
サケ 及 マスの卵の受精方法に 就ての考察
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サケやマスの卵ほ体外受精を行う仙の多くの動物の卵とは異なりその産卵@場の環撞である淡水中で媒精する

と C潔導法) 非常に受精率が悪いので，特典な受精方公が考察されている。その内最も廣く 用いられている人

工受精方法は乾導法で，これは露人 VraBki U877) (11 により創案されたもので，水を含まない容器に洗

づ雌負から卵を取出し，之に稀裸しない精液を加えて，切手でよく擬絆しだ後，水を注ぐ方渋である。 又体腔

液中で媒精する方法もあり虹鱒の人工受精の際に川いられている。この方法ほ体腔液中に卵を入れ，之に精液 

を加えて後少量の水を注いでよく蝿押し，その後に淡水に移す方法で， Sche@Irine 、 '23 二の精子の活力に開す

る研究結果から考え出されたものである。 この外に山本時男博士 C@939 二 @こより創案された等調りン @i@ル 液を

媒液として媒精する所謂等調法も幾分璽 つた形で近時虹鱒i7@)人エ受精の際ぎ iC採用されているという。之等の方

法は何れもザケやマスの卵の受精方法とし・こは極めて優れだ方法で，坪も精子も健全である場合にほ桔どl00%

の受精率を得ることが可能である。 この様に現在ではサケやマス、の卵の人工受精方法とじては殆ど満足すべき

良方法が―つなら・デ創案せられてはいるが， 何故この様な特判 な方法がこれ等の卵の受精の際に有効であるか

と 去う佳物堅的根擦ほ十分明らかにされていない。私がザケやマスの卯の受精に閥 -L る研究を始めた目的は前

に辻べた棟な良方法を以でしても恥H 受精卒の甚だしく悪い場合の卵の箕態を究明し・ こぞむ対策をこうずるこ

とにあつだが，同時に之年の諸方法がサケやマスの卵の人工受精D 方法として優れている粘を生物串的に明ら

かにすることもその日的の―部を占めていだ。研究は叱利20 年以来引績ぎ行われ生精方法の検討に貧し得-る

2， 3の新らしい事笠も登且された。然し受精方法に就ての考察は受精現象の全般が刈 らかにされてはじめで完

壁を期し乃 るもので，現在までの成果を以てしてほ甚だ不完令のそしりをまF・ @かれないが，こ 入で ―鷹の考察

を行うことも将来の検討に黄するところがある ・ものと考え， 以卜に筆者心ザケのw に浦ずる研究結果をI' 心と

して―つD 考察を試みた。
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取 o て下された北大荻授牧野佐二郎先生に深甚の謝哀を表ずる。向木研究の問 多人の御支援を賜@@lた 木村鎚郎

鵬化場長，請査課め各位並 に千践支場の各官にも記レこ 厚く・ 御艇山上げる。

J ・淡水中で人工的に 媒精 すると受精率の 悪いわけ

サケやマスの 卯 を淡水中で人工的に 媒惰すると (所調瞑導法) 受精率が 恕いということは 衆

知の事H で，淡水中，C 卯を取り出し ， 才に精液 乙加えた場合も ，‥桁液亡光に淡水に搾り 出し，

亡 め中に卵を入れた 際にも， その受精率は6t@必以 L に出ないと 云 うことほ實 験的に確められて

いる。 、 25この様に淡水中で 媒精する撫導法でほよい受精率が 得ふれない原因ほごつぼ 卯ほ水に

接すると極めて 速やかに受精方を 失 5 と云うととに @Sbり ， 今―つぼ精子は 淡水中では活機に 運、

動するが， その活動期問が 極めて短いと 云 うことにあ る。

サケ i、 0 ・ ぁe肋) の情液を細い硝子 捧でス、フ イド硝子上に 収り，これに―滴の淡水を加えて

ヵバ - グラスをかけ ， すはやく額微鏡下で観察すると 精子は極めで 活漣に運助しているのが 認

められる。 然しその活動期間は 非常に短く・ 活滋に運動L，ているのほ稀澤後僅か 30秒で，それ
を過ぎると活動 ほ丘に衰える。 そして稀礫後50秒でぽ荷 少敗の精子 i  ，運動が認めらられるのみで 
@""G)―日暮(q@) ，""牛田ぐ――32L 山本(時)(42 ， 
乙―2，万元支Mcheuri 丘 (，23丁 "
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あ り， 60秒後では活動するものが 全く認められなかつた。 □。C の場合 )

精子の活動期間は 淡水中でも温度， 稀澤度及ぴ親魚の年齢によつて 幾分異なる。 ScheuHn8

(，23) によると マス□・ *，・ f(J6似及 8 ・ 九?lf寸 @tmZd ，) の精子の活動期間ほ 親魚の年齢によつて 多

少異なり， 2 才魚、 より得た桁子は 淡水中で平均 34秒， 3 才魚、 よりの精子でほ 引秒， 6 才魚 より

得たものでは 62 砂， 凹才 よりの精子で ぷ L 秒であ り，高齢のものより 得た精子 程その活動期問

が丘くなるという。 又同 ―年齢の親魚、より得たものでも 稀澤 する水の温度によってその 活動期

問に 巨短があり温度の高い梓―般にその活動期問が 短い。 藤田 ピぬ，によるとH 日 (水温ぴC)
= ジマフ、04 才魚の浦子の活動期間はが O で53秒，がC で54 秒， 14 。 C で幻秒 ，・ 20 。 C で33 秒，

80 。 C-522 秒であ る。 稀煤度が精子の 活酎期問に開係あ ることは ウ 二の精子で I@IHeLH5) ，

(JOh 、n ('t8) により詳 l- く調べられ， 稀牒度が大となる 桂活動期間が短くなることが 知られて

に十分確められていない。 然しこれ等の 精子で小るが，サケやす ス てはこのことはまだ 貿験的

もその活動期問と 稀確度の間に同機な 開係のあ ること低次章で 述べる様な事 賢から豫想、 され得

る。

上述の様に淡水中に 於ても精子の活動は 温度， 稀鐸度及び親魚の年齢によつて 幾分の差 " は

あるが，その居動期間は普通淡水中では I分以内と考えてよい。 受精の際には 精子の活動か 必

要條件の ―つとされているから (LO 。。 ，， '1B) ， この様に淡水申では 精子の 活助期間が短いと 云

うことはその 中で八エ媒精 した際に受精率のよくない―つの 原因となることは 常然で，この鮎

は G，ay C'20) も指摘しており "天然の産卵 ゆ際もサケやマスの 卵は甚 だしく受精率が 悪， いが，

これは精了の 活動期問が極めて 短く，卵に精子が達する 迄にその運動力がなくなるからであ る。

B1 ，inc によると 實際に卵に精子が入るのほ 川秒u 、 内であ ることが確められている " 上述べてい

る 0

こ・の 様に精子の活動期間が 極めて短いことの 外に漁導法で受精した 場合受精率の 悪い今―つ

の大きな原因は 淡水中では卵の 愛情力が非常に 短時門に失なわれると 云 うことにあ る。このと

とは-占くから久nられている事 賢で田 S ビ 73:m ，半円LO9 ゅ。 RunnSM;nL20 ・，山本(有)(47)

