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獄卵の成熟分裂及極体の行動
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c－）緒　　　　　言

　獄卵0）成熟分裂につきては先きにIlelエkil19氏（1892）及タflJl陣士（1909）の研

究あれさも其時期に就きては的確に述べられす、只だ第一成熟分裂に關しては

タ杣博Lは卵を塵卵せんミする繭後に於て始めて分裂すε述べられ而して第二

極膿成ξkの階期に關し叉成熟分裂の際に於ける染色騰に就ては論遍せられざり

き。

Henki119氏は第一、第二極燈を圖示す．るも其の成と1…の時期に就きては述べす

而して染色艦に就きては第一成熟分裂の際に少くごも12個存在するミ遍べたり

且っ叉受構の起る時朋に就ては爾氏共に論述する露なかりき。

　鴛卵の成熟分裂の起る時期は盤の種獺（一代叉は二代等）及卵の保護時朋殊

に列濃の高低によりて著しき差異あるは発れざる所なり。著者は一定の品種、

一定の時期に於て雨成熟分裂の時期、受精の時期及威熱及成熟分裂の際に於け

る染色罷i数をづ豊究し得ナこり。
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翻陶極膿の運命に就て1よ曾てタ仙博Lσ909）が述べ∈・れfる瀕r1く罰二退

化漕失するものにあ‘，す或卵にありては樋艘は一種0）行動をなし其の結果有綜

分裂によりて再び分裂を始め其の分裂穣は卵内に携人する現象をも槻擦しナこり

　著者は著音の得ナこる結某を蝕に報告・せんミす。

　　　　　　（二）　材料及方法

　材料は日支二化交雑にして上田獄綜專門畢校に於て夏翫釜朝（192脳F7月6日掃

立）に飼育せしものなり。今其の経過を示せば次0）如し。（食司育中の李均温度

9⑪度、上籏後嚢蛾迄の李均温度83度・産卵後の保護湿度zド均80度）。

一齢｛樺妾彊劉畿｛3：　　ご爵合｛穆甕1男逡昌鑑：1：

三齢簿審郷箔畿1：　　1・・聯僻豊1男湘畿1：

五齢僅綾1聚ll会：ll：？b．

　獲蛾はi・、十一及十二口の三a間に亘る。木研究に於ては最多敏嚢蛾せレト

ー日のものを用ひたり。

　蛾を5－G時間憂尾せしめて割愛し産卵を始むるや直ちに是を取りて一粒づS

固定し、叉3分間に産みたる卵を材料霊して5分叉は10分の間隔を取りて130分

迄固定い其後は20分乃至30分の［昌1隔を取りて16時間迄固電し、斯測よ適宜の時

間に固定せり。女一々に於て不交尾蛾の卵管内の卵の核の状態を検せんが爲め

に蛾を解剖して卵管を摘出し「シヤーレJ内に固定せり。5（1不交羅蛾の産卵直後

の卵をも固定せり。

　圃定液はGabrn（，y氏液、　Bouin氏液及ピクリ：　asva酸液等用ぴたり。卵管内の卵

及産卵直後卵の圃走に｛よ最も困難を感じたりo以上のK辱i定液中ピクリン硝酸及

Bouin氏液は卵管内0）卵も潰れすに圃定せられナこリミ難も染色の際卵0）内容物

汚染し染色膿及申心慣の如き微争ll［物の研究に謝しては不漉當なりき。　Garn（，y民

液は卵澱れるもの多きも潰れざゐも0）に於一CQよ好結果を齎らせり。

　當報告に於ては韮εしてCtLrlloy氏液固定卵を用ひたり。切片は5μのものを

刑ひ染色はハイデンハイン民戴へrトキシリン、9・ヒミィオシンの複染、及サフ



　　　　　　　　　　　銀卵の成熟分裂及極体のN一動　　　　　　　　　77

ラSンを川ひナこり。最も好結果を得ナこるはハィデンハ1ン民鐡ヘマトキシリン

及之Sイオシンの複染なりき。

　著者は産卯0）成熟分裂の際に於ける染色腸の例二究に當り之れS共に卵原細胞

（00S，OTIiUlll）精原糸III胞（Spermat《｝9‘｝11ium）及精癒0）成熟作用に就きても槻察せ

り。之等にea　H支二化交配、國盤支四號及國獄臼一｛漉を用ひ固定はFlenlming氏

強液、CarnOy氏液、　BouinJIE液、13e11磁及．Ch匿unpy等に依り切ノトは5－6μに作り

染色は斑ommillg氏強液園定材料にありてはハィデンハィン氏鐵ヘマトキシリ

ン、之定イオシン0）複染及Flelmllin9氏三染色法を慮用し、　B｛｝ui1．1「及CtLl・110y氏

固定材料に樹してはハイデンハィン氏鐵ヘマトーr一シリン及之ごイオシンの複染

を川ひたり。而してIBenda及Chauiip：固定のものには夫々の方法によりて染

色せりc（Benda及C11をm1Py法によりしものは染色膿の研究には不適當なれき

も他の研究の目的の爲めに作りナこるものなり。而してCh｝unpγに依りしもσ）は

染色罷の班究に於てはBeUdaに劣る）。

（三）　卵核存在部の朕態及第一成熟分裂

　蛾の卵管下端附近に位する卯は染色膿を構成し、卵の表面に斜にある紡錘板

の赤道板、hに排列するも0）なり。（第一圏）之邸First　i｝olar　spindleなりo不

交尾蛾の産卵直後のものにありても前者S略同様の黙態に（aSletaphase）ある事

を常Sす（第三圖）斯の如き現象はDecleTer．　P．　H：，氏（1915）がphilo呂alni

aCyllshiaに於て親察しナこる結果言極めて良く類似す。

　1‘”irst　Polav　Spindle　O）所在は卵門0）近側にして當部は著しく外部に突出する

を齢て卵の夕i観より颪に判別する事を得。而して其内部構造は多量の原形質よ

りなり圓鍾懸をなしで卵黄内に突人し（1）olar　protoP1削ln）且其の周園の卵黄粒

は他部に比して著しく大形に且粗に配列するを以て此の部分を探究する時は容

易にFirS七1］’olar　Spiudleを装見し得るなり。（第一、第：二b第三・第h鍾茎1－一・階D

　然るに交尾蛾0）産卵直後のものにては購rSむ1’01av　Spiticllcの軸は前位置より

稿轄廻し常に卵面1に劉’して垂直に位し且つ染色燈は分裂後胡の初魍（1’sarly

Anaphase）0）状態にありo（第四、第五圖）　而して渥i卯後5分以後0）卵に至れ
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ば紡錘綜は赤道板上にて切れ（産卵画復のものに於ても切断し居るもの茂）り）

