に表層原形質に 或る愛

化の起つて居つた事は明らかてあ り―Kagailも園卯腔形成の前に plat。I。isの梢失する事を見

ている - 此の壁化が卯の受精を 妨けて居 ろとも考えられる。 E口ら F@ ・ ndulus に 於ては海水に接

した卯の受精 カ減衰は卵膜の 窒化そのものよりも、 卵が海水に接した 際賦活され、 表暦原形質

の壁化郎ら"受精波"が生し其れによつて受精が 不可能になるのてはなかろうか。

鮭鱒類の未受精卵ほ 淡水に接すると 賦活されると 云う報昔ほ未だ 見ら亡}・ ない。撚 L 娃鱒類の

未受精卵ほ淡水に接する 事により賦活きれると 考えられる現 橡は既に 2、 3 の研究者により 観

察 V られていろ0 .Bchr 。r，s("9D によると虹鱒 ポ・ I， idium ヘの未受精卵では受精卵と同様に 淡水

 に入れられると 胚盤が形成される 事 五 報じていろし、 Ru ・ I， n さ tromn-("20，) も S ・，"IV@@liiiusの卵で

同様の 事實を見ている。 筆者@46:も丈鮭 O ・ k 。t.a,の未受精卵を淡水 乍 入れると 肛盤の形成され

ろ事丘確 めた。之等の事實は佳鱒 類の未受精卵は淡水に 接する事により 屍．活されろ事を示すも

のでほなかろうが。 若 L 賦活されるも ? ならぼ淡水に接し 亡後鮭卵の受精 カの減衰する事 實は

此の卯の賦活と 密托な開係を有するてあ る タと云うことは容易に 老えられる。

本論に入るに 先だち、 種人助、言を賜つた野田信 俊場長、叫海道大掌教授ズ飼哲夫士生入木研

究間衛懇篤 な御指導を仰いだ 北大、但沼科望 研究所教授青木 廉先生に深甚な 謝意を表する。

荷材料其の他の 鮎で種才 便利を輿えられた千歳支場の 各位封に佐野誠二技官に 封しても深く 感

謝する。

fn;淡水汲各種牛 衝食藍 水に接した卯の 受精之の皇化

鮭 COucorhynchus keta walb ， ) の卵は淡水向に接すると 急激に受精方を 失う事は牛 田C/]I)

斎藤 C/38) の雨氏により 既に明ら ヵ にされ、其の時間的推移に 就ても詳上 く調べられている ・

然し之等雨氏は何 ナT'も受精、不受精の判定を 卵? 葮服の奄無を以て行い、 輯精より葮眼に到 ろ

約 I ケ月間の死卯 は受精、不受精の何れよりも除外 L死卵として取扱つてゐるが、 其の死卵敷

は多いものでは 試験卵の約 7% にも蓮 している。従づて之 等を何等検討せすに 除外する事は 實

験の正確さを 著しく減ずるものと 考えられる。其れ故筆者は受精、不受精の判定は 卵耳 分割の有

無を以てする 事にした。 媒精後5-7 。 C の淡水中に― 宣衣卯 を放置しておくと 4-1Grpll 曲Kc

に 蓮するが、此の時期が分割の 有無を判別するのに 最も好都合なこ 上を確 めヤ。 それで以下 實

験に 於ては上記濫度で媒精鐸 ―書夜淡水に放置した 後 B ・tnL 液て固定し 、 其の分割の有無によ

り受情、不受精を判定した。 勿論、 ―  蓋夜仏間に於ても死卵は認められるが、 卵が分割を始め

C5) 牛田 、 粛藤は淡水と レL千歳の河水を 用いている。 筆者* 亦千歳川の河水を 用い

た。河水はp ・ H 二2， C1.I9lr@g/l であ る。(江口弘技官の 分析による )。
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る前に於ては後述する 様に、受精、不受精卵の 牛U月日 ほ現在の鹿 、 不可能であ るし、亦卵ほ不受

