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は　じ　め　に

近年，自然環境や畜産における産業形態などの変化によって，家畜や近縁種などの

遺伝資源の減少が世界的規襖で進んでおり，その保全が国際的に緊急の課題となって

きている。一方，発生工学的手法や分子遺伝学的手法などの進展によって，これらの

遺伝資源の新たな利用が可能になりつつある。

このような状況の下，農林水産省ではジーンバンク事業が昭和60年から開始され，

畜産試験場は動物遺伝資源部門のサブバンクとして，家畜，家禽を中心に遺伝資源の

収集および特性調査，維持・保存を担当してきている。現在，事業により導入した資

源と当場において従来から保有してきた資源，計27点を維持・保存している。これら

の遺伝資源の特性については，「動物遺伝資源の特性調査成績（1），（2）」として既に

公表している。この冊子は，その後の特性調査成績について取りまとめたものである。

また，家畜，家禽遺伝資源の保全についての国際的な取り組みに関する情報も加えた。

本書が，これらの家畜・家禽遺伝資源を利活用される研究者や技術者などにとらて

有益な情報として役立てば幸いである。

平成8年3月

畜産試験場長

松　川　　　正
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1．白色レグホーン（卵殻質系）の作出経過と生産特性

1．　はじめに

近年養鶏産業においては，鶏卵の生産効率が著しく向上したが，その一方で卵殻質

の低下による破卵の増加が問題となっている1・2）。そのため卵殻強度を強くする方向で

卵殻質を改良し，破卵を防止しようという試みが行われるようになった3‾9）。農林水産

省畜産試験場においては，卵殻質の遺伝的特性を解明する目的で，白色レグホーン種

を用いて卵殻強度に対する選抜実験を行い，卵殻強度の強系及び弱系の2系統を作出

した10）。このうち強系は，卵殻強度に特徴を持っ選抜系統が世界的にも少なく，遺伝

資源の上でも貴重であることから，白色レグホーン（卵殻質系）として農林水産省

ジーンバンクに登録されている。ここではまずこの系統の作出経過を明らかにし，次

に産卵能力，卵殻質などの産卵特性についての調査結果と，醇化率や卵形成に見られ

た特徴について報告する。

2．白色レグホーン（卵殻質系）の作出経過

白色レグホーン（卵殻質系）は，農林水産省畜産試験場において卵殻強度に対する

選抜実験から作出された。この選抜実験の基礎集団は農林水産省岡崎種畜牧場（現家

畜改良センター岡崎牧場）で保有されていた白色レグホーン種のG2系統で，昭和54

年11月に導入された。G2系統は岡崎種畜牧場の保有する系統の中では，卵重は大き

くないが産卵率が高いのが特徴である。

選抜では，VoISEYら1ト13）が開発した卵殻強度測定法による非破壊変形を選抜基準と

した。非破壊変形という形質では数値が小さいほど卵殻強度が強い。この非破壊変形

に対して大小2方向への選抜を行い，大方向への選抜系統を弱系，小方向への選抜系

統を強系とした。この強系がここで述べる白色レグホーン（卵殻質系）である（以下

強系と表記されているものは，白色レグホーン（卵殻質系）と同一である）。羽数は両

系統それぞれ成鶏時の雌で320羽とした。雌は個体記録に基づき選抜した。雄は，全

きょうだい雌の平均値の集団平均からの差に，きょうだいの数で重みづけした値に基

づいて選抜した。選抜羽数は両系統とも世代あたり雄10羽，雌80羽とした。選抜は

1年1世代として行った。ただし1回目の選抜においては，非破壊変形の測定装置が

未完成であったため，破壊強度を選抜基準として選抜を行った。
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卵殻強度を含めた卵形質の測定は，産卵のピークを過ぎた36～38週齢時に行い，選

抜のデータとした。調査した項目は卵重，卵形係数，卵殻厚，卵殻重，卵殻卵重比，

破壊強度，非破壊変形である。また産卵能力については，個体毎に初産日齢，短期産

卵率（181～270日齢），長期産卵率（181～370日齢）を調査した。

選抜個体の交配は人工授精で行い，全きょうだい及び半きょうだい間を避けた無作

為交配とした。醇化は毎世代12月15日前後とした。醇化したヒナのうち，雌はすべ

ての個体を，また雄は各母家系あたり2羽ずっを無作為に選んで育成した。17過齢時

に雄は各母家系あたり1羽を無作為に選び，雌は育成集団から無作為に320羽を選ん

だ。17過齢で開放鶏舎に移動し，雌は個体毎にケージで，雄は2羽ずっ雄用ケージで

飼育した。点灯は15L：9Dとした。換気は自然換気のみで，温度コントロールはしな

かった。飼料及び水は自由摂取とした。その他の飼養管理は畜産試験場の慣行によっ

た。

この選抜は1980年に開始され，1990年まで継続した。その後この系統は選抜をゆ

るくし現在まで維持保存されている。閉鎖群での選抜であることから，世代の経過に

伴なって近交係数は上昇し，選抜第10世代における近交係数は，強系が16．4％，弱系

が16．0％と推定された14）。

3．選抜系統の卵殻諸形質と産卵能力の特性

世代の経過に伴う卵殻諸形質と産卵能力の測定結果を表1に示した10・15・16）。

選抜形質である非破壊変形では，強系，弱系ともに明らかな選抜反応が認められ，

第10世代では強系が51．9±6．2FLm／kg，弱系が100．6±13．4pm／kgとなった。強系は

7世代以降では反応が一定していないが，弱系は第8世代以降も大きな増加を示した。

その結果，系統間差は第1世代から有意で，世代の経過とともにその差は大きくなっ

た。

破壊強度では，強系は第3世代以降に増加する傾向を示し，弱系は第5世代以降に

明らかな減少傾向を示した。その結果第10世代では強系が3．75±0．46kg，弱系が2．17

±0．34kgとなり，系統間差が大きくなった。

卵重は強系，弱系ともに第4世代を除き，世代の経過に伴い減少する傾向を示し，

弱系の方がその傾向が著しかった。

卵殻厚は，強系では世代の経過に伴い増加する傾向が見られた。一方弱系では第4

－　2　－



表1卵殻強度に対する選抜における各世代の卵殻諸形質と産卵能力

（平均値±標準偏差）－その1

世代まではあまり変化しなかったが，第4世代以降は減少する傾向を示し，特に第7

世代以降は直線的に減少した。その結果非破壊変形に対する選抜によって，強系は卵

殻が厚く，弱系は卵殻が薄くなった。

卵殻重は，強系では第3世代まではほとんど変化せず，第4世代にやや増加して以

降はほぼ一定の値で推移した。一方弱系は第4世代を除き，世代の経過に伴い直線的

に減少する傾向を示した。

卵殻卵重比は，強系では第8世代を除き世代の経過に伴って増加する傾向を示し

た。一方弱系では第4世代までは一定の値で推移したが，第4世代以降は減少する傾

向を示し，特に第7世代以降は直線的に減少した。卵殻卵重比の推移は卵殻厚におけ

る推移とよく似ていた。



表1卵殻強度に対する選抜における各世代の卵殻諸形質と産卵能力

（平均値±標準偏差）－その2

卵形係数は，強系，弱系ともほぼ同じ推移を示した。

初産日齢は，強系は遅くなる傾向を示し，第7世代以降は一定の水準で推移した。

また弱系は初産日齢が早くなる傾向を示した。

短期産卵率（181～270日齢）は，弱系では第4世代までは一定の値で推移し，第5

世代で少し高くなって以降はほぼ一定の水準で推移した。一方強系では多少の変動は

あるものの直線的に低下し，第10世代では70％台になった。

長期産卵率（181～370日齢）は，短期産卵率とよく似た推移を示した。すなわち弱

系では，第5世代以降は85％台で推移したのに対し，強系では第1世代から世代の経

過に伴って直線的に低下し，第10世代では約70％　になった一



表2　破卵及び軟卵の出現状況

4．選抜系統の破卵と軟卵の出現率

選抜第3世代と第7世代のニワトリについて，定期的に検卵を行い破卵と軟卵の発

生状況を調査した。調査期間は180～370日齢の間で，第3世代では週に1回，第7世

代では2過に1回調査を行った。調査は集卵直後の卵について，透視法により行った。

選抜第3世代と第7世代における破卵及び軟卵の出現状況を表2に示した。破卵の

出現率は，強系では第3世代と第7世代とでは差がなかったが，弱系では第3世代で

強系よりも高く，第7世代では3．5％とさらに高くなった。軟卵の出現率は，第3世

代，第7世代とも弱系の方が高かった。その結果，弱系では破卵の出現率が高くなる

こと，また軟卵の割合が高いことが示され，卵殻の強度が低下することが確認できた。

一方強系では，破卵の出現率の減少は確認できなかったが，弱系との差は明らかで

あった。したがって非破壊変形を指標とした卵殻強度の選抜が，破卵や軟卵の出現率

に影響を与えることが示された。

5．選抜系統の醇化成績

醇化において，卵殻は醇化の場所を形成するとともに，発生中の胚への無機物の供

給源として機能することが知られており，卵殻と醇化の間には何らかの関係があると

考えられる。そこで選抜系統における醇化率について調査した15）。

世代の推移に伴い対受精卵醇化率は，強系がしだいに高くなっていくのに対し，弱

系は70％付近で推移した（図1）。その結果，しだいに系統間の差が広がる傾向を示し

た。特に強系は選抜当初に比べ10％以上醇化率が改善された。強系の醇化率の向上の

原因をさぐるため，発生中止卵の解卵時間別の出現状況を調査した（図2）。解卵5日

目までの発生中止卵の割合は，第6世代以降強系が低くなる傾向を見せた。また解卵



図1世代の経過に伴う対受精卵醇化率の推移

19日目以降の発生中止卵の割合も，強系は徐々に下がっていく傾向を示した。した

がって婚卵初期と醇化直前の両方の時期で，強系の中止卵の発生が低下していること

が示された。保存期間においても，2～3週間の保存では弱系が40～65％の範囲で上

下しているのに対し，強系は第5世代以降著しく上昇し，80％台の高い醇化率を示し

た（図3）。以上のことから強系の醇化率が高いのは，長期保存卵における発生初期及

び醇化直前の発生中止卵の減少によることが示された。

6．選抜系統の卵形成における特徴

非破壊変形を指標とした卵殻強度に対する選抜によって，卵殻形質のうち卵殻厚と

卵殻卵重比が大きく変化した。卵殻は鶏の卵管子宮部で形成される。そこで選抜鶏を

用いて卵形成における特徴を調査した16）。

まず第9世代の鶏を用いて，放卵から次の排卵までの時間と，子宮部への移行時間

を調査し，次に第10世代の鶏を用いて卵の子宮部における滞留時間を推定した

（表3）16）。放卵から次の卵の排卵までの推定時間は弱系の方が約8分早いにもかかわ

らず，子宮部到達推定時間は強系の方が18分早かった。その結果排卵から子宮部に至

る時間は強系の方が26分短く，またその後の子宮部での滞留時間は強系の方が長く



図2　世代の経過に伴う解卵時間別の発生中止卵の出現率の推移

なると推察された。卵の子宮部における滞留時間は，強系の方が弱系に比べ1時間42

分長く推定された。このことから，卵殻強度の差は卵管子宮部での卵の滞留時間の差

と関連のあることが示唆された。

次に卵管形状への影響を第9世代の雌の鶏を用いて調査した（表4）。まず卵管の長

さは，弱系の方が約4cm長く，部位別では膨大部と峡部が長かった。また各部位の

卵管全体に対する割合でみると，膨大部では差がなく，峡部と子宮部で差が認められ

た。すなわち，強系は弱系よりも峡部の割合が小さく，子宮部の割合が大きかった。



図3　世代の経過に伴う保存期間別の対受精卵醇化率の推移

したがって強系は卵管全体の長さは短いものの，卵殻を形成する子宮部が発達してい

ることが示された。



表3　放卵から次の排卵までの時間と卵の卵管内通過時間の推定値

表4　第9世代における卵管各部位の長さ（平均値±標準偏差）

7．　ま　と　め

白色レグホーン（卵殻質系）は，農林水産省畜産試験場において卵殻質の遺伝的特

性を解明する目的で行われた，非破壊変形を指標とした卵殻強度の強方向への選抜に

よって作出された。そのため卵の非破壊変形が小さく，破壊強度が大きいという特徴

がある。卵殻形質では，卵殻重はあまり重くないが，卵殻卵垂比が大きく卵殻厚が厚

い。また卵重はあまり重くない。産卵能力では，初産日齢は150日齢前後であるが，

産卵率が70％台と白色レグホーンにしては低い。この系統は対受精卵醇化率が高く，

また卵の形成器官である卵管のうち卵殻を形成する子宮部が発達している。これらは

卵殻強度の強方向への選抜による相関反応と考えられる。
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2．比内鶏の遺伝特性

