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SANSHI-KONCHU BIOTEC 

□特集「わが国の研究機関が保有するカイコ系統 2018」

カイコ遺伝資源保存業務における

確実かつ効率的な保存方法の模索

廣川昌彦＊
農研機構遺伝資源センター

1. はじめに

農研機構遺伝資源センターでは，ジーンバンク事業と

して植物 ・動物 ・微生物等，種々の生物遺伝資源が保存

されており ，現在カイコについては，山梨県北杜市にあ

るカイコ保存チームと，つくば市大わしにある保存技術・

情報チームで保存品種が分担され，遺伝資源保存業務が

遂行されている。

ジーンバンク事業としてのカイ コ保存業務は，2006

年から開始され，大わしでは前任者の永易健一氏が担当

されていたが， 2012年以降著者が引き継いでいる。北

杜では主に在来種，突然変異種が保存されているのに対

し，大わしでは主に改良種ならびに育種素材系統が保存

されている。2017年 11月現在，大わしからは 214系統

がジーンバンクに登録されており，そのうちアクティブ

コレクション（分譲可）の 159系統が，農研機構遺伝資

源センターの遺伝資源データベースで閲覧可能である。

大わしでは，その他に予備品種約 40系統，ジーンバン

ク登録候補品種と遺伝解析用系統約 100系統，合計約

350系統が毎年飼育 ・採卵され，系統保存されている。

大わしでの飼育蚕期については，かつては基本的に春・

夏 ・晩秋の年間 3回であったが，後に述べるホルマリン

残留問題や，蚕室空調設備の老朽化にともなう夏期の空

調設備の負担軽減等の理由により， 2008年以降，春と
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晩秋の年間 2回となっている。著者は，この業務を担当

する以前も年間 350系統程度は飼育 ・採卵していたが，

それは食桑量の少ない突然変異系統が殆どであり ，しか

も年間 4回飼育によるものであった。年間 2回の飼育で

350系統を保存するのは初めてであり ，業務を引き継ぐ

際，従来の保存方法を大幅に改良しなければ任務遂行が

極めて困難であろうと予測した。

そこで 2012年以降，飼育 ・採卵システムの改良，新

規蚕具の考案 ・試作 ・導入，消毒方法の変更等，試行錯

誤を繰り返しながら，より確実で効率的なカイコ保存方

法を模索してきたので，本稿ではそれらの技術的な改良

点について記載したいと思う。

なお，本稿では主に大わしの当研究室における従来の

方法と，それに対して著者が改良した方法について記載

しており ，改良法には既に先駆者により開発あるいは報

告された方法も含まれている。また，自作工作物につい

ては，著者自身のエ作実施物のみならず，著者が設計し

必要部材を調達した工作・工事案件を，つくば市シルバー

人材センター， 野田政行氏に依頼して工作して頂いた物

も多数あるが，それらについても 「自作」として記載す

る。

2. 保存技術・ 情報チームで保存されているジ一

ンバンク登録品種の由来

大わしでのカイ コ系統保存の歴史について，ジーンバ

ンク登録以前から記載してみる（前任者の永易健一氏か

ら情報を頂き，それを口述筆記 したメモを元に記載す

る）。

大わ しの現保存技術 ・情報チーム（カイ コ担当限定）

の前身は．蚕糸試験場． 日野桑園にあった蚕品種改良研
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究室（澁川明郎室長）を粗とし， 1979年の蚕糸試験場

