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The process Of fertilization and the course Or early cleavages in the cross between the churn-salmon

(Oncorhynchus kelaj and the pink-salmon [Oncorhynchus gorbuschd), and in its reciprocal cross were found

to proceed in normal manner.

There occurred n0 dt- and poly-spermic condition in insemination. The behavior 0f chromosomes

during early cleavage 0f the hybrid egg showed nothing unusua1. There was n0 lag Or elimination of

any chromosomes ．

There is no evidence to show that the spermatozoa acted as a par 山enogenetic agent,

サケ科 魚類の異棟間交雑に関する研究は，合口迄かなり多くの学者により，各種の組合せについて繰返し文験

されて来た。しかし，これらの研究の多くは雑種形成の成否についてか，あるいわ雑梗魚の形態分析をなすに止

まつていた。近年ようやく雑種魚の核学的研究がなされる様になつて来たが，雑種魚形成過程中重要な意義をも

つと思われる受精現象の細胞学的研究は，今日尚 なされていない様に思う。丁度196l 年，北海道さけ・ますふ化

場の調査並ぴに事業の―環としてサケとカラフトマスの間で大規模な交雑試験がなされる事を知つたので， この

機会に便乗し，かねてから筆名の懸案であつた異種魚類間の受精現象の細胞学的分析をなす事を思いたつた，す

でにサケの正常交配に於ける受精現象については，山本 0952 )・ により詳細な細胞学的観察がなされている。こ

の結果と対比しつつ本研究を進める車が出来たのは卒であつた。

本研究をなすにあたり，甚大な御援助を賜わつた北海道さけ・ますふ化場の疋田豊彦博士並びに幌円事業場主

任機平牛三次郎氏，その他の力ィに深甚な感謝の息を捧げるとともに，木研究結果が今後のさけ・ますふ化事業

に少しでも役立てばと念ずる次第である。

材料・及び方法

l961 年lo乃 5 日，北海道さけ・ますふ化場北見支場幌円事業場に於いて，サケと カラフトマスの間で人工的な
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正逆交雑試験が行われた。その際，これら交雑卵T の―部を譲受し本実験の材料とした。交雑は水温l4-lf 。C の