其の切漸部は略一一一羅iに集中し蝕に内外爾個の獅立的の紡錘を作り染色艘は各紡

錘の赤道板上に概ね一一一・5iijに耕列す。斯く内外爾個の紡鑛が猫立的位置を取るに

至るや二個の紡錘は卵面に封する霊直線．hに横はる事ありo叉二個が著しく傾

斜的位置を取る事あり。これは卵個騰にょりて差あり。（第六、第七、第八圖）

　前記二個の濁立紡錘中卵の表面近くにあるものは之第一極罷にして（第四、

五M六、七、八閻の内部に位すものは第コ塑口母細胞（Seconclary〔）OGy七e）に厩す

るものにして後に第二極膿を放出するも0）なり。（同ヒ匿lc）

　外由博士は家獄の第一極li豊は「卵を産出せんごする前後に於て始めて分裂ず

霊蓮べられ、叉Hellkh｝9氏（1892）は産卵復一時園の卵に於ては既に第一極儂

の完成を認めたり」。

　著蕾の齪察を↓抑Cすれば第一樋腸の成熟分裂の開始期は産卵前にして卵内に

精鐡の入る事が分裂開始の動機ミなり而して其の完成は産卵後5分内タトにあり

sす。

　1比際内外爾紡錘の赤道板に滑ふて卵を切孝観する時は爾極に繊はる染色艦の数

は明に算：へられN例外なq勺タ禰染色腱群の巾央第一紡錘赤道板上に染色齢

同襟1ン・ザンハイ・磁ヘマ甘・v’・にて濃調に染ま姻形叉1よF醐形o）

大なる物騰を目撃す（He1エkil1息民の所謂［Shelyitl？氏1ま淡調に染まる淋鱒）

（第四b五、六、七1八圖b）。

　第一成熟分裂切期に於ては染色膿は個々明らかに認められ儀つ内外爾染色膿

群は比較的接近し署る養，其の後時を経るに從ひ爾淋は次第に遽去かり且つ染色

髄の形懸は不規則に其o）輪廓は不明瞭霊なの其o）内容は粗霊なり染色艦各個欝

0）腿別は困難霊なる　（Doderor．191翫　Phi正Ol　alllia　eyilshi［L）而して燧に各染色臓

群凋園に極めて微かに核膜を藤暦る事第一禰・守燗（Pk’im．lry　　Sl）erl竃】匪㌔tocyte）

の分裂の宋期邸ち第二成熟分裂に移らんざする際の現象霊柑似たり。後者に就

ては小熊博士（大正八年）か｝舞に述べられたる導ありo（第牙ils六、七、八圃）

　然れさも染色膿は上記の如く外親恰も融創伏を呈し目つ核膜を成生する灘

も普通艘細胞の分裂0）際に於けるが如輌翻世す核隠莫内には依然ざして紡錘綜
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認められ其赤道板1：には染色罷配列雪る事蕾のfUlし」

（四）第二成熟分裂

第二蝋分裂の開始期の親察は三蹄の搬には極めて困難なりき。1－1，nl｛ing

氏（1892）は第二成熟分裂姻示すれさも其0塒腺こ就ては明震已せす、タ仙博

士も亦記載せられざりき。

　著者の材料に依れば慶卯後60分の卵にては多くは前記S同様の状態にありし

も数個の卵に於ては第二成熟分裂に入りしものを認めたり（第ゴL圓）然れE“も

著者の揚合に於ては其の分裂不規則にしてfl．つ染色艦は多敷の切片上に現はる

るを以で第一成熟分裂の際に於けるが如く其の歎を追究し能はざりしも或卵に

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　於ては各極に少くこも20個の染色騰を藪へ得たり。1］．つ共の形腺ま球形に近し

而して家獄卯の第コ成熟分裂の際には或る種の動物の如くに新たにSecolld

polar　spinclleを生する事なく第一成熟分裂に與かりし紡錘が第二成熟分裂に關

與する事明瞭なり。

　産卵後80分の卵にありてはPolar　Pr‘｝toplasin内に明かに三個の核を認む（第

十、十一圖）此内一一個は第二極艦にして他の二個は第一極腿なり。耐して雌性

原核は離にPo】ar　PrO七〇Plttsni夕1に出つるも侮P｛｝1tLr　I｝ro七〇plasmの鋼園に位する

粗大なる卵黄粒内に［llり、第二極騰さ原形質の響皐を以て相連絡するを以て第二

極艦は矯易に追究する事を得。而して當時期の卵にては第二極艦及び雌性原核

は完金に静止賦態を呈書。上逓の如くPo工ar脚）i］oplasin内に三個の核あり。其

内一・一一個は第二極膿なるを以て他の．二個は第一極龍0）分裂によりて生ぜしものな

る事は明かなり。而して四個の核は略同様の懸態にあるを↓ヨて第一一一極艦0）再分

裂開始期は第二成熟分裂開始期S同時期なろべし。（第十、十一闇）

　双同時期の卵に於ては（産卵後80分）精描はアスターを生じ卵の内部に湛行

申にして雌雄爾原核の間には尚相當0）距離あり（第十、十一圏）而して此時期

に於ても前記第一一分裂の際に生ぜしハィデンハィン氏餓ヘマトキシリンにて濃

調に染まる物膿をも認め得る事あり。（第十圖）

要之、著者0）揚合に於ては第一」黄熟分裂は産卯前に開始し産卵後五分内外に
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於て完了し第二成熟分裂は産卵60－80分の間にして産卵後GO分内外に開始む完

了は80分前なりSす。故にea－一・成熟分裂開始より第二成熟分裂開始迄は相當の

時間ありて少くSも60分の時を要す。小熊博士（大正八年）1まi家獄の＄permとしto

govesisの研究に於て第一成熟分裂より第二成熟分裂に至る迄の時間に就ては明

記せられさりしも雌間に多少時を要する事を蓮べられたり。

（五）染　　色　　体

　家鑓の染色髄に就きては先きに外山博士（1893）塾乏谷津博士（1913）の研究あ

り、後に勝木博士（大企七，1・1三）及小熊博1！コ（大正八年）の研究あり。ヒ記四氏の

研究を以て當問題の代表的のものごす。而して」，奪0）結果に於てはタ仙隙ヒ及勝

木陣士は一致し減敷しkる染色盟徴を14個ごし此の倍数邸ち28個を以て艘細胞

の染色胆数虐せられtcり。然るに之に反し谷津、小熊爾陣士は28個を以て減敏

したる数ミなし此の倍敷自口ち56個を以て膿細胞の染色膿言せられたり。

　即ち勝木博ヒは外1川1撃士の結果を夏に謹明し小熊1〔肇・f：は谷津民の結身毛を澄明

せられ九るなり。

　以上四氏は皆何れも材料を家鷲の墨丸1こ取られたるものにして家獄の卵の染

色騰に就きては論及せられざりき。

　家獄卵の染色罷に就きては僅かにHellki119氏（1892）の槻察あゐに魍ぎす。

而して氏は第一成熟分観の際少く虐も12個の染色艦存在す言述べたるに過ぎざ

りき。

　卵の成熟分裂の研究殊に其の際に於ける染色艦の研究は畢丸のそれに比して

著1．く困難なり。如例ざなれば翠丸に於ては一切片上に多数且つ各時期のもの

を槻察する事得れ51，卵にありては其の内に一A個の核より存在せす、而して卵

殻を除去する際PohLr　I）rot6plasin　o）部分破壊する事多く又第一極紡錘（Met乏LPh

thse）及内外凋立的爾紡錘の赤道板に滑ふて卵を切楓1し傅凝掘よ一に機會に依り

“じ支配さる事多ければなり。

　1）…㈱七。・氏は（190δ；1．9，・10；19】1三1912；1914）夫々或るSawfly；αan　Hy；

pie「ls　b1’assieao；Ah「axaS　9「ossullwia軌等に於てDa（lerer氏（1915）は1）liilosamia
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cynshiaに於てHenldng氏（1891）はIlhoclites　yosaeに於てM。rgal眠（1906）