精なるために 此の間に死ぬ 檬なことはないので、 此の間の死卵は媒蜻 前に既に他の 原因により

死んでいた。ものと見徹し、 受精率は之等の死卯 を除いた、生卵数に到する % て示した・ 亦RunH

ttrom(20; は Rhger 液山中では S ・ Sぬvd;n 咄の卵は 3日．問も受精カの壁 化しなL 事を報じてい

ろ。本研究では卵と 等調十なり，"平衝食麓水 :b ・ s・ 己肩調な l/， b千千及び但調な lh 、 リ、，b ・ S・ S に 於

て受精 ヵが如何なる 壁化を生ずるかを 調べた。 千径食鹿水土 ・ ，十の調製方法は 青木 (/39) の其

れに準ビ。先づIMtNaClと同調刀 原液を作つた。 即ちiMNaCl 及びK(;l 溶液と仏 MCaClz 溶

液を 100:2.8:3 ・ 4 の能横比に混合し 、 @a.HCo ， で p.H ・を 7，0 に調製した o それを必要に 條 じ

て蒸溜水"C@'/4、 '/?.5,'/@、 l/." と稀めた。従つて此等の 稀澤度を示す数字は 同時に惨透濃度

を示すことにな ・る 。 供試卵は 腹部切解により採 卯し 、 之等の試験 液に所要時間浸した 後、其の

液をすで、 其の後は普通の乾導法と同―操作により 虚理した。 精子は之等の波て稀薄して検鏡

した結果 仏 b.s・ S・の場合には佳がに運動 江鈍く、梢痩時間が長 レ 以外は淡水で 稀薄した.@ のと

殆ど婁 りないこと 4 示していナーので、此の際の受精 カの壁化 は卵自身の受精力の 壁仕丼基づく

ものと見倣 してよいと老えとれる。 淡水、 仏 、 'れ、 リ・。、 。/，，b)・ s・ S・の各人に就 T 各 2 1ots の

り口で試験した- て第―固L

第― 固 淡水及各種平同会藍水で虎理し淡水に接した 卵では何れの lo'しに 於ても 2 分で

明瞭な受精 ヵの減衰が認めら ォi@llo-30分て 殆ど 横軸は鹿理時間・に卵0)受精離軸率は受精率をガを以て示す

其の受精 ヵを喪失する。 亦卵と等調のり ， ． 。b ・ S・ S 

に於では 5 時間虚理に於でも殆ど受精 ヵに璽叱

 " ――コが見られなかつた・ 之等の結果ば半田 (，IL 粛

藤 C@38),Rutiustrom(@"20) の結果と全く □ 致 ，叉

する。小高調万 1/,b・ S・ S・に 於ては I。， により機  分の差異が認められろが、 大能3 時間頃 より受  

精率の降下が認められた。 卵 より低調な 爪、

l仁b ・s.s・に於ては Iotにより受惰力 オ轡化が著 でホ"

しく異なつている。 即ちり，， b ，s・ S・に於ては雨

lots とも 15 分で約 20ガ迄受精率が降下方るが

lotb では其の 後30 、 60分と益々受精率が降下し

淡水に接じた 場合と大差ないが、 IOtb" では 80

分、 60分と受精率がかえつて 増大し、 3 時間虚

曲問怜)理に於ては 67 ・ 3% 、 5 時間虚理のものほ 6633． 6お

(6) Runnptromn は Ring 。r 波の 佳 度を記して レなV が、彼は S ・ salvemniR の卵の

氷即降下も測定して レる故、其れと篭 調なRiiieer液を用いたものと 老える。

(?) 鮭7， 未接水卯の刃即降下は―0・ GゲC て(山本、"46 2 は約]/6Nacl と等 い溶
透雌方 示すが、 。 /?.5@@)・ ぴに 於ユ重量の増減のないこと ヵ 知られている 故 (青

木、"39) 等調液とし T /， "b ・ Sぶ・を遷んだ。
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と異状な現魚を 呈し．T いる。 弍に此の loit@/ の異柑現象に就て少しく 考察して 祓たいと 眉、 う。

