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東北水研 研究報告第34号昭和49年12月
Bull. Tohoku Reg. Fish. Res. Lab., No. 34, December. 1974 

アワビ属の採卵技術に関する研究

第3報精虫濃度と受精率の関係＊

菊地省吾・浮 永久

TECHNICAL STUDY ON ARTIFICIAL SPAWNING OF ABALONE 

GENUS HALIOTIS III. REASONABLE SPERM 

DENSITY FOR FERTILIZATION 
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It is a well known phenomena in abalone hatchery that the egg membrane 

dissolved and the embryonic development became abnormal in dense sperm water and 

also that the fertilization rate was a low level in sparse sperm water. In the present 

paper, the reasonable sperm density for the artificial fertilization of abalon巴 is dealt 

with. 

Adult abalones, Hal叩tisdisc叫sh仰 nai!No, were reared in indoor tanks as reported 

previously .{KIKUCHI and UKI, 1974a). In the experiment, they had an integral tempe-

rature of 1,043. One female and two males spawned almost at the same time arti-

ficially by the method of 2,537A U.V. irradiated sea water {KIKUCHI and UKI, 1974b) 

Sperm waters of several density levels were prepared soon after spawning as shown in 

Table 1, and each 50 ml of the sperm water was kept in glass tubes. Eggs, 1,000 to 

5,000 in number, were then put in the glass tubes for fertilization. The fertilization 

rate was observed after four hours thereafter, and the embryonic development was 

observed constantly. The results are as follows. 

The fertilization rate showed a low level in sparse sperm water such as 1,000 sperm 

per ml. By increasing the sperm density, the rate advanced and reached almost 100 

percent of the fertilization rate in 100,000 per ml. The egg membrane dissolved in 

1,930,000 per ml and th巴 embryoshowed abnormal development in 4,830,000 per ml 

{Figs. 1 and 2) 

From these facts, it may be considered that the reasonable sperm density for 

fertilization of the abalone is from 100,000 to less than 1,900,000 per ml. As t巴chnique,

it seems to be desirabl巴 thatthe sperm density is 200,000 per ml in order to obtain a 

suitable artificial fertilization and to decrease the surplus sperm which induced the 

abnormal ph巴nomenain the early development of the abalone. 

During the experiment, an apparatus for trial was made as shown in Fig. 3 usmg 

photo-absorbancy. The accuracy of absorbancy was confi.rmed as shown in Fig. 4. It 

is useful for easy measuring of the sperm density. 

緒 言

アワビの卵を人工受精する際に，商法度の精虫懸濁海水を用いると，卵膜が溶解し正常な発生が阻害され

ることは既に知られている．また，正常な発生が保障される精虫波度であっても，精虫濃度が高いほど，受
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精後の洗卵に手数を要し，残留ni虫の死後腐敗による水質の悪化などによって幼生の健全な発育を妨げる危

険性が多い．一方，精虫濃度が低い場合には無精卵の生ずるおそれがある．

人工受精の際の精虫波度の問題は，人工採首校術にとっては初歩的な問題であるが，従来の産卵誘発方法

では精虫濃度を人為的に規制することは困難であり，受精率との関係が明らかにされないまま，経験的に処

理されてきたきらいがあり，洗卵の不充分さとあいまって，飼育管理の初歩的失敗の一因になっていたもの

と思われる．

筆者らは，木研究の第 l,2報で報告したように （菊地・ 浮，1947a, b）母貝の成熟を人為的に管理し，紫外

線照射海水を用いて産卵誘発をおこなうことによ り， ♀3個別に所定の時間内に確実に放卵放精させること

が可能となり，受精時の精虫濃度を任意に設定することが出来るようになったので，受精時の好適な精虫濃

度の基準を明らかにするために，精虫濃度と受精率の関係について実験を行なった．

また，精虫波度の測定を簡易に行なうために， 精虫~：濁海水の精虫波度と吸光度との関係を応用した定量

装置を試作したので併せて報告し参考に供する．

材 料 及び方法

実験に用いた母貝は第1報（菊地 ・浮， 1974a）の実験区 6で育成したエゾアワビ Haliotisdiscus hannai 

lNOで，実験当日 （1972年4月 11日〉までの成熟有効積算温度は 1043であった．産卵誘発は紫外線照射

第l表 精虫濃度と受精率
Table 1. Sperm density and fertilization rate. 

