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`まじめをこ

多様な遺伝的変異を有する遺伝資源は、育種素材としてきわめて重要であり、後の世代

に確実に継承させていく必要がある。そこで,わが国の動物遺伝資源の収集、管理の充実

強化を図る目的で農林水産省ジーンバンク事業を昭和60年度から開始し,平成4年度でそ

の第一期事業を終え、平成5年度から第二期事業へと継続されている。この事業では、国

内外から遺伝資源を探索・収集し、分類・同定、特性の調査、増殖、保存、配布を行うこ

とになっている。

動物遺伝資源については、家畜、家禽、実験用動物、蜜蜂、蚕の在来種を中心に、農業

生物資源研究所、畜産試験場、蚕糸・昆虫農業技術研究所、家畜衛生試験場、家畜改良セ

ンターにおいてそれぞれ分担して収集し、保存を行っている。第一期事業が終了した平成

4年度末には677点の動物遺伝資源が収集・保存されており、さらに平成12年度までの第

二期事業では新たに153点を収集・保存する計画である。

このような多数の動物遺伝資源を限られた施設で維持・保存することは労力ならびに予

算的にも困難であることから、精子や胚の凍結可能な動物種は特性評価終了後に生殖質細

胞の凍結保存にシフトさせ、生体で維持・保存せざるを得ないものについても遺伝的特性

を保持できる最小限数にしていく必要性がある。さらに、凍結保存された生殖質細胞は少

なくとも数百年間はその寿命を維持できるものと考えられており、その凍結方法の情報、

とくに融解後に特殊な処置を必要とするものの情報を確実に伝えていくことが重要となる。

本マニュアルはジーンバンク事業で収集された動物遺伝資源の保存・管理の基準を示す

ことを目的としており、動物遺伝資源の生体維持ならびに生殖質細胞の保存法の手引きと

して用いられ、事業の円滑な推進に役立てられるならば幸いである。

収集e保存ならびに取りまとめに当たられた関係者に深く感謝いたします。

平成6年2月18日

遺伝資源第二部長

大石孝雄
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1・基本となる保存・管理

1-1・基本となる考え方

精子や胚の凍結保存に関する技術の進展にはめざましいものがあり、今日においては

本事業で収集した動物種のほとんどは、精子の凍結保存が可能な状況になってきている。

生殖質細胞の凍結保存はジーンバンク事業を推進する上で有力な手法となり、液体窒素

下で凍結保存されている生殖質細胞は300年から1,000年の間その寿命が保たれると報告

されている。

一方、鶏精子をレイク液で凍結・保存すると、融解後に高濃度に含まれるグリセリン

を除去しないと授精することは出来ない。さらに、胚の凍結保存にしても凍結手法の違

いにより、融解後の操作もおのずと異なってくる。多数の異なる動物極を収集・保存し、

管理する上で、その凍結保存法、特に融解後にそれぞれの処置を施す必要性のあるもの

の付随情報も必要となってくる。動物遺伝資源事業としては、凍結保存法の開発動向に

留意しつつも、頻繁にロットごとに凍結法を変更することは多くの混乱を招く危険性が

あることから、ある一定期間はそれぞれの動物種で統一された凍結法が望ましいと考え

られる。また、生殖質細胞の凍結保存が不可能な動物種では生体で維持・保存せざるを

えないが、飼養できる頭数にもおのずと限界があり、小集団維持のための交配様式に関

する知見も必要になる。

そこで、収集した動物遺伝資源のおかれている状況を勘案し、維持の施設を有効に利

用するためにも、ワーキンググループならびに動物遺伝資源部会での討議をふまえ、基

本となる動物遺伝資源保存・管理マニュアル(未定稿)を策定し,ジーンバンク事業で

は本マニュアルに沿った保存・管理を行うこととする。また,動物遺伝資源の配布が開

始されるに当たっては、関係手続き等を含め「定稿版」として発行する運びとなってい

る。

1-2・クラス分けなどの分類基準

動物遺伝資源のおかれている状況を、A:消失の危険性が極めて高く、本事業主体で

保存すべきもの、B:ごく近い品種・系統が存在し、その集団から再供給も見込まれる

ものの2ランクに分類した。さらに、永久保存用、再増殖用、配布用に必要なものを分

類した。AランクはBランクに比べて保存すべき点数のウエイトを高くした。

収集した動物遺伝資源がどのランクに相当するかは、ワーキンググループ等で討議決

定する。
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2・動物種ごとの特性評価と
生殖質細胞収集期間

2-1・特性評価終了後の保存形態

特性評価終了後のそれぞれの動物種の主たる保存形態については下記のようにする。

ただし,生殖質細胞の凍結保存法が実用的にも確立されたものについては,すみやかに

生体保存から生殖質細胞凍結保存に移行し,その凍結方法を一定期間統一する。

動物遺伝資源事業における動物種ごとの保存形態

動　 物　 種 保　 存　 形　 態

牛 凍結精液 (一部生体 , 凍結胚)

馬 凍結精液 (一部生体)

山　　　 羊 生体, 凍結精液

め　 ん　 羊 生体, 凍結精液

豚 生体, 凍結精液

鶏 種卵 , 生体, 凍結精液

実験用動物 生体 , 凍結胚

ウ　 サ　 ギ 生体 (一部凍結精液, 凍結胚)

ミ　ツ　バ チ 生体 (群)

蚕 受精卵
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2-2・特性評価と生殖質細胞収集期間

生殖質細胞の収集・保存は特性調査と並行して実施することとする。それぞれの動物

種の生殖質細胞収集期間については下記の通りとする。

動物種類ごとの生殖質細胞収集期間

動　 物　 種 特性評価と生殖質細胞収集期間 備　　　　　　　　　 考

牛 1 次特性評価　　 - 1 年+ 1 年

2 、3 次療性評価- 3 年+ 1 年

生殖質導入の場合 、出生から成体にな

るまでの期間は維持の方で計上する。

馬 1次特性評価　　 - 1年+ 1 年

2 、3 次特性評価- 3 年+ 1 年

生殖質導入の場合、出生か ら成体にな

るまでの期間は維持の方で計上する。

め ん 山 羊 1次特性評価　　 - 1年

2 、3 次特挫評価- 3 年

豚 1次特性評価　　 - 1年

2 、3 次特性評価 - 3 年

鶏 1次特性評価　　 ⊥1年

2 、3 次特性評価- 3年

実験用動物 1 次特性評価 ・- 1毎

2 、3 次特性評価- 3年

特に必要とするものに限って年数を延

長できる。

ウサギ 1 次特性評価　　 - 1年

2 、3 次特性評価- 3年

ミツバチ 1次特性評価　　 一千年+ 1年

2 、3 次特性評価- 3 年

蚕 1次特性評価　　 - 1年

2 、3 次特性評価- 3.年
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3.動物種ごとの保存目標ガイドライン
3-1・動物種ごとの目標値

それぞれの動物種について、期間内に収集保存すべき目標値を下記のように設定した。

動物種名　　牛

フ　　　 ン　　　 ク

A

消失の危険性が極めて高

く、本事業主体で保存す

べきもの

B

ごく近い品種 ・系統が存

在し、その集団から再供

給も見込まれるもの

保　　 存　　 形　　 態 凍 結 精 液 凍　結　胚 凍 結 精 液 凍 結 痕

永　久　保　存　用 合　　 計　　 数 100～250本 20～100個 50～150本 10～25個

必　 要　 頭　 数 2～5頭 2～10頑 1～3頭 2～5頭

1頭当たり必要数 50本以上 5個以上 50本以上 5個以上

再　増殖　用

合　　 計　　 数 100本以上 20個以上 100本以上 20個以上

必　 要　 頭　 数 2頑以上 2頭以上 1頭以上 2頑以上

1 頭当たり必要数 50本以上 5個以上 50本以上 5個以上

配　布　用

合　　 計　　 数

目標

1,00-0本/ 1頭

目標

1,000本/ 1頭

総　　数

合　　 計　　 数 200本以上 40個以上 150本以上 30個以上

必　 要　 頭　 数 2～5頑 2～10頑 1～3頭 2頑以上̀

1頭当たり必要数 100～1,100本 10個以上 100? 1,100本 10個以上
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動物種名　.馬

フ　　　 ン　　　 ク

A

消失の危険性が極めて高

く、本事業主体で保存す

べきもの

B

ごく近い品種 ・_系統が存

在し、その集団から再供

給も見込まれるもの

保　　 存　　 形　　 態 凍　結　 精　 液 生　　　 体

′

凍 結　 精　 液 生　　　 体

永久　保　存　用 合　　 計　　 数 50～100本
♂ 3頭以上

♀15頑以上
25～50本

♂　2頭以上

♀　5頭以上

必　 要　 頭　 数 2頭以上 - 1頭以上 -

1 頭当たり必要数 25本以上 - 25本以上 -

再　増　殖　用

合　　 計　　 数 25本以上
-

25本以上 -

必　 要　 頭　 数 1頭以上 - 1頭以上 -

1 頭当たり必要数 25本以上 - 25本以上 -

配布用

合　　 計　　 数

目標

100本/ 1頭 -

目標

100本/ 1頭 -

総　　　数 合　　 計　　 数 75本以上
♂　3頭以上

♀15頭以上
50本以上

♂ 2頭以上

♀　5頭以上

必　 要　 頭　 数 2頭以上 -
1頭以上

-

1 頭当たり必要数 50～150本
-

50～150本
-
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動物種名　　豚

ラ　　　 ン　　　 ク

A

消失の危険性が極めて高

く、本事業主体で保存す

べきもの

B

ごく近い品種 ・系統が存

在 し、その集団か ら再供

給 も見込まれるもの

保　　 存　　 形　　 態 凍　 結　 精 液̀ 生　　　 体 凍　 結　 精　 液 生　　　 体

永久　保　存　用 合　　 計　　 数 50∴100本
♂ 5頭以上

♀15頭以上
25～50本

♂　2頑以上

♀　5頭以上

必　 要　 頭　 数 2～5頭 - 2～5頭 -

1 頭当たり必要数 10本以上 -
10本以上 '

-

再　増　殖　用

合　　 計　　 数 50本以上
- 50本以上 -

必　 要　 頭　 数 2～5頭 - 2～5頭 -

1 頭当たり必要数 10本以上 - 10本以上 ・ -

配布用
合　　 計　　 数

目標

100本/ 1頑 -

目標

100本/ 1頭 -

総　　　数 合　　 計　　 数 100本以上
♂　5頭以上

♀15頑以上
.75本以上

♂　2頭以上

♀‾5頭以上

必　 要　 頑　 数 2～5頭 - 2～5頑 -

1 頭当たり必要数 20～ 120本 - 2‥0十 1.20本 -
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動物種　　山羊、　めん羊

ラ　　　 ン　　　 ク

・A

消失の危険性が極めて高

く、本事業主体で保存す

べきもの

B

ごく近い品種 系統が存

在 し、その集団から再供

給 も見込まれるもの

保　　 存　　 形　　 態 凍　 結　 精　 液` 生　　　 体 . 凍 結　 精　 液 生　　　 体

永久　保　存　用 合　　 計　　 数 50ん 100本 ♂ 5頭以上

♀15頭以上
25～50本

♂ 3頑以上

♀10頭以上 -

必　 要　 頭 .数 2～5頭 - .2～5頭 -

1 頭当たり必要数 10本以上
-

10本以上 . -

再　増　殖　用

合.　 計　　 数 50本以上 -
50本以上

-

必　 要 .頭　 数 2～5頭 - 2～5頭 -

1 頭当た り必要数 10本以上
-

10本以上 -

配布用 合　　 計　　 数
目標

200本/ 1頭 -

目標

200本/ 1頭 -

総　　　数 合　　 計　　 数 100本以上
♂　5頭以上

♀15頑以上
75本以上

♂　3頑以上

♀10頑以上

必　 要　 頭　 数 2～5頭 - 2～5頭 -

1 頑当たり必要数 20～220本 - 20～220本 -
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動物種名　　鶏

ラ　　　 ン　　　 ク

A

消失の危険性が極めて高

く、本事業主体で保存す

べきもの

B

ごく近い品種 ・系蚕が存

在 し、その集団から再供

給も見込まれるもの

保　　 存　　 形　 態 凍　結　精　 液 生　　　 体 凍 結　精　液 生　　　 体

保存　用永　　久 合　　 計　　 数 10_0_～_150本 ♂15羽以上
♀30羽以上

50～100本
♂10羽以上
♀20羽以上.

必　 要　 羽　 数 5～15羽 - 5～10羽 -

殖　　用再　　増 合　　 計　　 数 50本以上 - 50本以上 -

必. 要 ・一羽　 数 5～15羽 - 5～10羽 -

配布用
合　　 計　　 数

目標
400本 -

目標
400本 -

総　　数 合　　 計　　 数 150本以上
♂15羽以上

♀30羽以上
100本以上

♂10羽以上
♀20羽以上

必　 要　 羽　 数 5～15羽 - 5～10羽 -
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動物種名　マウス

ラ　　　 ン　　　 ク

A

消失の危険性が極めて高

く1本事業主体で保存す

べきもの

B

ごく近い品種 ・系統が存

在し、その集団から再供

給も見込まれるもの

保　　 存　　 形　　 態 凍　 結　 胚 生　　　 体 凍　 結　 胚 生　　　 体

保存　用永　　久 合　　 計　　 数 300～400個
♂20頑以上
♀40頭以上

150～200個 ♂10頑以上
♀20頭以上

必　 要　 一頭　 数 30～40頭 - 15～20頭 -

殖　　用再　　増 合　　 計　　 数 200個以上 - 200個.以上 -

必　 要　 羽　 頭 20～30頭 - 20～30頭 -

総　　数 合　　 計　　 数 500個以上 ♂20頑以上
♀40頭以上

350個以上 ♂10頑以上
♀20頭以上

必　 要　 頭　 数 50～70頭 - 35～50頭 -
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動物種名　スナネズミ

ラ　　　 ン　　　 ク

A

消失の危険性が極めて高一

く、本事業主体で保存す

べきもの

B

ごく近い品種・系統が存

在し、その集団から再供

給も見込まれるもの

保　　 存　　 形　　 態 生　　 体 生　　 体

保存用永　久
必　 要　 頭　 数

♂100頑以上

♀100頭以上

♂ 50頑以上

♀　50頭以上

総　数
必　 要　 細　 数

♂100頭以上

♀100r頭以上

♂ 50頭以上

♀・50蚕以上

動物種名　ハタネズミ

ラ　　　 ン　　　 ク

A

消失の危険性が極めて高

く、本事業主体で保存す

べきもの

B

ごく近い品種・系統が存

在し、その集団から再供

給も見込まれるもの-

保　　 存　　 形　　 態 生　　 体 生　　 体

保存用永　久
必　 要　 頭　 数

♂30頭以上

♀60廟以上

♂15頭以上

♀30頭以上

総　数
必　 要　 頭　 数

♂30頭以上

♀60頑以上

♂15頭以上

♀30頑以上
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動物種名　マメジカ

ラ　　　　 ン　　　 ク

A

消失の危険性が極めて高

く、本事業主体で保存す

べきもの

B

ごく近い品種・系統が存

在し、その集団から再供

給も見込まれるもの

保　　 存　　 形　　 態 生　　 体 生　　 体

保存用永　久
必　 要　 頭　 数

♂20頑以上

♀40頭以上

♂10頑以上

♀20頑以上

総　数
必　 要　 頭　 数

♂20領以上

♀40頭・以上

♂10頑以上

♀20頭以上

動物種名　ハムスタ

フ　　　 ン　　　 ク

A

消失の危険性が極めて高

く、本事業主体で保存す

べきもの

B

ごく近い品種・系統が存

在し、その集団から再供

給も見込まれるもの

保　　 存　　 形　　 態. 生　　 体 生　　 体

保存用永　久
必　 要` 頭　 数

♂20頭以上

♀40頭以上

♂10頑以上

♀20頭以上

総　数
必　 要　 蚕　 数

.♂20頭以上

♀.40頭以上

♂10頭以上

・♀20頭以上
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動物種名　　イ　　ヌ

フ　　　 ン　　　 ク

A

消失の危険性が極めて高

く、本事業主体で保存す

べきもの

B

ごく近い品種 ・系統が存

在し、その集団から再供

給も見込まれるもの

保　　 存　　 形　　 態 凍　結　精　液 生　　　 体 凍　結　精　液 生　　　 体

永久　保　存　用 合　　 計　　 数 30～60本 ♂　3頑以上
♀　9頭以上

20～30本
♂ 2頑以上

♀　5頭以上

必　 要　 頭　 数 2～5頭 2～5頑

1頑当たり必要数 10本以上 10本以上

再　増　殖　用

合　　 計　　 数 30本以上 30本以上

必　 要　 頭　 数 2～5頭 2～5頭

1頭当たり必要数 10本以上 10本以上

配布用
合　　 年　　 数

・目標‾
50本/ 1頭

目標
50本/ 1頭

総　　　数 合　　 計　　 数 60本以上
♂　3頭以上
♀　9頭以上

50本以上
♂　2頑以上
♀　5頭以上

必　 要　 頭　 数 2～5頭 2～5頭

1頑当たり必要数 20～70本 20～70本
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動物種名　ウサギ

ラ ン ク

A

消失の危険性が極めて高

く、本事業主体で保存す

べきもの

B

ごく近い品種 ・系統が存

在し、その集団から再供

給も見込まれるもの

保　　 存　　 形　 ‾態 生　　 体 生 ・体

保存用永　久
合　　 計　　 数

♂10羽以上

♀30羽以上-

♂ 5羽以上

♀15羽以上

総　数
最　小　合 計 数

♂10羽以上

♀30羽以上

♂ 5羽以上

♀15羽以上

保　　 存　　 形　　 態 凍 結 精 液 凍　結　胚 凍 結 精 液 凍　結　胚r

永久保存用 合　　 計　　 数 50～100本 150～200個 50～100本 100～150個

必　 要　 蚕　 数 5～10羽 15～20羽 5～10羽 10～15割

1羽当たり必要数 10本以上 -
10本以上

-

再増殖用

合　　 計　　 数 100本以上 100個以上 100本以上 100個以上-

必　 要　 羽　 数 5↑-10羽 5～10羽 5～10羽. 5～10羽

1羽当たり必要数 10本以上 - 10本以上 -

配布用

合　　 計　　 数 - -

総　　数

合　　 計　　 数 150本以上 250個以上 150本以上 200個以上

必　 要　 羽　 数 5～10羽 ・20～30羽 5～10羽 15～25羽

1羽当たり必要数 20～40本 - 20～40本 -
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動物種名　　ミツバチ

ラ　　　　 ン　　　　 ク

A

消失の危険性が極めて高

く、本事業主体で保存す

べきもの

B

ごく近い品種・系統が存

在し、その集団から再供

給も見込まれるもの

保　 存　 豚　 態 群 群

保存用永　久
必　要　醸　数 10群以上 10群以上

総　　数 合　　 計　　 数 10群以上 10群以上

必　要　群　数 10群以上 10群以上

動物種名　　蚕

ラ　　　　 ン　　　 ク

A

消失の危険塔が極めて高`

く、本事業主体で保存す

・べきもの

B

ごく近い品種 ・系統が存

在し、その集団から再供

給も見込まれるもの

保　　 存　　 形　　 態 休 眠 卵 休 眠 卵

保　存　用再　増　殖 合　　 計　　 数 70/2蛾 -

必　 要　 卵　 数 20/1蛾×50 20/1蛾×50 1

用配布 合　　 計　　 数 30/2蛾 30/2蛾

総瀾
合.　 計　　 数 50蛾以上 50蛾以上

注:1蛾は、蛾1頭が産卵する1区蛾の卵で約500個を含む。
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3-2・運用事項

動物遺伝資源事業を円滑に推進するために、下記の運用事項に留意する。

(1)生殖質細胞の凍結保存が可能な動物種では永久保存とするために、生体保存を主

とするものについても再増殖開始に相当する凍結精液(一部は凍結胚)本数を作製

する。

(2)生殖質細胞の凍結保存を主とする動物種において、日標本数を達成したものは特

性評価終了後に生体の維持から除外できるものとする。ただし、特性評価期間内に

日標本数を達成することが種々の要因で不可能なものについても、ワーキンググル

ープ、部会等で内容を協議して、生体維持から除外することが可能なものとする。

(3)凍結保存すべきものは精子が優先され、胚は精子の凍結保存法が実用化の域に達

していない実験用動物種(例えばマウス)を除いて2番目にランクされる。生体維

持から除外する際は凍結精子の本数が満足されることが不可欠となる。

(4)再増殖の開始に当たっては、その内容についてワーキンググループ、部会等で承

認を得るものとする。

(5)永久保存の凍結生殖質細胞はセンターバンクで保存・管理する。
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4・大動物遺伝資源の保存・管理

4　-1　　大動物lこおlする集団維持の基礎

動物遺伝資源集団の保存を遺伝的な面から考えると、大きく分けて2つ′の問題がある。

一つは、集団内の特定の遺伝的特性を保持すること。もう一つは、集団内の一般的な遺伝

的多様性の減少を抑えることである。ある品種が遺伝資源であるのは他の品種と異なる遺

伝的特徴を有するためであり、その特徴を失っては保存する意味を失う。すなわち、第1

の問題である遺伝的特性の保持が、遺伝資源の保存を考える場合の最重要課題である。し

かし、単一品種の集団で維持する限り、問題となる遺伝的特性はほとんど変化しないと考

えられ、集団さえ維持されていればこの間題による困難は小さいであろう。むしろ、もう

一つの問題である遺伝的多様性の減少等によって集団の維持が困難になり、他の品種系統

の血の導入が必要になった場合に、遺伝的特性保持の問題は表面化してくる。つまり、遺

伝資源の保存の成否を左右する問題点と言う意味では、むしろ2番目の遺伝的多様性の減

少の方が大きいのである。ここでは、動物集団の遺伝的多様性の保持について、概念を述

べることとする。

4-1-1・機会的浮動

子がある遺伝子座上に持つ遺伝子は、両親それぞれの持つ2つの遺伝子から1つずつ

を受け取るが、そのどちらを受け取るかは偶然に左右され、確率は1/2ずつであると考

えられる。このために、例えばある個体が3頑の子を残したとしても、1/4の確率でその

個体の持つどちらか1つの遺伝子は、次の世代に伝わらないことになる。このように、

偶然に左右されて、ある遺伝子が増えたり減ったりすることを機会的浮動と呼ぶ。

集団が大きく、同種の遺伝子を持つ個体が多数いる場合は、ある1つの個体から次世

代にその遺伝子が伝わらなくても、別の個体から伝わるので全体としてはその遺伝子が

なくなる危険は小さい。しかし、集団の個体数が少ない場合には、機会的浮動の影響が

大きくでる。例えば、集団中に2種類の遺伝子が半分ずつあったとして無作為交配をす

ると、次の世代の個体数が4頭しかいなければ1月28の確率で、6頭ならば1/512、8頭

ならば1/2048の確率で、どちらかの遺伝子は消失する(もう一方の遺伝子に固定する)

ことになる。

1世代だけでみるとこの確率は小さく見えるが、一度遺伝子が固定すれば2度と戻ら

射、ので、固定確率は蓄積されていく。ゆえに、何世代も経た後の固定確率を考えると

かなり高いものとなり、究極的には確実にどちらかに厨定される。実際、雄2頭雌2頭
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からなる集団の固定確率は1世代では1/128でも、2世代日には1/20、6世代日には1/3

を超えて、わずか9世代で1/2以上の確率で固定してしまうことになる。頭数を増やせ

ば固定までの世代数は多くなるが、それでも、雄雌3頑ずつで13世代、5頭ずつで22世

代、8頑ずつでも35世代後には固定確率が1/2を超える。

この様な機会的浮動により集団内の多様性が減少することは、次の様な問題を生じさ

せる。

1)個体の遺伝子のホモ化

それぞれの遺伝子座で、個体の持つ2つの遺伝子が同種のもの(ホモ)になる確率

が高くなる。これによって、有害劣性遺伝子の顕在化や、優性効果の消失による能力

の低下、環境への適応性の低下等が起こると考えられる。これを近交退化と呼び、一

般に繁殖性や強健性、抗病性に、影響が出やすいと言われている。近交退化が起こる

と、十分な産子が得られずに集団が維持できなくなる危険がある。

この個体内の遺伝子のホモ化の確率の指標となるのが、近交係数である。この値は、

親個体の持つ2つの遺伝子が1/2ずつの確率で、全くランダムに子に伝わるという条

件下で、ある個体の持つ2つの遺伝子が、同じ先祖個体の同じ1つの遺伝子に由来す

る確率と定義される。この近交係数には、i.選抜(自然淘汰を含む)が働く場合はこ

の確率は多少ずれる、ii.親子関係のたどれる世代から後の確率しか表さず、同一先

祖由来でなくてもホモである確率は表せない、iii.突然変異等は計算に入らない、と

いった問題があるため、ホモ化の確率そのものではないが、ホモ化の程度、さらには

近交退化の危険度の良い指標となる。

2)集団の均質化

集団内の多様性が減少することは、すなわち集団内の個体同士が同じ様な遺伝的特

徴を持つことになる。このことは、集団内の全個体が一様に、特定の病気や環境条件

に弱くなっている可能性がある。すなわち、その環境や病気が発生したときに、集団

全体が一斉に影響されて、突然維持できなくなるという危険を持つことになる。

また、多様性がないと選抜ができないために、その品種がニーズの変化に対応でき

ずに、利用されなくなることも考えられる。

3)有用遺伝子の消失

品種の特徴となる遺伝子については、固定されていない場合は、消失しないように

選抜等を行う必要がある。しかし、ここで問題となるのはむしろ、品種の特徴として

認識されていない遺伝子の消失の可能性である。在来種や野生種では、現時点ではっ

きりと評価されていなくても、耐病性、耐環境性その他に、改良品種にない有用な遺

伝子を持っており、後に見つけられる可能性が考えられる。集団の多様性が減少する

ことは、これらの有用な遺伝子を消失させてしまう危険を持つということである。

これらの中でも、1)の近交退化は比較的少ない世代ですぐに産子数の低下等とし
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て現れることが多く、個体の近交係数は考慮されることが多い。しかし、長期間の保存

ということを考える場合は、集団の均質化は結局、近交係数の上昇をまねくことになり、

2)、3)の問題ともあわせて、むしろ、集団全体の中での多様性を保つことが重要で

ある。

4-1-2.集団の遺伝的多様性の保持

集団内の多様性を保持するということは、機会的浮動の影響を最小に抑え、遺伝子の

固定確率を小さくすることである。このための、最も単純な方法は世代を交代させない

ことであるが、この点については次の4-ト3節で考える。また、4-ト1節で述べたように、

集団の個体数が多いほど機会的浮動の影響は小さいが、遺伝資源として飼育可能な個体

数は限られる場合が多い。そこでこの節では、一定の個体数の中で何世代もたった後で

の、遺伝的多様性を最大限に保持するための方法について考える。

(1)産子数の平均化

親個体の持つ2つの遺伝子を、確実に1つずつ次世代に伝えることができれば機

会的浮動は起きず、多様性を保持することができる。もちろんこれは不可能である

が、ある個体からは10頑の子が残り、別の個体からは1頭の子も残らないといった

次世代の選び方よりも、各個体から2頭ずつの子が残るように次世代を選んだ方が、

遺伝子がなくなったり逆に大量に残ったりする確率が、小さくなることは容易に理

解できるであろう。雄雌の数が大きく異なると産子の数に不均衡が生じて、雄の遺

伝子は大量に残りやすく、雌の遺伝子は消失しやすくなる。全体が一定の個体数で

あれば、できるだけ雄雌の数を等しくし、さらに各個体からの産子数を可能な限り

等しくすることによって、遺伝的多様性の減少を抑えることができる。

(2)近交を抑える交配

兄妹交配など、血縁の近い個体間の交配は、その産子の近交係数を大きくする。

このため、できるだけ血縁の近い個体同士を避けるように交配することで、近交係

数の上昇を抑えて近交退化による弊害を防ぐことができる。ただし、この方法は、

同じ遺伝子由来の遺伝子同士が組合わさって個体を作る確率を減じることはできる

が、それぞれの遺伝子が集団に残る確率を変化させるものではない。つまり、短期

的に見れば近交係数の上昇を抑えていても、集団全体の多様性の減少を抑えている

わけではないので、長期的には結局近交係数も高くなってしまうことになる。この

ように、理論的には長期にわたる多様性の保持に貢献するものではないが、実際上

は、初期世代において、近交退化で産子が十分得られない個体が出現することによ

る産子数の不均衡を防げる、という利点がある。
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(3)近交を促進する交配

