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獄卵の即時解剖及蓬性法に就

ての實験

高橋清七　　田角叉十郎
長谷川　正　雄
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1V　結　　論

1　緒　　　言

　鷲卵胚子登育の程度と慧械保護との關係に就ては幽こ外山博士其．

他先輩諸氏の多くの實瞼研究あり。就中近くは永野翼業試験場技師

同蕩報告四瑠四號。其他岩崎朝鮮総督府獄叢試駿協技師（動物學雑

誌七憲八二號大正四年同膓獄胚芋螢育調査及大正十一年勧業模範傷

研究報告）等の實瞼に依り獄種保護上に一新紀元を書し托るの戚あ

り其結果生種黒種の冷藏。入工艀化。入工鱒化施行前後の冷藏。及

粟等の催青等は勿論春獄種の貯藏催膏等に至るまで胚子の襲育程度

を基礎とし。腱置せざれば其目的を蓮成し難きを知り認般當業着間

にも之を重覗せらるt”に至れり。

　而して之の目的を蓮戒せんには極めて短時間に且つ簡易に卵を解
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剖し其の胚子の磯育程度を槻察するの必要あり。

　然るに從來廣く行はれつ5ある方法は種々なるも多くは針を以つ

て卵殻を破り胚乎を取出すの方法にして其手段容易なる如きも技術

ε熟練ご聖要すること大なるの欠黙あり。此の敏鮎を補はんが爲め

に帥時解剖の手段tSlして創嚢せらRvtzるは柳田頼母馬の柳田式帥ち

ビペッbを場つて水中にて胚子を露出せしむる方法及び土屋農夫人

氏の帥時乾熟固定方法等にして此れ等の諸實瞼は斯界に於ける大な

る貢献である。

　其の他即時解剖に就きては著齎の知る範園にては肥田宏氏。徳重

直衛氏。佐獺旭氏等なbとするも伺幾多の手wa　S時間とを要するの

嫌無きにあらす。著者は今後の胚子研究には卵を透性ならしめ卵黄

の移動と胚子の螢育程度とを比較研究せざれば完全を期し難しS信

するが故に之れが目的を蓬せん軍し卵固定の煩を省きて最も短時間

に且つ技術熟練を要せすして完全に胚子を凱察し得る方法を探究し

以て當業者の墾考に資せんSするものなb。

　　　　　耳卵殻の除去法
　　　　　　　　　9’
　鼓に麺ぶる予等の實瞼せる卵殻除去は圭・geして生卵（個定せざる

卵）に就いでの方法である。卵殼の除去方法には次の二法あ転

　L針類を用ひて個々の卵につき卵殻を破bて除去する方法、

　2．化學的藥品を用ひて全部の卵殼を・一一一時に融失せしむる方法．

’第一の方法は從兼廣く行はれし方法で時間ε熟練εを要すること

大なるものなり。予等は其の欠識を補はんが爲に第二の方法即ち化

學酌藥品により試みtzり。其方法は数種めるならんも著春等は圭と

して盛素琵期と強アノVカリ液にて腱理し短時間に且つ熟練を要せす

して脱殻し得らるX．ζごを確め得ナこ1）依りて此の方法につきi㊥ぺん



上田翻翻i專門學綾同窓曾報第十二號　　　　　91

とす。

　　　　　　A盛素琵期に依る卵殻の除去法

　從來櫨素屍斯は獄卵の卵穀を融解せ争ε信せられしも予等の行ひ

だる蜜験は漂白粉に盤酸を注ぎて酸生する強烈なる螢生機の麹素琵

斯にi慧卵を接燭せしむれば歎十舜にしてよく卵殻を融解隙去する事

を得るなb。以下少しく其の方法を述＾εん。

　濃厚なる獲生機の擁素琵斯は化合力甚だ強大にして麗卵を畏時間
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
此の屍斯中に投入し置く時は鷲殻は勿論卯質全部溜失するに至るポ