のつくば移転により，育種部 蚕品種改良研究室として，

現在の大わしの育種素材実験棟に移った。 1988年に蚕

糸・昆虫農業技術研究所蚕育種部育種素材研究室と

なり， 1994年に同研究室長として永易氏が赴任された

際に，前任地の松本の蚕品種改良第 1研究室で保存され

ていた品種が大わしに大量導入されたとのことである。

その後， 2001年に蚕糸・昆虫農業技術研究所が農業生

物資源研究所に統合され，昆虫適応遺伝研究グループ

分子進化研究チームとなった。 2006年には組織改組に

よりジーンバンク（部署名）所属となり，大わしでのカ

イコ品種保存業務がジーンバンク事業へと組み込まれ

た。 2011年より遺伝資源センター 保存・情報研究ユ

ニット内のカイコ担当となり， 2012年に著者が同業務

を引き継いだ。 2016年以降は，農研機構遺伝資源セ

ンター 保存技術・情報チーム内のカイコ担当という位

懺づけである。

3. 保存技術・情報チームで保存されているジ一

ンバンク登録品種の名称記号の概説

前述のように，大わしではジーンバンク登録品種とし

ては 214系統が保存され，そのうちアクティブ（分譲可）

の 159系統が遺伝資源データベースで閲覧可能である

(2017年 11月現在）。 2017年 12月に新たにアクティブ 5

系統，新規登録 l系統（突然変異系統： If", Hirokawa, 

1998; Hirokawa and Tatematsu, 2012) を追加したので，

2018年にはアクティブ 165系統が閲覧・分譲可能とな

る予定である。

蚕糸試験場，蚕糸・昆虫農業技術研究所ならびに農業

生物資源研究所で育成された品種については，系統名と

して主に英文字と数字を組み合わせた記号が採用されて

いる。データベース上ではこの記号についての説明がな

いため，一般の方々には意味不明と思われるので，それ

について解説する（前任者の永易健一氏から情報を頂き，

それを口述筆記したメモを元に記載する）。

まず，農林水産省の旧指定蚕品種（長島， 1979) を構

成する原種について述べる。例えば，中 140号には同系

統内に AC140W, AC140A, AC140AT (ANJP : 10616, 

10617, 10618)の3系統がジーンバンク登録品種として

現存する。 AC140Wを例とすると，先頭英文字「A」は

育成場所を示す。育成場所記号は，「H」（蚕糸試験場，

日野桑園・つくば），「A」（蚕糸試験場綾部支場），「M」

（蚕糸試験場，松本支場： 1982年以前），「B」（蚕糸試験

場，松本支場蚕品種改良第 1研究室： 1983年以後），「T」

（蚕糸試験場，松本支場，蚕品種改良第 2研究室： 1983 
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年以後）となっている。

二文字目の「C」は中国種，「N」は日本種，「E」は欧

州種を示す。その次に 2~3桁の数字が並ぶ。先頭 1,

2文字（英文字）とそれに続く 2~3桁の数字が同じで

あれば同系統である。末尾の英文字は，系統内で選抜が

行われた場合の選抜記号である。「W」は繭重の重い系統，

「L」は長糸長，「A」は人工飼料摂食性良好，「AT」は

人工飼料摂食性不良，「D」は細繊度，「E」は産卵性良好，

「R」は強健性，「H」は高温耐性，「LP」は LPY人工飼

料（桑葉無添加）摂食性良好，「G」は短経過日数，「全」

は全齢人工飼料育適応性である。

また，暗室内で繭層に紫外線を照射した際の蛍光色に

ついて，「B」は青色，「Y」は黄色，「V」は紫色という

ことであり（これらは主に永易氏により系統選抜され

た），これらが末尾に記載されている系統もある。なお，

末尾記号が例えば「AR」等 2文字となっているものは，

保存系統数削減のため「A」と「R」の両系統を混合し

て継代された系統である（ただし「AT」は 2文字だが，

上述の系統である）。

蚕糸試験場等に由来する系統として，旧指定蚕品種を

構成する原種の他に，それらの育種素材としての元系統

も多数ある。これらの系統記号の記載法も上記と概ね同

様であるが一部異なる点がある。育種素材系統について

は，限性形蚕斑紋系統の場合，先頭から 2文字の英文字

とそれに続く 1~3桁の数字の間に「S」が挿入されて

おり，限性黄繭系統では「SY」が挿入されている。また，

蚕糸試験場等に由来する系統には，上述の系統名の命名

基準に当てはまらない系統もある。一方，民間・県等の

他場所より導入された系統については，導入前の旧名称

が継承されている場合が多い。

大わしで保存されているジーンバンク登録 214系統を

この育成場所記号で分類してみると， H:19系統， A:

