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SANSH卜KONCHUBIOTEC 

高湿度条件がカイコの吐糸に及ぼす影響

E里

東京農工大学大学院農学府生物生産科学専攻

(2013年 9月2日受付;2014年 3月31日受理)

岳・蜂木和成・横山渡辺

Kazunari WATANABE， Takeshi YOKOYAMA and Osamu NINAGI: 

Effect ofhigh humidity on spinning in the silkworm， Bombyx mori 

Silkworm strain that cocoons are reeled without using the boiling water may provide not only cost cut but also new mate-

rial. It was clear that the water reeling strain which was bred in our laboratory was aftected on the environment during the 

spining stage same as a general varieties， and it's main factor was impossible to grope for fiber ends. We examined e行ect

of humidity which affect the reelability on grouping end efticiency in the water reeling strains. N43 (from J 02， water reeling 

strain)， N17 (from Daizo) and their Hybrid， N17 x N43 were used in the experiment， 4 humidity conditions (low， midA， midB， 

high) were provided. The hybrid of N17 x N43 was able to make cocoon at the experiment. On the other hands， 80% of 

N43 could not make cocoons and died without pupation at high humidity condition (99% RH). N17 which was another par-

ent of hybrid was investigated in next raring season. Consequently， any larvae did not make a cocoon and some naked pu-

pae appeared in N17. It may be suggested that hybrid larvae of N17 x N43 made cocoons by heterosis at high humidity 

condition (99%RH). Department of Science of Biological Production， Tokyo University of Agriculture and 7忌chnology， 3・5・8，

Saiwaicho， Fuchu， Tokyo 183・8509

Key words: Silkworm， humidity， spinning， cocooning 
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第二次世界大戦中の燃料不足に対応する低温繰糸用品種

支 22号が知られている(平塚， 1969)が，燃料節約低

温繰糸用品種育成の際の選抜方法等の詳細な情報を見出

すことがで、きなかった。そのため，当面の水繰りの基準

として，繭をブラシなど、で擦って糸口を探し，糸口が見

出されたもので 450m繰糸できたものを水繰り可能と定

義し(蜂木ら， 2010)研究を開始した。

最初に着手した研究は水繰り交雑種の選定である。本

学に保存されている各種系統や品種と交雑した雑種第一

代を飼育し，水繰りを始めとする各種試験在行った結果，

大造由来の N17との交雑種は繭の量的形質は一般品種

の7割程度と劣るものの強健性がきわめて優れており，

水繰り交雑種として有効であると判断した(蟻木ら，

2011)。しかしながら， N17との交雑種では，上藤環境

で水繰り性が大きく変動することが判明した。

営繭時の湿度条件と繭質との関係について，高湿度下

で営繭させるとセリシンタンパク質が結晶化して難溶性

になり解静率が低下すること(片岡， 1977)，繭の収縮

率が増加する(山本， 1975)などが知られている。そと

で，上競時の湿度条件が水繰り性に及ぼす影響を調べる

実験を行っていたところ， N43では高湿度下でほとんど

営繭できないという現象が認められたので，この現象に

ついて報告する。

繭を糸にする際， 90 ~ 980Cの熱水で煮る煮繭工程お

よび繰糸工程での加温が必須である。そのため，繭糸タ

ンパク質の少なくとも一部は熱により変成するが，熱に

よる変成を回避すれば新たな絹糸素材が生まれる可能性

がある。平成 19年の春蚕期に本学に保存されている系

統の中より水道水で糸が繰れる個体が存在する系統を見

出した。そこで，水繰りできた個体同士を交雑し，その

後代を水繰り系統 N43とした。

本研究室では長年にわたり小学校理科教材として蚕種

などを配布してきたが，できた繭を糸にしたいとの要望

が多く，また， I繭の中に入っているカイコを殺さずに

糸を繰りたい」という要望もあり，水繰り品種の配布を

開始した。しかしながら，日 02号由来の保存品種から

選抜した水繰り系統は虫質が虚弱であったため，当初，

適当な品種と交雑したものを配布したが，水だけではう

まく糸が繰れない場合もあるとの情報も寄せられてい

た。

平成 21年より大日本蚕糸会貞明皇后蚕糸記念科学技

術研究助成が得られたため，水繰り品種に関する本格的

な研究に着手した。低い温度で繰糸できる品種としては，

*干 183-8509 東京都府中市幸町3ふ 8

東京農工大学
E-mail: ty.kaiko@cc.tuat.ac.jp 
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Fig. 1. Cocooning frame covered with nylon net 