により確められている。 - 今サケ             め卯 を例に取つてみると 第，―岡に示した機に 2 分

問淡水に接 L- た未受精 卵-C@も， 既に

72% に受浦率が減じ， 5 分では T0% ，

I0分開でほ 25 必， ぬ分問淡水に接し

だものでは殆ど 受精方を矢ってしま

つ@
この機に卵 も精子む淡水申でほ そ

の受精力が極めて 短時間に失われる

のであ るから，卯を淡水申で人工的

に妖精する 渥導法ではよい受精率の

得られないことは 常然のことであ

る。  
0 ・5切印 @20 r80 囚0 300 %0 C@)   Eunn ， tromC/20) K ょ る，

炭理 時間 (研
第―固 淡水攻等調平衡食簿水で鹿理・した  

w の受精率
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皿 精子が をの申で長時間活動する 液は何か

前に述べた様にサケやマスの 精子は淡水申では 極めて活機に 運動するが，その活動期間は極

めて短い 。 そ l，てこのことが之等の種類でほ 潔導法によって ほよい受精率を 得ることが出末な

い主な原因の ―つ とたつている ，であるから若し精子がより 長時間活動を持 績し，然も卵に悪

影響を興えない液を見，出すことが出来るなら ぼ，その液中で媒精することによつてよい 受精率

が得られるほすであ る。精子の運動のエネルギー ぼ何虚に源があ るかと云う問題はまだ  i・ 分 'Lリ

つていないが ，海水や淡水の中で受精する 極類ね精チ は水中に泳ぎ 出して後に 柴養分を取るこ

とが出末ないから ， 桁子の体内に運動の オ ネルギー源を 全部貯 えていると老えられている。

(栴山， '40 ， p ・ 恥、 。 それ． 故門 L- この述剛の オ ネルギーを多く 消費 L，ない様な状態に置かれ・るな

らぼ精子は良い問 述酎能 方を保持しているに 相遠ない。 情築から搾出したま、 で稀牒 しない

精収 中の辮子 は活動 i，ないが，G，町 c'-'8」 山 ほよるとこれは 精子が 簸 りに溜厚に集まつて 右

げ， 互に運動を妨げ 合つているためであ る キ云う。従つてこの棟に 運動できない 肌態のまして

保存するなら ぽ上の運酎 エネ九 ギー源のことから 考えて，精子ぱ長い問活動力 亡 保持している

に相連ない。 このことほザケやマスの 糀 子に就ても可成り 古くから 確められている 亡とで稀澤

，しない満液のま L で保存するならは 適常の淵度のもとでほ 数日問，新鮮な 精液中のそれと 何年

愛 りなく活動ガ丘保持し， 又受精 カもある。 (Scheuring 、 '23) ， 中野，野澤 k'25), @1旧」 □?) ， -

藤田 ll3l) 。 勿論その期間は魚 泣によつて呵成りの 相違があ り， 同- 魚痩で "@温度によつて 異  

なる。(第 @表) サケ 叩 ・ 丘cta} の粁チの 場合 " 硝澤 しない精液のまでで 保存するならば 長

ぃ問所動力に壁りがなく ， 蓋付き シヤよしに入れて 3-7Cc に保つた精液中の 精子ほその活動

カも受精カも8時間迄ぽ抹出直後のそれと 舛ど愛らない。 そして J6時間後に 於ても，淡水で稀伴

すると大部分のものは 活機に蓮醐 するのが認めら 心。る。然し高い t3 。 ～IU ， 0 の温度で同儀に 保

存 三た際にほ 8 時間後に既に 淡水で稀礫 しても活動しない 絹子が可成り認められ ， 5 時間後で

は全く活到するものが  認められなかつた。 ・この様に精液を稀澤せす，補子が運動できない 状・熊

で保存するならほどの 種類でも精 丁 
第 l 表

の活動カほ相常 長い間堅 りなく保存
類 l 温 皮、  口 薮 種堕 されている。 であ るから乾導法で受

 尽ヵ，・f0精を行う際に ，温度が普通であれぼ
  4O-8。 C卵と精子の 接鰯 を引・ るにあ たつて 8・カ，lt。7aQZfS  

 ・ 8 ・ ぬMc@ 乃 o  
は， あまり時問を気にかげずにゆっ

  8・ U%7Q7  

 ～ 2  くり静かに鐙拝 しても精子の 方は何
Z@'itta, i.n.cf/* ， 

竿支陣かない。
  
 06-     0 ． 肌 2FOM 

士，に述べた 桟に惰子が活動 L ない

Scheurine 藤山 (.3lフによる，(23),i(げチ ，野洋C，25@， 川舛C'27・ ，濃厚精液 O ましで保存す ・，ならば，

絹 子の活動 力は長い問保存される。 然 L この肚態では 卯と精 L  の接鯛 を計つても，精子は 卵に

入ることが出来ないので ， 精チ to 活動を起さしめ ， 卯に入り得る様にしなげれば 受精は行われ

ない。 この日的の 庶に媒締後 淡水を注入した 場合が乾 導法であ る。然し精 T は淡水で稀澤 され

た場合にのみ 運動するものではないし ，淡水より遥かに長時間活動を 持績する液 も知られてい

る 。 Seheurine C・'23)) によれほて ヌ、 旧・ せ r2deu/s 及 8 ・ 力7tt77la17s) の精子はあ る照溶液 (例え 
(@) ――棺山ぐ 40、)による。 
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ぱ "/，。 NaCI 液) 中では淡水の 中より 2 ～4 偲 も長く活動すると 云う。 EH ぬ & JOneS ('39)