本試験に 於ては前述L た檬に受精、不受精は卵の分割の 有無を以て判定した。 従つて受精卵は

不正常分割 卯及 正常分割卯の 何れも含んでいる 課であ る。淡水虜理、 '/@5b ， S・ S・ 塵理の卵及

リ:凡.sふで度理した loibの場合にほ不正常分割 卯は其の塑 も極めて少 く第二圓 "、 b に示プ棲・

な不正常のみであ ろが、V・ ,qb.$、の  i.tb"c 場合には ]5 分鹿 理の頃より第二圓 C.d・の如き胚

盤の局部のを 分割す ゐ も久ヵ 現れ、 其? 致は30 、 6C分と女第に増加し、 fi0分以後に 於ては其の

受精卵の殆ど 紹 てが此の異常分割 卯 となつている。 K" 叩n C'35) は Pu， ndu]us の 未受精卵を海

水に入れた際、 卯は賦活され、 胚盤を形成し 、 其の幾分 ヵ は異常分割をなす 事を報じている。

此の實験 C@lo以ダ に見らね，に異常分割 卯ほ K 叫皿 が人工 第二囹 人工賦活 卵的異常分割

賦活の際に認めた 異常分割 卯に形態が非常によく 似T 居 a， b，普通に見られる卵の ]・旦 の不正常分割例 卯

る 。 BInth"のものは 15分迄は lotbと 等し レ 受精ヵの降下 C，賦活d，，れ卵的b異常分・ "s鹿理卵割卵に見られた人エ。
を示しているのに i 時間、 2 時問と度理時間の 増大するに 

寸cあると傾定すれ ぼ L;b" の受精率ほ IOtbの受精率と同儀 で

殆ど淡水 虚理の場合と壁りないことになる。 (8)

女に 'hsb ・ Sぶ ・ 虚理による結果を 見る IOtc では 15 、 叩 分と

次第に不受精卵が 増大し、 I 時間で殆ど受精 ヵが喪失され

ているo 然 るに lotc/ に於て低 I 時間頃より幾分受精 率は

降下するが、 其の降下度は 甚だ緩やかで、5 時間虚理に於ても筒 75・ 4ガの受精率を 示していろ。

そして此の場合にはん b ・ S，・ の際の様な人工賦活 卯的異常分割 卯は見られない。此の廟 lost の

相違は軍に討験 液の障害に封する両 loねの抵抗カの相違と老えら ナしる。

以上より 鮭卵の受精 カは半調干衝食監 水鹿理巳は殆 と壁化が見られず、 其れより低調な 場合に

も。高調な場合にも 壁化し 、 其の濃度差の 大なる液程受惰力を急激に 減衰せしめる。 そして低

調の場合は高調の 場合より良精力に 封する影響が大きい 傾向が見られろと 云えよう。

m ・淡水及各種卒衝負藍水庭 理による人 エ賦活に就て

網日が賦活され 亡、 際見ら メ，ぬ初期の 可硯帥壁化は 姜暦原形質? 壁化 (れ粒の崩劇 、 卵膜iI畢、

二極分化、 卵割 C あ るが、鮭鱒類の卯 では卵膜が不透明であ る 篇、 之等の現象は観察し 難い。

固定材料によつても、 釘．鱒額の卯では未受精卵 仁於て既に二極分化が 見られるので 卵割を始め

ろ前刀卵に於 F は賦活P れたか否かを 知る事は容易ではない。 現在迄にも鮭鱈類の卵を淡水に

入れろと未受精卵に 於ても受精卵と 同様に 胚盤が形成される 事責は既に B 。hreDS C91) 、

Runn 叫rom ("20) 、 山本、"46) によつて観察されているが、 此の際卵が賦活された 篇であ ると

C8) 其の後の 板笠より此の異常分割 卯は核の分割 在伴わなレ所謂る "偽分裂" と

考えていろ。
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は形成されるが、 分割ほ起 らない。従つて此の種の 卯では動物極に 原形質が堆積された 事を明

