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This is a preliminary report 0n the morphological nature Of the blastoderm and the vacuoles sec  

reting ketoenol substance during the early development Of the salmon egg, Oncorhynchus keta. Addi'  

ng t0 this, some considerations are made On the relation Of the blastoderm and vacuoles secreting

ketoenol substance.

The preparations were made mainly by means Of Hamazaki's carbolic fuchsin - iodine procedure

for deoxyrihose-nucleotides (KFJ method).

The specimens examined in this study are those at the following six stages : unfertilized and not

in water, unfertilized and in water, fertilized and not in water, fertilized and rn water, 8-cell stage

and later segmentation stage.

The vacuoles secreting ketoenol substance are found 0n Or fn the cortical layer Of eggs except

unfertilized and not in water one and the vacuoles are also found in the blastoderm. The content of

the vacuole is considered b0 b@ coloidal substance.

Numerous granulus materials are found ;n the perivitelline space Of blastoderm periphery. Such

materials are considered to be secreted from the vacuoles.

The surface Of the blastomere ;s irregular in shape and indistinctly outlined at some parts where

it adheres L0 the granulus materials existed in the perivitelline space.

Among the blastomeres 0f the blastoderm, considerable number 0f amoeboid cells are also recog-

nized.

tn conclusion, it is considered that the blastoderm ls in close relation with whole egg substance

not only internally in itself but also externally at its surface.

著者 757) はサケ (Oncor ぬタ nchus keta) の発十を浜崎の石炭酸ヨードフク シリ法 CKFJ 法) によって観察

した結果新らしい分泌胞を発見し，これをケトェノール分泌抱と呼んだ。この分泌胞は KFT 法によつて持に明

瞭に認められるものであつて，今迄見出されなかつたのは主として他の固定・染色法によつては保存及び染色が
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難しいからであろうと考えられる。この分泌担が或は固定・染色による人為的なものではある土いかとの疑問も