も 8 ・ sala，の精子は40% 以下に締めた 海水中では常に 活動し，然も淡水の場合よりもその 期

間が長く ， 最も長時間運動の 認めら亡。 る20% に稀めた海水 七せぼ 100 分あ まりも運動すること

 を見ている。 サケ wo ・ 爪e肋} の精子も M/4 より稀薄な牛衝食痩水 (b ・ S・ S.,@ 中では常に活動

がみられ，その活動期間は淡水中のそれに 此し幾分長く， 活機に運動する 時間ほ "/?平衝食鱒

水山の中でほ 約―分， M/@ 平衡食騰水中では約 I 士分で， Scheuring ('23) の観察したマスの

精子の場合に 似ている。 (山本 (喜)， '48c) 。 この外に精子が 長時間活動する 液としてほ体腔 液

が旬られており ， EIIis ({@ JOnes C'39@@ は 8 ・ $" 而"' の精子は常温 で 2 ～ 3 日間も休腔液 (彼

笛は e巳e， fluid とよんでいる ) 申では活動することを 記している。 ではどうして 海水や体腔・液

の中では淡水の 中より反期間精子 ほ活動できるのであ ろうか。

サケやマスの 桟に休外で受精を 行う種類の精子はその 活動の窟の エネルギー源ほ全部体内に

貯えられており ，その蓮動の期間を 汰定する第 ―の要因 ほ軍位時間内め運動量で活動が 旺んで

あればあ る程期間が短いとされている (COhn, 'ュy 、!。 それ故今精子の 軍位時間内に於ける 運動

量を左右する 條件を考えてみるならぼ ，その―つは不締辛 度である。稀樺度により精子の 軍位時

問に於ける運動堂が 左右されることは Gray Cl28) がウ = で調べ， 稀降する度が大きい 程， そ

の中にあ る各粘子の単位時間内の 酸素消費量が 増大することが 明らかにされている。 然し稀礫

度ほ淡水でも ，海水や体腔液中でも―様にできるものであ るから，両液申に於ける精子の 活動

期問を左右する 條件とはならない。 た F し EIIis @， JOhms 、 '39) の観察した体腔液中の 精子は

人工受精の際に 媒精」た後，卵を 取まつた残りの 波の中の精子であ るから非常に 濃厚な体腔液

の精子浮湖液と判断され ，その活動期間の極めて長い原因の ―つほその精子 俘倣液 が非常に 濃

厚であ つたことに求めてよいと 思、 う 。 稀維度の外に軍 位時間内に於ける 精子の活動量を 支配す

る亜要な要因として 温度が考えら 巾 るが， これも淡水と海水の中に於げる 精子活動の差異を 示

す要因とはならない。 最後に考えられる 要因は両波の 示す港透厘の相連であ る。魚類の絹迂の

活動に稀澤液 の示す溶透歴が重要な役割を 演することは EMS &Dhn 八日9) 及山本(喜) ビ4s)

により明らかにされている。 Ellis 士 JOhn (@39) に上れぼ 8 ・ ,S%l,ar・の椅子ほ50 お以上の濃い

海水 又はそれと等 」い港透濃度の庶縛液 では活動 叫木ない。 サケ (O ・ わ何)， ウグ ヒ (T

                   ク p ガシラカ レヒ (Lr・ sch ，・ tf;@，ん.@:)の糀子の活動にも 稀澤波の溶透堕 が開係あ り  

0・ん。/a. の場合でほ ML 午衝貧賎氷附近 ，濃度が精子が 活動し得るかどうかの 境目であ るこ

とが山本(喜)( 、'48c) により報ぜられている。 そしてこ山際濃度のてきね 液で精子の活動出来

ないのは必ずしも 精子が死んでしまうとか ，文運動方を喪失して L・ まう篇ではないことは 精

子の所助 L-ない M/'，平衡食踵水精子浮倣液 に淡水-を加えて波の 濃度 5@下げると精子は 運動を始

めることから 明らかであ る。この裸にサケやマスの 精子の活動には 液の示す溶逐壁が重要な開

 係があ り，ある濃度より 稀薄な液でないと精子は 活動出米ないのであ るから，液の濃度がこの

境界濃度に近づく 程精子の運動が 不所機になると 云うことは常黙考えられることであ る。今サ

ケ wo ・ ん eta)・の精液を淡水， M/，午衝食歴水及 M/@午衝食擁 水で略同機な稀粋率で稀めて精子

の活動を観察すると ， P/ 。 午衝食盤 水で稀めた場合は淡水で 締めた場合に 比 し 明らかにその 蓮

動 は不活綾であ り， "A?平衡食鰹水で締めたときも 淡水よりは幾分小 活機の機に思われる。 従

つて梅水や午衝食踵 水の中で精子の 活動時問の長い 原因の ―つは之等の波の 湊透峨の影響によ

つて精子の 撞動が幾分小 活瀦 になることにもよると 思う。 マス 応・ 朴イ小川) の体腔液の乙は   
□ ) M/lNaCl :M/l KC1 : 2/ ， Ca ・C.1@ を l00:2.8:3.4 の体積上ひ 二 混合し，之をN/l0NaHCo ，を加えて中

木nした蒸溜水で所要に締めたもので， 晋涌魚卵の賀験に用いられるリ ンゲル液に殆ど等しい。  
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― 0方で之は約 "/ ，N ，iCI の示す溶透峨に略 等しいから (出heuring '23) 体腔液の際にも c の影