65系統， M:8系統， B:70系統， T:2系統となる（合

計 164系統）。

1994年に永易氏が大わしに赴任される以前に，大わ

しで保存されていた系統「H」は，現在 19系統残るの

みであり，この年に松本から導入された系統(「A」,「M」,

「B」, 「T」合計 145系統）がかなりの系統数を占めるこ

とがわかる。

松本から導入された系統の多くは，真野保久氏により

綾部と松本において継代・育成されていた系統と，真野

氏の退職（前）後，永易氏により継承・育成された系統

だということである。なお，各系統の育成者が判明して

いるものについては，データベース上では備考欄に記し

てある。



4. 確実かつ効率的なカイコ保存方法の技術改良

大わしで保存されている系統は繭重の重い改良種が大

半を占めており，その系統保存には，繭重の軽い在来種

や突然変異種とは別の苦労がある。 1蚕期の合計飼育頭

数は掃立時が約 10万頭，飼い上げ頭数は春が 25,000頭，

晩秋が 20,000頭程度である。改良種は食桑量が多く， 5

齢盛食期の全系統への 1日の給桑量（正葉量）の合計は

100Kgを超え，一蚕期での必要桑葉量は合計 1,100Kg 

を超える。 1~ 3齢の稚蚕用桑（合計約 100Kg)は自分

達で採り， 4, 5齢期の壮蚕用桑はつくば技術支援セン

ターにより条桑束として配桑して頂いている。壮蚕用条

桑からの桑葉（春は新梢）のもぎ取り作業は，多い日に

は 1日200Kg (正葉量）を超えることもある。また，

改良種であるがため繭の計量形質調査が必須調査項目で

あり，この調査には飼育・採卵作業以上の多大な労力が

集中的に投入されている。

著者がこの業務を引継ぐ前には，採卵作業については

突然変異種のように幼虫形質等で分離飼育して交配する

等の手間がなく，単純に同系交配すればよいので採卵は

簡単であろうと考えていた。しかし，実際に行ってみる

と，交尾が極めて困難な系統や，交尾しても不受精卵蛾

区や不産卵蛾区が多発する系統，三眠蚕・非休眠卵の多

発する系統などが多数あり，突然変異種にはあまりない，

改良種の原種特有の別の難しさがあることを思い知っ

た。

これらの特徴を有する多数のカイコ系統を確実かつ効

率的に保存するため，従来の保存方法を見直し，必要な

新規蚕具を考案・作成するなどの技術的な改良を重ねて

いる。これらの改良点について記載する。

4.1. 種貼リ・飼育・収繭・採卵用等の各種カードの改良

保存業務の引継ぎ直後は，正常卵蛾 20蛾が採卵目標

であったため，各系統 4齢 100頭飼育すれば充分であろ

うと考え，ほぼ一律に 100頭飼育した。しかし，例えば

化蛹歩合の高低や，採卵の難易等に著しい系統闇差があ

り，結果として正常卵蛾 20蛾に達しない系統が多数生

じた。 4齢で整理する際の飼育頭数や伏込む蛹数等につ

いて，各系統の性状に合わせて取り扱いを変更しなけれ

ばならない事項が多数あることを知った。そこで翌年以

降これらの作業を確実に行うため，各種カードに作業

者への取り扱い指示事項を印刷し，それを飼育箱や伏込

箱に貼り付けておくことに改善した。

その後，近年では，飼育頭数や伏込む蛹数等は，過去

の数年間の化蛹歩合や正常卵蛾率の平均成績から最低限

必要な数をエクセル表で計算し，パソコン上で必要項目

列をカード作成用のエクセル様式に貼り付けると，自動

的に各種カードが作成されるように工夫している。実際

の4齢の飼育頭数については，最低 100頭～最高 250頭

（平均 120頭）まで各系統で異なる頭数となっている。

作業者への新規の指示事項や調査項目等が生じた際に

は，各種カードの様式を毎年バージョンアップしている。

従来，蚕期ごとの各系統の飼育番号は日本種を先に中

国種を後に番号付けされ，それぞれ性質の似たものが，

続き番号となるように配懺されていた。毎年，蚕架上で

の飼育・採卵する蚕箔の配圏も飼育番号の順でほぼ固定

されていた。この飼育方法ではどの蚕架のどの位置にど