集団をいくつかのグループに分けて、そのグループ間での交配を行わないと、個

々のグループが、独立したより小さな集団となる。各グループで、どの遺伝子が固

定されるかはランダムであり、同じ遺伝子座に対して別々の遺伝子が固定されてい

る確率も小さくない。このため、全てのグループを通して長期間で考えれば、多く

の多様性を保持できることになる。

ただし、それぞれのグループ内で考えると、集団が小さいために近交係数は大き

くなり、均質化も早く進んでいるので、近交退化等の影響を受けやすくグループの

維持が難しくなりやすい。この欠点を補うために、グループ間を完全な独立とせず、

ときどき遺伝的な交換を行う方法も考えられるが、これはまた、長期的にはグルー

プ間の均質化を招くことになり、一長一短である。

(4)遺伝的マーカーの利用

ある染色体上に、対立遺伝子の種類が直接分析できる遺伝子座があるとする。こ

の遺伝子座上で、aという遺伝子を持つa染色体と、bという遺伝子を持つb染色体を、

できるだけ同数ずつ集団に残すように産子を選択しながら、長期間維持したとする。

a染色体、b染色体それぞれは、同一先祖由来の染色体に固定されるであろうが、2

つの別由来の染色体が集団に残る。つまり、この染色体上の別の遺伝子座でも、別

々の遺伝子が残されている可能性を残すことになる。これは、(3)の2つのグル

ープに分けた場合と同等の効果を持つことであり、しかも、各個体はa染色体とb染

色体をヘテロに持つことが可能である。

この方法は、i・早い段階で簡単に分析が可能なマーカーが必要、ii・染色体の交

叉により完全な分離は不可能、iii・多数の染色体にマーカーがある場合はすべての

マーカーに対して同数ずつ選択する事は困難、等の問題もあり、まだ研究段階では

あるが、今後有効な手段の一つとなりえるであろう。

4-1-3・凍結配偶子の利用

4-ト2節では、世代交代をする中で遺伝的多様性を保持する方法について論じたが、

どれも完全なものでなく、どれぐらいの期間をどのくらいの危険度に抑えられるか、と

いうことにすぎない。世代が交代するときには、必ず遺伝的変化が起こるものであり、

継代しながら多様性を完全に保持するには無限大の個体数を必要とする。

多様性の保持で最も簡単な方法は、できるだけ世代交代をさせないことである。もち

ろん、生体のままでいつまでも保持する事はできないが、幸い多くの動物で、凍結精液

等により配偶子を半永久的に保存する方法が開発されている。極端に言えば、十分な数

の凍結胚を保存して、その復元技術が確立されていれば、遺伝資源の保存は完全である
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といえる。

しかし、精子の凍結技術しか確立していない種もあるし、生体の集団として保持しな

くてはならない場合も考えられる。この様な場合、凍結精液を補助として活用すること

で、生体集団の遺伝的多様性の保持をはかることができる。すなわち、初期世代の個体

は、かなりのヘテロ性を持っていると考えられ、その凍結精液に含まれる遺伝子は多様

性を持つと考えられるので、生体集団で継代により遺伝的多様性を失っても、初期世代

の精液を利用することで多様性を回復することが可能となる。もちろん、できるだけ多

くの個体からの精液を保存して、順番に使うようにすれば、より効率的な集団内の多様

性の維持が可能である。

4-1-4・総括

ここまで、集団の多様性の維持に関する基礎的な考え方を述べてきたが、遺伝資源とし

て何が重要であるかによって、必要とする保存量が異なってくる。

例えば、品種そのものよりも、ある特定の1つの遺伝子だけに価値があり、その遺伝子

の同定が可能であれば、数十本の凍結精液を保存すれば十分であろう。極端にいって、黒

毛和種に見つけられた遺伝子を保存して、ホルスタインとの雑種に利用したとして、この

雑種から保存用の精液を補充しても構わないのである。

遺伝子を同定できず、複数の遺伝子座が関与していると考えられる量的形質に価値があ

る場合は、利用段階での遺伝子の消失が起きないように十分な数を使用する必要がある。

また、後代では多様性が減少していることも考えられるので、できるだけ補充をしなくて

もよいように、十分な量を初期に保存することが望ましい。

品種に、天然記念物的な意味があり、品種そのものを確実に維持する必要がある場合に

は、かなり長期間にわたって、生体集団をサポートできるだけの精液を、できるだけ異な

った個体から保存し、かつ、バックアップとして凍結胚等の保存も必要になるであろう。

その品種集団の絶滅の危険度によっても異なるが、この場合はかなり多くの量を保存する

必要がある。

以上の様に遺伝資源としての重要度によって必要量は異なるものである。本マニュアル

では保存目標ガイドラインを示しているが、これは最低限の必要量として、個々の状況に

応じた対応を考えていくことが望ましい。

(武田　尚人)
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4　-　2.　年精子の逼巨轟吾保存

4-2-1・牛精子の凍結保存上の特徴

牛の精子の凍結保存は家畜の中では最も容易であり、現在、牛の人工授精には殆ど凍

結精液が用いられる。凍結方法にはストロー法と錠剤法の2つの方法があり、牛では主

として前者が使われる。

4-2-2・凍結の準備

(1)機械・器具・器材類

1)精液の採取および検査用器具類

人工腱

精液採取管

光学顕微鏡

精子検査用加温装置

精子活力検査板およびカバーグラス

精子濃度測定用分光光度計またはコールターカウンター(トーマの血球計算

盤を用いて算定してもよい)

白金耳

2)精液の希釈、凍結および保存に要する機械器具

恒温水槽(30℃)

5℃恒温室または保冷庫

遠心分離機

精液簡易急速凍結器(発泡スチロール箱で代用可)

ストロー凍結用架台または網カゴ

液体窒素保存器(キャニスター付)

温度記録計

3)精液採取から凍結保存するまでの過程で必要な器材類

遠沈管(50ml、希釈液の製造時に必要)

三角コルベン(100～200ml)

試験管

駒込ピペット

メスピペット

メスシリンダー(100ml)

ポリビーカー

ピンセット
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0・5mlストロー精液管

ストローパウダー

精液分注用シリンジ

温度計

ストップウォッチ

液体窒素

(2)精液凍結用希釈液の製造

1)第1次希釈液(A液)

ブドウ糖

乳糖

リン酸1カリウム

リン酸2ナトリウム

酒石酸カリナトリウム

クエン酸ナトリウム

上記の薬剤を秤量して三角コルベンに入れ、蒸留水を80ml弱加えて完全に溶解

する。溶け難い場合は少し温める。溶解した液をメスシリンダーに移し入れ、蒸

留水で85mlとする。

新鮮な鶏卵を用意し、表面をアルコール綿で清拭してから割卵して卵白を除去

し、卵黄を濾紙にのせる。濾紙上で卵黄を少し転がすようにすると残りの卵白も

きれいに除去できる。濾紙を二つに折って卵黄膜を押し破り、卵黄のみをシリン

ダーの溶液中に流し込む。この時、シリンダー壁に卵黄が付着しないようにする。

溶液の全量が100mlとなるまで卵黄を加えた後、十分に混合する。

混合後の液はそのまま第1次希釈液として用いてもよいが、不溶性の顆粒が精

子の活力検査時に邪魔になるので、遠心を行った方がよい。3・000r・p・m、15分で

充分である。上澄液を三角コルベンに回収し、100ml当りペニシリンGカリウム

10万単位、ジヒドロストレプトマイシン0・1～0・15gを添加する。

2)第2次希釈液(B液)

A液にグリセリンを14%(Ⅴ/V)加えればよい。したがって、A液を製造する

際にその半分はB液にすることを見込んでおかなければならない。

製造後の希釈液は使用するまで5℃前後に保存しておく。製造後5日以内に使

用すべきである。

4-2-3・精液の採取

精液採取を行うに先立ち、種雄牛の包皮内洗浄を必ず行う。擬雌台の代わりに台牛を



使う場合には台牛の後躯を洗って清潔にする。

採取者は人工腱を左手(または右手)に持ち、擬雌台の左側(右手で保持の場合右側)

に少し離れて立つ。人工腱の開口部を下方にやや斜めに保ち、牛が乗駕したら右手で陰

茎を少し手前に引いて(陰茎をつかまないで包皮を握って引く)人工腱に誘導する。タ

イミングよく人工腱内に陰茎が挿入されると、いわゆる"牛の一突き'で、射精する。

射精後は直ちに人工腱内の湯を出し、精液を試験管に移す。試験管はあらかじめ体温程

度に温めておく。

4-2-4・精液性状の一般的検査方法

採取した精液は希釈液で希釈する前に、必ず性状の検査をする。

(1)肉眼的検査

1)精液量:4～10m1

2)色:普通乳白色。黄色を帯びた精液も時にあるが異常ではない。尿が混じると

褐色かかる。

3)pH:濾紙法で十分。PRで6・8前後。

(2)顕微鏡的検査

1)精子活力

①活力検査法

精子活力検査板の中央に1～2白金耳の精液をおき、カバーグラスをかける。

検査板のない場合は、普通のスライドグラス上に精液をのせ、カバーグラスを

かける。これを37～38℃に調節したスライド加温装置にのせて、顕微鏡下で精

子の活力を検査する。精子の活力は温度によって著しく左右されるので、必ず

加温しなから検査する。

②精子の生存率および活力の表示法

精子の活力表示は、国によって様々であるが、この事業では+++、++、

+、士の4段階で表示する。

+++・‥最活発な前進運動をするもの。

++・・・活発な前進運動をするもの。

+・・・微弱な前進運動するもの。

±・・・振子運動で前進しないもの。

例えば、60%の精子が最活発な前進運動をしている場合は60+++と表示す

る。採取直後の牛精子の活力は80～90+++程度である。

(勤精子数



ア)血球計算盤による方法

トーマの血球計算盤を用いて、血球と同じ要領で精子数を算定することがで

きる。

A)精液の希釈方法

赤血球用メランジュールを用い、原精液の場合は3%NaCl液で200倍に希

釈する。

B)計算方法

計算盤の計算室をデッキグラスで被う。ピペット内の希釈精液は最初の2、

3滴を棄ててから計算室内に流し込む。2、3分静置して精子が沈澱してか

ら精子数を数える。計算室は1辺1mmの正方形が400の小正方形に区分され

ている。さらに5格子ごとに縦横に線が入れられて16に区画され数え易くな

っている。

数えるにあたっては周囲の縁線上に存する精子はその2線(例えば上線お

よび右縁)のものは格子内として数え、他の2線(例えば下縁および左縁)

上の精子は格子外として数えない。全区画の精子を数えると、1/10mm3中の

精子数となる。いま200倍希釈の全区画の精子数が400であったとすれば、1

mm3中の精子数は400×10×200=800,000、1ml中の精子数は800,000×1,000

=8×108となる。

イ)分光光度計による方法

原精液0・lmlを生理食塩水あるいは3%クエン酸ソーダ液で10～100倍に希釈

後、分光光度計で透過率を求め、あらかじめ作成された検量曲線から精子濃度

をよみとる。

ウ)その他

コールターカウンターで計測してもよい。

④精子の形態異常

採取直後の精子の異常率は、10%以内が普通であり、20%以上になると受胎率

の低下をきたす。

精子の形態異常を細かく分類して検査する場合には塗抹染色の方法がよいが、

日常の凍結精液製造では、計算盤で精子数を数える際に一緒に奇形精子の割合も

調べるようにすればよい。

4-2-5・ストロー法による凍結の手順および保存

(1)第1次希釈

一般性状検査後の精液を希釈用容器に移して、第1次希釈液を徐々に加える。第

1次希釈は最終希釈精液量の1/2量となるようにする。最終希釈液量は採取精液の
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精子濃度および1ストロー当りの精子数をどの位にするかによって決定する。例え

ば、採取した精液が5mlでその精子濃度が10×108/mlであったとする。0・5mlストロ

ー1本当り5×107の精子を封入するとすれば、1ml当り1×108精子の希釈精液を作

ればよい。総精子数が50億でるから最終希釈精液量は50m1、第1次希釈では25mlま

で希釈することになる。

第1次希釈終了後、5℃まで60～90分かけて徐々に冷却する。28。～30℃の温湯

を入れたポリビーカー中に希釈精液の入った精液管を浸し、4～5℃の冷蔵庫また

は恒温器内に静置すると、60～90分で徐々に温度を下げることができる。

(2)第2次希釈

第1次希釈精液の温度(ポリビーカー中の水の温度と同じ)が7～5℃に下降し

たら療2次希釈を行う。この希釈は5℃下で行わなければならないので、第2次希

釈液(グリセリン添加のB液)は、もちろん5℃に冷却したものでなければならな

い。第2次希釈液にはグリセリンが含まれているために浸透圧が高いので、希釈は

一度に行わない(図4-2-1)。10分程度の間隔をおいて3～4回に分割して第2次希

釈液による希釈を行う。第2次希釈液の添加量は第1次希釈精液の量と同じにする。

希釈液の添加を自動的に行う方法として、恒温室内でマグネチックスターラーでゆ

っくり撹拝させながら滴加してもよい。2次希釈終了後の精液は次のステップに移

るまでそのまま5℃に保存する。

図4-2-1恒湿器内での希釈



図4-2-2　ストロー封入

(3)ストロー精液管への精液の分注と開封

ストロー精液管は0・5mlを使う。ストローには、牛の「名号」、「精液採取年月

日」等を記入しておく。ストロー用の自動印刷機は便利である。精液を分注する前

にストローは5℃に冷やしておく。この他に、5℃の水を満たしたポリ容器および

ストローパウダーを用意しておく。ストローパウダーは赤、黄、青、白など色別が

あり、個体や品種の識別に便利である。

2次希釈終了後の精液を長い針付の注射筒にとりストローに分注する。ストロー

の上端部には必ず空気層を10～13mmとる(図4-2-2)。このように1本1本分注する

代りに、ストローの綿栓の付いた方を口にくわえて精液を吸引する方法も筒単であ

る。綿栓の間にあるストローパウダーに精液が達するとパウダーはのり状になって

それ以上精液を吸引できなくなるので吸引を止め、ストローを逆に握って振って少

量の精液を捨て10～13mmの空気層をとる。先端部に少量の精液を残してその部分に

ストローパウダーを付けて、5℃の水に浸潰する(図4-2-2)。この方法は筒便で、

一度に5～6本のストローに精液を封入することができる。精液のロスを少なくす

るためにはストローを振る際に精液を受ける皿のようなものを用意すればよい。水

に浸潰したストローは5分もすれば完全に閉封できているので、ペーパータオルか

布で水を拭きとる。なお、ストロー精液管への精液の分注と開封を自動的に行う自

動分注開封機を用いると迅速に分注と開封を行うことができる。



図4-2-3　牛精液の凍結前の処理過程と温度

以上の過程は5℃恒温室内で行うことが望ましいが、恒温室がない場合には処理中

に精液の温度が上がらないように工夫する必要がある。

(4)グリセリン平衡

第2次希釈終了後から凍結するまでの時間をグリセリン平衡と言う。以前は6～

18時間の平衡時間をとることが行われていたが、最近はグリセリン平衡時間はほと

んど必要ないと言われている。2次希釈後のストロー封入や凍結準備などで、自然

に平衡時間がとられることになる。人工授精所では2～3時間程度経過するようで

ある(図4-2-3)。

(5)凍結

ストロー法による凍結は人工授精センターで使う大型の凍結装置、実験室で使う

小型の筒易急速凍結装置、あるいはもっと小規模では発泡スチロールの箱などで行

うことができる。

1)LNG簡易急速凍結機による凍結

0・5mlストロー300本を凍結する場合の凍結の手順は次のごとくである(図4-2-

4、図4-2-5)。

①凍結層内に所定の線より少し上のところまで液体窒素を入れて蓋をし、10分程

度予冷する。

②ストローを冷却用金網カゴに立てる。この場合、ストローの空気層が上になる

ようにする。

③予冷後に液体窒素が所定の線まであるかを確認する。減っている場合は追加す

る。凍結器の粗動と微動装置を動かして支柱を上げ、ストローを立てたカゴを



図4-2-4　LNG簡易急速凍結器

図4-2-5

液体窒素蒸気にさら
された0・5mlストロー
精液の冷却曲線。冷
却速度約33℃/分(
-10～-30℃)、過冷
却の破れた温度から
・30℃までの経過時間
は約2分である。



吊るす。粗動装置を直ちに動かして、ストローの上端が凍結槽上から4～5cm

下にくるまで下げ、この位置で15秒ぐらい放置した後、粗動装置を徐々に動か

して下げてゆき、約1分30秒で粗動操作を終わるようにする。続いて微動装置

で20～30秒かけて支柱目盛りの0の位置まで下げ、この状態で5分以上放置す

れば凍結は完了する。

2)発泡スチロール箱を用いる簡易凍結

この方法は凍結するストロー本数が40～50本と少ない場合や凍結装置がない場

合に簡易に凍結できる方法である。液体窒素の液面上にストローを横に並べて凍

結するので、ストローを40～50本棟並べできるような架台および架台が十分に入

る大きさの発泡スチロール箱(深さ15～20cm)を用意する。

発泡スチロール箱に液体窒素を約5cmの深さまで入れる。液体窒素面上3～5

cmの所にストローを横に並べられるように架台の高さを調節してから、架台を液

体窒素中に置く。ストローを手早く架台に並べ、蓋をして5分以上放置する。こ

の放置時間はストローの本数が多い場合(20本以上)には10分位とった方が良い。

放置後、液体窒素に浸漬する。

(6)ストロー凍結精液の保存と輸送

1)保存器への移し換え

凍結完了後、ストローを液体窒素のキャニスター内に移す。この際、ストロー

が空気中にさらされる時間は1mlストローで3～4秒以内、0・5mlストローで2

～3秒以内でなければならない。これ以上の時間空気中に露出しているとストロ

ー内の温度は上昇し、精子に損傷を与える可能性が大となる。これはストロー内

温度が-130℃以上になると氷の結晶状態が不安定となるためで、凍っていて融け

さえしなければ安心ということにはならない。

2)輸送・運搬

凍結精液の輸送には小型の液体窒素精液保存器が便利である。センターからサ

ブセンターへの輸送には容量20～30立程度のもの、サブセンターから農家の庭先

までは10～178程度のものが便利である。いずれの容器も液体窒素量が1/3程度

に減少するころに液体窒素を補充して、-196℃の保存温度を維持するようにしな

ければならない。凍結精液のストローの一部が液体窒素から出ていても支障はな

い。液体窒素をどうしても利用できない場合には、ドライアイスを用いてもよい。

断熱材で作られた箱に細かに砕いたドライアイスを入れ、凍結精液をドライアイ

ス中に埋込んで輸送する。輸送中にドライアイスが少しずつ気化するので、密閉

しないように工夫する。到着後は直ちに液体窒素中に移す。凍結精液を融解して

運ぶ場合には5℃の水に入れて運ぶ。融解後の精子はできるだけ早く使うのが原



図4-2-6　牛精液の注入法(著者原図)

別であるが、5℃で保存すれば融解した翌日でも使用可能である。

4-2-6・保存精液の利用技術

(1)凍結精液の融解技術

35～45℃の温水にストローを浸潰して、速やかに融解する。30℃以下の水では融

解後の精子生存が劣る。

(2)精液の授精(注入)

1)注入器具:ストロー用精液注入器

2)精液注入量と精子数:0・5mlまたは0・25mlストロー1本、2,500万以上

3)注入部位:子宮休部

4)注入の時期:発情末期。一般的には、発情を朝発見した場合はその日の夕方、

夕方発見した場合には翌日の午前中または午後早めに注入する。

5)注入方法:頸管紺子で子宮頸を固定して注入する頸管紺子法と直腸から子宮頸

を把握固定して注入する直腸膣法の2つの方法が有るが、後者が一般的である

(図4-2-6)。

(桝田博司)

頚管鉗子法

直腸膣法



4　-　3・　年月≡巨の遠巨布告保存

4-3-1・午胚の凍結保存上の特徴

過剰排卵処置した供胚牛から人工授精後7～8日目に非手術的な子宮潅流法で胚を回

収し、正常な胚のみを凍結保存する。

凍結保存する胚は、回収から凍結保存まで無菌的な操作で取り扱う必要があり、いか

なる機械的損傷をも避けるように、丁寧に取り扱うことが重要である。

凍結保存法としては、融解後のグリセリン(耐凍剤)除去の方法により、ワンステッ

プ法、ステップワイズ法、ダイレクト法などがあるが、本事業では、凍結融解後の胚の

浸透圧衝撃を和らげ、凍結融解後の再現性が高いとされるステップワイズ法を用いるこ

ととしている。

ステップワイズ法は、融解後直接移植することはできず、胚をストローから取り出し

て、顕微鏡下で段階的にグリセリン除去を行い、再度ストローに詰め替えてから移植を

する必要があり、野外における実用化と普及性に乏しいものであるが、長期保存におい

ては有効と考えられる。

4-3-2・過剰排卵処理法

(1)使用薬品

1)FSH(アントリン:デンカ製薬)

2)PGF2α(プロナルゴンF:アップジョン)

(2)投与方法

過剰排卵処理は、発情後9～14日目に開始し、通常FSH20AUを4日間朝夕計8回

減量投与する。

なお、供胚牛は過剰排卵処理開始日またはその前日に黄体検査を行い、良好なも

のを対象とする。

また、個体の状態、前回の採卵成績等を考慮し、FSH投与量の調整等の配慮が必

要である。

(3)発情の確認および人工授精

発情の確認は、スタンディング発情を原則とし、発情兆候が現れなかったり、微

弱、′鈍性発情の場合には、人工授精以降の計画を中止する。

また、人工授精は通常、1回目をPG投与後2日目の夕方、2回日をその翌朝に実

施するが、発情の状態等に応じて授精時間や授精回数等の変更が必要である。

ー32-



=FSH減量投与法=　20AU

時間 ① ・② ③ ④ 計

F S H AM 8:30

PM 4:30

4AU

4AU

3AU

3AU

2AU

2AU

1AU _

lAU

20AU

P G AM 8:30

PM　4:30

1叫g

10mg

25m色

4-3-3・凍結保存法

(1)凍結供用胚

A～Bランク(Cランクについては原則として凍結保存しないが、回収胚の困難

な供胚牛においては凍結保存している)。

(2)凍結保存のための器具、機材、薬品

プラスチックシャーレ(35mmxlOmm)

0・25mlストロー管

卵操作用加工チューブ(マウスピース付き)

ツベルクリン用シリンジを加工した吸引器

滅菌ガーゼ

識別用テープ

ポリ容器

ピンセット

ペニシリンーストレプトマイシン(pc:10,000IU,Sm:10,000fLg力価)

10%グリセリン

5%グリセリン

20%新生子牛血清(NG)加m-PBS(保存液)

メチルアルコール

クリーンベンチ

実体顕微鏡

ポリシーラー

プログラムフリーザー(ふじ矢野:ET-U3　横置き型、自動植氷)



液体窒素

液体窒素保存容器

(3)耐凍剤の種類

10%(1・4M)グリセリン溶液(in20%NCS加ふ-PBS)

4-3-4.凍結保存の手順

(1)20%NCS加m-PBS溶液の作成

1)I)-PBS(GIBCO)にNCSを20%添加する。

2)抗生物質(ペニシリンーストレプトマイシン)を1〃1/lml添加、混和し、濾過

滅菌後小シャーレに分注する。

(2)10%(1・4M)グリセリン溶液の作成

1)D-PBS(GIBCO)70mlにグリセリン10mlを添加し、よく混和する。

2)10ml試験管に8mlずつ分注して冷凍庫に保存する。

3)凍結保存に使用する時に融解し、NGを2ml、抗生物質(ペニシリンーストレ

プトマイシン)を1〃1/lmlを添加、混和し、濾過滅菌後小シャーレに分注する。

(3)胚の鑑別

1)人工授精後7～8日目に回収した胚を倒立顕微鏡下で1個ずつ観察し、胚の形

態および発育ステージを判定し、写真撮影する。

A(Excellent):正常な発育段階、変性部位がほとんど無し

A'(Good)　:適当な発育段階、変性部位が10%以下有り

B　(Fair)　:適当な発育段階、変性部位が10～30%有り

C(Poor)　:発育が不良、変性部位が30～50%有り

D(A～Cランク以外のもの)未受精卵

8細胞以下の胚

変性卵

2)通常、Bランク以上を凍結可能胚とし、Cランクの胚は培養後、胚の形態を観

察して凍結の可否を決定する。

(4)胚の処理(グリセリン平衡)

耐凍剤の添加濃度、添加法、添加温度、および平衡時間などが胚の生存性とかな

り密接に関係していると考えられるが、本事業では、以下の方法でグリセリン平衡

を行っている。



1)胚を保存液(20%NCS加m-PBS)で洗浄後、5%、10%の各グリセリン液の順に

グリセリン平衡を各5分間行う。移し換えは、毛細管に次の溶液を少量取り、こ

れを胚や周囲にかけてから吸引して、次の溶液の液面に排出して、自然にシャー

レ底面に沈むのを待つ。

(5)ストロー管への吸引法

1)グリセリン平衡が終了したら、滅菌した0・25mlのストロー管への吸引を開始す

る。ストロー管は蒸留水でよく洗浄して乾燥した後、ガス滅菌したものを、さら

に使用前に保存液で洗浄する。吸引には、ツベルクリン用シリンジを加工して使

用する。

2)吸引は、凍結融解後、段階的にグリセリン除去を行うステップワイズ法で行う

ため最初に少量の10%グリセリン溶液、少量の空気層、胚を含む10%グリセリン

溶液、少量の空気層、少量の10%グリセリン溶液、少量の空気層、10%グリセリ

ン溶液、少量の空気層の順に吸引する。

air air air

3)吸引が終わったら、ポリシーラーでストロー管の先端を封印し、胚の識別のた

めあらかじめ供胚牛番号、胚番号、採卵月日を記載していた識別用テープを貼り

つける。

(6)凍結方法

プログラムフリーザーは、ストローを水平にして凍結できる横置き型で、アルコ

ールを媒体とした自動植氷の可能なものを使用する。

1)前もって室温(20・0℃程度)に設定しておき、すべての胚のストロー管へ吸引、

封印作業が終わったら、プログラムフリーザーに装着しプログラムの確認後、直

ちにプログラムをスタートさせる。

2)凍結プログラムは20.0℃(室温)から、-5・0℃までを1・0℃/分の速度で冷却



する。

3)-5・0℃に達したら植氷を行い、10分間保持した後、更に-33・0℃まで0・5℃/

分の速度で冷却する。

4)-33・0℃に達したら10分間保持し、終了する。

5)凍結プログラムが終了したら(-33.0℃、10分間保持後)直ちに液体窒素の入

った容器にすばやく移し換え、保管器に投入する。

6)保管器に投入する際は、ストローケーンにカラーテープを貼り、保管した胚の

識別(供胚牛番号、胚番号、採卵月日)、保管胚(ストロー管)数等を記入した

厚紙を投入し、整理して、液体窒素保管容器のキャニスターに入れて保存する。

4-3-5・凍結胚の融解法および移植

胚を凍結保存する際に耐凍剤として使用するグリセリンは、胚を融解後移植する際に

はその存在が好ましくないので、胚の生存性、受胎率を高めるために、グリセリン除去

を行う。

また、凍結融解胚の生存性に関係する要因として、融解時の温度、グリセリン除去に

おける添加時間および濃度等、操作上のいくつかの要因が、胚の生存性に影響するので、

おのおのの要因の影響を考慮しなければならない。

(1)器具、材料

ストローカッター

0・25mlストロー管

プラスチック鞘

プラスチック外筒



移植器

卵操作用加工チューブ(マウスピース付き)

ツベルクリン用シリンジを加工した吸引器

アルコール綿花

プラスチックシャーレ

実体顕微鏡

倒立顕微鏡

保温器

クリーンベンチ

恒温水槽

温度計

オスバンタオル

毛刈り用はさみ

注射筒(麻酔用:5ml)

局所麻酔薬(2%キシロカイン)