1．　はじめに

比内鶏は，秋田県大館市周辺を主産地とし，地鶏と軍鶏の交雑によって成立した鶏

であると言われている。昭和17年7月に天然記念物に指定されており，天然記念物

17品種の中の1品種である。比内鶏は秋田県の郷土料理である「切りタンポ」に欠か

せない食材であり，近年，地域特産鶏「秋田比内地鶏」作出の基礎鶏として広く利用

されている。このように比内鶏は高品質肉用鶏生産において貴重な遺伝資源であるこ

とから，秋田県では畜産試験場等が中心になって原種の維持，保存と育種改良に努め

てきている。

畜産試験場においても1992年と1993年に秋田県畜産試験場より導入し，遺伝特

性について調査を行ってきたので，その概要について報告する。

2．導入先，導入年月及び導入数

1）導入先

秋田県畜産試験場

2）導入年月及び導入数

1992年5月及び1993年6月に種卵でもって各々65個と95個を導入した。

3．維持方法（飼養状況）

繁殖・維持は，先ず人工授精をした後，3月に酵化させ，育成，産卵期を経て，約15

か月齢で更新，これを毎年世代間隔1年で繰り返している。育雛は概ね30日齢までは

3段式のバタリー育雛器を用いて育雛合で飼養し，30～120日齢までは育成舎におい

て自動給餌・給水・除糞装置付きのペンケージ内で飼養している。この間は自然日長

で飼養し，特に点灯管理はしていない。120日齢以降廃用時までは開放式の成鶏舎で，

日長時間15時間以下にならないように点灯管理し，自動給餌・給水・除糞を行い，

ケージ内に1羽づっ収容し飼養している。飼料は当場指定の配合飼料（幼・中・大雛

用及び成鶏用）を給与している。衛生管理面では，マレック病ワクチン，ニューカッ

スル病と伝染性気管支炎の混合ワクチン，鶏痘予防ワクチンを接種している。また，

その他に白痢検査，トリサシダニの駆除などを実施している。



特性調査は，動物遺伝資源特性調査マニュアルに従って行った。

4．特性の概要

1）1次特性

表1と表2に雄と雌の形態的特徴を示している。羽色については雄と雌では体全

体，部分的にもかなり違っている中で，極少数ではあるが白色レグホーン種と同様に

体全体が白色のものも出現するなど必ずしも遺伝的には固定されていないようであっ

た。冠型は3枚冠，耳菜，肉ぜんは小型で赤色である。卵殻色は褐色，就巣性はなく，

タイプとしては幅が幾分広く，体躯全体に重量感があり肉用種である。

表1比内鶏の形態的特徴（雄）
（農水省畜試）

羽　 色 頭　 部 濃赤褐色

頚　 部 頚　 羽 光沢 のある濃赤褐色

翼　 部 肩　 羽 光沢の ある濃赤褐色

主翼羽 黒色，外羽面褐色

覆主翼羽 光沢のあ る腺 黒色

副翼羽 外羽面 は褐色，他 は黒色

覆副業 羽 緑 黒色

背　 部 背 後 羽 は黒灰色，本羽 は濃赤褐色

鞍　 羽 黒色

尾　 部 主尾羽 緑黒色

謡　 羽 光沢 のあ る緑 黒色

胸　 部 光沢 のあ る黒色

腹　 部 黒色

腿　 部 黒色

皮　 膚 皮　 膚 白色

冠 赤色，三枚冠

耳　 菜 赤色，小型

肉ぜん 赤色，小型

脚 黄色

タイプ 肉用



表2　比内鶏の形態的特徴（雌）
（農水省畜試）

羽　 色 頭　 部 濃褐色

頚　 部 頚　 羽 黒色 の縦斑 を持 っ暗褐色

翼　 部 肩　 羽 黒色 の縦斑 を持 っ暗褐色

主翼羽し 外羽面 に細 い帯状褐色，他 は黒色

覆主翼 羽 黒色

副翼羽 外 羽面 は褐色 ，他 は黒色

覆副翼羽 黒色 の縦斑 を持っ褐 色

背　 部 背 黒色の縦斑を持っ暗褐色

尾　 部 主尾羽 羽軸 は褐色，羽色 は黒色

覆尾羽 黒色の縦斑を持っ暗褐色

胸　 部 淡褐色

腹　 部 淡褐色

腿　 部 淡褐色

皮　 膚 皮　 膚 白色

冠 赤色，三枚冠

耳　 柔 赤色，小型

肉ぜん 赤色，下垂 な し

脚 黄色

卵殻色 褐色

就巣 性 無

タイプ 肉用

2）2次特性

（1）体重・体型

図1には育成期の体重の推移を示している。20週齢では雄は2，080g，雌は1，414g

である。その後30週齢の調査では雄は約2，660g，雌で約1，950gとなっている。（表

3）1991年に秋田県畜産試験場が比内鶏保存協会から導入した比内鶏の調査（20週齢

時）においても雄は2，065g，雌は1，419gと当場の成績とほぼ同じ結果が得られてい

る。

本種の体重を既に当場に導入している対馬地鶏やロードアイランドレッド種と比較

してみると，はぼ類似しているが，槙斑プリマスロック種よりはやや小さい。

また，20週齢の脛長は表3のとおり，雄11．3cm，雌では9．5cmで，これは対馬地

鶏に比べ雄で1．1cm，雌では0．5cm低い値となっている。



図1比内鶏の育成期における体重推移（醇化月日：1993．7．26，1994．3．23）

表3　比内鶏の30週齢時の体重と脛長
（農水省畜試）

（2）生理特性

生理特性の一つとして成鶏時の正常時体温を測定し，その結果を表4に示してい

る。鶏の正常時の直腸温度は41．5℃と言われているが，本種は雄41．6℃，雌41．2℃と

他の品種の標準温度とほぼ等しい値であった。雄と雌とでは雄の方が高い傾向にあ

り，対馬地鶏においても0．4℃の性差が見られている。

3）3次特性

（1）繁殖性

受精率と醇化率は表5のとおりである。受精率，醇化率とも年によりバラツキがあ



表4　比内鶏の正常時体温
（農水省畜試）

表5　比内鶏の繁殖成績
（農水省畜試）

るものの，日本鶏としては特に低くはなく平均的なものであった。また，育成率，生

存率も75％以上の標準的な値であった。

秋田県畜産試験場で1991年に調査された成績では，受精率92．3％，醇化率83．0％，

育成率（1～168日齢）82．9％及び生存率（169～300日齢）92．8％と受精率を除けば本

調査結果と大差はなかった。

（2）産卵能力

産卵能力についての調査成績は，表6と図2に示したとおりである。50％到達初産

齢（以下「初産日齢」という。）は188日齢であるが，産卵開始から廃用払下げする450

日齢までの産卵率は39．4％，産卵数は平均120個であった。図2に過齢別産卵率の推

移を示しているが，これをみると産卵のピークは31週齢前後，産卵率は約65％で

あった。秋田県畜産試験場の調査では初産日齢は173日齢と当場より10日程早く

なっている。また，産卵率（141～450日齢）は43．3％と当場より数％高い値となって

いる。卵重は，30及び45週齢時（315日齢）でそれぞれ46．4gと51．9gであった。秋

田県畜産試験場の調査でも300日齢時で50．6gと，当場の45週齢時の結果とはぼ同

様の成績が得られている。これらの産卵能力を欧米の改良種及び対馬地鶏の成績と比

較してみると，ロードアイランドレッド種，横斑プリマスロック種，対馬地鶏に比べ

て初産日齢で10～20日遅く，産卵率で10～15％低い。また，卵重においても5～7g



表6　比内鶏の産卵能力
（農水省畜試）

図2　比内鶏の産卵率の推移（醇化月日：1993年3月23日）

軽い傾向にある。

卵質については，30週齢時と45週齢時の2回調査を実施し，その結果を表7に示

した。ハウユニットはそれぞれ81．4と74．5，卵殻厚が0．33mmと0．33mm，卵形係数

は73．4と73．5といずれも平均的な値となっている。同じ地鶏である対馬地鶏と比較

してみると，比内鶏の方が卵重で3～6g軽く，ハウユニットは30週齢時ではほぼ同

じであるが，45週齢では約6ポイント低かった。卵殻強度は30週齢時では品種間差

はなかったが，45週齢時では比内鶏の方が0．5kg上回っており，産卵後期においても



表7　比内鶏の卵質
（農水省畜試）

表8　比内鶏の飼料摂取量
（農水省畜試）

週　 齢　　　 飼 料 摂 取 量 週　 齢　　　 飼 料 摂 取 量

1　　　　　　　 9 ．3 g

2　　　　　　　　 17 ．7

3　　　　　　　　 2 5 ．4

4　　　　　　　　 3 0 ．0

5　　　　　　　　 4 2 ．0

6　　　　　　　　 5 1．7

7　　　　　　　　 5 9 ．8

8　　　　　　　　 6 4 ．0

9　　　　　　　 6 9 ．1 g

10　　　　　　　　 7 4 ．8

12　　　　　　　　 7 9 ．9

14　　　　　　　　 8 8 ．8

16　　　　　　　　 9 3 ．2

18　　　　　　　 10 2 ．6

20　　　　　　　 10 8 ．6

注）1993年と1994年の平均，雄と雌の混合値（90～79羽）

卵殻強度はそれほど落ちないものと患われる。

（3）飼料摂取量と飼料要求率

本種の20週齢時までの飼料摂取量は表8に示したとおりである。また，150日齢以

降252日齢（36週齢）までの雌1日1羽当たりの飼料摂取量は90～100gであった。

252日齢以降450日齢までは週齢により若干の差はあるもののはぼ同量の飼料摂取量

で推移するものと推定される。

産卵関係の飼料要求率（1kg産卵量当たりの摂取飼料量）を秋田県畜産試験場の調

査成績でみると，141～450日齢（1994年）で5．40である。これは対馬地鶏の3．0～3．6

に比べるとかなり高い値となっている。また，産肉関係の飼料要求率においては当場

の20過齢時の解体調査成績では雄が4．76，雌が5．87となっており，肉専用種である

ブロイラーに比べて約2倍高い値であった。

（4）肉　質

20過齢時の比内鶏，雌雄各々10羽について当場で行った解体調査結果を表9に示



表9　比内鶏の解体調査結果
（農水省畜試）

表10　秋田比内地鶏及びブロイラーの解体成績
（秋田県畜産試験場）

した。これを秋田県の特産鶏である「秋田比内地鶏」とブロイラーについて秋田県畜

産試験場が行った調査結果（表10）と比べてみると，生体重に対する屠体割合はブロ

イラー（8週齢時）と比べると幾分低かったが，秋田比内地鶏（22週齢時）よりは高

かった。正肉割合は比内鶏の方がブロイラー及び秋田比内地鶏より低い値であった。

また，腹腔内脂肪の割合はブロイラーよりは低い値であったが，秋田比内地鶏との問

には差はなかった。可食内臓（心臓，肝臓，肺臓，筋胃）の割合はブロイラー及び秋

田比内地鶏とほぼ同じ割合であった。



5．要　　約

以上の特性調査成績から比内鶏の特性を要約すると，

1）体重はロードアイランドレッド種，対馬地鶏などとほぼ同じであるが，体格的

には肩幅がやや広く，脛は短日で体全体に重量感がある。

2）本種の平均的な産卵能力は，初産日齢が170～180日齢，産卵率（151～450日

齢）が40％前後，卵垂（151～450日齢）は50～55gと推定された。その結果，産

卵日量（151～450日齢）は20～22gの範囲にあった。

3）卵質についてみると，ハウユニットは30週齢の81．4から45週齢で74．5とか

なり低下しており，産卵後半のハウユニットは余りよくないものと推定される。

また，卵殻強度は30過齢と45週齢とでほとんど変わっていないことから産卵後

半においてもあまり低下しないものと考えられる。

4）正肉割合はブロイラーに比べるとかなり低いが，他の地鶏とはほとんど同等の

値を示した。また，腹腔内脂肪の割合は2．6～2．9％とかなり低かった。
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3．アへメラル明暗周期下における選抜された鶏の