のような系統がいるのか把握しやすいため，各系統の性

質を知るには都合のよい方法と言える。

一方，カイコの幼虫は系統により飼育経過が著しく異

なり，食桑する時期の間に，眠期という食桑しない時期

が通常 4回ある。食桑期の幼虫には給桑するが，眠期の

幼虫には給桑せず蚕座を乾燥させ，眠から次の齢に起き

揃った区には再び給桑するというように，毎日の飼育作

業は各区の経過に合わせて異なる作業を行わなければな

らない。

従来の飼育番号による蚕架上での固定配饂では，各系

統の飼育経過はバラバラであるため，蚕箔一枚ごとに取

り扱いを変えなければならず，作業者への作業指示が極

めて煩雑となった。従来の飼育方法は，各系統の性状を

知り尽くした前任者には可能であったのかもしれない

が，新任の著者には到底真似のできない方法であった。

著者への引継ぎ後，各系統の飼育番号は，全齢日数の

数年間の平均値から経過の早い順に飼育番号（毎年変わ

る）を付けて飼育カード等に印刷し，その順で各系統を

蚕架に収めている。各系統の経過が番号どおりとならな

かった区については，経過順に飼育棚上の位置を差し換

えながら，各系統を経過順に並べて飼育している。

このような飼育体系の転換により，各系統の性質の把

握は困難となったが，一方，作業者への作業指示が容易

となり，作業の間違いも減少し，こちらの方法のほうが

作業上は確実かつ効率的であると感じている。また，こ

の手法の導入当初は差し替える蚕箔の移動距離が長かっ

たが，年を経るにつれ次第に蚕箔の移動距離は短くなっ

ている。

4.2. 「蚕箔支え棒」の考案，作成，導入

カイコの飼育・採卵の場として，鉄骨蚕架 3段に差し

た蚕箔上で，幼虫の飼育，上族，羽化した成虫からの採

卵等，一連の作業を行っている（図 1)。蚕架の段数と
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図1 大わし飼育室における蚕箔 3段を使用した飼育 ・採卵の状況
A: 桑葉による幼虫飼育中の蚕箔。右側蚕架下部の青い板 4枚は，ロボット掃除機用の間仕切り。B:上族枠をセットした上族中の
蚕箔。左側蚕架下部の青い板 4枚は，ロボッ ト掃除機用の間仕切り。C:菰抜後の蚕箔。蚕架下部の白い板 3枚と青い板 l枚は，
ロホット掃除機用の間仕切り。 D:採卵時の蚕箔。青い箱は蛹の伏込箱（兼交尾箱）。

しては 7段あるが，比較的作業の容易な高さである中央

の3段のみを飼育 ・採卵等に使用し，他の使い難い 4段

は各種蚕具を置く棚として利用している。

従来，蚕箔が重くなる 5齢時の給桑作業において，作

業者の人数が多い際には， 1名が蚕箔を支持し 1名が給

桑することにより効率的に作業されていた。しかし，作

業者が 1名のみで給桑作業しなければならない場面が毎

蚕期必ずあり ，その際には基本的には蚕箔を X型脚に

載せて作業していた（図 2A)。合計約 140枚の蚕箔を l

名で X型脚に移動させながら給桑するのは極めて煩雑

な作業であり ，しかも蚕箔が重いためかなりの重労働で

あった。

一方，採卵作業の際には蚕箔上の物が軽くなり，作業

者は基本的に 1名で作業可能となるのであるが，各蚕箔

をX型脚に載せてから作業するのは著しく手間が掛か

るため，パート職員が 3段の蚕箔を，それぞれ顎下，胸，

腹等の身体の凹凸部位に引っ掛けて支持しつつ両手で採

卵作業していた。これは極めて不安定な作業姿勢であり，

蚕箔崩落事故の原因となりかねない。

このように蚕箔を使用した作業体系には問題が山積み

であり，もっと省力的で確実な方法が必要であると感じ

た。蚕箔を蚕架から途中まで引き出 した状態で簡易に支

持できれば，蚕箔上で行うあらゆる作業が確実化かつ効

率化されるはずである。そこで，蚕架 3段の高さに対応
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した蚕箔支持のための 「蚕箔支え棒」を考案 ・作成し，