はPhylloxerans・に於て其の他卯に於て染色罷を算（・られたる揚合多し。

　　　（a）卵の第一成熟分裂の際に於ける染色艦

　著者は不幸にして染色髄が第一極紡錘（First　polar　Spiuclle）の赤滋板に並び

し際に於ける赤道板に沿ふて切捜したる材料を有せざるを以て此際に於ける染

色艦に就きτは論及する事能はす、然し第一極紡錘軸に沿みて切覆しtるもの

を見る時は染色艦は階圓形又1ま亜鈴懸をなす。（第一圏）

　既にi述べし如く産卵後5－10分以後の卵にありては内外爾個の紡錘は猫立的

に存し染色艦は夫々各紡錘の赤道板上に釧例するも此時期の卵にありては染色

騰は概ね不規則形をなし又其輪廓不明瞭ミなるを以て内外各紡錘の赤道板に沿

ふて卵を切識するも精確に染色罵の数久は其形撚等を逼究し得る事殆んさ不可

能なり。然れさも産卵直後叉は産卵後3分以内の卯にありては安全に染色艦の

撒及ヲ疹yK犬等を追究する事を得るなりo

　著者は斯くして多歎の材料を得たり。然れさも染色艦個々によりて爾極に移

動する時期及速度に邊速あり。且つ亦切識する方向の如伺に依りて一個の切片

に全部の染色髄が含まる事は殆握き無く二個乃棄三個の切片上に現はれ來る事

普通なりき。然れさも以上の關係により（殊に前者の關係により）各紡錘軸に

沿ふて卵を切槻したるものに於ても染色艦数を算へ得る便利を得た1り。

　第十二圖（0．i．）　第十三圖（0，i．）　及第卜四圖（O．i．）共に産卵後3分以内の卵

の内外爾紡錘の極饅なりo此内第・1一二圖に於ては外極（o）の染色膣は1．2．3，の

三個の切片上に現はれ夫ft・一一個・二十四個及六個にして合計三十一個なり。内

極（i）に於ては申央一個の切片上より謝きしものにして其敷二十六個を数ふ。

（不幸にして此前後の切片は欠けたり）第十三圖は外極（のの染色艘は工．2，の

二個の切片上に現れ夫々卜八個及十一個を有し合計廿九個なり。内極（i）の染色

艦も亦1．2の二個の切片に表れ其撒は夫々九個及骨一個にして合計三十個なり

　第十四圖は外極（o）の染色罷は一y＋一’切片に現れ其内明に撒へ得らるsものは十九

個にして其他は圖示せしが如く棒妖に融合して其敷不明なるも少くさも六個以

f：の集含なる事明かなり・故に此揚合に於ても外極には二十五個PJ）：の染色膿
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を有す。内極（i）は二個の切片（］．2）に現れ夫々二十六個及二個を有し合計二十

八個なり。其他同檬に所作しナこる卵に於ては常に内外爾極に三・卜個前後の染色

f撮を数へ得るなりo

　第四圖（A．B）は産卯直後の卵を紡錘軸に沿ふて切覆したるものなり。i染色膿

はA及BのL個の切片上に現れ・rA片に於ては内外爾極（a．のに夫々八個及十七個

を撒へ叉B切片に於ては内外爾極（・．b）に夫々ニー1梱及＋一個を数へ合計爾極に

夫々二十八個づS存在す。

　第1一五圖は人爲的慮理をなせる不受精卵（Clu，3A　art・u・No13）の一個の極

膿なり。此ものに於ては明かに二二十八個の染色職を数へ得らる。

　　　（b）　卵原細胞（0ぐ｝gOIユium）の染色朧

　卵原細胞の染色膿は概ね群渠するを以て個々を明瞭に追究し得る事順る困難

なり。然れεも極めて稀れなれ♂も染色艦個々離れて存するものを見る事あり

薯者は幸に斯の如きものを得ナこり（第1一プ911’itfl）此のものに於ては明瞭に55個0）

染色腿を数へ得。町田博・ヒは獄業試瞼揚幸艮告第六巻第二號卵漿の研究に於て卯

原細胞の染色膿数に就きては論及せられざりしも50個以hを圖示されたるもの

あり。（町田博・ヒ卵桑の研究六十三圖・六十四騒1）故に卵原細胞に於ては50個以

ヒ60個内外の染色腿を有す。

　　（c）　　茅iEi“GJ：糸III乃包　（Sperlnatoeyte）　もこ方奄てei容易壱こ・28個を婁交’、餐｝o

　要之（1）卵の第一成熟分裂の際に於て内外雨極の赤道板に沿ふて切機するも

叉紡錘軸に沿ふて卯を切轟iするも常に内外爾極に夫々三十個内外の染色艦を数

へ得。

　（2）卵原細胞に於丁は50個以上徽へ得る場合多し。而して著者の最良の蜴含

に於て55個を轍へ得ナこりo

　（3）精母細胞に於ては架蜴に28個を敷へ得。

　（4）　不受精卵の一個の極髄に於て明かに28個を数へ得弛り。

　（5）　∫U也不受精卵0）第一成熟分裂の際に於て内外爾極及其他に存在する染色

艦を合計する時は56個内外を撒へ得る揚合多し。

　（の　第二成熟分裂の際に於て各染色膿群に於て20個内外の染色膿を撒へ得。
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　以上の事實より著者は獄のQogoniumは56個の染色艦を有し成熟したる卵は

