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i 努豪華湾整参議勝経綴璽聖護
二価の金属塩による鮭鱒卵人工瞬化
準備過程の促進

A.I ゾーチン〔生物科学得業士)

A.B.パポフ(シビ‘ルスク養魚、場先任養魚家)

養魚局の指i草通り，受精卵を附化盆に

盛る前に，数時間《吸水潤》のため水

の入った受卵器に受精卵をほ潰しておく

という，笠卵の人工併fヒ実施過程i土予め

知っている c シビリスケ養魚場でほ，吸

水問のため卵を 7~8 時間置く方法を

採用 Lている。このことはい々の仕事に

手間が掛り，長ヲlかせるため養魚鳴にと

っては不都合なことである。

われわれは人工府化の前に受卵器内に

卵を入れて置く時間を短縮する方法を研

究することは有意義であると考える。あ

る条件，例え;f，養魚i易から速く離れた

1 採卵場で採卵受精させる局合，卵の吸水

彩潤時間を短縮するということは，さら

• ~こ大きな意義を有する。

まず第一に， より一層精密に《卵の吸

水膨j問》について理解する必要がある。

周知の如く受精後， J;Jil膜をl羽緯ずる媒

休から水を受入れて|虫卵性を形成するo

'かかる月卯腔形成の過程を養魚、家法卵の

lW~l問と名ずげている。各種鮭鱒穎の卵の

世間卵腔形成:工司多くの観察によれば，受

精後斗1初7)60 ~ 90分に起る c このよう

な具子?で却を問させるためには 7~8

時間も受卯器に置く必要i土なL、。

このことカ hら出発して A.I スミルノ

フは，卵を盆に盛る前の卵の吸水時間を

訳大屋善延

3時間支で短縮することを提唱した。

しかしながら併化盆に卵を盛る前に，

鮭の卵を受卵器に入れておくことは，た

だ単にその問に卵の閏が起るというこ

とばかりではなく，卵膜の耐久性が変わ

り，その耐久性の変化は当初の 2~3 時

間ではなお不充分で、あるということも知

っておく必要がある。第一lZJから明らか

なようにシビリスケ地方の鮭 (Salmos-

alar)，イワナ (Salmofaγio)，シク(鮭

の一種 Salmolavaretuりでは受精後始

めの|付は卵膜の耐久性が，未受精卵のそ

れよりも減じてさえおり， fこだ受精後 60

~ 120分経過後に始めて増加しはじめ

る。受精後 7~8 時間経過後には，鮭お

よびイワナの卵膜の耐久性;主 2~2.5 倍

にl台加 L，シグの卵では 5~ 6 f古に噌加

する。

A.I.スミルノフの資料によると，機械

的な力を作用させた場合の樺太鱒卵の損

傷は，受精後間もないものは，若干時間

を経過したものより遥かに大きL、c この

ことはその間に卵膜の耐久性の減少が起

っているということに関係があるように

思われる(第一図))!JiJ~莫の耐久性はある

程度卵を機械的な傷害から守る， したが

って卵膜が必要な耐久力に達しない間，

受精後卵を水と一緒に若干時間受卯器の
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中に入れて置くものと思われる。事実こ

のような用心深さが正当なものだと認め

る程のものかどうかは明らかではなL、。

われわれの実験で、は，鮭の卵を受精後

2時間経過して(ー)j対照で1主9時間)

卵化盆に盛った際でも，解化時における

卵およひ、稚魚の損耗ネは増加しなかっ

た。しかしながら，卯を大量に処浬する

際，受卯器に卯を置く時間を 2~3 時間

までに短縮する

s 
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500 

に示されている。未受精卵は，これに精

液を添加し，体腔液から O.lNの塩溶液

中に移すと，水分を失い， このよ号jT，こ

れらの卵の卵膜は硬化しなし、(第一表)0'

受精卵を最初から 5)j至 10分間水中

に入れ(賦活するために)，その後塩溶

液に移すと，この場合その効果は塩の種

類によっていろいろに現われ， NaClお

よび kclでほ若干促進され， CaCl2、Mg

ド》グ
I ... //  

!ノペY

Cl2 tゴよv-SrC 

12ではその過程ことは，おそら

く忠、い結呆を示

す七のと忠われ

る。そ士t，ljj(にわ

れわれは研究。

結果，盆に!必る

首IIに鮭卯を受卵

器内に置く時間

を 短縮する 方

法，特にl]iJ膜硬

化の過程を促進

する方法を傍ず

ることを提長す

る。
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はL、ちじるしく
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受精卵の卵膜硬