のなう。・依1て卵を此の琵斯申に投じ卵殻の融解する程度に止めて

引上ぐる時は比較的卵質を害するこdiなくしてよく脱殻し得らる。

而しく成るべく卵質を害するこ博なく脱殼せんには濃厚なる櫨素琵

期中に投じて短時間に其の目的を逮するを可とす。之れ稀薄なる盤

素屍斯中に長時間作用せしむる時は卵殼の未だ融解せざるに己に卵

質は侵害せらる》虞あればなb。

　璽素屍斯は塞氣に比して重く掩撒性渥きと謂ふも前述の如く卵殻

第一圖・の除去に1誠る可く灘なるを璽するのみな

らす．徒らに此れを襲散せしむるは藥品を徒費

七且つ盛素琵新は有毒なるものなれば成る可く

之れを小容積に密閉し．其の中にて鷲卵を露理

せしむるを可とす。而して化學的設備の存する

所にては其れに適當なる用具を選鐸するを可と

するも如漸設備なき厨にては次の如き簡輩なる

方法に依るを可とす。

　即ち直径1－2寸。高さ2－3寸の第一圖の如き

廣口瓶の密栓し得るものを選び其の内に少量の

∠＝：＝ニム灘粉畝嫉に勲其の階せる鰍と撫、
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　墓紙より剥ぎ取う其の一端を綜にて結び瓶の中央に垂下せしむぺし

　かくして其れに相當の櫨酸（漂白粉3琵に化學用櫨酸5ccの割合にて

　行ひだb）或は硫酸を注ぎ直ちに密栓懸付をなし置くなり．然る時

　　は鷲卵は漸訳黄色εなb30分位にして遽いに褐色となり外部より透

　覗するに全く漿液膜の色素を失ふに至る（申央の裏面の色素の無く

　なる迄）此の時に至れば脱殻は適當に行はれたものなるにより蔵ち

　　に糊を騨し・若し肝をmvaす姻的とする時は水中に・N卵

　　　　　　　　　全形を其儘透性法を行ひて掘察せんとする時は70

　　　　　　　　　％の酒精中に投入しピットにて吸引放出縄搾を行

第　　　醗殼を除くべし膿腰する醐は種々の事
　．＝　”．　　　　　　情によb正確を知り難きも大略30分よりJ．．時間内

画G〔°iO外なる如し離學的設備の存する肱て麟二

　　　　　　　　　圖の如き括栓付漏斗を栓に装着しtzる瓶を用ひな

　　　　髪　ぱ一徽な卿ち此の器を用ふる時は離御・

　　　　　　　　　盛酸を注ぐが故に螢生する櫨素琵斯の逸央するこ

　　　　　　　　　ざなく且っ瓶中の櫨素屍斯の濃度を任意1切口減し

　　　　　　　　　得るの便あり。

　　　　　　　　　　獄卵はjEEpm接燭に先だち水中叉はアノVコーノレに

　　　　　　　　　浸積し後水滴を除きて施行琶ば脱殼時間を短縮し

　　　　　　　　　且つ均一に脱殻し得らる。但獄卵面｝こ水滴ある時

」　　　　　　　　　は反つて不均一に消失する傾向あり。叉翼卵面は

　　　　　　　　　成可一様に琵斯に接鯛する様iに注意すべし。

　　　　　　　　　　次に署者等が實験の一部を掲出し墾考に供せん

　　内法薩径一寸一分。高さ三寸五分。ニオンスの標本瓶（第一圖）に各

　漂白粉三琵宛を入れ之れに獄卵を昂下し．i盛酸5CC宛を注入し自B時

　憲こ密栓をなし作用せしむるこLe　10分．20蒐30労．40分。　SO分。1時間。’



