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Abstract   In order to clarify the period during which eggs and sperm of Oryzias latipes 
remained viable following release into fresh water, the fertilization rate of eggs over 
time following immersion in fresh water, was investigated, in addition to sperm motility. 
Fertilizability of the eggs persisted for more than 6 minutes after immersion , but was lost 
after more than 10 minutes in some cases. Sperm retained motility for about 2–3 minutes 
in fresh water, being affected by osmolality; motility was high in 100–300 mOsm/kg, but 
absent in 700 mOsm/kg. These results suggested that O. latipes eggs can be fertilized for 
up to 6 minutes following spawning in fresh water, whereas sperm remain viable for only 
2–3 minutes following released.
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ミナミメダカ Oryzias latipesでは，1個体の雌
に対して雄が複数個体存在する場合に，雌

とペアを形成して一連の産卵行動をみせる配偶
雄に対して，寄生的な繁殖行動（parasitic mating 
behavior）を起こす雄がみられる場合がある
（Koya et al., 2013）．寄生的な繁殖行動には 2種類
が知られており，ひとつは配偶雄が雌を抱接して
いる最中に，配偶雄の反対側から雌を挟み放精す
るもので，同時放精（simultaneous emission）とよ
ばれ，もうひとつは配偶雄と雌との間で一連の産
卵行動が終了し，雌が卵塊を放出した後に，雌に
接近し卵塊に向かって放精するもので，産卵後放
精（post-spawn emission）とよばれている（Koya 
et al., 2013）．産卵後放精における雌の放卵終了か
ら寄生的繁殖雄の放精までの時間間隔は，DNA
解析により寄生的繁殖雄の父性が確認されている
場合で最長 47秒後であるが，父性が確認されて
いない例では 85秒後という記録もある（Koya et 
al., 2013）．産卵後放精を行う寄生的繁殖雄の放精
のタイミングと繁殖成功を考える上で，淡水中に

放出された未受精卵の受精能保持時間や精子の淡
水中での運動時間を知ることは重要である．
一般に魚類の卵は環境水中に放出されると徐々

に受精能を失う．淡水魚の未受精卵が淡水中で受
精能を失うおもな原因は，卵膜の卵原形質からの
分離と，それにともなう卵門の閉鎖にあるという
（山本，1949）．ミナミメダカにおいても卵の受精
能は淡水に接すると減衰するとされているが
（Yamamoto, 1944），その根拠や調べた方法につい
ては具体的に明記されていない．したがって，自
然の産卵に近い条件で，時間経過にともなう未受
精卵の受精能の減衰を調べた例は明らかになって
いないものと思われる．そこで，本研究ではミナ
ミメダカの未受精卵の淡水中での時間経過にとも
なう受精能の変化を調べることを第 1の目的とし
た．
精子の運動時間は卵の受精率に影響する要因の

ひとつである．一般に淡水魚における精子の運動
時間は非常に短い（Morisawa and Suzuki, 1980）．
ミナミメダカの精子の淡水中での運動時間につい
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ては，314± 54秒という刊行書のなかでの記述
（黒倉，1992）以外に，詳細な報告はなされてい
ない．精子の運動活性の特性は，様々な浸透圧条
件下での運動時間で表されることが多く，これま
でに様々な環境に生息する魚類の精子の運動活性
が調べられてきている（Billard,1979; Morisawa and 
Suzuki, 1980; Koya et al., 1993）．しかし，ミナミメ
ダカの精子の運動活性に関する基礎的な知見は未
だ少ない（Yang and Tiersch, 2009など）．そこで本
研究では，ミナミメダカにおける精子の淡水中で
の運動継続時間を明らかにするとともに，本種の
精子の基本的な性質として浸透圧が運動時間に及
ぼす影響を調べることを第 2の目的とした．