28個の染色艘を有すS決定す。

　　　　　　（山ノ、）受　　　　　精

　既に遍べたるが如く産卵後SO分の卵にありては雌性原核は卵内に進行申にし

て而して雄姓原核も明にアスターを生じ又卵内に進行中なるも爾性原核の闇に

は爾相當の距離あり（第十、第十一圏）其後雨・1！it原核は卵内に進行しつs相接

逝し鷹卵後110分の卵に於τは爾性原核は著しく接近し一切片上に現はるに至

る（第十七【副）然れさも此のll＄］ts，eeに於ても繭核は爾休IL懸態を呈し稽離れて存す

　署者は塵卵後120分のものに於τ染色羅が濃調に染まれる原形質内に分布し

たる二核が融創伏態にあるものを親察せり『（一切片上に於て）（第十八圏）而し

て産卵後3時闇のものに於ては卵内に三個乃至九個の割球を数へ産卵後10時間

のものに於ては割球のあるものば卵の先端に到達するを兇産卵後13時間に於て

は卵のあるものは既に完然なる胚盤を形成するを親察せり。之を以て見れば牽

精の際に於ては爾性原核は染色騰を現はし而して憂精は著者の揚合に於ては塵

卵後120分帥ち2畔間前後に於て起り合一一urの分裂閉始は産卵後3畔聞前にあ

りざす。

　　　　’　（七）極騰の排列

　上記σ）如く産卵後80分卵にありては例外無く三個σ）核はPolar　pr〔｝七。plasln内

に認められるも挑列歌態には愛異ありて二個（第一・極｛搬より生ぜしもの）卵面

に沿ふて並列する事あり・叉一1固夕榔に位に個（第二極縢第一datffeのrEP）

内部に排列する事あり。而して四個核（極髄三個ざ雌性原核）中中央に位すゐ

二個が根接近し居る事普通なり。著者は四個核が卵の表面に封する垂E線1：に

規則正しく耕列せしものを目撃せし事無し。要するに極膿の排列欺態に不ゴEな

り。而して極儂は卯の表面（卵殻下）に放出せらるSものは極めて稀れにして

余は斯の如き卵を産卵後480分の一個卵に於て観たるに過ぎす。（第＝卜五圏）

　うく時霊して三個極艦中・一個が全部又は其一車を卵騰膜内に突入せしものを親

察せり（第卜七ザト八圓）是恐らく第一極禮に騰するもの、一個なるべし。
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　　　　（八）淺卵後80分以後の卵の極髄の撒及其厭態の墾化

　前述0）如く産卯後80分0）卵に於ては常に三個の極罷を認め得るも（第十’　’1’・一

圖）其後時の経過霊樽に極膿の藪及極罷そのもの玉題態に著しき鍵化を生す。

而して其攣化は同時期の卯に於ても卵個艦によりて著しき鍵異ありて一定の順

序を追ふて記遍する事困難なり。今主なる時期に厨する卵個騰に就て其大略を

述べん。

　　（2L）　塵卵後110分の卵

　此のβ｛劉田の観察卵は1輔司なり。極腿が胞懸をなすや染色質擁をなすやは卵個

照によりて1差異ありミ難も（産卵復80分の卵に於丁も同燦なり）何れも皆Polar

protoplaSm内に3個の1亥を認め得。面して14個申一個卯は三個極膿中r：個が極

めて密接し」恰も融合的傾向を示すも爾明かに二個なる事を認め得たり。

　　（b）産卵後120分の卵

馨察羅撫鞍　　捕　　　　要
　1　　　　　3　　　　　　趣艦は染色質塊験セなす

　2　　　　　　3　　　　　　　同　　　　上

　3　　　　　　3　　　　　　　同　　　　上

　4　　　　　　3　　　　　　　同　　　　上

　5　　　　　　3　　　　　　　同　　　　上

　6　　　　　　3　　　　　　　三個の趣me：1・；二個は極めで密接し恰も融合的｛醜陶を示

　　　　　　　　　　　　　　し低度の顯微鏡にては極膿の数二欄と見ゆ

　7　　　　　　3　　　　　　　同　　　　上

　8　　　　　　3　　　　　　　同　’　　上

　9’　　　　3　　　’　　一一個は胞釈ご個は染色質塊状ななす

IO　　　　　　3　　　　　　極騰は極めて粗朕にして且つ三個密接す

11　　　　　2　　　　　　二個共に染色質塊にして一個は他のものに比して大なU

12　　　　　　2　　　　　　　同　　　　上

　要之此時期の観察卵は12個にして10個卵は3個の極龍を有するも其内3個卵

（6．7，8）はコ個の極腿極めて密接し恰も融合的傾向を示し而して二個卵（11

12）はコ個の極艘を有するも共内一・個は他のものに比して大なり。
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　　（c）産卵後180分の卵

響撫鍛　1摘　　　要
　1　　　　　　3　　　　　　一個は微かに核膜な生じ内に染色艘葎認め得（第一・趣膿P1ノ
　　　　　　　　　　　　　而して二個は未だ核膜な有tfず染色艦群な作り　lpeめて緕接
　　　　　　　　　　　　　し融合的傾向な示す．
　　　　　　　　　　　　　これ第一極騰（Pi）の一半と第二極艦、P”）武より．而してPtの
　　　　　　　　　　　　　間には多少フワイバーの残物あり

　2　　　　　　3　　　　　　一個は染色質塊．二個は各小染色質片の集合よりなり極め
　　　　　　　　　　　　　て密接し蝕に小片朕染色質の二群な作る　（第二十圖）

　3　　　　　3　　　　　一個は藥色質分散して淡調に染まり退化的lt　y、二個は染
　　　　　　　　　　　　　色質塊にして極めて擾鯛し雇合的傾向を示す　（第十九圖）

　4　　’　　3　　　　　　同　　　上

　5　　　　　3　　　　　三個共染色質塊にして内ご個は密接し融合的傾向奄示す

　6　　　　　　2　　　　　　完然胞状ななす

　7　　　　　2　　　　　ご個共に染色質塊にして内一ケは大形なり、

　8　　　’　　2　　　　　　同　，　　上

　9　』　　　1　　　　　趣めて大形にし・ζ連績的切片より見る時は二核以上の轍合
　　　　　　　　　　　　　物なり

IO　　　　　　1．　　　　　同　　　　上

11　　　　　　1　　　　　　棒歌な暴し且つ二部よりなり紡錘綜獲達す．即ちMitQtic
　　　　　　　　　　　　　figureな呈す

　要之親察卵個艦轍は合計11個にして其内五個は三個の極膿を有するも何れも

其内の二核は互に密接し融合的傾向を示す。（1．2．3．4，5．第十九、二十圖）

又極髄二個を有するもの三個卵あり（6．7．8．）其内二個卵（7．8，）の有する

極髄は何れも一個は他のものより大形なり。而して極鰹一個を有すゐ三個卵（9

10・11）の内二個卵は遠綾的切片．hより兇る時は融合核にして他の一個卵（11）

はMi七〇七iG　figlu・．eを呈す。

　斯の如き極盤のMi七〇tie　figureの現象は著者は此時期に於て始めて襯察した

る所准り。而して極腿全部が胞懸をなすは只だ一個卵なり（6）。

　　（d）産卵後250分の卵

響察銭驚瞬　　　摘　　　要
　1　　　　　　3　　1　　　一個は染色質塊にしてこ個は粗塊欣にして甦化的なり

　2　　　　　2　　　　　一掴はMitotic　figUre　bこして大形一個は小形の塊舩なり
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　32二t個1奪1こ”包見隆なり
　4　　　　　　1－2　　　　　数の決定は困難なり．蓮櫨的切片巾一側にはMi七くDtic
　　　　　　　　　　　　　　figuro現れ次の切片上には染色質塊現はる

　5　　　　　　1　　　　　極めて粗欣にして分散的なり通化的現象な呈す

　要之観察卵は五個にして少数りミ難も極艦は一個J！至二個のもの多くMi七〇tic

figUre（2　4）を呈するも・力あり。

　　（e）　産卵後310分の卵

鯉驚翻　　　摘　　　　憂
　1　　　　　3　　　　　二f固は胞歌なり．一個は濃調に染まれる染色膿様物厘形質
　　　　　　　　　　　　　内に分布すr染色fllll－i　s．しては稀穴形なIJ）

