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鮭卵受精卒の早期判定について

¥ifiJ 田 ?lt

(北jífi立犬些良県川l肋!\"7J}，~主数宅)

On the early estimation of the fertili:zation percentage of eggs 

in the dog-salmon， 01lc01'hyn，chus λ~et(t (W ALBAUM) 

By 

SHUN S. OKADA 

(Institute of Zoology， Faculty of Agriculture， Hokkaido University) 

1. 早期判定の意義

我が岡の粧品尊人工附化事業ぽ北海道に於て特

l亡者しい護誌をこ逢げ，その附化成総は 90-959百

に挫し死卯の稜生ぽ杢採.!jIJ教の 10-596K過ぎ.

たい。之ぽ多/'1三にJf.るまm論的技術的研究の成県で

あって，時に異常た死卵の殻生が起っても，多く

は'/念に原¥tfが究明されて波容佐位少限度['CJfこめ

ている。

然るに故数年以上に豆り，千世のfd:腕瞬化坊

に於て，或る H'!N~IJの採卵鮭卯に著しい異常死卯が

費生しているが，その原区!ぽ今fM不明で、毎年相常

の波容を出している。今同JJJiに於ける列。[J古芝生:の

航況喜三聴取するに，人工.受精を施した~tÌ'卯を同場

卵2化宝tて:収容してから約 1向J]，恰も沓iJ11叫]の前

後liC於て続々と卵子が白i!:1j不透明となり所前死卯

として出現す』る。その殻生率ぽ:'.1三によって多少の

鑓動はあるが， ii.支JPH采卯P&の5096或はそれ以上

にも注する。而し，て此の死与jlをと観察しても多くは

Hfの存在を認め期l‘いので、あって，之がr&~c'l合も之

せ:の死卯が不受精卵で・あったかの虫"き !~k抱かし

むると云う。

事貨不受精卵であっても，之を静かに71¥r¥1に

放"[(すれば，生卵と同校長く京'JJ~色午透明主主外翻

を{!tH!(j司るものであるが， IljtとのWJ川に於て振重b

何撃勺;の機純的刺戟，Q¥之はその他の町内に依って

符易にI11釘不透明となりNi"fiYl)it卯に穏化し易い。

之ば卯~llt:n児 (Vitelline membrane) がおi似，或

i~t魁IT し，その結県本来の71\，臨去J1にまJする不透

j仕1:'1:が一欠われ，卯泣いiの1臨矧が外部t1す;Hiitして，

之が1.~に i制詳し，ていた Globu1in 蛍 Îf t'[が飯田沈

澱し，自唆するととにHくるものである。 (GRAY1932， 

青木 1937)。

然し護生の詮中で妊の多IMt した'支f~f11111亡於て

も，静かに放置されると不支精卵の場合と同総長

く武赤色午透明な欣態をこ保持するもので，目玉の鑓

兇が禁生の初期]に起った場合には，時日の経過に

つれて陛の形ば崩壊し，恰も不受精卵であるかの

女11きJ惑をと興える(同1I1・三浦 1939‘AFFLECK1953)。

千歳解化場に於けるまJE生死卯が，不'立精卵で

あるか，或は護生の主主'¥1で目玉の接死した受精卵で、

あるかぽ，死卵の観察でぽ決定が凶弾lである O 然

もその何れであるかを決定することば，死卵殻生

日"¥¥AI<1)探索範¥Ij'¥を狭めるととであり，合x'n的な併

決への第一歩ーであると考える。之がttには何年異

常死。IJ(e殻生する或る時期!の採卵iU7卯について，

'I'-J旧にその交粕Z容をと調子主し，雨後の経過と!日{合ず

るよりタトに現在泊;1;?な方法が見'JZらないO

~'fC持法との;古[;，;;1の下 1'[:. ，う<\::-t:鮭卯の受精率が

JI'-JljJに'I:IJ定IHラKるかどうかを研究したが，その結

よl~，fi低めて 1 1【具I] liC之が可能で'あるととをう、\1った。。ぽ

化lA-に於て之を5j~常 ~I';JI'C貨施すれば， ~i-1.に異常Jt

卵殻生の場合にその原l人!探索に好都合で、あるのみ

ならや，交粕結)I~の良不良がj:rlji めて小刻lに Ilfj らか

にされるf.Sに，従:米新化過程[ζ到するj，li]到なT，;!..$~

的WJJHに比し，初々乍|羽K附され気味で・ある採卵
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針しでも之が"T1ì~2: なり，制:(，'Hlíラ:って附