材 料 と 方 法

未受精卵の接水後の受精能保持時間の計測　実
験には岐阜大学教育学部の野外水槽で飼育されて
いるミナミメダカの成熟個体を用いた．未受精卵
を得るため，実験前日の夕方に雌魚を別々の容器
に入れておき，翌朝自然に排卵させた個体を用い
た．雌魚の体の水分をしっかりとふき取った後，
解剖して卵巣を取り出し，ミナミメダカの卵母細
胞および成熟卵のための塩類溶液（NaCl 650 mg，
KCl 40 mg，CaCl2 11.3 mg，MgSO4･7H2O 15 mg，
NaHCO3 pHを 7.3に調整する量，以上を蒸留水
100 mlに溶解 ; 岩松 , 1975：以下，メダカリンゲ
ル）に入れた．実体顕微鏡下で 1個体の卵巣から
未受精卵を最低 10個を１群として，実験群と対
照群の 2群に分けた（1個体につき最低 20個の
卵が必要）．次に成熟した雄を野外水槽から採取
し，解剖して精巣を取り出し，メダカリンゲル
（600 µl）中で精巣に傷をつけて精子を放出させ，
これを精子懸濁液とした．実験群としてメダカリ
ンゲル中に取り分けてあった卵を 10 mlの水道水
（最低 1時間汲み置いた）に入れた．その際，パ
スツールピペットの先端を切り落として大きな口
径にしたものを用いて，卵のみを吸い取って入れ
るようにした．卵を水道水に入れてから 30秒，
60秒，120秒，240秒，360秒，600秒， お よ び
900秒後に精子懸濁液（200 µl）を添加・媒精し
た．一方，対照群としてメダカリンゲル中に取り
分けてあった残りの卵を上述の方法で水道水（10 
ml）に入れ，すばやく精子懸濁液（200 µl）を添
加・媒精した．これら 2群を 1組とし，対照群の
受精率が 100%の組のデータのみを採用した．こ
れによって，個体による卵や精子の質の違いや，

メダカリンゲル中での保持時間による受精能の低
下の疑いを排除した．受精率は，媒精の 1–2時間
後に実体顕微鏡で卵割の有無を観察することによ
り求めた．
精子の運動活性の測定　浸透圧およびイオンが

精子運動に与える影響を調べるための実験には，
北海道大学水産学部の野外池で飼育され，自然に
繁殖しているミナミメダカを用いた．運動活性の
計測は Koya et al.（1993）に準じた．野外池から
採取した雄個体を解剖して精巣を取り出し，
シャーレ内で精巣にピンセットで傷をつけて精液
を流出させた．これを先端を溶封したヘマトク
リット管の先に付け（約 0.5 µl），直ちにスライ
ドグラス上に載せた試験液（各 200 µl）と混合
し，光学顕微鏡で観察した．視野内のすべての精
子の運動が止まるまでの時間を計測した．試験液
として，電解質の NaClと KClについては 50，
100，150，175，200，250，300および 350 mMの
水溶液，非電解質のマンニトールについては 100，
200，300，350，400，500，600および 700 mMの
水溶液を調整した．各液とも 20 mMの HEPESを
緩衝剤として添加し，NaOH水溶液で pHを 7.4
に調整し（いずれも浸透圧が 120–720 mOsM/kgに
相当）．最低浸透圧の試験液として 20 mM HEPES
水溶液（NaOH水溶液で pHを 7.4に調整；浸透
圧 20 mOsm/kgに相当）を用いた．結果には各試
験液の浸透圧をモル濃度による理論値で表した．
完全な淡水中および体液環境中での精子の運動

時間を調べる目的で，岐阜大学教育学部の野外水
槽で飼育されているミナミメダカを用い，試験液
として蒸留水（pH未調整）とメダカリンゲル
（浸透圧の理論値は約 250 mOsm）を用い，上記
と同様の操作で運動継続時間を測定した．これら
2種類の試験液での測定は同時期に行った．観察
はすべて室温（約 20–30˚C）で行った．
統計　数値のデータは平均値±標準誤差