遺伝的特性

1．　はじめに

光周期は鶏の産卵リズムに大きな影響を及ぼすため，光周期の操作を適切に行うこ

とにより，通常の環境下では発現されない隠された遺伝変異を検出できる可能性があ

る。特に，24時間より短いアへメラル明暗周期は選抜環境として興味ある環境であ

る。ここでは，24時間より短いアへメラル明暗周期として23時間明暗周期を取り上

げ，これが鶏の産卵性改良のための選抜環境として有用であるか否かを明らかにする

ための5世代にわたる選抜実験7）を行い，これら選抜集団の遺伝的特性について調査

を行った。

2．材料および方法

選抜に用いた鶏は農林水産省白河種畜牧場保有の白色レグホーン，系統11で，1981

年4月に畜産試験場に導入した。この系統はそれまで産卵性について選抜されてきた

もので，コマーシャル鶏生産のための雌系として用いられており，多産性を特徴とし

ている。基礎集団では，家系を考慮して，23時間明暗周期下で選抜する集団（23時間

選抜区），24時間明暗周期下で選抜する集団（24時間選抜区），そして無選抜のコント

ロール集団（コントロール区）の3群に分けた。羽数は雌で23時間選抜区と24時間

選抜区は各240羽，コントロール区は120羽とした。全ての鶏は4週齢までは育雛器

で，その後はバクリーケージで育成し，点灯は15L：9Dとした。そして，16週齢で成

鶏舎（ウインドウレス鶏舎）に移動し，個体ごとにケージ飼育した。23時間選抜区の

23時間明暗周期（15L：8D）への変更は17週齢に行った。24時間選抜区とコント

ロール区は成鶏舎への移動後も15L：9D（04：00点灯）とした。鶏舎内の照度は餌箱

の上で明期約250ルクス，暗期は1ルクス以下となるようにした。23時間明暗周期下

における管理作業は明期に行った。温度は実験期間中24±2℃に維持し，飼料及び水

は自由に摂取できるようにした。その他飼養管理については畜産試験場の慣行に従っ

て行った。

選抜基準は181～300日齢産卵率とし，雌は個体記録に基づき，雄は全きょうだい雌

の平均値をn／（2＋（n－1）h2）で加重した値に基づいてそれぞれ選抜した3）。ここでn



は全きょうだい雌の数，h2は遺伝率で0．3を用いた。選抜羽数は23時間選抜区と24

時間選抜区は各雄8羽，雌56羽で，コントロール区は雄6羽，雌30羽とした。交配

は人工授精で行い，その際全きょうだい，半きょうだい交配は避けるようにした。種

卵は貯卵室（温度14℃，相対湿度85％）に保存し，貯卵期間は最大3週間とした。な

お，醇化の際，雌は全ての個体を育成したが，雄は各母家系で2羽ずつを選び育成し，

16週齢でランダムに各母家系で1羽ずっを残すようにした。醇化日は毎世代4月15

日前後とし，醇化日の違いによる季節その他の影響が無いようにした。選抜は5世代

行い，その間の産卵性，放卵時刻，卵形質の変化について調査を行った。

産卵記録は全ての個体について450日齢まで調査した。放卵時刻は産卵自動記録装

置を用いて記録した。23時間明暗周期下における産卵率は24時間周期に換算して表

した。

卵形質として30，42，56週齢に卵重，卵殻重，卵殻卵重比，卵殻破壊強度と，さら

に56週齢に卵殻厚，卵殻非破壊変形量を測定した。卵は各個体連続して産卵した3個

（30，42週齢）あるいは2個（56過齢）を測りその平均値を個体のデータとした。卵

殻重は割卵後水洗し100℃で60分間乾燥した後その重量を測定した。卵殻破壊強度

は破壊強度測定装置（インテスコ製）を用いて卵の赤道部に圧力を加え測定した。卵

殻非破壊変形量は変形量測定装置（インテスコ製）を用いて卵の赤道部に1．1kgの圧

力を加えた時の変形の大きさを測定し，これを1kg当りの変形量に換算して表した。

卵殻厚は卵殻膜を除いてリニアゲージ（小野測器製）で赤道部2か所を測定しその平

均値をとった。卵形質の測定は全て産卵後24時間以内に行った。

3．結　　果

1）直接選抜反応一

選抜対象形質である181～300日齢産卵率の世代に伴う推移を表1に，累積選抜差

に対する選抜反応を図1に示した。23時間選抜区，24時間選抜区ともに産卵率は世代

に伴い明らかな選抜反応が認められた。23時間選抜区の産卵率は，基礎世代（GO）に

おいては24時間選抜区よりも2．8％低かったが，世代が進むにつれその差は縮まる傾

向を見せ，第5世代（G5）では24時間選抜区よりも2．4％高くなった。24時間選抜区

の産卵率は第4世代，第5世代とも約92％となり，産卵率の改良に関してははば限界

に近くなった。コントロール区の産卵率は第1世代までは大きな変化を示さなかった



表1産卵率（18-300日齢）の世代に伴う平均値と標準偏差

図123時間選抜区（〇一〇）と24時間選抜区（ロー…□）における産

卵率（180－300日齢）の直接選抜反応

各世代平均値が累積有効選抜差に対して表されている。23時間

選抜区の産卵率は24時間周期に換算して表した。

が，第2世代で3．6％低下した。しかし，その後第5世代まではほとんど同じ産卵率で

推移した。23時間選抜区で24時間換算の産卵率が100％を越えた個体は，240羽中，

基礎世代3羽，第1世代6羽，第2世代8羽，第3世代11羽，第4世代15羽，第5世

代56羽それぞれ認められ，選抜によりその数は急速に増加した。

世代に伴う産卵率の分散と遺伝率の推移を23時間選抜区と24時間選抜区について

表2に示した。表型分散は両選抜区とも第1世代以降多少の変動はあったものの，ほ

ぼ同じ水準で推移した。父成分と母成分から推定した遺伝分散についてその世代に伴

う推移を見ると，23時間選抜区では父成分，母成分から推定した遺伝分散はともに第



表2　産卵率（18ト300日齢）における表型分散，分散成分（父聞及び母間），

遺伝分散，環境分散，及び遺伝率の世代に伴う推移

1世代以降減少し，第5世代でははぼゼロの値となった。24時間選抜区についても第

3世代の母成分から推定した遺伝分散が若干大きな値を示したものの，父母両成分か

ら推定した遺伝分散は減少する傾向にあった。しかし，23時間選抜区に比べるとその

変化はゆっくりとしたものであった。父成分，母成分の両者から推定した遺伝分散は

両選抜区とも世代が進むにつれ低下する傾向にあったが，23時間選抜区の方がその変

化が大きかった。環境分散については，表型分散がはぼ一定であり遺伝分散が減少傾

向にあったため，両選抜区とも選抜に伴い増加する傾向にあり，23時間選抜区でその

変化が顕著であった。したがって，父成分，母成分，あるいは父母両成分から推定し

た遺伝率は両選抜区とも表型分散がほぼ一定の水準であったため，遺伝分散の推移と

ほぼ同じ変化を示した。即ち，選抜開始時には比較的高い値であったものが選抜に伴

い減少し，第5世代ではほぼゼロの値となった。また，遺伝率の変化は24時間選抜区

よりも23時間選抜区の方が大きかった。

産卵率についての選抜差を雄側と雌側から求め，それぞれ次世代に残した子の数で

重みづけをした実現選抜差を表3に示した。実現選抜差は23時間選抜区，24時間選

抜区とも雄側より雌側でやや大きな値が示された。世代により多少の変動はあった

が，両選抜区ともほぼ一定の水準の選抜差となった。5世代にわたる累積選抜差は，23

時間選抜区の方が24時間選抜区よりも高い値を示した。これは両選抜区の選抜強度



表3　産卵率（18ト300日齢）の各世代における選抜差，選

抜反応，及び実現遺伝率

が等しいことから，産卵率の分散の相違によって差が認められたものである。累積選

抜差に対する選抜反応の回帰，即ち実現遺伝率は，23時間運上区0．25±0．04，24時間

選抜区0．15±0．05と推定され，23時間選抜区の方がより効率的な選抜が行われたこと

が示された。

選抜の過程において自然選択（natural selection）がこの程度影響したかを調べる

ため，産卵率について期待選抜差（意図した選抜差）と有効選抜差（実現した選抜差）

の比を求め，表4に示した。その結果，23時間選抜区，24等間選抜区とも，いずれの

世代においてもその値は1．0に近く，実際の選抜ははぼ意図した通りに行われ，自然

選択などによる影響はほとんど受けなかったことが示された。

2）間接選抜反応

世代に伴う初産日齢，産卵率（181～450日齢），クラッチ内平均放卵間隔（181～300

日齢，181～450日齢）の推移を図2に示した。また，30週齢，42週齢，56週齢に測

定した卵重，卵殻重，卵殻卵重比，卵殻破壊強度と，56週齢に測定した卵殻非破壊変

形量，卵殻厚の世代に伴う推移を図3，図4，図5にそれぞれ示した。

（1）初産日齢

初産日齢は世代により多少の変動はあったが，23時間選抜区，24時間選抜区はとも



表4　産卵率（18ト300日齢）における期待選抜差と有効選抜差

にほとんど変化を示さなかった。コントロール区の初産日齢は世代に伴い遅くなる傾

向にあった。

（2）産卵率（181～450日齢）

181～450日齢の長期産卵率は181～300日齢産卵率と類似した傾向を示した。即ち，

23時間選抜区の産卵率（181～450日齢）は基礎世代では24時間選抜区より2．6％低

かったが，選抜に伴い向上し，第3世代では24時間選抜区を1．5％上回った。その後

第4世代までは24時間選抜区を若干下回ったものの，第5世代では再び24時間選抜

区を1．5％上回った。24時間選抜区の産卵率（181～450日齢）は選抜に伴い向上する

傾向にあったが，その変化は23時間選抜区より緩やかであった。コントロール区の産

卵率（181～450日齢）は第2世代でやや大きく低下したが，その後第5世代まではは

ぼ一定の水準を維持した。コントロール区に比べ両選抜区の産卵率は有意に高くな

り，181～300日齢産卵率での選抜により181～450日齢の長期産卵率は明らかな向上

を示した。

（3）卵重（30，42，56過齢）

卵重はいずれの週齢においても23時間選抜区が24時間選抜区より約2g重かった

が，世代が進むにつれその差は小さくなる傾向にあった。選抜に伴う変化をみると，

23時間選抜区，24時間選抜区ともに卵重は小さくなる傾向にあり，特に加齢が進むほ

ど選抜に伴う卵重の変化は大きくなる傾向にあった。コントロール区の卵垂は世代に

より多少の変動はあっが，はぼ一定の水準で推移した。

（4）卵殻垂（30，42，56週齢）

卵殻重は両選抜区とも選抜に伴い減少傾向にあったが，23時間選抜区においてその

傾向が著しかった。即ち，選抜開始時は23時間選抜区が24時間選抜区より大きかっ



図2　23時間選抜区（〇一〇），24時間選抜区（□…一口），コントロール区

（△一一△）における初産日齢，産卵率（18ト450日齢），平均放卵間隔

（18ト300日齢，181－450日齢）に見られた相関反応

図3　23時間選抜区（〇一〇），24時間選抜区（□」コ），コントロール区

（△…△）における30週齢の卵重，卵殻重，卵殻卵重比，卵殻破壊強度に

見られた相関反応



図4　23時間選抜区（〇一〇），24時間選抜区（□…一口），コントロール区

（△一一△）における42週齢の卵重，卵殻垂，卵殻卵重比，卵殻破壊強度に

見られた相関反応

たが，第5世代では逆に23時間選抜区の方が小さくなった。コントロール区の卵殻垂

ははぼ一定の水準を維持した。

（5）卵殻卵重比（30，42，56週齢）

卵殻卵重比は23時間選抜区においてはいずれの週齢においても選抜に伴い低下す

る傾向にあり，その変化は加齢が進むにつれて大きくなった。24時間選抜区の卵殻卵

重比は選抜に伴い低下する傾向にあったが，その変化は小さなものであった。第5世

代の卵殻卵重比は23時間選抜区において大きな低下が認められた。コントロール区

の卵殻卵重比は世代に伴いほぼ一定の水準で推移した。

（6）卵殻破壊強度（30，42，56週齢）

卵殻破壊強度は両選抜区ともに選抜に伴い低下する傾向にあったが，23時間選抜区

の方が24時間選抜区に比べ2倍近い変化を示した。コントロール区の卵殻破壊強度

は世代に伴う大きな変化は認められなかったものの，30週齢ではやや強くなる傾向が

示された。23時間選抜区の42週齢の卵殻破壊強度は第5世代で2．96kgとなり，集団

平均値としても一般的な卵殻破壊強度の許容限界である3．0kgを下回る結果となり，



図5　23時間選抜区（〇一〇），24時間選抜区（ロー…□），コントロール区

（△一一△）における56週齢の卵重，卵殻垂，卵殻卵重比，卵殻破壊強度，

卵殻厚，卵殻非破壊変形量に見られた相関反応

破卵の増加が目立っようになった。

（7）卵殻非破壊変形量（56過齢）

卵殻非破壊変形量は23時間選抜区では選抜に伴い大きくなる傾向を示し，卵殻強

度の低下が認められた。24時間選抜区とコントロール区についても世代に伴い卵殻非

破壊変形量は大きくなる傾向が認められたが，23時間選抜区の約半分の変化を示した

にすぎなかった。

（8）卵殻厚（56過齢）



卵殻厚は23時間選抜区では選抜に伴い直線的な低下が認められ，卵殻破壊強度や

卵殻非破壊変形量と同様，卵殻強度の低下が示された。24時間選抜区とコントロール

区についても世代に伴い卵殻厚は低下する傾向が認められたが，23時間選抜区に比べ

その変化は極めて緩やかなものであった。

（9）クラッチ内平均放卵間隔（181～300日齢，181～450日齢）

181～300日齢と181～450日齢の平均放卵間隔の世代に伴う推移はともに類似した

傾向を示した。即ち，基礎世代の平均放卵間隔はいずれの区においてもほとんど同じ

値を示したが，23時間選抜区の平均放卵間隔はその後世代に伴い急速に短縮され，

181～300日齢では第3世代で24時間より短くなり，第5世代では23時間30分にま

で短縮された。24時間選抜区では平均放卵間隔は選抜に伴い短縮される傾向が認めら

れたが，その変化は23時間選抜区に比べゆっくりとしたもので，平均放卵間隔の短縮

に関してはぼ限界に近くなった。コントロール区の平均放卵間隔は世代に伴い長くな

る傾向が認められた。

㈹　放卵時刻の分布（181～300日齢）

集団の放卵時刻の世代に伴う分布の変化を図6に示した。23時間選抜区では基礎世

代の平均放卵時刻は点灯後7時間1分，集中度は81．9％であったのに対し，第5世代

では平均放卵時刻は点灯後5時間29分，集中度は89．5％となり，選抜に伴い平均放

卵時刻が若干早くなり，集中度が僅かに高くなった。24時間選抜区では基礎世代の平

均放卵時刻は点灯後4時間56分，集中度は90．2％であったのに対し，第5世代では

平均放卵時刻は点灯後4時間14分，集中度は95．3％となり，23時間選抜区と同様，

選抜に伴い平均放卵時刻が若干早くなり，集中度が僅かに高くなった。コントロール

区では基礎世代の平均放卵時刻は点灯後4時間58分，集中度は91．2％であったのに

対し，第5世代では平均放卵時刻は点灯後5時間31分，集中度は87．9％となり，両選

抜区とは異なり，世代が進むにつれて平均放卵時刻は若干遅くなり，集中度は僅かに

低下した。平均放卵時刻はいずれの区においても世代が進むにつれ多少の変化を示し

たが，これは主として放卵時刻の分布の歪みに起因するもので，放卵が認められた時

間帯については世代による差は認められなかった。

01）平均放卵間隔に基づく個体の分布（181～300日齢）

平均放卵間隔に基づく個体の分布について，世代に伴う変化を図7に示した。23時

間選抜区では基礎世代の分布は23～26．5時間の広い範囲にわたって認められたが，選



図6　23時間選抜区，24時間選抜区，コントロール区における基礎世

代（GO）から第5世代（G5）までの放卵時刻（18ト300日齢）

の分布



図7　23時間選抜区，24時間選抜区，コントロール区における基礎世

代（GO）から第5世代（G5）までの平均放卵間隔（18ト300日

齢）に基づく個体の分布



技が進むにつれ分布全体が放卵間隔の短い方向に移動するとともに，分布の尖度が

徐々に高くなる傾向が認められた。第5世代では個体の平均放卵間隔の分布は23～25

時間の問に集中した。24時間より短い平均放卵間隔を示した個体は，240羽中基礎世

代33羽，第1世代73羽，第2世代103羽，第3世代141羽，第4世代166羽，第5世

代196羽となり，選抜に伴い急速にその数が増加した。24時間選抜区では基礎世代に

おいては個体の平均放卵間隔は主として24～26時間の範囲に分布していたが，選抜

に伴い個体間の分散が小さくなるとともに，24時間に近い放卵間隔を示す個体が急激

に増加した。第5世代では24時間10分以下の平均放卵間隔を示した個体が，240羽

中131羽認められた。コントロール区の平均放卵間隔は世代により大きな差は認めら

れなかったが，世代が進むにつれ平均放卵間隔の長い個体がやや増加する傾向にあっ

た。

世代に伴う各形質の推移に直線回帰を当てはめ，5世代にわたる変化量を推定した

結果を表5に示した。23時間選抜区と24時間選抜区では産卵率について選抜を加え

たため，これまで述べたように平均放卵間隔の短縮，卵垂の減少，卵殻強度の低下が

相関反応として現れたが，その変化は23時間選抜区の方が24時間選抜区に比べ明ら

表5　世代数に対する回帰によって得られた5世代にわたる能力の変化の推定値



かに大きな直接選抜反応，間接選抜反応となって現れた。コントロール区では無選抜

にもかかわらず産卵率は低下する傾向にあり，卵重の減少も認められた。

3）各形質の遺伝パラメータ推定

23時間選抜区と24時間選抜区について，第1世代から第5世代までの5世代にわ

たるデータをプールして推定した産卵率（181～300日齢，181～450日齢），平均放卵

間隔（181～300日齢，181～450日齢），卵重（42過齢），卵殻破壊強度（42週齢）に

ついての遺伝率とこれら各形質問の表型相関と遺伝相関を表6に示した。推定値は分

散共分散分析法1）により父と母の両成分から推定した遺伝分散・共分散を用いて求め

たものである。

遺伝率について両選抜区を比較すると，産卵率は23時間選抜区の方が24時間選抜

区に比べ高い値が推定された。両選抜区とも181～300日齢よりも181～450日齢の長

期産卵率の方が高い値が示された。平均放卵間隔についても23時間選抜区の方が24

時間選抜区に比べ高い値が推定された。卵垂と卵殻強度については両選抜区とも中程

度からやや高い値が推定された。

形質間の遺伝相関については，全体的に見ると23時間選抜区の方がやや高い値を

示す傾向が見られた。特に，産卵率と卵重の間の遺伝相関は24時間選抜区ではぼゼロ

の値が推定されたのに対し，23時間選抜区では－0．3～－0．4と推定され両形質問に明

らかな負の相関関係のあることが認められた。産卵率と卵殻強度の間の遺伝相関は，

表6　分散・共分散分析による遺伝パラメータ推定値



23時間選抜区の方が24時間選抜区よりも負の高い値が推定された。また産卵率と平

均放卵間隔の問の遺伝相関は，23時間選抜区が－0．9～－1．0の値であったのに対し，

24時間選抜区では－0．5～－0．8と23時間選抜区に比べやや低い値が推定された。一

方，形質間の表型相関は遺伝相関と類似の値が推定されたが，23時間選抜区と24時

間選抜区ではその値に大きな相違は認められなかった。

4．考　　察

23時間明暗周期と24時間明暗周期の選抜環境としての有用性を比較した5世代に

わたる選抜実験の結果，第5世代の産卵率は23時間選抜区が24時間選抜区より高く

なった。24時間選抜区では産卵率の改良はほぼプラトーに達しており，23時間明暗周

期の設定によりこのプラトーを乗り越え，選抜反応をさらに進めることができた。コ

ントロール区の産卵率は世代により多少の変動が認められたが，これは環境の年次変

動によるものであろう。24時間選抜区の産卵率をコントロール区からの偏差で見る

と，第1世代以降有意差が認められており，またその差は世代とともに大きくなる傾

向にあったことから，24時間選抜区では明らかな選抜反応が認められたものと考えら

れる。しかし，一方ではコントロール区の産卵率は世代とともに僅かに低下する傾向

を示している。これはおそらくこの実験に用いた集団が，それまで産卵性について選

抜されてきたものであり，これを無選抜のコントロール区として用いたことと，コン

トロール区の集団が小さいための近交係数の上昇（12．5％／5世代）の影響によるもの

と患われる。平均放卵間隔に見られたように，23時間選抜区の鶏は23時間明暗周期

に明らかに適応した放卵リズムを示してきており，このことが産卵率の向上につな

がったものと考えられる。23時間明暗周期への適応の仕方についてはいくつかの面か

ら考えることができる。鶏の生体リズムは通常約24時間の周期を示すが，23時間明

暗周期には容易に適応できるから，23時間選抜区の鶏の生体リズムが遺伝的に23時

間周期に近くなったとは考え難い。放卵周期の短縮は主として卵胞の成熟の周期が短

くなり，23時間に近くなった結果によるものと考えられる。そして，このような個体

が選抜により急速に増加したことにより，24時間選抜区に見られたような産卵率の改

良のプラトーは現れず，さらに改良が進んだものとみられる。23時間選抜区では24

時間選抜区に比べ，選抜に伴う卵重の低下に対し卵殻重の低下が大きく，卵殻強度も

弱くなってきている。このことは，23時間選抜区では卵形成，特に卵殻形成に費やさ
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れる時間が短くなって23時間明暗周期に適応を示そうとしていることが伺える。ま