稗 は営然あるであろう。

以上のべたのはすべて 研洋 された浮糠波の申では運動力のあ る限り精子は運動し 紹 けると云

ラ糊朋の下での考察であ るが，然し必すしもさうとは 限らない。 ・ COhn ('L8) によると ウ 二の

縮子ほ co ，により細・屯@甲 され蓮助力を 筒有していてもその 運動が抑えられると 云 うし，EI 瓜十

JOue ぉ L39) によると体腔液中 で遼動を停止 f，た 8・パ がりの精子は 20お海水 又はそれと 叩壌透

唖の庶糖波及淡水に移すと 吋び活瑚 を問始し海水や 鹿糖液中では 2 時間も活動 L・ 絢けると云

う 。 この桟に肪子 はある 條件の下でほ 迎動力 ど向保有」ながら―防運動を 中止しており ， 父滴

常な條件が価われ，蓮助を川始するのであ るから，体腔収や海水 T では淡水の中よりも 活刺時

門の長いのも 之に閥聯 @，た原因があるかも乍nれヤ， 浬蛆 期間七左右する 要因は複離であ り， 怖

子の活動に 悶 しては今後の 研立に侠 たねぼならぬ 虚が多い。

その原因 ほ兎 心角と L-て， サケや マヌ、の粁子 は休腔准及 それと略等 l- い遂。透地を示す海水や

平岡良 蝦水(7@@中では" 渡二迎 刊 f. ，而もぞ@@'@活醐期問が長い。

 皿 淡水の中では 未受精卵がどうして 受精方を失い 易いか，

又 をの中で受精力の 長時間褒 らない液は何か O

淡水口，で妹精する潔埠法でよい受 愉率の得られない 他の―つの重要な原因は 淡水に接すると

卯は極めて速やかに 受桁ノJを失うことにあ る。このことは先に 述べたがこ L でほどうしてサグ

やマスの 卵は淡水に技すると 急激に受 愉 ノ Jを失うか，そしてこれ 竿の卯がどの機な 液で艮 ト問

受栴 ノJが安りなく 保た十しるかと云 う問題に就て 考察してみたい。

ザケやマス v@W@@ 限らす，  ffio 卯の rp には淡水や海水に 接すると上激に 受砧方亡失う @0 は多

く 知られており ， その受桁力減 安が機憾に就ても 今まで 2， 3 に止．まら-1'報、せられている。

それ"@fの報古 はずべて未受浦卯 を淡水や海水に 入れた際に受 糀田米なくなるのは 卯に清子が入

れなくなる 鰯であ ると云う安i@では- 致しているが ， この紳干が卵 に入れなくなる 機描に就ての

御即は 色々で ， nIiss ・ J7l), Ne 、mnl@@nn、 ， 、 れめ ， RI4l 、， ， s@ ，山 n('@o) は三 ;．ぼ卵が淡水 又ぽ・海水に接す

ることにより mW;; に埋化が起り 叩門が閉 ぢ， その鹿惰子が入り得なくなるためであ るとし，最

近石川 ('4d)もメダヵの未受精卵を 淡水に人れると 短時問で受情 カの矢わ力，るのは卵門と 卯腰

部分が膨んで 碕 Lが世入できなくなるのが 主な原因であ るとして略人之に近い考えを 述べてい

るが， K 、斗，" 、 '35) はが， ・illfuZ，@，の未受描卵は海水に接する 士 数分内に周 卯路が形 戊さすL， 辿

に辿んで胚盤ができる車 賢から， この回卯k ができることにより 卵門が川    狽されそり窟に情子

が卯に入り得なくなるのであ ろうとしている。 単者 ('4.) も先にこの問題を 取りあ げサケ (0.

Kf@ ， ， ) の未受笛卯も 乃， @liJ/， ばの 卯川円械に淡水申では 迎やかに賦活され ， 圃卯腔が出水， 更

に並んで 朋盤が形成されるが ， 愉 w が卯 に入ることが 出来なくなるのはこの 際生する "受精波"

の倒章に根本的た 原因があ るのであ ろうとのべた。 その後この問題に 就て新らしい 費料を得る

ことが出水たので 仰びこ L で取上，げてみたい。

---般に魚卵が賦活さ 十 .た際 @C 見られる初期の n]・祀的 塑化ぼ表怪抱 D 壌刷今 卵膜肛畢今二極分

化寸卵割であ るが，この表俺他の壊刷は受惰の際には精子の 入る動物極刑近に 始り，波状に進行

して机物極で終 る 。 山本(時) ('43) はこの槻な事質を明らかにすると 共にこの 表庫抱の壌崩之

起さ @. める波肌に傾わるあ る不可硯な表柑原形質の 堕化を "受精波 " と名づけ，更にとの 褒化 ，

は上常な受精の 場合のみならず 人工的に卯が賦活された際にも 起ることを明らかに L ， ..@ 豫
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"受精液 " ぼ JHst (@， 19) がウ = の卵で―ケの 精子が 卵に入ると他の 精子は入り得なくなる 様な

波状に博わる表伊原形質の慶化に封 L-て名づけた "陰性波" に相常するかも知才Lの十のべてい  

 る 。 サケ (0 ・ ん eta) (@@)来受精卵 ほ淡水中では容易に 賦活され， 胚盤を形成するが / 賦活 ほ不

完全で分割は 起らをV' C山本 (喜)， '47, '48 け )。 然しこの 卵は卵膜は厚く不透明で ，賦活m 際

にみられる初期の 卵内壁化ほ外部からは観察 @，難いので私ほ允に卵が賦活されたかどうかの 'FlJ 
定は・ H吐ren@S し '9勺甘！ヵ台めて虹鱒の卵で稜見 :□ た Scheidewand の形成の有無を 以てした。 然し

サケの卵でも メ ダヵの卯と同機に表暦担があ り，きれが受精の際には壊崩することが 狩野f/49y(， )

によヴ 接見された。 箪者もそ才 Lとは別咽に，サケの来受精卵にぼ 表展腕がみられ ・ それが受精

の場今のみなら ヤ， 未受浦卯 を淡水に入れた 際にも述やかに 壊刷せられるこ士を 確めた。             

―悶版 ， I ， 2) 出hoidewand ほ卯 を淡水に入れてから R 時間近くもしないと 形成されないが ，

C混@L;ぽ l・い表庵胞の壊榊ほ槻 めて辿やかで 5 ～Io分もすると 殆んど先 r され・る 。 それ故淡水

に入れた 未受精卵に急池に 精子が入り得なくなるの ぼ， 卯が淡水中では 容易に賦活さ 7L ， その

により妨げら 仙る篤であ るかどうかを 知るにはこ 0 表展狙の壊崩を標示とし"受精波"際起る

て判定する方が― 僻的確であ る。旧版 ] の 2 に淡水に入れてれら 5 分たつた卵の 切片の―例セ

示しだ。 これから判る 機に淡水中に 入れた 叩では 5 分でも既に表 届地は殆 んど消失し， 受楠波

はそれより ギ，く起っていることを 示している。 サケ LO ・ れ何) の未受粁卵は 淡水に接ずると

 2 分、C-72% ， 5 分接したもので 70% と受縞率が低下し，呵成り 速やかに受精 カが矢なわれるが

然し 10分間淡水に接したものでも 向2>な 必の受糀率を示している。 今この受精力の 減衰速度と表

眉胞C 消失時問を比較 @-てみると表 暦胞の殆んど消失した 接水後 " 分力卵でも荷70 がの受精率

がはら@ttL， 表俺胞の壊胡ほ桁チ が卵に入り得なくなる 時より少し 甲-く赴る桟に思われ" 受精波"

ほ "険性波" の機な精子拒否 壁化は伴 なわないのではないかと 云う疑いが起こる。 この疑いば
千ンギコの卵に就いてなされた 山本(時)日9D の観察に上り― 風弘められる。 千シギヨの成執

