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医学，獣医学，薬学，さらに生物学などの広範な分

野における内外の研究動向のひとつとして，動物実験

に用いられる実験動物の研究，実験動物の質の吟味，

実験動物施設の拡充整備があげられる。これら一連の

動向は，おもに次のような背景に由来するものとみら

れている。第 1は，過去において，動物実験の根底を

なす実験動物について十分な考慮を払ってこなかった

ことに対する深い反省，第 2には，今後に残された主

要な研究課題の解明には，動物実験に影響する動物の

個体差を含めた多くの変動要因を制御して検討しなけ

1 Laboratory animals: Main problems and results of research 

2 Takayoshi INO : 農林省家畜衛生試験場研究第 1部，夏［京都―
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れば，本質的解析を進めることが困難な段階にきたこ

とである。

家畜衛生試験場において，実験動物の重要性が検討

され，実験動物に対する具体的な対応策がたてられた

のは，おもに， 1960年以降である。したがって，ここ

でとりあげられる実験動物に関する研究業績は， 1960

-1970年の約10年間の成果であり，実験動物の研究の

推進実験動物の生産供給体制の確立は，むしろ，

今後の発展に期待される面が多い。

当場における研究業績の紹介に先立ぢ解説の意味

を含めて，動物実験の特性と実験動物における 3つの

制御条件—遺伝制御 (genetic control), 病気制御

(disease control), 環境制御(environmentalcontrol) 

について説明する。これらば実験動物を考える場合

に基本的な問題となる。

I. 実験動物の遺伝制御，病気制御，

環境制御について

実験動物という用語は，従来，漠然と‘‘実験に使わ

れる動物”の意味に用いられてきたが，厳密には，マ

ウス，ラット，ハムスター，モルモット，ゥサギなど

のようにはじめから研究用としての目的にあわせて，

育成繁殖，生産された動物と定義されている。しか

しながら，実際に実験に使われる動物は，家畜や野生

動物なども含めた多くの種類の動物があるので，実験

に用いられる動物を総称して実験用動物といってい

る。71)

従来，当場において試験研究に使用されてきたおも

な動物は，牛，馬， めん羊， 山羊，豚，鶏などの家

畜，家禽と，マウス，ラット，ハムスター，モルモッ

卜，ウサギなどの小動物である。家畜，家禽類は，そ

れぞれの家畜家禽の疾病の研究に用いられ，小動物

ばおもに細菌，ウイルスの感染実験，免疫実験，

毒性検定，生物学的製剤の効力試験，安全試験，毒性

検定などに用いられてきたほか，細菌，ウイルス，寄

生虫などの継代，培養組織の確保，免疫血清，補体採
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取用などに用いられてきた。したがって，当場におけ

る実験動物は，家畜，家禽，小動物を含めた広義の実

験用動物の立場で捕え，検討されなければならない。

以上あげたような各種の実験用動物は，動物実験や

生物検定 (bioassay)における素材であり，これらの

素材の良否は直接，間接に実験成績や実験精度，検定

成績や検定精度に影響してくることは当然である。

動物実験が物理あるいは化学実験と大きく異なる点

ぱ実験結果に影響を及ぼす変動要因の多いこと，さ

らに変動要因の自動制御が物理あるいは化学実験に

比較してはるかに困難であるために変動の大きい条

件下で実験が行なわれることである。

動物実験や生物検定には，実験結果や検定結果に影

孵を及ぼす多くの変動要因が関与してくることをそ

の特徴として十分に認識しておくことが必要である。

そして動物実験や生物検定を行なうに当たっては，変

動要因をできるだけ制御して検討することが重要であ

る。

現在，主要な変動要因の制御として，遺伝制御，病

気制御，環境制御などがとりあげられ，それらの制御

方法が検討されている。

1. 遺伝制御

動物実験や生物検定の結果に影響する変動要因とし

℃ 動物の種や系統など動物の遺伝的差異にもとづく

要因があげられる。

動物の種や系統はそれぞれ特有の遺伝的素質をもっ

ているために，各種の実験や生物検定などに対して特

有の反応を示す。したがっ℃ 遺伝的に制御されてい

ない動物を使用した場合には，動物の種や系統などの

差が動物実験や生物検定の結果に影響し，結果とし

℃ 成績のバラツキが大きく発現してくる。実験動物

における遺伝制御の目的は，動物の遺伝的原因によっ

て生ずる個体差のバラツキを小さくし実験や生物検

定の精度をたかめるためである。

各種の実験動物は， (1)近交系 (inbredstrain)と

して維持されている群， (2)封鎖集団(closedcolony) 

として維持されている群， (3)ミュータント系(mutant

strain)として維持されている群， (4)交雑群 (cross-

bred), に大きく分類される。1,,,1,43,63) 

近交系というのは，極度の近親交配によって確立さ

れた系統で，マウスの場合では，兄妹交配 (sister-

brother mating)を20代以上継続したものについて

近交系と呼んでいる。近交系確立のために20代を必要

とする理由は，兄妹交配を20代継続した場合，近交係

貴義

数 (coefficientof inbreeding)は98.6%, 血縁係数

(coefficient of relationship)は99.6%となり，ヘテ

ロの遺伝子がわずかに 1-2%程度しか残っていない

計算となる。このような近交系はいずれの個体をとり

あげても遺伝的にみて等質の個体とみなすことができ
る。31,43,63)

封鎖集団は，一定の集団内のみで繁殖が継続されて

いる群をいい，一般には，起源は近交系に由来する

が，兄妹交配の継続を中止した繁殖集団と，近交系で

ないが， 5年以上一定の集団のみで繁殖を継続してい

る群に分けられる。17,31,63)

ミュータント系とは，遺伝子突然変異によって，変

化した遺伝子をもつ動物をさすもので，遺伝子記号を

もって示される形質をもつ系統である。43,63)

さらに交雑群とは系統間の雑種であって，近交系

間の交雑種，近交系と封鎖集団群の間の雑種，封鎖集

団間の交雑種などが含まれ， F1(交雑第 1代）， Fパ交

雑第2代），戻し交雑種， 3原雑種， 4原雑種などが

あげられる。31,43,63)

動物実験において，遺伝制御された動物が童要視さ

れる理由は，近交系では次のことがあげられる。近交

系は遺伝的にみて，系統特有の性質をもち，系統特有

の反応を示すことから，特定の研究目的に適した実験

動物となること，さらに，近交系は遺伝的にみて，ぃ

ずれの個体も等質個体とみられるので，各種の実験処

置に対して均ーな反応を期待できることである。

また，封鎖集団は，その遺伝子組成の均一性は近交

系に劣るが，雑種集団にくらべてはるかに高い均一性

を保有している。そして，封鎖集団は近交系にくらベ

て，一般に繁殖能力が高く，大量生産に適しているの

で，多数の動物を一時に使用して検討する生物検定用

動物として重要視されている。31)

ミュータント系は遺伝子記号や遺伝的特性が明らか

にされているのも特性のある動物を用いて研究する

場合に，ミュータント系はきわめて重要な実験動物に

なってくる。43)

交雑群において，実験動物としてとくに重要視さ

れるのは，近交系間の交雑第 1代目の動物の F,であ

る。 Eは遺伝的分散が近交系と同様に小さいこと，さ

らに環境変動に対する自己調節能(self-regularity)が

高いために反応の均一性が得られることから検定動物

として重要視される傾向になってきた。31)