た一方では,卵胞の排卵周期が23時間に近くなっていることは,卵胞が十分に成熟し

ないまま排卵されている可能性もある　Sheldonら8)の選抜実験では放卵前に排卵さ

れる鶏の割合が約30%見られている。このことからすれば,本選抜実験においても放

卵前の排卵の現象が起こっていることは十分考えられるが,そうでないとしても放卵

から次の排卵までの時間が短くなっていることはほぼ確実と考えられる。

これまでに行われた選抜実験のうち, Marksら6)の実験では鶏は18時間明暗周期

に十分適応できなかったため,選抜環境としての効果が現れなかったものと思われ

る。 Foster4'5)の実験では選抜基準を推定排卵数としたため,推定の誤差あるいは卵墜

の増加により産卵数の改良が進んでいない。 Cahaner and Abplanalp2)とSheldon

ら8)の実験では明らかな選抜反応が現れ産卵率は向上したが,通常の24時間明暗周期

下での選抜との比較が無いため,その有効性を評価することはできない。これらの選

抜実験に用いられた鶏群の能力は産卵率の改良においてプラトーに近くなっていたわ

けではなく,通常の24時間明暗周期下でも十分改良できるものであったと思われる。

本実験では産卵率の改良が限界に近づいてきた集団に23時間明暗周期を選抜環境と

して適用したため, 23時間明暗周期に適応した産卵能力の発現を引き出すことができ

たことが成功の原因の一つと考えられる。本実験で得られた実現遺伝率が23時間明

暗周期下の方が24時間明暗周期下より高かったことは,このことを裏付けるもので

ある。 Marksら6)の実験では両選抜区の実現遺伝率はともに約0.2であり,選抜環境

としての18時間明暗周期の効果は現れていない。このことは,アへメラル明暗周期を

選抜環境として用いる場合,集団の産卵能力に応じた周期の長さを選択する必要があ

ることを示している。

個体レベルでの産卵率を見ると,本実験では24時間明暗周期に換算して100%を

越えた個体が181-300日齢では56羽(23.3%), 181-450日齢では2羽(0.8%)認め

られた。 Sheldonら8)の選抜実験でも28日間の産卵数は28個を越えた個体が33%見

られている。 FOSTER5)の選抜群では35日間の産卵数が35個を越えた個体が7.8%見

られている。このことは個体レベルで見る限り, 24時間に1個の産卵の壁は既に破ら

れており,年間を通して24時間以下で産卵できる個体を選抜する可能性が示唆され

る。

平均放卵時刻は両選抜区で産卵率が向上するにつれやや早くなる傾向が認められ

-　36　-



た。これはクラッチの長さが長くなったことにより，全産卵数に対するクラッチ最終

卵の比率が減少したことによるもので，放卵時刻をコントロールしている下垂体の

オープンピリオドの位相が，産卵性の選抜によって影響を受けたわけではない。

選抜に伴い産卵率の遺伝分散は急速に減少したが，23時間選抜区においてはそれに

よって選抜反応が減少することはなかった。FosTER4）の実験では推定排卵数の遺伝率

が選抜に伴って急速に低下しているのにもかかわらず，選抜反応は低下することなく

改良されている。しかし，本選抜実験での産卵率の分布は両選抜区ともその分布が歪

んできており，分散分析法では必ずしも正確な値を推定することは困難であると思わ

れるが，遺伝分散の減少傾向は否定できないものと考えられる。また，産卵率と卵重

の遺伝相関が両選抜区でかなり異なっていた理由の1つに，24時間選抜区の方が23

時間選抜区に比べ産卵率の分布の歪みが大きく，産卵率が選抜限界の100％に達して

いた個体がより多く見られたため，正規分布からのずれが大きくなったことによるも

のであると推測される。

選抜環境として23時間明暗周期を設定しても，いずれ産卵率の改良はプラトーに

達するものと考えられる。その時にはさらに短い明暗周期，例えば対象とする集団の

放卵リズムが同調可能な22時間明暗周期を設定して選抜限界を引き上げることによ

り，引き続き産卵率を改良できるものと考えられる。このように24時間より短い明暗

周期は産卵能力の改良のための選抜環境として有用であるが，この方法を用いて高産

卵能力の鶏が作出された場合，その能力は遺伝と環境の交互作用のため，通常の24時

間明暗周期下よりも選抜環境である23時間や22時間明暗周期下の方で高くなること

が考えられる。しかし，24時間明暗周期下においても高い生産性を得るか否かを検証

しなければならない。そのため，実際の育種の場面を想定して，産卵率のみならず卵

重と卵殻強度についても考慮して選抜を行った場合について，推定された遺伝パラ

メータに基づき選抜指数法による改良量の予測を行い，23時間明暗周期下と24時間

明暗周期下での選抜効率の比較を行った。その結果は，産卵率と卵重を同時に改良す

る場合には産卵率のみを改良する場合と同様23時間明暗周期下の方が選抜効率が高

く，卵殻強度も同時に改良する場合には逆に24時間明暗周期下の方が選抜効率が高

いことが明らかとなった。これは特に，産卵率と卵殻強度の遺伝相関が，24時間明暗

周期下に比べ23時間明暗周期下でその値が負の数値で大きくなるためであると患わ

れる。しかし，23時間明暗周期は選抜環境として用いるのであって，この方法によっ



て育種改良された鶏は24時間明暗周期下で飼育されることになる。したがって，ここ

で能力の変化が当然起こってくることになる。基礎集団で見られた23時間選抜区と

24時間選抜区の能力の比較をすると，23時間明暗周期下では24時間明暗周期下に比

べ，産卵率は若干低下し，そして卵殻強度はほぼ同じであるという結果になっている。

23時間明暗周期下で選抜された鶏を24時間明暗周期下で飼育した場合，単純にこの

逆の現象が起こるとは考え難い。なぜならば，23時間選抜区の鶏は遺伝的に23時間

明暗周期に適応しており，基礎集団で見られた時の遺伝的性質からは明らかに異なっ

てきているため，遺伝と環境の交互作用が現れ，その反応は異なったものになること

が考えられるからである。遺伝と環境の交互作用がどのように現れてくるか予測する

ことは不可能であるため，実際に選抜を行って明らかにする必要がある。

5．要　　約

23時間明暗周期下と24時間明暗周期下でともに産卵率（181～300日齢）を改良す

る選抜実験を5世代にわたり行った。その結果，第5世代には産卵率は23時間選抜区

の方が24時間選抜区より高くなった。また，23時間選抜区で24時間以下の平均放卵

間隔を示した個体は，基礎世代の33羽から第5世代では196羽にまで増加した。産卵

率の実現遺伝率は23時間選抜区0．25±0．04，24時間選抜区0．15±0．05であった。選抜

に伴い両選抜区とも卵重は低下したが，23時間選抜区の方が卵殻質の低下が大きかっ

た。選抜実験の結果から，産卵率の改良が限界に近づいている集団に対しては，23時

間明暗周期を選抜環境として用いることにより産卵性をより効率的に改良できること

が明らかとなった。
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4.梅山豚の特性調査

成長にともなう枝肉構成および骨格の変化

1・　はじめに

梅山豚は中国在来種である太湖豚の一種で,早熟の上に多産で繁殖性に特に優れた

品種である1～4)。しかし,欧米種に比べて発育が劣り5・6),体幅が小さく7),赤肉量が少

なくて脂肪量の多い豚であることが知られている8～10)。これまで梅山豚の産肉成績に

ついてはいろいろ報告されているが,それらの多くは90kg時点での調査結果であ

り,成長中の変化については十分に明らかにされていない。そこで梅山豚の赤肉,脂

肪,骨などの枝肉構成および一部筋肉や骨格の成長にともなう変化をランドレース種

とデュロック種を対照として,同一体重の30,60および90kgで比較検討した。

2.調査材料および方法

供試豚は梅山豚(M),ランドレース種(L)およびデュロック種(D)で,すべて去

勢雄を使用した。

各品種を30kgから90kgまで豚産肉能力検定用飼料を用い,不断給餌により飼育

し,体重が30,60および90kgに達した時点で屠殺して調査した。供試豚の頭数およ

び日齢は表1に示す通りである。

供試豚を電撃法により屠殺した後,皮剥ぎをし,枝肉を1日冷蔵した後調査した。

調査には枝肉の左半丸を用い,胸椎第5,6間および最後腰椎1節をももに付け,前

躯,中躯,後躯に3分割して,各躯の赤肉,脂肪,骨の測定を行った。赤肉は胸最長

表＼1供試豚の頭数,日齢および体重



筋,上腕3頑筋,大腿2頑筋および半膜様筋を筋肉別に分離秤量し,合計量を求めた。

脂肪は皮下脂肪,筋肉間脂肪,腎脂肪の合計量を求めた。骨は各骨格別に分離秤量し,

合計量を求めた。特に骨は椎骨の長さ,頼突起の高さ,上腕骨,前腕骨,大腿骨,下

腿骨,肩甲骨および寛骨の長さ,幅および高さなどを調査した。これらの計測部位は

図1に示す通りである。

3・.結果および考察

1)成長にともなう屠体形質の変化

成長にともなう屠体形質の変化は表2に示す通りである。屠体長はいずれの品種の

場合も成長にともなって直線的に増加した。Mの屠体長は30～90kgのいずれの時点

でもLに比べると有意に短かった(P<0・01)。MとLの差は30と60kgで約6cm,

図1骨の計測部位



表2　成長にともなう屠体形質の変化

90kgでは10cmと成長とともに大きくなる傾向にあった。原ら6)も90kgでMとL

の屠体長について著者らと同様な値を報告している。また,体重90kgでは,Mの屠

体長はDに比べても有意に短かかった(P<0・01)。屠体幅はMがL,Dに比べて大き

く,60kgではMと他の2品種,90kgではMとLとの間に有意差がみられた(P<

0・01～0・05)。これは宮本ら7)の体尺値の胸藻でMが欧米種より大きいことと一致して

いた。

背脂肪層肩,背,腰の3部位の平均値はすべての屠殺体重においてM>L>Dの順

となり,60,90kgにおいてはMとL,Dとの問に有意差がみられた(P<0・01)。背脂

肪層はいずれの品種の場合も成長に伴って厚くなり,LとDは屠殺体重間に有意差が

みられた。一方,Mでは60kgと90kgとの差は有意ではなかった。Mと脂肪層の最

も薄かったDとの差をみると30kgで0・17cm,60kgで0.81cm,90kgでは1・05cm

となり,成長に伴ってその差は大きくなる傾向にあった。MではL,Dに比べて30～

60kgの問の増加が大きく,この時期に急激に脂肪層が厚くなることが分かった。

ロース断面積(体長1/2部位)はいずれの屠殺体重においても,MがL,Dに比べ

有意に小さかった(P<0・01～0・05)。脂肪層の厚さと同様にLとDでは屠殺体重間に

有意差がみられたが,Mでは60と90kg間には有意差がみられなかった。また成長

にともなうロース断面積をMとDで比較すると30kgで1・2倍,60kgで1・8倍,90

kgでは2・1倍とDのはうが大きく,両者の差は成長とともに大きくなる傾向にあっ



た。Mでは30kg以降のロース断面積の増加がDに比べて小さかった。原ら6)は,M

の70と90kgで比較し,70kgで15・2cm2,90kgでは16・3cm2と著者らと同様な値を

得ている。また五十嵐ら9)もMとLを90kgで比較し,Mは背脂肪が厚く,ロースが

小さいことを報告している。

2)成長にともなう枝肉構成割合の変化

(1)枝肉の枝肉歩留りと各躯構成割合の変化

成長にともなう枝肉の枝肉歩留り、と各躯構成割合の変化は表3に示す通りである。

枝肉歩留りはLとDにおいては成長にともなって増加し,体重90kgで約67%で

あった。Mではいずれの屠殺体重の値もLとDに比べると低かった。Mの枝肉歩留

りは90kgで約60%で,体重60～90kgでは有意な値の上昇はみられなかった。

枝肉3分割の前躯割合はMがLに比べていずれの体重においても有意に大きかっ

た(P<0・01)。中躯割合は,各品種とも成長にともなって増加する傾向を示し,Lでは

各屠殺体重において有意差がみられた(P<0・01)。MとLとの問には差はなく,Mは

60kgと90kgではDに比べて有意に大きかった(P<0.01～0・05)。後躯割合では前

躯,中躯と異なり,MがL,Dに比べていずれの屠殺体重においても有意に小さかっ

た(P<0・01)。これらのことから,MはL,Dに比べて30kgでは前躯が大きく,成長

にともなって中躯割合が大きくなり,後躯割合が小さくなる品種である。松岡ら11)は

中国豚の桃園種とDを90kgで比較し,本試験と同様に中国豚のはうが後躯割合が小

麦3　成長にともなう枝肉歩留りと枝肉の各躯構成割合の変化(%)



さかったことを報告している。

(2)枝肉の赤肉,脂肪,骨の構成割合の変化

成長にともなう枝肉全体の赤肉,脂肪,骨の構成割合の変化は表4に示す通りであ

る。赤肉割合はいずれの屠殺体重においてもD>L>Mの順となり,90kg体重にお

ける値はそれぞれ66・5%,61・2%,46・6%であった。30kgのLとDの値には差はな

かったが,それ以外は各品種間に有意差がみられた(P<0・01～0・05)。また各品種とも

成長にともなってその割合は小さくなった。脂肪割合は赤肉とは逆にM>L>Dの順

となり,赤肉割合の場合と同様に各品種間に有意差がみられた(P<0.01～0・05)。脂肪

割合は各品種とも成長にともなって大きくなった。特にMではその傾向が顕著で,90

kgにおける脂肪割合はDの19・9%,Lの27・7%に対してMでは42・1%であった。骨

の割合は各屠殺体重においてD,M,Lの順に大きい傾向を示し,DがLより有意に

大きかった(P<0・01～0・05)。これら赤肉,脂肪,骨の関係について我国における肉豚

の屠体審査標準12)では枝肉中の赤肉,脂肪,骨の構成比を60:30:10が理想としてい

る。今回調査のL,Dは屠殺体重の増加とともにその理想に近づいているが,Mでは

30kg時点でその理想に近い値を示したが体重の増加とともに赤肉が減少し,脂肪が

増加することによりその理想から外れていることが示された。

(3)前躯の赤肉,脂肪,骨の構成割合の変化

成長にともなう枝肉前躯の赤肉,脂肪,骨の構成割合の変化は図2に示す通りであ

る。赤肉割合は枝肉全体と同様にMがL,Dに比べていずれの屠殺体重においても有

意に小さく(P<0・01～0・05),LとD間には差がみられなかった。脂肪割合も枝肉全体

表4　成長にともなう枝肉の赤肉,脂肪,骨の構成割合の変化(%)