未受精卵は淡水， 蒸溜水及等 リンゲル液に入れただけでも 受精の場合 ヒ伺様な表 俺室化が起 り，

卵膜は分離するが ，淡水又ほリ ンゲル液中で 賦活されて表居 堕化の起つた卯でも ;-1分以内に 媒

精すると受締が起ると 云う 。 それ故サケの 未受精卵は淡水中では 確かに速やかに 賦活され 表惟

胞の壊肋今 卵膜打撃づ二極分化が起るが ，この際生ずる "受精波" が精子が 卵に入り得なくなる

直接的な原因であ るとする筆者 D 北の考えには 無理があ る。とすると未受精卵を 淡水に入れる

と速やかに精子が 入れなくなる 画接的な原因は ， こにあるのであ ろうか。考えられる―つの 原

因は卵門の閉鎖であ り， ―つは表 暦胞が壌 崩した後に生する 表歴原形質 O 漣イヒであ る。8 ・ SQZQy

の卵門 ほ圃版パの 3 に示した機にその 開口ほ非常に秋く ，―度に唯―尾の精子が 入り得るのみ

であ る (HfS '73;従つて 卯が水に接することにより 生する卵膜の 膨潤 によって (青木， '88，

濱野 '49) 卵門の閉ぢ・ ることも考えられないこともないがこの 卵門の形態は 下よりおし上げら

れることによって― 届容易に閉 ぢることを示している。 ク p ガシラカレヒの 来受精卵も海水に

入れておくと 30今頃から少しづつ 受精 カが落ち fi0分だつと約 50に受精率が下り ， 2 時閲後に ;よ

殆ど受精しなくなるのであ るが (山本;喜)， '49) この卵を海水に 入れるとその 卵膜表庵の粘着

唐ほど～ 3 分で急激に膨 潤する (山本(喜)， "50b) そして粘着歴の 内部の卵膜も 幾分塗化する

様である。然しこの機に 卵膜部分の 愛化し 走卯も30分迄は受精力に 愛りなく殆ど 未接水卯 と同 

様に受精する。 この卵の卵門を 見ても (岡版 l の 4) 8 ・ salar め卯の場合と同様   @c下から押し

上げられることによつて 容易に閉 ぢる様に出来ている。 従つエ サケやクロガシラカレヒの 卯の

場合にはその 卵門が閉 ぢるのに叩腰部分の 膨潤も幾分かは 閥係あ ると低乃が，むしろそれより

C@) 弟20―回動物畢毎にて講演。
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卵膜が下から 押し上げられることによる 方が多く 開係している機に 考えられる。 メダヵの卯の

卵膜の托睾 は表居胞の 壌崩によつて 卯と卵膜の問に川された 膠質による膠質 湊透堕によつて水

の取入れられることによる C山本(時;， ，42)- 青木 (，89" ，40 ， 姐) ほザケ CO ・ ね竹) の卵

の吸水現象に 閥 L 詳細な研究を 行い， こ @げ3卵の卵膜 打堅も 卵と卵膜の問に 存在する膠質 P 膠質

遼透歴によることを 明らかにし， この膠質速透峨 を生する膠質は 卯と卵膜の問にあ つた物質が

主としてあ つかるの -e はないかとの 推察を下しているが ，狩野['39)はこの 卵で心安俺胞が存

在 [。 それが受精 D 際に壊崩する ，とからこの 卵の卵膜 江畢 にも衣侍抱 の内容物質が 閥係あ る

ことを豫想して L る 。 サケの 卯は未受精卵でも 淡水申では容易に 賦活され 表俺胞 が壊崩する華

實ほこの豫想を更に裏 づける。 然 l， 卯と卵膜の問にあ る物質とこの 表甘胞の内容物質が 如何な

る 閥係にあ ゑ かと云 うことほ向今後の研究に 佼たなくはならないが ，卵膜の斗」 :聖と卯が 賦活さ

れて起る表 僻胞の壊榊とは密接な開係があ ることは想像に 難くない。 現在の虚表暦胞が壌 崩し

た後に精子が 入り得なくなる 桟な愛化が卯に起るかどうか 確められてい 仁いので，未受精卵 ヒ

淡水に入れると 速やか P 精チが入れなくなる 面接的な原因は 卵門の閉鎖によるものか ， 表暦胞

;が壊崩した後に 生する表 届原形質の窒化によるものか ，明らかではない。た F 時間的にかて ，

表歴胞が 消失し始めて 卵膜が分離し ， 狭い卵門が閉 ぢられると想像される 時問と卯が受精出末

なるなる時間上が 非常に ―致する 鮎から，サケやマ不の未受糀卵が淡水 申セ受精出末なくなる

のほ KneanC@35)- が刃i.l7ld1.け fs(D 卵で老えた様に 卯が淡水中 で賦活さ山間 卯腔が出水る際の

卵門閉鎖に面接的な 原因が求められる 公算が多い 。

以上-C) べた俵にサケやマスの 未受精卵が淡水の 申で急激に受 粁出末なくなる 原因はまだ十分

明らかにされ ア いないが， 適営の條件の下'@はこれ等の 卯が長い間受精 ヵを保持できることが
知られている。 今迄知られているのほ 等調リンゲル 液と体腔液であ るが。それ等の波の 中では

卯は長い問賦活されす 表歴胞の壊崩 も起らない @，，卵膜も分離しない。Ru 。nptねm G川) によ

ると F  抑什Mf ， ，，，S の卯ほ 3 口 @出もりンゲル 波の申でほ受精 カが娑 らないという L， ，サケ (O ・

ゐ 6f0) の卵も等調な平 衝愈盤水の中キ，は筆者の質験した範園の最長時間であ る 5時間たつた後

・でも新駐な卯 と壁りない受精率を 示す C第―囲)， 文体腔波の中でも 卵の受精 プJほ可成り長い

問塗りがなし 二ジマフ、叩・ f，。 ，de@s)) のW では―時間団 液に入れておいたものでも 抹卯直後

のものと全く 愛りない受精 率亡示した (温度7。 O) 。 又床卵 後金，く水に接すことなく ，低い温度

で乾燥せぬ様にしておくと 卯の受精 カ低良い問壁化しない。 このことは申 野， 野澤 C'25) ，川尻

('27) がマス (0 ・ 似 aso めの卯で確めて右り 0-0.l@C! の温度の "ドでぼ 2 口 後でも向呵成り  高

率の受精成績を 示ずこと 之 報じている。 サケ (@0 ・ keta¥i の卵でも同様であ る。

lv液や体腔液中で 媒精 し をの中に入れてあ い東v 等調'リンダ 

卵ほ なぜ受精しないか ，

以上述べた機に 等調 り ンゲル液又ほ体腔波の中ではサグやマス O 精チほ淡水の中よりも 長い

間活助する L， ， X 卯はそれ等の波の 中でほ反時間受 糀カが璽 らない。それ故今体腔液 や等調リ

ンダル波の中で 媒満 するならぼ最もよい受精率が 得られそうであ る。ところが卯を休路液父は

等調リンゲル 液に入れておきこれに 精液を力nえて媒精しても卯をそれ等の液の中に入れておく

ならぼ，全く受浦するものが見られない。 これは―休如何なる理山によるものであ ろうか。

今充づ 等調な平面 食鰯水の申で 媒箭 して外観何等婁化のみられない 卵の―部を 3 及 5 時間た

つた後淡水に  移しでみる。 すると第 B 表に示した機に 平面食藍水にそのま ¥ 入れておいたもの  
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産 でほ全く受精するものがみられぬい