下で行われ，材料に使用した卵子は固定する迄円心他の卵子と同，条件下で飼育を統けた。固定は，媒精前， 媒

精向後 (5 分以内)，それに統いて前半はl5-2(@分間隔，後半は30-40 間隔で，媒精後8時間迄繰返し行なつた。

固定液には口。oxan-Bouins 液を用い，その後―走期間dioxan 中で保存した。媒精直後の卵子は卵膜と胚盤

叩，それ以後の卵子では胚盤部のみを取出し，普通のパラフイン法で厚さloハの連続切片を作り，これをDpl.a 

fielcla'shaematoxylin と eosin の二重染色をなして観察した。

観 察 結 果

サケ申 x カラフトマス8 サケの未受精卵子(放卵画後の卵T) 及び，これにカラフトマス精子を媒桁した直後

の卵丁は，第2成熟分裂中期のspindle が形成されており， このsplndle は卵門直下よりやや側方に寄った位

置に認められた(F 巾 ， l) 。 媒精後4 ， 5分を経過すれば， FiK ． 2 で示される如く ，卵門を通過した精丁 の頭部

は卵実質侵入直前の状態となる。この時期卵門入口のU 字理部には多数の精子を認めたが，深部の細管中には，

卵門通過精丁以外の情丁を認める事は出来なかつた。媒精後l5- 20分で精子は完全に卵実質・ l，に侵入し，細胞質

の比較的表屑叩に精子の頭部が黒色点状に現われる。この場合，精子の侵入部に細胞質の小突起が認めもれる事

もあ つた。卵核は吊2成熟分裂後期となり(H 距 ． 3) ， 表層胞 (cortica@l alveoll) の 崩潰， 細胞質の集積等が詔 

めらi@しる @ その後，侵L した精J@ の 頭部は卵子の申 心部に向つて徐々 に進行すると同時にl8n 度の力向廻転をな

す。蛛精後l時間で，第2成熟分裂はほぼ完了し，精T の頭部はやや膨澗し F巾 ． 4 に小す如く ，その水叩に甘．

状休 T，，ter) を形成し始める。媒精後， この時期迄のサケ卵T 内の変化を通観するに， 精T の侵入は単―で多情

虫受精の如き現象は企く認められず，第2成熟分裂もきわめて正常に進行した。媒精後l時間W0分には第2 極体

が完全に卵実質外に放出され， 卵内に残つた娘染色体(daughter chromosome) は相集つて塊状となり，卵子

の中心部に向つて僅かに移動したCFig. 51 。 媒精後2時間迄に， 娘染色体の塊状であつた卵核が，次第に胞状

化し，核物質の染色性は弱まり，その周朋は薄い核膜でとりかこまれる様になり，ついに惰円形に近い雌性前核

(fema@e pr0-nu 。l。us) を生ずる(Fぬ・ 6) 。 卵核の変化と平行して精子頭部の変化も続行され， 胞状化した雄

性前核 (male pr0-nucleu ，) がこの時期に形成される (Flg. 7) 。 完成された雌性前核は雄性前核に比しやや人

形であり，雄性前核は，その周囲にかなり遅くまで星状体を止めていた。しかし，圭際には両前核を区別する卒

はかなり困難であつた; 雄性前核の卵円移動は雌性前核のそれより七早く，媒精後l時間仙分程で接合地点に到

辻した，両前核の按令は媒精後2山間20分より2時間30分頃に ，集積した胚盤の心部，またはそれよりやや深別

に 於て開始される。F 巾 ． 8 てみられる様に， 先づ両前核はその―端で接し始めた。接合開始後90分程経過すれ

は両前核は，その―側郡で強固に接着する様になる，しかし，両前核はいぜんとして核膜で隔てられ，完全に融

令する事はなかつた(F 巾 ． 9) 。 接合初期に於乙雄性前核部の染色隅粒がやや明瞭に認めもれる様であったが，

媒精役3時間30分前後より，接台核はその内部が更に小胞状に分れ，両前核の由来を判別する車は全く困難とな

った。その後核膜の消欠，両前核接合面にあつた中心体の二分が始まり，次第に第l分裂前期の様相を呈して来

だ，媒精後5 崎 間では核膜が完全に消失し 二分した中心体は星状休を伴つて両極に移動しその中央に 染色糸

を現わす第I分裂前期の spind@e (Fig ・ l0) と， 更に染色体が―平面Lに配列される第 l分裂中期のもりind@e

(F@g ． ll) が認めらね・ だ。 分裂前期の，pindle に 於ては雄性的核由来の染色糸と 雌性前核由来の染色糸の集合

が明瞭に区別されたが，分裂中期のspindle に於ては， これらの区別をなす市は出来なかった。媒情後6時間で

第t分裂の，がnrll。 は後期より末期と進み，二分された娘染色体 (daughter chrumosomle 、l は各―団となつて

両地に分洲した(F 巾 ． l2) ， この時期，―乱の娘火色体の分鮒のF 湖や放出という異常現象は全く認められなか

った。媒惰後6 爪間30分で第l分裂は完了し，その後W0分を紅過すれば新しい_:.佃の娘核 (daueltter nucle 。，L

が形成された「第21@@H の 核分裂は，娘核形成とほぼl山時に開始され， 川絹後8時間頃には卜 常経過をたどつて

第2分裂中期のspind@e を生じた。

カラフトマス$ Xサケ6 カラフトマス卵子にサケの精子を媒精した場台も，前記交雑(逆交雑)の場合とほぼ

同様な受精経過をたどった。サケ精子のヵラフトマス卵門通過は，媒精後約4 ， 5分で，Fig ． 13 に示す如く ，卵

門採部の細管中にぼl個の精子が認められるにすぎない。媒情後l7分に於げる卵Tは表層胞 @cortical alveoli)
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の崩潰が起つており， 卵実質内に侵入した精子の頭部と，第2成熟分裂後期のSplnd@e が認められた。媒精後