ペニシリンーストレプトマイシン(pc:10,000IU,sm:10,000FLg力価)

20%NCS加m-PBS(保存液および移植液)

10%グリセリン

5%グリセリン

(2)グリセリン除去法

1)凍結胚の融解は、液体窒素より取り出し、空気中に5～10秒放置した後、37～

38℃の温湯中へ投入する。

2)ストロー内の温度が安定した10秒後、融解したのを確認したら、温湯中から取

り出して、アルコール綿花で清拭後、ストローカッターで上端2～3cm部を切除

し、直ちに顕微鏡下で段階的に10%グリセリン、5%グリセリンの順に段階的に

各5～10分間希釈することにより、グリセリン除去を行う。最終的にグリセリン

を含まない保存液(20%NCS加m-PBS)で洗浄する(グリセリン除去には10%シュー

クロース溶液を含んだ溶液を用いるとシュークロース溶液が細胞内の浸透圧ショ

ックを和らげ、胚の生存率が高いとされる)。



3)融解後、倒立顕微鏡下で洗浄した胚の形態を観察して生存の有無を確認する。

4)グリセリン除去後、保存液で洗浄した生存が確認された胚を移植液に移し、図

のような要領で移植用ストローに詰め替える。

air air air

5)ストローに詰め替えたら、移植器にセットし、移植までの間、胚に温度変化に

よる影響をを与えないように37～38℃で保温しておく。移植器に胚をセットした

らできるだけ短い時間で移植を行う。

(3)移植

1)胚の発育ステージに見合った子宮環境を持つものの中から移植時、又はその前

日に黄体検査を実施し、黄体の形、大きさ、子宮の状態等の良好なものを受胚牛

として選定する。

なお、移植に当たっては移植器による子宮内汚染と子宮粘膜損傷による出血の

防止が肝要である。

2)受胚牛を確実に保定し、後躯を十分に洗浄した後、直腸内の糞便を取り出す。

3)2%キシロカインで尾椎麻酔を行う。麻酔は移植操作をするうえで重要なので

確実に効いたのを確認後、尾を受胚牛の体に絡ませて前方に保定する。

4)外陰部やその周辺を洗浄してオスバンタオルで清拭後、アルコ「ノレ綿花で十分

消毒する。

5)外陰部を開け、移植器の先端を外陰部に触れないように膣内に挿入し、移植器

を進め子宮外口部に達したら、外筒から移植器を押し出し、頸管内に頸管を持ち

ながらできるだけ速やかに粘膜を傷つけないように移植器を通過させる。

6)移植器の先端が子宮体に達したら、黄体側子宮角へ移植器を誘導し、深部へ到

着後胚を注入する。

(青木　孝)



4　-　4・　馬精子の逼巨布告保存

4-4-1・馬精液の凍結保存上等の特徴

馬が一回に射出する精液量は、20～150ml、平均70mlと多く、膠様物(精渠)が全精

液量の6・1～93・8%、平均41・6%を占めている。この膠様物は凍結精液を製造するうえ

で有害であるため、遠心分離により除去する必要がある。また、凍結精液の雌馬への注

入に当たっては、融解液(凍結精液の融解とその増量)を用いる必要がある。

凍結保存法としては、錠剤化法およびストロー法のいずれも利用可能であるが、十勝

牧場は、従来から錠剤化法を取り入れてきた関係から本事業にはこの方法を用いている。

なお、凍結精液の良否は、個体の耐凍能に大きく左右されるため、必ずしも安定した

技術とはなっていない。

4-4-2・凍結保存法

(1)器具、材料

1)精液の採取および性状検査用器材

馬用人工腱(アルミ製外筒、ゴム内筒、ゴム製受精嚢)

粘滑剤(白色ワセリン等)

5%滅菌ブドウ糖液

着色広ロビン(200ml程度の日盛りのあるもの)

滅菌ガーゼ(採取した精液をろ過)

恒温槽

顕微鏡

精子活力検査用加湿器

トーマ血球計算器

数取器

水素イオン濃度測定用紙

白金耳

アルコールランプ

精液性状検査板およびカバーグラス

2)希釈および凍結

遠沈用希釈液

凍結用希釈液

冷蔵庫

メスピペット

注射器



温度計

三角コルベン

大型ポリビーカー(氷水をいれ、精液を冷却する)

遠心分離器

ドライアイス

凍結箱(ドライアイスを入れるもの)

精液滴下用小孔金属板(ドライアイス上面に小孔を開けるもの)

ピンセット

マジック

プラスチックチューブ(錠剤5～6錠(一往大分)を詰めるポリ容器〉

3)保存

液体窒素

凍結精液保管器

キャニスター

(2)希釈液および融解液の組成

1)遠沈用希釈液

クエン酸ナトリウム

ブドウ糖

卵黄

ストレプトマイシン

蒸留水を入れて

2)凍結用希釈液

ブドウ糖

乳糖

ラフィノース

トリスバッファー

クエン酸

卵黄

グリセリン

蒸留水を入れて



図4-4-1　馬精液の錠剤化凍結法



3)融解液クエン酸ナトリウム　15・70g

炭酸ナトリウム　　　　　　0・75g

グルコース　　　　　　　　27・Og

ストレプトマイシン　　　1,000IU/ml

脱脂粉乳　　　　　　　　200・Og

蒸留水を入れて　　　　　1,000m1

4-4-3・馬精液の採取および凍結保存

(1)前準備

採取した馬の精子は、常温に置くと急速に受精能が低下するので、採取後凍結ま

での作業は迅速に行う必要がある。このため、希釈液および器具、器材等の準備を

完全にしてから、精液を採取する。

(2)精液の採取および凍結

1)精液の採取は、馬用人工膣を用いて行い、受精嚢に採取した精液はガーゼでこ

しながら有色広ロビンに保管する。

2)保管した精液は、精子の活力等を検査するとともに、36℃の遠沈用希釈液によ

り精液量と等量の希釈を行い、速やかに4℃に冷却する。

3)冷却した精液は、遠心分離器により1,500回転/分で10分間遠心分離し、上澄液

を取り除く(精液の濃縮と膠様物の除去)。

4)遠心分離を行った精液は、4℃の凍結用希釈液で精液の倍量の希釈処理を行い、

4℃で再度保管する。

5)凍結は、希釈処理した精液を凍結箱内のドライアイス上面に0・2mlずつ滴下し

て行う。

6)凍結後の精子活力状況の検査は、凍結した錠剤のサンプルを40℃に加温した融

解液で融解して行う。

7)精子活力状況の良好(活力+30以上)なものについては、あらかじめドライア

イスで冷却してあるプラスチックチューブにおさめ、キャニスターに入れ凍結精

液保管器で保存する。

4-4-4・馬凍結精液の授精方法

融解液20ml程度(一回注入分)を精液輸送用広ロビン(容量30ml程度で広口であれば

可)に入れ、40℃の温湯で暖めておき、これにプラスチックチューブより凍結錠剤を投

入する。その際、融解液の容器を振とうして、できるだけ速やかに融解する。融解後は、

生精液と同様に受胎増進器に吸引して雌馬の子宮に注入する。

(菅野　幸夫)



5・中動物遺伝資源の保存・管理

5　-1・　中動物lこおlする集巨司維持の基礎

農林水産省ジーンバンク事業における動物遺伝資源としては、現在、農業上有用な動物、

いわゆる家畜・家禽・実験用動物・農用昆虫を対象としているが、将来的には家畜近縁種、

野生種まで含める予定である。ここで取り上げる中動物は、豚、めん羊、山羊であるが、

近年家畜化が進んでいる鹿や、豚との交雑が産業として成り立っている猪などは、将来に

おいては、遺伝資源の対象となるであろう。

5-1-1.遺伝資源としての豚、山羊、めん羊

豚は多産であり、世代間隔が短いことから、品種の変遷が激しい家畜である。豚の品

種は、産肉性によりミートタイプ、ベーコンタイプ、ラードタイプに分類される。しか

し、第2次世界大戦後、植物油が使われるようになったことからラードの需要が減り、

ラードタイプの品種はミートタイプへと改良され、西洋種の中ではほとんど見られなく

なった。また、豚の品種は、体の大きさから、大型、中型、小型(ミニチュア)と分類

されることもある。わが国においては、純粋種を用いて肉豚生産が行われていた時代は

中型種の利用が盛んであったが、交雑利用が行われるにつれて大型種が主流を占めるよ

うになった。近年は、特産豚としてかつての主流品種が見直されたり、実験用動物とし

て小型の豚の需要が高まるなど、新しい品種需要がみられる。

わが国は豚について固有の品種を持っていないが、遺伝資源として3つの重要な役割

を担っている。第1に、原産国では希少品種となっている品種を飼養している。第2に、

わが国の気候風土のもと、長年飼養されてきた品種や独自の育種目標により造成された

系統がある。第3に、現在の市場経済における価値は低いが、特徴のある形質を有し、

将来的にあるいは研究対象として貴重な品種を保有している。

バークシャー種は中ヨークシャー種と並んで昭和30年代までわが国養豚の主要品種で

あったが、昭和50年代には種雄豚のわずか0・5%にまで減少した。その後バークシャー

種の人気が高まり、平成4年度には3%まで増加した(家畜改良関係資料、農林水産省

畜産局家畜生産課、平成5年4月)。一方、原産国のイギリスでは、1986年には繁殖雌

が121頭まで減少しており(Loftus and Schere,1993)、わが国のバークシャー種は世界

的にも貴重な資源ということができる。

わが国の豚の改良において、国、都道県、農業団体などで行われている系統造成が重

要な地位を占めている。豚の系統造成はそれぞれの地域環境のもと、独自の育種目標に



表5-ト1中動物遺伝資源の保存レベルと方法

保存のレベル　　　保存の方法
適用対象

豚　　山羊 羊

個体(2n)

胚(2n)

組織・臓器(2n)

精子・精液(n)

卵(n)

細胞(2n)

DNA(2n,n)

生体、一定集団で継代繁殖

凍結(-196℃)

低温～凍結

凍結(-196℃)

凍結

継代培養・凍結

凍結仁196℃)

ただし、○は可能、×は研究段階を表す。

(村松、1989より一部改変)

基づき改良を進めるものであり、遺伝的に特徴のある集団が形成されている。これまで

43系統が造成されている(第11回豚の閉鎖群育種に関する検討会議資料、農林水産省畜

産試験場、平成5年7月)が、系統の維持にあたっては遺伝資源の保存と同様の管理が

必要である。また、産業上の役割を終えた系統については、遺伝資源としての保存が求

められている。

中国豚は繁殖性のよさや肉質のよさから注目されているが、現在の市場における価値

は低い。しかし、長期的にみた場合、育種素材として、あるいは研究材料として貴重な

品種であり、わが国で品種資源を確保しておく必要がある。

わが国の在来家畜としては、牛、馬、山羊、鶏があり、山羊にはシバ山羊とトカラ山

羊の2品種が含まれる。これらは純粋種の頭数が減少していることから、適切な保存が

必要となっている。

さらに、山羊、めん羊は特産家畜として生産に活用されるとともに、医学用、畜産研

究用の実験用動物としても利用されている。これらの目的のために、世界的に貴重な品

種が導入されており、それらの保存が求められている。

以下においては、主に豚を対象として、生体で集団を維持する場合について理論的な

研究成果を述べる。

5-1-2・保存の形態

中動物遺伝資源の保存技術として、現時点において一般化されている成果を中心に、

保存のレベル、方法と通用対象をまとめて表5-「1に示した(村松,1989)。現在のジ



表5-「2　品種を維持するために必要な最小限の頭数

(Hodges,1990より抜粋)

-ンバンク事業における保存形態としては、①生体、②凍結精液、③凍結胚が利用され

ているが、今後の可能性としては、ES細胞のような培養細胞やDNAとしての保存が

研究されている。

しかし、遺伝資源として保存する場合は、個体として再生可能な方埠でなければなら

ず、現時点における保存形態は先にあげた3種類の方法に限られている。ただし、豚に

おいては凍結胚による保存技術は開発段階であり、事例的に成功例はあるものの実用段

階には至っていない。従って、豚では、生体による保存と凍結精液を用いた保存を併用

することになる。

5-1-3・集団の大きさ

遺伝資源を保存する場合、多様性を失うことなくかつ経済的に安当な大きさの集団を

維持しなければならない。一般に、集団の多様性の保存状況は血縁・近交係数の大きさ

で計られるが、血縁・近交係数の変化は集団の有効な大きさと交配システムによって決

定される。集団の有効な大きさの理論的な展開については他の章で述べられており、交

配システムに関しては次節で紹介する。ここでは、中動物遺伝資源保存のための集団の

大きさについて検討する。

まず、品種を維持するために最低限必要とされる繁殖雌頭数を表5-ト2に示す。ただし、

FAOでは、種全体の頭数が10,000頭、繁殖雌の頭数が5,000頭まで減少したならば、

種保存のための作業を始める、としている(Hodges,1990)。

一方、遺伝資源として純枠種を個体レベルで保存する場合、集団の大きさは可能な限

り大きく、繁殖に関わる雄と雌の偏りを少なくし、任意交配のできる集団として保存す

るのが望ましいといわれている(村松,1989)。しかし、飼養スペースや管理の労力、

経費には限界があることから、集団の頭数をできる限り少なくしたい。

Smith(1984b)は近交係数を一定の値に抑制しなから、集団維持のために必要なコスト



表5-ト3　FA0/UNEPに提示された中家畜遺伝資源保存の考え方

1・生体
繁殖供用年数
平均種畜年齢

平均世代間隔
年当たり更新頭数
繁殖集団大きさ

2・凍結精液
種雄頭数
雄当たり後代頭数

3・凍結胚
供卵雌頭数
供卵雌当たり胚数

(Smith,1984b,Cを一部改変)

表5-14 近交係数の上昇を年当たり0.2%に

抑制するために必要な雄の頭数



を最小にする頭数を試算した。具体的には、年当たり近交係数の上昇率を0・2%に抑制

するように集団の大きさを規定することとして、イギリスの飼養条件のもと、1984年の

技術水準において、表5-ト3の頭数を算出した。わが国においても、近年の技術水準と

飼養コストから、同様の試算を行う必要があるだろう。

一般に、世代間隔が長いほど年当たりの近交係数の上昇率は低くなり、雄の頭数が増

えるほど集団の有効な大きさは大きくなる。しかし、Smith(1984b)の試算では肉畜とし

ての販売利益を考慮しているため、雄を長期間繋養するのにコストがかかることとなり、

雄を毎年更新するシステムを採用した。わが国の公的機関において動物遺伝資源を維持

する場合、施設、管理の面からの制限を受けることが多いことから、表5-1-3の頭数を

そのまま当てはめることはできない。

そこで、豚の集団を想定して、雄と雌を合わせた繁殖集団の大きさを60頭に固定し、

雄の頭数が5、10、20、30頭の場合について、年当たりの近交係数の上昇率を図5-ト1

に示した。年当たり近交係数の上昇を0・2%に抑えるためには、雄と雌が30頭ずつなら

ば世代間隔は2年でよいが、雄10頑と雌50頭ならば世代間隔は5年でなければならな

いことになる。

また、雄と雌を合わせた繁殖集団の大きさが30頭から100頑について、年当たり近交

係数の上昇を0・2%に抑えるのに必要な雄の頭数を表5-ト4に示した。繁殖集団の大きさ

に関わらず、雄の頭数がほぼ一定であることがわかる。例えば、世代間隔が5年ならば

雄は10頭でよいが、3年程度であれば20頭も必要である。世代間隔は長くするほど年当

たりの近交係数の上昇率は小さくなるが、豚の平均的な世代間隔は3年程度と考えられ

るので、生体でのみ遺伝資源を維持する場合は、20頭の繁殖雄を維持しながら、雌は可

能な限り多く飼養することが望まれる。

ここでは、遺伝資源を純枠種として利用することを考え、近交係数の上昇を年当たり

0・2%に抑制した。しかし、将来的に、遺伝資源を交雑種や合成系統として利用するの

であれば、近交係数はそれほど重要ではなく、年当たり0.5～1%のような比較的高い

上昇も許されるため、維持する頭数はここに示した頭数よりも20～40%少なくてもよい

(Smith,1984b)。

5-1-4・近交を避けるための集団維持の方法

近交係数の上昇は集団の大きさが有限であることによる遺伝子の機会的浮動から生じ

る。近交係数の上昇率の大きさは集団の有効な大きさだけではなく交配方法によっても

変化する。単一繁殖集団において近交係数の上昇を抑える最も一般的な方法は、できる

限り近親交配を避け、繁殖集団内の遠縁の個体と交配することである。これにより有効

な集団の大きさは若干大きくなる。この他の最近の研究については野村(1993)の総説に

詳しく紹介されている。



図5-日・雄の頭数別年当たり近交係数の上昇率

図5-1-2.CSPによる集団維持のモデル
(Mは種雄、Fは種雌を表わす)



集団としての多様性を維持するためには、集団をいくつかのサブ集団に分割し、維持

する方法がある(野澤, 1988)　巡回交配システム(rotational mating system)は、維

持と同時に生産を行っている場合、維持は小集団内で行い、生産は維持集団から選ばれ

た個体間の交配により行うもので、維持集団内は近交が高まるが生産集団の近交は抑え

られる方法である。系統豚の維持増殖においては、同一品種を2系統維持し、それらの

間の交雑により増殖を行う場合に同じ効果が得られる(古川ら, 1987) 。ただし、系統

の保存のみが目的の場合はこのシステムは採用されない。

円環型繁殖構造は、いくつかのサブ集団の間である程度の遺伝的交流を行いながら、

集団全体としての近交レベルを抑えるシステムである。その中でも円環型サブ集団間交

配システム(C SP, circular subpopulation mating)は近交係数を最も低く抑える

ことのできる集団維持方法として知られている。 CSPは、図5-ト2のようにサブ集団

を円環型に配置し、交配に際しては、各サブ集団は左右どちらか隣のサブ集団からのみ

種雄の供給を受けるシステムである(野澤, 1988) 。系統豚の維持において複数の維持

群を設けている場合がある(第11回豚の閉鎖群育種に関する検討会議資料、農林水産省

畜産試験場、平成5年7月)が、 CSPシステムを通用することによりサブ集団内無作

為交配よりも近交係数の上昇を低くすることが可能であろう。

5- 1 -5.遺伝的多様性の評価基準と維持法

(1)遺伝的保全指数

集団における近交係数の上昇は遺伝的な変異性を減少させることから、近交係数

の大きさは遺伝的多様性の一つの指標と考えられる。個体の近交係数はその個体の

遺伝子のホモ化の程度を表すが、必ずしも次世代における遺伝子のホモ化の程度を

表す指標ではない。個体の次世代への影響については、基礎畜の寄与率を用いた指

標が提案されている。

遺伝資源保全プログラムの目的は、基礎集団が持っている対立遺伝子をすべて維

持することにあることから、すべての基礎畜から同じ割合で寄与を受けた個体が理

想的な個体であるということができる。この観点から個体の価値を有効な基礎畜の

数として次式により評価することができ、遺伝的保全指数(GC I, genetic con-

servation index)として利用されている(Alderson, 1992)。

GCI-1　∑Pi2

ここで、 Pi :血統上i番目の基礎畜の遺伝子が個体に占める割合

GC Iの利用方法として、遺伝的な多様性を維持するために、後代のGCIが最

大になる交配組み合わせを選ぶ、ということが提案されている。しかし、 GCIは、

基礎畜でない個体の寄与を評価することができない、血統記録がないと利用するこ



とができないなどの制限がある(Alderson,1992)。

(2)遺伝的寄与率変動係数

個体に貢献している基礎畜の多様性はGCIによって評価することができるのに

対し、集【釦こおける基礎畜の遺伝的構成の変動は遺伝的寄与率変動係数によって表

すことができる。

遺伝資源として収集した集団、系統造成の基礎豚あるいは系統豚の認定集団を構

成する種畜を基礎畜とし、基礎畜がその後の集団に対し血統的にどれだけの影響を

与えているかを示すのが基礎畜の遺伝的寄与率である。遺伝的寄与率は、現在の集

団構成員から基礎畜にさかのぼって計算する方法と、基礎畜集団をもとに繁殖集団

を更新するたびに集団全体について計算する方法があり、閉鎖的に集団を維持する

場合は後者の計算方法が用いられる。ちなみに、GCIの計算におけるPiは現集

団のある個体におけるi番目の基礎畜の遺伝的寄与率であり、集団を構成する個体

は、個体ごとに基礎畜の数だけのPiからなる遺伝的寄与率ベクトルを持っている。

遺伝資源の多様性の保存ということは、基礎集団における遺伝的構成をできる限

り変化させないで集団を維持するということである。すなわち、集団に対してどの

基礎畜も同じ割合だけ寄与することができれば、理想的な保存が行われているとい

える。そこで、実際の寄与率と理想的な寄与率との差異を表す指標として提案され

たのが遺伝的寄与率変動係数である。これは群の遺伝的構成の変化を計る尺度とし

て使うことができる(第9回豚の閉鎖群育種試験検討会資料,農林水産省畜産試験

場,平成3年7月)。

遺伝的寄与率変動係数の計算手順は次の通りである。

①現集団の個体ごとに基礎畜の遺伝的寄与率を求める。基礎畜による個体への遺

伝的寄与率は両親が持っている遺伝的寄与率の平均として計算する。

②現集団の雄と雌ごとに基礎畜による平均遺伝的寄与率を求める。

③②で求めた雄と雌の平均遺伝的寄与率をさらに平均して集団への遺伝的寄与率

とする。

④次式により遺伝的寄与率変動係数Vを計算する。

Ⅴ　=　2Nm∑pi2　+　2N,∑qj2　-1

(i=1,2,・‥,Nm,j=1・2,…,Nr)

ここで、Nm:雄の基礎畜の数

Nf:雌の基礎畜の数

pi:各雄基礎畜による集団への遺伝的寄与率

qj:各雌基礎畜による集団への遺伝的寄与率



表5-ト5　系統豚維持のための実施要領

(1)遺伝的寄与率変動係数を抑えるために
イ・各種雄豚が次代種豚として残す子の数をできるだけ揃えるため、種雄豚

1頭当たりの交配雌頭数と各種雄豚の供用年限をできるだけ揃えるもの
とする。

ロ.種雄豚群と種雌豚群それぞれの平均供用年限をできるだけ揃えるものと
する。

ハ・各種雄豚については必ず後継種雄豚を確保するものとする。
ニ・各種雌豚については、可能な限り後継種雌豚を1頭以上確保するものと

する。

(2)平均血縁係数と平均近交係数の上昇を抑えるために
イ・集団内では可能な限り遠縁交配を行うこと。
ロ・有効な集団の大きさを大にするため、できるだけ多くの種雄豚を確保し

て供用すること。
ハ・平均世代間隔の延長のため種雄豚及び種雌豚については、その後継豚は

できるだけ後で生産されたものの中から確保するように努めること。
二・淘汰は、原則として腹内淘汰とする。

(登録関係諸規定,日本種豚登録協会,平成2年4月より抜粋)

(3)閉鎖集団の維持法

わが国の系統豚は、閉鎖群における7世代前後の選抜により一定の能力と遺伝的

斉一性を付与したものを系統として認定し、その後、遺伝的構成を変化させないよ

うに維持しながら、増殖・普及を行っている(阿部,1987)。これらの基準は社団

法人日本種豚登録協会において豚系統認定基準および豚系統維持基準として示され

(登録関係諸規定,日本種豚登録協会,平成2年4月)、系統の認定は日本種豚登

録協会系統造成委員会においてなされる。造成と維持の状況および技術的な問題点

は農林水産省畜産試験場が開催する「豚の閉鎖群育種に関する検討会議」において

検討されている。

系統豚の維持は集団の遺伝的構成を変化させないでできるだけ長く利用すること

を目的とすることから、閉鎖集軌こおける動物遺伝資源の保存の一つの例と考えら

れる。系統維持にあたっては、系統認定時の種豚の遺伝的寄与率の変動を避け、平

均血縁係数および平均近交係数の上昇をできるだけ抑制することとし、表5-ト5の

要領を示している(登録関係諸規定,日本種豚登録協会,平成2年4月)。さらに

詳しくは畜産経営技術指導情報,豚系統の造成と利用(第4回)(中央畜産会,昭

和60年12月20日)に説明されている。



5-1-6・集団維持のためのツール

中動物遺伝資源の保全にあたっては、系統豚の維持で活用されている手法を通用する

ことができる。特に、近交係数、血縁係数および遺伝的寄与率変動係数の計算はかなり

面倒であるため、すでに開発されたパソコン用ソフトの活用が望まれる。

豚の系統造成と系統豚の維持のためには、パソコン用ソフト「豚育種関係プログラム

集(PPPHI)」(古川・小畑,1988)がよく利用されている。PPPHIの中では

次の3つのプログラムが動物遺伝資源の維持に利用できるであろう。

(1)近交係数、血縁係数、遺伝的寄与率の計算(INBFRC・BAS)

世代の重複を含む閉鎖群における近交係数、血縁係数、遺伝的寄与率変動係数を

計算する。計算結果は画面、プリンタ、ファイルに出力することができ、途中の世

代から再計算を行うこともできる。集団を構築した後の血統管理に利用する。

(2)近交係数、血縁係数(MENUFR・BAS)

開放集団における細分血統をもとに、5世代までさかのぼった近交係数と血縁係

数を計算し、血統図を印刷する。導入動物の近交・血縁係数を求めるときに利用す

る。

(3)交配計画の支援(CMTCHl.BAS)

(1)のプログラムからファイルに出力された情報をもとに、後代の近交係数が

小さくなる交配組み合わせを選択する。
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5　-　2.　豚精子の逼巨布告保存

5-2-1・豚精液の凍結保存上の特徴

豚の精子は他の家畜に比べて凍害を受け易く、種雄豚によりその耐凍能に個大差が大

きい特徴がある。凍結技術はかなり改良されてきたが、凍結精液の製造に用いる1射精

の精液量や総精子数からみて、作製できる本数は牛などに比べて少ない。また、豚精液

には液体部と膠様物とから成り、膠様物には精子が含まれていないので、採取時あるい

は採取後すみやかに清潔なガーゼなどで濾過しておく必要がある。精液量は家畜中最も

大量で、その精液量は大体200～250mlであり、このうち液体部分は約80%である。凍結

融解後の精子生存率が30%以下であるものの個体では、遺伝資源としての保存も困難で

ある。豚凍結精液の作製に際しては温度管理がきわめて重要なポイントとなるので、急

激な温度変化がないように細心の注意が必要である。

凍結保存にはペレット法とストロー法があるが、個体識別が容易であることから遺伝

資源ではストロー法で凍結保存する。

5-2-2・機械・器具、凍結保存液の準備

(1)器具、材料

1)精液の採取および性状検査用器材

擬牝台

精液採取用広口瓶(容量200～250ml)

精液採取用瓶保温ポット(35℃前後の温湯を入れておく)

滅菌ガーゼ

薄手のゴム手袋

包皮内洗浄装置

輪ゴム(精液採用瓶口に滅菌ガーゼを当てて輪ゴムで止める)

顕微鏡

精子活力検査板

カバーガラス

スライド加温装置

白金耳またはガラス棒

トーマの血球計算盤

3%食塩水溶液

2)希釈液の作製および凍結処理用

冷却遠心機

遠沈管(50ml目盛り付き、蓋付き)



冷蔵庫(5℃)

低温恒湿器(15℃)

メスシリンダー

三角コルベン

水流ポンプ

パスツールピペット

温度計

ポリビーカー

駒込ピペット

豚精液用5可ストロー管

ストロー架台

発泡スチロール箱(ストローが入る大きさ)

大型ピンセット

液体窒素保管容器

マジック

荷札

(2)凍結精液に使用する希釈液

1 )凍結前処理用希釈液

Glucose

Lactose

Sodium citrate

Sodium Hydorogen Carbonate　120mg

塩化カリウム　　　　　　　　　40mg

EDTA-2Na　　　　　　　　　　　350mg

Streptomycine lmg/ml

Penicilin G Potassium L OOOIU/ml

Dist・ Water up to lOOml

最初に蒸留水80rol程度を入れ、完全に溶解してから0. IN NaOHでpH6・ 2に調整

の後、 100mlにする。

2)ストロー用第1次希釈液(卵黄乳糖液)

