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生物の殖え方

Ⅰ 生命の不思議さを体感し，興味･関心を高めるウニの受精と発生の観察・実験例

１ 観察・実験のあらまし

目前で精子と卵から新しい生命が生まれてくることは，生徒にとって非常に興味深い，新鮮な現

象である。生命誕生の瞬間を採卵，採精から行う。目の前で受精膜があらわれ，受精卵が二細胞，

四細胞と変化していく，その発生の過程を観察する。

２ 準備するもの

（１）器具

教師による採卵・採精用

・三角フラスコ２００ｍＬまたは ビーカー２００ｍＬ（２） ・メス（カッター）（１）

・ピンセット（１） ・バット（１） ・シャーレ（２） ・駒込ピペット(スポイト)（２）

・はさみ（１） ・ウニ（ムラサキウニ等）（雌雄各１）

生徒観察用(一人)

・顕微鏡（１） ・スライドガラス（１）

生徒観察用(班)

・ビニールテープ（１） ・顕微鏡照明装置（１） ・小型シャーレ（２）

・駒込ピペット(スポイト)（２） ・記録用デジタルカメラ（１）

（２）試薬

・塩化カリウム０．５ｍｏｌ／Ⅼ溶液 ・海水(人工海水でも可)

３ 学習前の観察・実験の指導の手立て

・無性生殖，植物の受精について学習し，比較ができるようにする。

・観察前に一組の雌雄のウニから精子と卵を採取し，時間をおいて受精させておくと様々な段階

の受精卵を観察することができる。

４ 観察・実験の手順・様子

（１）観察の準備

ア ウニの準備

・磯の岩のくぼみや転石の下に生活している。採集したものは，海水で湿らせた新聞紙にくるん

で持ち帰る。乱獲は避けたい。また，ウニは水産資源なので，採集に際し，漁業協同組合の了

解を得なければならないことがある。採集と同時に海水も採取し，ろ過をしておくと良い。

・観察に適したウニはムラサキウニ・バフンウニ・タコノマクラ等があげられる。それぞれの種

において生殖時期が異なるので授業の実施時期によって使用する種類を変える必要がある。以

下に生殖時期を示す。

タコノマクラ：６・７月

ムラサキウニ：６・７月

バフンウニ ：２・３月

・ウニを付近で入手することが困難な場合は，お茶の水女子大学 湾岸生物教育研究センター（h

ttp://marine.bio.ocha.ac.jp/）で頒布している。生体のウニだけでなく，採取した精子と未

受精卵や海水も同様に，期日を指定して宅配便による頒布を行っている。また，雌雄を確認し

てから送付してくれるので，準備が簡単である。日曜日の発送は行っていないので，月曜日の

実験は難しい。
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イ 雌雄の見分け

・一般的に雌雄を見分けることは非常に難しいが，バフンウニは裏側の管足の色を見て黄色は雌，

白は雄である。不明なものから塩化カリウム水溶液を口辺に注射して雌雄を判別してから，確

実に反対の雌雄を判別すると良い。

・囲口部の柔らかなところにメス（カッター）を入れて，アリストテレスの提灯（口に接した咀

嚼器）を切り出す。ウニ本体の内部の体液を捨てる。すると内部に５本の生殖巣が確認できる。

この生殖巣の色が濃いオレンジ色なら卵巣で，薄い黄色または白っぽかったら精巣である。

（２）観察の手順

ア 採卵

(ア)ムラサキウニはトゲが長いので，はさみで生殖孔のまわりを切り取る。

(イ)囲口部の柔らかな部分にカッターまたははさみを入れて，アリストテレスの提灯をピンセッ

ト等で取り出す。

(ウ)体腔液を静かに流し出し，塩化カリウム溶液（０．５ｍｏｌ／Ⅼ）を約１ｍⅬ入れる。

(エ)海水をいっぱいに入れた三角フラスコまたはビーカーの上に生殖孔を下にしてウニをのせる。

(オ)卵が器底に沈むのを待って(２０分ほど)，２回ほど上澄みを捨てて新しい海水を加える。(海

水に塩化カリウム溶液が残っているため)