材料および方法

供試歪

水繰り系統 N43(日 02号由来)，大造由来の N17系統

及びそれらの交雑種 N 1 7xN43~用いた。 調査には雌雄

混合で 18~ 20 頭ずつを供試した。 それぞれのカイコは

l区200頭で飼育し，熟蚕になった際に約 20頭ずつラン

ダムに各試験区に分けた。また 実験に供試しなかった

残りの幼虫はすべて上藤室にて通常の方法で上競させた。

上藤時の湿度設定

上藤に際して，低湿区 ・中間区 A・中間区 B・高湿区

の4区の湿度条件を設定した。設定方法は藤森ら (2012)

の論文を参考にした。低湿区は 36cm x 24 cm x 16 cm(H) 

のプラスチックケースの中にシリカゲルを入れたパット

を入れ，その上に トリ カルネッ ト (網目 20x 20 mm) 

を置き，パッ トとカイコが直接接しないようにした。高

湿区は低湿区におけるシリカゲルの代わりにパッ トの中

に十分に水そしみこませた紙を敷いた。中間区では

45 cm x 29.5 cm x 26 cm (H)のプラスチックケースを 2

段に重ね，上段のパットにはシリカゲルを，下段のバッ

トには何も入れず営繭させた。上段のプラスチックケー

スの底面の四隅には穴をあけ 上段と下段が通気できる

ようにした。湿度の低くなる上段を中間区 A，湿度の高

くなる下段を中間区 Bとした。各容器の中にはナイロ

ン製の網袋で包んだプラスチック製波形藤を入れ，その

中で営繭させた (Fig.1)。営繭を完了する上競から 3日

(約 72時間)後にそれぞれの試験区から藤入りの袋を回

収し，そのまま上藤室で保護した。収繭調査は N43で

は上藤 8日後， N17および N17xN43では上藤 7日後に

行った。温湿度の測定は T&D社製の温湿度計 TR-72Ui

を用いて一時間ごとに記録した。各々の蚕期における各

容器内の湿度測定結果を Table1に示す。

結果

湿度と営繭率の関係

春蚕期における N43，N17 x N43の湿度と営繭率との

160 

Table 1. Humidity (RH%) of each experiment in each season 

ranng 
stram Low MidA MidB High 

season 

N43 
28 54 82 99 

Spring (8.26) (4.73) (7.68) (0.11) 

season 38 60 89 97 
N17 x N43 (7.56) (6.69) (7.92) (6.81) 

N43 
43 56 82 99 

Early fall (11.94) (15.07) (8.86) (0 

season 35 56 81 99 
N17xN43 (7.97) (12.45) (11.71) (0 

Late fall 
N17 

37 62 81 99 
season (8.92) (8.90) (10.77) (3.23) 

Standard deviations are shown in parentheses. 
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Fig.2. Effect of humidity on cocooning (spring season) 
About 20 larva巴wereused in each experiment. Most of cocooning 
larvae turned to pupae. N43 individuals which could not make co 
coon became non-cocooning larvae and died. 
Open markings show the cocooning percentage in the mounting room 

関係を Fig.2に示す。N17x N43においては平均湿度

38%の低湿区の営繭率が 89% 平均湿度 60%の中間区

Aの営繭率が 94%，平均湿度 89%の中間区 Bの営繭率

が 94%，平均湿度 97%の高湿区の営繭率が 100% と各

湿度条件下において営繭率に大きな差は見られなかっ

た。また，平均湿度 62%の上藤室で通常の方法で上藤

させたものの営繭率は 100%であった。繭の形状は高湿

区と低湿区で大きさ(繭長や繭幅)には大差がなかった

のに対し，繭表面のちぢらは低湿区に比べて高湿区では

明らかに深くなっていた (Fig.3)。一方， N43では低湿

区(平均湿度 28%) から中間区 B (平均湿度 82%) ま

で営繭率に明確な差異は認められなかったが，湿度条件

99%の高湿区では営繭率は 33%と極端に低い値を示し

た。営繭で、きなかった個体はすべて化踊せず，いわゆる

不結繭査となり死亡した。

交雑種は 100%近い高湿度下で営繭，化踊するものの，

原種においては高湿度下では営繭率が極端に低下したこ

とから，初秋査期にも同様の実験を実施した (Fig.4)。

初秋蚕期の実験結果は数値的に若干の差異はあるもの

の，傾向としては春蚕期と同様で、あった。初秋蚕期にお

ける N43の各湿度条件区での営繭の様子を Fig.5fこ示

す。高湿区以外の 3区ではほとんどの個体が営繭してい
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Fig.6. cocooning status of N43 strain at high humidity 

(99%RH， early fall season) 
Abollt 80% larvae were not able to cocoon and died withollt pllpation. 