図2　成長にともなう枝肉前躯の赤肉,脂肪,骨の構成割合の変化

と同様にM>L>Dの順となり,30kgのLとD間以外は各品種間に有意差がみられ

た(P<0・01～0・05)。骨の割合についてみると,DがM,Lより大きい傾向を示し,30

kgと90kgではMとDとの差は有意であった(P<0・01)。Dは他品種と異なり脂肪

割合が骨の割合より小さかった。

(4)後躯の赤肉,脂肪,骨の構成割合の変化

成長にともなう枝肉後躯の赤肉,脂肪,骨の構成割合は,全体的に前躯と同様のパ

ターンを示したが,赤肉割合はいずれの屠殺体重においてもDで最も大きく,L,M

の順であった。LとDにおいては30～90kg間の赤肉割合に大きな変化はみられな

かったが,Mでは成長とともに有意に減少していた(P<0・01)。脂肪割合はM>L>D

の順となり,60と90kgでは各品種間に有意差を示した(P<0・01)。骨の割合は前躯

と異なり,MがL,Dに比べ大きい傾向を示し,30kgでL,60kgでL,Dとの間に

有意差がみられた(P<0・01～0・05)。松岡ら11)も桃園種の枝肉後躯割合を90kgで調査

し,赤肉が55・6%,脂肪が30・8%,骨が13・6%となることを報告し,本試験のMと同



様の値であった。

(5)中躯の赤肉,脂肪,骨の構成割合の変化

成長にともなう枝肉中躯の赤肉,脂肪,骨の構成割合の変化は図3に示す通りであ

る。赤肉割合については前躯,後躯に比べ各品種とも小さい値を示している。特にM

では小さく,前躯との差は30kgで3.2%,60kgで21・9%,90kgでは24・4%と成長と

ともに大きくなった。品種間での成績を比較してみるとMがL,Dより極端に小さ

く,DとMの差は30kgで8・5%,60kgで22・7%,90kgでは25・9%にまで拡大した。

脂肪割合はM>L>Dの順となり(P<0・01),特にMでは60kgで53・5%にまで高ま

り,赤肉割合(37・7%)と脂肪割合が逆転した。しかもその差は90kgではさらに拡大

し赤肉より脂肪割合が28・8%も多くなった。骨の割合についてはDがM,Lよりも有

意に大きかった(P<0・01～0・05)。

(6)枝肉の全赤肉量に対する各筋肉割合の変化

枝肉の赤肉割合はL,Dに比べてMでは極端に少ないことが分かったが,赤肉全体

図3　成長にともなう枝肉中躯の赤肉,脂肪,骨の構成割合の変化



に対して一部の筋肉の割合は成長にともなってどのように変化するかを示したのが表

5である。胸最長筋はL>D>Mの順となり,30kgではLとD,Mの問に有意差がみ

られ(P<0・01),60と90kgではMがL,Dに比べ有意に小さかった(P<0・01)。ま

たLとDは成長とともに増加の傾向にあったが,Mでは有意に減少した(P<0・05)。

これはロース断面積と同様の傾向であった。上腕3頑筋の割合は30kgでMがDよ

り有意に小さかった(P<0・05)こと以外は明らかな品種間差はみられなかった。大腿

2頑筋,半膜様筋の割合は両筋肉とも同様の傾向を示し,MがL,Dより有意に小さ

く(P<0・01),成長にともなう変化はみられなかった。枝肉前躯の上腕3頑筋と枝肉

後躯の半膜様筋の割合についてみると,欧米種のL,Dは半膜様筋が大きいのに対し,

Mは上腕3頑筋が大きく,L,Dに比べてMでは前躯割合が後躯割合よりも大きいこ

との一因と考えられる。

3)成長にともなう骨格の変化

(1)成長にともなう椎骨の長さの変化

成長にともなう椎骨の長さの変化を30kgと90kgについて示したものが図4であ

る。第1,第2頸椎はそれぞれ別々に測定することが困難であるために両方を合わせ

て示した。椎骨の中では腰椎が最も長く,次いで胸椎,頸椎の順であった。椎骨で最

も短かかった部位は,MとDでは第5,6頸椎,Lでは第7頚椎,第1胸椎であった。

30kgでの胸椎についてみると第1から第14胸椎まではMがL,Dよりも長かった。

表5　成長にともなう全赤肉量に対する各筋肉割合の変化(%)



図4　成長にともなう椎骨の長さの変化

90kgでは第1から第5胸椎はDが最も長かったが,第6胸椎以後は30kgと同様に

Mが長かった。腰椎でも第1から第4腰椎まではMがL,Dよりも長かった。胸椎数

ではMが14・0本,Dが15・5本,Lが16・2本,腰椎数ではそれぞれ5.1本,6・0本,6.2

本であり,Mの椎骨の一つ一つが長かったのは,Mの椎骨数がL,Dより2～3本少

なかったことと関係があるものと考えられる。

(2)成長にともなう赫突起の高さの変化

成長にともなう頼突起の高さの変化を30kgと90kgについて示したものが図5で

ある。頸椎の耕突起の高さは第2頸椎においていずれの場合も最も高く,第3頸椎が

最小であった。第2頸椎の耕突起の高さはいずれの屠殺体重においてもMが最も高

く,90kgではL,Dとの間に有意差がみられた(P<0・01～0・05)。胸椎は第1から第

3胸椎が最も高く,第10から第12胸椎に向かって急激に低下した。胸椎の中で頼突

起が最も高かったのは90kgではMとDが第1,Lが第2胸椎であった。第2胸椎で

MとLとの差をみると30kgで0.61cm,90kgでは1.06cmといずれもMのはうが

高かった(P<0・01)。またMはDに比べても有意に高かった(P<0.01)。

(3)成長にともなう骨の長さの変化

成長にともなう骨の長さの変化については表6に示す通りである。分析した7種類

の骨はいずれの品種の場合も成長にともなって長くなった。MとL,Dとの測定値を

比較してみると,30～90kgにおいて肩甲骨と下腿骨はMがLより有意に長く,坐骨



図5　成長にともなう頼突起の高さの変化

表6　成長にともなう骨の長さの変化(cm)



はMがL,Dより有意に長く,両者の差は30kgで1・2cm,60kgで1・4～2cm,90kg

では1・4～2・2cmであった(P<0・01)。これはMが繁殖性に優れた点と関連があるも

のと思われる。

(4)成長にともなう骨の幅および高さの変化

成長にともなう骨の幅および高さの変化については表7に示す通りである。測定し

た7項目のうち,上腕骨,前腕骨,肩甲骨の背縁部,大腿骨,下腿骨の幅,肩甲骨の

棟結節の高さについては,30～90kgのいずれにおいても有意な品種間差がみられた。

特に,骨盤口の大きさと関係がある寛骨の恥骨と第2仙椎の幅はMがL,Dに比べて

いずれの屠殺体重においても大きい傾向を示し,MとLの差は30kgで0・44cm,60

kgで1・02cm,90kgでは1・55cmと成長にともなって大きくなり(P<0・01～0・05),

坐骨長と同様にMが欧米種に比べ繁殖性に優れている点と関連があるものと思われ

る。

表7　成長にともなう骨の幅および高さの変化(cm)



4・要　　約

梅山豚の枝肉構成や骨格が成長にともなってどのように変化するかをランドレース

種とデュロック種を対照にして,同一体重の30,60,90kgで比較検討した。供試豚は

M27頑,L15頑,D16頑の去勢雄を使用した。

1・屠体形質の屠体長はLが最も長く,成長にともなう増加量はMよりL,Dが

大きかった。屠体幅ではMがL,、Dより大きかった。背脂肪の厚さはM>L>Dの順

となり,成長にともなってMとL,Dの差が大きくなった。ロース断面積はMがL,

Dより小さく,その上Mの増加量が少なかった。

2・枝肉構成の変化ではMはL,Dに比べ成長にともなって中躯割合が大きくな

り,後躯割合が小さくなった。

枝肉全体では赤肉>脂肪>骨の割合の順となった。赤肉割合ではD>L>Mの順と

なり,成長にともなってその割合は減少した。脂肪割合では赤肉とは逆にM>L>D

の順となり,成長にともなってその割合は増加した。骨の割合ではD>M>Lの順と

なり,成長にともなって減少傾向を示したが,その割合は小さかった。

枝肉3分割後の前躯,後躯の赤肉,脂肪,骨の割合は枝肉全体と大きな違いはみら

れなかった。しかし中躯においては赤肉割合が前躯,後躯に比べ少なく,脂肪割合が

大きかった。3品種の中ではMが成長にともなう変化が大きく赤肉割合では30kgで

53・0%,60kgで37・7%,90kgでは30・0%となり,脂肪割合はそれぞれ35・1%,

53・5%,60・8%となった。これらから,Mは赤肉量が少なく脂肪量の多い豚であること

がわかった。全赤肉量に対する筋肉割合で,上腕3頭筋と半膜様筋の割合を比較する

と,Mは前躯の上腕3頭筋,LとDでは後躯の半膜様筋が大きかった。

3.骨格の変化の椎骨の長さはM>L>Dの順となり,MがL,Dに比べ椎骨数が

少ないことと関係があるものと考えられる。棘突起の高さは,頸椎では第2頸椎が最

も高くM>D>Lの順となった。胸椎では第1～第3が最も高く,成長にともなって

最も高い部位が第1胸椎に近づいた。骨の長さは寛骨の坐骨長においてMがL,Dよ

り長かった。また骨盤口の大きさと関係がある寛骨の恥骨と第2仙椎の幅においては

MがL,Dより大きく,坐骨長とともにMの繁殖性に優れた点と関連があるものと

思われる。
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5.ゲッチンゲンミニブタと梅山豚との交雑種の発育と

繁殖特性

1.　はじめに

中国太湖豚の一種である梅山豚の優れた繁殖特性,特に多産性や早熟性について

は,中国はもとより,我が国や欧米で多くの研究がなされてきているト4)。梅山豚の高

産子数は,母体側の遺伝支配による高排卵数,胚の高生存性及び大きな子宮容量によ

るとされている4)。梅山豚の高産子数を遺伝的に説明する仮説として,排卵数を制御

する遺伝子座とこれと密に連鎖した子宮環境を支配する遺伝子座を想定した主動遺伝

子を考えるものもあるが1),純系,Fl,バッククロス,F2世代の雌の産子数のデータか

ら,主動遺伝子の存在は否定されている4)。ただ,排卵数や胚及び胎子の生存性に大き

な影響を与えるいくつかの遺伝子の存在が推定されている4)。一方,ブタは形態的あ

るいは生理的特徴がヒトと類似しており,特に小型ブタは臓器移植,皮膚,消化器,

循環器等の研究の実験動物として利用されている。国内外で小型ブタとして作出され

たものとしては,ゲッチンゲン系ミニブタ,ピットマンムーア系ミニブタ,クラウン

系ミニブタ,ユカタンマイクロブタ,NIHミニブタ,巴馬香など9系統がある5‾6)。日

本では,標準小型ブタや研究目的に沿った特徴のある多系統の開発に期待が寄せられ

ている5‾6)。著者らは,繁殖形質,特に1腹産子数が梅山豚で約13～16頑,ゲッチンゲ

ン系ミニブタで4～6頑と,両品種間で一腹産子数に2～3倍の差異があることに注目

し,ゲッチンゲン系ミニブタ種と梅山豚間で以下のような目的で交雑試験を行ってき

ている。すなわち,成長や産子数,生殖器サイズ等の繁殖形質等に関与する遺伝子の

作用を明らかにし,豚の繁殖形質の改良のための基礎的情報を得ること,また,従来

作出が困難とされている多産性の小型ブタの作出の基礎的情報を得ることを目的とし

ている。更に,もし梅山豚やゲッチンゲン系ミニブタのもっ成長や産子数などの特徴

ある形質が主動遺伝子に支配され,F2世代で明確に分離した場合,これを調査家系と

して多くのF2家系(あるいはバッククロス家系)のDNAサンプルを蓄積し,マイク

ロサテライトDNAマーカーとの連鎖解析を行えば,F2で分離した梅山豚あるいは

ゲッチンゲン系ミニブタ由来の形質を支配する遺伝子座を連鎖地図上にマッピングす

ることも可能になる。本稿では,多産・早熟系統の梅山豚と小型ブタであるゲッチン

ゲン系ミニブタの交雑試験のF3世代までの成長と繁殖形質の推移及びいくっかの特



徴ある生理的所見について紹介する。

2・調査材料及び方法

ゲッチンゲン系ミニブタ(G)雄2頑を平成2年度に実験動物中央研究所より導入

し,梅山豚(M)雌と交配してFl:3腹合計34頭(♀:18頑,含:16頑)を作出した。

次にFl同士の交配によってF2:6腹合計43頑(♀:22頭,含:21頑)を作出した。

F2世代では体重が大(成熟時100kg以上:F2大と略)と小(成熟時90kg以下:F2小

と略)に分離したので,F3世代の作出は,F2大雌個体×F2小雄個体の交配を行い,5

腹合計32頑(♀:14頭,含:18頑)を得た。各世代での成長,乳頭数,毛色,雌個体

の産子数等のデータを蓄積した。また,一部F2雌とF2雄を淘汰し,子宮長,精巣重

量,精巣サイズ等の生殖器サイズを測定した。外貌所見として,耳の形,皮膚疾患の

状況に注目した。さらに一部のF2の個体では,血中エストロジュン,プロジェステロ

ン,FSH,LH濃度をラジオイムノアッセイ法で測定した16)。なお,本実験で使用した

ブタは,2過齢から4週齢までは「ママ7」(協同飼料K・K・),4過齢から3カ月齢まで

は「ママ8」(同),3カ月齢から8カ月齢までは「産肉能力検定飼料」,8カ月齢以降は

「成豚用飼料」(TDN74%,DCPll・4%)を自由摂取させ育成した。・

3・調査成績及び考察

1)成　長

Fl,F2及びF3の体重の推移を表1に示した。

①Flの生時体重,4,11,19過齢体重(雌平均)は各々,0・74kg,4・1kg,16・3kg,

39.5kgでGとMの中間値よりやや大きめで推移した。②F2の生時体重,4,11,19

週齢体重(雌平均)は各々,0.47kg,2・8kg,9.8kg,28,4kgでGの値に近づいた。ま

た,F2では体重大個体と体重小個体に分離した。図1にはF2同腹きょうだい(雌)7

頑の19週齢までの成長を示した。図1に示すように,4週齢ごろから体型の大小は外

見的にも区別がつくようになり,11過齢前後では明確な差異となった。写真1(A),

(B)には12過齢前後の各々別腹のF2きょうだいを示した。なお,F2大個体はFl個体

よりやや小さく,F2小個体はGの体重とほぼ同じであった。③F2大(♀)×F2小

(含)の交配で得た,F3個体の体重は,F2大よりやや小さめで推移した。現在,F2個体

における体重データを蓄積中であるが,体重大と体重小以外に,これらの中間型であ



表1Fl,F2及びF3個体の体重の推移

図1同腹F2における雌7頑の成長パターン



る体重中個体と考えた方がよい個体が得られている。従って,F2個体における体重の

大小の分離は,体重に影響を与える複数の相加的なポリジーンや母体の遺伝子型の他

に,常染色体性単一遺伝子座支配の共優性の主動遺伝子である矮性遺伝子(DW get

と仮称。ゲッチンゲン系ミニブタ由来)と正常遺伝子(N)によって支配されていると

推定している。

2)産子数及び乳頭数

Fl,F2及びF3の平均乳頭数及びFl雌及びF2雌の平均産子数を表2に示した。

①乳頭数:Fl個体の平均乳頭数は14でGとMの中間値となり,F2で13,F3で14

となった。毛色が分離したF2で,毛色ごとに乳頭数の平均値を求めたところ,表3に

示すように,黒色個体は平均乳頭数が14.4で白色個体(13・4)及び黒色スポット・部

分黒色個体(13・6)より多い傾向が認められた。更に,白色個体集団での乳頭数の分離

は,図2に示すように,三峰性のパターンが認められた。これらの結果を考察すると,

乳頭数を増加させるいくつかの遺伝子のうち一つは梅山豚のもつ黒色遺伝子(E;後

述)と粗に連鎖し,相引の関係にあることが推定される。②産子数:Fl雌及びF2雌の

平均産子数は,各々8・0,6・2となり,Flの産子数はMとGの中間であった。また,F2

表2　Fl雌及びF2雌の平均乳頭数及び平均産子数

(初産・経産)