　2　　　　　　3　　　　　一個は胞班たこ個は染色質塊にして其内一個に粗歌なリ

　3　　　　　　　3　　　　　　三個共lj酬犬なり

　4　　　　　　2　　　　　一個は美なるMitotie　flgureにして一個は不規則なる染
　　　　　　　　　　　　　　色質塊なり（第二十一圖）

　5　　　　　　2　　　　　一個は染色質塊一個は恰も細胞11Jsge後期の如く染色質小片
　　　　　　　　　　　　　　は爾極に集合す

　6　　　　　　2　　　　　　大小ご個の染色質塊なリ

　7　　　　　　2　　　　　　一個は棒欺一個は塊状なり

　8　　　　　　2　　　　　　二個共に染色質塊なり

　9　　　　　1－・・2　　　　蓮綾的切片な見る時は一切片上に棒状物次の切片上には塊
　　　　　　　　　　　　　　釈物な見る

10　　　　　2－－3　　　　二個或は三側核の融合にして原形質内に染色瞭扶物散在す

11　　　　　　1　　　　　V字形奄爲し紡錘綜農達しMitotic　figureな暴す又1｝1心罷

　　　　　　　　　　　　　　なも見る而して漣績切片な見る時はV宇の頂黙分離す（第
　　　　　　　　　　　　　　二十二圓）

12　　　1　　・　棚伏染色質脚ζして染色力易野く退化的なり

　要之観察卵は合計十二個にし丁三個の極髄を有するもの僅かに三個卵（1，21

3）にして其他は一一個乃至二個なり。而して二個の極騰を有するものに於ては前

時期の揚合に於けるが如ぐ融合的徴候を認め得ざる程完然なる一一個εなり又二

個卵（4，11）に於てはMitotiG　figureを呈し（第二・レー、二・・1－一二1圃）其内一一個

卵に於ては明かに中心艦を兄る（第二＋二圖）叉極艦の数明かならざるも0）あ

るも（9．10）其蓮績的切片より二二個叉は二個塊．ヒの融合核なる事を推知し得。

共他核の染色力嚢へ退化微候を示すものありo（12）
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　槻察卵数卜二個なり。此時期に至りては割球は卵の先端1こ多婁姻1…列し漸く極

罷の追究困難ざなる。著者は襯察卵t’　：個申極腿を安全に追究し得たるもの六

個にして他の六個は追究し能はざりき。極縄豊は多くは粗大なる不規則の塊歌を

なし叉時にはMitotic　f．i　s・　ureを呈する事あり。而して其数は前期霊同様に例外

なく一個なり。

　　（m）　産卵後780分の卵

　槻察卵は’1・五個なり。此時期の卵にありては胚盤（Blastoclerm）は略完成Nは

完成したるものあり。極膿を安全に追究する事は困難なりき。

　以ヒの表（a．b．c．d．e．f．g．h，i．j．k，1。m．）を通鷺虜る時は塵卵後八十分（第二

成熟分裂完了）及塵卵後百十分の卵に於てはPOlar　prO七〇pltism内に常に三個の

核を認め得るも（第1”s十一一s十五圖）産卵後百二十分及百八f分のものに於て

は三個極騰中二個は極めて接近し蝕に融合的徴候を示すもの（第十九、二十圖）

或は極騰二個を有し其内一個は他に比して大形なるものあり。産卯後：二百五十

分、三百十分及三百五十分の卵に至りては親察卵の大部分は二個乃至一一個の極

艦を有し而して二個存在する揚合には前述の如く一一個小形にPt個は大形にして

コ個核σ）融合によりて生じたる事を示し又一一個の揚合に於ては其形は普通0）も

のに比して大なり。

　斯く極膿の薮に愛化（二核の融合）旭る霊共に極騰の懸態に愛化起りて或卵に

於ては蝕にMito七ic　figUreを呈し．［1．つ中心禮現はれ明に極艦の有綜的分裂の徴

候を示し（第二十一一一、二十二圓）＄incみては分裂1を始め其分裂核はPolar　pret－

oplat　ni外に出で卯内に遊入するものあり（第二十三、二十四、二十五、二，十六

圏）斯の如き現象は著者は産卵後三百五十分の卵（2）に於て始めて親察せり。

　産卵後三百九十分及四百三十分の卵に於てはPolar　vrotoplasm　iXlの核の蜘こ

著しき愛化起りて其数は激増し三個以上の核を有するものは産卵後三百十分の

もo）にありては六個（親察卵十個pl；t　）産卵後四百三十分のものにありても六個

（難見察卵十個中）を撒へ合計＋二個なり（前時期に於てはPGI乱r　pr・七・Plasm内の

核0）数は一個乃至二二個のも0）最多なりき）。而して此内には1’ol≦tr　1｝rotoPlagm内

に九個の核を有するするものあり（産卵後三百九十分の卵10）。
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是霊同時に極膿分裂核（極膿の分裂によつて生じ：Po1εLr　protOPlasm夕｝にfU　T

卵内に進入したる核）も其敷を塘し産卵後三百ゴし十分の卵に方全ては六個、同四

百三十分の卵に於ては四個卵を撒へ而して極騰分裂核は一個卵内にff個を有す

るものあり。（産卵後三百九十分10）。Polar　protOPIasin内の核及極腸分裂核の

緻を合計する時は其敏十四個に達するものあり。（産卵後三百九卜分10）

　然るに産卵後四百七十分に至りては1’olar　pro七〇plasin内の核の数は激減し一

個乃至二個（二個のもの多し）霊なりて極髄の緻に於ては産卵後三蔭五十分の

卵の撒に鯖復す。

　産卵後五百四十分、六百分及六百六十分に至りてはP。1ar　protoplasin内の核

の数は更に減じ常に一個を有するに至る（第二十七・二＋八圖）。

　産卵後百八・卜分より四百七・卜分迄の各時期の或卵に於てはE’01ar　pro’toplasm

内に皿itotiG　figzu’eを認むる事普通なりo而して鷹卵後四百七・｛＾分以後の卵に

於ては胞然極艦を認むる事能はすoMitotiG　figureを呈すか、棒状を呈すか或

ひは塊1状を呈す。

　　　　　　（九）極膿の融合及其有緯分裂

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　s
　Polyspern1Yなる明象は常に獄卵に於て目撃する所なり。（第十七、十八圖）

獄・）ip・ly・p・nnyについて1ま外lil蔽、　H・曲g及川・諸氏曜鋤り・余

も亦多くの卵に於て親察せり）而して卵内に入りし精鐡の一個が常に雌性原核

（female　prOUucleus）霊結合すれさも残絵の精描の何れか黛雌性原核霊同檬の構

造性質を有する極艘に附加するや否やを周到の注意を以て検したるも精錨が極

艦に向ひて近づく傾向すらも認め能はざりき、（精癒はアXターを生じ居ゐを以

て極髄霊明に嘔別する事を得）。

　既に述べたるが如く産卵後八十分の卵1こては常にPolar　protOPlasm内に三個

の核を有するが其後の時期の或卵にありては三個の極膿中の二個は極めて接近

し鼓に融合的徴候を呈し夏に」冬後の時期の卵に於てはPolar　protoPlasin内に完

然の二個核を見るに至る（廷ヒ際多くは一個小形にして一個は大形なり）以上の

事實より見る時は三個の極艦中一一一個が滑失して二個霊なりたるものに非す、三
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個の極櫻中二個が融合したる結果なり。

