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賦活された 鮭未受精卵 胚酷 の形態愛化にっいて
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On the Change 0f Shape tn the Blastodisc Of the unfertilized Egg of

DOg-salmon, Oncorhynchus keta (Walbaum) activated by Water

By
Shun S. OKADA

(Faculty of Agriculture, HOkkaido University)

When activated with water, the blastodisc of the unfertilized egg Of dog-salmon performs a certain

change of shape which is entirely similar in appearance with that Of a fertilized egg until near the end

Of blastula stage.

Before the immersion into water, the blastodisc of an unfertilized egg spreads thinly and widely over

the animal pole Of the egg (Fig. 1.).

When fertilized or activated with water, the blastodisc begins to condense gradually. In the fertilized

One the first cleavage appears after about nine hours Cwater temperature 9-12oC_), but until this stage

one can hardly distinguish ;t from the unfertilized one (Fig- 2-4., a and b fn each figure show the fer-

tilized and unfertilized blastodiscs respectively).

In the fertilized egg the cleavage fs going 0n and the blastodisc is rising up from the yolk grabually

until ft reaches to the blastula stage with typical round shape at about fouty-two hours after fertilization.

Naturally the cleavage does not occur fn the blastodisc of the unfertilized egg, though entirely similar

change of shape of the blastodisc appears side by side with the fertilized one (Fig. 5-10.).

Then the blastodisc 0f the fertilized one begins [o flatten gradually and gastrula stage occurs at about

seven days after fertilization. AL this time, the flattenning of blastodisc occurs also fn the unfertilized one,

but @n this case the protoplasm of the blastodisc disperses and degenerates gradually, oi1-drops invading

from underlying yolk after about seven days (Fig. 11-15.) 

  
 緒

卵子が受精されるとやがて卵割(Cleavqge)が始まるが，之に先だつてそれまで静止状態にあつた卵子に生理

的形態的変十は ;起る。之を卵子が賦活(Activate) されたと称するが，形態的変化としては表層窩胞 (COrtica@

alveoli) の崩壊，卵膜の紅挙， 胚盤の集積等が観察されている。この賦活現象は艮精によつて生起さ才しることは

勿諭であるが， 又その他の人工的方法によつても起り得ることは極人の例で知られていることで，さけ・ます類

の卵子では未受精卵を単に淡水中に浸漬するだげで受精卵同様に胚盤の集積を起すことはBehrenS (l898二が虹

鱒で CTrut[a 而d切)， RunnStr6m (l920) が Sa@mo 臼lV。linu ，で指摘して居り， 又山本百―郎 (@ ワ 46 ， lヮ 47

i948 ， l950) は鮭 COncorhynChuSketa) で胚盤の葉演の外，表層窩胞の崩嬢，卵膜の紅羊，隔膜 CSCh 由 de

wand 、) の形成等をも観察している。

著者は偶人淡水に浸漬することによつて賦活された鮭 二 0. keta) の未受精卯の胚盤が， 単に集桟肥厚を起す

だけでなく，卵宰 にぞ起さないが， 或る時川まで，受精卯の胚盤が示す外貌の互什と平行して，之と極めて相似

の経過を辿ることを観察しだので，その事夫を記械すると共に之に苅L" こ― つの考牢なれ4 」。

本文に先だち札人農乍部大飼哲大教授，同低温科学研究所古木M 教授の倒示教を深謝する。
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察観