らかにするより 以外には卵が 賦活されに事を 誰明する方法がない。

本卵でほ未受精未接水の卵に於ても既に二極分化が 見られ (第三国 I) 然 も動物極に於ける 原

形質盤D 大・きさ ほ個縄により可成りの 差が見られろので、 量的方法で 此れが堆積された 事を明

かに護明する事ほ相営困難であ る。其れ放卵が分割を 始める前に賦活に 伴つて起る何等かの 質

的な可 覗慶叱 が見られらなら ぼ其れによる方が 遥かによい o Bchrens (．  9I) ほ虹鱒の 卵で

第三国 受精卵の胚盤形成受精役約 3 時間頃 より胚盤。 と 卵黄を包 む原形質の間に

hon 」haem 而OXyHn でよく染 圭る SChu 士：VmH が胚盤の l・未受締未接水卵の動物極に於ける
原形質盤2・ 受蜻後30分に於ける胚盤

中央下面に現はれ、 之は女第に 篠がり、受精後5 時間前後 3・ 竺綿俊3 時間の胚盤 4・受精後

で完全に 胚盤を卵黄 を句む原形質から 匠劃 する事を観察し @8分割時間の溝 胚盤9 ぬheidewand，f 算―

 ている。此の際卵分割は媒情後I9時間頃より起 ゐ i¥第三囹

    2・ 3 ・ 4 参照?。 従つて吾人は 此の SChPidpwA ， 叶 @Tid の形成を確

めろ事によつて 容易に、 然 L確實に分刻前に於ける 卯D 斌

2活を明らかにし 得る。 腹部切解により採 卯 した未受碕卵を
 

 淡水、V。 、 リ，"V 叩 、 ・。 /h， b・が ・ に入れ―定の時間毎に B 山H

3
液 で固定し ： 切片を作り 、之を iron-H 叩mafcox@lm で玖と色

し 、 SCiieidc：wvandの形成の有無を 調べた。其の結果 ほ第―  
  表ぽ括めてあ る。

S
第―表 より Seheide ：wvand ほg口と等調のり，・ iiも・ s・ S・ 塵理の場

合を除いて 綿"てに見られる事が判 ろ 。 寸 ScheIdewand の

形成速度は本試験では 同―個鎧の卵を用ひたものでなく 亦

同―温度で 虚理したものでない。 然し各試験の 封隅卵ほ

―蓋夜で 4～16 cellstage を示して ゐ た故親魚及び 買瞼範

園内に於ける 温度の差による 影響ほ殆ん
表第 ―

どなかつれと 思われる。 従つて其の比較供試卯に封and@ ‥ する ScLe―。・ de―中 -
ぼ可成り信頼出木ると 老へる。 淡水に接

の形成された土ののお
 ト、-  

    75 l00 □
  度理液

水Y淡・

い程速やがに S 仕 hpidewVaild が形成され  30 65 95'ノ刃 b・ S． B 

る 0 亦卵と等調の九 ・。 b.s.s に於 ては―95 ―5O □ l/l6 b.S ・ S 

菩夜恵理さお，ても其の形成が見られず、
 

低調な 'I@F及び-リ :小ぶ ・ S・に 於ては何れも
   

形成きれ・乙が 、 形成速度は V,B では '/.,@の

'/?.5b.S ・ S 

'ノ @b.S ・ S 

。正常受精卵   
C@) 供試卵は各試験毎に8o ケを用トた。

ものより渥ぃ。 小高調の l/， b ・ S・ S・に 於て

ほ其の形成は 12時間虚理で60九、24時間虚理で85ガである。以上の事實 から鮭卵は淡水及低調
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並で高調午衝食監水 申に於ては賦活され、 胚盤を形成ずるが、 等調平衡 食塵水では少くとも―

