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The purpose of this communication is to show minute details of the various appearances of the

periblast structure tn salmon embry0, Oncorhynchus keta CWalbaum). Hamazaki's carbolic fuchsin-

iodine procedure for deoxyribose-nucleotides fS mainly employed fn this study.

The results are as follows. 1) The structure of basic protoplasm ;s granular and fibrous. 2) The

yolk globules are complex nature with ketoenol substances and ketoenol lipoides. 3) The vacuoles

secreting ・ ketoenol substance are noticed. 4') The common and the small nucleus-1ike bodies are

Observed as well aS the nuclei of periblast. 53 The pigment granules, ketoenol substance granules

and ketoeno1-1ipoid substance granules are noticed.

胚発生中における諸変化については多くの研究;こよつて次第に明らかにされてぎた。これらは形態学的研究か

ら生:@巳学的研究，こいたる士で緊密な連緊の下に進められなげればたわない。電子顕微鏡による最五の細胞組織巾

微細構造に関する研究は従来の細胞組織学と生化学・細胞化学との結びつぎに多くの成果を挙げている。著者は

背屈光学顕微鏡二 よりながらも極く小さな細胞の構造に留意し，あわせて細胞・ 化学的方法を行い，すケの胚発生

な観察した。ここに述べるのは胚発生中黄卵に直接二接しながら卵黄と胚との間二介在するpenib@ast の構造で

あ り， 特仁 psniblast の基礎構造と核坦州の構造物及び 有形休仁ついてである。

研究にあたり倒指導いただいた，北大市川純葎教授二深謝すると共に，材料の提供に便宜を計られた北海道鮭

鱒隅イ 隅に 苅し感謝の意を表する。

材料及び方法

ノヒ海道千歳w の サケ Onr ・ oi，ゆmrhufs 位ta CWalbaum)) の 卵を人工受精後実験室内の流水約 H 。 C で飼育し

た。初期肥胚から原口がとじる唄迄を永久プレバラートの帝姐織 切片で観察した。固定及び染色の方法は次の通り

である。

@． BOuin 氏液固定，へマトキシリン・ェオシン染色

2" 浜崎氏の石炭酸フ クシンヨード法 (これをKF.r 法と略称する)。

A 固定液 :壷クロム酸；リ2・ 5K ，硫酸ソーダl a ， 氷硝酸ftCC ． 水 l00CC.

D 固定液 :A 固定液に昇永3 Rを加えたもの。3f 時間固定，水洗l2 時間，パラフ イン切片，石炭酸フ クシン
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液ci0% 塊速性フ クシン純アルコール溶液lcc, 3% 石炭酸水 l9cc) で l時間染色。水洗5分， l% 塩酸水で

l0 分間分別，3分水洗，Lueol 比液に30 分浸漬。 l% チオ硫酸ソーダで5分漂白，ごく短時間水洗，その後へ

マ トキシリンで核染色を行つた心の七あつた。脱水。バルサム封入。

3・ 浜崎氏の固定法によりながらreuleen レ旧を併用した。

果結

l・ peniblast の基礎構造

ここに言ラ 基礎構造とは， psniblast の咳ならぴに核と共に存在する構造物や有形休以外の peniblast の構造

のことで，peniblast を□つの多核細胞と考えるならばpeniblast の基礎構造はその細胞質に札当する。卵割の

初期二は胚盤の下層部の制球の細胞質は卵黄表血まで拡がつており， この傾向は胚盤周辺部下層の割球に著し

し ・、。 したがってpeniblast は周縁部に現れ始め，次弟に中央部に及ぷ。 胞胚後期には胚盤直下の部分に中央部

peniblast，その周縁に周縁部 peniblast が形成されている。周縁部 penib@aSt は発生後期には卵黄表層部を広

KESVPN

 
UB

Text-fig. 1. Diagrammatic representation of the periblast  

KESV : vacuole secreting ketoenol substance,

NB : nucleus-1ike body, PG : pigment granule,

PN : periblast nucleus, SNB : small nucleus-1ike

body, UB : unknown body, YG : yolk globule.
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い 範囲にわたつてしめている。peniblast の基礎構造は発生初期も後期も形態の上でほ殆ど違いはないが， 胞胚