2. 病気制御

病原微生物，寄生虫などの自然感染を受けている動

Bull. Nat. Inst. A加 n.Hlth No. 62, 237-251 (Mar. 1971) 
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物を実験に用いた場合，正しい実験結果が得られない

場合のあることが考えられる。病原微生物の感染実験

では，実験動物が感染病にかかっていないことが前提

となることが望ましい。

実験動物の場合，とくに問題となるのは，外見上健

康にみえる潜在感染動物である。潜在感染は発見が困

難であり，実験処置によって誘発発病して動物実験に

支障をきたす。また，潜在感染ば容易に慢性化し，

動物集団に広がり，生産上の障害となることも一般に

知られている。17,70)

病原微生物，寄生虫などの感染のない健康な実験動

物としてSPF動物(specificpathogen free animal), 

特別に微生物を制御した動物とし℃ 無菌動物(germ

free animal), ノトバイオート (gnotobiote)が新た

に開発され，各種の感染実験や免疫実験に用いられて

きた。 17,70)

SPF動物というのは，妊娠末期において子宮切断，

または帝王切開によって胎子が無菌的にとり出された

後無菌的な人工乳，人工哺乳によって育成され，—

定の規制された環境（無菌的ではないが）で維持され

ている動物であり，とくに指定された微生物や寄生虫

のない動物のことである。 17,70)

無菌動物とは，子宮切断，帝王切開によって胎子が

無菌的にとり出された後，厳密な無菌的な条件下で維

持されてきた動物で，検出しうるすべての微生物なら

びに寄生虫のない動物である。17,70) 

ノトバイオートとは，作出過程は無菌動物と同様で

あるが，明確に同定された微生物を定着させた動物で

あり，生体内に保有するすべての微生物（検出可能な

範囲で）が明らかにされている動物である。 17,70)

なお，動物実験における病気制御の概念には，病原

微生物の感染以外に寄生虫の問題も当然含まれる。寄

生虫は実験動物の間に流行を起こしたり，実験中の死

因となるようなことが比較的少ないために軽視されが

ちであるが，寄生虫保有動物が実験処置に対して，そ

の結果をゆがめることは当然であ加実験動物から寄

生虫を駆除することも大きな問題となる。

寄生虫駆除の試みも，いろいろ行なわれてきている

が，むしろ問題となるのは動物の集団の維持方法にあ

見動物集団を寄生虫のない状態に保持するにはSPF

動物の生産に準ずる方法がとられなければならないと

されている。17)

3. 環境制御

動物の飼育環境のうち，動物実験や生物検定の成績

に影響するおもな要因は， (1)動物の飼料などの栄養

に関する要因， (2)動物飼育室における温度，湿度，

気圧，風光，音，臭気などの飼育環境にもとづく要

因， (3)動物舎，ヶージ，床敷など動物の住居にもと

づく要因， (4)飼育動物の相互間の関係から発生する

動物の社会的要因， (5)動物と研究者または飼育管理

人などの関係から生ずる動物と人との関係の要因など

があげられる。71)

各種の動物実験や生物検定において，実験動物の飼

料の栄養がその成績に重大な影響を与えることは，こ

れまでに多くの研究者によって報告されてきた。67,71)

現在，わが国においては，実験動物用として，動物

種別，また，実験用，繁殖用，離乳用，特殊繁殖用な

どの用途別の固型飼料が市販されている。そのため，

全国的に同じ栄養条件で実験を行なうことが可能とな

ってきた。

家畜家禽用の飼料とし℃ 現在市販の配合飼料が

あるが，これらの飼料には，抗生物質や薬物が添加さ

れている。また飼料用の魚粉に Salmonellaの汚染が

みられるという報告もある。71) したがって，これらの

市販飼料をそのまま実験用飼料として用いる場合に問

題がある。とくに感染実験，免疫実験，生物学的製

剤の検定を行なう場合には抗生物質，薬物の添加さ

れていない細菌汚染のない飼料を使用すべきであ

る。

実験動物の飼育環境としては，温度，湿度，気圧，

風光，音臭気などの要因があげられる。これらの

環境要因の至適環境の範囲として，温度20-26℃，湿

度45-55%,照度 150-300ルックス，音響40-50ホ

ン以下，臭気（アンモニアガス） 20ppm以下という

数値がだされている。38) このような条件をみたすため

に最近の実験動物の施設は空気調節装置(air-condi-

tioner)などが整備され，環境制御の役割を果たして

いる。

そのほか，動物の飼育用具（ケージ，給餌器，給水

びん，飼育棚）の規格化，床敷の消褥，滅菌など動

物の住居要因の改善もまた著しく進められてきた。

なお，今までに比較的検討されてこなかった環境の

ひとつに実験動物相互間の関係から発生する動物の社

会的要因，動物と人との関係の要因などがあげられ

る。これらの要因は，現状では明らかでない面が多い

が，動物の飼育密度，動物間の闘争，社会的順位の優

劣関係などは動物の生理機能に変化を与え，動物実験

や生物検定の成績に影響を及ぼすことが当然考えられ

家畜衛試研究報告．第 62号， 237-251(昭和 46年 3月）
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るので，今後これらについての制御方法が検討され

なければならないだろう。!B,32,35)

II. 家畜衛生の試験研究と実験動物の対応

当場における実験動物に対する検討，具体的な対応

策は，すでにあげたように， 1960年以降とみられる

が，これまでに家畜衛生の試験研究を含めた獣医学

と実験動物はどのような関係にあったかを考えてみた

い。

従来，獣医学の分野では，医学とは異な加対象動

物そのものが実験動物になりうる点で，家畜，家禽で

得られた研究の成果は，そのまま対象動物にあてはめ

ることができる利点があった。一方，医学では人体を

実験に供試できないために，マウス，ラット，ノヽムス

ター，モルモッドウサギ，犬ネコ，サル類などの

動物を用いた実験医学が著しく発展し実験医学で得

られた多くの研究成果は臨床医学に貢献してきた。そ

して，今日における医学の進歩は，動物実験の反復，

蓄積によって成しとげられたものといっても過言では

ない。一方，獣医学では対象とする家畜，家禽がその

ままの状態で実験動物になるという考え方が，家畜，

家禽ばかりでなく，実験用小動物についても遺伝制

御，病気制御，環境制御などの検討をおくらせ，実験

医学に対応する実験獣医学の分野の発展を著しく阻害

したものとみられる。

研究にば実験 (experiment),試験 (trial),調査

(survey)などについての区別があり， これらの用語

は次のように定義されている。57)