　斯0）娘き撫盟（D融合は1）et，r”nke、vi七呂仙（1901，］903）は蜜蜂に於て（lvieht．．

疋mgscOpしll謡i（m81｛ern）1）oneag，　te］・（1905）は8ぎしwlly（Noma七us　rihe臼ii，　N．　laeteus，

N・PIL1「du阿，　C】謄ヒls　V豊恥rl1磯；）に於て及He皇t］til　Y，）’（1880）は：1もho【titeg，　rr》sae及

Lasius　llig賦響；1こ方全胃〔JU也qlecLLslieluも1ni，　A｛1h1101Li比tnnaeeli，等0）動tl勿に於て

親察せられたる現象なり。

　今慧に於けゐ二佃極慰量σ）融合を見るに所謂盟elltmLgSCf｝Pulatiく）nskerUは他の

一個に比して大形にして共初期に於ては部分的融合状を呈すれさも（第1づL、

第二卜岡）趣に完然に融合し二二極艦よのなる一個なるや叉は純檸の一個なるや

を制別し得ざるに翌るo

　故に融舎初期のRielLbullgsα｝Pul皇Ltiτ〕n：　lcer1Lの≧燦凱酉1を見るlli－］：一は或る揚合に於

ては二個の染色質塊極めて接近して部分的融合1賦態を呈し（第・Wしf蹟1）5く或る夢i11

に於ては繭者の如く一・塊をなさす染色質は各々小几状に分割しτ不規lllJ厭染色

膿形を醜し各群は極めて相密接し蝕に二群0）集團を作る」2S｝合あり。（第二Hl’，LIA）

叉或卵に於ては発然なる染色龍肝を作りllll期同襟の現象を縫する事あり。

　又共の横働：面を易る口語・は一本又は二部よりなる棒1伏物Sして現れ叉或る揚合

には小ノ｝・題染色質魏が宗方錘の赤道板1：に縦列して各染色質小片塊の分界不明瞭

　なるも微かに認め得る揚合あり（第二・1・一一、二十二圖、細1炮分製の際染色龍

が赤道板．ヒに並動せしも0）を横断せし揚合に相當す）面して一・一一一切月‘1二に・一本の

棒歌ミして現はる』揚合に於では焦連績切片上にはこ二部分を認め得る事あり゜

　1．）onca，stLir（1f｝O“））はN’Oinf』Lus　yL】bei正に於てCOPIII滅o甕恥izu．¢leu：’0）魯個が染色

艦を蒋現して玄玄に密接せる染色罷0）二群な生じ叉NOina’tuh　i　laetusに於℃は一個

は正當σ）染色膿を作り他O）　一一一個1よ不規則なる事を槻察しCr｛｝egus　CILrUvに於ては

一個は染色膿を生じ一一4個は溝失する事を親察せり、，lrullkiu9（1892）はRho〔lite

に於て三二個共に染色罷群を41£る事を認めたり。而して創れの揚合に於ても

Rich右しm鮒CQPu1としtiOu畷吃lra　O）澗圏には核膿iな生する事填にし。

　類0）揚合に於ては極罷融合の際に融合すべき核は染色質塊、不規則形染色質

小片或は完然なる染色盟を表す等前記諸動物に▽けるが如く一・・建の形筑を探ら
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すミ錐も後に運ぶるが如く或卵のRlclltuuggcOPulatio1欧ernは有綜分裂によりて

分裂を開始するものあるを以て斯σ）如きものにありては融合後早晩染色催を1：檸

成すうものなるべし而して難に於てもRiUh七lmgSCOPIllt、ti｛mgkerUの周園には核1嘆

を形成せすしてPo1齪protoplas］n内に横る事前記二氏が他の動物に於て観察せ

し揚合ざ同醸なり叉時に著者は或卵に於て二個の融合核は共に核珪葵を有し各核

は相頁極膿の簾迫の霧め其接鯛部は著しく不規則形を呈し贋るものを認めたり

　Pe敏lnkewi七9，　ehe　lま第二極騰及第一極膿の内部1：．　flXする核より生ぜしRiehtu－－

ngseOPula七ifm臼kemは其個騰（密蜂）σ）畢丸0）成生に關係しBrauey（189癌）は

Ar七emiaに於て第二極龍S雌性原核0）再結合の結果蝕にOleavage　n　lcleusを生

する審を見（工》農Lrthellogo1≧esiのDOnc：繍erlよS星、w｛1アに於てCJoPulii，tion　nucleusは

嚢育する傾向を有する書遍べたり。

　識の揚合に於ては1）oneasterのSl胤wf1γの揚含霊異なり或卵に於てはRichtu

ngsc・pulati・nskernは躍に分製0）傾向を示すのみならすしてjL：V．分裂を開始す

るものあり。帥ちRich七Ullg臼COPula七i｛｝1t吹orl1の横閥fを兇る1尊は或卵に方全ては美な

るMi七〇tic　figUroを呈し（第二二卜一、r卜二圏）之に加ふるに中心盟を明か1二

認め得るものあり（第二十：圖）尚溝みては分製「戸のものをも目撃しナこり署督は

融合核のMit磁cfigUreは産卯後百八・卜分o）卵に於て始めて親察しJ轍各時期

の卵に於て例外なく親察し得たる所なり。（四、滲照）。

　第二f－・、二十二圖は（産卵後三百卜分0）卵より）’は紡錘綜よく畿蓬し染色

罷は赤道板hに排列し殊に第r・h二圖は“lultipolar　Spiudleを呈するも中心腿

を明かに認むる事を得。斯の如き現象より見るも獄σ）Ri¢h七u1壌sα）PldatiOn呂kem

は少くSも分裂の傾陶を有する事明なり。ee　：”十六圖は産卵ご後四颪七1ロ分のも

のより識きしものにして正に分i裂を終りたるものなら。染色膿群は内外個々濁

物の紡錘0）赤道面に排列し氷だ静1ヒ駄に入らざるものなり。賄して一個はPolav

protoplas　in内に存し一一個は卯黄内に蓬入す。而して爾極偶豊は分裂o）際に引きし

原形質の帯にて相蓮絡するを以て明に極艦の分裂なる撃を認め得べし。

　第二十三圃A・Bは産卵後三百五十分のものより得たるものにしてA及Bは夫
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々全然掲立的の切片より描きしものなり。（但しA，及Bに属する二核は皆夫々