イド成主主の'Þ..';~~Ií"J ， I.，生もたらすととになろう。

2. 早期判定の方法

i1) JJ1~の~'-!九百三 jJiL

(f!llJ[J広君[，ilJ児 (Chorion)が的んど不透明な合，

::':1: JJ)JのままでJJ壬を ろと J:rt，張主主主lJJtJ)に於

てJJt111(℃!付期{である。 AFFLECK(1%2) !5: Aust“ 

ralia !) 1\Ur~î Salmo gairdncriiに於て，交判]後

2411.)'jJ!j(i)交r，!j'lJjJ!(，そをο1別f今:~i幣浮 (但Bヨla部st加ode白rm)が?日打m?行'] j 

々r小lドミ透i附iり別)バjγvででe九、 捌J球ぷ (但Bla防成S役toαn幻:氾:er町re邸s) のイも{1'1了1:の 1侃~~ lに℃ 

i愉!in陥!U命J布i川J:山:i九必;丸持1;がぶか矧規Jl3JJ立別!引叫|リ!でで、あ之る〉が， 之!亡生，]1ノイく交l，!j'JJ/JのJJ七位

(Blastodisc) i:l: 不透明flつ陥がj廿かで、あっ、て，

之が白に生卯のままでi什 'l'IJl) i] I['，~z:ると述べて

いる。{{{~しf!t l却の合にぐ斯杭お:'1'1]))1](主側めて Lk¥

期lーなととに叫するο

JI之も、昨今泊な*i!lì山中i付~tt の回 I-;l~液 BOUIN's 孔uid

の/.jlに11".卵子lsh立すると，ぅト伎に戎る干立Jlty/JI1¥f

の，1:.カミら)51;j，:問主計11/.~~(:.るね~:'Cたるカ~， 合甘ヲtヲトとi'iご

云えたい。 I，i)液で|主laJiした後事p脱を:除去すれば似

めてIIJ:I!僚に日会主1民主HI'，来るが(犬飼 1949¥受精卒

判\i，~の如き i品合には成るべく'f.jl孫{1: i[1S'l~に賢施/1'/

司五るととが望まし，い。

l<uTTER (1902)， MORTON， (1948)， AFFLECK 

(1952， 53)勺じ Quinnatsalmonや Rainbow

trol誌の卵子について， 氷汚JI喰:UXばその稀~~ni夜

(5 -10 %)を:fst>.itJして， その妊をi自主ミしている

が， タ!とに RUTTERば交:*j!j筏 15JI守JnJ の!日.~ti:: 11:見 ~~，n~

来0Jて主主ぺている。

~Fミ')抑制卯につい した)引に{:1，くれば，

10%氷山喰'，1'に生。/Jをuける 2: 後11:yJJ)g'e 

透明となり，1]粧f壬iが!ド山，守11'白2不i透表引l明i呼川)月j去7氏仁る1伐:};， 1似1似以めでi削iり川)川i 

|附民庶t{にて 与卵PIl児児Iトε カか、ら111;)玄とw現主以ミす ると」カが;守引11刊lド'，¥1z:，る (ω久抗í~ 1 

lド1'(1ψ1

酷喰L駐註王刊'1川l札{主なて施施施i1しJ、1たζ呼引卵[1子でで包i注f士:， 2， 4， 8 *il¥.iJHI¥lj 

等の女11き龍生利J)¥JJの粧でも，卯11児を-;~をして i有限で砲

も|りJ!市に観察するととが!l'l取る。桑'丘i¥J](Morula 

stage)の!日行j々 H;¥雑であるが，之友llfに純氷

間i喰 ζ移ず正式一I]J;J(jJ~I ~Jlr)，H<.:現われる。 {11. しとの J叫

イト1JJJ[の;1~;J:JH! IJ な 1/5(M;'1 {l': !lfiめとど妨げるから，

千ペドく 1弘前するな必ずる。 JJii1!日、JlJl(Blastula sta必e)

Fig. 1. Blastoderms of dog-salmon eggs 
tre呂tedbya色。ticacid. 

