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アワビ属の採卵技術に関ナる研究

第4報生殖素の受精能力の持続時間と温度との関係＊

菊地省吾・浮 永 久

TECHNICAL STUDY O N  ARTIFICIAL SPAWNING OF ABALONE, 

GENUS HALIOTIS IV. DURATION OF FERTILITY 

RELATED TO  TEMPERATURE 

By 

Shδgo KIKUCHI and Nagahisa UKI 

In the present paper, the experiment on the duration of fertility of spawned eggs 

and the sperm of the abalone, Haliotis disι叫shannai !No, as related to the tempera-

ture, is dealt with. 

The spawning of adults which had been reared by the regular method with an 

av巴ragewater temperature of 22.4°C was induced by the method of 2,537A U.V. 

irradiated sea water. The materials for the experiment were obtained from o口emale 

and one female which spawned at the same time. The spawned eggs of about 2,000 

were put into a glass tube with 50 ml of sea water soon after spawning. Glass tubes 

with sea water were conditioned at five levels of definite temperatures from 9°C to 26°C. 

The fresh sperm water introduc巴dinto five glass beakers were adjusted at the designed 

temperature within 30 minutes, and in such condition they were preserved until the 

experiment started. All the materials preserved at the designed temperature were 

fertilized at 23°C and the fertilization rate was obs巴rved. Treatment started 70 

minutes after spawning and this way of treatment was done each hour. The results 

are as follows. 

As for the sexual materials pres巴rvedat 26.2°C, the high fertilityぉ shown by 

the fertilization rate of mor巴 than80 percent was observed only at the五rsttreatment. 

The fertility dropped rapidly thereaft巴r. At 17.3°C, the high fertility lasted about 

three hours, and at 13.6。cabout four hours. Sexual materials perserved at a low 

t巴mperaturesuch as 9°C did not shown the high fertility throughout the experiment 

(Fig. 1). From these facts, it may be pointed out that the high fert出tylasts for one to 

three hours after spawning under regular temperature. Though it is uncertain that 

the disappearance of the fertility occured earlier in both eggs or sperm aft巴rspawning, 

the r巴suitssuggest the adequate times of atrificial fertilization in abalone hatchery. 

緒言

人工受精によって健全な受精卵を得ょう とする場合に， 受精時の諸条件として， 海水の塩分や1鳳度などの

物理化学的条件と共に，精虫濃度や生殖素の活性などの生物的条件も無視できない問題である．

アワピの生殖素の活性に関しては，猪野（1952），神奈川水試 （1967）の報告があるが，人工採苗技術の

基礎的知見としては必ずしも充分とはいえない．
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第 l図 生殖索の受精能力の持続時間と温度との関係
Fig. I. The duration of the fertility related to the temperature. 

一般に，人工受精を行なう場合，放出された生殖素は可及的速やかに受精させるのが常識であり， 産卵誘

発技術の進歩とあいま って，生殖索を放出後長時間放置する可能性は少なくなったが，一方，l号貝の成熟を

人為的に管理し，周年採卵が可能となった段階では，自然の産卵期以外の温度条件で採卵，受精が行なわれ

る可能性も生れてきた．

したがって，生殖素の受精能力の持続時間と視度との関係をより明確に把握しておく必要があると考え，

この実験を行なった．
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材料及び 方法

第1報（菊地 ・浮， 1974a) の実験区 1 （平均水温 22.4。Cl で養成した エゾアワビ Haliotis di.scus 

hannai !NOを用い， 1972年4月 10日，紫外線照射海水法（菊地 ・浮，1974b）により産卵を誘発し，同一

時刻に放卵 ・放精中の♀・8各k 1個体から得た生殖素を使用した．産卵誘発時の水温は 23°Cであった．

卵は，呼水孔から噴出する瞬間をとらえてスポイ トで収集し，数回のl噴出で得た卵を 9。Cから 26。Cの範

囲で5段階の一定温度に空調された恒温室で，予め用意した同室温の海水 50mlを満たした数本のガラス

瓶に，約2000個ずつ収容した．

精虫は，採卵と同時刻に，放精中の誘発71'糟の海水を入れ換え，その後数分間に放出された精虫の懸濁液

を作り ，5伺のビーカ｛に分注して各恒温室に移し，速やかに同室温に達するよう，温度を調整した．温度

の調整に要した1時聞は，最長で約 30分 （9°C区）であった．

それぞれの温度で保存した生殖素は， 放出後1時間 10分を経過した時点から 1時間毎に， 同一保存温度

の組合わせで授精し， 経過時間別の受精E容を測定した．授精は生殖素の保存温度にかLわりなく ，23°C の

海水に戻して行なわれた．

結果及び 考察

設定した温度条件の下における経過時間と受精率の測定結果は，第 l図に示したように 26.2°C および

22. 7。C では 1時間 10分で 96%以上の高い受精率を示したが，その後急速に低下している.17.3°Cでは 3

時間 10分，13.6°Cでは4時間 10分以後に受精率が低下しており， 高受精率を維持する時間は高温ほど短

い傾向がみられる．一方，gocでは初回の観視｜附から既に 20% 以下の低受精率を示した．

以上の結果は，それぞれの温度条件における卵または精虫の受精能力の保持率の時間的経過を反映したも

のと考えられるが，卵及び精虫はそれぞれ独立した生理機構によって活性が保たれているので，その何れが

先に活性を失った結果で、あるかについては不明である．しかし，何れにしても実際的には，今回の実験で得

られた高受精率を維持した時聞が，それぞれの温度条例で許容される安全な受精可能時間とみておくことが

無難であろう．

神奈川水試 （1967）は，タロア ワビ H.discusについて，本実験と同様に，産卵後の経過時間別に受精率

を観察し，産卵期の自然水温 （16°C と 14.5。Cl下で3～4時間を経過すると受精率が急速に低下すること

を報告しているが，筆者らのエゾアワビの結果とよく一致しており ，この温度範囲では種類による差異は認

められない．
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