
鮭卵 受精並 に初期賛生に 封する 溶存酸素

不足の影響に 就いて

大 久 保 正 ―

I 緒 ・ 言 卵の受精には酸素が必要で有る車は多くの實駝に依つて知られて付 る o LYOn ('04)W""rbur 与

ぐ08) は ArbaCM punCtuIata の 卵に於いては受粕すると受精前に比べて非常に酸素星の消費が把加する事を認

めて居．る 。 それ故酸素歓亡或は酸素不十分な時には受精及接生に異弾・を生ずるものと思は札る。 Laeb (l894D は

受精直後の FunduIuS の卵と胚 体形成川の卵を無酸素状態にして見ると何れも登生ほ封穐よD遅れ受精直後の卵

に於ては 如酸素状態に於いても24 時間は稜生を 綴け胚体を形成するが其の後の接生を停Jトし 、 それを姓 通水に入れ

ると再び接生を開始する華を述べて居るO

實際問題として鮭の人工受精の際濃厚な精子浮淋液に数時間人札られる等、卿化行栓中には酸素不足の状態にさ

らきれる機曾が多いものと考えられるので、之が卵の受精及硅生にどのや5 な影響を興へるかを明L かにする餌に

此の實験を行つた。

此の 試妨は仝後も引き綾き行い完壁を州する考えであるが 薮には 豫備的に施行した本年皮の貧蜘結果に就て報侍

する。   
木研究ほ 山本課長どり焦湧 せられ木棉閲の務を載き、江口西野両校"宮より絶えず御指導御鞭嘩を戴いた。詑んで

感謝の意を表する。

法I 方

(1) 實験ま行ふ迄の卵と精子の 保存法

サケ Onc 。 爪iin杣川ぬ而 fWalbiium) の卯 と精子は、 千歳 JIIに遡上せる親魚、を使用し 、 卵は

切開法に依り 卵を速やかに 魔法瓶に入れ、 精子は搾取法に 依 り管瓶に搾取し 之を更に他の 慨法稗に

入れ保存し、 四時間五時間経過した 後實験に供した。

(2) 水中酸素不足め 状態にする方法

大型フラスコに 水を入れ、 約―時間煮沸 し 酸素の放散を 計 り、 直ちに流動パフ フ インにて 掩い溶

僻酸素の進入を 防ぎ途次 冷却し使用する。 此の方法に依ると 最低l6% ～2t必の水中酸素に 迄減少さ

れる事が出来る 。 此の水の PB ほ6・ 8 ～パ・ 2で卵の 捜育には何んの 影響も見られない。 更に酸素の 含"有

量を少くする 用に千ツプの 装置に依 り 炭酸瓦斯 を稜生させ之を上記の煮沸したものを 急激に冷却し

ながら水中を 炭酸瓦斯を通し 水中酸素の放散を 計 り、更にフラスコ 内を炭酸瓦斯で 充満せしめて 溶

解酸素の進入を 防いだ。 此の方法に依ると PH は4・ 8～4・ 9に下り、酸素含有 甘ほ8・ 6% ―はがに減少せ

られた。PH はこのま L では接生 ヒ影響有る，と把、 はれるので、 @V/， ooのNaHCo ，にて申和し 5・ 7～5.8 と

した。n' けIHICT」を加えて此の問のPH にした普通水でほ 75 必～870/@ の正常分割敗を 示 @， て居る。

C3) 酸素不足拭態で 卵を虚理する方法

媒精径約 20分間吸水させた 卵を t50粒内外 ビ ヵーに入れ、 酸素不足の水を 手速く入れ出来るだげ

早く流動スラフインを 入れ 、 ―定時間 浸潰し東後正状水に戻 L,、 S細胞期に達した 時にR@定し、 分

割状況放に分割率七 調脊 @，た。
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 I 實 験  結 果  ヰ型  """
考、、、 瑛境水卜i                                                                              ―                                                                                          

 

N/loNaHCo ， で
中和しない前の

水

78 PII で有る
 酸素含有量 @ 20

2424 I l0202424  24

7972   34 82 正常分割浸漬 卵敗時間(%)ll     92
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上記の表より第―實験・の結果を見ると、水道水中のものも 減酸素水のものも 共に 100必に分割す

るが、普通水道水のものでは 殆ど大部分 gp ち 92必が正常分

割をなすのに 減酸素 フk 中tD ものでは、正常分制をなすもの

A は、たつかに 9必 で大部分のもの 即ち 91% は異常亡 示して

居る 。 (第―圃)欝
―方普通水に入れない 前の卵の状況を 見ると、 普通水中の

 ものほ 8細胞期に 蓮して居たが減酸素水中のものは 2細胞

B 期七示して 居り 、 正常と認め難い 分裂を示すものが 大部分

で有り、 叉胚盤形成股祝も幾分悪い。 (第二囹)

第二質験の結果に 於ても略々同様の結某が見られ、 普通
 

水中のものも 減酸素水申のものも to0%に分割するが 異常

介剖卵数を示すものが 甚だ 多く9,5)ガを算いた。

第三實験に於てほ其の 浸漬時間を 4時間短縮して 見た，

 
第―岡 世常分刹卵のl・ 2io 例

其の結果正常分割 卵敷は増ヵn し； 異常分裂 卵薮は減じて居
A 正常分割封爾卵

る即ち第―第二 實験に於いて異常分裂 卵敷は91%95必であB 異，常分割 卵

るのに第三質験は於て伊 9がで有 る 。 第 W 賢験に於ては更

に短縮 I，IO時問とした。 其の結果正常分割 卵教ほ―居増加

t，異状分割卵数ほ少 くなり64% を示して居だ。 
以上のことから 鮭卵初期稜生に於いても酸素の 必要な事

廿

ほ他の動物の卵の 場合と同様で 有り、酸素の不足の 状態に

さらされる事 ほ異常分宙lJを起させる原因となるものと 考え
られる。

要W 摘 Q
(I) 鮭卵受精並に初期磯生に制する 俺存酸素不足の影響

について考察した。第二固 異常胚盤のl・ 2の例

(2) 酸素含有量 8.f-21 分内の水中に 於てぽ、卵の接生がA 正常分割封稗卯や胚盤

E 異 常 胚 盤
抑制され、 同夜rc24時間～10時間浸潰したものでは %

% ～64% の異常分割卵が 見られ浸演時間の長いもの 程

其の数が多いが 分割率には影響は 見られない。
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