（SEM）で表した．精子の運動活性のデータでは，
同一浸透圧条件での NaCl，KClおよびマンニトー
ルでの運動継続時間の差について，分散分析を
行った後，post-hoc testとして Tukey-Kramer法に
より多重比較検定を行った．有意水準は P<0.05
とした．

結 果

未受精卵の接水後の受精能の低下　接水後の時
間経過にともなう未受精卵の受精率の変化を Fig. 
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1に示した．未受精卵の受精能は接水 30秒後で
平均 82.2%，60秒後で平均 82.0%，120秒後で平
均 82.4%，240秒後で平均 69.0%，360秒後で平均
91.0%と，360秒後までは顕著な低下がみられな
かった．しかし，240秒後では 5検体中 2検体が
50%以下の受精率を示した．接水後の時間が 600
秒後では平均 32.8%（1検体では受精率が 0%）を
示し，900秒後では平均 17.4%（1検体では受精
率が 0%）と，時間経過と共に受精率が低下し
た．一方で，600秒後および 900秒後でも卵に
よっては受精能が保たれることが示された．
精子の運動活性　ミナミメダカの精子はメダカ

リンゲル液中でも活発な運動をみせた．蒸留水お
よびメダカリンゲル中における精子の運動活性を
Table 1に示した．蒸留水中において精子の運動
活性は最小で 156秒（2.6分），最大で 295秒
（4.9分）であり，平均 219秒であった．一方，メ
ダカリンゲル中の精子の運動活性は最小で 2431
秒（40.5分），最大で 3727秒（62.1分）であり，
平均 3068秒（51.1分）であった．
ミナミメダカの精子を 20–720 mOsm/kgの種々

の浸透圧の NaCl，KClおよびマニトール水溶液
に入れた際の運動時間を Fig. 2に示した．20 
mOsm/kgの HEPES水溶液中ではミナミメダカの
精子は平均 5.0± 0.4分間運動を続けた．浸透圧

の変化に対する精子の運動継続時間の変動の傾向
は NaCl，KClおよびマニトール水溶液でほぼ同
様であったが，NaCl水溶液のシリーズとマンニ
トール水溶液のシリーズ間には 100 mOsm/kgから
400 mOsm/kgの間で有意差があり，マンニトール
水溶液の方が運動時間が長かった．また，KCl水
溶液のシリーズについては，NaCl水溶液とマン

Fig. 1.　Changes in fertilization rate of eggs of Oryzias latipes over time after immersion in fresh water. 
Each plot indicates a single batch of eggs (>10 eggs par batch). Numerals at top indicate number of fish 
used and mean values for fertilization rate.

Table 1.　Duration of sperm motility in Oryzias latipes 
in distilled water (DW) and Ringer’s solution 

for Oryzias (Iwamatsu, 1975)

No. of fish DW (sec) Ringer’s (sec)
1 230 3370
2 295 2616
3 239 3727
4 251 2939
5 163 2431
6 226 3149
7 201 2953
8 156 2955
9 177 3073
10 241 3401
11 229 3139

Mean 219 3068
SEM 13 114
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ニトール水溶液のほぼ中間の値をとった．各溶質
の水溶液での精子の運動活性は 120 mOsm/kgで最
大となり，その値はマニトールで 45.4± 3.2分，
KClで 30.8± 5.9分，NaClで 21.2± 2.7分であっ
た．浸透圧が高くなると運動継続時間は徐々に減
少し，720 mOsm/kgではすべての溶質の水溶液で
運動がみられなくなった．