　　　　　　　上田搬繍導門學校同窓會報第＋ご號　　　　　　93

1時10分。1時20分。1時30分。1時40の各薩を比較せるに30－・．40分e；し

て適度となるものご一時間内外にて適度に蓮するものごありたb。．

之れに依りて甑れば30分以内のものは脱殻不充分にして適當なるは

30分以上1時問内外なb。而して同時に同一方法にて同一卵贋のむ

のを腱理するも前記の如く脱殻に逞速ありたり。之れを推察するに

琵蜥の漏洩の結果ならん。

　麟本法施行に就いての注意要項

　L漂白粉の量は穂多き方漸次に屍概を機生するの利あb．漂白粉

　　の残溜する時は折々振蕩す＾ミし。鯉酸量多き時は屍斯一時に螢

　　生する敏瓢あり。

　2・屍蜥は人体に有毒なること．識火爆獲し易きこざ。賜勘の充満

　　により栓を吹き抜くこε．等あれば殊に注意すべし。’

　3・既に固定（クローム酸等にて）しある卵にても略同時間に脱殼し

　　得べし．侃しアノレ＝・”一ノンにより取出してよく水濡を去bて後慮

　　理すべし．然らざれば卵殻の融解不均一となる虞あbq

　4．施行中卯の脱落することなし。故に数口の卵を同容器にて一時

　　に慮理する事をそ等，

　5．琵i斯中より取出すべき適度は卵個有の色を失ひて晶様に褐色S

　　凝じだる時とす。

　　　　　　B　苛性加里液脱殻法

　本法は農學士三宅康次。農學士田崩哲太郎繭馬「家鷲卵殻の組成

分に就いぞ」（大日本獄綜會報第239號）の研究を獄卵解剖に慮用し

fzるものにして予等は数十回の實験の結果次の如き方法により成功

するを得ナZり。

　先づ家獄の生卵（固定せざるもの）を璽紙の儘適當の大さに切b液

に浸漬し易，からしめ麗く（ミし。i爽に苛性加里の約20乃至30％液を作、
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b之れを加温沸囎せしめ一度沸騰鮎に達せしものを火よb稽些かに

遽ざけ沸騰止まるに至らば直ちに獄卵をビンセツトにて持ちたる儘

浸漬しナa卵の色澤の愛化に注意す．而して約十秒にして卵色赤昧を

帯び卵粒四五粒股落浮揚するに垂らば直ちに出して水を入れセる・シ

ヤ）・一・V一中に移すぺし（此際未だ卵殻のよく取れざるものある時は

ピペツトにて吸引放出掩搾を行ひ内容‘卵殻とを舜離すぺし）。

　如期して水中に移し7Zる獄卵は約5分にして内外の浸蓬墜の差に

よ、り稽膨張を初むるにより此の時を胚子取出の適期とす．但しi睡性

む行ふ場合は内容の膨張を忌むが故に苛性加里液より取出し陀る欝

卵を直ちに70％の酒精中に入れて後の操作を行ぶを要す・

　絢苛性加里液は40％以上は脱殻甚だ速にて内容を侵かされ湯ぐ叉

10％以下1％位にても股殻レ得れ共長時間を要し其の間内容攣化の

虞あb』　　・

　　　　　　C　其他の化學藥品使用脱殻法

　蜷素琵斯及苛性加里液の他に爾脱殻に利用せらる5藥品は種々あ

らんも著春等は硅酸曹選原液及炭酸曹達液の嚢沸液にても伺榛に獄

卵の脱殼をなし得る事を確め得tz　b。’（化學藥品を用ひて爾より以

上簡易なる脱殻法の駿見せらるts　＄を希望するものなi））

III胚子の調査
　　　　　・A．胚子を取出す方法

　從來胚子1を取出す方法は針及箪等にて取出しナZれ共著者等は上述

　　　　　　　　　　　　　　も
の如く擁素晃斯は或は苛性加里液にようて脱殻せる獄卵を水中に約

5分間放置し梢膨張を初めんとするに至りし時．ピペツトを以て欝

卵を水と共に吸引し之れを稽強く押し出し水中にて撒回之れを繰返

し概搾をなしナzり．即ち梛田武水中擁搾胚子槍出法によbて胚子を
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取出しだb。此際澄意すべき黒占は初あ歎個の卵吸引押出掩搾し卵が