第 H 表
が，淡水に移した卵でほ殆ど 100%

n。/? 平衡食盛水で媒精し， 淡示に移しだサケの卵 

に受精した。 この結果から精子は等の 受精率

調な平衝食蟻水の中でも 3 ～ 5時間  
も生きているとは 思われな心から ， 淡水に移す迄の時間  

は見られなくとも 精子はその中に 入
99

 
つているのではないかと 再あ とと

995 時 間

M/? 平衡食照ボで媒精し，
淡水。こ移 さないもの

である。次にはたしてそうであ るか 
どうかを吟味してみた。 北づ最初に等調な 平術食魔水の中では 3-5 時問も精子は 受精方を有

しているものかどうかを 調べる為に 稀牒度と温度を上の 針験の場合と 略等イ，くL，て年調平衡 食

鰹水の精子 浮滅液を作り 8 ～ 5 時間たつた後新鮮な 卵をその精子 浮倣液で媒 精 l-た後淡水に移

し 約―書夜 して調べてみた " その結果 受糀 した卵は―つもなかつた。 又弟 L 表の NO ， "3 の實

験を行う際平衡 食賄水で媒精 @L ， 3 及 5 時間たつた後に 實験卯 を淡水に移す際， その精子 浮糠

液で別の新鮮な 卵を媒惰 L ，淡水に移して―菩夜後に調べてみた。 N0.3 の實験卵ほ表の様に 殆

どュ00 勿に受蜻 L たが， 3 及 5 時間たった精子 浮株液で媒精〃-た卯は― つも受精 L- ているのが

みられなかつた。 それ故平面  食盤水の中で 媒精し，・ 3 及 5 時間 同液に入れておいた 後淡水に移

すと殆ど 100y@ に 箕精 するのは， 3 及 5 時間後迄媒桁 中の精子が受 締力を有 t，ていて，淡水に

移 」 た際卵に入るのではなく ，平衡食癬水で媒情した際既に 卯の申に人つている 几のと考えざ

るを得ない。 このことほ又。。/， KCI 液で卵 を虚瑚 してみた際の 實験によつても 要づけられる。

サケの来受精卵は MA7KGI 液で 10分以上 虚理すると全く 受精出水なくなるが ， これは卵に柿子

が入り得なくなる 窟であ る。今あ らかじめ等調な 平面食 噂水で媒精 した卯を―度等調な平面食

嚥水で洗い ， MルKCl 液に移 L-， 同液でIf分虚埋 l，てから淡水を移してみると 殆ど 100% に受

精する。 W KOI 液で ]5分虚理すると 卵には全く精子が 入り得なくなるのであ るから午衝食盤

水で媒愉 r，た際精子は既に卯に入つていたいと 考えなくてほこの 結果は説明出来ない。 更に等

調午衝食鰯 水で媒精し; その申に入れておいた 卵の切片を作つて 確めることによりその 中に精

子の八つていることほ― 暦確實 に知ることがてきる。 囮版 I の 5 はM八平衡 食撫水で媒精し ，

同液に18時間入れておいた 卯の切片 F あるが，卵ば未接水 未受精卵と同様に 表居胞が存在l-,

卵核は第二成熟分裂の 中期を示しているが ，精子ほ既に卵E 八つているのが 認められる。 然し

ト時問もたつているに か L わらす締子は 殆どその形態に 愛化が見られす ，星状体も認められな

い。以上の結果から 等調な平衡 食照水の中モ蝶精し ，その中に入れておくと 受精ほ起ちないが，

然し精子 ぼ卵に入つていると 判断してよいと 思う。 ではどうしてサケやマスの 卵ぱ等調な牛衝

食鹿水の申でほ精子が 卵に入つても受精は 起らないのであ ろうか。岡版 I の 5 から判る機に 等

調な午衝食魎 水の中では卵に 精子は入つても 長い間表暦胞が壌 崩せずにみられる ，であるから

等調な午衝食礁 水の申でほ 卯に精子が入つても 全く "受精液。 ほ起らないか，-又は精子の八つ

た期では起つてもそれが 卵の他の部分に 博わることが出来ないか 何れかであ ろう。今乾導法で

媒精 した卵を I ， 5 ， 15, 30分間淡水に入れてから・"。八平衡 食監水に移し ， ―書夜後に調べて

みると第 廿 表に示じた様に― 分淡水に接したものでは 9(@%内外， 5 分接したものでは 95< 内外

の分割している 卵がみられ， 15分以上接したものでは 殆ど 100 必の受精率を 示す。 "前にのべ た
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様に 5 分間淡水に接した 卵でも表掛胞は大方壊崩する故， ir@介以上接 L たものでは完全にそれ

が起つてしまつていると 考えてよく，その 様な卵では等調な 午衝食魎 水中でも殆ど 100 わにそ

の後の受精現象も 進行し分割が 起 る。然しそれ等の 卵でも淡水に入れておいたものと 完全には

同じでなく，淡水中の 卵は 16分割成期に達していた (7) に午衝食娩水に入れてお v@ た卯では 4 分

割球期を示し ， 明らかな 渥延が認められた。 又―分淡水にふれてから 干雨食煉水に戻した不 受

桁卵の申にほ分割ほしていないが 胚盤の呵成り明瞭に 出来ている 卵及胚盤の収敏 の著 :， く悪い

卵が認められ ，等調な午衝良箆 水の中では受精の 諸現象が可成り 蛆 く抑制ぜられることを 示し

ていた。 以卜 のてとから等調な 平衡食燃水で媒精 L ，同被に入れておいた 卯では桁子が入つて

も表歴胞の壊崩が起り得ず 受締田木ないのは ，その際 "受桁波" " 全く起 り得ない窟ではなく  

て，精子。八つた難では 起つてもその 博播が抑制さ ガ L卯の他の部分に 博ノ )ることが出末ないた

めてめると老える 方が妥常であ ると．どうO

以七のべた機に 年調な干衝食鰹 水では研 T はF 時間活刊 l. ， 卯 も反い間受締 フJを保持してい

るに拘らす，その 中で媒精 してL 受精出水ないがこれは 卯に締干が入づても表俺胞ほ堤栴 せす，

従つてその徒の 受精現象も起り 得ない餌であ ることが判つた。

それで女に正常な "受碕波 " が起つて表 俺胞が堆崩 l ，受精が行われる 月には 媒液(O@n 加な

る條件が必要であ るかを調べてみるこ 士にした。貿験としてあ らかじめ "h7干衝食撫 水で媒梢
した卵を M/ ，，                   , M/ 即午衝食撫水及                                                             及び淡水に入