Lactose　　　　　　　　　　　　・ 8g

Streptomycine lmg/ml

Penicilin G Potassium l. OOOIU/ml

卵黄　　　　　　　　　　　　　20ml

Dist. Water up to lOOml



ラクトース8.8gを秤量して三角コルベンに入れ、約60mlの水を加えて、湯煎で

完全に溶解した後、室温まで冷却する。冷却したラクトース溶液を100mlのメス

シリンダーに入れ、三角コルベンの中を数回蒸留水でゆすぎながら80mlに調整す

る。新鮮な鶏卵の表面をアルコール綿で拭いてから、卵割して片方の卵殻に卵黄

と卵白を移した後、水道水を静かにそそぎ込むと卵白は除去できる。卵白を除去

した卵黄を2枚重ねた濾紙にのせる、少し転がるようにすると残っていた卵白や

水分もきれいに除去できる。濾紙を二つに折って卵黄膜を押し破り、卵黄のみを

メスシリンダーの溶液に20ml流し込む(鶏卵一個当たり卵黄は約14mlである)。

その際、卵黄をメスシリンダー壁に付着しないように注意する。メスシリンダー

の口をパラフイルムで覆い、上下に控拝して卵黄を溶解させる。必要量の抗生物

質を添加した後、3,000回転15分間遠心して、その上清を第1次希釈液とする。

3)ストロー用第2次希釈液

Lactose　　　　　　　　　　　　　8・8g

Streptomycine lmg/ml

Penicilin G Potassium L000IU/ml

卵黄

0・E・P

グリセリン

Dist・Water

20m1

1.4m1

6ml

up tolOOml

※　0.E・P(EQUEX STM)200g包装　宮崎化学(株)で輸入販売している。

ストロー用第1次希釈液に0・私Pを1.4%、グリセリン6%を添加する。両者は

粘桐であるので、注射器を用いて分注するとよい。第2次希釈液の遠心分離は不

要である。

第1次、2次希釈液は使用時まで5℃冷蔵保存。5日間は使用可能である。小

頭数の場合は両液を分注して、-20℃で凍結保存しておいてもよい。

5-2-3.豚凍結精液の作製

(1)精液の採取

1)豚の精液採取は擬牝台を用いて、人工膣法あるいは手圧法によって採取するが、

手圧法は手軽に行えるので、最もよく用いられている。

2)広口の精液採取瓶の口の部分にガーゼを二重にしてあて、輪ゴムで固定してお

く。豚の精子は温度感作に敏感なので、気温の低い季節には必ず35℃前後に加

温した保温ポットに瓶を入れて精液を採取する。

3)射精を開始したら、初めに透明な液を出して、その後濃厚な精液を射出するの



で、濃厚精液部分だけを精液採取瓶に受ける。通常50～80ml程度の濃厚精液が採

取できる。

(2)精液性状の検査と凍結精液の作製手順

1)採取した精液は、保温ポットに入れたままで精液処理室に運搬する。

2)30℃前後(精液の保存温度と同程度にする)に温めた50mlの日盛りつき遠心管

に25ml程度ずつ精液を分注して、総精液量を計測する。

3)分注した精液量とほぼ同量になるまで、温めた凍結前処理用希釈液を3～4回

に分けて添加する(急激な温度変化を避けるために遠心管は湯煎した状態に置く

こと)。

4)前処理液を加えた精液の精子数や精子の活力などを検査する。詳細については

「4-2・牛精子の凍結保存」の項を参照のこと。

5)30℃前後に湯煎した状態で、15℃の恒温器内に移し、そのままの状態で3～6

時間程度放置する。放置時間は厳密なものではないので、午後遅くに採精した場

合には、一晩放置して置いてもよい。

6)15℃に放置している間に、必要な凍結ストローの本数を準備し、凍結精液作製

年月日、名号等を記入しておく。メタルボールで片方を封入し、準備のできたス

トローは5℃の冷蔵庫内に保管しておく。集

7)15℃に放置後の精液は遠心管を上下にさせてゆっくりと撹拝し、15。C下で800G

で10分間遠心分離する。上清をパスツールピペットできれいに除去する。

(3)凍結用希釈液の添加

1)凍結用第1次希釈液を15℃に加温しておく。遠心後に得られた沈澱精子に凍結

用第1次希釈液を駒込ピペットで精子をほぐしながら、3～4回に分けて添加す

る。精子濃度は最終で4～5億/mlとするので、凍結用第1次希釈液はその2倍

の精子数が含まれているように調整する。

2)15℃に湯煎した容器に凍結用第1次希釈液を加えた遠心管を置き、5℃の冷蔵

庫に入れる。希釈精液は1～1.5時間で5℃にまで徐々に冷却される。湯煎の水の

量が多いと5℃にまでなかなか低下しないので、遠心管の肩が隠れる程度の水の

量でよい。もしくは氷片を1～2個づつ加えて温度下降の調節をする。

3)第1次希釈精液が5℃に低下したら、ゆっくりと攪拌拝しながら第2次希釈液を

3～5回に分けて第1次希釈精液量と同量になるまで添加する。

4)希釈精液は注射筒を用いてストローに5ml注入する。カラーボールでストロー

を封入する。これらの作業は体温が直接ストローに伝わらないように軍手をはめ

て行う〔



(4)凍結

1)発泡スチロール箱にストロー架台(ステンレス製試験管立てでも代用可)をな

らべ、液体窒素を入れる。液体窒素の表面からストローまでの距離が3～5cmと

なるようにする。

2)ストロー内の空気層が中央部分にくるようにして、ストローを手早く並べる。

3)発泡スチロール箱の蓋をして20分間放置する。その後、ストローを液体窒素に

浸して凍結は完了する。

4)液体窒素保管容器に移した豚精液用ストローは長いので、全体が液体窒素下で

なくてもよいが、ストローの約1/3以下になる前に液体窒素を補充した方が安全

である。

5-2-4・凍結精液による人工授精

(1)融解液

凍結精液を用いて豚に人工授精する時には融解液が必要となる。

グルコース

クエン酸ナトリウム

クエン酸

塩化カルシウム

塩化マグネシウム

塩化カリウム

塩化ナトリウム

重炭酸ナトリウム

トリスアミノメタン

ピルビン酸ナトリウム

安息香酸ナトリウムカフェイン

ペニシリンGカリウム

ストレプトマイシン

蒸留水

(2)ストロー凍結精液の融解・希釈と人工授精

1)融解液50mlを約35℃に加温しておく。

2)発泡スチロール容器に約40℃の温湯を準備し、液体窒素保管容器からストロー

を取り出し、温湯に浸す。この際、ストローを手で動かしながらできるだけ早く

融解させる。通常1分以内で融解する。

3)融解した精液は加温した融解液と混合して授精に供する。



図5-2・1豚精子の凍結方法手順



4)調整した精液を液状精液と同じ要領で雌生殖器内に授精する。ただし、凍結精

液の融解後の良好な生存時間は液状精液に比べて短い傾向にあるので、排卵に近

づけて授精するなどの工夫がいる。通常凍結精液では1発情2回授精が行われて

いる。

(居在家義昭,菊地和弘)
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5　-　3.　山羊精子の逼巨布告保存

5-3-1・精液の凍結保存上の特徴

山羊の精液はめん羊、豚等の精液と異なり、凍結保護物質(グリセリン)の存在下に

おいて、凍結に対する抵抗性が非常に高いことから、牛の凍結精液と同様に簡易に製造

することができる。

しかし、山羊精液には卵黄凝固酵素(ホスホリパーゼA類)が含まれており、希釈後

液状で保存すると3日程度で卵黄が凝固して精子が死滅するので、保存液中の卵黄をア

セトンで脱脂卵黄粉として使用するか、トリスアメノメタン等の両性イオン緩衝液を使

用して卵黄の凝固を防ぐ必要がある。

凍結精液の保存方法としてはストロー法および錠剤化法があるが、保存方法や融解後

の人工授精が容易なことから、一般的にはストロー法が普及しているので、ここではス

トロー法について記載する。

5-3-2・精液の採取と検査

(1)精液の採取方法

採取の方法には人工膣法および電気刺激法による採取方法があるが、ここでは人

工膣法による横取り法について記載する。

1)必要器具

人工膣外筒

ゴム内筒A(温湯用)

ゴム内筒B(精液採取用)

ゴムチューブ(ゴム内筒A保定用)

採取用採精管

加圧装置

恒温槽

擬牝台または台山羊

シュロマット

包皮内洗浄器

温度緩衝器またはポリビーカー

2)精液採取

①採取場は衛生的にしてほこりが飛散しないように散水する。

②雄山羊は生理食塩水または温湯で包皮内洗浄を行い、精液中に細菌が混入しな

いようにする。

③台山羊の後躯はきれいにして保定し、シュロマットを敷いて滑らないようにす



る。

④人工膣は消毒したものを使用し、40～42℃の温湯を注入した後、加圧装置によ

り空気圧を与えるようにする。

⑤検査室には35℃の湯を入れた温度緩衝器に精液管を暖めておく。

⑥上記の準備をした後、採取者は台山羊の横に立ち、雄山羊が台山羊に乗駕した

ら、タイミングをみて人工膣に陰茎を挿入して精液を採取する。

⑦採精に当たって注意することは人工膣の角度と温度および挿入のタイミングで

ある。人工膣の角度は35℃前後、人工膣の温度は40～42℃位が適当である。人

工膣への挿入のタイミングは突こうとする直前が良い。又、採取時には雄山羊

に足を踏まれないよう注意する。

⑧採取した精液は直ちに検査室の温度緩衝器にある精液管に移し、精液に温度シ

ョックを与えないようにする。

⑨採取した精液は下記の精液検査を実施する。

5-3-3・精液の検査

(1)必要器具

白金耳

pH試験紙(プロム・チモール・ブリュ一等)

顕微鏡

精液活力検査板

スライド加温装置

カバーグラス

トーマ氏血球計算板

スライドグラス

メタノール

カルポル・フクシン液

(2)検査項目および正常値

精液量

色

臭気

水素イオン濃度

精子の活力

精子数

奇形率

1.0～1・5ml

乳白色

無臭

6・2～6・8

70～90+

12～35億(lml中)

10%以内



5-3-4・凍結精液の製造と保存

(1)必要器具

ピペット

凍結精液希釈液

精液希釈用試験管

精液注人用注射器(針付き)

温度計

0・5mlストロー(着色または名前等プリント済みのもの)

ストローパウダーまたはゼラチン(着色パウダーにより識別可能)

ストローキャッチ

凍結精液製造用金網カゴ

液体窒素

液体窒素簡易急速凍結器

ストローケーン

凍結精液移替容器または発砲スチロール容器

凍結精液保管器(キャニスター容器付き)

(2)凍結精液の製造

1)希釈液の組成(g/100ml)

クエン酸ナトリウム

第2燐酸ナトリウム

グリシン

ブドウ糖

クエン酸

クロルプロマジン

グリセリン

第1次希釈液　　　第2次希釈液

卵黄(Ⅴ/v%)

2)製造方法

①温度緩衝器にあらかじめ第1次希釈液を入れた試験管を準備しておき、精液を

検査した後、第1次希釈液により5倍程度に希釈する。

②温度緩衝器に小量の氷を入れて、第1次希釈液と一緒に70分程度時間をかけて

徐々に4～5℃まで冷却する。

③冷却後、必要に応じて最終希釈倍率の1/2の量まで第1次希釈液により再希釈

する。最終希釈倍率は0・5mlストロー当り精子数が1億程度含まれるように希



釈する。

④第2次希釈は4～5℃の温度で実施するが、精液と第2次希釈液が同じ温度で

あることを確かめてから希釈する。

⑤希釈液量は第1次希釈後の希釈精液と等量で実施するが、希釈に当たっては15

分間隔に4回に分けて分割希釈を行う。第2次希釈液にはグリセリンが含まれ

ているので、徐々に希釈するようにする。

⑥第2次希釈後、注射器によりストロー精液管に精液を注入して、ストローパウ

ダーまたはゼラチンで密封する。密封する場合はストロー管に空気を5～7mm

位残して、パウダーやゼラチンの破壊を防・ぐようにする。

⑦ストローにはパウダーやストローの色またはプリント等で雄山羊の品種、名号

等を識別できるようにする。

⑧第2次希釈後6～16時間のグリセリン平衡を実施した後、ストローを金網カゴ

に立て凍結の準備をする。

⑨液体窒素簡易急速凍結器は、凍結にはいる10～15分前に液体窒素を入れて予備

冷却を実施し、予備冷却後、再び液体窒素を所定の位置まで入れる。

⑩ストローを立てた金網カゴを急速凍結器の支柱に吊し、微動装置により金網カ

ゴを2分位かけて所定の場所まで徐々に下ろす。

⑪金網カゴを液体窒素ガス中に5分間程度放置し、精液を凍結させた後液体窒素

に浸す。

⑫凍結後、金網カゴから凍結精液のサンプルを取り出し、融解して顕微鏡により

活力検査を実施する。活力が35+以上のものは使用可能であるが、それ以下の

ものは使用しないようにする。

⑬使用できる凍結精液は移替容器で必要に応じてストローケーンに移替えして、

凍結精液保管器のキャニスターに保管する。凍結精液保管器には液体窒素を補

充して-196℃の温度を維持する。

⑭ストローを取り出す場合はキャニスターを保管器の開口部より上部に出さない

ようにして、すばやく取り出すようにする。

5-3-5・凍結精液の融解および授精

(1)必要器具

ポリビーカー

ピンセット

アルコール綿

ストロー揃刀

精液注入器

ー64-



小型膣鏡(山羊または豚用)

子宮頸管鉗子(山羊または豚用)

懐中電灯

(2)融解および授精

1)精液を融解する場合は、ポリビーカーに15～20℃の水を用意して精液保管器よ

り精液をピンセットで取り出し融解する。

2)融解した精液はアルコール綿でよく水を切り、ストロー揃刀でストローを切り、

消毒した精液注入器に装着する。ストローを切る場合はストローパウダーと精液

の間の空気の部分を切る。

3)精液を注入する場合は、助手に雌山羊の後肢を持ち上げるようにして保定して

もらい、陰部をアルコール綿で清拭して膣鏡により陰部を開口する。その後、子

宮頸管鉗子で頸管外口の左側上部を挟み、手前に引いて頸管深部に精液を注入す

る。

4)注入精子数は通常1億程度を注入するが、未経産等で膣内注入を実施する場合

は更に精子数を増やすようにする。

5)山羊の排卵時期は発情後30～40時間であるので、精液注入時期は発情後25～30

時間位の発情後期に実施する。

6)山羊は多胎動物であることから1発情中に10時間程度の間隔をおいて2回授精

を実施すると受胎率も良く産子数も多くなる。

(山田　清一)



5　-　4・　めん羊精子の逼巨布告保存

5-4-1・はじめに

わが国におけるめん羊の凍結精液作製法は、家畜改良センター十勝牧場のサフォーク

種で確立されている。今回、バルバドスブラックベリー種の凍結精液はこの方法に準じ

て作製した。

5-4-2・凍結精液製造用器具、器材

(1)精液の採取および性状検査用器材

緬・山羊人工膣セット(西川式)

精液採取用試験管(2ml日盛りつき尖底管)

ゼリー

緬・山羊精液緩衝器

温度計

顕微鏡

精子性状検査板

カバーガラス

精子活力検査用加温器(西川式)

白金耳

pH試験紙

トーマ血球検査盤

恒温槽

カウンター

ゲンチアナバイオレット簡易染色液

(2)希釈および凍結用器材

精液凍結用希釈液(別表組成)

小試験管

メスピペット

温度計

冷蔵庫

ストロー(0・25mlまたは0・5ml)

ストローパウダー

ストロー用ラベル

筒易急速凍結器(クーラーボックス、金網、木製台)

液体窒素



ピンセット

(3)保存用器材

液体窒素

液体窒素精液保管器

(4)融解用器材

ストローカッター

ビーカー(1,000ml)

5-4-3・精液の採取:人工腔による横取法

(1)前準備

1)緬・山羊人工授精具を洗浄、風乾した後、エチレンオキソイドガス滅菌をする。

人工膣にゴム内筒を装着し、人工膣に42～45℃の温湯を注入する。更に、人工腱

に強めの圧力になるよう空気を入れ、陰茎挿入口にゼリーを塗布する。この時、

水や空気が洩れる場合は、ホースバンド等でとめる。

2)発情雌を確実に保定する。採精に馴れた雄の場合、発情していない雌に乗駕す

る場合もあるが、人に慣れていないめん羊は神経質になるため、事前に乗駕の訓

練をする必要がある。

3)採持する雄は、精液内に混入する細菌数を減少させるため、あらかじめ包皮部

の陰毛を短く切り、包皮内を滅菌生理食塩水で洗浄する。

4)採精は、雌の後躯が動かぬよう保定する者、雄を誘導する者、人工腱に挿入さ

せる者の3人で行っているが、保定枠を利用する方法もある。

(2)採精

1)雄を誘導し、雌の陰部の臭いをかがせ、乗駕したら軽く抑制する。採取者は、

自らのきき手側に腰を低くして待機し、雄が慣れ乗駕を示すようになったら、雄

の陰茎をタイミング良く人工腱に挿入させる。

2)射精しない場合は、一度雌から離し雄を休ませる。また人工膣の温湯の温度や

内圧を確認する。人工腱内にゴミや毛が付着した場合は、人工膣を替え清潔なも

のを使う。

3)精液が採取できたら、内筒の空気を抜いて、装着してある採精管に精液が集ま

るようにする。採精管は直ちにゴム栓をして直射日光をさけ、35℃に保持した精

液緩衝器に入れて検査室へ運ぶ。

5-4-4・精液検査

精液検査は、家畜改良増殖法に定められている牛の基準に従って採精直後に行い、出



来るだけ早く終了する。ここに挙げた検査結果はバルバドスブラックベリー種の一般性

状である。

[肉眼的検査]

精液の　量　…

色　‥・

臭気　…

PH・・・

0・3～1.8ml、平均0・8ml

乳白色

無臭

6・4～6・8

[顕微鏡的検査]

精子活力および生存率

…　　精子性状検査板中央に1白金耳量をとりカバーグラスで
′

軽く圧定し測定する。

精子生存率は約80%、活力はおおむね良好。

精子数　　　…　　ゲンチアナバイオレット簡易染色液で染色後、トーマ血

球計算盤を用いて数を測定。

1ml当たりの精子数は、19億～49億で、平均約36億。

奇形率　　　…　　奇形率が15%を越える精液は供用しない。

5-4-5・精液の希釈および凍結

希釈液の組成(Evans&Maxwell,1987)

希　釈　倍　率

2倍　　　　　3倍　　　　　4倍　　　　5倍

ト　リ　ス(g)

グルコース(g)

クエン酸　(g)

卵　　　黄(ml)

グリセリン(ml)

蒸　留　水(ml)

※希釈倍率:雌羊1頭当たりの人工授精に必要な精子数はストロー当たり1億と

言われている。このことを念頭におき希釈倍率を決定する。

(1)上記の希釈液と採取精液を30℃に保ち、希釈液をピペットに吸い、恒温槽で、温

度を保持したまま小量ずつ精液に混和しながら希釈する。

(2)希釈精液の入った試験管を30℃の温水の入ったビーカーにいれたまま冷蔵庫で

1・5～2時間、4℃まで冷却する。温度が下がらない場合は、10℃前後まで冷却した



試験管をビーカーにいれたまま、更に、それを氷水に漬けるなどして対応する。冷

却した試験管は、そのまま4℃で1～2時間置く(グリセリン平衡)。

(3)冷却が終了した希釈精液を引き続いて、5℃恒温槽内でストロー精液管へ分注し

て開封する。この際、ストロー先端の開封部と精液上面との間に2.0cm程度の空間

をつくる。

(4)簡易急速凍結器の底面から8・5cmの位置に木製の台を置き、その上に金網を固定

する。3・5cmの位置まで液体窒素を入れ、約15分間槽内の予備冷却を行う。予備冷

却後、液体窒素量を確認し必要なら補充する。

(5)精液ストローを設置した金網の上に重ならないように並べ、5分間静置した後、

液体窒素下に投入し、凍結が終了する。凍結した精液は、液体窒素を満たした凍結

精液保管器で保管する。

簡易急速凍結器

5-4-6・凍結精液の融解

凍結精液保管器から取り出した凍結ストローを、30～40℃の温湯に浸漬する。浸潰後、

10～15秒でストロー内の精液が半透明になるので、温湯から出し、直ちに人工授精に供

する。

5-4-7・今後の課題

(1)採精の際、雄の陰茎の長短に個体差がみられるので、人工膣内筒等の改良が必要

である。

(2)精液の取扱いについては、温度管理、直射日光遮断に注意し、採精直後から希釈

処理までの時間をできるだけ短くすることが必要である。

(3)雌の保定については、人での保定がうまくいかない場合は、保定枠の使用を検討

する必要がある。

(樺山　洋書)



6・鶏遺伝資源の保存・管理

6　-1・　鶏における集団維持の基礎

6-1-1・遺伝資源としての鶏

鶏には数多くの品種があり、用途によって卵用種、肉用種、兼用種、愛玩用種などに

分類される。しかしながら養鶏産業の発展につれて、いわゆる実用品種は生産性の高い

ごく少数の品種に限定されるようになり、さらにその品種内でいろいろな系統が作られ

ている。その一方で生産性の低い品種はしだいに小集団化し、あるいは滅失の危機に立

たされているものもある。いわゆる在来種と呼ばれる品種の多くがこのような状況下に

おかれている。このことは遺伝子の面から見た場合、在来種が持つ抗病性や環境適応性

を中心にした数多くの有用な遺伝子が、失われていく危機にあることを意味する。この

ような遺伝子を保持するという観点から、在来種を中心とした品種や系統を遺伝資源と

して保存することは重要である。しかも遺伝資源の対象になる鶏の多くが小集団化して

いることから、収集においても十分な数の集団が得られることは少ない。したがって鶏

遺伝資源は小集団で維持保存することが多くなる。

6-1-2.保存の形態

遺伝資源としての保存レベルには、遺伝情報を保存するという面から、生体、胚(受

精卵)、生殖細胞(精子、卵子)、体細胞、DNAなどいろい・ろなレベルが考えられる。

現時点での鶏における保存の可能性について表6-ト1に示した。

しかし実用上は長期にわたる保存が可能で、しかも個体の再生が可能という条件が必

要である。したがって一般的な鶏遺伝資源の保存の形態としては、生体による保存と精

子による保存があげられる。ただし鶏では性決定のための遺伝情報が卵子側にあるため、

すべての遺伝情報を精子だけで保存することはできない。

そのうち生体による保存について集団での継代維持の方法を中心に以下に述べる。な

お精子による保存の具体的方法については、次の項で詳述されているので参照していた

だきたい。

6-1-3・生体保存による集団維持

(1)遺伝的多様性の維持

遺伝資源として鶏を保存する場合、最も重要なことは集団内の遺伝的多様性を維

持することである。小集団において遺伝的多様性を減少させる要因としては、遺伝



表6-ト1鶏遺伝資源の保存レベルと方法

保存レベル　　　　　保存の方法

個　体

受精卵

組織・臓器

精子(精液)

卵

細　胞

DNA

生体、一定集団で継代繁殖

種卵の形で低温保存、ただし4週間ぐらいまで

生殖線などで研究段階

凍結(-196℃)

現段階ではできない

継代培養と凍結(-196℃)

凍結(-196℃)

(村松、1989より一部改変)6)

子の機会的浮動による対立遺伝子の消失が考えられる。対立遺伝子の消失は遺伝子

のホモ化を招く。これはどの動物種においても共通であり、その理論的背景につい

ては大動物、中動物の章も参照されたい。

鶏の場合、近交係数の上昇は遺伝子のホモ化のみならず、それによって産卵数や

受精率の低下などの繁殖能力の低下や、醇化率や育成率などの生存性の低下を引き

起こすことが多く、こうした現象を近交退化と呼ぶ。したがって集団内に後代を残

せなかった種鶏がいる場合、遺伝的多様性の減少はさらに加速されることになる。

遺伝子の機会的浮動は、具体的には集団内で無作為に種鶏が選ばれる場合、選ば

れる個体によって、後代に伝えられる遺伝子が決まってくることによる。したがっ

て遺伝子の機会的浮動による影響は、集団内で種鶏として使用される個体の数に反

比例する。このことから集団の大きさを単に個体数で評価するのではなく、後代に

遺伝子を伝えられる種鶏の数で評価する必要がある。これを有効な集田の大きさ

(Ne)という。

一般にある集団のNeは、その世代に用いられている雄の数をNm、雌の数をN f

とすると、次の式で求められる2) 0

1/N e- 1/　4Nm　+ 1/4N f

また各雄から1雄、各雌から1雌の後代を生産すると仮定すると、集団の有効な

大きさNeは次の式のようになる。

雄と雌の数が等しい場合は、 N-雄の数+雌の数とすると

N e-　2N-1

また雌の数が雄の数よりいちじるしく多い場合は、



1/N e=3/16Nm+1/16N f

(2)保存集団の大きさ

遺伝的多様性の維持をはかるためには、集団はできる限り大きいことが望ましい。

しかも有効な集団の大きさが大きいことが重要である。しかし実際は施設や飼料、

管理のための費用などから、維持できる集団の大きさは制限されてくる。したがっ

て遺伝資源として維持するための有効な集団の大きさは、最小限どのくらいなのか

が、近交係数の増加の割合を指標に検討されている。

有効な集団の大きさ(N e)と近交係数の増加(△F)の関係は△F=1/2N e

で示される2)。種鶏の数、有効な集団の大きさ、世代当たりの近交係数の増加を表

6-「2に示した。一般に全種鶏数が同じでも、種鶏の雄、雌の数に偏りのないほう

が、有効な集団の大きさは大きく、近交係数の増加は小さい。また卵用鶏などで産

卵性の高い鶏の場合、種鶏の数が少なくてもかなり大きな集団を形成することがで

きるが、有効な集団の大きさはあまり大きくならない。

表6-1-2　無作為交配集団における種鶏の数と有効な集団

の大きさと世代当たりの近交係数の増加

種鶏の数(羽)全種鶏数　　有効な集団の　　世代当たりの

雄　　　雌　　　(羽)　　　大きさ(羽)　　近交係数の増加(%)

(Goweら、1959より一部改変)5)



STnith(1984)9)は多くの家畜品種における世代当たりの近交の増加を調査した

結果0・5%であったとし、世代間隔を考慮すると年当たりの近交の増加は0.2%に

なると報告している。世代当たりの近交係数の増加をどの程度にするかは、対象と

なる鶏集団の性質にもよるが、遺伝資源としての維持集E釦こおいても1%以下にな

ることが望ましい。それでも世代当たりの近交係数の増加を1%が限度と仮定する

と集団の有効な大きさは50羽以上必要になる。

Smith9)(1984)は、年当たりの近交係数の増加限界を0・2%として、鶏における

保存に必要な個体数を算出し、雄72羽、雌72羽とした。ここには予備の鶏が15%含

まれており、世代間隔を1年、種鶏としての供用年数を雄雌とも1年としている。

集団の有効な大きさについてはいろいろな研究者が検討している。Sheldon8)