表3　F2世代における毛色で区分した乳頭数



図2　F2における毛色と乳頭数の分離

のうちF2大雌及びF2小雌の平均産子数はそれぞれ7・2,5・6となり,F2大雌はF2小雌

より産子数が多かった。なお,F2大小個体間で毛色に片寄りは認められなかった。黒

色個体同士の交配でF3世代以降乳頭数や産子数がどのように変化するのかは今後の

検討課題である。

3)F2個体の生殖器サイズと内分泌学的検索

子宮サイズ及び精巣サイズを表4及び表5にまとめた。

①子宮サイズ:F2大とF2小の雌個体間で子宮サイズを比較すると,子宮角長,子

宮角外径ともにF2小個体はF2大雌個体より明らかに小さく,各々F2大個体の68%,

77%であった。②精巣サイズ:Fl雄及びF2雄個体で精巣重量と精巣サイズを比較す

ると,F2個体ではバラツキが大きく,また,F2個体では体重に応じFl個体よりも精巣

重量,精巣サイズがともに小さかった。F2小雄個体の性機能に特に異常は観察されな

かった。③卵胞数と卵胞サイズ:発情後6日目のF2小個体の卵胞数(直径5mm程

度)は左右合わせて22個,小さい卵胞も多数観察された。黄体数は左右合わせて15

個が観察された。発情前1日目と推定されたF2大個体では,直径5mm程度の卵胞が

左右合わせて4個,直径5mmより小が35個観察され,黄体は19個観察された。以

上のことから,F2個体の排卵数はヨーロッパ系豚と同程度であり,またF2小個体と

F2大個体間で排卵数に大きな差異はないと推測される。④F2雌個体の内分泌学的検



表4　Fl及びF2雌の子宮サイズ

表5　Fl,F2及びF3個体の平均精巣重量と精巣サイズ

索:成熟雌ブタの1性周期間内で,F2体重大個体2頑とF2体重小個体2頭の血中エ

ストロジュン,FSH,LH及びプロジェステロンを測定したが,両者間でホルモンレ

ベル及びホルモン分泌パターンには有意な差異は認められなかった16)。梅山豚のレベ

ルと比較すると,F2個体のFSHレベルは梅山豚より全体的に低く,また,LHサージ

後のF2個体のプロジエステロンレベルは高い傾向が認められた16)。以上のことを総

合的に判断すると,F2世代の産子数大小の差異は,内分泌学的差異に基づくものでも

排卵数の違いによるものでもなく,子宮の長さ,子宮容量等ゐ子宮環境の違いが大き

な要因となっているものと考えられる。



4)外貌所見及び生理的特性

・①ミイラ化胎子など:Fl産子(MXG)3腹34頑中1腹に生時体重の明らかに小さ

い個体(0・3kg以下)1頭が生まれた。しかし,ミイラ化胎子は観察されなかった。F2

産子(FlXFl)8腹64頑中2腹(25%)にミイラ化胎子計3頑,生時体重の明らかに
1

小さい個体(0・3kg以下)が5腹(63%)計7頭が観察された。F3産子(F2×F2)13腹

中3腹(23%)にミイラ化胎子計4頑,生時体重の明らかに小さい個体(0・3kg以下)

が2腹(15%)4頑が観察された。、これらの生時体重0・3kg以下の個体は生後すぐ死

亡した。例外的にF2産子で生まれた1頭は,生後5週目まで生存した(体重1・5kgで

死亡)。F3産子(F2×F2)でのミイラ化胎子及び生時体重の明らかに小さい個体は,全

てF2大個体を母親(父親体重小)の場合であった。また,死産や生後1両日以内に死

亡した産子があったものはF2大個体で1腹(20%)1頑,F2小個体で5腹(62%)20

頑,F3産子全体で6腹(46%)21頑であった。大ヨークシャー種雌豚におけるミイラ

化胎子の発生は約30%程度と報告されておグ4),F2産子(Fl雌)及びF3産子(F2雌)

で発生頻度が高いということはなかった。一方,ヨーロッパ系豚での死産の発生頻度

約37%15)と比較すると,F2を母豚とするF3産子特にF2小母豚での死産や生後1両

日以内での死亡産子の発生が顕著であった。また,生時体重の明らかに小さい個体

(0.3kg以下)はF2産子に特に多く発生した。②奇形:F2産子10腹73頑中1腹に鼻

の奇形を持っもの1頭が認められ,また,2腹に鎖肛個体各々1頭が認められた。Fl産

子及びF3産子にはこれらの奇形は認められなかった。

以上のことを総合的に判断すると,F2世代では梅山豚及びゲッチンゲン系ミニブタ

由来の致死・半致死や矮性等の劣性有害遺伝子がホモ化し,死産等が増加したと考え

られる。③毛色:Flの毛色は,はば全身が白色であった。F2では毛色が分離し,10腹

81頭は白:黒:黒スポット=59:17:5に分離した(表6)。F3の毛色は,白色×白色

の交配では白色,黒スポット×白色の交配では白色,黒色×白色では白色となった。

大ヨークシャー種やランドレース種などヨーロッパ系豚の白色は,白色(Ⅰ)遺伝子座

の常染色体性単一優性遺伝子(Ⅰ)によって支配され,本遺伝子座は第8番染色体上の

アルブミン(ALB)遺伝子座と血小板由来成長因子レセプターα鎖(PDGFRA)間に

あることが明らかになっている12)。さらに,黒毛色に関する遺伝子座にはE(Exten-

sion)座位があり,E(黒色),Ep(黒斑),Ed(優性黒)遺伝子等が報告されている13)。

F2における毛色の分離は,白色(Ⅰ)遺伝子座(優性の白色遺伝子:I,劣性の有色遺伝



表6　F2における毛色の分離と推定遺伝子型

子:i)とExtension(E)遺伝子座(梅山豚の黒色遺伝子:E,ゲッチンゲン系ミニブ

タが持っと推定した黒色スポット遺伝子:ES)を想定し,I座位とE座位は非連鎖で,

I遺伝子座IはE遺伝子座より上位で,E座位の優性順位は,E遺伝子>ES遺伝子と

仮定する。ゲッチンゲン系ミニブタの遺伝子型をIIESES,Mの遺伝子型をiiEEとす

れば,Fl個体は全てIiEESで白色,F2個体では表6に示すように白色:黒色:黒ス

ポットの期待分離比は12:3:1となる。実際のF2での分離は期待値によく適合して

いた　玩2=0・27)。

④耳の形:写真2に示すように,ゲッチンゲン系ミニブタは小耳タイプで耳が立っ

た形をしている。一方,梅山豚(写真3)は耳が大きく,垂れた形をしている。Flでは,

雄(写真4)雌(写真5)ともにゲッチンゲン系ミニブタと梅山豚タイプの中間の大き

さとなり,耳は垂れたタイプとなる。F2になると耳が比較的大きく垂れたタイプのも

の(写真6,8)とゲッチンゲンほどではないが耳が比較的小さく立ったタイプ(写真

7,9)に分離した。これらF2の耳の形態は,3カ月齢以降から明らかになりはじめ(写

真1(A)(B):耳の形に注意),性成熟時には明確になる。耳の形のF2での分離デー

タを現在蓄積中であるが,耳の形に強い影響を与える主動遺伝子の存在が推定され

る。

5)皮膚疾患

梅山豚はブタヒゼンダニによる折癖症等の皮膚疾患をおこし易いが,この性質は,

Fl,F2及びF3世代にも引き継がれ,雌に顕著に認められる。Fl,F2及びF3世代間で

折癖症等の皮膚疾患の程度を比較すると,F2世代で強い傾向が認められた。折癖症F2

個体のリンパ節を調べたところ,体表から遠い腸間・鼠径部リンパ節が非常に小さ



く,ヨーロッパ系豚の1/5程度であり,特に鼠径部リンパ節で顕著であった。折癖症

が強くかっ継続したF2個体の体表に近いリンパ節(頚部・胸部リンパ節等)は,著し

く肥大していた。また,病巣組織の病理学的検索により,表皮は肥厚,敏壁形成,角

化元進及び毛根部のダニ周囲へ細胞浸潤が認められた11)。更に,皮下真皮には血管周

囲を中心に脱顆粒後の細胞主体の肥満細胞が多数認められ,これら肥満細胞表面及び

細胞内部はIg耳が強く発現していることが観察された11)。また,体表リンパ節には

IgE産生プラズマ細胞が検出できた11)。このことから,折癖症を示したF2個体は強い

I型アレルギー反応が起こっていることが明らかとなった。F2個体は,梅山豚の免疫

遺伝的にアレルギー疾患になりやすい遺伝的要因を受け継ぎ,ゲッチンゲン系ミニブ

タの遺伝素因とも関連して折癖症等の皮膚疾患になり易いのか,あるいは単に皮膚構

造の違いがその主要因なのかは不明である。現在,皮膚疾患になり易い梅山豚の免疫

特性を調べる研究を進めている。皮膚の外見所見を総合して考えると,ヨーロッパ系

豚とは異なる梅山豚特有の皮膚の構造が,F2での皮膚疾患の発症に大きく影響してい

ると思われる。今後,本交雑系ミニブタF2は,折癖症研究用の実験動物となりうる可

能性がある。

以上,多産・早熟系統の梅山豚と小型ブタであるゲッチンゲン系ミニブタの交雑試

験のF3世代までの成長,繁殖特性,及びいくつかの興味ある生理特性を明らかにして

きた。これらの特性には遺伝的なものがあり,F2世代で分離するものがあった。今後,

これら遺伝的形質を支配する遺伝子座を多数のマイクロサテライトDNAマーカーと

の連鎖解析で連鎖地図上へのマッピングを予定している。また,免疫応答能に強い影

響を与えているMHCの遺伝子型を解析し,MHCホモ型の系統をこの交雑系で作出

して実験動物ミニブタとして供することも今後の育種方向として考えられる。さらに

は,現在,白色系統を作出しているが,黒色系統の作出やまったく別品種,たとえば

ュカタンマイクロブタとの交配で新しい特性をもっ系統の作出も考えられる。

4・要　　約

繁殖形質に関与する遺伝子の作用を明らかにし,豚の繁殖形質の改良のための基礎

的情報を得ること,また,従来作出が困難とされている多産性の小型ブタの作出の基

礎的情報を得ることを目的とした多産・早熟系統の梅山豚と小型ブタであるゲッチン

ゲン系ミニブタの交雑試験を行ってきている。この交雑試験のF3世代までの成長と



繁殖形質の推移及びいくっかの特徴は以下のようにまとめられた。

1)成長:Fl世代の生時体重等の成長は,ゲッチンゲン系ミニブタ(G)と梅山豚

(M)の中間値よりやや大きめで推移した。F2世代体重はGの値に近づいた。また,F2

では体重が比較的大きい個体(成熟時100kg以上:F2大と略)と小さい個体(成熟時

90kg以下:F2小と略)に分離した。F2大(♀)×F2小(含)の交配で得たF3個体の

体重は,F2大よりやや小さめで推移した。

2)繁殖形質:①乳頭数:Fl個体の平均乳頭数は14でGとMの中間値となり,

F2で13,F3で14となった。また,F2では毛色が黒い個体の乳頭数は,白色個体より

多い傾向が認められた。②産子数:Fl雌及びF2雌の平均産子数は,各々8・0,6・2とな

り,Fl雌の産子数はMとGの中間となった。F2のうちF2大雌及びF2小雌の平均産

子数はそれぞれ7.2,5・6となり,F2大雌はF2小雌より産子数が多かった。③子宮サイ

ズ:F2大とF2小の雌個体間で子宮サイズを比較すると,子宮角長,子宮角直径ともに

F2大雌個体で明らかに大きかった。④精巣サイズ:Fl雄及びF2雄個体で精巣重量と

精巣サイズを比較すると,F2個体ではバラツキが大きく,また,F2個体では体重に応

じFl個体よりも精巣重量,精巣サイズがともに小さかった。⑤F2個体の排卵数は

ヨーロッパ系豚と同程度であり,またF2小個体とF2大個体間で排卵数に大きな差異

は認められなかった。⑥ホルモン測定:F2大個体とF2小個体のエストロジエン,

FSH,LH及びプロジェステロンを測定したが,体重大小間でホルモンレベル及びホ

ルモン分泌パターンには有意な差異は認められなかった。以上のことを総合的に判断

すると,F2世代の産子数の差異は,内分泌学的差異に基ずくものでも排卵数の違いに

よるものでもなく,子宮の長さ,子宮容量等の子宮環境の違いが大きな要因となって

いることが示された。

3)外貌所見及び生理的特性

①ミイラ化胎子等:F2を母豚とするF3産子特にF2小母豚での死産や生後1両日

以内での死亡産子の発生が顕著であった。また,生時体重の明らかに小さい個体(0.3

kg以下)はF2産子に特に多く発生した。②奇形:F2産子10腹中1腹に鼻の奇形を

持っもの1頑が認められた。また,2腹に鎖肛個体各々1頑が認められた。Fl産子には

これらの奇形は認められなかった。③毛色:Flの毛色は,ほぼ全身が白色であった。

F2では毛色が分離し,白:黒:黒スポット=59:17:5に分離した。F2における毛色

の分離は,白色(I)遺伝子座(優性の白色遺伝子:I,劣性の有色遺伝子:i)とExten-



sion(E)遺伝子座(梅山豚の黒色遺伝子:E,ゲッチンゲン系ミニブタが持っと推定

した黒色スポット遺伝子:ES)を想定し,I座位とE座位は非連鎖で,I遺伝子座Iは

E遺伝子座より上位で,E座位の優性順位は,E遺伝子>ES遺伝子と仮定する。ゲッ

チンゲン系ミニブタの遺伝子型をIIESES,Mの遺伝子型をiiEEとすると,実際のF2

での分離は期待値によく適合していた玩2=0・27)。③耳の形:ゲッチンゲン系ミニブ

タタイプ(小耳タイプで耳が立った形)と梅山豚タイプ(耳が大きく,垂れた形)を

交配したFlでは,雄雌ともにゲッチンゲン系ミニブタと梅山豚タイプの中間の大き

さとなり,耳は垂れたタイプとなった。F2では耳の形が分離した。現在本形質の遺伝

様式を検討中である。

4)皮膚疾患

ブタヒゼンダニによる折癖症等の皮膚疾患をおこし易い梅山豚の性質は,Fl,F2及

びF3世代にも引き継がれ,特にF2で強い傾向が認められた。また,雌に顕著に認め

られた。F2のリンパ節は,体表から遠い腸閉・鼠径部リンパ節が非常に小さく,ヨー

ロッパ系豚の1/5程度であった。折癖症を継続して強く発症したF2個体の体表に近

いリンパ節は著しく肥大し,病巣組織の病理学的検索により,表皮は肥厚,敏壁形成,

角化元進や毛根部のダニ周囲への細胞浸潤が認められた。皮下真皮には血管周囲を中

心に脱顆粒後の細胞主体の肥満細胞が多数認められ,これら肥満細胞表面及び細胞内

部はIgEが強く発現していることが観察された。また,体表リンパ節にはIgE産生プ

ラズマ細胞が検出できた。以上のことから,折癖症を示したF2個体は,強いI型アレ

ルギー反応が起こっていることが明らかとなった。
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写真1(A)(B)