化に九jする塩溶
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i農|乏のこの塩類

が，卯からの強

化酵素の分;必を

遮断することに

よるc この酵素

マネール，ブ

イジエル，ムー

リーおよび 7ー

ザーは，カルシ

受精後の，イワナ，鮭及びシグの卵膜耐久力の変化(i且
皮40Cλ 卵膜の耐久力は，卵の破援を引起す負荷重

なしでは卵膜硬

化の過程は生じ

ない lご数分間水

にi受潰した受精

卵に対する塩溶

液の影苦Jは，未

量:により判定したう
1. イワナ 2.一鮭 3. シグ

ユームイオンが鮭鱒の卵膜硬化に忠告を

およぼすことを認めた。シビリスクの鮭，

イワナ，およびシグの卯膜硬化の過程に

対しては，カルシユームイオンのみなら

ず， iむの金属イオンも影響する。しかし

て，この影古';i，受精卵または未受精卵

が塩似の!万:~~~を叉げるかどうかによって

異る。イワナの受精卵および未受精卵の

卵膜硬化に川ずる塩類の影響は，第一図

受精卵に対する影響とは異江川卯膜内

に惨透しつつ，直接卵膜硬化の過程に影

響を及ぼすっ

第一表の資料から，鮭鱒の受精卵の卵

膜硬化の過程を促進する最も効果的な塩

類は， CaCI2， MgCI2 およひ、 CrCl2 の

溶液である。カドミユームおよび水銀の

ごとき二価の金属塩は反対に1)1;膜硬化の

過程を抑制し卯膜硬化の目的で，これら



第一表

0.1 N 

塩溶液
山一一後i 更度

受精卵|未受精卵

LiCl 

NaCl 

KCl 

CaCl2 

MgCl， 
SrCl2 

(10-'M) 1 

180 180 

950 240 

810 i 210 

2800 1 190 

1500 170 

3400 

A1Cl， 140 110 

110 

640 

FeCl， 200 

H20ω|  

の金属坂を使用することは認め雑L、とい

うことに特に留意すべきであるつ

卵膜硬化促進のために二価の金属塩溶

液を使用することの可能性を研究するに

さiうって，三つの問題が提起される。すな

わち，如何なる濃度の塩を用いるか， ど

のぐらいの時間塩溶液中に卵を浸潰しな

けれぽならないか，受精後， どの程度の

時間が経過してから塩溶液を作用させる

べきか?

この問題を明確にするための試験が行

われ7こO

イワナの卵膜硬化促進を図るために，

受精後 10分経過したものに O.lNの Ca

Cl2 の溶液を作用させる際の必要な浸漬

時間は第二表に示されている。

CaC12の O.lN溶液が卵膜便化の速度

に影響を及ぼすためには， より長く卵を

この溶液L}lに浸漬すれば(一分以上)，

しばしば卵膜硬化過程の速度に大きな影

響を示すとはL、うものの，溶液中に卵を

20 ~ 30秒、詰潰すれば充分で、ある。次に

受精後 10分経過してから溶液内に浸漬

g 

されたイワナの卵膜硬化におよほす Ca

Cl2 の濃度の影響に関する資料が示され

ているわ

濃度

1.2・10-5 4.8・10-5 1. 9・10-'3.9・10-'1. 5・10-'

CaC12(N) 
21時間経過後の
1、Eで 1~i'つされた
卵膜の強度

270 270 

濃度

340 460 460 

6.2・10-3 2.5・10-2 5・10-2 1・10-1 対照

CaCJ/N) 
21時間経過後の
瓦で表わされた
卵膜の強度

730 780 710 700 270 

O. ()()6Nから始まり， それ以上の濃度

の CaClz ;容液が最も効果的であったっ

溶液中の CaClzの濃度が低い場合には，

その卵膜に対する効呆¥1引く，一方 0.0

0005Nまたはそれ以下の濃度の塩化カ

ルシウームは，卯膜の便!支に影響をおよ

ぼさない。

第二表

卵の溶液内
浸 漬 時 間 1o. 31 O. 51 O. 6' 1 i 21 3 

分

訴時臣経連句 l叫40016Co! 780'叫ω
瓦 I.， ~I '~~I 

卵の渋液内
浸漬時間 1 51 101 20: 30:対照|

分

26時間経過後の i~nJ n.J ~rn! ~nJ n~J 
卵 膜 強 度 1780: 840: 750， 7801 2701 

瓦

受精後如何なる時期に，卯膜に塩類を

作用すれ;王よいかを明らかにするため，

鮭の卯;土受精後一定の時同々隔を置い

て，卯膜の硬化を促進する CaC12の 0.1

N 溶液および，卯膜硬化を妨:子る O.lN

の LiClの溶液に浸潰した士第二図の通

り卵膜硬化の過程におよぼず塩;穎の促進
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および抑制の作用は，卵を受精後 5~1O