(1984)は通常の保存品種では雌雄各200羽、希少品種では雌雄各50羽必要である

と報告している。GoweとFairful14)(1990)は長期選抜実験における対照群の場合、

集団の有効な大きさは250～400羽程度必要であると提唱している。この場合の近交

係数の増加は世代当たり0・13～0・2%になる。GoweとFairful14)(1990)の場合、

実際の実験では雄80羽、雌240羽で対照群の維持を行っており、この場合の集団の

有効な大きさNeは384羽で、世代あたりの近交係数の増加は0・13%であった。

いずれにしても近交係数の増加は0・3%以下になっており、目安としてみる上で

はこの値が参考になると考えられる。

(3)飼養計画

遺伝資源の小集団による維持にあたって、FAOの報告書3)(1992)では次のよ

うな飼養計画を提唱している。

1)維持を開始する際の収集個体は、互いに血縁関係がなく近交の進んでいない個

体で、繁殖力のあるものが理想的で、集団の遺伝的特性を持っていなければなら

ない。できればそういった個体で雄50羽、雌50羽以上収集できるとよい。

2)集団の有効な大きさを500羽以上にするために、集団はできるかぎり早く大き

くする。

3)実際の個体数に対する集団の有効な大きさを大きくするため、以下のような形

で繁殖を計画的に行う。

(D繁殖に使う性比を1:1にする。

②後代の数を一定にする(たとえば雄1、雌1の計2羽)。

③供用期間を一定にする(たとえば1年)。

4)集団の特性を一定にする。

5)近交は最小限に押さえる。場合によってはサブラインを作ることもある。

6)病気、事故等で集団がなくなる場合を考慮し、集団を複数に分散しておく。



しかしながら実際の収集にあたっては、雄については必要数以上の雄を飼ってい

る所は少なく、十分な個体数を得ることは難しい場合が多い。たとえば日本鶏の飼

養状況を見ても、シャモや名古屋種、チャボなどの一部の品種を除き多くの品種が

500羽以下という状況である(岡田、1988)7)。しかも個々の飼養集団が小さいた

め、近交係数もかなり高いと考えられる。この場合繁殖性にも悪い影響がでる。し

たがって改良鶏や育種素材鶏の場合を除くと、遺伝資源の対象には収集条件の厳し

い品種がかなり多い。

(4)交配計画

遺伝資源を小集団で維持する場合、交配は人為的に管理し、しかも近交を最小限

に抑えることが望ましい。交配システムとしては無作為交配と血統交配が考えられ

る。

無作為交配は各種鶏が後代を残す機会を均等にするための交配システムである。

種鶏の血統はあまり考慮しないので、その分近親交配になることもある。また受精

率や産卵数、後代の育成率などに種鶏間で差があると、遺伝的多様性が急速に失わ

れる危険がある。

血統交配は各種鶏の血統を把握することによって、次世代に必ず後代を残す交配

法である。たとえば交配によって得られた後代について、種鶏の雄1羽あたり1羽

の雄、繁殖雌1羽あたり1羽の雌の後代を必ず残し、さらに次の世代でもそれを繰

り返していく交配システムである。血統を考慮することで近親交配を避けることが

でき、遺伝的多様性の減少を抑えることができる。したがって遺伝資源として鶏を

維持する場合、血統交配システムの方が望ましい。ただし交配を確実にするために

は人工授精による交配が必要である。そのため精液が採取できないとか、産卵数が

少ない、あるいは醇化率が悪いとかで、必要な後代の数がとれない場合がある。

Cravford(1989)l)は実際にこれら2つの方法で、鶏の品種の維持を行っており、

無作為交配システムにおいても近交によると思われる受精率や孵化率への影響は見

られていないと報告している。そこで彼の行っている交配システムについて次に紹

介する。

(5)Cravford(1989)1)の交配システム

1)無作為交配システム(図6-「1)

世代間隔を1年とする。維持集団の大きさは成鶏で雄25羽、雌50～60羽。雌

は群飼する。雄は5～6羽を雌と一緒にし、残りは別室で飼う。交配時期の少

し前に、雄を無作為に15～18羽選び、さらに5～6羽ずつの3つのグループに

分ける。これら3つの雄グループを2～3日ごとに交換しながら、1週間を1



図6-ト1無作為交配システム



サイクルとして雌集団と交配する。種卵の採取と醇化は11カ月齢頃から始め

る。1つの維持集団あたり200羽のヒナを解化させる。そのため必要数が得ら

れるまで1週ごとに醇化作業を繰り返す。ただしヒナは1回の醇化で100羽程

度とし、2回以上醇化を行う。ヒナの選択は無作為に行い、個体識別できるよ

うにする。得られたヒナのうち雄は15週齢時に半数を淘汰する。21週齢時に無

作為に雄25羽、雌50～60羽を選抜し維持集団とする。

2)血統交配システム(図6-1-2)

世代間隔は1年とする。個体別に管理するため成鶏はケージ飼いを基本とし、

維持集団あたり100ケージを使用する。雄の家系数は20とし、雄20羽をケージ

で飼い、これとは別に予備の雄を各家系あたり1羽ずつ計20羽を平飼いで飼う。

雌は60羽を交配用に用い、さらに雄家系あたり1羽ずつ計20羽を予備の雌とす

る。したがって雌の家系数は60になる。21週齢時に成鶏のケージに移動し、11

カ月齢時に交配を行う。交配は各雄あたり雌3羽と人工授精で行い、全きょう

だい、半きょうだい交配は避ける。なお人工授精は週2回行う。醇化は週ごと

に連続4回行う。繁殖雌1羽あたり6羽のヒナを無作為に選ぶ。こうして選ば

れたヒナの中から、5カ月齢時に各雄家系ごとに無作為に2羽の雄を選び、そ

のうちの1羽を予備とする。雌も各雌家系あたり無作為に1羽を選び、その他

に雄家系あたり1羽を選んで予備の雌とする。したがって維持集団の大きさは

雄40羽、雌80羽となる。

6-1-4・生体による保存における問題点と対策

生体による遺伝資源集団の保存の方法を、遺伝的多様性を維持するという観点から述

べてきたが、実際の保存の現場にはまだいろいろな問題がある。

(1)雄の管理

一般に鶏群を管理する場合、雌より雄の方が管理しにくい上に経費がかさむため、

雄の飼育数をできるだけ少なくする傾向がある。しかしすでに述べてきたように雄

の数を減らすことは遺伝的多様性を減らすことにつながる。

凍結精液は遺伝情報を長期間保存する手段の1つであるが、それとは別に交配を

人工授精で行う場合、凍結精液を利用することで種雄鶏の維持管理の省力化や、雄

家系の数を増やすことで近交係数の増加を抑制することができるなど、種々のメリ

ットがある。

(2)産卵能力の低い鶏の維持

遺伝資源としての鶏の中には、産卵数が少ないものや、産卵に季節性のあるもの

など、産卵能力の低いものも含まれる。この場合交配時期や世代間隔などを、通常



図6-1-2　血統交配システム



の交配計画に合わせることは問題が多い。産卵特性などを導入後できるだけ早く調

査し、産卵数の多い時期に交配時期を合わせ、種卵を採取できるようにする必要が

ある。鶏の場合は、一般に春から初夏にかけてが繁殖期といわれており、この時期

に交配のスケジュールを合わせることも、1つの方法であろう。また品種によって

は供用期間を1年以上にして、世代間隔を長くすることも考えられる。

(3)病気や事故

鶏の集団維持の上では、衛生管理に最も注意しなければならない。特に感染症の

場合、病気によっては集団が全滅する場合もあり、衛生上の対策は十分にしておく

必要がある。病気以外でも集団が全滅もしくはその危険にさらされる可能性として

は、停電、火災、自然災害のような事故が考えられる。こうした場合を考えると、

集団を1カ所だけで管理するのはあまり好ましいとはいえない。したがって危険分

散という意味から遺伝資源の保存を複数の場所で分散して行うのが理想的である。

このことは生体保存ばかりでなく、生殖細胞による保存でも同じである。

6-1-5・他の家禽遺伝資源

家禽の遺伝資源としては、鶏以外にもアヒルやガチョウなどの水禽類やシチメンチョ

ウやウズラなどがある。今後はこうした家禽も遺伝資源の保存対象となると思われる。

その場合どの家禽であっても、鶏と同じように世代あたりの近交係数の増加を抑えるこ

とが、集団維持の基本であることには変わりない。しかしながら家禽によっては、人工

授精ができないとか、ケージ飼いによる個体管理が難しいとか、繁殖適期があるとかで、

鶏と同じような飼養管理ができないことが多い。したがって鶏における無作為交配シス

テムを参考に、各家禽の世代間隔を考慮して交配を行うのが望ましい。
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6　-　2・　冥鳥精子の逼巨串吾保存

6-2-1・鶏精液の凍結保存上の特徴

鶏の精子は採取後約15分間は寒冷衝撃に対する抵抗性があり、この時間内に凍結操作

を完了すると良い結果が得られる。この温度抵抗性は家畜の精液にみられない鶏特有の

特徴であり、筒易に短時間で凍結精液が作製できる。

凍結保存法としては、ストロー法や錠剤化法のいずれも利用でき、凍結用希釈液も種

々考案されているが、本事業では品種の区分管理が容易なことと、組成の明確な凍結用

希釈液を使用することから、ストロー法でレイク液を凍結用希釈液として用いることと

している。しかし、レイク液を用いた鶏凍結精液はグリセリンを除去して授精する必要

性があり、その受精率は必ずしも安定していない実状にある。

6-2-2・凍結保存に使用する器具、試薬

(1)器具、材料

1)精液の採取および性状検査用器材

精液採取用試験管(10または50ml目盛りつきプラスチック製スピッツ管)

ポリビーカー(氷水を入れ、精液採取用試験管を冷却する)

顕微鏡

精子活力検査板

カバーガラス

スライド加温装置

パラフイルム

ストローカッター

2)希釈および凍結

精液凍結用希釈液(レイク液、5℃に冷却)

精液希釈用試験管(10または50ml日盛りつきプラスチック製スピッツ管)

メスピペット

温度計

ポリビーカー(氷水を入れておく)

0・5mlストロー精液管(着色してあるストーロー管は品種の区分に便利であ

る)

ストローパウダー(赤、緑、青などに着色してあり、品種の区分に便利であ

る)

ストロー架台(ステンレス製試験管立て)

蓋つき発泡スチロール箱(上記の試験管立てがちょうど入る大きさ、高さ的



20cm)

3)保存

大きめの発泡スチロール容器

液体窒素

マジック

荷札

ストローケーン

液体窒素精液保存容器

紙タオル

(2)希釈液とその組成

レイク液(Lake、1968)

Sodium glutamate・H20

Fructose

Magnesiurn acetate

Potassium acetate

Polyvinylpyrolidon(M・W・10,000)

GlyceroI

Penicilin G Potassium

Streptomycine sulfate

Dist・Water

6-2-3・精液の採取および凍結保存

(1)前準備

鶏射出精子は採取後15分間前後、極めて耐凍性が高いことを利用することが重要

なので、採取後凍結までの作業は迅速に行う必要性がある。それゆえ、凍結までの

準備を完全にしてから、実際に鶏から精液を採取する。

1)精液採取用ポリビーカーと希釈用ポリビーカーに氷水を入れて5℃に調節する。

2)希釈液は氷の中にいれて5℃に保持する。

3)凍結保存用発泡スチロール容器にステンレス性試験管立てを入れ、液体窒素を

5～6cmの深さに入れる。液体窒素の表面からストローを置くまでの間が3～5

cmとなる。

4)精液ストロー、ストローパウダー、紙タオルなど必要な器具、器材を揃えてお

く。



(2)精液の採取および凍結

1)腹部マッサージなどにより射出された精液を10mlの試験管に受け、試験管は直

ちに氷水の入った精液採取用ポリビーカーに浸す。数羽の鶏の精液を同じ試験管

に集める。精液の採取に際しては糞や血液の混入を避ける。精液は1mlの注射器

を引きながら採取してもよいが、その際は1羽ごとに5℃に冷却してある試験管

入れる(図6-2-1)。

図6-2ー1腹部マッサージ法による精液の採取

2)採取精液量に対して約5～10倍希釈となるように、5℃に冷却してある希釈液

を加える

3)試験管の口をパラフイルムで覆い、上下にしてよく控拝する。

4)0・5mlストローに希釈精液を入れ、ストローパウダーで栓をしてから、氷水の

入った希釈用ポリビーカーの中にストローを投入する(図6-2-2)。

5)全ての希釈精液をストローに詰め終わったら、紙タオルでストロー周囲の水を

拭き取りながら、直ちに液体窒素の入った凍結保存用発泡スチロール容器の試験

管立てに、横向きに並べる。この作業は迅速に行う(図6-2-3)。

6)発泡スチロール容器の蓋をして、このままの状態で約10分間放置した後、液体

窒素中にストローーを投入して凍結が完了となる。

7)凍結精液ストローは必要に応じてストローケーンに整理して、液体窒素保管容

器のキャニスターに入れて保存する。



図6-2-2　鶏精液の希釈とストロー封入

図6-2-3　発泡スチロール箱を利用した精液の凍結

(3)融解後の精液性状検査

5℃の氷水を用意し、この中にストローを浸潰して融解する。浸潰する際はスト

ローの空気層のある方を上にする。浸潰後間もなくストローの表面に氷が出来るの



で、手で取り除く。ストローカッターでストローを切り、その一滴を37℃に加温し

てある精子活力検査坂上にのせて精子の生存性と活力を検査する。鶏精子は40℃付

近で可逆的に運動を停止する性質があるので、検査は速やかに行う。

凍結・融解後の精子生存性は最低でも50%以上は期待できる。授精に供する事の

できる精液は35+++以上である。精子数は希釈液(3%食塩水にゲンチアナバ

イオレットを添加した液)2mlに20〃1の精液を加え、トーマの血球計算板で16の

全区画を数えると×106個/mlの精子数となる。

6-2-4・凍結・融解した鶏精液の授精法

レイク液で凍結保存した精液を膣内に授精しても、受精卵は得られないので、授精に

先だってグリセリンの除去を行う必要性がある。また、産卵する時刻はおおむねその群

により決まっているので、産卵が終わった適当な時刻(一般的には午後2～3時以降)

に授精するようにすることも必要である。

(1)器具、材料

ストローカッター

キムタオル

ポリビーカー(氷水を入れておく)

希釈用遠心管(50ml用プラスチック製スピッツ管)

水流ポンプ

アルコール綿

ピペット(1、5、10ml)

パスツールピペット

発泡スチロール容器

氷

冷却遠心器

鶏授精用注射器

グリセリン不含レイク液(レイク液からグリセリンを除去したもの)

顕微鏡

加温盤

精子活力検査盤

カバーガラス

血球計算盤

精子数計測液(3%食塩水にゲンチアナバイオレットを添加したもの)

数取り器



(2)グリセリンの除去法

1)授精する品種の凍結精液を先述した方法で1本融解し、その精子の生存性と活

力、精子数を計測しておく。

2)授精する精子濃度は、1～3億/1羽程度は必要であるので、授精する鶏の羽

数から必要な総精子数を求め、必要本数のストローを融解する。

3)融解したストローをアルコール綿で拭き、ストロカッターでパウダーでシール

してある部分をカットする。その後、氷水で5℃に冷却してある試験管に先端部

分を入れ、綿栓の部分は少し残してカットすると、ストロー内の精液の大部分は

試験管に流出する。ストロー内に残った精液は、綿栓部分を折曲げてストロー一に

息を吹きかけると全ての精液が流出する。

4)5℃に冷却してある50mlの遠沈管に融解精液を1～5mlずつ分注し、融解精液

量の1/8、2/8、3/8、4/8および5/8容量のグリセリン不含レイク液をそれぞれ1分

ごとに5回ずつ添加する(25ステップ法)。

5)希釈した精液は、5℃で500×G、10分間遠心分離する。

6)上清をパスツつレピペットをつけた水流ポンプで静かに吸引廃棄し、1羽あた

りの注入量が1～3億/0・2mlになるように調整する。

7)再度、精子の生存性と活力を検査する。35+++以上であれば授精できる。

5℃に冷却保存したまま現場に運搬する。授精までの所要時間は短いほど良いが、

1時間くらいは精子の生存性と活力は変化しない。

8)鶏授精用注入器に精液を分取する(図6-2-4)。雌鳥を保定して総排泄口を反

図6-2-4　鶏人工授精用精液注入器



図6-2-5　鶏凍結精液の人工授精

転する。注入器を膣内に挿入すると3～4cm入ったところで突き当たるので、注

入器の先をやや左斜め上方に軽く差し込みながら膣内深部に、腹圧をゆるめて精

液を注入する(図6-2-5)。

この方法での授精卵率は概ね30～70%であるが、同じ精液でも個体や時期によ

り安定していないことに留意する必要性がある。

(居在家義昭,菊地和弘)



7.実験用動物遺伝資源の保存・管理

7　-1_　　　　実馬受用動物における集団維持
の基礎

7-1-1・実験用動物の維持・管理

実験用動物はマウス、ラット、ハムスターなどの実験小動物から、モルモット、ウサ

ギの他、イヌ、サル、ブタなども含まれる。こうした動物の維持を行う上で最も大切な

ことは、その動物の遺伝的な統御のレベルと微生物統御のレベルを知ることがまず必要

で、それぞれのレベルに応じた飼育管理を行う。

(1)遺伝的な統御による区分

遺伝的には以下の5種に区分され、それに応じた維持が行われる。

1)近交系……兄妹交配あるいは親子交配を20代以上繰返した動物で、遺伝子座の

98%以上がホモと考えられる。近交系内の動物は遺伝的にほぼ同一と言ってよく、

相互間での皮膚移植が生者する。マウス、ラット、ハムスター、モルモット、ウ

サギで樹立されている。

2)ミュータント系……遺伝子記号で示し得る特定の遺伝形質を発現する動物で、

形態異常、免疫不全、代謝異常、神経障害など様々な遺伝形質を示す系統がある。

いずれの動物種でも生じ、その形質を後代に伝えるよう維持される。

3)交雑系……近交系間の交配で生まれた雑種第1代(Fl)あるいは第2代(F2)以

降の動物。Flでは遺伝的に近似度が高く、ヘテローシスにより長寿命で感染抵抗

力が高い。F2以降の交雑系では遺伝的な均一性はなくなる。近交系の樹立された

動物種が作出される。

4)クローズドコロニー……5年間以上外部から動物を導入しないで、一定の集団

内でのみ繁殖維持されている動物。クローズドコロニーの動物間では遺伝的にあ

る程度のバラツキを持つ。ある程度以上の数を使うことで平均的な反応と個体差

が推定できる。いずれの動物種でもクローズドコロニーとすることが可能。

5)雑系……育種学的な配慮が全くされていない動物で、特定の交配を行っていな

いイヌ、ネコ、その他全ての動物がこれに当たる。

(2)微生物統御による区分

微生物統御の程度により次の4種に区分される。



1)無菌動物……検出しうる全ての微生物、寄生虫をもたない動物で、アイソレー

ター内で飼育される。

2)ノトバイオート動物……保有する微生物が明らかにされている動物で、無菌動

物に特定の微生物を接種することで作出し、アイソレーター内で飼育される。

3)SPF動物……健康状態を脅かしたり実験結果に影響する生理変化を起こす病

原菌を持たない動物、あるいは指定された微生物、寄生虫を持たない動物。バリ

ヤー施設で飼育。

4)コンベンショナル動物……微生物の統御がされずに飼育される通常の動物。保

有する微生物が明らかでない。

図7-1-1　近交系育成の2方式

7-1-2・遺伝的統御動物の集団維持

(1)近交系の維持

近交系のコロニーでの維持は、兄妹交配あるいは親子交配を続け、一つの家系と

なるようにする(図7-ト1)。最も注意すべきことは他の系統や予定外の交配により

生ずる遺伝的なコンタミネーションを避けることである。

近交系を実験に多数使用する場合は、維持コロニーとは別に生産コロニーを作り、



図7-1-2　近交系の生産模式図



大量に繁殖生産を行う。この場合は両コロニーを厳密に区別し、生産コロニーから

維持コロニーへの移動は行わず、生産コロニーでの世代の更新は3代で止めなけれ

ばならない(図7-1-2)。

(2)クローズドコロニーの維持

クローズドコロニーでは近交を避けた循環交配を行う。そのため先ず第一に近交

図7-1-3 3グループによるクローズドコ
ロニーの維持・生産方法の一例

系数が上昇しないしないような集団の大きさを決める(マウスでは50以上)。交配

方法は雄1:雌1の組合わせで、一般には図7-1-3に示す方法が用いられる。

多数の動物使用のための生産供給には、近交系の維持で述べた維持コロこ、生

産コロニーを区別した方法に従って行う。

(3)ミュータント系の維持

特定の遺伝形質を次世代に伝えていくことが目的で、繁殖力の旺盛な場合は、そ

の遺伝子についてホモの遺伝子型になるよう固定する。ホモ個体においても、形質

の特性が減衰していくものもあるため、常に形質のチェックを行い、その形質を確

実に持つ個体を交配に用いる。こうしたミュータントは繁殖や哺青に問題があるこ

とが多い。遺伝形質が致死遺伝子による場合や生殖能力、哺育能力を欠く場合には、

基本的に毎世代ヘテロ個体で維持することになる。

(4)遺伝的な汚染と遺伝的モニタリング

不測の交配による遺伝的コンタミネーションを避けるためには、注意深く飼育管

理することが肝要であるが、マウス、ラットなどを多くの系統を同じ室内で飼育す



る場合、毛色など外見上容易に区別がつくものを一緒にする。

また、近交系については、定期的に遺伝的モニタリングを行い、遺伝的な純度が

保たれていることをチェックする。

7-1-3.微生物統御動物の集団維持

(1)無菌動物の維持

無菌動物は、分娩直前の母体より子宮を抽出し、消毒液槽を通して無菌のアイソ

レーター内に移し、子宮より取り出した産子を蘇生させて作出する。一度確立され

た無菌動物からアイソレーター内で生まれた子孫は汚染のない限り無菌動物となる。

無菌動物

SPF動物

(非病原微生物)

ノトバイオート

(種類のわかった微生物)

コンベンショナル動物

オ「プンシステム

(まったく不明の微生物)・

器材が滅菌(無菌動物、ノトバイオ

ート)、消毒(SPF動物)されて搬入

図7-1-4　微生物制御の面からみた無菌動物、
ノトバイオート、SPF動物、コンベ
ンショナル動物の飼育方法の違い



無菌動物の飼育、維持はアイソレーター内で行われる。フィルターを通した清浄

な空気が送り込まれた中で、滅菌した餌、水を与えて飼育する。操作は全てゴム手

袋を介して行われ、直接飼育者と接することはない(図7-ト4)。

(2)ノトバイオート動物の維持

ノトバイオート動物はアイソレーター内で飼育中の無菌動物に特定の微生物を投

与することで作られ、飼育管理は無菌動物と同様に行う。

(3)SPF動物の管理

SPF動物の作出は、無菌動物をアイソレーターからバリヤー施設に移し自然に

普通の菌と接触させるか、あるいはコンベンショナル動物から分娩直前の妊娠子宮

を摘出し、消毒液槽を通してバリヤー内に移し、とりだした産子を蘇生させるかに

よる。SPF動物では、指定されたの微生物、寄生虫は保有していないが、それ以

外の微生物についてはフリーではない。

SPF動物の飼育は、病原菌などの動物への侵襲を完全に抑えるため、バリヤー

施設で行う。バリヤー施設は外部と完全に遮断し、バリヤー内へはフィルターを通

した清浄な空気を送り込み、両扉オートクレーブあるいは両扉EOガス滅菌器を通

して、滅菌した水、餌、器材を入れる。飼育者はシャワーを浴びた後、滅菌した衣

服に着替えて施設に入る(図7-ト4)。

(4)微生物による汚染とモニタリング

微生物にによる汚染は常に生ずるもの考え、定期的に動物の微生物モニタリング

を行うことで、目的とする清浄度が保たれているかをチェックする。汚染が生じた

場合、微生物の病原性や感染力に応じて、目的のレベルまで清浄化する。

7-1-4・維持管理の記録

維持コロニーでの動物管理を行っていくためには、個体を識別し、必要な記録をとり

保存する。

(1)個体識別法

個体の識別には一般に体の一部をマークするが、毛色や班に個体差のあるもので

は、それを記録して識別に利用することもある。識別法として以下の方法がある。

1)耳パンチ法

2)色素塗布法

3)焼ゴテ法

4)毛刈り法

5)入れ墨法



図7-1-5　耳パンチによる個体識別
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図7-1-6　色素塗布による個体識別
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6)首輪法

7)毛色班記録(カード法)

8)磁気チップ埋め込み法

最もよく用いられる耳パンチと個体番号の対応を図7-ト5に、また色素塗布、

焼ゴテ、毛刈りによるマーク部位を図7-1-6に示す。

(2)個体の記録

飼育個体のそれぞれについて以下の記録を行う。

1)系統名

2)個体No・

3)世代数

4)生年月日

5)親の世代数および個体No.

6)個体の繁殖記録

①交配相手の個体No・

②交配月日と期間



③分娩日

④産子数(性比)

⑤離乳子数(性比)

⑥各過齢の個体毎の体重

⑦次世代の選抜個体No・

7)淘汰、死亡の年月日

8)死亡の原因

(3)家系の記録

1)個体番号と登録年月日

2)生年月日

3)同腹の子数

4)産次

5)モニタリング等の記録

(4)動物導入時のチェックリスト

動物を導入した時は、入手時の近交世代数、由来、来歴などを記録し、健康状態の

検査を行う。

1)導入元施設名

2)由来、来歴など

3)導入年月日

4)導入時の世代数

5)導入時の健康状態について以下部位のチェックを行う。

①全身

②被毛

③鼻腔

④眼

⑤耳

⑥口腔

⑦肛門

⑧生殖器

⑨行動

⑩排泄物

(今村憲吉,福田勝洋)



7　-　2・マウス月蚕の逼巨布告保存

7-2-1・マウス胚の凍結保存の特徴

胚の凍結保存は、1972年にマウスで初めて成功した。以来凍結保存の技術は急速に進

展し、数多くの動物種で凍結保存した胚から産子が得られている。

実験動物における胚の凍結保存は、系統の維持に要するコストの軽減に役立つだけで

なく、発生工学においても計画的な実験遂行の上で有効な手段となっている。胚の凍結

保存法として、緩慢凍結法、急速凍結法、超急速ガラス化胚凍結法があり、それぞれ特

徴がある。緩慢凍結法は最も安定した結果が得られるが、操作の終了まで長時間を要し、

また、プログラムフリーザーを必要とする。急速凍結法は方法が簡易であるが、胚の生

存性について不安定な面も残されている。また、ガラス化胚では凍結培地の毒性から操

作が難しく一般的ではないとされている。

本項ではマウスの桑実期胚を用い、最も一般的な緩慢凍結法と簡便な超急速凍結法の

概要を述べる。

7-2-2・器具、材料および試薬

(1)胚の採取

PMSG(5iu/匹)

hCG　(5iu/匹)

lml注射器

26G注射針

シャーレまたは時計皿

解剖用具(ハサミ、ピンセットなど)

子宮濯流用培地(M16)

(2)胚の凍結

凍結用基本培地(PBI)

凍結培地

0.25rnlストロー

ストローパウダー

蓋つきの発泡スチロールの箱

発泡スチロールの板

セラムチューブ

解剖針

プログラムフリーザー



(3)胚の融解

ポリビーカー

ストローカッター

融解培地

培養液(M16)

37℃5%CO2インキュベーター

実体顕微鏡

(4)胚の移植

麻酔用5%ペントバルビタール(ネンブタール)

解剖用具

26G注射針

胚移植用マイクロキャビラリー

マウスピース

(5)凍結液および培養液の組成(100ml当り)

1)潅流および胚盤胞までの培養液(M16)

NaCI

KCI

CaCl2・2日20

KH2PO4

MgSO4・7H2O

NaHCO3

乳酸ナトリウム

ピルビン酸ナトリウム

グルコース

ペニシリンGカリウム

硫酸ストレプトマイシン

フェノールレッド

BSA

2′)凍結用基本培地(PBIlOOml)

NaCI

KCl



CaC12・2f120

MgC12・6H20

1柑2PO4

Na2HPO4・12H20

ピルビン酸ナトリウム

グルコース

ペニシリンGカリウム

フェノールレッド

BSA

3)凍結培地

凍結培地は基本培地を修正Dulbecco'Sリン酸緩衝液(PBI)とし、凍害保護剤

としてグリセロールあるいはDMSOを加える。

基本培地PBI

グリセロール

シュークロース

DMSO

超急速凍結法では、PBIにグリセロールを2M、シュークロースを0・25Mになるよう

に加える。

4)融解培地

基本培地PBI

シュークロース

PBIにシュークロースを0.5㍍になるように加える。

7-2-3・採卵

(1)4過齢以上の雌マウスにPMSGとhCGを48時間間隔で腹腔内投与し、雄と交配する。

翌朝膣栓(plug)を確認して妊娠1日目とする。3日目の午後にはほとんどの胚は

子宮に達し、桑実期胚になっている。

(2)子宮港流用M16培地を用意し、lml注射器に培地を入れ26Gの針をつけておく。

(3)マウスを頸椎脱臼で屠殺後子宮を取り出し、濾紙上で脂肪や血液を取り除く。子

宮先端の卵管との接合部は切り取り、左右の子宮角を子宮休部で切り離し分離して

おく。

(4)子宮角をピンセットでつまみ、注射器の針を卵管側の切り口に差し込み、培地を

ゆっくり流し込んで子宮の中を還流する。潜流液は、シャーレか時計皿に受ける。



(5)実体顕微鏡下で桑実期胚を探し、培地の入った新しいシャーレに移して、凍結操

作まで37℃5%CO2インキュベーターに入れておく。

7-2-4・胚の凍結・融解の手順

(1)緩慢凍結法

1)セラムチューブに2MのPBIを100〃1入れ、マウス胚を20～30個移す。さらに2

MのDMSOを50〃1加え、軽く振って2分間静置する。

2)2分後、2MのDMSOを50/11加え、さらに5分間おいて平衡させる。

3)セラムチューブをプログラムフリーザーに移し、以下の速度で冷却する。

20℃→　0℃(1℃/分)