F2きょうだいの写真(A,B別腹,約12過齢前後。体の大き

さタ　毛色及び耳の形に注意)



写真2　ゲッチンゲン系ミニブタ(成雄) 写真3　梅山豚(成雌)

写真4　Fl成雄 写真5　Fl成雌



写真6　F2成雄 写真7　F2成雄

写真$　F2成雌 写真9　F2成雄



6.豚精子の凍結保存技術の開発

受胎率及び産子数に影響する要因の解明

1・　はじめに

1970年から1985年までに世界各国で報告された豚凍結精液による受胎成績をまと

めたJoHNSONの報告1)によれば,授精雌総数5,759頑,受胎率48・2%,産子数平均8・3

頑であった。わが国では農林水産省畜産局の事業として,昭和57年から59年に豚凍

結精液利用実用化促進事業2)及び昭和60年から62年に豚凍結精液実用化確立事業3)

が実施された。この6年間の事業における総授精頭数は5,319頑に及び,受胎率は

18.4～80・0%,平均51%,産子数は1～17頑,平均8.1頭であった。これらの成績は自

然交配や液状精液の授精に比べて,平均受胎率で20～30%ポイント低く,平均産子数

で1～3頑少なく4),しかも変異が大きいことを示している。

凍結精液による受胎成績が劣る主な原因は,受精の不成立にある5)と考えられてい

る。更に,受精不成立の要因には(a)受精の場に到達する精子数が少ない。(b)精子

の活力低下が早い。(C)正常頑帽精子率が少ない,などが挙げられている6)。

この実験は,凍結精液による受胎成績の低下あるいは不安定の要因をより明確にす

ることによって,凍結精液による受胎成績の向上と安定化に資することを目的として

行われた。

2.材料および方法

1)凍結精液の作成

し種2頑,W種3頑,D種1頑の計6頑の種雄豚から濃厚部精液のみを採取した。

精液の希釈処理および凍結は,WESTENDORFら7)の方法に順じて行った。凍結後は授

精試験に供するまで液体窒素中に保存した。

2)凍結精液の融解と授精の条件

凍結保存精液は40℃の温水中で融解後,融解用希釈液で10倍に希釈した。希釈後

の精子活力が30≠以上のものだけ授精試験に供した。1授精当りの精子数は約50億,

精液量は50～60mgとした。

3)雌豚の発情の観察および授精

発情の観察は毎朝9～10時の問に行い,発情徴候が不明瞭な場合には雄豚を雌の房



内に入れて許容の状態を観察した。必要に応じて,夕方の観察も行った。授精は1発

情当り2回を原則とし,観察時の発情の状態によって,第1回目の授精時刻を決定し

た。多くの場合,雄許容確認後24時間前後に第1回目を,更に6～8時間後に第2回

目の授精を行った。

受精成績のまとめでは,授精時の雌豚の発情状態および授精時期の違いによって,

次の4つのグループに分けた。A:雄許容の状態がきわめて良好で,確実に適期授精

が行われたと記録された個体。B:雄を許容しないが外陰部徴候の変化を観察するこ

とで,授精時期を判断して授精された個体。C:雄許容時間が予測より長引いたため

に結果として早めの授精となった個体。D:雄許容の状態が終息しかけた頃の遅めに

授精された個体。

4)胚の回収および染色体の検査

第1回目授精の日から主として5～8日目に開腹手術あるいは屠殺によって,子宮

内から胚を回収した。回収胚は,直ちに実体顕微鏡下でその形態と発育段階を検査し

た。1部の個体の回収胚については,コルセミドを添加した培養液に移して38℃,18

～24時間培養後,染色体標本を作成した。

5)妊娠日齢別に見た着床後の胎子の状態

凍結精液授精後25～70日の期間で17頑の妊娠豚を屠殺して,各個体の黄体数,胎

子数,異常胎子数および胎盤変性の有無などを調べ,着床後の胎子の生存状態を観察

した。ただし,供試した妊娠豚17頑中3頭については,PGF2α12mgを1～2回注射

することによって流産を誘起して,流産子を観察した。

3・結　　果　　　　-

1)凍結精液授精後5～8日目における胚の発育状況

結果は表1に示した。凍結精液を授精した55頭の雌豚から回収された卵子または

胚の総数は594個で,開腹時に確認された黄体数に基づく回収率は82%(594/72年)で

あった。このうちの約20%が未分割卵であった。桑実胚および胚盤胞まで発育してい

た胚は回収卵の62・1%であった。これに対し,液状精液を授精した雌豚では,卵の回

収率は98%(190/194),末分割卵は5・3%であった。桑実胚以上に発達していた胚は

134個で,回収卵の約71%が順調に発育していた。回収胚のうち1回以上分割した胚

及び退行した胚は,受精過程を経たものとみなし,黄体数をもとに受胎率を求めたと



表1凍結精液授精後5～8日目に回収した卵の発育状態

表2　授精時期及び発情状態が受精率に及ぼす影響

ころ,凍結精液及び液状精液による授精でそれぞれ65.1%及び92・8%であった。5～8

日目胚としては発育の遅れたあるいは停止したと思われる2～16細胞期胚および変性

卵の全てが損耗胚に成ると仮定して,受精卵数に対する損耗率を算出すると,凍結で

22%,液状で26%と成り,両者間に著差は認められなかった。

2)凍結精液授精時の発情状態および授精時期による受精成績の比較

授精時の雌豚の発情状態および授精時期の違いによってAからDの4グループに

分け,それぞれに該当する雌豚の受精成績をまとめて表2に示した。グループAの雌

豚は30頑で,全ての個体が受精卵を保持しており,黄体数当り受精卵率は88・8%,こ

のうち桑実期以上に発育していた胚は84・8%であった。グループBの雌豚10頑のう

ち9頑は受精卵を保持していたが,黄体数当り受精卵率は43・9%であった。また,桑

実期以上に発育していた胚は70%であった。グループCの雌豚は5頑で,うち2頑

から回収された9および8個の卵子から1個ずっの胚盤胞期胚が見出されたに過ぎな

かった。グループDの雌豚4頑は全て受精卵を保持していたが,黄体数当り受精卵率

は38・8%に過ぎなかった。このうち,桑実期以上に発達した胚は57・9%であった。

3)初期胚の染色体

凍結精液の授精により得られた29個の胚のうち,21個が染色体検査可能であり,2



個の胚に異常が観察された。このうち1個の胚は2n=39,ⅩYおよび35,+形態異常

染色体2でⅩを欠く核板が観察された。他の1個の胚は2n=41および42の数的異

常であった。液状精液の授精により得られた37個の胚のうち,30個が染色体検査可

能であった。このうち2個の胚に2n=40,41および45の数的異常が観察された。

4)凍結精液授精後25～70日目における胎子の生存状態

結果は表3に示した。17腹のうちの5腹に胎子の発育異常や死亡にょると思われる

変性胎子が観察された。No・2では14頑中2頑の胎子の腹部が極端に小さく,尿膜も

きわめて小さかった。No・8では8頑中1頑の胎子が極端に小さかった。No.11,12及

び13では胎子が変性して吸収過程と思われる状態が観察された。これらの胎子の死

亡は,いずれも50日以前に起きたものと推察される。No・17では下顎が異常に短い

胎子が1頑観察された。これは先天異常と考えられるが,染色体の検査は行わなかっ

た。これらの授精には35≠から60≠までの様々の活力の精子を供試したが,凍融後の

活力がやや弱い精子で受精されたことに.よって異常胎子が出現し易いと云う現象は全

く観察されなかった。

表3　凍結精液授精後の妊娠中における胎子の損耗



4.考　　察

自然交配および液状精液授精による受精卵保持雌豚における受精率は95%であっ

た8)。これに対して,凍結精液授精では約60-85%であった9～11)。この実験においても

同様の傾向で,液状精液授精でははぼ93%,凍結精液授精では約65%の受精率であ

り,受精の段階ですでに両精液の差が認められた。凍結精子における受精率が劣る要
・

因として,精子の活力低下が早い,正常頑帽精子率が低い,および卵管上部に到達す

る精子が少ないなどが挙げられる6)。この実験においても,卵子に付着していた精子

数は凍結精液では新鮮精液よりはるかに少ないことを観察している。

受精に与った精子が凍結あるいは液状のいずれであれ,受精卵の7～8割が5～8日

目には桑実期以上に発育していたことから,受精後の胚の損耗率は凍結精液と液状精

液とで違いはないと考えられる。胚の損耗率に関するこれまでの報告では,黄体数に

対する胎子あるいは産子の数で計算され,受精から分娩に至る間に20～45%の損耗

が起こる12)。しかも胚損耗の多くは妊娠25日頃までに起こる13・14)。本実験の不受精卵

率および発育停止あるいは遅延の胚の割合の合計もこの範囲に有り,発生のごく初期

に損耗が多いことが示された。

胚損耗の原因としては,遺伝的要因,受精時の異常,子宮内感染,熱ストレス,母

体の栄養条件などが考えられる。豚の胚損耗に関しては染色体異常15～17),遅延受精18)

あるいはホルモン処理19)による多精子受精などが報告されており,これらに原因する

胚の損耗は10%前後である。この実験でも少数胚の検査にもかかわらず染色体異常

が兄い出されたことから,豚においては染色体異常や異常受精に起因する胚の損耗が

比較的高率にあると考えられる。ただし,染色体異常胚の出現頻度については,凍結

精液と液状精液との間に,差はないと考えられる。

発情開始後の授精時期は受胎率や産子数に著しく影響する。自然交配および液状精

液の授精の適期は,排卵前12時間附近である20)と報告された。これに対し凍結精液

の授精適期は排卵時刻附近である21)。豚の排卵は発情(雄許容)の開始後31±5・5時間

(25・0～36.5時間)で行われ,発情持続時間の短いものにおいてはやや早く,長いもの

においてはやや遅れる傾向がある22)。これらの知見は,凍結精液では発情開始の翌日

に授精した方が発情開始当日に授精するよりも高い受胎率が得られた23)と云う成績

を支持するものである。本実験では,2回目の授精を朝行った場合にはその日の夕方

までに,夕方行った場合には翌朝までに発情徴候が終息した雌豚のみを適期授精が行



われたものと判断した。したがって,この範囲から外れた例を早めの授精と遅めの授

精に区分してみたが,発情の状態が思わしくなかった個体を含めることとなり,これ

らの2グループにおける著しく劣る受精成績は凍結精液のみに原因するものではない

と考えるべきであろう。ただし,凍結精子は新鮮精子よりも早く雌生殖器内から排除

されること6),および排卵6時間前よりも早く授精を行った場合には受精卵保有雌豚

率および受精卵率は明らかに低下したという報告21・23)から考えれば,早めの授精は受

精率低下の原因と成ることは明白である。逆に排卵後の授精においては,排卵後8時
l

間までは高い受精率が得られ,少なくとも4～8細胞期まで正常に発育するが,排卵

16～20時間後の受精率は著しく低下する18)。本実験では受精後から桑実胚あるいは胚

盤胞まで発育した卵は約58%であり,受精後の損耗が多かった。この原因として,雌

豚の生殖器管内の環境不良あるいは受精までの卵子の老化18)などが考えられる。

精液注入時の雌豚の状態を比較してみると,適期授精と判断された雌豚は背圧に対

し直ちに反応して授精時にきわめて静かであったのに対し,早めあるいは遅めの授精

では背圧反応も悪く,授精時も動きまわるという例が多かった。これはPAQUIGNONら

の報告24)と同様である。凍結精液における授精適期が発情開始後30時間前後である

ことはこれまでにも報告18・23・25)されているが,本実験の結果からもその時間帯が適当

であることが暗示される。

着床後の胚は胎子として発育する途上においても損耗する。同腹の胎子でも他の胎

子に比べて異常に小さな胎子が存在したが,それらが分娩されるまで生存し得るかは

疑問である。妊娠50日前後に確認された変性した胎盤は,それ以前に胎子が死亡して

いたことを暗示する。1例に見られた上顎異常の胎子は染色体異常と想像される。こ

れに類似した骨格異常をともなった先天性異常の死産子の報告例26)がある。異常胎子

あるいは死亡胎子,胎盤変性などが観察された例の授精時の精子活力は良好であり,

本実験に供された精子の活力の範囲内においては,活力の弱い精子の授精で異常胎子

あるいは胎子死が生じ易いという現象は全く認められなかった。

以上のことから,次のことが結論される。

凍結精液の授精による受胎成績が液状精液に比べて平均的に劣る主な原因は,受精

卵数に差が生ずることにある。適期授精が行われる限りにおいては,受精後の卵は液

状精液授精の受精卵と同等に発育し,胚の損耗率に著差はない。但し,受精卵数が2～

3個であった場合には妊娠が維持され難くなる現象があり27),これも受胎率を下げる



原因と成る。

5・要　　約

豚凍結精液の授精による受胎率および産子数が,液状精液の授精あるいは自然交配

に比較して,平均的に劣る原因を明確にすることを目的として実験を行い,次の結果

を得た。

1)授精5～8日目回収卵の黄体数に対する受精卵率は凍結精液で65・1%,液状精

液で92.8%であった。受精後,桑実期以上に発育していた胚の割合は前者で78・2%,

後者で74・4%であり,両者間に著差はみられなかった。

2)2回目授精から半日以内に発情の終息した雌豚30頑は全て受精卵を保有して

おり,受精率は89%で,このうち桑実期以上に発育していた胚は84・8%であった。こ

れに対して,2回目授精から発情の終息まで1日以上に及んだ雌豚および1回目授精

時に発情が終息しかかっていた雌豚の受精率及び発育胚率は著しく低かった。

3)染色体異常胚の出現率は凍結精液区で9・5%(2/21),液状精液区で6・7%(2/

30)であり,両者間に著差は認められなかった。

4)授精後25-70日における胎子の損耗は4・7%で,損耗と授精時の精子活力との

関連は見られなかった。

以上,凍結精液の受胎成績を左右する主要因は受精卵数にあり,異常胚の発生や胚

の損耗割合には液状精液授精との差のないことが明らかとなった。

なお,本成績の一部は日本養豚学会誌30巻3号に掲載されたものである。
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7・動物遺伝資源の保全についての国際的な取り組み