萱夜の間では賦活されないと 結論 ダる芋が出来る。 亦其T 賦活に要する 時間を勺CheId"wand

の形成速度から 推定すれ ぽ、 淡水ては正常受精 卵 ，殆ど大差なく、'L2、 'hb 十 ふと女第に遅く

なり、 ， /7・ 5D ・ S・ S・ "に於 てほ―書夜 D 虚理によつても 賦活ちれず、 高調の '/。 b ・ S・ S・では再び賦活

されるが、川 。 b.s.a・の 場合より賦活に 遥かに長時間を 要することが 明らかであ る。

次に賦活に要する 之等の液中の 塵理時間と z 等の液申に於ける卯の 受精カの壁化速度を上ヒ 較す

ると、 受精力に憂叱ハ見られなかった 等調 午面食盤水中に於 ては卯は― 書夜虚理でも賦活され

ないし、 受精カ降下速度の 遅 。山 b・ S十 中に於ては賦活にも 長い時問を要して 居り 、 低調な

干衝食監 水中では其の 濃婁が小となるに 従つて受精 カ降下は著しく 又賦活に要する 時間も短く

I5へ30分で受精 ヵの喪失きれる淡水中ては 其の賦活も速やがに 起 り 正常受精の 場なつているo

合と大差ない 事が明らかで、 両者の間に密接な 閥係の存在する 事は想像に難くない。

IV，高調並に低調卒衝貧藍水虚 理により生ずる 多精的異常分割 卵に勅卜て

鮭の 未受精卵を '4 ； '，小'/。 "、 'れの各種牛衝食監水で廣理した際 '/。 及び ， /l6b・，七で虜理した

ものには第四 圓の如 く全く異なる ・2 つ以上の分裂 軸を有し明らかに 多精卵と思はれる 異常分割

卵を認める事が 出木仁。實験方法は未 接水の未受精卵を 之等の波に入れ所要時間 虚理した後 、

・液をすで、 乾導法で受精 し、5～7。 C の淡水中に― 萱夜放置してから Bumu 液で固定して観察

した。虚理した干衝食醸水 は上記の千種であ るが、此の俵な異常分割 卵は・/。 @!@i/i6b，S・ S・ で虜 理

第四団多情異常分割 卵
した場合にのみ 見られ、卯と等調な 几* ・ S・ S・及ぴ遥がに 低調な

の工例@/,,b ，s.s・で虚理したものには 見られない。 亦 ， /4b.s.s・ 虚理の場

合には受精 率降下の少ぃ IOte'に於ては ]Oteより此の異常分割を

示すものは少 く、 '/，。ト・ S，・ 虚理のものでほ 受精率降下の 少ぃ IOtc"

の方が IOtc より多精卵が 多ぃ 。 今 ， hb 芯S， 塵理の 10t7 、 リ 。 b ・ S・ S・

廣理の 10teに於ける受精 率、 多情的異常分割 卵率を示すと第二表

の如 くであり、リ。 b ・ S・ S・ 虚理の場合は '/ ， 。 b ・ S十 ・ 康理の場合より

多情的異常分割 卵は遥かに多く見られ、 前者では 5 時間虚理の場

合の如 ぎは受精卵の約 8 割迄が此の多情的異常分割 卵 亡あつた。

魚卵に於ては I ケの卵に I クの精子が入る 乃 が普通亡あ り、多精

A ・多糖 的異常分割卵

F， b，正常劉穐卵

勇A

現象はあ まり見られず、 其れに閾する報告もない。此の軍精が行われる他の 動物の卵に於ては、

多精を防ぐ 機俺は、I つの精子が 卯に入つた際起る姜唇 原形質の 憂化にあ るとし、其れを JuSt

(q9) は " 陰性液 " とよんでいる。 多情卵の見られろのほ 此の "陰性波" の萬播 速度があ る

條件により遅らされる 時見 p れると―般に 考えられて レるが、WChirk (@36) は或る條件によ

り 表属原形質の 叩lai， iMHtton が妨げられる 事により多情現象が 起るのであ るうと述べている。

(8) 0. and R. Hertwing (/87}, Wilson (@Ol), Delage @O'lj. GOldlewski @26), Lillie (19)
-R@ Just (29)@
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第 二 表
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然らぽ鮭鱒類 ?)卵では如何なる 機溝により多情現象が 起らないのであ ろうか。

鮭鱒類の卵に於ては ウ = 、 ヒトデと異なり ， 卵ほ厚ぃ 卵膜を有し精子 ほ其の卵門を通うじての

み卵 に入る事が出 卒る。而も其の卵門の開口 ほ甚だ狭く 、 ―度に唯―尾の精七が入り得る程 塵

に過ぎな W(His'73;Belw ween‥ ， "98) 。其の上 卵は淡水に接すると 卵膜の コ i，iイドが Verdichtu 叫

し、膜が硬化し、 卵門が閉 ぢる (Kunns'Lrom ，，20;Gray,/32)o 此の事から卵門の 機械的作

用も確かに 卵へ多数の精子の 入る事を抑制するのに 役立つているものと 認めてよいであ ろう。

亦鮭鱒類の 卵ほ Rine 巳 液中では卵膜 コ " イドの Verdichtung が起らない。 そして此の

R@nger 液虚理の影響は卵を 液より取出した 後・でも幾分持績 きれる (Ruaustrom"20)o其れ故

平衝食監 水で虚理したものでほ 卵門閉鎖 D 機能が正常でなく 多情現象が起るとも― 見説明出来

るやうに思 ほれる。然しそれなら ぽ何故 リ4 と l/，"b ・ S． S・の中間の濃度であ る l/7． ， b ，S・ S・ で虚理

した際多情現象は 見られないのであ らうか。鮭鱒類の卵膜は革なる ヲ Raイドの膜にすぎない

(Gray ， "20，，23;Svfit ，lov ， "29)従つて若し l/。 と l/,Gb ・ S・ S・ で虚理した際コロイドの Verdichtung