実験とば観察対象に影辮するような変動要因につ

いてできるだけ制御した状態で観察を行なうものであ

り，試験とは，観察対象に影響するような変動要因の

因子群の一部を制御しながら観察を行なう場合をさし

ている。また，調査とば現状における観察記録を事

後的に集叶整理したものも観察対象に影響するよ

うな因子についてはなんらの制御もしていない場合で

ある。

家畜衛生に関する研究も，厳密に分類するとそれ

ぞれ，実験段階，試験段階，調査段階の区別のあるこ

とは事実であり，それぞれの段階での研究の重要性，

それぞれの段階の研究の相互関連づけが重要であるこ

とはいうまでもない。しかしながら，従来の家畜衛生

の試験研究には変動要因群の制御が不十分のものが多

＜，試験段階の研究にとどまっている場合が多い。

今後，家畜衛生の研究において，未解決の課題の本

貴義

質的な解明には，試験段階から実験段階への飛躍が必

要な時期にきたものとみられる。

この時期において，実験用動物に関しては，家畜，

家禽実験用小動物を含めての遺伝制御，病気制御，

環境制御の方法についての検討，そして，研究者に対

して，これらの制御条件下にある良質動物の供給が重

要になってくる。

1963年における当場の実験用動物に関する調査によ

ると， ll) 実験用動物の種類としては，牛，馬，めん

羊，山羊，鶏，蜜蜂などの家畜，家禽をはじめとし，

マウス，ラット，ハムスター，モルモット，ウサギな

どの実験用小動物が含まれている。

これら，各種の実験用動物の使用目的についてみる

と，牛は牛での細菌病， ウイルス病，寄生虫病の研

究栄養代謝，栄養障害の研究におもに用いられてき

た。馬は，伝貧ウイルスの宿主特異性の立場から馬伝

染性貧血の研究に用いられ，豚ぱ豚での細菌，ゥィ

ルス，寄生虫病の研究，また，豚病に対する生物学的

製剤の開発検定用として用いられてきた。鶏は，主

として，細菌ウイルス，寄生虫などによる鶏病の研

究鶏病に対する生物学的製剤の開発，検定に用いら

れてきた。めん羊，山羊ばめん羊，山羊自身の疾病

の研究用として使用されるよりも牛の代用動物とし

て使用されてきた傾向が強い。

マウス，ラット，ハムスター，モルモット，ウサギ

などの実験用小動物は，すでにあげたように，細菌，

ウイルスなどの感染実験，免疫実験，力価検定，生物

学的製剤の効力試験，安全試験，毒性検定などに用い

られてきたほか，細菌，ウイルス，寄生虫などの継

代，培養組織の確保，免疫血清，補体採取などに用い

られてきた。

これらの各種動物は， 1960年の時点までは，おもに

動物業者によって供給されてきたもので，系統，年齢

不明，栄養不良，内部寄生虫の多い，病原微生物感染

のおそれのある動物が含まれ，実験や検定の遂行上支

障をきたす場合がみられた。

当場における実験動物の実態，各研究機関における

実験動物体制の整備の影響を受けて， 1961-1962年に

おいて，当場に近交系動物の生産施設が新設され，と

りあえず，実験用小動物の自家生産，供給体制がしか

れた。

この施設の広さは， 280.84m'で系統維持室と繁

殖室からなっている。いずれの飼育室も空気調整装置

(air-conditioner)によって，温度23-26℃，湿度50-

Bull. Nat. Inst. Anim. Hith No. 6Z, 237-251 (Mar. 1971) 
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60%, 音響50-60ホン以下に制御され，外気はケンブ

リッジ・フィルター (Cambridgeabsolute filter)に

よって濾過され，細菌の除かれた空気が飼育室内に送

風されている。

この施設には， 1963年に近交系マウス11系統，ラッ

ト1系統が樽入され，系統の維持と生産，研究者に対

する供給が開始された。

次いで， 1965-1966年には，当場において SPF豚

の生産施設， SPF豚の感染実験室が新設された。

この施設の広さは，約 317面で，近交系動物室と

同様に，温度，湿度，音響などが制御されているほ

恥ケンブリッジ・フィルターによる外気の濾過，飼

育室の無菌状態の維持が行なわれている。この施設で

は， 1965年以降において， SPF豚の生産，供給， SPF

豚を用いた感染実験が進められてきている。62)

近交系動物， SPF豚の生産，供給以外に， 1964年

以来，清水らによって進められた，鶏白血病ウイルス

の感受性鶏の作畠白血病ウイルス不在の鶏の作出，

これらの鶏を用いての鶏白血病の研究が行なわれてき

た。68) また，北海道支場においても，本場から一部の

近交系動物を移し，小規模ながら生産，供給体制がし

かれてきた。

このような実験用動物の自家生産体制は，他研究機

関の場合も同様であるが，従来からの動物業者によっ

て供給されてきた素性の明らかでない動物（系統，年

齢不明，栄養不良，内部寄生虫の多い，病原微生物の

感染のおそれのある動物）の使用をやめて，系統の明

らかな，寄生虫や病原微生物のいない健康動物をみず

からの管理下において生産し，これらの動物を研究者

に供給しようとする意図にもとづくものであった。

このようにして，当場では， 1961年以降において，

実験動物の生産供給体制が徐々に整備され，実験動

物自身の研究も進められてきたが，それと同時に，当

場関係者による実験用動物についての問題提起，解

謁出版などの活動も行なわれてきた。

総説としては，猪による「医，獣医学研究に用いら

れる実験動物の問題点」， 17)柴田による「SPF豚と獣

医学研究」， 66) 波岡による「SPF豚について」62) など

があり， Youngの SPF豚に関する総説75)の抄訳，

解説としては，波岡による「SPF豚とその作出」， 60)

藤倉猪による「SPF豚の集団変換に関する諸問

題」， 1,14) 原田による「企業としての SPF豚生産――

豚の集団変換計画に関する諸問題」， 4) 守本らによる

「SPF豚の実験動物としての利用性」59) などがあげら

れる。

また， 1970年には，わが国においてはじめで実験

動物学（田嶋嘉雄編）が刊行され，猪拓33)が実験動物

の生態学ー一生物学的要因，環境複合についての項目

において共同執筆者の一人になっている。同年刊行さ

れた家畜微生物学（尾形学ら著）では，柴田67)が家畜

微生物学の感染実験に新たに必要となってきた実験動

物について執筆，解説している。

1969年には実験動物の第16回談話会が藤田簿吉会

長のもとで行なわれた。談話会におけるシンボジウム

課題は「わが国の実験動物研究成果のまとめと問題点

の提起」であり，戦後約20年にわたるわが国の実験動

物の研究成果が総括された。37)

まに以上あげたような一連の動向に関連して，

1968年の第66回日本獣医学会は，日本学術会議実験動

物連絡委員会との共催で，「実験動物と獣医学」のシ

ンポジウムを開催し，獣医学の研究領域において用い

られる実験用動物の問題，実験動物の生産と供給，実

験動物科学の教育，研修，研究など広範囲の面にわた

って検討が加えられた。64)

以上が，当場および関連学会のこれまでの実験用動

物に対する対応である。

III. 実験用小動物に関する業績

実験用小動物に関する業績は， (1)系統の作出，維

持に関するもの， (2)系統の成長，繁殖，泌乳などの

生産的特性の検討， (3)細菌，ウイルスに対する各系

統の感受性と感染実験， (4)ホルモン，薬物に対する

各系統の反応とそれぞれの反応性に及ぼす遺伝要因

の解析などに分けることができる。

1 系統の維持，作出

系統の維持としては， 1963年以降，当場に導入され

たマウスの 13系統の維持， Wistar-Imamichiラット

の維持が行なわれてきた。

現在当場において飼育されている系統の由来，交

配方法，近交世代数 (F)を表 1に示した。

マウスの系統維持については， CFW, CF:;;lは，

これまでの外国での例にならって，兄妹交配によらず

任意交配 (randommating)によって維持されたが，

その他の系統については，いずれも兄妹交配によって

維持され，近交世代数は表に示されるような代数に達

した。

1963年の時点において，外国系由来マウス (C3H/

He, C57BL/6, CFW, CF:::l), の当場への導入は，

家畜衛試研究報告．第 62号， 237-251(昭和46年3月）
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表 1 家畜衛生試験場で維持されている系統の由来，繁殖法，近交世代数 (1970)