イ 採精

(ア)採卵の(ア)～(ウ)を行う。

(イ)塩化カリウム溶液注入後，シャーレに逆さまに置いておく。

(ウ)生殖孔から精子がしみ出してきて濃度の高い精子を得ることができる。または咀嚼器を取り

除いた後、殻をハサミで割り，薬さじ等を用いて精子の塊をペトリ皿に取り出す。蓋をして

冷蔵庫で１０℃～１２℃で保存すれば２～３日は受精能力を維持できる。

(エ)精子は雌と同様の方法で得ることができる。しかし，ウニの精子は海水中に出すと活発に遊

泳し間もなく死ぬ。生徒の目前で精子を放出する様子を観察させ，１時間の授業の中で観察

を終えるなら良いが，精子の寿命を長く保つためには海水に触れさせてはならない。

ウ 精子の観察

(ア)スライドガラスに海水を１滴たらし，精子を柄付き針や爪楊枝の先につけてスライドガラス

の海水につけた後，カバーガラスをのせる。

(イ)倍率は４００倍から６００倍がよいが，対物レンズがスライドガラスに接触して破損しない

ように注意する。
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エ 未受精卵の観察

・スライドガラスはホールスライドガラスまたは図のようにスライドガ

ラスにビニールテープを貼り，中央を切り抜いたものを使用するのも

よい。カバーガラスより小さく穴を開ければ、カバーガラスを上にか

けて観察することが可能である。

オ 受精の観察

(ア)未受精卵の観察後，精子を薄めた海水をスポイトで１滴少し離してのせる。精子はほとんど

白濁を示さない程度に海水で薄めると良い。精液が濃すぎると多精現象が起きる。

(イ)対物レンズを１０倍にして精子の希釈液の近いところにある未受精卵にピントをあわせる。

(ウ)爪楊枝や針先で精子の希釈液と未受精卵の海水をつなげる。

(エ)精子が卵に到達し，受精膜があがる様子を観察する。

カ 発生の観察

・事前に受精させておいた卵を時間ごとに，発生の過程の観察する。

・受精後発生にかかる時間の目安(約１８℃)

２細胞期：約１時間３０分

４細胞期：約２時間

８細胞期：約３時間

１６細胞期：約３時間３０分

ふ化 ：１２時間

原腸胚 ：２０～２４時間

プリスム幼生：３６時間

プルテウス幼生：４８時間～

（３）観察の留意点

留意点１ 精子をとったピペットは未受精卵の容器には使わない。ビニールテープ等を用いて色分

けし，区別できるようにする。

留意点２ 高価ではあるが，ホールスライドガラスの代わりにプランクトン計数板を用いると，

１ｍｍごとに格子が入っているので卵の大きさがわかりやすい。また，卵の観察をしな

がら，精子の注入を楽に行うことができる。

留意点３ 卵は状態によっては壊れているものも見られる。生徒は区別がつかないので，良好な卵

を観察前に提示して発見しやすくすると良い。

留意点４ 顕微鏡で観察する際は，できるだけしぼりをしぼった方が観察しやすい。特に受精膜が

見やすくなる。

留意点５ 観察時やウニの保管時，温度が１０℃以下では発生が思うように進まない。観察する時

期にもよるが，暖房が切れて夜間に室温が下がる場合は，発砲スチロールの容器に入れ

るなどの対応が必要になる。また，クール便で送られた資料をそのまま置かないように

する。

留意点６ 産卵期にある雄雌のウニを同じ海水槽に入れておくと放精，産卵してしまうことがある

ので，海水に戻すことはしない。濡れた新聞紙に包んでおく。

５ 学習後の観察・実験の指導の手立て

ノートやプリント等に観察結果をまとめさせる。卵割の順を正しく追うことができないことが多
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いので，班の中や学級全体で情報を共有できるように，大きくスケッチさせたり，視聴覚機器で全