破れて各卵の胞乎は頭部歎環館を顯すにより爾後は各卵ド粒宛卯寧

に吸引放出を行ひ胚子を露出せしむべしヌ内容の窓易に破れざる

時は（胚子は反轄期前は卵の雫圓週の短き方に居るにより掌圓週の

長き側一圓の大なる方一にて）精孔より稽下方に針にて僅かに傷を

付け後ピペットにて胚子を露出せしむ・N“し。

　而して脱殻せる卵は永く水中に放置する時は卵の内容と水との浸

透asの差によ蜥次膨張する3；よb膨張する事を欲せざる場合には

之れを直ちに70％の酒精中に入れ換ふべし。侃し胚子を露出するに

は脱殼卵を水申に麗き擶に膨張せんごする時を最も容易なる時なり

ご思惟す。（露出せる胚子は槍鏡し…欠に述ぶる透性卵S比較研究す

るものなb）

　　　　　　B　卵の透性法

　卵の擾性法に就ては今日迄で先輩諸氏の種々なる研究あれ共何れ

も長時聞を要する事と未だ充舜の蓬性の行はれざるの欠貼あb．而

して奨の時間を長からしむるのEkなる原國は有色卵の漿腐膜の脱色

にあるが如しe依りて典の原因を究め速かに漿腋膜の色素を奪取す

ることを得ぱ1除程迄で實用化し得るものと信じ著者等は種々の實瞼

を反復し盛素罵駈による脱色法を案出するに到れり。叉透性には從

來主巴してウインタ榊グリPン油を用ひたるも予等はクレォリ戸一ト

にてより以上短時間に充分の透性の圏的を達し得たり。以下鰹素i斑

新による脱色法よb透i性lk－1：至る方法を詳述せん。

　松蜜民及東畑氏の獄卵の透牲法は卵殻を除去せすして行ひたるも

著者等は卵殻除去後の卵につきて實験せり。之it－一見先輩諸災の方

法に煩勢なる卵穀除去の一楷梯を加へたる如きも漿腋膜の色素奪取

に於てヌ染色其の他の職に於て時間を短縫するこ冠は装ク鰯，を構ふ
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て除りあるものなb。

　1・固定　固定方法は普随行はるtS固定法なれば水の方法にても可

なるも最も簡輩に行はんeuするにはアノV＝reノレ中に一時間内外投入

し畳かば可なり。

　2．脱殻「IIのA或はBの脱殻法によりて行ふか或は從前の針類を

用ひて一粒宛脱殻を行ふぺし。　　　　　　　　・　　　　’

　　　　　　　　　　　　　　　　3・漿腋膜の脱色　自卵叉はII

　　　　　　　第咽　　蹴乙澱1驚欝

　　　　　　　　　　　　　　　　りて脱殻せるもの及び針類にて

Ci：P　　　　　脱殻せる卵の透性法を行揃に
　　　　　　　　　　　　黛　　漿腋膜に有する色素を漂自せざ

　　　　　　　　　　　　　署　　るべからや。而して共の漂白捌

　　　　　　　　　　　　　｝’　　としては過マソガン酸加里．過

　　　　　　　　　　　　　1；’　酸化水素等種々あbと錐も何れ

　　　　　　　　　　　　　　　　も其の漂自に長時間を有するが

　　　　　　　　　　　　　　　赦に最も簡呈員、にカロ之も速力こ壱こ≡毒寒

　　　　　‘　　　　　　　　　目的を達せんには璽素琵i斯に依

　　　　　　　　　　　　　　　　るを可ビす．而して著者等は雌

　　r－”w－一’－pt　　　・　　　　’　れを行ふ爲めに第三圖の装置を

用ひtab，e

　帥ち漂自粉を入れたる擁素屍斯獲生器よb硝子管にて屍斯を遵き

其末端を細管（細き程可なのごなし之れを水又は稀薄なる酒精中に

脱殼卵を入れたる試瞼管中に挿入し吹いで酸生器に璽酸を注ぎ擁素

琵斯を畿生せしめ之れを該試瞼管の液中の最低部より泡出せしむ．

如i斯くして屍斯を泡出することを績くれば針類にて脱殻せる卵は絢
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1－2分にて又苛性加里液にて脱殻せる卵は3－5勢にて容湯に漂白せ