系 統 名 I 由 来 I 繁殖法 1近交世代数

C3H/He No<ionol Conce, Ins<. の D,.Hes<皿→]956伝研＊→ Sib ！ 21 
1963家畜衛試

C57BL/6 National Cancer Inst. の Dr.Heston→ 1955→大阪大学 Sib 21 
→武田薬品光工場→1956伝研→1963家畜衛試

CFW 米国 CarworthFarrr.-→ 1953北研→1956伝研→1963家畜 Random 
衛試

CF::1 米国 CarworthFarn: → 1952武田薬品光工場→1956伝研 Random 
→ 1963家畜衛試

AA  米国 406部隊)→→11 950埼玉県春日部町の梅森氏→1951東北 Sib 47 
大農（育種 963家畜衛試

DDD ドイツ→1910-20北研→1935満州大連衛研→1944伝研→ Sib 41 
1969家畜衛試

DDK 由来は DDDと同じ， 1944伝研→千葉畜試→名大農（育 Sib 66 
種）→1963家畜衛試

DSD 由来は DDDと同じ， 1944伝研→1953東北大農（育種）→ Sib 61 
1963家畜衛試

DDY 由来は DDDと同じ， 1944伝研→1953予研→1969 家畜 Sib 58 
衛試

KK  埼玉県春日部地方のアルビノマウス→名大農（育種）→1963 Sib 66 

家畜衛試

NC  愛玩用ニシキネズミ→名大農（育種）→1963家畜衛試 Sib 62 

RR 仙台地方の動物商→1949東北大医（病理）→1950東北大農 Sib 59 
（育種）→1963家畜衛試

ss 米国406部隊→1950埼玉県春日部町の梅森氏→1951東北 Sib 49 
大農（育種）→1963家畜衛試， A A系とは別系

Wistar-Imamichi Wistar Inst. → 1938東大農（獣）→日獣大（今道）→1963 Random 
家畜衛試

＊現在東京大学医科学研究所 Sib : sister-brother mating 

当場における試験研究を国際的に共通の材料で検討す

ることが重要とみたからである。また，わが国で分離

育成された系統マウスの当場への導入は，当時，これ

らの系統についての遣伝的特性が明らかでなく，これ

らの系統が家畜衛生分野の感染実験，免疫実験，生物

検定などにおいて，どのような有用性を示すか明らか

にされていなかったためである。 1963年以降の検討に

よるとこれらの国内系のうち，いくつかの系統は外

国系に比べて，感染実験や生物検定において特異的な

感受性や抵抗性を示し，家畜衛生分野における実験動

物として有用性を証明した。

ラットは Wistar-Imamichiの維持が行なわれてき

た。このラットの系統は，東大農学部家畜生理学教室

のWistar系に由来し，今道らによって，性周期，早

熟多産，哺育力の改善などを中心として育種が進め

られてきたものであるが戸当場でもこれらの特性を

失わないように任意交配によって維持されてきた。

系統の作出としては，任意交配で維持されてきた系

統を除いた他の系統では，親の繁殖能力（産子数，離

乳率）の高い家系を中心に選抜を続けた。

とくに， C3H/He, C 57BL/6の両系については，

1963年の導入当時では，封鎖集団として維持されてい

たものであるが， 1963年以降，成長 (60日齢体重の重

いもの），産子数（産子数の多いもの），離乳率（離乳

率の高いもの）について，毎世代，家系内選抜 (within

-family selection), 家系選抜 (familyselection)を

行ない現在に至っている。これらの両系統は，当場へ

の導入以来，兄妹交配 20代を経過しているので， す

でに亜系として成立した。したがって，これらの系統

は，その育種過程，特性を明らかにしてなるべく早い

時期に公表し，国際登録する予定である。

1970年において， 11系統のマウスについて，遺伝的

特性として，血清エステラーゼの系統間差が明らかに

された。57) その成績によると，マウスの血清エステラ

ーゼの電気泳動像は陽極側に11-13本の zoneが検出

されるが， Es-2,3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13の zoneはい

Bull. Nat. Inst. Anim. Hlth No. 62, 237-251 (Mar.1971) 
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ずれの系統にも認められた。 しかし， Es-4zoneは

C57BL/6を除いた系統では検出されたが， C57BL/6

においては検出されず，特異的なエステラーゼ泳動像

を示した。また，ァリエステラーゼの 1タイプである

Es-10 zoneの活性について検討したとこな高活性

系統 (CFW,CF;l, C 3H/He, DDK), 低活性系統

(NC, DSD, RR, C57BL/6)および陰性 (SS,AA, 

KK)の区別のあることが認められた。さらに， Es-1

zoneの活性についても， CF;lの酵素活性がもっと

も高く， RR,CFW, C57BL/6, NC, AA, DSD, 

DDK, SSでは低活性を示し， KK,C3H/Heでは活

性は検出されなかったことが明らかにされた。

なお，これら多数の系統を維持する過程において，

育種上，重要な研究課題である近交退化 (inbreeding

depression, 近親交配による近交度の上昇に伴って起

こる能力の低下）について注目し，とくに，近交退化

現象が著明に発現した DSD系マウスについて実験的

検討が加えられた。その成績によると，近交退化現象

は成長能力よりも繁殖能力や泌乳能力に著明に発現

することが判明した。21,27) また，繁殖能力，とくに，

産子数の減少の原因は，排卵数の減少，妊娠初期にお

ける受精卵子の子宮着床前の消失 (pre-implantation

loss)に起因することが明らかにされた。3)

さらに，近交退化現象を示した DSD系のマウスで

ば他系統よりも早期に子宮内膜に多発性嚢胞形成

(endometrial cystic hyperplasia)のみられること

が確認された。このような現象は動物の老齢に伴う内

分泌機能の変化によって発現するものとみられている

が，いまのところ，遺伝的な近交退化と子宮内膜にお

ける多発性嚢胞形成の関係をどのように関連づけるか

明らかでなく，今後の検討にかかっている。5,6)

また，これら近交退化とならび育種上重要な課題で

あな雑種強勢 (heterosis)についても検討が加えら

れ， 15,16,26,36) 近交退化と雑種強勢という育種上の相対

立する原理について考察が深められた。

2. 系統の成長繁殖泌乳などの生産的特性

実験動物の系統としては，それぞれの研究目的や生

物検定に適した選伝的特性を有していること， さら

に，研究者に対する生産，供給の面から成長，繁殖，

泌乳などの生産能力の高いことが必要な条件である。

このような理由から，当場において維持されている

多数の系統がどのような遺伝的特性をもち，どのよう

な研究目的や生物検定に適する実験動物であるかにつ

いての検討，これと平行して，成長，繁殖，泌乳など

の生産能力の検討もまた重要であった。

成長については，それぞれの系統のマウス，ラット

における成長曲線が得られ，体重増加率からみた成長

型が明らかにされた。20)