実務に活用するに至った。

4.2.1. 「蚕箔支え棒」の試作

著者が「蚕箔支え棒」を発案したのは 2013年末である。

この新規蚕具に求められる性能は，蚕架 3段の高さに対

応し，取り回しの容易さ，軽量性，ならびにそれと相反

する安定した自立性，耐久性，消毒が容易であること等

である。「蚕箔支え棒」の支柱としては，蚕箔 3段に対

応する高さの塩ビパイプを用い，それらを安定して自立

させればよいということに考え至った。

その後，実際に試作品を何種類も作って試行錯誤を繰

り返した結果， 2015年 5月に現時点としての「蚕箔支

え棒」の完成形（図 2B-D)に至ったので，それについ

て記載する。

呼び径 25mmの塩ビパイプを蚕箔 3段に対応する長

さに切断する。塩ビパイプ上部には上面が平らなキャッ

プ（呼び径 25mm)をはめ，キャ ップ上面に厚さ 3mm, 

直径 90mmの塩ビ板の円盤を塩ビ専用接着剤で接着した

（図 2C)。塩ビパイプ下部には厚さ 3mm, 直径 200mm 

の塩ビ板の円盤を専用接着剤で接着したフランジ（呼び

径25mm)を取り付けた（図 2D)。

当初，厚さ 3mm, 直径 200mmの塩ビ製円盤を，自

在錐を取付けた手持ち ドリルにより自作しようとしたが，



図2. 自作した「蚕箔支え梧」とそれを使用した給桑・採卵作業
A: 従来は蚕箔を X型脚に載せて作業していた。B:蚕箔 3段の高さに合わせて作成した 3種類の高さの 「蚕箔支え棒」。 C:「蚕箔
支え棒」の上部。キャップに直径 9cm塩ビ円盤を接粒し，塩ビパイプ上部にフックを取り付けてある。 D:「蚕箔支え棒」の下部。
フランジに直径 20cm塩ビ円盤を接着してある。 E:作業者 1名で給桑する際の様子の一例。「蚕箔支え棒」を左列に下段用 6本，
右列に上段用 6本， 合計 12本セットし，桑葉の入った 500Lタンクを中央の作業空間に運び，タンクを移動しながら左右両側の
蚕箔に給桑する。 F:採卵時の 3段の蚕箔を引き出して 「蚕箔支え棒」で支持している様子。作業者は両手を使っての作業が可能
である。