期あたりから好塩基性が強く，胚細胞の細胞質との相違がほ

つぎりしてくる。
 

この基礎構造は微L襯粒をと七なつた網状あるいは複雑し
CG

た繊維構造である。 この構造は卵黄と連続しており，卵黄に

近い部分では繊維構造が微小穎粒構造となり，次第に穎粒の 
大ぎさを増しなヵ ;ら遂には卵黄粒と区別しがたくなる。―般

 
 

的に言つて卵の表層部iC]E@@ 、処では繊維性網状構造で下層部

になるにしたがって怒粒状の構造となる。CText 山 g・ l， )。
工 

 2． 卵 黄 粒

この卵黄粒はその大ぎさ約 5p から40 がである。 これより  
 
 

だ。へマトキシリン，エオシン染色によると三つの染まり方 
がみられる。すなわちエオシンによく染まるもの， エオシン

にもへマ トキシリンにも染まらたいもの， うすくべてトキシ
2                                           -.     ..<.             

Text-fi9. 2. Diagrammatic representation
リンに英まるものとである o しかし卵黄粒によつては部分的

of the yolk globule. CG: chromatin-1ike
にこれらの三つの染まり方が混合している場台がある。granules, YG : yolk globule, 

l・ YOlkglobuleassociatedwithchromatin ー 石炭酸フ クシンヨード法によると，これら卵黄粒の多くは
like granules.  

ケトオノール物質とケト @_ ノール類脂質とのモザイク的染主
2． COmpleXStructureofyolkgl0buI ， CKFJ

り方をする。すなわちケトエノール物質とケトーr ノール類脂procedure)  

質からなる内部構造をもつた複雑な構造物であると言える。(TText-fig・ 2， Fie.4Jo

3 ． ケトォノール物質分泌胞

これは背涌 40 パ 内外の液胞で内にケトェノール物質を入れ  
 ゅ分4@        

ており，適時penblast 外にその内容物が放出されるよ5 に み

"'--, KEG
えるO この放出。 される内容牧が核酸性物質で方， ることは明かで

 
方，るが詳細な性質は今後の研究にまちたい。街この内容 物は   
BOHin 固定，へマトキシリン・エオシン染色では認めもれな

 し @。 CFig ． l， 2， 3) 。   4． 核様体と核様小体

核様休は六ぎさ@／十サぼ 卵黄粒ゃpeniblast の核と等しいが染

@ "'-@w     色性と構造は後者等と違つている。へマトギシリン・オオシン

   染色では認めがたい。石炭酸フ クシンヨード法によると卵黄

粒と似た染まり方を-するが卵黄粒のような強い染色性は示さな ，" 曾、がい。内部構造はpeniblast の核に似ており，網状或は微小糊粒
  SNB状である oFeulgen 反応にば険性である。 核様小休ぼ2iパから

 @<L  5 が 程度のもので中に0・ 2-0 ・ 5 ノの好塩基性の小粒を2乃至

数筒含んでいる。(TeXt 十g・ 3， F ほ ・ 5， 6) 。

5 ． ケ卜 ユーノール 頼粒及びケトォノール類脂質穎粒

約0． 2-0 ・ 5V の輝粒が主で，これらの穎粒は penIblast に

  広くかつ多数分布しており， '測奇氏のD固定波の場台にとくに

多く現れる。しかしこの場台の穎粒は若干人ぎい。 穎粒が六ぎ Te ぬ・ f;9 ・ 3 ・ Dtagrammatic repreSentation
Of ketoenol granules CKEG), small

nucleus-1ike bodies CSNB) and unknown
くなるに従つてケ卜オノール穎粒とケトエノール類脂質頼粒の

区別はしがたくなる。尚卵黄頼粒 C5 パ 以下) は―般に両様の bodies CUB))  
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染色性を示し ケトォノ- ル照粒とケトオーノール 類脂質穎粒の複合したもののよ5に見える。へマトキシリン，