精虫濃度 No5. of 祭egg9 observed 
実験個体 管ピン呑号 希釈倍欽

ds巴＇P;s~~
観 H 数 受精率

Experim巴nt No of Multiple F ertiliza ti on 
glass tube of dilution Nos./ml F受erti精1liz卵巴dUn来fe受It精il卵ized 

rat巴%

1 1 1482 

2 2 741 

3 5 296 

4 10 148 125 。 100 

c No.I 5 25 59.3 196 。 100 

6 100 14.8 364 2 99. 5 

7 200 7.41 350 2 99.4 

8 500 2.96 193 79 71. 0 

9 1000 1.48 98 133 42.4 

10 2000 o. 741 68 175 28.0 

11 4000 0.371 27 3~2 6.9 

12 10000 0.148 5 234 2.1 

1 1 965 

2 2 483 

3 5 193 

4 10 96.5 387 1 99. 7 

c No.5 5 25 38.6 237 。 100 

6 100 9.65 284 。 100 

7 200 4.83 276 16 94.5 

8 500 1. 93 224 173 56.4 

9 1000 0.965 81 135 37.5 

10 2000 0.483 94 176 34.8 

11 4000 o. 241 51 173 22.8 

12 10000 0.097 5 147 3.3 
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海水法により ，近接した時間内に放出した♀ 1個体，＜＇.＞ 2個体の生嫡素を実験に供した．

放精直後の波厚な精虫~：濁海水を， ピペットとメスフラスコを用い，第 l 表に示す希釈倍数に海水で正確

に希釈し，直径 3.2cm，；告さ 9cmのガラス製管瓶に 50mlずつ分注し，それぞれに新鮮な未受精卵を約

1000～5000個ずつ投入し，静かに撹伴したのち 17°Cの室温に放置した．受精率は処置後4時間以上経過し

てから計測した．精虫の波度は LugolEosin液で固定し， Thomaの血球計数盤を用いて測定した． 各々

の管瓶の精虫濃度は，使用原液の濃皮に希釈率を乗じて求めた．

結果及び考察

実験結果は第 1表及び第 1図に示したよ うに， 精虫濃度 1000個／ml内外では，受精率は 2～396と極めて

低いが，濃度の上昇とともに受精率も高まり， 1.5万個／mlで 5096, 5万個／mlで 9096,7～10万個／mlで

ほ工 100%に達する．一方精虫波度が 193万個／mlでは卵膜が溶解し異常卵言請するものが現われ，精虫濃度

が高いほど異常発生卵の出現率が大きく.483万個／ml以上ではほとんど総ての卵が異常発生を呈した．

以上の結果で明らかなように，受精可能な卵が確実に受精するためには，7～10万個／mlの精虫濃度が必要
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第 1図精虫濃度と受精率の関係
Fig. 1. Relation between sperm density and fertilization rate. 
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第 2図低濃度における精虫濃度と受精率の関係
Fig. 2. Relation between numbers of sperm per ml and fertilization rate 

in lower sperm density. 
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園d

第3図精虫浪度測定装置
Fig. 3. The apparatus for the counting of sperm. 