まに成長過程における近交系マウスとそれらの交

雑 F1について，体重の変異係数 (coefficientof var-

iation)の変化，血中のヘモグロビン量の変化が検討

された。その結果， Eは近交系に比べて，一般に成

長過程における体重の変異係数が小さく，成長過程に

おける生理的恒常性 (physiologicalhomeostasis)の

維持されていることが明らかにされた。26) また，成長

過程における血中ヘモグロビン量についても，凡は近

交系よりも多く，すぐれた生理機能を保有しているこ

とが認められた。15)

繁殖能力については，各系統の初産日齢，産子数，

離乳率などが明らかにされたほか， 56) 系統間における

排卵数と産子数との関係についても明らかにされ

た。25) それによると，排卵数は CFW,CF;lで約

12.2-13.7, C3H/He, SS, AA, KKで10.0-11.3,

C57BL/6で8.8,一方産子数は CFW,CF;lで

10.3-11.8, C57BL/6, SS, AAで7.4-7. 8, C3H/ 

Heで5.2,KKで4.7であり，系統によって，排卵

数と産子数は必ずしも平行関係にあるとは限らないこ

とそして，産子数の決定には，排卵数以外に受精

卵子が子宮に着床するまでの損失 (pre-implantation

loss), 受精卵子の子宮内着床後における損失 (post-

implantation loss), 発生段階の進んだ時期での胎子

死亡率などの要因が関与してくることが明らかにされ

た。25)

また，近交系と近交系間交雑 F,マウスについて，

排卵数，胎子数，産子数，胎子率（胎子数I排卵数），

産子率（産子数I排卵数）を比較検討した結果， E の

排卵数，胎子数，産子数は近交系よりも多く，また，

胎子率についても F,が近交系よりも高い結果が得ら

れた。これらの結果から， F心の産子数の増加は， F,

9の排卵数の増加， F心の胎子の死亡率の減少による

ものと考えられた。16)

泌乳能力については，まず，泌乳能力の検定方法が

検討され，次いで，各系統の乳量曲線がしらべられ

た。哺乳期における乳量曲線は系統によって異なった

型を示し，乳量曲線から各系統の乳量を比較検討して

みると，乳量の多い系統として SS,C 3H/He, 乳量

の少ない系統として C57BL/6,NCのあることが認め

られた。乳量曲線における最高泌乳時は，系統によっ
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て異なるが，一般に，乳量曲線は分娩後14-16日ころ

まで上昇し，それ以後離乳時まで下降する傾向がみ

られた。また分娩後4-20日まで 1日おきに測定した

乳量の合計値が大きい値を示した SS,C 3H/Heは，

乳量の合計値が小さい値を示した C57BL/6ゃ NC

に比べて， 12日齢における 1腹乳子の総重量，増体量

においてはるかに高い値を示した。22,30)

また，近交退化を示した DSD系マウスでは，近交

世代の増加に伴って乳子の食殺率の増加，離乳率の減

少などがみられ，一般に泌乳能力の低下が認められ

た。これら泌乳能力の低下をさらに確認するために，

DSD系の乳子と他系統の乳子の部分交換を行ない，

乳母哺乳 (foster-nursing)によって検討した結果，

DSD系の泌乳能力の低下がより明らかにされた。27)

3. 細菌，ウイルスに対する各系統の感受性と感染

実験

細菌に対する各系統の感受性についてば高橋ら72)

によって破傷風帯素の感受性と破傷風毒素の免疫能に

ついて， 100-120日齢の成熟マウスを用いて，検討が

行なわれた。

破傷風毒素の感受性 (LD叫4日）は， RR(5. 0μ,g) 

> DDK (5. 9μ,g)> C3H/He (6. 6μ,g)> C57BLi6 (7. 5 

μ,g)>SS (10. Oμ,g)> CFW (10. 7μ,g)の関係にあった。

また，破傷風毒素による免疫能については 破傷

風トキソイドで免疫， 3-4週後に 20LD,oの毒素で

攻撃攻撃後7日目の生存率より免疫能を算出――

RR (100%)>SS (90-100%)>DDK(60-70%)> 

C3H/He(30%)> CFW (20%)> C57BL/6(10-20%) 

であり，さらに追加実験によって， AA(lOO%)>NC

(40%)>KK (20%), CFW (20%)の成績が得られ

た。

これらの成績から，破傷風褥素に対する感受性と破

傷風毒素の免疫能は系統間で差のあることが明らかに

された。

また，免疫能の日齢差について， dd系を用いて検

討しているが，その結果は， 10週齢で60%, 4週齢で

0 -10%, 3週齢で0%の生存率が得られ，免疫能が

日齢によっても異なることが明らかにされた。72)

竹内・須藤叫ま鶏の水腫性疾患由来のブドウ球菌，

CH-91株の病原性について，マウスの C3H/He,

C57BL/6, CFW, CFjfl, DDK, KK, RRの 7系統

を用い，接種24時間後における皮膚融解反応を検討し

た。その結果によると皮膚融解反応の反応率は菌数

の増加 (2Xl0凡 2Xl0八 2x10• 個/mQ)によって高まる

貴義

こと， 9は8に比ぺて高く，系統によっても異なる傾

向が得られた。

1969年において，当場の畠山ら（未発表）はヨーネ

菌の同定，まに実験感染の可能性を検討するため

に， C57BL/6,CFW, NC, RR, SSの5系統を用い

て，その感受性を検討した。その結果， C57BL/6,

RRが高い感受性を示し， SS,CFWはそれらに比べ

てかなり低い感受性を示し， NCはほとんど感受性を

示さなかったことを明らかにした。また，臓器の病変

は系統によっていくぶん異なり， C57BL/6,SSは牌

に多数の病巣が認められ，肝，腸リンパ節，大腸，小

腸の病変がこれに次ぎ，肺，膵，腎などにはほとんど

病巣がみられなかった。これに反し， RRは牌，腸リ

ンパ節，大腸小腸において多数の病巣が認められ，

牛のヨーネ病病変に酷似していた。また CFWは全般

的に感染が弱<,NCはどの臓器においても病巣がみ

られなかったことを認めている。

炭疸ワクチンの開発，効力試験などに関連して，炭

疸菌の毒力の定量化の検討が重要である。これまで

に離乳直後の市販マウスを用いた場合，炭疸菌の毒

カの定量化は困難とされていたが， 1970年において，

安藤ら（未発表）は， C3H/He, C57BL/6, DDK, 

NC, RR, SSの70-90日齢の成熟マウスを用いて検

討したとこな炭疸菌 (34F,株）の接種後10日目にお

ける死亡率は，系統によって異なり， DDK,NC,RR

がきわめて高く， ssがこれに次ぎ， C57BL/6,C3H/ 

Heではきわめて低い結果がえられた。感受性を示し

たDDK,NC, RR, SSでは接種菌量と死亡率との間

には正の相関関係があり，今後，これらの系統を用い

ての炭疸菌の毒力の定量化の可能性が示された。

ウイルスに対する各系統の感受性については，藤崎

ら21)によって進められた日本脳炎ウイルスに対する研

究があげられる。藤崎らの研究は，日本脳炎による豚

の死流産防止の研究から問題をとりあげ，これらの問

題をマウスについて実験的に検討し，そのうえで，豚

の日本脳炎の発生機序に迫ろうとする実験感染の立場

に立っている。

用いた日本脳炎ウイルスは野外新鮮分離株， AS-6

で， 102-106TCID,。を親マウスの静脈内，腹腔内，

皮下に接種し，ウイルスの胎盤ならびに胎子への感染

を検討している。おもな成績は次のとおりである。

接種経路によって，胎盤，胎子の感染率に差があ

加静脈接種が最も感染率が高く，次いで腹腔内，皮

下接種の順であることまた，胎盤および胎子感染は

Bull. Nat. Inst. Anim. Hlth No. 62, 237-251 (Mar. 1971) 
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系統間で差がみられ，胎盤感染率は C3H/He,C57BL ろん，このウイルスの感染実験に適した実験動物のひ