が起らないなら ぽ其の中間の濃度の 。 げ．g'b.s.s・ "に於ても、嘗然 同様な事が見ら る べぎであ り

(M 妨hew， "05) 卵門閉鎖の機能障害により 多情現象が起るほずであ る。然し賃際ほ其の様な異

常分割卵は見られない。 此の事から吾人は 軍情現象は鮭鱒穎に於 ても卵門の機械的作用のみで

なく、他の根本的な 作用による北のであ らうと想像せざると 得ない。 山本 (時) (@44a>は魚

卵に於ても受精の際 、 ウニの " 険性波 " に相営すると 思はれる  " 受精波 " の見られる事を 報

じている。魚卵では此の " 受精旗 。 がウ = の場合の如く多、惰現象を防いでいるのでほ なかろ

うか。

吾人は n に 於て等調の W ・5b ・ S・ g・では魚卵の 受精力に憂忙 が見られず、 より高調 又ほ 低調の

'/4b.s.s 及び '/・ 6b ・ S・ s に於ては受精 ヵが威衰する事を知つた。 従つて此の事から '/?"b ・ s・ S・ 虚理

の場合には卵 ほ何等害を受けず、 正常とみなされるが、 '/i6b.s'.s・及び'/4b ・ S・ S・ 虚理に於 L は卵

に何等 か異常が起つたものと 想像される。 亦 '/s@b ・ s・ S， 虚理では受精 ヵの威衰 が急激で、且卵は

速やかに賦活されろことから 見ろと此の場合にはもつと 大きな璽叱 が起つたと考えられる o 以
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上の欣熊小 " 受精液" の博導速度に閥係D ある事は容易に 想像される。 此の様な卵の 状態と

多精卵の出現の 閥係低 c 卜，IiL3Q ・) が踵 六の試染を用 ひ L腫才 の動物の卵を 虚狸i，た賓験に於

て常に見られている。

以上より 鮭の卵に於ても軍情ほ根本的には―つの 精子が卯に入つた際起てる 原形質の 慶化、 即

ち " 愛情波 " によるもの亡あ り、卵門の機械的作用は 従則的に働くに 限ぎりがないものであ り、

多情現集は此の " 受精波 " の博播が何かの障害で 遅れろことにより 起こるものであ ると結論

されるであ ろう。

察v ・ 考

鮭卵 は既に知られてい 乙 俵に淡水に接す 乙と 2 分で明瞭な受精 カの減衰が詔、められる 15～30

分でほ殆ど其の 隻精方を喪失する。 此の際に於け ゐ 受精カの減衰は如何なる 機構によるのであ

ろうか。His(/73) 及び RunnstromC20) は 之は卵が淡水に 接しれ際、 卵膜に憂 化が起 り 、

卯月 閉ぢ、 そのために精子が 卯摸を連過出宋 なくなる窟であ ろと説明している。 鮭鱒類の卯

は淡水に接すろと 卯技のう p イドが Ver 山山ll叩し 、 硬化し、卵門が・閉ぢろCRtliinstroln,勺0;

Gray ， "32')。 それ故此の卵門の 機械白り作用によつて情子がW に入る車が 或場合には妨げられる

ことも確かであ る。亦 Bum@)stromn ("20) は此の 踵の卵ほ @Ringer 液中では 卯摸コ p イドの

V び小Chtng が起らず、卵門が閉鎖ぜず、 受精カは壁叱 がないと述べでいる。 確かに ':，・。bふS 

で虚理した際には 5 時間後に 於ても受情 カC 堕叱が見られない。 然し之年の場合の受精 カの減

衰及持績 は軍に卵門の 機械的作用にのみよるものであ ろうか。

若し l/7,， bs ・ S・ で塵理した際卵門が 閉 ぢ ない篇受精カが壁叱しないものとするなら ぽ、 何故其

れより高調なり ， b ・ ば・ 中で受精力の 減衰が見られ、 其 れより少しく 低調な 川。 b ・ S・ S・中で著し

い受精率の降下が 見られるであ らうか。 卵膜咋死んだ膠質膜にすぎない (Gray， ， "20 ， "82;

 Svefclov， "@29)。 従つで '/，・ ， b ・ Sゐ・ 中で VOr 小chtung せぬ膠質 膜は 1 4@).s・ S・ 中亡著しい 婁叱が起