られて黄白色となるに至る．此虜に至れば薩に琵斯接1角蜀を止め取り

出して？0％内外の酒梼中に投入して酸を洗灘す。

　4・染色　脱殻漂白せる卵は其の鑑遊明捌中に投入して邊性し槻察

するを得るも一履槻察に硬ならしむるには染色するを可とす．而し

て染色湖として優良なるはヘマトキシリン類及び力陣ミン類なう殊

にヘマトキシリン類中にてはワイゲノレト氏ヘマトキシリン．・・ンセ

．ン民ヘマトキシリン及び，ヂラフイノ・1・氏明馨ヘマトキシリンを可

としカーミン類にてはアラウンのコへニイソを可とず。次ぎに染色

時間は染料により脱殼法により叉共他の條伴により多少異なると錐

も普通一一塒…間内外より槻察し得るに到る。一般に針類にて脱殻せる

卵は購素究斯或は苛性加里液にて脱穀せる卵より短時聞に染色せら

る．又標本とするものは梢長時間染色するを可とす。

　5．脱色　染色卵は脱色捌を作用せしめて其色素との親和力搦き卵

質の染色測をより多く奮取して卵質ご胚子との境界を明瞭ならしむ

』るのみならす胚子其ものに於ても適度に脱色して各部の關僚を明か

ならしめ以て槻察に便ならしめざるべからe・。脱色に要する1博問は

共の染料の種類及び染色程度により異るが故に常に一・定せす。1依て

腕色の程度を知らんとするには卵の色合に依るべし。帥ち次第に槌

色し（歎回脱色捌を換へるを要す）卵色殆んど灰白色叉は黄自色とな

りだる時を可とす。此の時に到れば胚子の部鼻のみ謂欺に明覗し得

らるtSものにして．この程度に到bて脱色を中止すべし（脱色剤に

は盤酸洒精を用ひ7Zり）。

　6・脱水　場上の諸操作を受けたる卵は次に無水漉精申に投じ完全

に脱水を行ふべし、脱水の良否は透性の良否に陶係す。

　7・透性松室民。漣圏民叢畑氏は漣膝彌としてウィンターグソー
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ンオイノyを賞讃せられたるも予等の用ひたる蓬性捌中（クVオソP・

ト・キシロー〃、ツエクノレ油．アニフン油。ベノvガ屯ツト油。ヲソンペ

ンチン油。ウィレタt・一グリPンオィノv）にてはクレオソP…一ト・ウイ

ンターグソーン油。クレビン油等最も可なりき。然れ共軍に胚子を

観察する程度のものなれば何れの油類にても叉はキシローノレ等にて

も可なるが如し。（帥時のものはクレオソr一ト最も可なり）

　以上の透性法によりて作りたる卵は之れを顯微鏡にて槻察せぱ可

なるも之れを永久標本とし罵臓せんには上述の透性渕より取出し壁

禰子（凹窩壷硝子を可とす）上にバルサムにて封すべし。次に永久標

本の作製に就て溢意すべき黙を爆ぐ。

　L永久標本にせんこする蕩合は必す固定完全のものを用ふべし。

　2．脱殻は針類を用ひて行ふを可とす（癖素駕斯叉はアノレS」り液に

　　比して）。

　3・染色は成るべく長時間に亘るを可とす侃し一書夜以上に亘るの

　　必要なきが如し。

　4染色捌はカーミン類に依るよりヘマ｝・キシン類に依るを可ごす

　臥脱色は成る可く稀薄なる脱色剃を用ひ長蒔間に亘る脱色を可ε

　　す。

6・凹窩毫硝子にあらざる時は卵の週園に小なる硝子破片を置きて

　　封すべし。

Iv　結　　　論

ユ・本實験の方注に依b腱理する時は從來の解剖法の如く纐1苛の巧拙

　ε熟練の良否に關せす何人にも初めより最も簡軍に且つ短時間に

胚子を取出し槍査し得らるる長斯ゐり．而かもIIのA法に依るtt

　きは其工程は獄種のロ数多き場合に於て比較的短時間に實験し得
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雛繍瓢二1ヒ2霧雛：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：甥蓼羅徽飯：：：：：：：霧