/6, CFWの間では差はないが， ssよりも高い感染率 とつであるとしている。

を示した。胎子感染率は，いずれの接種経路の場合に さらに，稲葉ら 10)は，ィバラキウイルスとブルータ

も系統間差がみられ， C3H/Heが最も高く，次いで ングウイルスとの血消学的診断に， CFWの乳のみマ

CFW, C57BL/6, SSの順であった。なお，従来，豚 ウスを用いて検討している。それらの結果によると，

胎子の死，流産はおもに脳炎ウイルスの感染によるも これらの両ウイルスは CFWの乳のみマウスの脳内で

のとみられてきたが，これらの実験結果から，感染に きわめてよく増殖し，その感染価はいずれも10ふ5LD⑲

起因したとはみられない死亡，吸収胎子のあることが /0.0lmQであり， これらの感染マウスの脳のアルカリ

明らかにされた。 抽出法による CF抗原は，いずれもすぐれた抗原性を

系統マウスを用いた感染実験について，清水ら69) 示した。そして，これらの CF抗原を用いて，両ウイ

は，ブドウ球菌の定量的感染実験に 3週齢の市販 dd ルスが全く異なったウイルスであることを証明した。

系マウスと近交系の ss系を用いて検討した。供試菌 4. ホルモン，薬物に対する各系統の反応と，それ

は Staphlococcusaureus E-46-Y株で，接種菌数は らの反応性に及｛ます遺伝要因の解析

10'・0, 108・2, 10か6, 10'・8, 109・0を用い，各菌数に対し ホルモンに対する各系統の反応としては，胎盤性性

て，マウスをそれぞれ30匹ずつ使用した。その結果， 腺刺激ホルモン (HCG)と妊馬血清性性腺刺激ホル

市販の dd系マウスと近交系の ss系マウスでは菌に モン (PMSG)について検討された。

対する感受性に差があり，菌接種後12時間， 24時間， HCGに対しては， C3H/He, C57BL/6, CFW, 

48時間における死亡率の増加に差のみられたこと，ま CF;:l, AA, DDK, NC, RR, SSの系統について，

に菌接種後の時間に対する死亡率が市販の dd系マ 腟開口反応，出血濾胞黄体形成反応，卵巣，子宮重量

ウスでは正規分布しないが， ss系では正規分布する 反応が検討された。その結果， HCGに対する感受性

ことが認められた。 は系統間で著しく異なることが明らかにされた。23,55)

ウイルスの感染実験については，まず， Imagawa') また，これらの系統間の反応差は，マウスの生後日齢

の牛疫ウイルスの研究があげられる。牛疫ウイルスは によって異なり， HCG6.0IUに対する腟開口反応

ハシカウイルス，ジステンパーウイルスと分類学上同 は15日齢で， C57BL/6,C3H/He, CF :1, SSなど

じ位置にありながら，ハシカウイルス，ジステンパー の系統において高い陽性率を示した。出血濾胞黄体形

ウイルスではマウスにおける感染が成立するのに，牛 成反応では， 15日齢でいずれの系統も反応せず， 18-

疫ウイルスでは感染が成立しないとみられてきた。 21日齢では，反応陽性率の高い系統，中間の系統，低

Imagawaは牛疫ウイルスとハシカウイルス，ジス い系統などに区分され，系統間の差が認められた。 21

テンパーウイルスとの類縁関係を検討するために，乳 -24日齢では，いずれの系統も高い反応陽性率を示し

のみマウス (sucklingmice)を用いて，牛疫ウイル た。47)

スの感染について検討した。はじめ，市販の雑マウス PMSGについてみると， 2.SIU,1回投与， 12時間

を用いて検討したが，潜在感染の発症によって実験は 後には，近交系の ssが17日齢で全例排卵せず， 19日

失敗に終わった。次いで，当場の近交系動物施設から 齢で約60%の排卵率を示し， 21日齢では約100%の

供給された CFW系を用いて検討した結果，この系統 排卵率がみられた。しかし，市販雑マウスでは，この

マウスで，牛疫ウイルス（組織培養継代ウイルス）は ような日齢に伴う明瞭な排卵反応率の増加はみられな

よく増殖し，接種後4-6日で死を伴う感染が認めら かったことが明らかにされた。65)

れた。そして，接種後6日目でその死亡率は 100%に なお，ホルモンの生物検定法確立の立場から， dd系

達したことを報告している。 マウスを用いて， HCGの出血濾胞黄体形成反応，卵

稲葉ら9) によって行なわれたマウス，ラット，ノヽム 巣，子宮重量反応の検討，これらの反応に及ぼす環境

スターの腎細胞における牛流行熱ウイルス (YHM 要因の検討が行なわれた。さらに， PMSGに対する

株）の増殖の研究には，マウスの場合， CFWの乳の 生殖腺反応の検討，これらホルモンの生物一—免疫学

みマウスが用いられているが，その成績によると， 的方法による定阻定量法の検討が加えられた。44-55)

CFWの乳のみマウスは牛流行熱ウイルスにかなり 以上あげた HCG,PMSGなどのホルモンの生物学

高い感受性を示し，牛流行熱ウイルスの同定はもち 的検定，免疫学的検定の検討は，今後におけるホルモ
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ン検定法に対して新しい分野を開いたものとみられ

る。

薬物に対する反応性の検討としては， コーチゾン

(cortisone)によって誘起される催奇形効果， ァロ

キサン (alloxan)によって誘起される糖尿発症につい

て系統間で比較検討を行ない，さらにそれらの遺伝要

因について検討を行なった。12,13, 19,2,,2s,2,,34 ,35) 

コーチゾンの催奇形効果につていは，おもに，コー

チゾンによって誘起される胎子の口蓋裂奇形について

検討した。口蓋裂奇形の発現率は系統間で差があり，

CFW, CFilで96-97%,C3H/He, SSでは約 40

災 C57BL/6では 18.8%,AAでは 9.8%を示し

た。さらに，これらコーチゾンによって誘起されるロ

蓋裂奇形発現の遺伝要因を検討するために高発系の

CFW, 低発系の C57BL/6との交雑 F,,Fゎ戻し交

雑種 (back-cross)などについて検討した結果，口蓋

裂奇形の発現にば明らかに遺伝要因が関与している

ことが認められた。12,13) 