鮭の 戊熱雌より採卯した卵子を2分し ―半は未受精のすk， 他干は人工哩精を施した後9-l2 。 C の流水中@こ

飼育，随時両者から若干粒宛を採つてBOuin @-液て固定し， 後に卵膜を除去して胚盤を此鮫観察した。

未受精末吸水の卵子には既に二極分化が現われているが， 胚盤原形質はまだ広く薄く動物極上に拡がつて居 り

その直径は大体3mm 内外ある (Fig ・ l) 。

然し賦活されると時間の経過にっれ， 堂悟卵に於ても未良精卵に於ても次第に原形質の収飲が起り ， @時間後

既にその徴候が見られ CFig ・ 2a， 2b) ， 5 時間後@こは可成り明瞭な肛盤を形成し巳肥厚して文ている CFg ・ 3a ，

3b) 。

9時間後には胚盤の集不創巴ほ は史に顕著となつて直径@・ 5mm 内外となり，受精卵では第 @分割を始めかけてい

る二Fie. 4a,4b))。 この時期まで受精卵及び未受精卵の胚盤は，外観止区刀 Kの出来ない形態の斐イヒを平行して 成し

遂@ずる。

共いで受精卵は9-im 時問にかげて2細胞卵， l3-5 時問にかけて4細抱卯， @6-l9時間にかけて8細胞卵，

20-2y 時問にかけてl6細胞卵， 24時間前後には柔笑胚 CMOrula・) W となり，この間去第に胚盤が盛り上つて来

るが，末畏精卵に於ても之と平行して吹第に胚盤が盛り上り24時間前後には葮頭状になるCFig ・ 5・― 9.)>。

l 日 l8時間後には受精卵は胞胚 CB@astula) の初期を示し典型的な鰻頭状を呈するが，未受精卵もこの時期に

最も典型的な鰻頭状を示し， 大さは最も緊縮した状態に達して直径lrnin 内外となる。CFie. @Oa, l0b)i-

2 日 6 時間以後胞胚は共第に偏平化の傲候を現わし，面積を増大しつL 5 日間前後で完全に偏平な 胞胚とな

る。 未受精卵の胚盤も之と平行して偏平化を始め，戸佳も梢増大するが受精卵の胚盤にはヰばないCFigH-l4)。
約ア口問前後で受精卵は原腸胚 CGas仕iula ．1期に人り狂盤は益人 払人してゆくが， 未受精卵ではその頃から胚

盤の中に油球群が浸人して来て胚盤原形質は玄第に分散崩壊してゆく。CF@g ・ l5a ・ @5 ・b) 。

察考

以上述べた如く ，淡水中に浸清することによつて賦活された人安精卵の胚盤が，卯宙にそ起さないが， 或る時

期まで，受精卵の胚盤が示す外貌の変イ とと平行して，才に極めて相似の経過を辿るという奇妙な事突は，如何に

説明されるべぎであろうか，乏について―つの考察を試みだ。

山木喜―m 博上の研究によると， 鮭の未受精卵を淡水中に浸漬すると既に述べた賦活現象が容易に生起される

が，平衡食塊水 Cb ・ S ・ S ・ ) 中に浸漬するとその濃度が高くなるに従つて賦活されにくLなり % b・ S・ S・ 附近で

は全く賦活が現われないCこの濃度の示す彦透圧は恰も卵子の夫に略等しいo)受精に際してもこの濃度の平衡食

ナ梓氷巾 では，精子も活溌に運動し卵子の受精首邑 ノ Jも長く保持ざれ， 且媒精によつて精子は確かに卵子の中に進入

しているにも知らザ，卵子は全く賦活されず従って発生も進行しないが，濃度が低くなるに従って賦活されるも

のが多くなり，淡水申では最も賦活され易 く 殆どl00% が正常な発生を遂げることを発見した。之によつて受精

卵の発生は，未受精卵が賦活さ九易い様な条件の姥液の中で，はじめて誘起されると結論している。

この研究は日下の課題に対して或る暗示を提供している様に思われる。淡水中で未受精卵の胚盤は既に述べた

様な外貌の変化を行 二 。 受精現象も淡水中では完遂されてやがて卵割が起り― 迎の形態的空イLを 辿るが，それは

未受惰卵が賦活された時瑚わす―迎の胚盤の形に誘導されて起るのではないか。即も未受精卵の現わす胚盤の形

が塑像の役割を演じて，その中に受動的に卵割が進行してゆくのではあるまいか。斯様に考へれば受精卵と未受

精卵の胎盤が時間的に全く斗行L・て相似の形態的要化を遂げる理由が比較的容易に説明される。

然らば賦活された未受精卵の胚盤が，如何なる機構によって以上の如ぎ―連の形態的変化を遂げるのかという

問題になると現在全く説明することヵ ;w@来ない。
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Fig. @ 

Fig. @B  

Fi?. 3b, Fig. 2h

Fig. 7a  Fig. 6a. Fig. 5a  Fig. 4a. 

Fig. 7b  Fig. 6h  Fig. 5b. Fig. 4b. 

鮭 の 受 精 9D & び 未 受 精 卵 の 胚 盤 山

C各区のa は受精卵，b は未受桔卯 xl2)

FIR ・ @・ 未受精末接水， Fig ・ 2 ・ 受絹或は接水後l時間，Fig ・ 3 ・ 5時間

Fie ・ 4 ・ 9叶川， Fig ・ 5 ・ L 時問， F屯 ・ 6 ・ l5時間， F屯 ・ ?. l9時間

t3  
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Fig. I@ a F汝 ． l0a        9a  Fig.  8a  

 Fig.            9b. Fig. 8b,

Fg. 15aFig. 14a  Fis.  133. Fig.  12a. 

Fig. 15b  Fig. 14h  Fig. 13b.Fig. 12b. 

鮭 の 受 精 @B & び 未 受 精 卵 の 胚 盛 (2l

C前頁より続く，xl2 但しF吃 ・ l5a のみxl0)

Fie ・ 8 ・ 3l 時間， F屯 ・ 9・ 24時間， F屯 ・ l0. @ nl8 山間， Fig. 11. 2 H6 時間，

F@e ・ 日・ 2HlS 侍問， Fie. @3 ・ 3 口 6時間，Pig. l4 ・ 4 日 0む間， F@g. l5 ． アロ 0 時間
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