エオシン染色ではこ十 しわの区別はできたL  が， 時に卵黄粒に附着してクロマチン様穎粒が認めわ才 しる 。 二のクロ

マチン様頼粒は屯U'述のケ卜_]_ノール物質とケトエノール類脂質の両性をもつた朋粒と考えられる。CF 忙 ． 7， 8及

び Text-fif． 3参WD

6 ． 色 素 頗 粒

色素穎粒は石炭酸フ クシンヨード法では黄褐色であり， BOuin 岡定へマ トキシリン・ェオシン染色では黒褐

色である。甘通小群をつくりその申に7・ 5@u ぐらいの空胞をともなうことが多い。色素頼粒の他現在不明の有形

体として二種額が区別される。その―つは空胞の中に小体のあるもので他の―つは核様の細い繊維性構造のもの

である。

察考

penblast の構造をかなり詳細に述べたものにKlein C@876) の 報古がある。 彼は 寸肋。 九ガO で観察して

いるが，早くからperiblaSt の構造に特別の注意をはらつていたことは注目に憤する。このような報告がその後

見られないのは意外に思われる。すなわち従来の報昔の殆ど； ;胚の細胞紐織やperiblast の咳の起原に関するも

のであり， periblast の微細構造についての知見は見あたらない。

K@ein Cl876J は periblast に核様体 (nucleus ，1ike bodies; を認めそ幻重要性を指摘し ， 又胚 下部の

p江ibIaSt が特に繊維性構造であることを述べたが，著者の結果も同―であつた。

Mahon 及ぴ HOar C/56) は OW 。「 んツ %CMs 位加の periblaSt 或は胚盤に空胞があることを見"乙し、 るが，

これは著者のみたケ卜エノール物質分泌胞に相当するものでわないかと考える。柄崎 C，57) はイモリ T ，，ffM ，M5

タヅ，・ぬA0*/ で電子顕微鏡二よりその胚細胞の微細構造を観察L。 卵黄粒を細胞の栄養的貯蔵物質として考え

ることを改め， 新構造の出現二能重?的役割を果し得るものと考えよ5 としている" サケのperIbIaSt におげる卵

黄粒の構造の複雑なこと，石炭酸プ クジンヨード法により核酸性と類脂質性の両様の性質をもっていること； ， F，

わかるよ5に，卵黄粒に対する;蔑義の再検詞が望まれる。

" こヮ )i実験観察が背涌光学顕微鏡によりながらもperiblast の 徴側な構造をつかみえたことは浜崎CW52) の石炭

酸プ クシンヨード法を用いたことに依ると考えられる。この方法は核外 DNA 及ぴ DNA 関連物質の染色にす

ぐれている二とを杉野及び岡崎C'57) も指摘している。
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Explanation Of figures

1. Latsr segmentation stage. Vaculoes secreting ketoenol substance CKESV) are notcied under

the blastodisc. Nuclei Of the blastomeres are not stained (KFJ procedure), x 150.

2. Median sagittal section through a blastoderm 0f the germ ring stage. NOte vacuole secreting
ketoenol substance CKE3V) @n the central periblast CKFJ procedure). EP: epiblast, OG: oil gl0-
bule. x 150.

3. Periblast nucleus CPN) and vacuole secreting ketoenol substance (KESV) CFeulgenreaction with

Hamazaki's fixative), x 600.

4. A comparison between yolk globule CYG) and periblast nucleus CPN). NOte granular and fibrous

structure of basic protoplasm of the psriblast CFeulgen reaction with Hamazaki's fixative), x 1500.

5-6. Two kinds of small nucleus-1ike bodies, x 600  
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7. Section through somewhat anterior to the dorsal lip of blastopore. The optic cups are deve-

1oped at this stage ; 9 days, lloC. NOte granular and fibrous structure of periblast. ET : embryo

tissue, OG : oil globule, PN : periblast nucleus, YG : yolk globule, x 600.
8. YOlk globule fn the part next to the embryo tissue. NOte chromatin-1ike granules and three

nuclei associated with the yolk globule. YG : yolk globule, x 600.
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