るとは豫想出来ない CMathesv， "05)。 此の事は卯 を取扱つて見て 正しい事が判 る。然し若し

―歩譲って此の 際卵門が閉 顕したとするなら ぽ・リ，，川 。 b ・ S・ S・ で虚理した際 起る多情現象はど

う説明出宋るであらうか。 '/。 ，リ，"b ・ S・ S・ "虚理の 卵 で見られる多情現象は、 其等の液虚理によ

つては卵門が 閉鎖されず、 精子の浸入が 何年妨げられて 居 らない事に対する 明らかな 詣掠であ

る。其れにも拘 らず之等の液で虚理した際受精 カの減衰が認められる。

此の事より 吾才は此の際に於ける 受精カ減裳の機構ほ軍に卵門の機械的作用を 以つてしては説

明田木ない・と云うことが出卒る。・ 従つて此の受精 カ威衰には何 ゲ他の機溝が閾興しているに違

ひない・ I に於て吾オは鮭 卵を淡水汲低調 並に高調干衝食盤水で虚理すろと 卯ほ賦活される事

を知つた。 魚卵は賦活されろと 先づ表庵原形質に 憂化が起る。枇の愛叱は正常受精 T 際にほ―

つの精子が 卵に入る事により 動物極に始まり、 瞬時にして卵全能に 俺はり植物極に 終 6 。 此の

原形質の憂化を山本 (時) C@44a)は " 受精波 " とよりでいる。 彼は此の " 受精波 " は精子に

" 受精液" が山本 (時)よらない人 エ賦活によつても 起ろ 事をも明らかにしている。 若し此の
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C@44 セ0) の想像する機に Just(/19) の " 険性波 " に相常するものであ るならぽ、此の " 受精液 "

の生じた 卵では精子が入ろ 事が出木 ず、 正常受精が起り 得ない事は常然であ る。

リ 7． 。 b ・ S・ S では24 時間虚理しても 卵ほ賦活されない。上述のように 考えると、 此の場合には " 受

精液 " は生せず、 従つて精子の 卵内えの浸入 ほ 妨げられないことになる。 又淡水中では正常 受

精卵と殆ど同じ 程度に未愛情卵も 賦活されるので、 換言すれ ぽ、 受精皮が短時間 内ぽ卯表面を

通過して 了ふので、愛情カは急激に降下すると 考えられ ゐ 。 同棟に '/。 ， '/,@,'/，"h.s ・ S・ で鹿理し

た際みられろそれぞれの 受精カ降下も亦z 等の溶液に 於て卯が庶活されろに 要する時間からみ

で、" 受精皮 " の老へで矛盾なく 説明出氷ろ。 従つて鮭卵が淡水に接した 後みられろ受精 ヵの

減衰はHis,Ruiiiistroiiiの云 うように其の 原因を接水後卵膜に起つた 慶叱に求めるよりも、 む

しろ接水ぽまり卵が賦活きり 具の結果生ずる "受清肢 。 に 根本的の原因があ ると考える方が

安富 L あろう。

要W ・ 摘

I・ 鮭卵は 淡水に接すると 2 の分 て明瞭な受精 カの減奏が認められ、 15 ～30分で受精 カは喪失

される。卯と等調な平衡 食盤水中でほ受精九の 翅化ガ見られないが、 其れより高調な 場合も、

亦低調な場合にも 受精カは時間と共に 減退し、 等調液との濃度差が 大となろ桂城 喪速度が大と

なる0

2・ 淡水汲高調 並に低調 食盛水で鹿理すると 卵は賦活きれ ご(@ho;d。：vHnn を形成する o そして

賦活に要する 庭理時間は其等の波で虚理した際見られろ 如の受浦ヵ減衰速度と開 聯を示し、 淡

水中では正常愛情卵と  殆ど差のない 程速やかに Srl，。idChvandが形成されるが、 等調な午衝食

盤水中では― 養夜後に於 ても賦活きれない。

3・ 高調並に低調な午衝監水で虚理きれた卵に多浦的異常分割を示すものか 見られた。 此の多

情現象の原因は 其等の液虚理により " 愛情波 。 ・ の 博播速度が遅くなつたた 篇と推論される。

4 鮭卵が淡水に接した 際見られる受精 カの減衰は卵が淡水に 接する事により 起 ろ 卵門の機械

的慶 [b@cよ ろよりも、卯が賦活により生ずる "・愛情 波 " の働きに根本的の 原因があ ろと考えら

れる
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