1. Two-celIs stage， 2. Four伺celIsstage， 
3. Eight酒田llsstage， 4. Morula stage treated by 
glacial acetic acid， showing pal'tial shrinkage of 
the blastoderm， (1， 2 and 3 ca. x 12， 4 ca. x 20.) 

ば:tj'j々オミ分主Iljmの!日?とi識別し期いが，室委任JtJJ(Ga回

strula stage) f;t lJf~j?f iNLi1:f求 iÞ干の 1:. (1:'，怖がり，との

頃から又非常にf凶主tし易くたる O

(2) 水分告IJy[J~:不史料，jJ}[Jの!日;比較

イミ分jr;IJý /J と不受精卵の加、ぽ i~l\r校庭JlJ l訟で叩

充分なよじ車交 γ'/J;~!弘løií(，なf7~， BOUIN氏i1tでl古11[1後

卵1見次除去して削指し.!，にひ

7)<，'1111: hb査されたい4と受布!J'y/Jの佐君主j主，日5く

EK く助物的'~J'.i乞織がっているが， 71¥. 11' 11: 1'.;(i立され

た交柿卵でl~( 三久~:d~t/C Jl1、躍の緊K~(I )j巴!手がJ旦ってネ;

ろ。 I!¥lち[!及水{支 1nh"Ii\/でI飢にその名引15~がJJi，われ，

4~δ lI!d!Hでほ犯に収納して!引]!(;り IIJJ i!itた愉/'ii; 乞

示 し， 711千寺剖叩I千付山一J引i日山j九叶;リ|十、ででで守'i江jど~1!J1川1

恐緊そ棉和料;'1Lししj てlけlド1リ央とカが:司IJl但tりりl'り!手兵lし/ている O とのl-Ji上り丸'0分

';fil1がnl-J<<fiされ， 8 rlc1flllJで{工大部分が2中iliiJWJIJとた

るはぐ出 13~14"C )。

交iWさせやして;)'('1'に日出されたノド交ll!i卯の

}IE臨も段ノド後才くお11:緊縮1]山手役起し， その*li~iiliÌ

収受W'MlJiJの介手;llI¥i日'(fil日jまで、の犬正タfiんど明りがた

い(~日 2/;' ，'íj)。

イミ交Wj'JJIJ、C、もスjてに認するごとに{上 IJ，月i

iiiW 
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Fig. 2. B1astβdi呂CSof unf巴rtilizeddog-3almon 

eggs fixed by BOUIN'S自uidand 
removed the chol'、ion.

1. BlastodiilC， not yet contacting with water， 
2， 3 and s，. B1astodi日巴日， one hour， 日巴venhouで日
and twenty hours after conta巴tingwith water 
re日P色巴tively.(Each ca. X 12) 

毛n JkfH乏{七位行う t~ljでiある(狩野 1950， 111オヰ 1951¥

ftf:ってとの時JtJ]の前後に於てば;{-.:';ト*:11卯かや支~:i1f

#iJかば'I'IJ別が同期lである。不'JbVJljJ]IJでーはこの後も

佐盤の緊結肥りが~j't き，吸ノk後初[1寺/i\J 切にはι

ヂム0.9mm!̂Jタトのr丹かな1削チi;を千iずる鰻忌;j!l;I!にた

る。との}I)\~岳は約 3 Ill l\ lf~~NJ; され， その後次引に

.i[iIrii厚i;がlJjj，tL始め攻;J，後 3jli;WlIでiJ:/j:f樫It帰んど、

分1fJ!(している。

(8) 交脳卒午ll'~~の時llJ1

スl， i院1O ~15ocでやliJ百Lメオ依ると?受

精後 911.)'II¥Jで， 2和IjJJiザpが現われ始め， 11 [I.)"II¥Jで桁

んど、全部第 1分担IJ{e経える。 との引から 4和IIJJilJ.