の一一一切片上に現れしものなり）。（A）に於ては分裂核は全く静止賦を景するも爾

細胞間には爾明に原形質の帯を有し（B）に於ては一個はMi七〇tic　figu「o　にしτ

Polar　prO七〇plaf4m内に横はり一個は静」L然にして卵黄内に進入す。此のものに

於てもP。la・p・・七・plasni瀞止核ミの間には原形質の帯匪・りて明かにP・lav

protoplasmより出襲せし事を示す。

第二｛一四圖は産卵後三砒卜分に鮒る卵（10）の一切用・に現れ焔核のみ

擁紬燭ものなり。該卵はIP・lar　p・・七・P1・・　m内にゴL倒馳卵黄内に五個嚇

ll骸儲｛・・姻個核鮪％もの1二して卵黄内に存する五個核eif　1）・1・・　pr°七゜plasm

よ腋出連績せる原形質内に相横1晶を以て五側蛸は1磯の分裂に抽て生

じたるものなる事を明に制定し得。

　第二十五圖は産卵後四百三十分（10）の卵より識きしものにしてVola「

pr。七‘）pltugin内に存する核の数を示したゐものなり。其数は七個にし『C且っPolar

protoplεLsun外に三個の極騰の分裂核を有す。

　以上の事實によりて見る職よ或卵の極膿は有懸分農によりて分裂し其分裂核

はP。1ar　protoPlag，　in外に出で卵黄内に灘入する事朋なり。

（十）　融合すべき極膿

　獄卵のある極騰に於ては極腿問に融合起り而して1’・ichtungseoPulati〔｝nt　1〈ernは

再び有綜分裂をする裏前述の如し∩

　L，Dl，　11tec（1903）は雌」1！k雄性はマグネツトの正員の如きものにして此間に

相引の關係あるものならん霊述べたり。Do1エc麟er（1905）はL・Dan七eGの假詮

及Ctlstieの性に關する假論より＄鮒flyの雌を生するものに於ては第二成熟分裂

の結鰹跡る四個核中中央1こ位する：：個の問に船超るを以て四個核は酬雌

性が恐らく7Qi　tiに排ダ弓するもσ）電なし叉雌を生するものにありては中央に位す

る二個の間に融合起らざるを以て性に關して同種にしてしかも雄性のものなる

可しざなせり。

　實際家獄に於ては顯微鏡的研究によりて雌雄何れが性に關してホモなるやへ
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テロなるやを決定する事は至難なりn田申隙土は獄の伸性遽傳はAbraXas　type

に麗する1を以て獄は性に關して雌がヘテロなる事をi述べられたり。故に獄の雌

雄は雌（WZ）及雄（ZZ）に現はす事を得るを以て卵が二回の成熟分裂の結果生す

る極｛撒よ性に關して二型に纒め得。帥ち一は雌性原核がWを有する揚合にして

其際に於ける極膿は雌性一個雄性二個Sなるべく他は雌性膜核がZを有する場

合にして此際に於ては極瞠は雌性二個雄性一個曹なるべき理なり。

　今獄の揚合に於てL・iDftuteG及C職1e両氏の假設を適用すれば獄に於ても

極醒の融合は雌雄爾性間に起るものミ推定する事を得。しかし此推定が果して

正當なるや否や、或は箪に極｛週挑列の歌態關係によりて融合起るものなるやは

夫々の極腿が有する性染色騰を追究し得たる曉にあらざればにわかに確寒す．る

事能はす。

（十一）　融合核（Richtung’seol．）mlnt；；onskern）の磯育

　三個の極腿及雌姓原核は成熟分裂の結果生するものなるを以て其構造性質に

於τ同檬のものなるべく精1懸はその形態一ヒより見れば前者εの間に著しき差あ

りε難も少くSも染色罷の轍に於ては爾者同様なり。而して雌姓雄性の爾原核

合一（愛精）する時は殆んさ例外なく嚢育するを蹴て雌雄雨性原核S同一の内容

を有する（少くミ蓬，染色罷の数に於ては）1 ﾉ膿間に融合起る際には嚢育の機會

を與へらるsは考へ得る事なり。然れきも爾脅の揚合を比較するに其間に獲育

（分裂）に張弱遽速あるは逸れざる羅なる可し。

　受精は雌姓雄性爾原核の混和によりて強傳物質の蹄興及個醗の襲育に必要な

る或刺戟を奥ふるものなる事は一一般に論ぜらるs所なり。而してi遣傳物質の混

和なる鮎に於ては雌性雄性爾原核の混和の蝪合及極艦聞の融合ミの聞に於て差

なし。しかし刺戟の羅1に於ては爾者聞に多少の差あるは滲へ得らるム事なり。

性質相似たる爾性生殖物混和は性質異る爾性生殖物混和の揚合より刺戟少き事

は愛精上刺戟設の示す所なり。

　翻りて考ふるに翻の蝪合は極髄各側ま完然なる姉妹細胞なるを以て染色騰轍

は勿論核内外の性質に於ても極めて相類似し発然同一姓質を有するものε見る
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事を得。然れさも雌性原核及雄性原核t’は染色腿の敷に於て差なしε難も其他

の核内外の性質は夫々雌雄の特性にょりて影響さゐΣ事明なり。故に極艦同志

の結合は雌雄爾性原核の看｛吉合の揚合に比し比較的同物質混和0）揚合なるを以て

普通の受精の揚合に比して典嚢育弱く遅く且つ異懸を呈するは逸れ能はざる所

なり。

　著者の鷲0）揚合に相似たる現象は他1こも見る事を得。Boveri（1887）（よAscaris

に於て第二極畿が静止核『・三して卵内に残留する事あるを見斯0）如き第二極髄は

恰も精轟の如く卵核ざ結合し鉱に卵を翌最性的に獲育せしむる事あるべし電論じ

Brauer（1894）はArte11戯に於て曝性原核は第二極罷によりて受精せられ其

卵は輩性的に嚢育するを観察し叉BueluieT（1911）は畑teriasの人爲的躍性ノ1三殖

に於て1司．ヒの事實を槻察し第二極艦ざ卵核結合し鉱に分割核（Cleavage　iiucleus）

を作る專を指摘せりc

　著青の揚合は前記Artemia及A±　tevias等の揚合に於ける雌性原核の代りに

之S同一の性質を有する極膿の一つが用ひられる揚合にして全く同様なゐ現鋲

ミ見るべきものにして而して一個の卵内に普通の受精さ躍・性生殖の爾者が維み

合はされたる揚合なりQ　　　　　　　　　　　　　　　　　　3

（十二）　極膿を追究し得る限度

　i二記（四）に述ベナこる如く極膿は分割核（Segmenむ漁Ou　nucleus）より生じし割

球（1｝la：　toinere）かボだ卵膜に達せざる以前に於てはPolar　pro七bplasin内に一個

乃至九個の核を認め得（産卵後四百七十分以1勺）而して産卵後五胃四卜分以後卵

にありては割球は卵の先碍吊卵膜に逮するを以て極慢の検出漸く困難Sなゐも極

腿は常に大形のP⑪lar　I⊃rotOPIaE　rr］内に存1在し叉常に異黙形（租大塊歌、棒1伏、

Mito伽figUre，三叉形或は多極紡錘）を呈するを以て割球が極腿の附近に到達

するも爾爾背は明かに騒馴する皐を得。（第二十七、二十八閾）著者は産卵後六

百六十分迄極艦を魑究し1騨こり。而して産卵復十三時聞（七百八十分）を経過し

肚盤（Blastoderin）略鋳δ威し3ζは完成し≠：ゐ卵に於ては極艘な追究する嘉は至難

ミなりき。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
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叉卵内に進人せし極艦の分裂核は割球e’同形同大なるを以て割球がその附近

に達する畔期即ち産卵後五百四卜分以後の卵に於ては之を追究する事困難霊な

るなり。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’