作業がかなり危険なうえに綺麗に切れなかったため自作

を断念し，塩ビ板の円盤への裁断は業者に特注依頼した。

「蚕箔支え棒」の塩ビパイプ上部には穴を開けて紐を通

しフックを取付け，吊して収納できるようにした（図

2C)。また， 「蚕箔支え棒」を消毒液に浸した際，このフッ

ク用の穴から塩ビパイプ内に消毒液が溜まるので，その

水抜きのため下部のフランジを取り外さなければならな

かった。そこで，下部の塩ビ円盤の中心にドリルで穴を

開け（図 20), フランジを外さずとも本体を吊すだけで

の水抜きを可能とした (2016年春）。

4.2.2. 「蚕箔支え棒」の使用方法

大わしでの 5齢期のカイコ幼虫への給桑時には，作業

者の人数が多い際には， 1名が蚕箔を半分ほど引き出し

て支持し， 1名が給桑作業したほうが速いため，「蚕箔

支え棒」は殆ど使用していない。 しかし， 1名で全給桑

作業を行わなければならない場面が毎蚕期必ずあり，そ

の際には，「蚕箔支え棒」が最大限活用されている。

5齢期の蚕箔育において，「蚕箔支え棒」を用いて l

名で全系統に給桑をする際の作業手順を図 2Eにより説

明する。作業現場では左右 2列の蚕架の向かい合った配

薗（蚕室内にはこの写真と同様の蚕架配列が合計 4箇所

ある）において，その中央の空間で給桑作業する。例え

ば「蚕箔支え棒」を左列に下段用 6本，右列に上段用 6本，

合計 12本セッ トし， 左右両列とも蚕箔を引き出して 「蚕

箔支え棒」により支持する。写真はないが隣の 2列の蚕

架では中段用 12本の 「蚕箔支え棒」に蚕箔 12枚をセッ

トする。最初の上 ・下段をセッ トした 2列の中央の作業

空間に桑葉の入った 500Lタンクを運び， 左右両側の蚕

箔に給桑する（図 2E)。蚕箔 12枚の給桑後蚕箔を蚕架

に収め，左右の蚕架の上 ・下段用「蚕箔支え棒」を交換

して再度給桑する。その後，隣の 2列の蚕架の中段 12

枚の蚕箔（写真なし）に給桑する。さらにその後，中段

用 12本と上・下段用各 6本を交換し同様の作業を行う。

これと同じことを残りの 4列の蚕架で行えば，蚕箔育で

の給桑作業が終了する。

5齢期に 1名で給桑作業を行う場合，従来は蚕箔を l

枚ずつ X型脚に載せて作業していたが，上述の手法を導

入した結果，従来法と比較すると作業時間は 70%以上

短縮された。また， 5齢期には蚕箔がかなり 重くなるの

だが，それを持ち上げて X型脚に載せる労力も不要と

なり，給桑作業自体が非常に楽になったと実感している。

「蚕箔支え棒」が多くの作業者により最も頻繁に活用

されるのは採卵作業時である。採卵作業時に蚕箔を引き

出して 「蚕箔支え棒」で支持すると安定した姿勢で両手

を使って作業できるようになった（図 2F)。従来，上述

のように極めて不安定な姿勢で作業を行っていたのと比

べると，蚕箔支持の安定感には雲泥の差があった。
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当初の「蚕箔支え棒」を用いた採卵作業の際，蚕架の

端から上段中段下段，隣列の上段，中段下段…の

順で作業していたが，この手順だと 3本の「蚕箔支え棒」

を作業者の近くに置き，蚕箔 l枚ごとに「蚕箔支え棒」

を交換しなければならず，交換の際に不使用の「蚕箔支

え棒」を倒す場面が頻発した。倒れた棒が使用中の棒に

当たり，採卵中の蚕箔が倒壊すれば大惨事となる。そこ

で2017年春からは，例えば作業者が上段用「蚕箔支え棒」

を 1本持ち，横に進みながら上段のみの作業を続け，上

段が終わったら中段を行い，最後に下段を行うという手

順に変更した。その結果，不使用の「蚕箔支え棒」を倒

す場面がなくなり，蚕箔倒壊事故の危険性が激減した。

4.2.3. 「蚕箔支え棒」の使用上の注意点

「蚕箔支え棒」の欠点としては，倒したり落としたり

した際に，上下の塩ビ板の円盤が割れやすい点である。

割れた破片は塩ビ用接着剤で接着できるので修理は容易

である。塩ビパイプと上部キャップ，下部フランジは接

羞していないため，その接合部で抜ける場合がある。当

初，この部分を接着することも考えたが，塩ビ板の円盤

が接着不能な割れ方をした場合，「蚕箔支え棒」自体が

修理不能となる。上部キャップと下部フランジが取り外

し可能であれば，そこから端部の部品のみを交換できる

ので，塩ビパイプと上部キャップ，下部フランジは敢え

て接着しないことにした。

塩ビパイプが抜ける事象の対策として，毎蚕期の使用

前にこの結合部のはめ込みを，木づちで叩いて奥まで深

く入れるようにした（野田氏の発案）ところ，結合部が

抜けることは殆どなくなった。

蚕箔支え棒の塩ビ円盤は割れやすいため，割れた際の

スペア用円盤をボール盤（つくば技術支援センターに貸

して頂いた）と自在錐を用いて自力で裁断した（大

0 200 mm 13枚，小 090 mm 12枚）。上述のように自在錐

を付けた手持ちドリルによる自作は困難かつ危険であっ

たが，ボール盤を用いれば自作が容易かつ安全であり，

自作した円盤は特注品の 1/10以下の金額で作成できた。

4.3. 一頭拾い上藤から自然上族への上藤法の改良

大わしでのカイコ幼虫の飼育方法は，鉄骨蚕架に挿し

た蚕箔上で全齢桑葉育により飼育している（図 lA)。従

来の上族方法は，初熟蚕発生時に蚕箔上の片側半面に蚕

座を寄せ，残り半面に万年族を置き，熟蚕を一頭拾いし

て同蚕箔上の族に投入していた（図 3A)。その当時，パー

卜職員は熟蚕を識別出来ず，研究職員 l名のみが熟蚕を

拾っていたため，上族作業に多大な労力と時間を必要と
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し，しかも上族期間中に蚕箔から床に落下する熟蚕も非