　　　塒1翰　　 ・　塒49分10秒　　　2時22分　　’．

　　らるb，便あり。

1・卵殻除去は從來の方法に依る時は李均一分閥に1－2個を普逼とす

　　るも本實験のIIのA法に依る時は40分内外を要するも一一時に藪＋

　　口撒千粒を併せ行ひ得るの便あり。j5〈IIの8法に依る時は十秒内

　　外にして何十粒をも除去し褐らるv然れ其卵粒が壷紙より脱落す

　　る爲に前のA法の如く一容器中に歎口を同時に行ひ得艶。

1・胚子取出の方法は巧拙により一一定し難きも1－2分間に威理夢10数の

　　20－30％の胚子を得るによb從來行はれたる即時癬剖法に比し二

　　分の一乃至十分の一時間にて足る。

1．1

ｧ性法は從來知られし方法は二霞夜以上を要するも本法に依る時

　　は漂白を3－5分のみにて絡り全工程を了して透性を完成する遽で

　の時間は約二時間内外にて充労なり．故に從禁の方法1二比し1ん、の

　時間にて足る。

　備考刻壇籍斯及び劃蜘里徽金纐にて脱殼せる卵を透性1

　　する泡での各時間を示し饗考に供せん。
，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　t　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　り　　　　　　　　　　’t

針・て轍・・の　蹴あに俄蛾う畏　磐騨・依・轍

難譲灘欝馨隙難購翼糠：三三11霧羅難廼葡ii三三ll馨

濫鞍！鰯：：：ll雰灘歪熈：三；ll§馨鵬（欝峯：；〉一・・f・・一

　　　　　　　　　　　　文　　　獄

誹礁憲鞭蝦・繊分・就・明濡・・梱糊禰繍報239號
轡　木　慣　母　　襯卵内胚子賞瞼法　　　　　大正九年六月及大正十年三月　奮綜

士屋農夫人翻晦刊階飴法1こ就て姓＋年＋」］より繍

肥田宏譲講欝騰種に・大辮九刀｛壼糠辮356盤
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徳鐙直衛　獄卵胚子解剖の必嬰と典方法プく正一卜二年六月搬業新報363號

佐　瀬　　　旭

松　室’重正　・籏体の溌性法に就て　　　　大正五年六月　懲業辮報279號

東畑道夫　灘ゆ透性捌に就て　　　大正†三年六月謝纏報硲5號
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麗座面の蒸襲水分量簡便測定法

小泉清明　山岸　 武

　余等は嚢にS七ah1氏が棺物の葉面に用ひたる方法を慮用し給桑直

後より次回の給桑時迄に於げる獄座面の相關蒸螢水分量に就きて實

駿せb。其方法を述ぶれば鰹化＝r　．コ“，rvトの灘氣を吸牧する時赤鍵す

る性質を利用し質の粗なる濾緬を箆化コバノVトの飽和水溶液に浸し

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　nこれを乾燥し方二分に切闘して之を直径三糎，深さ四糎宇の硝子瓶

に底より二糎の距離に臼金線を以て取り付りて鷲座面に倒伏せしむ

叉一方別に同じ構造の容器に同様に濾紙を装擾し7Zるものを作り2

れは底部に数滴の蒸溜水を渦下して壼廠面をうるほさしめロ部は硝

子板を以て掩ひ二者の紙面の一様に赤礎するにi到る迄の時間を各々

測定し後考の赤鍵する時聞を以て標準とし測定を行へり。

　此の方法に於て標準管中の鰹化コバノン　1’紙の赤愛する迄に要する

時間をvとし獄座上に倒伏せる管中の紙片の赤愛するに要する時間

を】とせば懲座面の蒸獲塵は獄座面を一の蒸登面と見徹す場合は標

は溝管の蒸磯歴の▽1悟となる筈なb。而して慧座面の包水力はソ，と

見徹すことを得N“し。