J}fJがu;~われ始め， 14 [!日¥1で玲んど全部出 2分'ti1j乞

終える。とのU羽ミら 8京jl!j]iザHがJJI.?!コオL始め， 24 [1寺

/1.11で'柔賢sf，'* If /lljで')J(<JIJふれご1/lliで嚢11壬， 10 H 

Ji'J 1で ìlirllれJH~ のJ]jJがJ;r;，~われる。約 20 H IiHでI琵fIlし

がJ40 1l1l¥Jで!新イ[うが始まる。

交1W妻子¥'I'J))ieの時期Jふ l勾fIJ(て己批も却をそ し易い

4 記Il D包JkJ lが主主である。 ~ßf:化i誌により附化水i誌が

呉るから，各91Ji1t.JJJで琵生 I r:. 必ずる n古 !l iJ~関取C

1i'{(め，3'::部第 1分割を終え七 2品111腕。jJとなり，と

の1'11(L. 4 市IliJíザIJ が玖~?!)れMìiうたは羽海ら， UI*:Nき8

和Il ì)íi~卵が現われ Jllj ず匂'[:'l:でを午iIクd!i'Wlとする。 2

京iIIi!i'!Wのrll(て:ぷ分事I!#JJが出了1:ずるn.]clV]は，凱に:iA;

ベjく:泊1)後:X"I心不~:(WfJl[Jと 'l'ljjjIJlH米ないからけ

るべきである。

午Jt;í~I;A*、卵期J了寸~9rrf{l"r'NrAJで'9jr(化侃t'C盛

りう〉けられるU:j'('C.1*取する。とのH主卵子は111内で

自然によく1l~合されるから，そとから将JIJ. LkftJ!i; 

料ばその#fJiifiU交tl!j'J容を附々Rl亡すると考えられ

る。

最後に本稿の御校1i!:Jをこ!弘ったブd1iiJ'Pi犬私j位、，IIi.

ぴに本問題乞J必供されtl)!:々向jてl:~供9せされた北海

江lj((J弘前i引!，.l~WI:日!?誠三;深長， I司千主合引¥1ぅ;ヰー

1111助長， FO jJ} fO'{lfi: ~rt太郎氏{1:こ到し深刊の 1:\ '0:ご去す

る。
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R白ume

As eggs of dog-salmon are opaque， it is very difficult to determine whether eggs have 

been fertillized or not frol11 the surface of the chorion， especially in ear1y stag<四 Thewriter 

has tested the l110st simple method of the early determination of the fertilization percentage 
of eggs as follows. 

(1) The acetic acid treatl11ent reported by RUTTER (1902)， MORTON (1948) and AFFLECK 
(1952) is also available for the eggs of dog-saIl11on， Oncorhynchus keta (WALBAUM). When il11-
mersed in 10% s~lution of glacial acetic acid， the chorion of the egg beωmes transparent and 
the blastoderm turns opaque after a whi1e. Then the inner can be observed easily from 

out号ideof the chorion even in the earliest stage. If transferd them in the glaciaI acetic acid， 
better result can be obtained， but the shrinckage of the egg takes place quickly and prevents 
satisfactory observation. (See Fig. 1.) 

(2) UnfertiIized eggs are activated by the water and the blastodiscs begin to condence 

graduaIly. (See Fig. 2.) As this change is entirely sil11ilar with that of fertilized eggs， it is 
di伍cultto distinguish unsegmented eggs from unfertilized ones in this stage. 

Though the first segl11entation takes pla田 atabo ut eight hours after fertilization at the 

temperature of 13-14 oC， the blastodisc of the unfertilized egg continues to condense and 
reaches to the shape finaIIy shown in Fig. 2. (4) at about twenty hours after contacting with 

、water. This shape is maintained for about three. days and then disintegrates graduaUy， 
(3) The most suitable stage for the estimation of the fertiIization percentage of eggs is 

four ceIls-stage， as the blastoderm can be most easily observed from the surface of the chorion 
with the naked eye when treated with the acid. For the estimation of the fertilization per-

centage the ear1y period in which the egg begins to divide shbuld be avoided as it is hard to 
distinguish developing ones from unfertilized ones as mentioned above. 