考 察

一般に魚類の卵は環境水中に放出されると徐々
に受精能を失うことは古くから知られていた（山
本，1958参照）．接水してから受精能を失うまで
の時間については，淡水中で産卵するシロサケ
Oncorhynchus ketaでは 15–30分（山本 , 1947），ア
ユ Plecoglossus altivelis altivelisで は 15分（伊 東 , 
1955），ミナミメダカでは 6分（Yamamoto, 1944），
海水中で産卵する Fundulus heterocritusでは 15–20
分（Kagan, 1935）， ク ロ ガ シ ラ ガ レ イ
Pseudopleuronectes shrenkiでは 2時間（受精率が
4%まで低下）（Yamamoto, 1951）など，魚種や産
卵環境によって大きく異なる．
ミナミメダカにおける接水後の時間経過にとも

なう未受精卵の受精率については，30秒後には
72%，1分後には 56%，2分後には 64%，4分後に

は 6%，そして 6分後に 0%になるという記述が
ある（Yamamoto, 1944；山本，1958）．一方で，本
研究ではミナミメダカについて，接水後の時間経
過にともなう受精率の低下を調べたところ，最初
の 120秒では顕著な受精率の低下はみられず，接
水 240秒後で 50%以下に，接水 600秒後には 0%
になる場合がみられたものの，個体によっては接
水の 360秒後でも 90%前後，900秒後でも 25%
前後の受精率を維持している例もみられた．
魚類の未受精卵が環境水中で受精能を失うおも

な原因は，表層胞の崩壊に端を発する卵門部分の
卵膜の分離，卵膜の膨潤，卵門の閉鎖にあるとい
う（Kagan, 1935; 山本 1949, Yamamoto, 1951）．卵
に起きるこのような変化は体内から体外という浸
透圧環境の変化が原因であると考えられている
（山本，1958参照）．魚類が水中に産み出す卵に
はその周囲に卵巣腔液（あるいは体腔液）とよば
れる体液とほぼ等張な粘性を帯びた液がまとわり
ついており（岩松，2004），この液が低浸透圧環
境での精子の運動を助けたり，卵の受精能の急激
な低下を抑えている可能性がある．本研究で行っ
た実験では，卵巣腔液を洗い流すような操作はあ
えてせず，できるだけ自然な状態で産み出された
卵の接水による受精能低下への影響を調べた．こ
のことが，Yamamoto（1944）の記述よりも長い

Fig. 2.　Changes in duration of sperm motility in Oryzias latipes in NaCl (open circles), KCl (open 
squares) and mannitol (closed circles) solutions of various osmolality. Vertical bars indicate standard 
error means (SEM). N=5 in KCl, mannitol and 20 mM HEPES buffer series. N=8 in NaCl series. Different 
letters indicate significant differences between solutes of similar osmolality.
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時間，卵の受精能が維持された原因ではないかと
考えられる．
本研究の結果から，ミナミメダカの卵は雌が産

卵した後，少なくとも 10–15分以内に雄からの放
精を受ければ受精が可能であることが示唆され
た．寄生的繁殖雄による産卵後放精は，ペア雄の
交接終了から最長で 85秒の間をおいて行われて
おり（Koya et al., 2013），この程度の時間間隔で
は，卵の受精能からみると寄生的繁殖雄の精子に
も十分に受精の余地があるといえる．したがっ
て，産卵後放精による父性の獲得率の良し悪しに
は，ペア産卵終了から寄生的繁殖雄の放精までの
時間間隔よりは，ペア雄と寄生的繁殖雄の精子の
質や量の違いが大きく関係している可能性が高
い．
魚類において，精子が環境水中に放たれた際の