れ， 約 ― 菩夜放置して卵の 分割の有無から 受精率を調べた。 結果ほ第二@@@lに示した 伐に平岡食

案川表鰹水の中では M川 より薄い液に移し

乾準法で媒精L，， 淡ァ尺 で遠理レ亡カ心M,'7 卒衡食たものでは殆ど 100 %,0 受糊'が起 る

  醗小に移しだものL受精率 。     @A ， 及 M/@@ の波でほ 卯は死なた      粘 いが受糀 して分割している 卵は―つ へぴ帥での・ l

vく序理時間・ ;―           5 ラチ           3Jリナ 試 地三訂-@J-l 0 分も見られない L ， ar/, より 濃。液で    ほ卯ほ死んでしまう。 又嚥糖液 に人

 れたものでほ 。Vわより蒲ぃ液 であ る 
移したものは 死んでいた。 M八蕪糖 波の示す 港逐峨 は大体 M/@ 午衛食賄 水の示す 凌遼撫 に相常

するから非電解質の 溶液でほ 宙榊貿 の溶液より遥かに 向い准でも受浦が起る 亡とがwl;Uり ，正常

な受精波が起つて 表歴胞 が壊崩する 窟には，卯が死なない濃度の 範園でほ ， '波の示ず漣-透歴よ

りもむしろイオン 濃度が 亜  ・大な 閥係があ る 桟に思われる。 亡のこと七更に 確めると共にどれほ

どのイオン濃度がこの 際の墳界 濃度であ るかを如 る窟に 「 M八平雨食 照フ kl@to ， 20， ・…‥ 5(Wめに

蒸溜水を加えて 稀めた A紺・の液とM/? 午衝食照 水に ツ  .,@庶納液巴を 10 ， 2山 ・ … -, 50 めに力llたて

稀めた L 細の波に，それぞれM/? 平衝食鰯 水で媒糀 @ た卯 を移して， 約―吾夜放置しその受精

率を調べた」 Mム」 樵階液 は大体 M/@ 干何食盤水上斗 」 い漣透巫 を示すから，E組の波では イオ

それポ   の波の示す 遼掩唖 は皆略，‥ い憤を示している 筈であ る。之ン 濃度は各 液共異なるが，

に反し A液でほイオン濃度は B 収と企く同機 で，その申の。@- 午面食撤水の丘に従うが ，それと

共に溶掻堅 も慶化する。 それ故若し正常な "受精波" の起 るのには媒波のイオン濃度が 支配的 
"□ )  @-蕉糖液は  l―立の淡水に熊縛の @ 九分了を洛榊し，之をMI/l として表はしだ，従って眞 の意味のM/ ， 液と

は幾分娃 なる。
 

C2) 蕪糖， 1/2 互分子を基溜 水に溶かしこl立としだものを緩衝しない塞溜水で薄め。 こ M/3 ぷ としだものです，
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な役割を演するものであ るならぼ， 二@Oの組庶糖液 。 え史
の波での受精 率ほ専 らそれ等の波に 含まれて

いる M/@平衡食輝水の量によ づて左右され，

同じ量の M ル 平面食噂水を含む 液 でほ同じ 機

な受精率を示すべきであ る。 結果ほ第皿表に更
示 した様に両組．の波での卯の受精 率 ほそれに

含まれている 午衝食臓 水の量に比例し ， 且等斉才

 硅 の午衝食魎 水を含む A液と B 液に於ける受

碕率は 殆ど竿 しい。それ故w に精子が入つた

際正常な "受精波" が起り妻 暦胞の壊崩 を起

さ しめ，受精が 行われるためには 媒波の イオ

干

ン 濃度が重要な 閥係があ り，上の實験で受精

卯の見られ始める 70% に十衝食糠水を含む 液

の濃度をそ L 境界濃度とすれ ぼ，それはソ・
 

平衡食鰹水に相常する。従ってサケの 卵でほb ． S 5 。 農度
川平衡 食癖水以下のイオン 濃度の液中でな第二固 bI/? 平衡食轍水で媒精して後，純々の濃度の M

平衡食盤水及熊糖液に移しだ卯の受精率
けれほたとえ 卵に椅子が入つても 正常な受精

は起らない。第皿表  
体腔波の場合も 午衝食盤水の場合受 精 " 率 (ん) 、・ M/7 平衡

 Y 食盛水の妓
 とよく似ており ，体腔液中で，媒精し

A 液 蒸溜水で締めl@場合 
宜妨番垂二二、・    9DおL-  8叱分下 70 お・@"  6ぅ %  @"   50劣

 その中に入れておくならぼ 外観 □卜卵
 

は全然愛 りなく胚盤も形成されない   
が，その儀な卯 を淡水に移すと 正常  
な受精が起 る。   

    
ぴH 結

サケやマスの 人工鵬化方法の 内て最もすぐれたもの L ―つほその受精方法であ り，現在廣く

用いられている 人工受精方法によつて 大然庄卵の際のそれよりもよい 受精率を得ることができ

る (山町，20; EIiiy ({，@ JOnes, '39) 。 これ斗の卵が大然に 産卵される際やそ P 状態 を眞似て考

え出された淡水中で 媒箭 する漁導法によつて， よい受精率を得ることが出来ない 原因は，前-

にのべた通り ，淡水の中では精チほ活機に運動するが ・、 そめ活動期問が 極めて短いことと 卵が

淡水に接すると 極めて速やかに 受箭 プ3を失うことの 2 つに起因する。 それ故この 2 つの原因 を

考慮し，排除することによつてよい 受精率が得られることになる。 精チの活力を便時間保たせ

るには精液を 稀粋せずそのま ふ で温度の低い ，酸素供給の不十分な状態の 下に置くか，年調リ

ンゲル液父ほ体腔液 で稀砕 すれぼ よいことナ，判つている。 精液を 稀澤せす上の様な 服熊 で保つ

ならぽ I～2 日から10 口問近くも精子は 新鮮なものと 壁りなく活力を 有 @，ている(第―表参照)o
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又精液を等調リンゲル 液や体腔液で稀礫 すると淡水で 柿澤 1-た時の 2 ～ 8 倍から数十倍も 長く