1.　はじめに

人口の増加や社会・経済の発展及び地域開発の進展などに伴って,地球環境は著し

い変化を受け,その結果,地球上に生息する動物は,野生種・家畜を問わずその数が

急速に減少してきている。家畜においては,一般的に経済性に劣る各地の在来品種や

利用されなくなった改良品種など,多くの動物遺伝資源が著しい減少を示し,絶滅の

危機が増している状況にある。一方,バイオテクノロジーなどの先端技術の著しい発

展に伴って,動物の持っ多様な機能をより広い分野で利用できる可能性が高まってき

ている。これらの諸事情を背景として,動物遺伝資源の重要性が国際的な規模で認識

され,その保全についての関心が増大してきている。

筆者は1993年12月から1995年6月まで1年半余にわたって国際連合食糧農業機

関(FAO)に派遣され,「アジア・太平洋地域における動物遺伝資源の保全と利用」プ

ロジェクトの活動に参加した。本稿ではその体験をもとに主にFAOを中心とした国

際的な取り組みについて述べたい。

2・歴史的経緯

FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations)は, 1945年

の設立以来,その多くの活動の一端として,動物遺伝資源の保全に関する活動を行っ

てきた。それらの活動は,動物遺伝資源の重要性に対する国際社会の認識を高めるの

に大きく貢献してきた。

その後, 1972年スウェーデンのストックホルムで開催された国連人間環境会議の決

議にもとずき,同年UNEP (国連環境計画, United Nations Environment Pro-

gramme)が設立されて以来, FAOとUNEPは密接な協力の下に,動物遺伝資源の

保全のための理論構築,調査,情報整理,人材養成など多くの具体的な活動に取り組

んできた。

その後,動物遺伝資源の重要性が世界的に認識されるようになり, 1980年6月にイ

タリアのローマで開かれたFAOの動物遺伝資源に関する技術協議会の討議にもとず

き,活動が大々的に展開されるようになった。すなわち,動物遺伝資源保全のための

国際的活動に関する方法論が研究,構築された。それにもとずき,活動に必要な体制



が確立された。

それ以降の10年間の活動の経過をふまえ,1989年にローマで開かれたFAO農業

委員会において「動物遺伝資源の保全」に関する審議が行われた。そこでは,これま

での経緯,現状及び展望について簡潔にまとめた上で,FAO及び各国政府が今後取り

組むべき方向,具体的な課題を勧告した。その後1989年及び1992年に開かれた「国

際動物遺伝資源の管理」に関するFAO専門委員会においてこの勧告にもとずく具体

的活動が計画され進められた。

その後,1992年6月にブラジルのリオデジャネイロで開かれた「環境と開発に関す

る国連会議」における決議及び1993年12月に批准された「生物多様性条約」により,

この問題に対し国際的規模の活動の必要性が多くの国々によって認識されると同時

に,新たな一面がつけ加えられた。すなわち,「持続可能な農業」の構成要素としての

畜産の発展のための「動物多様性の保全」という観点からこの問題をとらえるという

動きが強まった。以上のような動きを受け,動物多様性の保全計画及びこの計画の初

期段階の活動がFAOの指導の下に実行されてきた。

3・　これまでに行われた主な活動

以上述べてきたようにFAOを中心として多くの活動が行われてきたが,ここでは

そのいくっかについて紹介したい。

1)情報の収集・整理及び公表

FAOが行ってきた活動の成果は, FAO Animal Production and Health Paperシ

リーズによって公表されている。 1992年までに動物遺伝資源に関するものは45冊に

のぼっている。さらに動物遺伝資源に関するものとしては　Animal Genetic Re-

sources Informationが発行され, 1995年9月までに15号まで発行されている。

2)地域動物ジーン・バンク

1987年にアフリカ,アジア・太平洋及びラテンアメリカ・カリブ海の各地域で,そ

れぞれの地域内各国の絶滅の危機に瀕している品種の精液及び受精卵の凍結保存のた

めの地域動物ジーン・バンクの設立を開始した。各品種のサンプルは分けられて,各

地域ごとに2カ所(ラテンアメリカ・カリブ海地域は3カ所)に設置されたセンター

でそれぞれ保存されている。これは,事故による損失に対する安全確保のための方策

である。各地域ごとの国は,エチオピア及びセネガル(アフリカ),中国及びインド



(アジア・太平洋),アルゼンチン,ブラジル及びメキシコ(ラテンアメリカ・カリブ

海)である。

3)動物遺伝資源のための国際データバンク

1980年代ヨーロッパ畜産協会によって域内のデータバンクのための品種調査が開

始され,データバンクは,ドイツ, -ノーバーの動物繁殖・遺伝研究所に設置された。

その成果に触発され, 1991年FAOはデータバンクをローマのFAO本部に置くこと

を決定し, 1991年の年末より品種調査が開始され, 1992年にデータバンクが設置され

た。活動の第I期として,家畜の7畜種(午,水牛,局,ロバ,山羊,羊及び豚)につ

いてデータが集められ入力された。 1993年1月までに収集されたデータバンクの地域

別品種数を表1に示した。登録された品種数は2,047である。ただしこれにはヨー

ロッパ地域のものは含まれていない。

なお,現在第Ⅱ期としてラクダと家禽についての調査が進行中である。

4) World Watch Listの発行

FAOはUNEPと協力して家畜多様性保全のためのWorld Watch Listを出版した

(FAO/UNEP, 1993)。これは基本的には国際データバンクのデータにもとずいてい

るが,それにヨーロッパ畜産協会のデータバンクの707品種を加えたものである。牛,

水牛,局,ロバ,山羊,羊及び豚の7品種がカバーされている。収録されている品種

は2,719で,そのうち頭数についてのデータがあるものは1,433 (53%)である。発行

段階では統計的にまだ不十分であるが,頭数のデータがある品種のうち391 (27%)が

絶滅の恐れがあるものとされ,それぞれの指標にもとずいて,絶滅寸前(繁殖雌100

頑以下のもの)及び絶滅危倶(繁殖雌1,000頭以下のもの)に分類されている。表2に

各畜種毎の絶滅の恐れのある品種の数を示した。これらの数字は頭数のデータがある

表1国際データバンクに登録されている地域別品種数



表2　絶滅の恐れのある品種

ものについてであるので,実際にはもっと多くの品種が絶滅の恐れがあるものと想定

される。

これらの絶滅の恐れのある品種について,すぐに行動を起こさなければ,これらは

絶滅してしまうだろう。このように本書は,家畜遺伝資源の損失を防止するのに役立

つ国際的な早期警告システムとして機能することが期待されている。

4・最近の動きについて

以上述べてきたように, FAOは多くの活動を実施してきたが, 1995年3月にイタ

リアのローマで開かれたFAOの農業委員会で「動物遺伝資源の国際管理」について

論議された。この論議を受け, FAOは動物遺伝資源の保全のための方針を策定した。

それは,多くの国々を巻き込み,必要な活動を早期に実施する組織体制を可能な限り

早く確立する事に重点が置かれている。この方針を遂行するために早期に取り組むべ

き具体的な活動としては次のようなことが考えられている。

1)各主要地域におけるト2つのアンブレラ(傘)プロジェクトの実施

a・現存する畜種の品種の目録作成とその特性記述

b・各国における調整機関の設置及び調整担当者の配置

C・国内センターの設置及びそのための援助

d・地域センターの設置

e・ローマのFAO本部における国際センターの設置

2)家畜多様性の保全のための国際情報システム　(DAD-IS ; Domestic Animal

Diversity Information System)の確立



一国際データバンク及びWorldWatchListの充実・拡大

3)最も効率的に保全活動を進めるための方針を策定する地域プロジェクト検討会

議の早期開催

4)in-situ保存戦略の育成

5)ex-situ保存戦略の導入

・国際ジーンバンク施設の設置

6)絶滅の危機にある品種の監視

7)特別な国際研究活動の実施

・各畜種における多様性の大きさと各品種の貢献度をはっきりさせるための国

際研究

・遺伝的距離に関する研究

・遺伝子地図の作成に関する研究

等々・・…・

8)連絡情報活動及び訓練活動

9)国内活動方針及び国際活動方針の確立のためのガイドラインの設定

10)各国政府による支援体制確立のための政策設定

図1に家畜多様性の保全のための計画実行の基礎となる標準体制を示した。図2に

図1家畜多様性の保全のための計画の基礎的標準体制

[HAMMOND,K・(1994)より引用]



図2　各国の国内体制

(図1の国内センターの体制となるものである)

[HAMMOND,K・(1994)より引用]

各国の国内体制のモデルを示した。これらは,国際情報システム(DAD-IS)の骨格と

もなるべき体制である。

5・「アジア・太平洋地域における動物遺伝資源の保存と利用」プロジェクトについて

以上述べてきたようなFAOの活動が行われていた一方,日本においても動物遺伝

資源の重要性が認識され,1985年度(昭和61年度)から農林水産省ジーンバンク事業

が開始され,この中で動物遺伝資源の受け入れ,特性評価,保存,管理などが行われ

ている。その保存点数は1992年までに牛,水牛,馬,山羊,羊,豚,兎,家禽類,蜜

蜂,カイコ,実験動物等680点にのぼる。

また,動物遺伝資源の保存に当たって有力な手段である精子や受精卵の保存,利用

技術についても世界をリードする技術水準を有している。このような高度の知見・技

術を発展途上国に移転することや人材養成に応用することはわが国にとっても重要で

ある。また一方,動物遺伝資源の保存と利用を考える場合,わが国の国内のみで考え

るだけではなく,広くアジア全体あるいは世界全体としてとらえる必要があることが

認識されるに至り,FAOが率先して推進している動物遺伝資源保存活動に協力する



ことはきわめて有意義であると判断され,これらの事業を行うのに必要なトラスト・

フ・アンド・プロジェクトの経費をFAOに拠出し, FAOが上記課題のプロジェクトを

実施するに至った。筆者は本プロジェクトの開始に当たり当初18カ月間日本政府か

ら派遣されたものであり,本プロジェクトについて簡単に紹介したい。

本プロジェクトは,日本政府によるトラスト・ファンド・プロジェクトの一つであ

り,総額182万アメリカドルをFAOに拠出し, FAOが事業を行うものである。 1993

年12月から1997年11月まで4年間にわたって行われ,アジアの12カ国(ブータン,

中国,インド,インドネシア,ラオス,マレーシア,ミャンマー,ネパール,パキス

タン,フィリピン,タイ及びベトナム)が本プロジェクトに参加している。主な活動

としては,次のようなことが計画されている。

1・すべての畜種(午,水牛,局,山羊,辛,豚,鹿,家禽,アヒル,ヤク)の既

存の品種,変種及び集団について,頭数を含むデータとともに目録を作成する。

2・絶滅の危機に瀕している品種の保存計画の作成及びそれらの在来品種の生産性

を高めるための計画を作成する。

3・品種の記述,データ取り扱い, in-situ及びex-situ保存のための技術に関する

各国専門家の研修を行う。　　　＼

4・プロジェクトを通じて集められた動物遺伝資源に関するすべての情報を分析

し,公表する。

5・動物遺伝資源の保存に関するアジアネットワークを確立する。

プロジェクトの本部はタイのバンコクにあるFAOアジア太平洋地域事務局の中に

置かれている。担当者は, FAO本部より派遣されたチームリーダーと,日本政府より

派遣された筆者,それに現地で採用された秘書の3人である。

12カ国のそれぞれ'の国内にはナショナル・コーディネーターが置かれ,データ収集

をはじめとする各国の活動に対し責任を持って対応している。

筆者の派遣期間が終了する1995年6月までに収集されたデータは,表3に示すと

おりである。これまでに収集された品種数は181である。これは約半数の国のデータ

のみで,今後次第に増加していくものと考えられる。

これらの基礎となるデータのはか,各国において絶滅の恐れがあるもので,緊急に

保存活動を必要とするものについて調査を行い,そのうちのいくつかに対して資金的

援助を行うことを決定し,保存のための活動を開始した。それらの品種は次のとおり



表3　アジアにおけるプロジェクトにより収集された品種数

である。

1・ SOuthChinaPig (マレーシア)

2・ ShweNiGyiCattle (ミャンマー)

3・ WhiteLamphun Cattle (タイ)

4. AcChicken (ベトナム)

5・ TreChicken (ベトナム)

プロジェクトによって集められたデータはローマのFAO本部に送られ,国際デー

タバンクに入力されることになっている。

さらに,プロジェクト参加各国のナショナル・コーディネーターの所属する機関に

E-mailを設置し,将来のネットワーク作成のための基礎作りを行った。将来はそれら

が各国の国内センターとなり,タイのバンコクのプロジェクト事務所が地域センター

となり,ローマのFAO本部の国際センターと連結されるという構想である。

以上のように本プロジェクトは,世界で初めての動物遺伝資源保存のためのアンブ

レラプロジェクトであり,先に述べたような方針に従ってその活動が進められている。

アジア・太平洋地域における家畜の全世界の頭数に占める割合は,牛32%,水牛

96%,豚56%,羊40%,山羊57%,鶏43%,アヒル83%,等である。これからもわ

かるように,このプロジェクトがアジアにおいて最初に開始された意義は大きく,今

後の活動の推移を見守っていきたいものである。

6・　おわりに

以上述べてきたように,動物遺伝資源の保存に関する国際的活動は,具体的活動は

やっと緒についたといっても過言ではない。世界各地の動物遺伝資源はこれらの活動



の進行中にもどんどん消失している。特に発展途上国の在来種に関してはその消失の

速度が速まっている傾向にある。保全のための活動には多大な労力と経費が必要であ

る。特に経済的に余裕のない発展途上国においては,国際社会の一員としての責務を

果たそうとしても資金的に困難な場合が多く,資金・研究・技術的側面からこれを支

援することは益々重要となる。また支援の際にはFAOのような国際機関の役割が重

要となるものと患われる。さらに,植物の分野における国際植物遺伝資源機関

(IPGRI)のような国際機関が動物の分野でも設立されることが望まれる。
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現所属:北海道農業試験場



農林水産省ジーンバンク事業(動物遺伝資源部門)

の事業実施体制



1・全　体

管理運営会議

動物遺伝資源部会

部会長　農業生物資源研究所長

副部会長　畜産試験場長

〃　　生物研遺伝資源調整官

センターバンク

農業生物資源研究所

事　務　局

事務局長　生物研　遺伝資源調整官

〃　　遺伝資源第一部長

〃　　遺伝資源第二部長

畜　試　育種部長

生物研　動物探索評価研究チーム長

〃　　動物保存研究チーム長

畜　試　育種資源研究室長

※必要に応じて関係場所の担当官を参加させるこ

とができる

2・畜産試験場(サブバンク)

(組　　織)

サブバンク

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

ワーキンググループ

生物研　動物探索評価研究チーム

〃　　動物保存研究チーム

畜　試　育種第三研究室

〃　　育種資源研究室

〃　　生殖細胞移殖研究室

蚕昆研　遺伝素材研究室

家衛試　実験動物研究室

家畜改良センター　種畜課

(担　　当)

場　　長

育種部長

育種部長

繁殖部長

企画科長

育種資源研究室長

育種第三研究室長

生殖細胞移殖研究室長

その他関係室長

育種部　育種第一研究室

育種第二研究室

育種第三研究室

育種資源研究室

動物第一管理室

動物第二管理室

動物第三管理室

繁殖部　繁殖第一研究室

生殖細胞移植研究室

(業務内容)

管理運営の全般にわたる総括

責任

[管理運営責任者の補佐]

サブバンク管理運営(文書受

付・発送等の窓口業務,遺伝

資源の収集管理,特性情報の

管理等),センターバンクと

の連絡・協議,WGへの参加

[大動物の情報管理,特性評価]

[中動物の情報管理,特性評価]

[蜜蜂の情報管理,特性評価,

保存]

[家禽類の情報管理,特性評価]

[反芻動物の保存,特性評価]

[家禽類の保存,特性評価]

[豚の保存,特性評価]

[精子での保存と技術開発]

[受精卵での保存と技術開発]

動物遺伝資源管理運営責任者

動物遺伝資源管理者

動物遺伝資源管理運営委員

分　　担　　研　　究　　室
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