体で確認できるように手立てをとる。

６ 器具や薬品の扱い方等

（１）指導面

・卵と精子の希釈液を混ぜるために，顕微鏡観察ではカバーガラスを使用しない方が観察しやす

い。そのため対物レンズを４０倍にすると液に接触してしまうことが多々見られるので，１０

倍を使用するなど，十分注意する。１０倍では精子は見にくいが，卵は十分に観察できる。

（２）安全面

・生徒に採卵・採精を行わせる場合は，カッター等の刃物の扱いに注意させる。

・電気ショックによる採卵・採精を行う場合は，電源に海水がかかってショートしないように十

分配慮する。

Ⅱ 指導の例
１ 単元名 生物の殖え方

２ 単元のねらい

身近な生物の殖え方を観察することにより無性生殖と有性生殖の特徴を見いださせるとともに，

生物が殖えていくとき染色体にある遺伝子を介して親から子へ形質が伝わること，そしてその伝わ

り方に規則性があることを理解する。

親の体の一部から子ができる無性生殖では，親とまったく同じ形質をもつ子ができることに気づ

く。有性生殖では，受精によって新しい個体が生じ，受精卵が体細胞分裂を繰り返して複雑な体を

作っていくことを理解する。

３ 指導計画（全９時間）

生物はどのようにして子孫を残すのか（３時間，本時３／３）

親の特徴はどのように子に伝わるのか（６時間）

４ 学習問題

動物はどのような方法で子孫を残していくのだろうか。

５ 観察・実験の展開例

（１）ねらい

・ウニの受精と発生の過程に興味・関心をもって積極的に観察しようとする。（関心・意欲･態

度）

・受精卵の細胞の数に注意して発生の順序を考えることができる。（科学的な思考･表現）

・観察の手順・目的・注意点を意識し，正しい手順で観察できる。（観察･実験の技能）

（２）展開例 ※評価の観点

学習内容・学習活動 指導上の留意点と評価の観点

１ 植物の生殖について復習する。

動物はどのような方法で子孫を残していくのだろうか。
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２ 「精子，卵，受精卵の観察」 ・観察の手順・目的・注意点を確認し，観察

・ 実験方法を理解する。 を行う。

・ウニから精子と卵を採取する。

・ウニの人工受精をする。 ・受精する瞬間に集中させ受精膜ができる様

・受精卵を検鏡し，スケッチする 子を観察させる。

※ウニの受精と発生の過程に興味・関心をも

って積極的に観察を行っている。（関心・

３「各発生段階の胚と幼生の観察」 意欲・態度）

事前に受精させておいた胚と幼生の観察とスケ ※正しい手順で観察している。（観察・実験

ッチを行う。 の技能）

・デジタルカメラで撮影し，自分のスケッチ

を見比べるよう伝える。

・デジタルカメラの操作だけに気をとられな

４ スケッチをもとに発生の順序を確認する。 いように本時の観察の狙いを机間指導で確

認する。

５ 班で確認した結果を発表しあう。 ※受精卵の細胞の数に注意して発生の順序を

考えている。（科学的な思考・表現）

動物は雄の精子と雌の卵が受精をして子孫を残す。この方法を有性生殖と

いう。また，受精卵から胚への過程を発生という。

６ 発生の過程をデジタルコンテンツや教科書を ・観察できなかった段階の胚や幼生の説明を

使って理解する。 行い，過程の全貌をデジタルコンテンツで

説明する。

Ⅲ よりよい観察・実験にするために
１ 生徒･教師の失敗例

（１）卵が見つからない。

＜対処法＞

・ホールスライドガラスは，中心に向かって深くなっていくために中央付近では卵は横方向だけで

なく縦方向にも散らばっている。そのためピントが合わずに見つからないことが多い。しぼりを

しぼると焦点深度が深くなり，見つけやすくなる。その分光量が減るので，照明装置を準備して

光量を補う。

（２）受精の瞬間が見られない。

＜対処法＞

・先に未受精卵を見つけてピントを合わせてから精子の希釈液を混ぜること。ペアになって精子の

希釈液を入れさせても良い。また，うまくいかなかったら何度でも新しい卵を観察できるように

生徒へ伝える。

２ 経験談から

無性生殖と有性生殖の大きな違いは，新しい生命が多様性を持つことです。親の形質と子の形質
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が異なることの意味を考えさせるようにします。そして，生物が子孫を残すためにいろいろな手段

を探り，手に入れてきたことに対して，生きようとする生命の意志を感じさせたり，一つの細胞か

ら様々な細胞に分化し生命体を作り出す不思議さを感じさたりしながら発表につなげるようにした

いものです。

生物分野は生命尊重の意識を育てる重要な分野です。観察する際に自分たちの学習によって生命

が費やされていることを十分に意識させることも大切なことです。

採卵・採精の方法を一学級でウニ雌雄一匹ずつを使用する方法を紹介しました。生徒の目の前で

卵や精子が出てくる様子は，生徒の興味・関心を高めます。しかし，生命尊重や予算の面からなる

べく使うウニの数を減らしたい場合の方法を紹介します。授業の進度を調節すれば，一組のウニで

数クラスが観察することが可能です。量としては一匹で数百人の観察をまかなえます。

・塩化カリウム溶液注射法

口のそばから塩化カリウム溶液（０．５ｍｏｌ／Ⅼ）を０．３ｍⅬほど注射する。数分待っても

産卵が起きないときには同じ場所にさらに追加の注射をする。一部の卵巣を刺激して産卵させる。

使用したウニはぬらした新聞紙などに包んで次の実験に使う。

・電気刺激法

右図のような装置で約１０Ｖの電流で刺激をして採取する。

受精させた受精卵はビーカー等に入れて温度を調節すれば幼生に変態

し，稚ウニとなる。そのまま飼育して成体まで育てる方法が，お茶の水

女子大学湾岸生物教育研究センターのホームページに詳しく掲載されて

いるので，参照されたい。
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