分から 3~4 時間までの問に溶液内に浸

潰した場合にのみ生ずる。この時期にの

み O.lNの塩溶液による卵の処瑚は効果

を現わすものである。

これらの資料は社卵の卵膜硬化の過程

を促進するた

めには， 0.00 g 
6N以上の出 fdOOr 

fヒカルシウー | 
ム溶液を用 I600 t 

ト，卯を受精
.. ! 4-00 

イえ54~;'カ h ら

180 分の問 i二，~よJf
一分またはそ | 

れ以上の時間 I()QOt 
溶液て処J甲す | 

べきことを竹

語っている勺

実地の試験

では，われわ

J.l(主 O.1およ

び 0.2Nの

CaC12 i存j夜を

用L、，受精筏

10分経過し

たJJIJを，同溶

液で 10分間第 2図

Z ヰ

日寺

し，卵は 5尾の雄から採精した精液の混

合物で受精された。受精後5分経過して

から，一腹分の卵は二分された。受精後

10分経過してから， 1491粒の供試卵群

は塩化カルシウーム O.lN溶液 21中に

没漬された。続いて供試卵および対照卵

6 8 

は受卵器中に

そのまま置か

園 htこo i共試卵

ノ は受精後 2時

ロ

ヨ

)0 

[Iij経過してか

ら， また一方

対照卵は 6時

間 20分経過

してから併{じ

盆に収容し

た。

処j唱して実施 受精後，いろいろの時間 f矢印で示した〉に溶液に浸漬さ

第三国には

受精後初期の

試験卯および

対照耳目の卯膜

同化の変fじが

図示されてい

る。塩化カル

シウーム溶液

で処理された

卯では， JJsij莫

の硬化は女刊を

卵よりもし、ち

じるしく is速しfこC

実験は1956

れた鮭鱒類の，卵膜強度に及iます CaCl2 及び LiC10.1N
淡液の影響〔

にj主行しfこO

1957年の問にイワヲの雌ー尾から得

られた一腹分の卯で行われたし また

1957一一1958~.下の日出二(士、社内 ~j出二尾から

の二腹分の卵で行われた。

最初の試験;土次のような方法で行われ

た。イワ十の雌から 2416粒の卵を採卵

{共試卵群においては卯膜l土，受精後 2時

間を経過して，卵を瞬化盆にj謹るころに

は，対照卵では 5時間経過後に始めて見

られるような硬宣にまで達した。したが

ってイワナの供試卵群ならびに対匁群

は， ともとも卵の盆盛りは，卵膜の硬度



が略々にかょったとこ所で実施された。

試験卵および対象卵の発生についての

観察結果ほ，発生の極く初期における塩

第三表

イワナ1;)~!の

解化の結果

精化に供した数

瞬化時の卵の撃さ死

稚，魚の姥死

総勢死数

5.1 

3.3 

8.4 

化カルシウーム溶液の短時間の作用が，

如何なる悪い結果をも引起さなかったこ

とを証明した。すなわち併(七時における

卵の弊死および，槽内での活発な摂餌の

段階までの生活期間中の稚魚の特死は，

f共試群では対照群に比して決して高くは

なかった。〔第三表)

1957年に同じ慌な試験が実施されたが

この場frは鮭の雌二尾から得られた二

腹分の卵について行われた。耳目i土推三尾

から採惜した精液の混合むで受精され，

受精後5分経過してから卵を二分した。

受精後 10分経過して供試卵は10分間， o. 
2NのCaC13溶液に浸漬された。日ij[口lの

試験とは異り，対照卵の一部は受精後 2

時間経過してから併化盆に盛り，また一

部対照卵は 9時間経過後昨[ヒ盆に収容し

t.:.o 

第四表から明らかなように，附{七時の

卵および槽内における飼育期間中の稚魚

の児死は，いずれの場合も大体同じ程度ー

であったo No.8の鮭の供試即群では附

化時の卵の撃さ冗が若干多かったが3 おそ

らく 1957年の試験では，われわれが過

度の濃置の CaC12 溶肢を使用したこと

。
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百寺

受精後 10分経過した卵膜耐久力の変化

11 

1. -CaCI2 の O.lN溶液で 10分間処理し
たもの

2.一対照

によるものと考える。

前回の試験同様，供試卵群の卵膜の硬

化は対照卵よりも迅速に進行 Lt.:.o No. 

7および No.8の鮭卵発生時における卵

膜硬化の変遷は第五表に表示されてい

る。〔第五表略〕

供試卵群の卵膜の耐久性は対照群より

も，卵膜の耐久性変化の初期の段階のみ

ならず， 91呼出に至る匹胎進化の全期間に

わたっても高かった。

したがって， CaC12は鮭卵の卵膜硬化



12 

の過程を促進するのみならず，その耐久

性をも高める。

おそらく，受精後の最初数分間に卵を

処理して卵膜の耐久性会高めることので

きる溶液の能力は，同じように卵膜軟化

第四表

症ならひーに早期解11¥と呼ばれている河川

独特の，戸-tの眼目台の病気に対しても利用

できると考える。これらの病気は可成り

広範に彬巣のカムチヤツカおよび樺太地

域に分印している。

鮭 No.7 鮭 NOBN0・7.No.8の
J，'tt J..'1v.o 混合稚魚

資 料|供 i姥死卵|供|姥死卵 i供|姥 死
死 ト一一 丁 i 死 i一一一一一，----1 死 |一一一一一一一
数 I*i/. I% I数 i粒 I% I数|足 I % 

受精後2開経過し瞬 I 1叫 451 3.31 9181 731 7.91 刈 4」197 化盆に収容した供試卵 U10I "/1 .)..)[ 7101 {.)I 

受結後 211i間経過し僻 1引っ| 叩| つ口
化盆に収谷した対照卵 l~lLI ~Ul L ノ

受精後 91時間経過し勝
化盆に収作した対照卵

1664 62
1 

3. 7 