常に多かった（食桑中の幼虫は蚕箔上から移動しないが，

熟蚕は徘徊性が高まる）。

従来は各系統の繰糸試験を行っており，上族環境を良

好に保ち繭の解じょ率の低下を防ぐため，このような上

族法がとられていたのではないかと推察される。著者が

保存業務を引継いでからは繰糸試験を殆ど行っておら

ず，繭の解じょ率の低下を心配する必要がなくなったた

め，自然上族の導入により上族作業の省力化を試みるこ

とにした。

4.3.1. 自然上蕨法の導入

上族方法について，著者は福島県蚕試在職時代の 1985

年から 1998年まで，数万頭規模の条桑育・回転族によ

る上族を行うとともに，幼虫飼育頭数約 70頭のかご飼

育 100区程度においては，熟蚕を一頭拾いして族に投入

していた。 1999年以降現北杜に移り，そこでは飼育

用木箱，「飼育キャビネット」ならびに「サンドイッチ族」

が使用されていたため，それら蚕具を使用し，熟蚕を一

頭拾いして族に投入する方法に移行した。

当時そこでは，再任用中の元室長清水久仁光氏が自然

上族法を研究され，木箱飼育における自然上族法を確立

して全面導入に向けて検討されていた。その後，小瀬川

英一博上がチーム長として赴任され， 2002年頃，現北

杜での上族法として木箱育における自然上族法に全面的

に転換されたと記憶している。

一頭拾い上族を長年行ってきた著者には，当初，この

自然上族法が本当に上手く行くのが懐疑的であったが，

実際に試したところ極めて簡単に上族作業を行えること

を知り，以後，自身の担当するカイコ飼育においても全

面的に自然上族法を導入した。

このような経験を経て，大わしでの上族作業を省力化

するために，自然上族法の導入が最善と思われたが，木

箱育ではなく蚕箔育における自然上族法の実施について

は，著者は未経験であった。しかし，大わしでの従来法

と比べ著しい失敗はないはずと考え， 2012年晩秋，初

熟蚕発生時に蚕箔中央に蚕座を置いたまま蚕座上に万年

族を薦き，自然上族を行ってみた（図 3B)。その結果，

上族作業は確かに大幅に省力化されたが，蚕箔から床に

蕗下する熟蚕が多数あった。

自然上族時に落下した熟蚕数は，従来の 1頭拾い上族

よりは族を置くスペースが倍の面積となったため，かな

り減少しているはずだが，それでも全飼育蚕数に対し約

0.5%の幼虫が落下した。蚕箔外に逃亡した熟蚕が床に

落ちる分にはあまり問題ではないが，上下左右の別系統



図3. 「上族枠」を使用 した自然上薩
A: 従来の上族状況。蚕箔上のスペースの半分に蚕座，半分に万年族を置き，熟蚕を l頭拾いして族に振り込んでいた。床に落下
する熟蚕が多発した。B:2012年晩秋に初めて自然上族を導入した際の蚕箔上の上族状況。自然上族自体は成功したが，床に落下
する熟蚕が多発した。C:「上族枠」を使用した自然上族の状況。床に落下する熟蚕は殆どなかった。D:「上族枠」を使用した蚕架
上での上族状況。初熟蚕が生じた区に上族枠と族を順次セットしていく 。

