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魚類精液の長期保存方法について

精液を長期間にわたり貯蔵保存使用に

供することは家畜および人間において品

種改良，優生学的に研究され，人工助精

術として一つの専門分野となり，実際応

用され充分な効果を挙げているのが現状

である。それに併行して冷血動物である

魚類についても 1940年ころより研究さ

れ，ある程皮の}札束;を収めてし、る。

魚、煩の精液保存する意義につし、ては，

精液を意、のままに雌魚、早IJの存在する所へ、

運搬して受精交配させることがHl来，成

熟卵のあるところでは常に受精操作が出

来得るわげで，鮒i魚体の管}ijl_を，ある程

度削除することが考えられ，特に鮭鱒附

化事業においては雄魚の蓄養尾数を著し

く減じうるという有利点もある。また筆

者は現在鱒知支配試験を実施中である

が，産卵期間の合しない魚種間の人工交

配も，これによって可能となるわけであ

るc 現在までに報告されている魚類の精

液保存についての試験結果では，ベニマ

ス (Oncorhyアnchusnerka.) で OOC以

下で 14日・間， Brown troutで 2.20C~ 

3.30Cに保存して 5日間，ニジマス (Sa-

lmo galirdneri)およびマスノスケ (On-

corhynchus tschawytscha) で 60C~7

OCに保存して 2.5-~ 5時間それぞれ貯

蔵後充分の活力を有していたと述べてい

る。これからもわかるよゲに，精液保存

には 50C以トーの低品保存が好適である。
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しかしし、ちじるしく長期間にわたり保存

貯蔵するためには，ある特別の保存液中

に精液を稀釈後凍結せしめる方法が，

Polge， Smith and Parks (1949)により

ニワトリの精液で試験，実証されて以来

多くの家畜の精液保存に実用化されてい

る。すなわちその方法はそれぞれの動物

に特有の等調生理食塩水中にグリセリン

40%を含有する保存液 1に対し精液 1

の割介にて混合し，冷)歳時一で -790C に

凍結せしめて保存したわこれ以後精液を

原液のままで保存することなく稀釈保存

液中で行なわれ，その保存液として現在

までに，ある一定濃度のグリセリン液，

nn糖液，卵ケi夜などが考案されて現在最

も優秀なるものは卵ク液として使用され

ている。この卵ク液というのは 2~3%

クエン酸ナトリウーム液 1に対し鶏卵黄

1の割に混ぜたものである。しかし鶏卵

黄では大量の場合に経済的に不利で鮭卵

を代用したL、ということも考えられてい

る。現在人工受精所で1土， この卵ク液に

牛の血統づき雄の精液を 6カ年以上も保

存し立派な仔牛を生むのに役立てている

とのことである。

保存~:T j誌Zrþ の[且度 l 土 4 0C と -800C と

が最もよく実施されている。これらと同

方法により Sneedand Clements (1956) 

はコイ精液で実験している。そhによる

とコイ精液 (}.lccを鮭の等調生理食塩水



に 1%~30% までのグリセリンを釘す

る種々の段階の濃度をもっ稀釈液それぞ

れ O.2cc中に加えて-730Cおよび 20~

50Cで保存し 60時間後まで活力を有し

ており，その保存液のグリセリン適正濃

度は 6~ 12%であると結論している。

しかし精液の保存ロJ能時間を左右する凶
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子には保存稀釈液の等調性，およびグリ

セリンなどの添加量，保存液の水素 fオ

ン濃度，保存温度，細菌の繁殖の阻止な

どがあり，これらの諸点に注意を払われ

るべきことを述べている。そこで筆者は

千歳支場の方々のご援助により，西越採
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より精i皮を採取して本場実試験室に持ち に調整した液〉を溶媒として 5%， 10%， 

帰り試験を行ったので参考までに報告す 15%各グリセリン濃度液および 3%ク

る。 エン段ソーダ(Na3C6H，O，・ 2H20) 液

実験方法として用いた保存液は鮭の手 と等量の鶏卵黄を混合した卵ク液その他

調生理食塩水(1¥1/7.5Nacl100cc.十1¥11 に等調生理食塩水などを用い1:'0

7.5 Kcl 2. 8cc.十1¥1/11cac12 3. 4cc.を 10 以上の稀釈液 2に対し精原液 1の割に

OOcc蒸出水にl枚解し NaHCosで PH7.2 管瓶(内経O.6cm，I匂さ 4.5cm，家畜人
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工受精所で使用中と同じもの)に封入し

小型魔法瓶に氷と共に保存し温度は 20

C~5 ocで、あった。それとは別に魔法権

(内経 17cmX高さ 25cm)の中にドライ

アイス(固形炭素)と共に保存し温度を

-400C 以下 ~-500C に保ったc採取封

入保存後経過時間 6時間， 1日， 2日，

3 [::j， 4日， 10日， 15日の 7回につい

て検鏡L，その活力を観察したc検鏡は

アタゴトーマ血球算定器により血球数算

定方法と同じ方法で拡大，倍率i主320倍

としたc

実験+'，主温は 260C~280C であり，

精液に添加したのは井戸水で，水温 240C

~270C ;こ保ったものを使用した。 -400

C 以下に保存した精液は融解さぜるため

に 40Cのぶ温中に封人管1iJIを浸潰した。

その活力保持についての結果は第 1表，

第 2表に示した通りである。

この実験結束によると 2oC~ 4 oCで

保存した場合，精i1支を話釈しないで保存

した場介には:1r I ruj， tl1i釈保存液で保存

した場合，すなわち等調生食塩ぶて、は 4

日間， 5%グリセリン液で 3r! r:~， 10 % 

グリセリン液および 15%グリセリン液

では 4日間，卵グ液では 1I jで活力を保

有したc

また 40JC 以下の保存では等調生理食

塩;J:で2日間， 5%グリセリン液および

10%グリセリン液中では 3日;ふ 15%

グリセリン液で 4FlI111，卵ヶ液中では 1

日間充分活力を保存していた。二つの瓶

度段階により保存したがi果から卯ヶ改は

グリセリン液より忠い結果となったが，

これはさらに検討する必要がある。また

グリセリン液では市¥¥、濃度のJjが良かっ

た。 しメl与しこれらの試験において見られ

た活力が果して成熟した卵子と正常な受

精現象を完うしうるかどうかは今後の研

究課題の一つである。

実験中観察されたこととしては 20C

~4 oCで保存した場合かなりの時間と

共に細菌の繁殖が見られ，家畜の精液保

存に於てペニシリンおよびオーレオマイ

シンなと、の抗生物質を添加して制l省の繁

殖を防止していることの必要性が感ぜ、ら

れ，今後はこの点に注意を要する。その

他に低温保存のために低温麻卑，等調生

理食塩水中の K イオンの活力抑制作用

などのため活力の完全回復に少々の時間

を要し，その時間は大体 30 秒~ 120秒

である。

以 t筆者が試験した方法が鮭の場合に

最適とはL、えず今後の研究には次の点を

究明することを考えている。

1 )依存精液I希釈液の種煩と適正濃度

の決定

2)実用的価値ある保存温度

3 )細i向繁殖の防止方法

以上の諸点を研究して今後昨化事業に

関係して，興味あるかつm要なる精液保

存の操作全実用化さるべき方向に持って

いきたいと考えている。

(道立水産卵?化時技師)
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