0℃→　-7℃(0・3℃/分)

-7℃(10分間)

一7℃→　-30℃(0・3℃/分)

-30℃→　-70℃(0・6～1.0℃/分)

4)-7℃では、液体窒素で冷却した解剖針を凍結培地に入れて、強制的に植氷す

る。緩慢に植氷させると細胞内に氷晶が作られ、細胞内小器官が壊れる。

5)-70℃に達したセラムチューブは、液体窒素の液中に沈めて-196℃で保存する。

6)凍結胚の融解は、液体窒素液中から取りだしたセラムチューブを室温に放置し

て融解する。

7)融解後は速やかに凍害保護剤を除去しなくてはならない。チューブ内の凍結培

地の上部2/3を除去し、基本培地を加えピペッティングして壁面に付着した胚を

おとし、シャーレに移す。

8)新鮮な培地を2度移して洗浄し、インキュベーターに入れ一夜置く。

9)翌朝、胚が発生を再開し胚盤胞になっているのを確認し移植する。

(2)急速凍結法

1)あらかじめ発泡スチロールの箱の中に液体窒素を1/3程度入れ、発泡スチロー

ルの板を浮かべておく。

2)胚をインキュベーターから取り出し、基本培地に移す。

3)胚を凍結培地に移し、5分間おく。この間に0.25mlのストローに注射筒などを利

用して胚を吸い込み、ストローパウダーで栓をする。

4)5分経過後、このストローを液体窒素上に浮かべた発泡スチロールの板の上にお

いて凍結させる。そして2分間待ってから液体窒素内に落とす。



5)全ての胚を凍結したら、ストローをストロー用ケーンに移して液体窒素保管容器

内で保存する。

※　PBIの血清を4%BSAのかわりに10%FCSなどに変えると、融解後の生存性が多少

改善される。

6)胚の融解は、初めにポリビーカーに37℃のお湯を入れ、シャーレに融解培地を入

れておく。

7)液体窒素からストローを取り出し、直ちにポリビーカーのお湯の中に入れる。

8)20秒後ストローを取り出し、水をよく拭いてからストローカッターで先端を切り

取り、融解培地の入ったシャーレに入れる。

9)5分後、基本培地に移し、さらに5分間静置する。

10)M16培地で3回洗った後、37℃5%CO2インキュベーターで翌日まで培養する。

※　この方法で融解した胚は、一晩培養すると80%以上が胚盤胞期胚になっている。

7-2-5・胚移植

(1)移植計画

凍結融解した胚と宿主となる偽妊娠雌マウスの妊娠サイクルを同調させるため、

あらかじめ子宮移植に先立ち計画をたてる。

移植胚は妊娠4日目に当たるが、偽妊娠マウスは1日遅れの妊娠3日目に移植す

る。

3日前　　　2日前　　　1日前　　　当日

受卵雌　　交配　　　plug確認

胚　　　　　　　　　　　　　　　　　融解

胚移植

(2)胚を融解する日の2日前に、精管結繋した雄と発情期の雌を交配し、偽妊娠状態

になった雌を作る。交配の翌朝膣栓を確認する。

(3)胚を融解した日の翌日、胚盤胞期胚に発生している胚を数え、10個づつ小さなド

ロップに分けておく。

(4)偽妊娠雌に麻酔をし、背側部を除毛する。ヨードチンキで消毒し、アルコールで

もう一度拭く。そして背側部を切開し、卵巣と子宮を引き出す。この際、卵巣には



赤色の排卵のあとがあることを確認する。卵巣の周りの脂肪、あるいは子宮卵管接

合部付近の血管の走っていない部分をピンセットでつまんで26Gの注射針を子宮腔

内に達するまで刺す。この部位から移植用ピペットの先端を子宮腔内まで静かに挿

入し、ごく少量の培地とともに胚を注入する。注入後、念のためピペット内に胚が

残っていないことを確認する。

(5)移植後、卵巣子宮を腹腔内に戻し、筋と皮膚を縫合して消毒する。

(若山照彦,福田勝洋)
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7　-　3・　　イヌ精子の凍結保存

7-3-1・イヌ精子の凍結保存の特徴

イヌでは1678年にヒトに次いで2番目に精子の存在が確認され、1780年には最初の人

工授精に成功している。このことはイヌがいちばん身近にいる動物で、精液の採取が容

易であったことによると思われる。その後、精子研究の中心はヒトや家畜に移り、実験

小動物も研究されることはあるが、イヌの精子に関する研究はほとんど行われていない。

イヌ精液の凍結保存には、ストロー法と錠剤法のいずれも可能である。凍結用希釈液

はイヌ用にいくつか考案されているが、牛や羊に使われている卵黄乳糖液でも十分良好

な成績が得られる。ここでは、黒田らの方法を中心にいくつかの方法を合わせて紹介す

る。

7-3-2・器具、材料および試薬

(1)精液の採取および性状検査

精液採取用試験管(50ml遠心管だと凍結まで使える。)

精子活力検査板

スライドグラス

カバーグラス

スライド加温装置

血球計算盤

顕微鏡

精子染色液(キムザ液、エオジン液、トリパンブルー液など)

3%食塩水

(2)希釈および凍結

精液希釈用凍結液(卵黄乳糖液、PETIC液など)

クレブスリンガーリン酸液

ポリビーカー(氷を入れておく)

0・5mlストロー精液管

ストローパウダー

蓋つき発砲スチロール箱(高さ20cm程度の長方形の箱)

発泡スチロールの板(上記の発砲スチロール箱の中にはいる大きさ)

(3)保存

液体窒素

マジック



荷札

ストローケーンあるいはペレットケーン

液体窒素精液保存容器

(4)融解

ポリビーカー

スロトーカッター

ペレット融解液(生理的食塩水、3%クエン酸ナトリウム液など)

7-3-3・希釈液の組成

(1)卵黄乳糖液(希釈凍結用100ml)

ラクトース

卵黄

グリセリン

ペニシリン

ストレプトマイシン

(2)PETIC液(100ml)

Na2I押04・12H20

KCl

イノシット

グリシン

ペプトン

Na3C3H507・7H20

トリス

クエン酸

ホモスルファミン

ストレプトマイシン

ペニシリン

これらの混合液に卵黄を20%、グリセリンを6%になるように加える。

7-3-4・凍結保存の操作

(1)精液の採取

保存用の精子は生体からのマッサージによる射精精子と屠殺体からの精巣上体精

子の両者が凍結可能である。

マッサージによる精液採取において注意すべきことはイヌに不安感を抱かせない

ことで、慣れた環境で安心していることが重要。イヌにとって実験室など特別な部



屋での採取は失敗に終ることが多い。

採取に際して、包皮内を温生理的食塩水で洗浄後亀頭球を手圧法でマッサージし

て射精させる。射精の間も軽くマッサージを続けると射精終了まで勃起し続ける。

勃起後50ml試験管を左手で用意し、射出された精液を亀頭から直接回収する。

一方、屠体からの回収の場合、精巣上体尾部を外膜がついたまま摘出し、実験室

での操作に移る。まず外膜を取り除き、血液や脂肪などを出来るだけ落としてクレ

ブスリンガーリン酸液で洗う。そして約10mlのクレブスリンガーリン酸液内で精巣

上体尾部を細切し、10から30分程度静置するとほとんどの精子が液内に遊出する。

この精子浮遊液を50ml試験管に移して、以下射出精液と同様に扱う。しかし精巣上

体尾部精子の融解後の成績は射出精子より劣る。

(2)精液検査

1)肉眼的検査

精液量、色、pHを調べる。

良好な精液の場合、試験管の外から精子の渦巻状の連動が観察される。

2)顕微鏡的検査

①精子の活力:精子活力検査板に微量の精子をのせ、カバーグラスをかける。

37℃のスライド加温坂上で活力を検査し、最も活発な前進運動をしている精子

が何%いるか調べる。

②精子数:採取した精液そのままでは精子濃度が濃すぎて数えられないので、3

%食塩水で100から1,000倍に希釈して血球計算盤で測定する。

③精子の形態:スライドグラスに精子のスメアを引き、ギムザ液あるいはエオジ

ンYで染色して1,000倍で観察する。

※　これらの観察は精液の採取の前に準備をしておき、できるだけ素早く観

察する。精子の活力は、スライドグラスに精液を微量たらし、カバーグラ

スで覆ったものを観察してもよい。また精子の染色は時間がかかるので、

スメアを引いたところで中断し、凍結を行なった後で再開するとよい。

(3)凍結

1)グリセリン平衡:採取した精液1に対して卵黄乳糖液1の割合で室温下で希釈

する。希釈後28～30℃のお湯を入れたポリビーカー内に希釈精液の入った試験管

を浸し、冷蔵庫に入れる。この方法で約1.5時間かけて徐々に5℃に冷却される。

冷却後、氷の入ったポリビーカーの中で5℃の卵黄乳糖液を希釈精液と同じ量だ

けゆっくりと加え、約30分放置する。

PETIC液を使う場合、最初にCaを含まないクレブスリンガーリン酸液を加えて遠

心して上清を除去する。そしてPETIC液を精液量の5倍加えて、卵黄乳糖液と同様



に冷蔵庫で5℃に冷却する。

2)凍結

錠剤法:平らなドライアイスにペレット形押器でくぼみを作り、発泡スチロー

ルの箱の中で、0・2mlの希釈精液をドライアイスのくぼみの中に入れ、蓋をして

凍結する。5分後ペレット用ケーンに凍った精液を素早く移し、液体窒素内で保

存する。

ストロー法:発泡スチロールの箱の中に液体窒素を1/3程度入れ、発泡スチロ

ールの板を浮かべる。0・5mlのストローに注射筒などを利用して希釈精液を吸い

込み、ストローパウダーで栓をする。このストローを液体窒素上に浮かべた発泡

スチロールの板の上に5分間おいて凍結させてから、液体窒素内に落とす。スト

ロー用ケーンに移して液体窒素保管容器内で保存する。

7-3-5・凍結・融解

(1)錠剤法:37℃の生理的食塩水あるいは3%クエン酸ナトリウム液10mlに錠剤10か

ら20個を入れ融解する。これが一回の授精量である。

(2)ストロー法:37℃の温水にストローを入れ、速やかに解凍する。

(3)融解後の精子活力検査:錠剤あるいはストローを同様に融解し、採取したときと

同じ方法で活力および生存率を検査する。

(4)卵黄乳糖液と同じく牛で一般的に使用されている卵黄クエン酸ソーダ液では、融

解後の精子活力はかなり低下する。

7-3-6・授精

人工授精を受ける雌イヌには発情した成イヌを準備する。イヌでは6ヶ月齢以降で性

成熟に達するが、分娩後の哺青を考慮すると1歳以上経過した雌の方が良好な成績が得

られる。イヌの繁殖季節は春秋の2回であるが、室内飼育の動物では年間を通じて発情

する。

発情は子宮からの出血で容易に判定できる。発情出血は最初鮮血で、次第に色が薄く

ピンク色に変化する。発情持続期間9日間で、イヌの精子は雌の体内で比較的長く生存

すると言われるが、発情開始3～4日後、出血がピンク色になった頃が交配の適期であ

るため、この頃に人工授精を行う。

融解精液は、ストローで射精精液の5倍、錠剤では17～30倍まで薄まっている。その

ため錠剤融解精液は10ml注入することが必要である。注入には、カニューレを膣内に入

れ、子宮頸管近くに精液を押し出す。

(若山照彦,福田勝洋)



7　-　4・　ウサギ精子の凍結保存

7-4-1・ウサギ精液凍結保存上の特徴

ウサギの精液も受精卵と同様耐凍剤にDMSOとグリセリンを併用することにより融解後

の生存率を高めることができる。

凍結保存法としては、ストロー法、ペレット法がある。当場においては、取り扱い個

体の確認に便利なストロー法を用いている。

7-4-2・凍結保存法

(1)器具、薬品等

1)精液の採取および性状検査用器材

顕微鏡

顕微鏡加温装置

精液性状検査板

白金耳

pH試験紙

トーマ氏血球計算板

メランジュール

数取り器

ビーカー

人工膣一式(※)

市販品はないので自作する。

外筒:内径2・5cm外径3・Ocmの塩化ビニール管を加工し使用する。

内筒:手術用ゴム手袋の指の部分を利用する。

2)希釈および凍結

精液凍結用希釈液

精液希釈用試験管

メスピペット

温度計

ビーカー

0・5mlストロー

ストローパウダー

発泡スチロール箱(蓋付き)

3)融解および注入

ストローカッター



キムタオル

ポリビーカー

小型試験管

注入用ピペット

※注入用ピペットは、ガラス管を加工して作るか、緬山羊用ガラス注入器が

代用ができる。

(2)希釈液(トリスー卵黄液)の組成

1)1次希釈液

トリスヒドロキシメチルアミノメタン

クエン酸

D-グルコース

ジメチルスルホシキド(DMSO)

卵黄

上記を蒸留水で溶解し100mlにする

2)2次希釈液

1次希釈液に12%の割合でグリセリンを添加する。

7-4-3・精液の採取および凍結保存

(1)精液の採取には、台雌を使う方法と毛皮を腕に巻き付けて取る方法がある。

1)台雌を使う場合は横取り法で基本的に他の家畜の方法と同様である。なるべく

おとなしい台雌を用意し、雄を乗駕させ陰茎を人工腱へ指で誘導しながらすばや

く採取する。

2)毛皮を用いる場合は、腕に雌の尿をつけた毛皮を巻き付け、手の中に人工膣を

持ち、雄を乗駕させる。台雌を使う場合と同様に陰茎を指で誘導し採取する。

(2)人工膣の材料はあらかじめ滅菌して組み立て、40℃の温湯を注入口より注ぎ人工

膣の陰茎挿人側にワセリンをぬっておく。

(3)採取した精液は、温度の障害を受けないよう手で保護しながら、精液と同じ温度

にしてある1次希釈液を加え2倍に希釈する。

なお、以下は一般精液性状検査で異常のないものを用いる。

(4)希釈の終わった精液は、1～3時間かけ5℃まで温度を下降する。

(5)5℃まで温度の下がった希釈精液に同温にしてある2次希釈液で更に倍量に希釈

する。このときグリセリンの影響を低く抑えるため3、4回にわけ2次希釈液を添

加する。

(6)2次希釈の終わった希釈精液は、30分間グリセリン平衡を行う。



(7)グリセリン平衡中に0・5mlストローに希釈液をいれ、ストローパウダーで栓をす

る。

(8)凍結については、発砲スチロール箱に液体窒素を凍結台より約1cm下まで注ぎ一

度、蓋をして発泡スチロール箱を予備冷却する。

※凍結台は試験管立てなどを使う。

(9)凍結台にストローを液体窒素面に水平に並べ発泡スチロール箱に蓋をし10分間液

体窒素ガス中にさらして凍結したた後液体窒素に投入する。

(10)凍結の終わった精液は、液体窒素中で保管する。

7-4-4・融解と人工授精

(1)ビーカーに40・0℃の温湯を用意し、液体窒素より取り出したストローを投入し融

解する。

(2)融解された凍結保存希釈精液は、直ちに性状検査を行い60月‡以上の良好なもの

を人工授精に用いる。

(3)人工授精

1)人工授精をする雌ウサギには、注入5時間前～注入2時間後までにhCGを100IU、

耳静脈より投与するか、精管結紫した雄を交配するかして偽妊娠誘起(排卵誘起)

させる。

2)雌ウサギは、頭部を下にして仰向けに倒立姿勢に保定する。その際一人で実施

する場合は、椅子に座り、膝でウサギの頸部をはさみ尾をつかみ保定する。

3)凍結希釈精液の0・5mlを注入用ピペットに吸い、静かに外陰部より挿入し、5

cmほど挿入したところで、注入器を回すようにしてさらに奥まで挿入し、膣深部

(12～14cm)に精液を注入する。

(山田　清一)
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7　-　5.　ウサギ月蚕の凍布告保存

7-5-1・ウサギ胚の凍結保存上の特徴

ウサギの胚は他の家畜(牛、豚等)に比べ大きく顕微鏡下での操作がしやすい。また、

温度変化に対しても比較的、抵抗性が高いのが特徴である。胚の凍結に際しては、耐凍

剤に通常はグリセリンを用いることが多いが、ウサギの胚の凍結には不通で、DMSOを耐

凍剤としている。ウサギの胚の凍結をする場合卵子の発育ステージは桑実胚まで発育し

たものが融解後最も生存率が高いことが報告されている。

7-5-2・凍結保存法

(1)器具、・薬品等

1)過剰排卵処置

注射筒:lml　注射針:24G

FSH

hCG

2)採卵

注射筒:2m1、5m1、10ml

注射針:24G、18G(先をやすり等で丸めたもの)

シリコンチューブ:6×4mm程度の太さのもの

試験管:10ml程度の容量のもの

ウサギ保定台

クリップ:洗濯ばさみ(ばねをやや弱く加工)

手術用具(メス、鉗子、勇刀、ピンセット、持針器、縫合針、縫合糸等)

パスツールピペット

実体顕微鏡

小型シャーレ

濾過滅菌フィルター(0・22/上m)

潅流液(GIT、和光純薬)

培養液(セルグロッサー、住友製薬)

流動パラフィン

牛血清アルブミン(BSA)

全身麻酔薬

癒着防止剤

血管収縮剤

局所麻酔剤



抗生物質

消毒用アルコール

ヨードチンキ

3)保存

プログラムフリーザー(ET-1、FlIKが使用しやすい)

試験管:10ml程度のもの

実体顕微鏡

小型シャーレ

パスツールピペット

ガラス製注射筒:10ml容量

0・25m1容量プラスチックストロー

滅菌フィルター

凍結基本液(GIT、和光純薬)

耐凍剤(DMSO)

牛血清アルブミン(BSA)

ヨウ化銀

アルギン酸ナトリウム

塩化カルシウム

7-5-3.過剰排卵処置と胚の採取

(1)過剰排卵処置

1)FSH(アントリン)を0・5AU(アーマーユニット)、12時間毎に3日間筋肉内又

は皮下投与後、12時間後に交配し、hCG(プベローゲン)100IUを静脈注射する。

ウサギ過剰排卵誘起ホルモン処置の一例

午前7時

1日目　　　2日目　　　3日目　　　4日目

FSH投与　　FSH投与　　FSIl投与

午後7時　　FSfl投与　　FSfl投与　　FSH投与　　交配(午後8時)

hCG投与

2)交配後60時間～70時間の間で採卵手術を実施すると桑実胚を回収することがで

きる。



交配後

3日目(処置開始後7日目)

午前8時で交配後60時間となるため

午後1時頃より採卵手術を開始する。

(2)採卵

1)ペントバルビタールナトリウム塩液(ネンブタール等)で麻酔をし、仰向けに
・

保定する。

2)強制排尿させ、切開部をバリカン等で毛刈洗浄しておき、イソジン、アルコー

ルで消毒する。

3)血管収綿剤、局所麻酔剤を切開部周辺へ注射する。

4)正中線に沿って恥骨上方2～3cmのところより7cm程度を切開する。

5)生体の左の卵巣および子宮をピンセット、鉗子で保定し、子宮へ針先を丸めた

注射針(18G)をさし、クリップ(洗濯ばさみを加工したもの)で注射針と子宮基

部を押え、卵管采より港流液(GIT)を約5ml静かに注入し、膣へ漏らさぬよう滅

菌試験管へ回収する。

なお、右側の子宮は左側に比べやや上方にある。

6)卵子の回収終了後、子宮および卵巣は腹腔へおさめ癒着防止剤を注入し縫合す

る。

7)縫合剤へは抗生物質を滴下し　ヨードチンキを噴霧し終了する。

8)採卵に用いた動物は2～3度使用することが可能である。

7-5-4・胚の凍結保存と融解・移植

(1)ウサギ胚の凍結法

1)胚を流動パラフィン中のドロップ培養液(セルグロッサーH)の中にいれ、

CO2培養器中(38℃)で温度による障害を防止する(培養液は0・1%BSA添加したも

の)。

2)室温(20℃前後)下で凍結用基本液(GIT)で数回胚を洗浄する。

3)基本液に耐凍剤として11%DMSOを添加するとともに、植氷のためのヨウ化銀

(IAg)を用い、0・25mlのプラスチックストロー中に下記のように胚を封入する。

4)胚を封入したストローをプログラムフリーザー中の-7℃にセットしたアル

コール液中に直接投下し、10分間静置することにょり凍結する。

5)その後、-1。C/分で温度降下させ、最終的に-30℃まで降下させる。なお、

温度の降下速度は事前にプログラムフリーザーにセットしておく。



基凍　空IAg　空　　　胚　　　空IAg　　空

本結

液用　気　　　　気　　　　　　　　気　　　　気

6)-30℃まで降下させたストローは液体窒素中で保管する。

※固定ヨウ化銀の作成法

ヨウ化銀を2%(W/V)アルギン酸ナトリウム水溶液中に2%の濃度になるように

添加し、よく授拝する。次に注射器〔注射針(23G)〕を用いて110mM塩化カルシウム

水溶液中に滴下し、塩化カルシウム溶液中より取り出しよく洗浄し、オートクレー

ブで滅菌する。滅菌したものは使用するまで4℃で保存する。

(2)凍結・融解方法

1)凍結胚の融解は、ストローを液体窒素中より取り出し、手のひらの体温で暖め

急速に融解する。

2)融解した胚は直ちに、固定ヨウ化銀と共に小型シャーレに取り出す。

3)パスツールピペットを用い耐凍剤を除去するため耐凍剤無添加の培養液中に移

す。

4)顕微鏡下で胚を確認し変性のないものを移植に用いる。

(3)移植

1)受卵畜の性周期を同調させるため、移植60～70時間前にhCGを30～100IU、耳静

脈より投与する。

2)麻酔方法および切開までの手順は採卵の場合と同じ。保定は、横位に保定する。

3)左側を開腹する場合は右手を用い切開部位を決定する。人差指を最後肋骨に、

小指を腰角に当て中指と薬指の中間部位をきめ、腹側と背側の中間あたりを切開

する。右側を切開する場合は1cmほど上方を切開する。

4)皮膚、皮下織を約4cm切開し腹膜外腹斜筋および内腹斜筋を鉗子で持ち上げ両

鋭努刀で突き刺し筋層を押し広げるように切開する。

5)切開部位が正しければ切開部位より卵管采が確認できる。

6)卵管、卵管采をあまり刺激しないよう、切開剤より取り出した後鉗子で保定し、

少量の培養液中に浮遊させた胚(片側5個程度)を卵管采より注入する。

7)以後の処置は採卵の手順と同じ。

(山田　清一)



8・有用昆虫遺伝資源の保存・管理

8　-1_　　ミツノヾヲこの飼養管理の基礎

8-1-1・はじめに

ミツバチは花を訪れて花蜜・花粉を集め、これを食物として群れをなして生活を営む

社会性昆虫である。ミツバチの飼養に当たっては、周辺にミツバチが利用することので

きる花を咲かせる植物(養蜂植物)が存在することが必要不可欠の条件である。わが国

の代表的な養蜂植物としてはレンゲ、ナタネ、ミカン、ニセアカシア、トチノキ、シナ

ノキ、ソバ、クローバ類である。ヤブカラシ、セイタカアワダチソウ、キンミツソウと

いった雑草もミツバチにとっては役に立つ養蜂植物である。

8「1-2・蜂群の構成と個体数

ミツバチの群れは1匹の女王蜂(雌)と数万匹の働き蜂(雌)と数千匹の雄蜂から構

成される。働き蜂と雄蜂の個体数は季節的に大きな変動を示し、春から夏にかけて個体

数が急激に増加し、秋から冬にかけて減少する。とくに雄蜂は春から夏にかけての繁殖

期に個体数が多くなるが、冬には全く生存しない。

女王蜂は春から秋にかけてのミツバチの活動期には1日当たり1500個ほどの卵を産む。

女王蜂の寿命は3～5年ほどであるが、年をとると産卵数が減少するので1～2年で女

王蜂を更新するのがよい。働き蜂の寿命は女王蜂に比べると短く、春から秋にかけての

活動期ではおよそ30～50日間で、冬期では3～5月間位生存する。働き蜂は巣造り、育

仔、巣内の清掃、花蜜・花粉の採集、巣内の温度の調節など多くの仕事をする。羽化後

日令が進につれて仕事の分担が巣内から巣外の仕事へと移行する。巣内の仕事をする働

き蜂を内勤蜂、巣外で仕事をする働き蜂を外勤蜂と呼ぶ。雄蜂は生殖に関わるだけで仕

事は何もしない。女王蜂と交尾ができるのほほんの僅かの個体で残りの大多数は無駄飯

食いとなる。

8-1-3・分蜂

分蜂とは巣分かれの現象で春から夏にかけてのミツバチの繁殖期に見られる。繁殖期

′に蜂群の個体数が増加すると、蜂群内で新しい女王を造る群がでる。この蜂群には元々

女王蜂(旧女王)がいるので、新女王蜂との間に競合が起こり、旧女王蜂が蜂群全体の

およそ半数の働き蜂とともに古巣から出て別に蜂群を形成する現象を分蜂と呼ぶ。分蜂

は蜂群が新たに増えるので好ましい現象のようであるが、分蜂した蜂群は高い樹木の枝



などに集結するので捕獲が容易でない。分蜂が起こる蜂群を事前にチェックして分蜂を

捕獲すると蜂群を増やすことができるが、しかしこのような手間をかけることなく、人

工王椀を用いて女王蜂を育成することによって蜂群を増やすことが可能である。ミツバ

チの飼養管理において分蜂を未然に防止するには蜂群内につくられる自然王台や変成王

台を除去することである。

8-1-4・女王蜂の育成

蜂群が女王蜂、働き蜂、雄蜂から構成されることは前述したが、ある特定の蜂群の女

王蜂を造りたい場合には、その蜂群から女王蜂を除去して無女王状態とし、そこへふ化

後3日目までの若令幼虫を移虫した人工王椀を数十個つけた巣枠を挿入して女王蜂を育

成する。女王蜂は約10～12日間で出房するが、女王蜂どうLを一緒にすると闘争が起こ

り死亡個体がでるので、それぞれの女王蜂は隔離して取り扱う。出房した処女王蜂は働

き蜂とともに個々に巣箱に入れ、自然交配させるか、人工交配(人工授精)させる。人

工授精の場合は処女王蜂が飛び出して自然交配しないように幽閉しておく。

8-1-5.自然交配と人工授精

ミツバチの交尾は地上10～50mほどの上空で雄蜂が多数群飛している空間(交尾場所)