ァロキサンによって誘起される糖尿発症について

ばまず，体重 1kg当たりに換算して，ァロキサン

の60mg,80mg, 100mgの量を静脈肉腹腔内，皮

下に注入した場合の糖尿発症について検討した。その

結果従来，マウスではアロキサンによる糖尿発症は

起こりにくいとされていたが，この薬物の静脈内注射

によってかなり高率に発症することが明らかにされ

た。そして，その発症率はマウスの系統間で差のある

ことがみいだされた。19,28)

アロキサンの SOmg/kg区において， CF;l,C3H/ 

He, SSは100%,C57BL/6, DDK, KK, RR, AA 

は80-90%,CFWは68%,NCはわずかに 9.0%の

発症率を示した。また，これらの糖尿発症の遣伝要因

を解析するために高発系のssと低発系の NCとの

交雑恥恥戻し交雑種を用いて，それぞれの発症率

について検討した。その結果， E の SS(Q)XNC 

Co)では約50%,NC(Q)xSS(o)では約10-20%

の発症率を示し， SS(Q)XNC(o)のE同士を交雑

した F,では約60%,NC(Q)XSS(o)のE同士を

交雑した Eでは約25%の発症率を示した。さらに戻

し交雑した場合は，高発系の ssへ戻した場合が，低

発系のNCへ戻した場合よりも発症率が高かった。こ

れらの成績から，ァロキサンによって誘起される糖尿

発症には遺伝要因の関与していることそして， F,で

の発症には母体効果 (maternaleffect)が介在し，そ

れらの影響が Eの世代まで影響していることが確認

貴義

された。 1',24, 29, 34, 35) 

今後は，薬物の反応性についての遺伝解析にとどま

らず，各種細菌，ウイルスなどに対する感受四抵抗

性などについての遺伝解析，さらに，応用面として，

家畜家禽の抗病性品種，抗病性系統などの作出につ

いても検討することが重要と考えられる。

N-SPF豚に関する業績

感染実験や免疫実験，生物学的製剤の開発，検定な

どにおいて SPF動物の必要性はすでに説明したとお

りであるが， SPF動物は細菌やウイルスに関係する

家畜疾病の実験的研究において，今後ますますその必

要性が強調されてくるものとみられる。

当場における SPF豚に関する最初の取り組みは，

1963年の SPF豚研究班の結成によって始まる。この

研究班は， 1965年，当場において SPF豚の生産が開

始するまで，海外の研究動向， SPF豚に関する文献

紹介， SPF豚の施設，設備の設計，計画， SPF豚の

作出技術などについて検討を加え， 60,62) 当場における

SPF豚の生産技術樽入までの準備期における役割を

果たしたものとみられる。

この研究班のメンバーはその後一部変更されたが，

現在に至るまで， SPF豚の作出，飼育，微生物検定

などについて協力態勢をとっている。

1965年， SPF豚の生産が開始されてから，現在ま

での生産総頭数は約l,CCO頭に達したが， これらの

SPF豚は， これまでに， (1)豚コレラ生ワクチンの

検定， (2)豚伝染性胃腸炎の感染実験， (3)日本脳炎

ウイルスの感染実験， (4)豚流行性肺炎の病原体の確

認とその実験感染， (5)哺乳豚の白痢発生機序に関す

る研究， (6)免疫グロブリンの発現の追跡， (7)豚丹

毒の実験感染および抗体の動向に関する実験， (8)豚

萎縮性鼻炎の実験感染および感染機序に関する検討，

(9)その他の豚病の研究に用いられてきた。64) ここに

あげた各項目の研究は，それぞれの分野で紹介される

ので， ここでは省略し， SPF豚の共通課題である，

(1) SPF豚の作出， (2)SPF豚の微生物検定， (3)SPF 

豚の畜産目的への利用についてふれる。

1. SPF豚の作出

当場における SPF豚の作出技術は，おもに Young

らの方法74,75)にならった。 しかし， SPF豚の施設，

設備，さらに作出方法については，これまで多くの独

自の改良が加えられてきた。

1) 施設

Bull. Nat. Inst. Anim. Hlth No. 62, 237-251 (Mar.1971) 
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当場における SPF豚の施設の広さは約 317m'も れている。41,62)

無菌飼育室と実験室に分けられる。これらの施設は空 2. SPF豚の微生物検定

気調節が行なわれ，温度は25℃，湿度は50%に制御さ 当場における SPF豚の微生物検定は表 2のような

れ，また，外気はケンブリッジ・フィルターによって 検定要項で行なわれている。年64)

完全に細菌が除かれ，室内に送風されている。 当場において生産された SPF豚について，微生物

無菌飼育室に入るには，更衣室で脱衣し，シャワー 検定が行なわれたが，その結果によると Escherichia

を浴びた後，特殊の消毒作業衣，消毒ゴム手袋を着用 が 10'・'-10'・0,Micrococcusが10'・'-10か2,Bacter-

する。また，無菌飼育室の使用に際しては，あらかじ oidesが10'・2-104・3の程度に存在するが，その他の腸

め室内をホルマリンガスで滅菌し，さらに，無菌隔離 内細菌 (Enterobacteriaceae),Lactobacillus, Strep-

哺育箱 (isolator)は使用前に，その内部を 5%過酢 tococcus, Staphylococcus, Bifidobacterium, Veil-

酸によって滅菌される。62> lonella, Clostridium, Corynebacterium, Fungiな

2) 胎子摘出 どは陰性であった。また，日本脳炎，エンテロ， HVJ,

胎子摘出法としては，子宮切断法，帝王切開法があ 豚インフルエンザ，豚コレラおよび豚伝染性胃腸炎の

るが，当場の場合は子宮切断法を用いている。そし 各ウイルスに対する中和抗体は陰性で，既知のウイル

て，その方法は Youngの方法74,75)に準じたものであ スは分離されていない。さらに， Leptospira抗体の証

るが，無菌手術箱 (operatinghood)の規格，構造， 明， Mycoplasmaの分離，寄生虫卵の検出， Toxoplas-

胎子摘出法などに独自の改良が加えられた。 ma抗体の証明などは，いずれも陰性の成績に終わっ

胎子の摘出はつぎの方法で行なっている。分娩予定 ている。61,62)

2日前の妊娠豚を co,で麻酔し，腹部切開によって これらの成績からみると，当場で生産された SPF

子宮を栂豚から切り離す。母豚から切断された子宮は 豚は広範囲の豚病の研究目的にこたえうるものであ

すみやかに消毒槽を通り，無菌手術箱に送られ，無菌 る。 SPF豚については，さらに， SPF豚の育成過程

手術箱内において胎子が子宮から摘出される。胎子摘

出にあたっては， co,麻酔開始から胎子摘出完了ま

で， 2-3分以内に行なうことが原則で，これ以上な

がびくと胎子の窒息死する率が高くなることまた，

CO2の吸入は 45-50秒間おこなうことが最適で，こ

れ以上長くすると失敗する例が多くなることが，これ

までの経験から明らかにされた。40,62)

