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This communication describes morphology of the periblast nucleus of the salmon embry0,

0ncorhynchus keta. The results are as follows.

1) The nuclei contained fn the periblast are different aS regards shape and size. Those are spheric,

roundish, oblong and lobed. The largest nuclei are found to be 100, u tn length. From nuclei of

this size down to the smallest one, various kinds of intermediate nuclei can be detected.

2)1 The existence of the nuclear membrane fS indistinct, furthermore no evidence of a nuclear

membrane can b@ observed fn a great number of periblast nuclei. The large and the small

nucleus-1ike bodies are observed aS well as the nucleus of periblast.

3) The complete absence Of mitotic figures is noticed.

魚類の penblast については古くはHertwie (/06) ，最近ではNelsen C'53@) によってその概要を知ること

，しかしながらpeniblast がどのようにして形成され，どんな機能をもつてL・、るのかについては不朗のができる

巾が多く， 概して想像の域を脱していない。

サケ Onr 。杣ynchus ke加の発生に関する研究にほSaito C/50), Mahon 汲び HOar C'56 、) がある。 著者は

まずサケのpenib@ast の構造を微細に観察する目的をもつてこの実験を行つた。ここには主としてperib@ast の

核についてその形態を中心に観察した結果を報告する。

材料及び方法

l956 年千歳川のサケ O ・ 杜ぬの卵を人工受情の後実験室の流水中で職イ とさせた。卵は固定．パラフ イン切片

とした。固定波及ぴ染色法は次の通りである。

l． ROnin 尺液固定，へマトギシリン・エオシン染色。

2  浜崎比の石炭酸フ クシンコード法 くこの方法をKFJ 法と略称する)。 方法の詳細は浜崎 CW52) によつて報

古されている。この実験ではA 固定液， D 固定液を用いた。

3  浜崎氏の固定法によりながらFeulsen 反応を併用した。
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果結

Saito C50), Mahon 及び HOar C/56) は peniblast に核が現れるのはhlastula の時期であると報古して

いる。又薯老が行つた実験仁 おいて心peniblast に核が認められるよヨ になるのはblastula 期であつた。従つ

てここではhlastula 期以後のperiblast についてその核の形腹変化について述べる。

l． blastula 期

b@astu@a 初期にはまだsegmentation cavity Csubgerminalcavity; は現れていない。核は球形文は惰円

体で，球形の核の人ぎさは約l8 ハである。 稀に30 川にまで及ぷ巨大核もあ るが，このよ5な核は分葉形になり

―定した形をもたない傾向にある。 核の内部構造は一般の細m包咳 と変り ； ;t@いようであるが，核膜については著

しい違いが認められた。@n ち 核の―部又は全周にわたつて核膜の存在を認められない場台が多く，核膜がないと

思われる部分では内部の核質がperiblast の基礎構造二つわなつているよ三にみえる。前述の核全間にわたつ

て核膜の存在を認めわれなL・ 、 ような咳では正常の核にくらべて好塩基性が弱い。 核は peniblast の周縁部に多く

中央部二少く 中央部の核は．扁平なものが多いCFie ・の 。

blastula 後期でほD3niblast の咳ぼやはり中央部に少く周縁部二多い。 核は初期より若十人きくなつてを

り ，巨大なものでは40ti に及ぶ。 核の形は不規則になる傾勺 が強く分葉低v> ものが多くなつてし、る 。 核膜の状

態は初期と同様である，この時期に稀二卵黄粒と密清している核があるが， こ o@核の卵黄粒に接する部分には核

膜はみとめられない。

2. eastrula 期

概して hlastnla の時期と同まであるが，この時期二@t@p3niblast ff@核と胚組織及ぴ卵黄粒との関係が深めら

れる。即ち核の―部が胚紐織内に突出しているもの，核の―部でその核質が胚組織細胞の細胞質と混合している

もの，卵黄粒と密苗し核質が卵黄表面二融合しているもの等が認められた。又 peniblast 中火部に長き l00 仕 厚

さ 5p に及ぶ長人な核を認めた，核膜の状態は Iilastula の時期と同様である。 CFig.8)o

 
                                                                                    蒐畔

  ,@ ・・ '"""'・・*@@ 二，，""二@@ -""" ;ナ"・"J寸@@.@@@ 、" ―ひぶ三t毛卜@t二寒""" 。・セ"..@.-@""・."・  

@
   
 
    

YG                                      

 

     ，:;:・券;  錫鰯%。。麹鰯轡・・・ 、・--・                                                                                       PN                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Text-fig. 1. Diagrammatic representation of several typ3S of periblast nuclei. One 0f those

combined with ths yolk globule. PN : periblast nucleus, YG : yolk globule.