（十三）　極騰のi退化消失

　既に述べたるが如く産卵後八十分より六百六十分迄の卵にありては1）01av

protOP1㈹1内に存する核の撒は夫々の時期によりて塘減あり瀬鮎卵内には或

敏0）極艦を認め得る事普通なり。（四）然れさも時霊して極艦の染色質著しく分

散し乱つそ0）染色力嚢へ明かに退化的徴候を示すものあり。著者1よ斯の如き卵

を産卵後1ぼ八i一分の卵に於て二1個、二百五十分の卵に於て二個、三百十分の卵

に於て一個を認めたりo耐して退化的極膿の厭態叉一個卵内の退化的極艦の撒

等に於ては種々の攣化あり。師ち一一個卵に三個の極盟を有し其内一個が退化的

傾向を示す揚合あり（産卵後百八十分3．4）叉三個極髄中二個が退化的傾向を

示す揚合あり。（産卵後二百五卜分1）叉一個の塊状の極髄を有し是か退化的徹

候を未す揚合あり。（産卵後二百五・卜分後）。又棒状極艦を有し之が退化する揚

合あり。（産卵後三百テ分12）。叉三個の極髄を有し共に退化の現象を呈する事

あり。（産卵後三百五十分1）。3ζ多少Miむ〇七IGの傾向を添しながら退化せんミ

する揚合あり。斯の如く極饅の退化の時期、一個卵内の退化的極艘の数．及退化

すべき極腿の欺態は種々にして一定せす。然れさも著者の観察せし範園に於て

嫉一個卵内の全部餅響が胚齢彦成以前に退化激する揚合は極めて稀れなり

き。

（十四）総　　　　括

　（1）　Fir曲1）olar　SI）in’clleは蛾の卯管内にて形成せらる。

（2）第一威熟分裂の開始は産卵前にして其完了は産卵後五分乃至十分なり。

（3）第二成熟分裂は産卵後六十分内外に於て閉始し塵卵後八十分前に於て完

了す。第一極艦の再分i裂も是ざ同時なり。

　（G）卵原細胞の染色騰は五十六個にして成熟分裂を終りたる卵は二卜八個を
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有す。

　（5）　受精は産卵後百二十分内外に於て起る。

（6）産卵後八’1一分乃至面i一分0）卵にありては常に1’・1・・p・・t・plasin内｝こ三個

の核あり。

（7）産卵後二蒲五粉、三百＋分、及三百五＋分0）大部分卵i二於てはP・1・・

pr・topla：・m　l・x・1　O”）核は一個乃至二個なり。斯く極艦の嶽を減するは多くの揚合極

躍鋪虫合0）結一11一なりo

　（8）　斯く極艦の敷を減する霊同時に或卵に於ては1’olar　pr‘，toplatsm内に

Mitotic　figure現はる。

　（9）　i”olar　I）i・otol）lasm内0）Mitotic　figureのあるものは分裂を開始す。而し

て分農核のあるものは卯黄1勺に湛入す。著者は斯の如き卵を産卵後三百五十分

の卵に於て始めて槻i察せりo

　（10）　産卵後i三百九十分及四百三十分の卵に於てはPolar　protoplas］u内外0）

核の婁女著しく」曾加す。

　（11）産卵後四百七十分0）卵に於てはPoiar　protoplmugin内の核の微減少し一

個乃至二個ミなる。

　（12）産卵後五百四1一分脂菱0）卵に於ては・P・1・・r1・J’・七・♪1・1・麟内0）核0）激は扁

個ミなる。

　（13）産卵後六百六十分廓ち割球が極膿の存在部附近に逮するも極艦を安全

に塞豊究する事を得。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．

　（1分　産卵後六百六十分以前に於て卵内の極罷全部が退化消失する事は稀れ

なり。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大正十五年十二月
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　　　　　　　　　　　　附　圖　説　明

　圖は著者がアツベの輔鷹器によつて、ツアィスのアボクロマ・・一卜油浸装置2．

及1．5mmの援物鏡及：ンベンサチ才ン接眼鏡6．8，12，及18を用ひて識きしt，

のなり．但第12－21圖以外は極めて略圓にして唯その要領を示すに過ぎす。爾

3．10．11，17．18。25．27．28圖は更に籏大力小なるレンズを用ひて識きたる
り

ものなの。

　Fig．1．不交尾蛾の卵管後端i近くに位する卵の‘Firsut　polar　Sl）ill（Ue

Fig．2．卵の極髄放出部及其周圃の獄態

Fig．3．不交尾蛾の産卵直後卵のFir5七polar　spiudle

Fig．4．　A．B．交尾蛾の産卯直後卵の第一成熟分裂後期の側面親A及Bは

　　連績切片なり。染色鎧は内（の外（a）借極に夫々合計28個を敷ふ。
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F呈9．5．6．交尾蛾産卵後五分の卯の第一一・成熟分製側面観なり。bは内極（G）

　　及外極（のの申央に位するハイデンハdン氏鐵ヘマトキシリンにて濃調

　　に染まる物艘なり。

Fig，7，8．夫々交尾蛾産卵後30．50分の卵0）第一成熟分裂の側面1蜆なり。

Fig．9．交尾蛾の産卵後70分の卵に於ける第二成熟分裂の側面槻。

Fig．10．ユ1．変尾蛾産卵後80分の卵にして1’olar　Protopl・ftgm内1こ極彊3個

　　卵黄内に雌雄爾働｝ミ核存す。

Fig．12，13．14．交尾蛾産卵後8分の卵の第一成熟分裂に於けゐ内外爾極

　　（i，のの極面観。1．2．3．は趣績切片。Fig12，に於ては内外雨極に夫々

　　31個及26個、Fig　13，に於ては夫々29個及30個、　Fig　14．に於ては炎々20鯨

　　個及28個の染色禮を撒へ簿。圏は2625倍。

Fig．コ5．人爲的塵理を施しゾこる不受精卵o）第一極艦にして28個の染色艘を

　　藪へ得。2625倍。

Fig．16，　卵原細胞の染色罷55個を教ふ。3000倍

Fig　I7．交尾蛾産卵後110分0）卯にして1脳舗性原核將に結合せんミす。

Fig．18．交雁蛾産卵後120分の卵にして爾性原核結合す。

F正9．19，20．交尾蛾産卵後180分の卵の二個極骸の融合。

Fig．21．交尾蛾塵卵後310分0）ljlljにして極騰の有綜分裂の側面槻

If”ig．v．22．　交尾蛾産卵後31⑪分の卵の極臓のMul七ipolay　Spitidlo。

Fig．23．　A．B．　i交尾蛾膿卵後3ero分の卯の極器σ）分裂にして娘細胞bは卵内

　　に進入す。A及Bは獅立的切片より識く。

Fig．24．25．夫々交尾蛾産卵後390分及430分0）卵1三して1’olar　protoPlasm

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●
　　の多核状態及極騰の分裂核が卵内に進入するを示す。

Fig．26，交尾蛾塵卵後470分の卵の極騰の分裂核が卵内に湛入するを示す。

Fig，27．28，交尾蛾産卵後600分の卯の極腿及JYPJの表面に蓬せし割球。
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