3) 摘出胎子の哺育

摘出された胎子は無菌隔離哺育箱 (isolator)に移さ

れ，人工乳によって哺育されるが， isolatorについて

も改善が加えられている。また，子豚を育成する場合

の人工乳はアミノ飼料株式会社研究所との共同研究に

よって開発されたものであるが，現在のところ， SPF

豚の育成においてなんらの支障をきたしていない。

SPF動物，ノトバイオート，無菌動物の作出には，

施設設備，装置，作出技術，無菌状態の維持などが

重要であることはもちろんであるが，今後の問題とし

て，子豚の栄養要求を満足する無菌飼料の確保がきわ

めて重要である。 SPF豚の飼料は濾過，湿熱，放射

線，ガスなどで滅菌するために栄養素の破壊および

変化がおこ加これが問題となっている。今後は，

SPF豚の栄養要求を満足する無菌飼料の開発研究が

この部門における重要な研究課題となってくるとみら

表 2 SPF豚微生物検定要領61)

検査法 ワ接
疾病および ク種

微生物 臨床剖見所見血清虫卵細菌チ
所見組織所見＊反応検査培養ン'

豚コレラ

゜゜ ゜TGE 

゜ ゜HVJ 

゜豚イソフルエ

゜
ソザ

SEP 

゜AR 

゜゜豚丹毒

゜ ゜゚サルモネラ症

゜ ゜大腸菌症

゜ ゜豚赤痢

゜ ゜プルセラ病

゜レプ トスピラ

゜病

滲出性皮膚炎

゜肺虫

゜ ゜回虫

゜トキソプラズ

゜゜
マ

*,-疑わしいものについてのみ行なう．
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における糞便中に出現した菌種の同定分類，およびこ

れらの菌種の定着状況を調ぺた報告もある。39)

3. SPF豚の畜産目的への利用

SPF豚の作出技術を応用することによって，豚の

生産に大きい障害となっている各種の豚の疾病，すな

わち，豚流行性肺炎豚萎縮性鼻炎豚伝染性胃腸炎

およびいわゆる子豚の下痢症など，また，根づよい生

活環をもつ回虫や肺虫などを母豚から遮断することが

可能である。

米国における SPF豚の畜産目的への利用，すなわ

ち， SPF豚の集団変換計画 (swinerepopulation 

program)はこのような基本的構想から行なわれたも

のである。bも14,59,60)

SPF動物という概念は，細菌やウイルスなどの感

染実験，免疫実験などに用いられる実験動物の微生物

規制を示しているが， SPF豚ば畜産目的への利用

というもうひとつの応用の道が開かれている。

現在，当場において生産された SPF豚は，一部，

畜産目的への利用という面から検討が進められてい

る。そして，その成果は今後に期待されている。

SPF豚の集団変換計画は，豚の伝染病の撲滅とい

う確固たる理念の上に立脚したものであるが，わが国

の現状における養豚企業は養豚経営を通じて最大利潤

の追求におかれている。

将来，わが国における SPF豚の畜産目的への利用

は， SPF豚の理念と養豚企業の利潤追求が経済的

に矛盾なく両立するかどうかにかかっているとみてよ

い。

V. 今後の問題

今後，家畜衛生の研究を推進するにあたり，残され

た家畜疾病の本質的解明には，試験段階から実験段階

への飛躍が必要であることはすでに述べた。そして，

その場合実験動物としては，家畜，家禽，実験用小

動物を含めて，遺伝制御，病気制御，環境制御につい

ての方法の研究，研究者に対して，これらの制御条件

下にある良質動物の供給が重要になってくることも明

らかにした。これらのことは，家畜，家禽，実験用小

動物についての実験動物化への道程を示すものであ

見実験医学に対応する実験獣医学の発展に密接に関

連してくる問題である。

1960年以降当場において，実験動物に対する検

託実験動物についての具体策は徐々に進められてき

たが，現状においてなお多くの問題を残している。

貴義

実験用小動物に関しては施設の広さの制限から，

マウス，ラットの系統維持，生産，供給などにとどま

っているが，今後は，感染実験，免疫実験，生物学的

製剤の開発，検定などに使用頻度の高いハムスター，

モルモット，ゥサギなどについても同様の生産，供給

体制の確立が望まれる。

また， SPF動物についても， SPF豚に限らず，実

験用小動物の SPF化， SPF鶏の作出，生産，供給

が検討されなければならない。

鶏白血病に関しては， 1964年以来，清水らの努力に

よって，鶏白血病ウイルスに対する感受性系統の確立

が行なわれ，これらの鶏は，白血病ウイルス不在の状

態で維持されている。そして，現在では，これらの系

統を用いることによって，白血病ウイルスの定量が不

安なく実施できる段階に達した。68) このような特殊の

研究目的に適した家畜，家禽，実験用小動物の系統の

作出は今後ますますその重要性を加えてくるものと考

えられる。

なぉ，最近におけるわが国の畜産動向からみて重要

な問題は，わが国の鶏や豚などの品種構成を代表する

ような遺伝組成をもった対照集団 (controlpopula-

tion)の設定があげられる。

この対照集団の概念は，厳密な制御条件下にある実

験動物とは異なるが，野外に対応する試験動物として

きわめて重要な意義をもっているとみられる。

従来，わが国の鶏や豚の品種構成は，鶏では白色レ

グホン種，豚では中ヨークシャ一種がおもであった

が，ここ数年来，外国種鶏や外国種豚の導入によっ

て，わが国の鶏と豚は多品種，多系統，さらに雑種集

団を構成するようになってきた。このような状況で

ば特定集団の鶏や豚を使用して実験や試験を行なっ

ても，得られた研究成果の野外における適用性や再現

性は著しく低下してくることが考えられる。

今後研究成果の野外における適用性，再現性を高

めるためには，わが国の鶏や豚の品種構成を代表する

ような遺伝組成をもった対照集団を設定し，対照集団

から無作為に抽出された鶏や豚を用いて検討すること

が重要になってくる。

わが国の鶏や豚の舟集団 (population)を代表する

試験鶏群，試験豚群など対照集団の設定は，新しく発

展してきたわが国の畜産に対応する家畜衛生の研究が

早急に解決しなければならない問題でもある。

さらに，一般的な問題として，当場において使用さ

れる実験用動物全般にわたっ℃ 搬入，検疫，飼育管

Bull. Nat. Inst. Anim. Hlth No. 62, 237-251 (Mar.1971) 



実験動物＿おもな問題点と研究業績 249 

理健康管理死体，汚物の焼却，処理など統一され

た動物管埋態勢のしかれることが必要である。

以上あげたような諸問題に対応して，当場における

将来計画の中に新たに，研究と業務に必要な実験動

物の研究，生産，供給体制の確立があげられてきた。

このような情勢変化は， 1960年の時点における当場の

状況を考えた場合，著しい進歩の跡とみられる。

稿を終わるにあたり，これまでにたえずご指導，ご

鞭達をたまわった石井進前場長，藤田薄吉場長，柴田

重孝研究第 1部長，共同研究を進めてこられた研究

員各位，実験動物の飼育面を担当された鈴木伍助氏に

厚くお礼申しあげる。また研究遂行上，有益なご助言

と，ご批判をたまわった東京大学田嶋嘉雄名誉教授，

東北大学西田周作教授，名古屋大学近藤恭司教授に深

く感謝の意を表する。
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