仙分を経過すれば，精子頭部はやや膨潤し始め，基部に星状体 (aSLer) を生じ(F巾． l4) ，第2成熟分裂は末期

の様相を呈して来た。蝶結後l時間で築2極体は完全に卵芙貿外に押出され，卵核ぽ媒染色体 (daughter Chrom ・

OSOme) の集合体となつて，卵の中心部@こ 移動し始める(F@g ・ 15) 。 その後精子の頭部は胞状化し雄性前核CmaL

p「 O・ nu 。leuS) と変り，胚盤の中心部に移動する。この時期卵核も雌性前核 (femakp ，0-nucleuS) と変り，雄性

前核と接合する地点に向う (Figs ・ l6, l7) 。 この場合に於ても雄性前核の移動は雌性前核のそれに先行した。媒

精後2時間20-40 分の間に両前核はFig ・ l8 に示す如く 接合し ，その後，更に強固な接合をなすも，両前核問の

融合は認められなかつた(Fig l9) 。 媒精後4時間20分前後に於て第I分裂前期より中期の spindle が現われ

(Fig. 20) ，その後l時間程で第・ l分裂は後期より，末期となり， 媒精役6時間で第l分裂は完了した。第l分

裂完了後直ちに第2回日の核分裂が開始され，媒精後?時間20分頃には第2分裂は中期より後期の$pindle を現

わし CFiR ・ 2U ， 媒精後8時間で第2分裂もほぼ終「に近づいた。この組合せに於ても，受精時， 第 l分裂，第

2"分裂等に何等の異常も認められなかった。

亘五
口□上口糸

サケと カラフトマスの上逆向交雑に於げる受精時の細胞学的研究の結果は，山本(1952)がサケの正常交配で

観察した受精現象と殆んど・― 致し．異種交雑時にしばしば認められた多精虫受精や核分裂の異常等の如き，その

後の発生障害となる様な現象は全く認られなかった。また本実験の正逆両交雑を比較するに，サケ卵子とカラフ

トマス精子間の交雑が逆交雑の場令に比し ，受精より第I分裂終了迄にやや長時間を要した点以外には取立てて

記すべき差興を認めなかった。これらの結果より，交雑卵子は止逆ともかなり良好な発生経過をたどり，両親種

の形質を具備した仔魚が形成れるのではないかと推察した。また本英験時の如きl4 -l6 。C の水温申で交雑が行わ

れた場合，精子の卵実質内侵入は媒精後4 ， 5分の間に起り ，両前核の接合は媒情後2 ， 3時間に生ずる事夫よ

り ， この期間中の卵子の取扱には特に注意が必要であると考えた。
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説 

l-l2 ，カラフトマス精T・により受精するサケ卵子の細胞学的観察結果．x800.

1．第2成熟分裂中期，2． 卵「 ヨ 通過両後の精子Cs) ， 3．第2成熟分裂後 末期の

spindle， 4．星状体を形成した精子頭部，5．第2極体及び第2極体放出直後の

卵核，6．完成した雌性前核， 7．完成した雄性前核， 8．雌性前核Le) と 雌性前

核 (，) の接合直後，9．接合核， l0 ． 第 l分裂前期，1L． 第 l分裂中期，l2 ． 第

l分裂末期。

l3-2l ．サケ精子により受精するヵヲフト? ス卵子の細胞学的観察結果．X800 ．

l3 ．卵門通過中の精子(S) ， l4 ． 埋状体を形成した精子頭部，l5 ．第2極体放出

中の卵核，l6 ．完成された琳性向核， l7．完成された雌性前核， l8 接合直後の

雌雄両前核， l9．接合核， 20 ． 第 l分裂中期，2l．第2分裂申期， xl00 。
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