Fig.3. The external appearance of N17 x N43 cocoons at 

different humidity (spring season) 

Le合 Highhllmidity (97%悶 )， Right: Low hllmほity(38%悶)
Wrinkle of cocoon at high hllmidity is deeper than it at low hllmidity 

圃 _ N17(latefall)
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Fig. 7. Effect of humidity on cocooning in N 17 strain (Iate fall 

season) 

Abollt 20 larvae were lIsed in each experiment. Most of cocooning 

larvae tllrned to pllpae. individllals which cOllld not make cocoon at 

high hllmidity became non-cocooning larvae， bllt 3 individllals of 
them turned to pllpae 
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Fig.4. Effect of humidity on cocooning (early fall season) 

Abollt 20 larvae were lIsed in each experiment. Most of cocooning 

larvae turned to pupae. N43 individllals which could not make co-
coon became non-cocooning larvae and died. 

Open markings show the cocooning percentage in the mOlmting roOI11. 
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N17の営繭における湿度の影響

春，初秋蚕期の結果，N43は高湿度で営繭率が大きく

低下したものの，交雑種 N17x N43においてはいずれの

湿度条件下でも営繭 ・化帰した。との要因はもう一方の

交雑親である NI7にあるのではないかと考え， N17に

ついても同様の湿度条件で営繭させた。晩秋蚕期の NI7

における湿度と営繭率の関係を Fig.7fこ示す。平均湿度

37%の低湿区における営繭率が 95%，湿度 62%の中間

区Aにおける営繭率が 90%，湿度 81% の中間区 Bにお

ける営繭率が 95%であり 湿度条件が約 80%程度まで

はほぼ一定の営繭率を示したのに対して湿度条件 99%

の高湿区では営繭した個体は出現しなかった。N17の各

湿度における営繭の様子を Fig.8に示す。高湿区 (A;

99%即{)では N17もN43の場合と同様に吐糸を中断し

不結繭蚕となっていることが観察された。なお，営繭で

きなかった 20個体のうち 3個体は化踊したが，それ以

外の個体は N43と同様いわゆる不結繭蚕となり，その

後化踊せずに死亡した。

Fig.5. cocooning status at different humidity in N43 strain 

(early fall season) 

A: MidA; S6%RH B: Mid B; 81%RH 

C: High; 99%RH D: Low; 43%RH 
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るのに対して，高湿区 (C:99%悶{)では不結繭歪となっ

たカイコが多く観察された。また，高湿区を拡大した写

真 CFig.6)では個体が吐糸はするものの途中で中断し

不結繭蚕となっていることが観察された。さらに，営繭

した個体の中には変形した薄皮の繭もみられた。
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Fig.8. N17 cocoons status in different humidity (Iate fall sea-
son) 

A: High; 99%RH B: Low; 34 %RH 
C: Mid B; 81 %RH 0: Mid A; 62%RH 

考察

春査期，初秋蚕期の各湿度条件における営繭率の調査

から， N43は 100%近い高湿度条件では営繭が正常に行

われないこと，そして N43とNI7の交雑種 (N17x N43) 