持たれるが，この紅問を解く方法として次のことが考えられる。即ちこの分泌胆が発生の過程に何等かの役割を

果していると考えられる形態'学上の知見が得られるかどうかといつことと， 種々の固定・染色に対してどのよう

に異つた反応を示すのか，或はこの分泌抱の組織化学的組成はどうかを検討することである。

此処に報告する内溶は主としてこの分泌胞が発生の過程になんらかの役割を果し得るものかどうかを形態学的

に検討した結果である。

研究にあたり倒指導いただいだ，北大市川純彦教授@こ 深く感謝すると共に，材料の提供に便宜をS@ られた北海

迫鮭焔汚化場に対し感謝の意を去する。

材料及び方法

観察した発生段階@ま次の6段階である。

4．受精後接水卵3 ．未受情接水卵2．愛情未按水卵I ． 未 受精卵   
固定には浜崎のA 固定液を用い，染色は石炭酸ヨードフク シリ法で行つた。

果結

未受精末接水の卵の原形質を見るとケトェノール分泌胞 (以下分泌胞と略す) と認められるものは見出されな

い 。 これは親察した材料の下足によるものか， 又固定後卵膜を取り去る時に欠われるのか不明である。 処が未受

精卵で心水に人れたものでは原形質は動物極を中心に集り，分泌胞の存在を確認でぎる。この分泌抱の分布は殆

ど動物半球去層部に限られ，大ぎさはl8ハー 45p で―定していない。概して胚盤にあるものは小さく， 胚盤周縁

部のものは人きい，形は大体球形であるが不定形のもの七相当ある。 分泌胞の内容物は= 紫色に染まり，内部に

充満している坊合もす，れば，充満しておらず間隙がある七の，又中空で分泌抱の内壁に位状のものが附着してい

る場合もあり―定していない。分泌血の内容物亡形態上かも想像するとコロイド状のものであろうと考えもれ

る。 分泌担は受精した卵であれば水に接しない七のでも見られるが， 接水の卵にくらべれば少いように考えられ

る。 勿諭受惰復水に人れた卵では，この分洲泡は顕著である，

次に8馴,@a期には連続切片の写真 CFies ・ l― 6) に示すように著しい変化が認められた。即ちこの時期では分

泌胞の外に囲卵肝に大小多数の粗肋がある。 この穎位の大ぎさは全く不定で，小きな穎片が集って群をつくって

いるよヨ にみえたり，大ぎな穎粒の周りにむらがつていたりしている。又穎粒の染まり方も―正していない。例

えば，殆ど染まらないが，光の屈折によって見られるもの， うすく染まっている七の， 又濃く染まっているもの

等である。 色は大体紫色から赤色である。

分泌抱は胚盤と胚盤周縁部とにあるが， 肚盤では割比の周辺と共に割球内部に七ある。 又周縁部にある分泌抱

は卵表層の原形質中に，或は卵表面に突出して見出される。突出したものでは，その中谷竹は囲卵腔に出され，

小さな穎位に変化していると老えられるものが多数ある (Fies ・ 5 ， 6) 。 又割球の近くの卵去に突出した分泌抱

の分泌紡が割球の表山に円若しているものも塵 見々受けりれたCF 巾 ・ ?)0

―方割球の性状持に割球の表面の状況を計細に観察した結果，興味ある現象が認められた。即ち割球の表面は

―燥なものでなく極めて変化に富んだものであることが明らかになつた。例えばFiR ・ 5 に児られるように割球

の表面はある 処では明瞭な境界によって川卵腔からE8i され，表面も平であるが，他のある割球表面のおる部分

は凸凹がはげしく，あたかム原形留膜の存花を疑5 ょつな部分も見出される。このような部分はFies ． 8-l0 に

更によく現れている。この部分を更によく観察すると，前述した囲卵腔の特に胚盤周縁に分布する瀬粒が附着し

ているのが月られる" そしてこの現象は特に周辺部にある割球に著しい。F叱 ・ @ は胚酷の端にある割妹の切片

でもり，FiR ・ 6 は 胚盤申央の断面であるが，この両方を比較すると端にある割球に囲卵腔の穎粒が多く附若す

ることが想像される。しかし肛盤頂上部でも凄々上述の如ぎ関係が認められる(Fig. l0) 0

次に卵割後期のものを見ると前述の8細胞期に見る様な囲卵腔の多数の頼他は認めにくい。しかし胚盤の割球

の性状を吟味して見ると前述と同様の形態像が得られる。特に周辺部をつくつている割球ではその表血が明瞭で

。0
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ない七のが数多く九る。Fig・いに示されているよ三に，その表面に分泌胞の内容物と考えられる物質が附着

しているのが見出された。更に又胚轄内部の細泡をよく観察すると輪鹿のはっぎりしないアノー" 状の細抱が多

数， 翰鹿の明瞭な普通の割球に混って存在することが見出されたCF 巾 ・ l2) 。 尚此の時期に七勿諭， 卵表或は 
匁ミ@・考

浜崎の KFJ 法により顕著に認めわれるこの分泌砲がはたして単なる人為的な物かという問題を検討するに，

先ずこの分泌抱に相当すると思われる空胞がブアリ液固定・ へマトキシリリ・エ オシリ染色の標本に見出せるこ

とが丸げられる。二の場合その中 吟物は殆ど認めがたいものであるが，わずかにある二ともぬるし， 又卵表面に

空 泡が散在することも認められる。

KFJ 法による分泌血が発生の過程中連続して存在し，受情しなくとも卵が水に接することによって顕菩に現

れることは，サケ卵が接水によって付活される現象と考え合せると興味深い二とである。 更に分泌抱の内容物が

直接割球の表面に附着したり， 割球内に含まれたりしている。尚又分泌された内溶物が妬拉化していることと柑

卯腔に見られる恕粒群とを考え合せると， 凹卵腔の用粒群は分泌抱の分泌物によるものではたいかとの考え方も

可能でおる。このように見てくると分泌他は人為的な物であると 簡ギに考えてしまうわげにはゆかないものと思

われる「 勿論この分泌抱の形やその内 俗物が標本に見るものと生きた状態のものとではかなりの相違がおると考

えられる。即ち囲卵肝に見られる接粒も生体では頼粒ではなく ・ 様なコロイド状の七のであるかもしれない。

―方剖球の表面の性状を検卜 してみると，割球の表面が部分によって凸凹がはげしく， 輸廓が不明瞭である点

から考え盛んに運助していると思われるし，更に又囲卵腔に見出される穎粒群が附盾し成は分泌血の分泌物が附

右する処を見ると割球がその表面かも何か物質を吸収して。るのではないかとの考え七可能になつてくる。こう

考えると割球は分裂によって増殖すると共に，その表面からある鹿の物質を及収して成長分化してゆくものでは

なかろうかと思われる。

他方卵割後期の細抱に背通の割球に混在してアメーバ状細抱があるが，この細泡が臼ヒげ58) が両生類で観察

しているのと同様の心のであるかもしれない。
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