a；定電圧装置 stabilizer

b；光源（顕微鏡用照明装置） light source 
c ，暗箱（62x 58×高34cm) dark room 

d ；平底透明容器（直径 11cm) transparent 
vessel 

e ，受光器 photo巴lectricplate for mesur-
mg 

f ；照度計 photometer

であり ，それ以下では受精しない卵が

生ずる反面， 193万個／ml以上の濃度

では有害な作用が現われるので，受精

時の好適な精虫波度は，おLよそ 10～

190万個／mlとみることが出来る．し

かしながら，実用的には余剰な精虫は

少ないほど望ましいので，計測誤差や

安全性を考慮して，受精時の精虫濃度

は 20万個／ml程度が適当であると恩

われる．

精虫濃度が高い場合に卵膜が溶失す

る現象について，神奈川水試 （1967)

は精虫波度が 17300万個／ml以上で

卵膜が溶失し， 1730万個／mlで卵膜

にゆがみが生ずるのを認め， 173万個

/ml以下では正常な発生が行なわれた

と報告している．この結果は筆者等の

実験結果と比して，正常な発生がみら

れる波度については大差ないが，溶失

する濃度については大きな差異がみら

れる．この違いが穫の特性によるものか，実験条件によるものかは不明である．

なお，卵II莫の溶解現象については，精虫から分泌される卵膜を溶解する酵素様物質の存在が知られており，

その｛動きによるものであろう

低波度で受精率が低下する現象については，第2図でみるように，受精率と精虫濃度の関係が指数函数状

の対応を示しており，一定時間内に精虫が卵に遭遇する確率の問題とも考えられるが，受精現象の生理学的

側面からの解明を期待したい．

精虫濃度の簡易測定装置について

精虫懸濁海7~くの精虫濃度は， 一定体積内の精虫数を顕微鏡下で計数することによって求められるが， 実際

の人工採苗作業の過程などで，その都度，顕鏡測定するわずらわしさを省くために，精虫懸濁海水の吸光度

から精虫波度を求める装置を，手近にある器材を組合わせて試作した．

材料及び構造

測定装置に用いた器材及び構造を第3図に示す．

定電圧装置は出力調整と測定中の光量を一定に保持するために用いるが，電源に容量の大きい蓄電池を用

いてもよい，蓄電池を用いる場合には光量調節のために光源の高さを変えられるように工夫する必要がある．

時箱は周囲の物体からの反射光の変動による誤差を防止するためで，陥室でもよい．

平底透明容器の底面は厳格に平滑なものでなければならない．ビーカーなどのように多少とも曲面になっ

ているものや，透明度が不均ーのものは使用できない．

光源ランプは市販のタングステン電球でも支障はないが，光来を限定するカパ｛を付けるほうが望ましい．

使 用法

平底透明容器に一定量の海水を入れ，照度計受光部上の定位置に置く ．電源を入れ，定電圧装置の出力企

調節し，所定の照度 Ioに合わせる．次に，光源の明るさを変えないで，容器内の海水を， 同量の精虫懸濁
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第4図精虫濃度と吸光度の関係（液層 ，10.5cm) 
Fig. 4. Relation between sperm density and the ab3orbancy thτough 

10.5 cm column of sea water. 

海水と交換し，透過光の日限度 Iを読みとり， i反光度 log(Io/I)又は透過率 I/Ioを求め，あらかじめ精虫

波度と吸光度から作製しておいた換算区｜表と照合すれば濃度が求められる．

換算図表は精虫懸濁液では LambertBeerの法則が適用できないので，液層の厚さを一定にした条例こで

求め，かっその液層についてのみ適用されることになる．

筆者らの装置の換算図を第4図に示すが I反光度 logOo/l）の目盛は，透過率 I/loに読み替えておいた方

が便利である．

要 約

エゾアワビの卵の受精率と精虫濃度との関係について実験し次の結果を得た．

1. 精虫波度の増大に伴って受精率は指数曲線状に増加し， 1.5万個／mlで 5096, 5万個／mlで 9096,10 

万個／mlでほ工 10096に達する．

2. 193万個／ml以上の濃度では，卵l践の溶失する卵が現われ，正常な発生が限害される．

3. 精虫波度と吸光度の関係を応用した精虫波度簡易測定装置を考案した．
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