3 ． Kup ばier'svesicle fi現れる胚期

核は胚の尾部二多く33uXl8it の人形のものが多いが，―方2n-5ttC@ 核様小体が胚甜織と peniblast ff:)境

界，み。tLた。核様小休は5U 内外の川 ロ状 休の内部に0 ・ 2-0 ． 5ハの好塩某性の媚粒を2乃至数箇含んで L@ る ，

periblast が胚別織と厘絹する部分「，peniblast 咳がその―部で核質と胚組織の細胞質とa@@混亡を起し， 更

にその部分，こ 2乃至3ケの小咳が埋つている像が認められた。父胚組織と接伯蜀する部分で卵黄粒に蓮いかぶさつ

たクロマデン棟額粒の群の中に小咳が2 ， 3或はl0 数箇包まれているのがみられた。原口背唇では核膜の存在を

認められない巨人な periblaSt の核と核様小休とが密苗しな； ;ら胚租織に接じているのが観察でぎたCFig ． 9) 。

4 ． 眼胞が現れる噴から原口がとじる迄
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瞑胞が現れる頃の胚の尾部，原口背唇に近く著しいperiblaSt の 咳の群が見られる(ng ，口)。 核の形は全く

不定で，胚の組織細胞に接し ―部では胚細胞と periblaSt の核とが混合しているよ三に見られるところがあ

る 。 街黄卵粒に密清したpenIblast の核の―部小伸長し胚の組織中に侵人し-C@ 、 る場合心あつた CFig ． l0) 。 又

肝臓原基の部分にも胚組織細胞と pe 「 ib@aStの核との緊密な接隅が認められたCFig ・ 3， 4) 。 胚組織とp巳 riblRSt

の核との関係の他，この時期には核様小体と胚租織との関係が緊留で，各所にpenlblast の 咳懐小体と胚粗織と

の接魍が認められたCFig.l2)o

三五a口結

以上の結果からperibIaSt の核の形態的特徴として三つの点を指摘することがでぎる。

l． 形と人ぎさ
核の形二は球形，惰円形， 紡錘形及び分葉形がある。 これらの形は従来periblaSt 二有糸分裂像がないことか

ら無糸分裂による像であると考えられてぎた。次にperiblaSt の核は大ぎさにおL・、て胚の細胞核と比妓にだらな

いほど大きいことほ重要な特徴としてよいと考えられる。中・均して 4O-50@@"G あ るが， 人ぎL・、のは l00 ハに達

する。このように巨大な核は胚の細胞核には全く見ることがでぎない。

2． 核膜の性質
核膜ほ細胞質と核との問に明瞭な境界として区別されるものであるが， このことはpSniblast の核につL・、ては

部分的にしかあてはまらないと思われる。勿詞完全な核膜をもつた核もあるが核膜の存在を認められない核が多

数あることは注目に値する。先に Mahon 及び HOar C'56 、) はこの現象を核の崩壊現象とみてL・、 る 。 しかしこ

の periblast の核の崩壊現象はpentblast に核が現れる吋期二す@r@ニ認め@oれる。もし psrib@ast で核が増殖

して行く性質のものならば， peniblast の核の出現の初期・こすで 二崩壊現象を示すことはオ盾した現象である。

3． 核 の 増 殖

一般にperiblast ではその核が増殖するものと考えら才 している。 サケのpenib@ast では有糸分裂像がみられな

いのが昔涌であるから，もし核増殖が行われるとすれば有糸分裂以外の方法によら7C げればたわない。MVMfahnn

及び HOar (，'56) は peniblast におげる核の増殖は掘糸分裂によると考えている。しかしながらどんな過程によ

って periblast の咳が舶糸分製を行つているのかは不明である。

筆者はこの点を解明する基礎資料として先ず形態変化及びその核の構造の観察二市点をおいた。この研究をす

すめるにあたり倒指導いただいた北木市川純彦教授に喋く感謝すると共に北海道鮭鱒砥イ賜の厚意，ご対し謝意を

表する。
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 Oncorhynchus keta (Walbaum) @ Periblast Nucleus.  

Abbreviations

PN : psriblast nucleusKN : entoderm

SNB : small nucleus-1ike bodyEP : epidermis

SOP : somatiopleureET : embryo tissue

SP : splanchnopleureLD : liver diverticulum

YG : yolk globuleNB : nucleus-1ike body
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Explanation Of figures

Figs. 1-6. The preparations were fixed fn Hamazaki's fluid, embedded in paraffin,

and treated with Feulgen's reaction.

1. Two periblast nuclei, oneof which is lacking the nuclear membrane at the uppsr part. x 600  

2. A pariblast nucleus and two nucleus-1ike bodies. Feulgen's reaction is negative fn the nucleus-1-

ike bodies, x 600.

3. Three typss of pariblast nuclei. NOte the periblast nucleus at right side. x 600.

4. LObed periblast nucleus relating with liver diverticulum. x 600.

5. Periblast nucleus of which nuclear membrane fS indistinct, x 600.

6. Periblast nucleus of which nuclear membrane is indistinct. NOte yolk globule, much resembles

to periblast nucleus, x 1500.

Figs. ?-12. The preparations were fixed Ln BOuin's fluid, embedded rn paraffin,

and stained with hematoxylin-eosin. x 600.

7. Periblast nuclei fn the dorsal lip region. Later blastula stage. 4 days, lloC.

8. Two psriblast nuclei relating with embryo tissues are noticed. Chromatin-1ike granules are

indicated by arrow. 6 days. lloC.

9. Showing enlarged periblast nuclei and small nucleus-1ike body combined with the former. 8

days. lloC.

10. One of the psriblast nuclei Of which uppar part enters into the tissue of embry0, ts combined

with the yolk globule.

11. Transverse section of 9 days embryo through dorsal lip region t0 illustrate the relations of

embryo tissue, periblast nuclei and yolk globules.

12. Transverse section of 9 days embryo through anterior gut region. NOte many small nucleuslike

bodies in the supsrior region Of psriblast.
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