運動時間は短いものが多く，シロサケ Oncorhynchus 
ketaで 60秒（山本，1949），ニジマス Oncorhynchus 
mykissで 15秒から 30秒（Billard, 1978），サクラマス
Oncorhynchus masouで約 30秒（太田ほか，1986），
グッピー Poecilia reticulataで 1分（Billard, 1978），
キンギョ Carassius auratusで約 2分（Morisawa and 
Suzuki, 1980）， タ イ リ ク バ ラ タ ナ ゴ Rhodeus 
ocellatus ocellatusでは 4分前後（Kanoh, 1996）で
運動を完全に停止する．例外的にカジカ科のカン
キョウカジカ Cottus hangiongensisでは 1時間以上
運動活性を保つ（Ohta and Shinriki, 1998）．また，
海水魚ではカジカ科のニジカジカ Alcichthys 
alcicornisで 3分（Koya et al., 1993）という報告が
あり，魚種によって精子の運動持続時間にはかな
りのばらつきが見られている．ミナミメダカでは
蒸留水中での精子の運動継続時間は平均約 220秒
（3–4分）であった．これはミナミメダカの精子
が淡水中に放出されると 3–5分後までは未受精卵
を 100%付活・発生させることができるが，その
後急激に動きが低下して卵を付活させる能力を失
う（岩松 , 2006）という記述と一致している．黒
倉（1992）はミナミメダカの精子の運動時間が
314± 54秒と記述している．この値は本研究で
用いた pH未調整の蒸留水中での値（平均 219
秒）よりはむしろ，pHを調整した 20 mM HEPES
水溶液の値（5.0± 0.4分）に近い．
ミナミメダカの精子の運動活性に及ぼすイオン

および浸透圧の影響を調べた結果，電解質である
NaClや KClと非電解質であるマンニトールでの
運動活性の傾向に大きな違いはみられなかったこ
とから，運動活性に対するイオンの影響は小さ

く，むしろ浸透圧の影響を大きく受けることが示
された．精子の運動活性は淡水（0 mOsm/kg）か
ら 600 mOsm/kgまでの範囲でみられ，体液（300–
400 mOsm/kg）と等張かやや低い 100–200 mOsm/
kgの浸透圧濃度で最大を示した．ミナミメダカ
の精子について，種々の浸透圧の平衡塩類溶液
（Hanks’ balanced salt solution）中での運動比率を調
べた報告でも，本種の精子運動が 25–686 mOsm/
kgの範囲で起き , 315 mOsm/kg以下で活性が高い
とされており（Yang and Tiersch, 2009），本研究の
結果とよく一致した．浸透圧の面から運動に適し
たメダカリンゲル中では，精子は 30分ほど動く
との記述があるが（岩松，2002），本研究により
40–60分は運動可能であることが示された．また
これらの結果は，海水中（浸透圧は 900–1000 
mOsm/kg）ではミナミメダカの精子が運動しない
という観察結果（Inoue and Takei, 2002）を裏付け
ている．体内受精を行うカダヤシ Gambusia affinis
では，体液と等張な浸透圧でのみ運動がみられる
（Morisawa and Suzuki, 1980）．また，体内配偶子会
合を行う種を含むカジカ科では（古屋，2011参
照），体液と等張な浸透圧で運動活性が最大とな
り，運動可能な浸透圧範囲は海産種では高張側
に，淡水種では低張側に偏り，体外受精を行う魚
種でミナミメダカのように低張側（完全な淡水）
から高張側までをカバーする運動活性をもつもの
は知られていない．このようなミナミメダカにみ
られる精子活性の特徴は，本種を含めメダカ属に
は海水にも適応し，海水中でも繁殖が可能なもの
がいること（Inoue and Takei, 2002, 2003; 小笠原・
市川，2009）を裏付けている．
ミナミメダカでは通常のペア産卵において，放

出された未受精卵は 20秒間以内に放精された精
子と出会い，100%近い率で受精が起こるという
（岩松 , 2001）．一方で，産卵後放精をともなう寄
生的繁殖が行われた場合，産卵終了の 20秒後以
降に産卵後放精が行われた場合でも非常に高い繁
殖成功率を示す例がみられている（例えば 38秒後
の放精で 64.3%の繁殖成功率：Koya et al., 2013）．
この原因の 1つとして，ライバルとなる寄生的繁
殖雄の存在がペア雄の放精量を低下させている可
能性が考えられる．これを明らかにするには，今
後，ミナミメダカの産卵時の放精数を計数する必
要がある．
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