へ処女王蜂が飛翔して群飛に加わり飛翔中に行われる。天空高い所で交尾が行われるの

で処女王蜂はどの雄蜂と交尾したのかわからない。処女王蜂は1匹の雄蜂ではなく数匹

の雄蜂と交尾する。このようにミツバチの処女王は不特定の雄と交尾するので、特定の

女王蜂に特定の雄を交配させたい場合には人工授精を行う。女王蜂のつくりかたは前項

で述べたが、交配したい雄蜂の精液を採取して、これを女王蜂のちつに注入する。

8-1-6・盗蜂

盗蜂は蜂群を飼養管理する上で特に注意しなければならない事項の1つである。盗蜂

とはある蜂群の働き蜂が他の蜂群に侵入してそこに貯えてある蜜を盗む行為である。盗

蜂が起こると働き蜂どうLが闘争するために多くの死亡個体がでる。盗蜂の対象になっ

た蜂群は壊滅的な被害を受けることが多い。

盗蜂が起こる原因としては周辺に蜜源植物がない、蜂の状態を観察するために巣箱を

長く開放したり、巣内に貯蜜が欠乏した場合に砂糖液を給与するが給与の際に巣箱の周

囲に砂糖液をこぼした場合、蜂群の個体数が少なく弱小群になった場合などが考えられ

る。したがってこのような原因をつくらないような飼養管理が肝要である。

8--1-7・蜂群の合同

蜂群の個体数(働き蜂)が少ない群を弱小群と呼ぶが、このような蜂群を長期間にわ



たって維持管理してもメリットは少ない。たとえば採蜜量が少ない、盗蜂にあいやすい、

病気や害虫が発生し易い、越冬させにくいなどである。そこで蜂群の個体数の少ない弱

小群は大きな群に合同するのが得策である。合同の仕方は2つの蜂群は元々別個の群を

形成していたので、直接何の処置もせずに合同すると、闘争が起こり多数の死亡個体が

でるので、煙を用いて行う。すなわち、くん煙器で煙を発生させ、この煙を合同する2

つの群の巣箱内に充満させて後、常に多量の煙を吹きかけながら合同作業を行うと、働

き蜂の闘争は起こらず、合同できる。

煙を使わない方法としては、A蜂群とB蜂群を合同する場合、A蜂群の巣箱の上に継

箱を乗せて、この継箱にB蜂群をいれるが、その前に巣箱と継箱の境界に新聞紙を入れ

て両蜂群を隔てる。その後新聞紙に小さい穴を数箇所あけておくと、この穴をかじって

密蜂群の働き蜂が行き来するようになり、時間の経過とともに闘争させることなく合同

できる。合同の際には2つの蜂群の女王のどちらかを除去するか、あるいは隔王板を用

いて2匹の女王を隔離する必要がある。

8-1-8・越夏と越冬

‾昆虫は変温動物であるのでまわりの温度の影響をうける。ミツバチは群れで生存して

いるので、ある程度の巣内の温度調節を行うことができるが、極端な高温や低温には耐

えられないので、その対策を考える必要がある。

夏季には高温のために巣箱内の温度が急に上昇することがあるので換気に十分注意し

なければならない。巣箱を木陰に移動する、日除けを設ける、巣箱の換気窓を開くなど

の処置を構じて高温による蒸殺を防止する。また夏季には蜜源植物の開花の端境期があ

り、この時期は巣内で蜜が欠乏することが多いので、蜂群を内検して、欠乏状態の蜂群

には砂糖液を給与する。砂糖液は重量比で砂糖2に対して水1、または砂糖1にたいし

て水1の割合で溶・液にして用いる。

次に越冬であるが、冬季は蜜源植物の開花が殆どなく、ミツバチは巣内の温度を上げ

るために、はねを振るわせて発熱するが、このエネルギー源は蜜であり巣内に蜜が欠乏

すると飢餓死するので蜜を給与する必要がある。給与に当たってはミツバチの行動が緩

慢になっているため、巣内で蜂が塊をつくって集合している中央に蜜枠を挿入して蜜を

摂取させる。また保温のために巣箱の外側を発泡スチロール板のような断熱材で覆い、

巣箱内の空間には稲藁、新聞紙などをいれる。このようにした巣箱は陽あたりの良い南

面の場所に置く。冬季に温度が極端に低下する地域においては、巣箱を温室に入れて避

寒するなどの越冬対策を構ずる必要がある。蜂群の越冬の際、巣箱内が過湿状態になっ

て底に水が溜まることが多いので、巣箱内の過湿には特に注意しなければならない。
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8-1-9・病気と外敵

ミツバチの飼養にあたって特に警戒しなければならない病気はフソ病である。本病は

家畜法定伝染病に指定されているので、本病が発生すると当該の家畜保健衛生所に届出

を行い、発病蜂群は焼却処分にする。フソ病にはアメリカフソ病とヨーロッパフソ病が

あり、ともに病原体はバクテリアである。その他チョーク病、ノゼマ病、サックブルー

ド病などに注意する必要がある。

外敵としては熊、鳥、スズメバチ、トンボ、カマキリ、カエル、ダニなど大きなもの

から小さなものまで多種をあげることができるが、特に被害が大きく、注意を要するの

はオオスズメバチとミツバチへギイタダニである。オオスズメバチはトラップを取り付

けて襲来を防御するが、集中攻撃を受けた蜂群は簡単に絶滅する。ミツバチへギイタダ

ニはミツバチの幼虫、さなぎ、成虫の体表に寄生して体液を吸う外部寄生性のダニで、

寄生を受けた蜂群にははねが縮れた奇形蜂が出現することが多く、奇形蜂の発生によっ

てミツバチへギイタダニの寄生に気づくのであるが、この場合すでに寄生がひどい状態

である。防除には化学薬剤(バロテックス、アビスタンなど)を用いるが、巣内に有蓋

巣房がない時期に施薬するのが効果的である。

(奥杜隆史)
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8　-　2・　蚕遺伝資源の保存・管理

8-2-1・保存蚕品種の分類

保存蚕品種は地理的品種と突然変異種に大別される。地理的品種は更に日本種、中国

種、欧州種、東南アジア種、眠性種に分類され、前-4者は在来種と改良種に区分されて

いる。また、眠性種は3眠、5眠、6眠が含まれる。

突然変異種は卵、幼虫、蛸、繭、成虫形質および生理的形質、染色体異常、複合型に

分類される。保存蚕品種の系統維持にあたっては以上の分類により取り扱い、年間飼育

計画に基づく蚕期別品種数を表8-2-1に示した。

表8-2-1蚕期別品種数一覧表

第1蚕期 第2 蚕期 第3 蚕期 松　 本 彿

日本種
在 .来　 植

改　 良　 種

4 9

5 5

4 9

5 5

ヰ国種
在　 来　 種

改　 良　 種

5 1

7 1

5 1

7 1

欧州種
在　 来　 種

改　 良　 種

2　7

1 9

2 7

1 9

眠性種 2 1 2 1

熱帯種 6 6

小　 計 1 2 1 8 8 9 0 2 9 9

突
然
変

異
種

卵　 形　 質
幼 虫 形 質
蛸　 形　 質
繭　 形　 質

2 7
5 0
1 0
4

2 7
5　0

1 4

生理的形質
染色体異常
複 合 形 質
新収集形質

1 6
1 0
4 6 3

1 2

1 6
1 0
4 9
1 2

小　 計 7 2 9 1 1 5 1 7 8

合　 計 1 9 3 1 7 9 9 0 1 5 4 7 7

8-2-2・保存蚕品種の掃立計画

(1)保存品種は年1回、桑葉で飼育する。

(2)年度当初に飼育継代について、事業計画を立案し担当者を決める。

(3)概ね第一蚕期(春蚕期)においては、地理的品種の在来種、眠性種、当該年に新



規導入された品種および突然変異種の生理的形質、染色体異常形質、複合型を飼育

する。

(4)第二義期(初秋蚕期)は日本種の改良種、熱帯種および突然変異種の原形保存

(卵、幼虫、繭、蛸、成虫)を飼育する。

(5)第三蚕期(晩秋蚕期)は中国種および欧州種の改良種と熱帯種(年2、3回飼育)

の再飼育を行い系統維持を行う。なお、熱帯種の2回日、3回目の飼育は不越年卵

(生種)を用いる。

(6、)不越年卵と越年卵の識別が出来ない系統「カンボウジュ(多化)、アンナン、マ

イソール」については不越年卵が青み卵になった時、ホルマリン2%で3分間浸潰、

そのまま(水洗いはしない)2時間位風乾し、5℃に冷蔵して置き、再飼育する。

8-2-3・催　青

(1)促音前の作業

1)促音着手の1ヶ月前までに催青室の温湿度、計器類について点検する。

2)催青室は催青着手予定日の10日間前までに洗浄、消毒(ホルマリン3%液2立

を床に散布する)を行う。

3)催青に必要な用具はコンテナ(催青容器)、包み紙、冷蔵缶、羽毛等であり、

いずれも消毒をする。

4)継代用蚕種として保護しておいた蚕種(春蚕期用は中間手入れ式単式冷蔵、初

秋蚕期および晩秋蚕期は複式冷蔵)について掃立予定日の15日前に15℃に出庫し、

3日間保護する。

5)種(蚕種)粘りは、催青着手の1～2ヶ月前(飼育作業等で比較的汚染されて

いない時期)に行っておく。

地理的品種は1系統30～50蛾、突然変異種は15～50蛾から1蛾区当り約50～100

粒ついた蚕種の切片を9×13cm位の画用紙に4蛾分(1品種約2000粒)を貼り付

ける。台紙には、保存番号、品種名を記入しておく。その時、系統の特徴(卵色

など)に基づき以下のように作業する

No.706GrB　は正常卵を除いてGrBのみを種貼りする。

No.705Gr16にも僅かに正常卵が分離するので注意する。

No・7091ⅠW2、No.724pel-2は蛾区内分離であるので正常卵蛾区は使用しない。

No・712pegは重積卵のみを使う。

No.723ト11も蛾区内分離であるので数蛾区用意し、青み卵の時にト11(不活

性死卵)を確認する。

6)劣性致死遺伝子などを持つ系統の場合、ヘテロ型で継代するために1蛾膏を行

い、後代検定をしつつ保存する必要がある。そのため、下記の品種は1品種当り



数蛾区用意する。

No・707ki、No・8421eml、No・845nm、No・846nm一g、

No・847nm一m、No・857トsg、No・878トリソ、No・879　♀3トリソ

7)新規導入品種等については催青着手前に予備催青を行い、活性化状態、促音所

要日数、醇化の斉否などについて調査しておくと良い。

(2)春蚕期の催青

催青着手は一般には桑の発育状態が噴口期から第1開業期が適期であるが、小淵

沢町における4～5月の天候は年次変動が大きいので、適確な判断が望まれる。春

蚕期用は既に中間手入れをして、胚子が概ね丙A～丙Bの状態にあるので、掃立日

より15日前に15℃に出庫し、3日間後に25℃、80%RH、16L・8Dで催青を行う。

なお、飼育予定品種を一斉に掃き立てることができれば飼育作業、温湿度管理お

よび摘桑作業等が容易である。そこで、掃立て予定日の前日を目標に全品種の醇化

を完了させておく必要がある。まず、蚕種を十分に青み卵にする。これを種包み紙

で3方を二重折りにして包み、暗状態にした冷蔵缶(37×23×8.5cmラシャ紙使用)

に入れて逐次5℃に冷蔵しておき、掃き立て予定日の4日前の午後5時頃に5℃か

ら出席して25℃で暗催青を開始する。翌日の朝、初発蟻が見られるので、蟻の掃下

ろしをせずに、そのまま7・5℃に冷蔵し、午後10時頃、再び25℃で暗催青をする。

次の朝、台紙ごと7・5℃に再冷蔵する。この時、醇化状態がほぼ90%以上の品種は

掃立て予定日まで冷蔵しておくが、80%以下の品種は午後10時頃、再び25℃で暗催

青をする。掃立て予定日の前日の朝は明状態で催青して醇化を完了させておき、7・

5℃に再冷蔵する。この方式は蟻の掃下ろしをカットする手法(清水ら、1991)で

ある。ここで暗状態で催青を行うのは、醇化をできる限り抑制し、掃立て予定日の

前日の朝、一斉に酵化させて2夜包みを避けるためである。

坪化不良な系統は常法により蟻蚕を丁寧に掃下ろし、包み紙で包んで、再度掃立

当日まで催青を行う。

蟻蚕は乾燥を避けるために90%前後の湿度に留意し、7.5℃で抑制する。

(3)初・晩秋蚕期の促音

初・晩秋蚕期に掃立る蚕種は複式冷蔵種で、中間手入れ後は2・5℃に保護した蚕

種を用いる。この場合も掃立予定日の15日前に15℃、3日間保護し促音する。催青

方法は春蚕期の場合と同様でよい。

(4)催青中の卵又は解化した蟻蚕の冷蔵

催青を開始した後、何らかの事情で掃立日を延期する必要が生じた場合、催青中



の卵または解化した蟻蚕を冷蔵することによってある程度まで対応できる。

催青中の卵を冷蔵する場合は、胚に附属肢突起が生じた時期又は完全に青み卵と

なった時期が望ましく、この場合は5℃に冷蔵する。卵および蟻蚕の冷蔵可能時期

および期間と温度は次のとおりである。

冷蔵の時期および可能期間と温度

冷蔵の時期 可能期間 貯蔵温度

①　 附属肢突起形成時 1 0 日間 5 ℃

②　 青み卵 7 ～ 1 0 日間 5 ℃

③　 蟻蚕 2 ～ 3 日以内 7.5 または10℃

なお、冷蔵中の湿度は高い方が望ましいので、冷蔵容器内に湿布等を置いて冷蔵

する。また、冷蔵した後再び促音を開始する場合は

①の場合:中間温度(15℃)に6時間おいてから25℃に出して催青する。

②の場合:掃立3日前の夕刻に取り出し、冷蔵缶(暗)のまま.15℃に2時間おい

た後25℃に保護し、掃立前日までに酵化させる。

③の場合:出席後15℃に1時間おいた後掃立てる。

8-2-4・飼育室等の洗浄・消毒

(1)4月中旬頃より飼育室・蚕具および促音室の洗浄を始めて、飼育箱等の紙貼りを

する。蚕具の諸準備が完了したならば掃立て予定日の10日間前までに消毒を行う。

(2)消毒はホルマリン2%で3・3m2当り3立散布が基準(木造)とされている。

当飼育室(約600m2)は550立の散布必要量(ホルマリンは26のであるがRC構造

であるので半量の225立の散布で良い。

(3)ハウススプレー(7県ツ)はホルマリン原液によるガス状の散布であるので13立が

必要である。この機種の散布能力は1時間当り9立であるから、1時間30分の散布

時間にセットすれば良い。

(4)当研究室では飼育室と貯桑場を2台のハウススプレーを用いるので、10立と3立

のホルマリン原液に分け、散布時間を1時間10分にセットすれば良い。また、飼育

室は密閉し、温度は25℃(加湿はしない)にして24時間後に開放する。

8-2-5.掃立・飼育

(1)掃立準備は掃立2、3日前までに飼育箱・防乾紙・羽毛・竹箸・品種看板・飼育

経過表・飼育野帳等を用意する。また、掃立前日には椎蚕用桑を摘んでおく。

(2)蟻蚕を冷蔵した品種は出庫し、15℃に1時間位おいてから掃立する。掃立してか

ら2時間後の11時以後に、桑葉に付着した蟻蚕を羽毛で掃き下ろし、7cm角位に整

座する。



(3)給桑は8時30分と16時の2回行う。

(4)桑葉の乾燥を防ぐため、1齢は稚蚕飼育箱(52×38×6cm)に防乾紙(50×36cm)

を半折りにして飼育する。

(5)蚕体消毒は3、4齢起蚕時に虚弱性の品種のみについて行う。虚弱性品種(No・6

71N・S、No・722　日124号系死卵、No・822cfーe、No・940rt3眠)

(6)2齢起蚕飼育からは防乾紙の覆いはなるべくしないほうが良い。防乾紙の覆いを

しない飼育は蚕座が高湿度にならないので、蚕体消毒をしなくても支障がない。眠

中は防乾紙の覆いを取り蚕座を乾燥させる。

(7)4齢2日目に、1品種につき200～400頑を採り、壮蚕用飼育箱(100　×72×　6

cm)で飼育する。

(8)400頭飼育品種(No.302紅支那と上記虚弱性品種)

(9)突然変異種には斑紋により、交配形式が異なる品種があるので調査をしてから、

雌雄の斑紋毎にそれぞれ150頭づつ取り　300頭を飼育する。また、「不眠蚕」など

の突然変異系統でヘテロ型で系統を維持する場合は発育経過などを調査(後代検定)

し、1蛾青をする。

交配形式は「性状調査台帳」と「飼育成績一括表」に記載されているので参照する。

(10)飼育から産卵までの温湿度は下記を基準にして勘案する。特に初秋蚕期は高湿度

になり易いので注意する。

奉期 奉蚕画 初級蚕期 晩秋蚕期

温度　 湿度　 眠中 温度 `濾 度　 眼中 温度　 ‾湿度　 眠車

・1・、齢

・21F.

3

.4
5

・27　　 77　　 75

26　 .7 5　　 7 O r.

26　　 75　　 70

25 .　 70 .　 6 5

24　　 70　 .65

26・　 75　　 -70

°26　　 7 3　　 70、1‥

26　　 73　　 70

25 -　　70三・　 月5'.・

24・　 7 0‾1 .65

27　　 77　　 ‾75

26　　 75　　 70`̀‾

26　　 75　　 70

25　　 70・ 165ニー

24　　 70　　 65・‥

上族中

採種中

産卵後

25　　 60

25　　 70

25　　 75

25　　 60

25　　 70

25 . し̀75

25　　 60

25　　 70

25　　 て5 .

(11)5齢の盛食期に幼虫調査を行なう。

幼虫斑紋は形、姫、暗色等数の多い順に分離比の概数を記す。

限性品種はそれぞれの斑紋による雌雄を確認する。



幼虫体色　青系、赤系、淡赤系等。

幼虫体形　細長、普通、短大等。

(12)突然変異種で幼虫斑紋の分離する品種は調査をする。

調査品種は飼育成績一括表を参考にする。

8-2-6!上藻・収繭

(1)5齢4日～7日になって初熟蚕が出た品種はコンタミを防ぐ為に熟蚕覆い(102×

74×　5cm)をする。熟蚕は上表マブシ(51×37×4・5cm)に70頑位入れて上兼する。

玉繭蚕の多い品種は50頭位が適当である。

(2)営南中は高温や多湿を避け、25℃内外を目標とし、換気通風を計って乾燥に努め

る。蒙器は必らず消毒し、使用後は蚕糞を除き洗浄し、日乾する。

(3)こも抜き(蚕座紙)は、約95%の蚕が糸を吐き、営繭してやや薄皮繭になりかけ

た頃で、時間的には品種、幼虫の熟度、温度などによって異なるが、上産後24～48

時間頃に行う。営繭を始めないものはゴロツキ蚕として記録し、消毒液に浸漬して

から廃棄する(蚕病の予防措置)。

(4)収繭は、春蚕期および晩秋蚕期は上衷後7日目、初秋蚕期は6日目に行う。繭調

査は収繭の翌日に行う。

形態異常突然変異種のCf　とcf-eは、蛸建部が膨張して突出し、傷がつき易い

ので手で丁寧に毛羽取りをする。

収繭後、無選別の種繭150～200粒を採り、正常卵蛾区50蛾を目標に採種し、翌

年用の原種とする。

(5)選繭は収繭調査の際、外観上明らかに死んでいるもの、薄皮繭、奇形繭、玉南蛮

等を除く。

8-2-7・採　種

(1)種菌は収南後甚しい不良繭を除き、毛羽を去り、蚕箔上になるべく薄く平らに並

べ、換気の良い室に静置する。保護温度は25℃が最適である。

採種箱に詰め、発蛾前日までに種繭の上に穴紙(径2cmぐらいの孔をあけた紙)

で覆う。蛾を拾い易く、発蛾後の放尿で汚染することを防ぐためである。

採種箱は椎蚕飼育箱を再利用する。異種の蛾の混入を防ぐ為に採種覆(55×42×

2cl〕)をする。

(2)改良型品種等は繭層が厚く発蛾状態が悪いので切開しておくことが必要である。

(3)限性品種は切開後、斑紋による雌雄の再確認をする。

(4)突然変異種は斑紋により分離調査をした後、交配形式が異なる品種があるので注

意する。



交配形式が異なる品種は突然変異種の「性状調査台帳」と「飼育成績一括表」に

記載されているので参照する。

(5)交尾中は部屋を薄暗くして強い光線や、風のあたることを防ぎ、振動を与えない

ように注意する。

(6)大体3～4時間交尾させて割愛し、雌蛾を紙にのせてその両端を持ち、静かに揺

り動かして放尿させる。

雄蛾を即日、再交尾に用いる時は1～2時間以上休養させる。

(7)雌蛾を蚕卵台紙上に移し、産卵させる時間は越年種製造の場合、室内温度が25℃

前後では翌々朝までおいて収蛾する。

(8)蛸を冷蔵する場合は、上衷後6～7日目か、発蛾の前日に7℃に冷蔵する。蛾の

場合は、5～7・5℃に2～3日はよいが、雌蛾の冷蔵はなるべくさける。

(9)母蛾は、母蛾検査(微粒子病検査)のため燐毛を飛ばさないように蛾箱に納め、

腐敗を防ぐため自然死の間近に、乾燥し(75℃前後で8時間内外)微菌の繁殖をし

ないように保存する。

(10)不産卵および少数卵蛾区の母蛾は廃棄して母蛾検査はしない。

少数卵蛾区は産卵状態調査をし、卵を台紙から剥離して廃棄する。

(11)蚕種は次のものを除く

1)品種特有の卵色を有しないもの

2)一蛾区に著しく異なる卵色の混在するもの

3)死卵、不受精卵、再出卵等が著しいもの

4)卵数の少ない蛾区

8-2-8・飼育、繭および蚕種の保護に関する調査

(1)調査の項目は、別表のとおりとするが、1次特性(表型形質)の化性、眠性、越

年卵色、蟻色、斑紋、脚色、繭色、繭形、ちぢら、遺伝子型)および醇化歩合、滅

蚕歩合、玉繭蚕歩合等は年度毎に調査する。

2次特性(生態的特性・各種の抵抗性等)は研究として行う。

3次特性(収量・品質・成分等)の1立粒数、全繭量、繭層重、繭層歩合等は3

年に1回の調査でもよい。

(2)標本商は横切り繭とし毎年1品種30粒づつ採り、次年度に更新する。

(3)調査および記録

解化歩合:対受精卵醇化歩合を%で記す(以下、歩合はすべて%で示す)。小数

点以下不要(小数点以下1位まで算出し、これを4捨5人する)。醇

化調査する蚕種は掃立後再び紙に包んで一枚並べに保護しておく。

掃立月　日:月日および時間を記入する。



上蒙月　日:月日および時間を記入する。

基本蚕数:4齢起蚕を記入する。

飼育目数:5齢および全齢日数とする。それぞれ、餉食時刻か終熟までの期間を

日数で示す。終熟は95%以上とする。

飼育温湿度:各日の平均温湿度から算出する。

温度は摂氏で表わし、小数点以下1位まで。湿度は小数点以下不要。

減蚕歩合:基本蚕数に対する減蚕歩合を示す。小数点以下不要。ただし0・5%以

下の場合は0とせず、そのままの数字を記す。

三眠蚕数:三眠蚕の数を記す。

不結繭蚕数:ゴロツキ蚕の数を示す。

発育の概況:稚蚕期および壮蚕期の蚕児発育の良否、食桑の状態、眠起の斉否、病

蚕発現の多少、時期、種類等を記す。

玉繭蚕歩合:結繭蚕数に対する玉繭蚕歩合を示す。小数点以下不要。ただし0.5%

以下の場合は0とせず、そのままの数字を記す。

繭の肉眼観察

繭　　　色:純白、白、鋳白、笹(濃・淡)、黄、金黄、肉黄、肉色等に分ける。

繭　　　形:俵形(浅紅、探経)、楕円(長・短)、球形、紡錘形等に分ける。

ち　ぢ　ら:粗、普通、密、浮等に分ける。

斉　　　否:大小、形状等の斉否を示す。

そ　の　他:異状繭(尖り繭、破風抜繭、不整形繭等)の種類二重繭層等を示す。

玉繭蚕歩合:算出式

玉繭蚕歩合(%)

繭層歩合:繭重、繭層重から算出し、%をもって示す。小数点以下1位まで。

8-2-9・蚕種の保護

(1)春採り蚕種

1)産卵直後の保護:産卵中から、蚕種の越年卵としての生理作用が一応安定するま

での時期、すなわち産卵後7～10日までの期間(前休眠期)は、細胞分裂が盛んに

行なわれ呼吸も盛んな時期であるから、これらの生理作用を妨げないように、蚕種

の取扱いは丁寧にして物理的な衝撃を避け、温度は23～25℃、湿度は75～80%に保

つ。温度が28℃以上、または20℃以下になるのはよくない。

2)夏期の保護:前休眠期から休眠完成までの50～60日間は、温度は23～25℃、湿度

は多湿または過乾にならぬように保護して休眠を完成させる。この期間は外温が相

当に高くなるから、蚕種庫内の温度には注意する。



3)秋期から初冬期の保護:9月中旬から12月上旬までの期間の1日の平均気温は23

～15℃と順次下降し、ところによっては5℃にまでもなる。蚕種はこの期間の前半

は未だ不活性卵であるが、後半には準活性卵になるものがあるので、高温には十分

注意する。蚕種は温度の激変が少ない蚕種庫に保護し、自然の温度降下にまかせる

が、自然温度が9月中旬以降もなお23℃以上を持続するようであれば人工的に漸次

温度を下げ、9月中～下旬に20℃になるようにする。

4)冬期から翌春にかけての保護:中間手入れ式単式冷蔵法によって保護する。

中間手入れ式単式冷蔵法

a　活性化を進める(蚕種の種洗い後に保護する)

b　活性化した蚕種の冷蔵

C　中間手入れ

d　再冷蔵

冬期は活性化がおくれた卵の活性化を進め、活性化の進んでいる卵の発育を抑制

して蚕種の活性化を揃える時期で、そのために蚕種を5℃に保護する。5℃保護の

期間は40～60日とする。

この5℃に保護している間(1月下旬から～2月上旬頃)に大部分の卵は活性化

するので、卵の消耗を少なくするために2・5℃に冷蔵する。この2・5℃に冷蔵する

時期は卵の活性化の進み具合によって決める。2・5℃冷蔵の期間は、中間手入れま

での40～60日位とする。中間手入れは3月中・下旬に10～15℃で行う。

活性化が揃った卵ならば10℃に約10日間保護すれば丙A～丙B(最長期)になる

が、毎日卵を解剖して胚子の発育状態を調査する。中間手入れ終了後、卵は再び

2.5℃に冷蔵し催青着手までおく。なお、2・5℃冷蔵の期間の限度は60日である。

(注意)　中間手入れは活性化の不十分な卵や活性化が不揃いな卵に形式的に行な

うとかえって書になるので注意をする。



(2)初秋採り蚕種

産卵中から休眠完成までの保護温度は23～25℃とし、湿度は75～80%とする。こ

の温度に25～30日間保護した後、20℃に20日間おく。それ以後順次温度を下げて自

然温度に移す。自然温度に移してからの保護は春採り蚕種に準じて行なう。

(3)晩秋採り蚕種

産卵中から休眠完成までの保護温度は23～25℃とし、湿度は75～80%とする。こ

の時期は特に乾燥するから補湿に留意する。高温保護期間は翌春の掃立時期の早晩

によって決める。例えば、10月産卵したものを翌春5月上旬に酵化させる場合には

23～25℃に約20～25日間保護し、それ以後は3日に2・5～5℃あるいは1週間に5

℃の割合で保護温度を下げて自然温度に移し、以後は春採り蚕種に準じて取扱う。

晩秋採り蚕種の活性化は高温保護日数に対する低温保護日数の関係で春探りより

も遅く、2.5℃に冷蔵する時期は3月頃になる。

(4)晩秋採り蚕種を翌年の晩秋蚕期に飼育する場合の保護

産 1卵 後 の 保 .護 _、冷 ・　　 蔵
中間
手入

再冷蔵

℃ 25 20 15 1、0 5 2・も -2・5 10 ・2・5

.日　 数 30 14 7 7 6 0 _ 30 105 10

当室では12月10日前後に種洗いを行うので、その後に5℃に冷蔵する。

(5)中間手入れ式単式冷蔵によらない保護

1)単式冷蔵

越年蚕種を蚕種庫内の自然温度で保護し、胚が丙A～丙Bに発育したときに2・5

℃に冷蔵し催青着手までおく。自然温度で胚が丙A～丙Bになる時期は年にょり、

地方により、また品種によって多少違うが、前年の成績あるいは胚の発育程度を参
ヽ

考にして冷蔵の適期を失わないようにする。

2)複式冷蔵

甲胚子の時期(1月)に-2・5℃に冷蔵し、約100～120　日経過のときに一旦出庫

して10℃に約8日間おき、胚を丙A～丙Bに進めてから2・5℃に再冷蔵する。再冷

蔵以後の冷蔵有効期間は約60日程度である。なお中間手入れ法と同様に10℃に8日

間保護する間、卵を毎日解剖して胚の発育状態を調査する。



8-2-10・産卵に関する調査

(1)産卵状態

産卵状態によって調査する蛾区をつぎに示す順序で8種類に分類し、それぞれを

歩合で示す。この場合、平均産卵数は正常卵蛾と思われる蛾区10蛾をとり、その卵

数の平均値を求めて平均産卵数とする。

1)不産卵蛾区:産卵しないもの、または産卵数が数粒以下のもの(不受精卵、

受精卵とも)