精子は活動する (Sh 。。，i"g ， El] 佑必 JTO。。S，山本(喜)) 。 ―方卵の受精 ヵを長く壁 りなく保持

するには親魚から 取り出して水に 繊れすにおくか ，年調リンゲル液か体腔液に入れておくこと

が効果的であ ることが知られている。 この機にしておくと 卵は敷時問から 十数日間 少 L，も受精

カは塗 らない (申野， 野澤，川尻; Eunnatroin; 山本(喜)))。 それ故よい受精方法は 上に迦べた

精子の活方を長く保持出水る 方法と卵の受精力を 愛りなく 保たせる方法の 適営な組合によって

創案されることになる。

Vraski C1877) によつて創案された 乾導法 は前にものべた 様に， 水を含まない 容器に先 づ雌

魚から卵を取出し ，之に稀降しない精液を 加えて，羽毛でよく 撹枠した後，水を 注ぐ方法で，

この方法では 卵も精子も長く 受精カの塗 らない欣熊で先づ両者の緊密な 接燭 を計 り， 次いで精

子が極めて活機に 運動する淡水を 加えて精 チが卵に入り得るように L・ ，それと同時に卵に卍常

な "受精波。 が起り正常な 受精が行われる 機にするのであ り， 光づ卯 と精子の接隅を計つて精

子が卵に入り得やすくする 靭が漁導 法と異つている。 現在 實川に供されている 他の受糀方法に

休腔波の中 ゼ媒精する方法と 竿    調法の改良された 方法があ り， = ジマ子め人工 陥化の際に川い

られよい成績をあ げているが， この 2 づの方法は根本的には 同じ原理に基づいており 乾導法と

は可成り" を異にしている。 山本・時)C@43) " ．メ グヵの卵の受精方法として 創案した等調法 ぽ

年調 り ンゲル液の中で 媒精 L ，そのまL リンゲル液に入れておく 方法であ るが， この方法ほこ

のまして ほサケやマスの 卵の受精には 川いられないが ， 午調 リンゲル液で媒惰 してから淡水に

移す機に改良するなら ぼサケやマスの 卵の受粘 方法としても 非常に 俊れた方法であ る。前にの

べた様にりンゲル 液の中では卵は 良い問受 浦力が愛らないから 粁  子が活動している 問は卵に入

‥ 得ることになるし ， 父 リンゲル波の 申でぼ精子は 淡水の中より 長く活動するから ，淡水の中

で媒伏 l，た場合よりも梢チ i; 卯に入る機含が通かに多くあ り得る誰であ る。然し @Jンゲル液に

入れたま Lでは精子が 卵に入つても正常な "受精液 " ほ生じ得す， その後の受精現象が 起らな

いから， それを淡水に 移さなけれぼたちない。 淡水に移された 卵ほ媒精 じて後い時間リンゲル

液に入れておいたものでも 全く lE 常な受精を行う。 この方法では ， 卵に浦 子が入る 桟にする段

階と卵を川活して 正常な "受糀波 " を生ぜ l.める段階とが 時問的に 劃然と匝別されている 鮎で

両者を同時に 起させる 乾準法の 吟合とほ趣が大分異なる。 卜ctieuring 、 '20) により推偶 された

体腔液の申で 媒精 する方法も大体 [ の竿調法の改良型に 似ているが細部の 貼では異つている。

この方法は休腔波の 中に卵を入れ ，之に梢液を加えて後 少娃の水を注ぎよく 擁伜してから淡水

に移すのであ るが，前にのべた 機に，体腔波の中では，調り ンゲルの場合と 同様に卵ほ長い問

受糊プ]が愛らないし ，精子もその申では良く活動する。 その中で 媒糀すを とリンダル液で媒精

t，た場合と同機に精子が 卵に入り得る機 含は淡水の中で 媒精 した時よりも 活かに多くあ り得る

諜であ る。然しこの際も 粒子 ほ卵二人つてもそのま L では正常な "受糀波 " が起り得すその 後

の受精現象が 援展しない。 であ るから体腔波の 中で媒糊 した" も 淡水に移さなけれぼ 正常な受

精が起らない。 以上の様に体腔 液で媒精し ，それを淡水に梓 -: のであれぼ等調法の改良型と 全

く同じで ．;， るが， Scheurina@ の方法では精液を 加えて後 少苛の水を狂いで 摺非する機になつ C

いる。従つてこの少量の 水を加える程度が 問題で ， 水を加えたことにより 卵に正常な "受精波"

が起り得る程度であ れぼ之は乾準法に近くなるし ， 卯に正常な "受浦波" が起り得ない 程度で 
あれぽZ は等調法の改良型に 近くなる。 従つて此の Scheurine 方法は琳者の中間型とも 云 うべ

き性格を持つて ほいるがむしろ 後者に鹿するものであ ろう。 乱heunn 日の方法で精液を 加えて
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から少号の水を 狂いで捲咋 することは少世の 水を加えることにより 精 f@ほより活溌には運助す
 

るであろうが， 七十L と同時に活動期間も 短くなり， 又卯も賦活・されて精子が入り得なくなり ，

淡水中で 媒精 する滋導法に近くなる 恐れがあ るのであ まり推網出水ない。 むしろ 之は体腔液 又

は等調リンゲル 波の中に 卵亡入れ，之に精液を加えて 掩咋し ， 敗分 [ てから少量の 水を注ぎ合

―度掛伴 してから淡水に 移す様に改めるなら ぼ，体腔液 (叉は等調リンゲル 液： の中で動かな

くなつた浦千七町ぴ活動出水 る 機に [・，卵に精子が入る 機酋を今―度興えることになり― 展よ

い結果が得られる 機になるであ ろう。

以上のべた 3 っ(@ 方法は何れも 優れた方法で 卵 も桁-r・ も健全であ るならぼ殆ど 100 % の受精

従って牡化事業の際 何分 Lの方法 た實川に供するかは 魚、 の踵糾 と現場の率を得ること ヵ出氷る。

状況によつて 決定さ オしることになろう。・等調法の改良型や体膵液媒糀法では乾 導法 よりも糀了 

が卵 に入る機 禽を多くもち得る 紺で勝つているが ，等調法ではL ンゲル液を作る 費円と手数が

いるし，体腔液媒精法でほ必要量だけ 体膵液を遮時 尺手ずることは 魚拉によつては困難であ

る 。 それ故どの 魚極でも， 又何れ O 場所でも普 偏的に用いられる 方法として ぽ乾導法に幾分 歩

があ るのではないかと 思われる。 特に休腔 液が割りに多く 混入する場合にほそれに 卵を入れ精

液を川えて― 度撹伴し， 更に水を加えてから 今―度掩件 するなら ぼ，体腔液媒糊法と乾導法の

組合せとなり 精子が 卵に入る機 牟の咄でも年調法の 改良型や休膵液媒精法に劣らなくなり ， ―

肝効果的な方法となるものと 考える。
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