では繭表面のちぢらが深くなるが営繭は正常に行えるこ

とが観察された。このように，高湿度条件下で上競させ

ると繭のちぢらの形状が深くなるというこ とは上回らの

報告 (1976) と合致する。N17x N43が高湿度条件にお

いても営繭可能な原因は，もう一方の交雑親である N17

に起因するか雑種強勢によるものかの二つが考えられた

ので晩秋蚕期には N17の各湿度条件における営繭率を

調査 した。その結果 N17も 100%近い高湿度条件では

営繭が正常に行われないことが観察された。

したがって，交雑種 N17x N43では雑種強勢により営

繭が可能になったと判断した。

100%近い高湿度における上藤で原種が営繭すること

ができず，不結繭蚕となり死亡した原因としては，化踊

の際に繭糸腺が崩壊し，吐糸されなかった液状絹が体内

に溶出しアミノ酸中毒となって死亡するという報告がな

されている(赤尾， 1941， 1943，清津ら， 2001)0 NI7 

において営繭で、きなかった個体から少数の化帰した個体

が現れたのは，N17の繭層重がもともと軽く ，ある程度

吐糸を行えたため化踊できたと考えられる。

高湿度条件下での上藤に関しては複数の報告がなされ

ている(牛込ら，1925;上田， 1973;上回ら， 1976)が，

これらの実験においては営繭異常が多発したとは記載さ

れていない。それに対して宮川ら(1965)は日 127号に

ついて 300C，90%あるいは 280C，90%の高温多湿条件

下では今回の実験と同様の営繭異常が多発するととを報

告している。しかしながら，宮川らの報告は原種による

実験のみであり，それらの交雑種についての結果は示さ

れていなかった。今回の結果から，両方の親系統が高湿

度下で営繭異常を生じる系統であっても，それらの交雑

種では雑種強勢に由来すると思われる抵抗性が生じ，高
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湿度下でも営繭を行うことが明らかになってたが，牛込

らや上田，上回らの前述の報告では供試蚕に交雑種のみ

を用いているので，今回述べるような営繭異常は報告さ

れていない。

カイコの吐糸行動は炭酸ガスやアンモニアガスなどの

有害ガスによっても阻害されることが知られている(山

藤ら， 1935，鈴木ら， 1956，鈴木， 1957)。今回の試験

においては，それらの影響を小さくするため密封されな

い構造のプラスチックケースを用いたが，ケース内部に

カイコの排池等により生じた有機ガスがたまり，それが

吐糸行動の阻害に影響した可能性も考えられる。

今後はこの様な高湿度で営繭が不可能になる性質がカ

イコにおいてどれほど一般的な現象であるか確認すると

ともに，高湿度が営繭に及ぼす影響について詳細な試験

を行う予定である。

引用 文献

赤尾 晃 (1941)家蚕の吐糸に関する研究 (1).蚕糸試験場

報告，10 (3)， 189-227 

赤尾 晃 (1943)家蚕の吐糸に関する研究 (4) 蚕糸試験場

報告， 11 (3)， 295-309 

藤森遼 ・村上聡 ・岩松琢磨・横山岳 ・蜂 木 理 (2012)

湿度条件が成虫短命系統の成虫生存期聞に及ぼす影響.蚕

糸 ・昆虫バイオテック， 81 (1)， 5ト55

平塚英吉編著 (1969)日本蚕品種実用系譜.財団法人大日本

蚕糸会蚕糸科学研究所

片岡紘三 (1977)上競環境とセリシンの結晶性 日本蚕糸学

雑誌， 46 (2)， 169-170. 

清津真琴 ・木 内 信 (2001)カイコの吐糸と嫡化の関係群

馬県査業試験場研究報告 (7)，45-49. 

宮川千三郎 ・一場静雄(1965)高温多湿上族による日 127の

異常繭発現について.蚕糸研究， 55， 45-49 

捲木理 ・鈴木啓二・横山 岳・代田丈志 ・清水重人 (20I 0) 

水だけで、糸が繰れる系統とその交雑種.日本蚕糸学会第

80回大会講演要旨， 55 

蜂木理 ・樋口洋一 ・塩谷典子 ・金勝一樹 ・横山 岳 ・代田

丈志 ・清水重人 (2011)繭の水繰りを可能にする要因の探

索.日本蚕糸学会第 81回大会講演要旨， 46 

鈴木親抵 ・唐津哲二 (1956)蚕児に対するアンモニヤガスの

影響.蚕糸研究， 17， 15-33 

鈴木親抵 (1957)蚕児 ・蚕踊に対する不良ガスの影響.蚕糸

研究， 20， 91-92 

上田 悟 (1973)高温多湿環境下の族中保護における気流と

繭の解じよ率.日本蚕糸学雑誌、，42 (2)， 129-134 

上田悟 ・高橋澄夫 ・樋口鉄美 ・鈴木清 (1976)飼育なら

びに上族環境が繭の解じょに及ぼす影響 E 営繭時の温

度，湿度，気流の相互作用が繭形と解じよ率に及ぼす影響.

蚕糸試験場桑報， 103， 37-43 

牛込正一 ・服部文雄(1928)上競後ノ温度並湿度ニ関スル試

験群馬県蚕業試験場報告， 5， 69-174 

山藤一雄 ・米津保正 ・平岩市郎治 (1935)家謹の上族時に於

ける炭酸瓦斯及びアムモニヤの影響 九州帝園大学農挙部

学塾雑誌，6 (2)， 11ト118

山本俊雄(1975)繭収縮率に及ぼす営繭湿度の影響ならびに

その品種間差異 日本査糸学雑誌，44 (6)， 481-486 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