2)少数卵蛾区:産卵数が平均産卵数の約40%以下のもの

3)不受精卵蛾区:平均産卵数の約20%以上の不受精卵を混在するもの

4)不越年卵蛾区:平均産卵数の約20%以上の不越年卵を混ずるもの

5)異形卵蛾区:平均産卵数の約20%以上の異形卵を混ずるもの

6)累積卵蛾区:累積卵の著しいもの

7)その他卵蛾区:死卵が著しく多いもの、不着卵蛾区等

8)正常卵蛾区:以上7項に該当しないもの

亡】ロロ

種

名

不蛾1

華

卵区

歩合

%

小蛾

数

卵区

歩合

%

不卵

受蛾

精区

歩合

%

不卵

越蛾

年区

歩合

%

異蛾

形

卵区

歩合

%

累蛾

積

卵区

歩合

%

そ卵

の蛾

他区

歩合

%

平蛾

常

卵区

歩合

%

計

(2)産卵数

各品種毎に発蛾最盛日に採種した正常卵蛾10蛾を無差別に採り、1蛾ごとに正常

卵数、死卵数、不受精卵数および再出卵数を調査する。卵を数える時は卵をセロハ

ンシ紙などの透明な紙で覆い、卵面を汚さないように注意して計測する。

8-2-11.蚕種の卵面消毒・水洗

(1)種洗いの時期

気温と水温がほぼ等しくなる12月上旬に行う。

(2)卵面消毒後の卵はよく水洗した後、風乾する。

一(3)越年蚕種の水洗後、風乾した蚕種は5℃に保護する。

水洗作業は、蚕種に対する種々な物理的刺激を伴い、それが原因で蚕種の活性化



を促す場合があるので、水洗いした蚕種はなるべく早く5℃に冷蔵する。この5℃

冷蔵によって活性化の進んだものはその発育を抑え、遅れているものは活性化を促

進して蚕種全体の胚発育の程度を揃えることができる。

卵面消毒のための処理条件

ホルマリン濃度 液　 温 浸潰時間 備　　　 考

%

2

3

2

3

℃

1 0

1 5

2 0

2 0

分

6 0

3 0

4 0

2 0

冬期に消毒する場合

.冬期または催青前の消毒
促音前の消毒

催青前の消毒

※注意

①越年蚕種は卵面消毒を必ず行う。

②風乾中の温度は、水洗処理以前の保護温度より高くならないようにする。

8-2-12・蚕種の保護場所および分譲

(1)蚕種の保護は危険防止のため1品種を2分割して、小淵沢および松本支所の2場

所において行う。

(2)蚕種等の分譲は、「保存品種の蚕種分譲規定」による。

8-2-13・産卵の解剖

蚕種の保護および取扱いを正確にするためには必要に応じて産卵を解剖し、胚の発育

程度を調べねばならない。胚の発育程度を判定するには、解剖して取り出した胚の形態

を、高見・北沢の胚発生段階表(蚕糸試験場彙報第75号、1960)と照合する。

産卵の解剖法

(1)卵を75℃の温湯に入れて固定する。国定時間は3～5分の範囲でよい。発育程度

の若い卵は固定時間を短めにすると胚と卵黄が離れ易いので、胚をとり出すのに都

合がよい。

(2)平付および据付蚕種は吸取紙あるいは日本紙のようなもので吸水し乾かす。ばら

種は紙に貼り付ける。

(3)解剖顕微鏡下で鋭利な針を用い卵殻をとり除く。

(4)これを台紙のまま肉池に入れ、スポイトを用いて卵面に水を吹きかけると胚が卵



殻外に出てくる。

(5)とり出した胚は形態をよく観察して胚の発育程度を正確に判定しなければならな

い。発育程度が若い胚の形態を観察するにはメチレンブルーまたは明ばんカーミン

で染めるとよい。メチンブルーで染めるには、2%水溶液で10分ぐらい染色しその

まま鏡検する。また明ばんカーミン液で染色するには下記に示す方法で作った染色

液で10～20分間染める。染色が濃過ぎたら塩酸アルコールで脱色する。1日程度保

存するには水または30%アルコールの中に入れておけばよいが、脱色したときの塩

酸アルコールが残っているとさらに脱色が進むので注意する。

明ばんカーミン液の作り方

明ばん　　　　5g

水　　　　　100ml

カーミン　　　2g.

明ばんに水を加え、熟しながらカーミンを加えて15分程煮沸する。冷却後濾過し、

少量のフォルマリンまたは石炭酸などの防腐剤を加えて貯える。脱色用塩酸アルコ

ールは、30%アルコール中に塩酸を1%の割合になるように加えて作る。

8-2-14・人工畔化

(1)即時浸酸法

1)加温浸酸法

浸酸時期　産卵後25℃で保護し、20時間経ったとき(胚がふた葉期に達した頃)。

塩酸液温　46℃

塩酸比重15℃における比重が1・075。

浸潰時間　中国種2化性は6～7分。日本種2化性は5～6分、欧州種は6～

7分。その他交雑種は母体原種に準ずる。

※注意

①浸酸の時期は産卵後の保護温度が25℃の場合には産卵後20時間日が標準であ

るが、保護温度が低いときには浸酸を遅くし、逆に高い温度で保護したもの

は早目に浸酸して、浸酸時期が胚のふた葉期頃になるようにする。実用的に

は前日午後8時に収蛾したものを翌日午後4時に浸酸する。

②浸潰時期は、品種によりかなり差があるので注意する。

2)常温浸酸法

浸酸時期　産卵後25℃で保護し、15～20時間経ったとき。

塩酸液温　25℃前後に温めたものを使う。

塩酸比重15℃における比重が1.110。



浸漬時間　50～60分間。

浸酸後は流水を用いて卵面あるいは台紙に酸味が残らなくなるまでよく水

洗いする。水洗後10時間以上湿ったままでおくと卵の生理上よくないのでな

るべく早く乾燥させる。

(2)浸酸前の一時冷蔵

産卵後25℃で20時間を経過したときに5℃に冷蔵する。期間は1週間ぐらいは冷

蔵可能であるが、できるだけ短くした方がよい。冷蔵庫から出庫した後は25℃の温

度に2～4時間おいてから浸酸する。

(3)浸酸後の一時冷蔵

浸酸後すぐに催青しないときには冷蔵して促音開始を遅らせることができる。そ

の方法として次の二通りがあるが、いずれの方法を用いるにしても冷蔵の期間は20

日以内にとどめるのがよい。

1)浸酸後25℃に保護しておき、40時間を経過したときに2・5～5℃に冷蔵する。

2)浸酸後25℃に保護しておき、18～20時間を経過したときに2・5℃に冷蔵する。

※注意

冷蔵時期は浸酸後の経過時間だけでなく、胚の発育程度を参考にして決める。

浸酸後25℃で保護した卵の胚は、20時間日にダルマ形期をわずかに過ぎた状態

になり、また40時間日には付属肢が生じているので、これを目標にするのが望

ましい。

(4)冷蔵浸酸法

1)冷蔵

冷蔵時期　産卵後25℃で保護し、48時間経ったとき。

冷蔵温度　5℃

冷蔵期間　30～50日

2)浸酸

浸酸時期　出席後25℃に2～4時間保護した後浸酸する。

塩酸液温　48℃

塩酸比重15℃における比重が1.100。

浸潰時間　5～6分

即時浸酸のときと同様によく水洗いし、なるべく早く乾燥燥する。冷蔵期

間が30日よりも短いときは醇化がよくない場合が多い。また、50日より長く

なると浸酸刺激を弱くしなければならない。



(5)冷蔵浸酸種の再冷蔵

1)冷蔵浸酸後に蚕種を再冷蔵するには、浸酸後25℃に保護しておき、12時間日ま

たは48時間日に15℃に6時間ぐらい保護してから5℃に冷蔵する。

※注意

冷蔵浸酸種を再冷蔵するときに起る保護温度の激変は、白ハゼ卵の原因にな

るので冷蔵あるいは催青のための出庫に際しては必らず中間温度(15℃)をと

るようにしなければならない。

2)人工筋化法全般に対する注意

①塩酸濃度の調整は比重計ばかりでなく、簡易塩酸濃度検液(蚕糸研究・55号)

を用いると便利である。

②産卵の脱落防止のために、塩酸液量の15%に相当するフォルムアルデヒドを加

えるか、浸酸前にフォルムアルデヒド2%液に浸し乾かしてから浸酸する。

③新しい塩酸を初めて使うときにはあらかじめ少量の蚕種で試験的に浸酸を行い、

有毒な含有物の有無を調べておくとよい。

④温度計、比重計は使用前に正確かどうか調べておく。

⑤浸酸中は液温が変化しないように努め、やむを得ず温度が変わったときは浸酸

時間で適宜調節する。

(6)浸酸効果の判定

浸酸後の卵にみられる形態的変化は浸酸効果の判定に利用することができる。

1)浸酸後1日経過すると、浸酸の効いた卵の水引は無浸酸の卵に比べて深くなる。

なお、浸酸刺激が強すぎると水引が極端に深くなる。

2)即時浸酸の場合は処理が効いた卵の色は無浸酸の卵よりいくぶん淡い。

3)もっとも実用的で確実な浸酸効果の判定法は、浸酸後2～3日後に卵を解剖し

胚の発育状態とその斉否を調べることである。

即浸種は2日後、冷浸種は3日後になると胚に付属肢の有無を日印にして胚の

発育程度を調べると良い。

8-2-15・母蛾検査

母蛾検査は蚕糸業法施行令の一部改正(昭和43年6月)により、検査試料として「省

令ヲ以テ定ムル数ノ蛾」すなわち集団検査によることを規定しており、第16条の附則に

「特別の事由により」改正前の第16条の痩定を通用する場合が認められている。試験研

究機関としては、両者の検査が行なわれるので、「一蛾」および「集団蛾」の検査の方

法について記述する。



(1)集団検査

集団検査は集団検査装置のカッター式ミキサーによる麿砕と、遠心分離器による

集胞子法によって行ない、その手順は次の表のとおりである。

原 々 蚕 種 原　 蚕　 種 普通蚕種

管 痙 目標 完全無毒 0・5 % 以内

検 査 型 式 全数検査 抜取検査

検 査 蛾 数 14_蛾 28 蛾 30 蛾

磨 砕 溶 液 0・5% 無水炭酸カリ溶液

液　　　量 腫用 霊 腫) 1鋸圭
麿 砕 時 間 2 分　 回転数 9,000～ 10,000 r・p・柑

静 置 時 間 2 分

濾　　　 過 5 ～10分 (濾紙 ・脱脂綿)

遠 心 沈 殿 `
㍑ 針 描 結 鍔 鐙 (1・5、00×C 3 r分)

浸透・溶解
(乾)　沈漆に2%苛性カリ溶液2mlを加え浸透・溶解
(生)　なにも入れないで浸透・溶解

鏡　　　検　　2鏡面　　10視野

再遠心沈殿　　沈漆に水70～80mlを加え、1,500×G　3分間の沈殿を行

鏡　　　検　　ない、浸透・溶解して鏡検する。

(生):生蛾　　　(乾):乾燥蛾

磨砕溶液は生蛾のときも同一濃度でよいが、遠沈の際中間浮遊物が生じる場合は、

その濃度を0・7%程度に補正する。逆に麿砕溶液の濃度が高いと濾過の際に、目づま

りが生じるような場合は溶液の濃度を低くする必要がある。

鏡検の際、生蛾の場合の沈漆の溶液には苛性カリ溶液を用いずそのままか、あるい

は0.5%無水炭酸カリ溶液を少量加えて溶解する。また中間浮遊物を生じた場合は、

それを上清液とともに捨て、底部に残る沈漆だけを溶解する。

(2)個体検査

1)試料の麿砕

生蛾の場合は水で、乾燥蛾の場合は2%苛性カリ溶液2mlで麿砕する。

2)集胞子法

十分に麿砕した液をCH式濾器を用いて、濾過しながら沈降管(高さ7cm、液量



5ml、上下にゴム栓)を注ぎ入れ、さらに水を加えて5mlとする。

自然沈降法の場合は生蛾で24時間、乾燥蛾で48時間静置する10℃以上の室温に放

置する場合は10%フォルマリン、または5%クレゾールを数滴加える。

遠心分離法における回転時間は、遠心器の回転半径によって異なるので、それぞ

れの遠心器について、回転速度と回転時間を定める必要がある。集団検査の場合に

1,500g、3分間とすればよい。

3)母蛾の乾燥および保存

母蛾の乾燥は、収蛾後はなるべく早い時期に行なう。乾燥温度は65～75℃とする。

乾燥後、長期に保存する場合は防虫剤を入れ、缶またはビニール袋に密封して保存

する。

4)鏡検

胞子は普通顕微鏡の絞りを細めれば観察し易いが、さらに位相差顕微鏡を用いる

と、目の疲労も少なく、未熟胞子の検出も容易である。

位相差装置は、輪状絞りのターレット集光器と、位相差板の組み込まれている対

物レンズよりなっている。対物レンズはダークコントラストのDLLx40で鏡検でき

る。

(清水久仁光,小瀬川英一,
日本　典秀,岡島　輝雄,
木村　滋)
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9・動物遺伝資源データ管理システム

9　-1.　動物遺伝資源のノヾスポ-　トデ-タ

9-1-1・はじめに

動物遺伝資源の収集を行うと、同時にパスポートデータが得られる。パスポートデー

タは、遺伝資源の保存管理場所、動物種類、品種、系統名、来歴、取得区分、原産地、

保存形態などを記入したもので、動物遺伝資源の戸籍に相当する。動物遺伝資源の収集

時に記入された「動物遺伝資源パスポート・保存管理情報記入麦」は、センターバンクに

おいてデータベースに登録される。これらのデータのうち、機関名、室名、動物名、原

産地などはコード番号に変換されて入力される。入力形式をそろえるのは、データの検

索を機械的に行い易くするためである。

動物遺伝資源の利用に関心がある研究者は、まず「動物遺伝資源収集保存目録」で検索

したい動物の整理番号を調べる。次にパスポートデータベースから取り出したい動物の

整理番号を入力する。このことにより該当する動物のパスポートデータが出力される。

整理番号が分からない場合においても、キーワードや機関名、室名、動物名、原産地な

どのコード番号も検索できる。

動物遺伝資源のパスポートデータベースは、農業生物資源研究所ジーンバンクのコン

ピュータで利用できる。このコンピュータは、つくばの農林研究団地のみならず、各地

域農業試験場からもアクセスできる。ただし接続方法は変更の可能性があるので、詳細

はセンターバンクに問い合わせられたい。

なお動物遺伝資源のパスポートデータの検索は、独立したパソコンを用いてLotus主2

-3によっても利用できるようにしてある。これはジーンバンクとネットワークで直接結

ばれていない機関の便宜を図るためである。

9-1-2・動物遺伝資源パスポートデータの検索

ここでは動物遺伝資源パスポートデータを検索する方法について説明する。

(1)検索プログラムの起動と終了

1)起　動

パスポートデータ検索プログラムを起動すると次のような画面が表示される。



2)プログラムの終了

Eまたはeを押すとプログラムは終了する。ジーンバンクに接続中は、電源を

切ったりリセットをせず、必ずプログラムを終了させる。リセット等によりプロ

グラムを異常終了させてしまった場合は、システム管理者に連絡しなければなら

ない(

(2)オプションの選択による検索プログラムの操作

検索プログラムは、オプションの選択により操作する。オプションとは、画面上

部に表示されている「Q/検索　K/キイワード　N/次」などの操作メニューである。

Q/検索　　　　　パスポートデータを10000件まで検索する
K/キイワード　　キイワード検索を行う
N/次　　　　　　パスポートのデータ表示を1件先に進める
P/前　　　　　　パスポートのデータ表示を1件前に戻す
F/最初　　　　リスト中の最初のパスポートのデータを表示する
L/最後　　　　リスト中の最後のパスポートのデータを表示する

J/指定　　　　リスト中の指定し亘パスポートのデータを表示する
S/一覧　　　　　検索結果の一覧を表示し、選択する
&/絞込　　　　　絞り込み検索を行う
0/その他　　　　機関コード,部室コード,動物番号,原産地コードの検索を行う
E/終了　　　　　PASSPORTメニューを終了する



オプションの選択はアルファベットを人力するか、「←」「→」キーまたは、スペー

スキー、BSキーで反転部分を移動しリターンキーを押して選択する。

(3)検　索

与えた条件に適合するパスポートデータを検索する。まず、オプションの　Q/検

索を選択する。

検索したい条件の項目に、「↑」「↓」キーでカーソルを移動し条件を入力する。

検索条件にはワイルドカード(後述説明)が使用できる。また複数の項目の検索

条件は、AND条件となる。



条件の入力が終わったら、ESC(エスケープ)キーを押す。検索式を自動作成

し検索を実行する。

条件に適合したデータのうち最初のデータが表示される。

ここで3行目の検索数/と現在/は、条件に適合するデータは29件あり、表示して

いるのはその1番目であることを示している。

(4)各種コード表の検索

パスポートデータでは、機関名、室名、動物名、原産地などは、コード番号で入

力される。したがって、これらを条件として検索するには、コード番号を調べなけ

ればならない。

オプションの0/その他を選択すると、次のような画面が表示される。



1)械関コードの検索

オプションの0/その他を選択し、1(機関コード検索)を入力しリターンキー

を押すと、次のような両面が表示されるので、条件を入力する。

この場合、機関コードが1で始まる機関を検索する。(1の後の*は、ワイ

ルドカードである。ゼロ個以上の任意の文字列を表し、あいまいな文字列の検索

ができる。ワイルドカードは、パスポートデータの検索にも使用できる。)

条件を入力したら、E SCキーを押す。条件に適合する機関が表示される。

目的の槻関にカーソルを移動してESCキーを押す。画面下方に機関コードの

メモが表示される。



2)部室コードの検索

部室コードの検索は、機関コードの検率を実行してから行わなければならない。

オプションの0/その他を選択し、部室コード検索2を入力しリターンキーを押

す。先に検索した機関(メモに表示している機関)の部室コードを検索し、表示

される。

目的の部室にカーソルを移動してESCキーを押すと、画面下方に部室コード

のメモが表示される。



3)動物番号の検索

オプションの0/その他を選択し、動物番号検索3を入力しリターンキーを押

すと、次のような画面が表示されるので、条件を入力する。



目的の動物にカーソルを移動してESCキーを押す。画面下方に動物番号のメモ

が表示される。



4)原産地コードの検索

オプションの0〃その他を選択し、原産地コード検索4を入力しリターンキー

を押すと、次のような画面が表示されるので、条件を入力する。

条件を入力したら、ESCキーを押す。条件に適合する原産地が表示される。

目的の原産地にカーソルを移動してESCキーを押す。画面下方に原産地コード

のメモが表示される。



(5)ワイルドカード

検索においてワイルドカード(*・?)を使うことができる。

*は、 0個以上の任意の文字を表す。

使用法:　前方一致検索

TSUKUBA*　　　　TSUKUBA. TSUKUBASHI. TSUKUBA NORINなど

後方一致検索　※

*CHI MITUBACHI, NIHON HITUBACHI, HIMENO HOCHIなど

部分一致検索　※

*SHIN*　　　　　SIIINKEI, TUSHIHA, TSUKUBASllIなど

※　後方一致、部分一致検索は、非常に時間がかかるので、できるだけ使わない。

?は、1個の文字を表す。

使用法は*と同様であるが、文字の数だけ?を入れる。

9-1-3・おわリに

動物遺伝資源のパスポートデータは、特性調査データと対をなすものであり、特性調

査の充実が必要である。特性調査のデータは徐々に蓄積されており、今後、データベー

スの開発と利用マニュアルを作成する必要がある。このことにより動物遺伝資源の一連

の情報管理システムが完成する。

(竹谷　勝,武田尚人,川田真佐枝,梅原正道)
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9　-　2・　動物遺伝資源の在庫デ-タ
管理システム

9-2-1・はじめに

動物遺伝資源の在庫管理は、UNIX上のパスポートデータ管理とは別にパソコン上

で行われていた。保存されている動物遺伝資源の系統名や原産地などパスポートデータ

上のデータを確認したいとき、逆に特定の動物種類の遺伝資源がどこに保存されている

かを調べたいときなどは、手作業でパスポートデータと在庫データを照合しなければな

らず不都合であった。そのためUNIX上のリレーショナルデータベースと管理システ

ムを再設計し、パスポートデータと在庫データを統合・整備した。

リレーショナルデータベースにデータを追加したり内容を検索するためには、SQL

文というデータベース操作のための言語を編集して、DBMS(データベース管理シス

テム)に処理させなければならない。SQL文を利用することによってデータベースに

対する複雑な操作を行うこともできるが、在庫データ管理では、動物遺伝資源を格納し

たときの在庫データの追加と、特定の動物遺伝資源が格納されている場所の検索という

2つの目的でデータベースを操作することが多い。そこでこの2つの目的をSQL文を

記述せずに実行できるデータ操作用アプリケーションを開発して、データベースに対し

て頻繁に行われる一連の作業を効率的に処理できるようにした。

9-2-2・データベースの表構造

動物遺伝資源のデータベースでは、個々のパスポートデータに対して、ユニークな整

理番号を付与し、動物遺伝資源の同定を可能にするとともに、配布用カタログの作成を

日的とし、必要な項目を整備した。またデータベースは、リレーショナルデータベース

として設計され、9つの表から構成されている。

図9-2-1にデータベースのすべての表と、そこに含まれる列、および表相互の結び付

きを示す。なお列名中の下線は、主キー(行を唯一識別するための主要な列)を表す。

9-2-3・アプリケーションの操作

在庫データ管理システムでは、データベースとのリンクが可能である表計算用ソフト

WINGZ上でアプリケーションを開発した。WINGZは、表計算用ソフトであるが、グラフィ

ックツールも備えており、グラフ、イラスト、文章を組み合わせたレポートなどを作成

することができる。



図9-2-1データベースの表相互間の関係



(1)アプリケーションの起動と終了

1)起　動

アプリケーションのファイルが設定されたディレクトリでWINGZを起動させる

と、自動的にデータベースanimalがオープンされる。次に図9-2-2のように最も

右のメニュー名に「Animalデータ」が追加されたメニューバーが表示される。

メニュー「Animalデータ」は、 「追加」 、 「検索」 、および「終了」の3つの

コマンドを含んでいる。

コマンドの選択方法は、 「Animalデータ」にポインタを動かして、マウスのセ

レクタボタン(通常、マウスの一番左のボタン)をクリックする。次にメニュ

が表示されるので、目的のコマンドの上でマウスをクリックする。またメこュ

バー上からマウスのボタンを押し続けて、目的のコマンドの上でボタンを放して

も同様にコマンドを選択できる。

2)終　了

メニュー「Animal_データ」のコマンド「終了」を選択すると、メニューバーか

らメニュー「Animal_データ」が消える。

(2)追加処理

画面に入力したデータをデータベースに追加する。メニュー「AnimaLデータ」

のコマンド「追加」を選択すると、図9-2-3のデータ追加用画面がディスプレイに

表示される。

追加用画面の構成を説明する。まず、画面上部に「追加」、「番地追加」などと

書かれた6つのボタンがある。ボタンをマウスでクリックすることによって、それ

ぞれのボタンにあらかじめ設定した処理が行われる。

画面中央の罫線で囲まれた左右2つの表は、データを入力するためのものである。

左の表(以後、サンプル表という)では、採取した動物遺伝資源のサンプルに関す

るデータを入力し、右の表(以後、格納番地表という)では、サンプルがどこに保

存されているかというデータを入力する。各サンプルには、識別のためにユニーク

なサンプル番号が付けられる。通常、1つのサンプルは複数の格納場所に分割しそ

貯蔵されるので、同一のサンプル番号を持つ格納場所が複数存在する。そのため画

面に表示された格納番地表のすべてのデータと、同時に表示されているサンプル表

のデータには、同じサンプル番号が付けられる。

画面下部は、保存形態、保存形式、活力、および廃棄コードのコード表である。

次に追加データの人力手順を示す。なお2)、3)、6)の作業はオプションであ



図9-2-3　データ追加用画面



図9-2-4　機関コード表



図9-2-5　データが入力された追加用画面



図9-2-6　データ検索用画面

図9-2-7　検索結果



り、必要がなければ省略できる。

1)サンプル表にデータを入力する。サンプル表では縦に項目名が表示されている

ので、各項目名の右のセル(WINGZでの入力単位)にデータを入力する。ただし

サンプル番号、更新日、および更新者は、システムによって自動的に表示される。

2)保存形態、保存形式、活力、および廃棄コードをチェックボックスから入力し

たいときは、カレントセル(現在選択されているセル)を各項目の入力用セルに移

動して、HELP INPUT」ボタンをクリックする。画面上にチェックボックスが表

示されるので、チェックボックスの中の入力したい値をクリックする。選択した

値がカレントセルに入力される。

3)コード表を参照して採取先機関コードを入力したいときは、カレントセルを採

取先機関コードの入力用セルに移動して、「HELP INPUT」ボタンをクリックする。

図9-2-4のような機関コード表が表示されるので、入力したい機関を選択(機関

コードまたは機関略名をカレントセルにする)して、「OK」ボタンをクリックす

る。カレントセルに機関コードが入力される。

4)格納番地麦にデータを入力する。格納番地表では項目名が横に表示されている

ので、項目に対応させて、個々の格納番地に関するデータも横の列を1つのセッ

トとして入力する。したがって画面には最高12か所の格納番地のデータを同時に

入力することができる。

5)データベースへのデータの追加。図9-2-5のようにサンプル表と格納番地表に

データを入力したら、「追加」ボタンをクリックする。入力したデータが適正な値

であるかをシステムが検査して、異常がなければデータベースにデータが追加さ

れる。異常があった場合は、警告メッセージが表示されて、データの訂正を促さ

れる。データの検査は、人力の途中でも「確認」ボタンをクリックすれば行うこと

ができる。

6)5)の操作によってデータが追加されると、格納番地表の内容が消去されるの

で、13か所以上に分割して格納したサンプルの場合は、最初の追加で入力できな

かった格納番地のデータをあらためて格納番地表に入力し、「番地追加」ボタン

をクリックする。格納番地表のデータはデータベースにふたたび追加されるが、

さらに入力できなかったデータがある場合は、すべてのデータが追加されるまで

データの人力と「番地追加」ボタンのクリック作業を繰り返し行う。

7)1つのサンプルに関するデータの追加が終了したら、「オールクリア」ボタン

を押して、画面のデータを消去する。この時点でサンプル番号には、直前の番号

に1つ加算された番号が表示されているので、さらに入力すべきサンプルがある

場合は、1)に戻って追加処理を行う。また追加処理を終了したい場合は、画面

の左上端にあるウィンドウメニューボタンをダブルクリックすると追加用画面を



閉じることができる。

(3)検索処理

画面に入力した条件を満たすデータをデータベースから検索する。メニュー「

Animal_データ」のコマンド「検索」を選択すると、図9-2-6のデータ検索用画面が

ディスプレイに表示されるので、項目名の右に条件値を入力する。条件を入力する

とき`ょ、ワイルドカードや不等号を使用することができる。

条件値の入力が終了したら、「検索実行」ボタンをクリックする。検索結果が図9-

2-7のように表示される。

検索結果を更新したい場合は、図9-2-7の画面に表示された値を修正して、「変更」

ボタンをクリックすると、データベースに格納されているデータが更新される。

9-2-4・おわリに

データベースへの処理は人間が手作業で行うものであり、スキーマ設計のみでは防げ

ないミスが生じるものである。今回アプリケーションを開発するにあたっては、データ

ベースに対して処理を行う前に、入力時のミスを検出することに一番の重点を置いた。

今後、データ入力を実際に行いながら、生じた問題に対して、アプリケーションの操

作性を向上させ、必要に応じてスキーマの修正を行う。

(竹谷　勝,川田真佐枝,梅原正道)
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