の蚕箔に混入する可能性が否めなかった。自然上族法導

入における熟蚕の蚕箔外逃亡については，早急な対策が

必要であると判断された。

従来の，熟蚕の蚕箔外逃亡を防止する蚕具として，族・

蚕座 ・蚕箔を丸ごと包む「上族網」があり，その在庫も

豊富であった。しかし，上族網を仕掛ける作業ならびに

網を剥がす作業（網にも営繭される）には多大な労力が

必要と予測され，より簡易な方法が望ましい。

4.3.2. 自然上族における 「上族枠」の考案・導入

2012年末，著者は，自然上族における熟蚕の蚕箔外

逃亡防止用蚕具として，プラスチック段ボール（プラダ

ン）製の折り畳み式の「上族枠」を考案 ・設計し，業者

に委託して作成した。 これは拡げた際に 780X 680 X 

190mmの大きさで蚕箔(1095x 790 mm)の内側に収まり，

折り畳むと 1460X [90 111111の板状となる。2013年春 134

系統，晩秋 114系統の自然上族の際に，この 「上族枠」

を使用してみた（図 3C,D)。

春晩秋とも蚕箔の枠外で繭を作った個体は数頭いた

のみで，床に落下する熟蚕は殆どなかった。導入当初，

上族枠上面に蓋か網を被せないと枠外に熟蚕が逃亡する

ことが心配されたが，実際には上族枠の使用のみでも熟

蚕の逃亡防止効果は，ほぼ充分であった。

2013年春蚕期以降，毎蚕期上族枠を使用して自然上

族しているが， 一部の区で熟蚕が上族枠の内壁を登り，

上族枠の上端と上の蚕箔との間に営繭する場面を散見し

た（空調の気流の影響が一因かと思われる）。このよう

な区については発見次第，内壁を登る熟蚕を族の中央に

移動させている。また，上族枠の下部に桑葉等が挟まり

隙間が生じると，そこから熟蚕が枠外に逃亡するので，

上族枠を仕掛ける際には注意が必要であった。

上族枠と族を設置した翌日に桑不足で給桑する場合，

営繭中の幼虫の付着した族を蚕座から剥がしてから蚕座

上面に給桑しなければならず，給桑作業がかなり面側と

なる。上族枠と族を設憧する際には，翌日に桑が不足し

ないよう，かなり多めに給桑するように努めている。

以上のように，上族枠を使用した自然上族法を採用す

ることにより，上族作業を従来よりも格段に確実化かつ

省力化させることができた。

4.3.3. 上藤枠の消毒・洗浄・乾燥方法

新規に考案・導入した蚕具は，それが作業上有効であっ

たとしても，洗浄 ・消毒 ・乾燥 ・収納が簡易に行なえな

ければ，結果的に導入不能となる場合もある。今回の上

族枠は折り畳んだ際の長さが 1460mmあり ，それまで

蚕具の消毒槽として使用していた 500Lタンク（内寸
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c
 

猫除けシート

図4. 「上族枠」の消毒 ・乾燥方法
A: 折り畳んだ「上族枠」を 1000Lタンク内に三段に並べ，ブロック等の重りで押さえてから，消毒液としてソフト酸化水を注
入して消毒している様子。B:2013年春の上族枠の初使用の際，消毒 ・洗浄後，乾燥させている様子。条桑育飼育台を 2台重ねた
網棚に，折り畳んだ上族枠を縦置きで並べたが，上族枠どうしが密着し乾燥困難であった。C:2013年晩秋以降，上族枠乾燥のた
めに使用した市販の「猫除けシート」の形状。 D:「猫除けシート」を乾燥用の棚の手前と奥に 1列ずつ敷き，猫除けシー トの棘
に上族枠の下部の穴を突き剌し，上族枠を自立させ隣どうし密着しないように並べた様子。この方法により，上族枠の表面につ
いては速やかに乾燥された。

1230 x 755 x 550 mm)には収まらなかった。そこで上族

枠の消毒槽と して，1000Lタンク（内寸 1580xIIOOx 

590 mm)を新規に焉入した。1000Lタンク中に折り畳

んだ上族枠（約 140枚）を三段に並べ，ブロック等の重

りで押さえてから，消毒液としてソフ ト酸化水（詳細は

後述する）を注入して消毒した（図 4A)。消毒後，上族

枠をタワシで擦って毛羽や汚れを落とし，条桑育飼育台

を2台重ねた網棚に立てて扇風機で風乾した（図 48)。

なお，新規導入した 1000Lタンクは上族枠の消毒用の

みならず，他の大型蚕具や大量の木箱等の消毒，ならび

に桑葉保存用としても活用されている。

通常の蚕具の洗浄 ・消毒手順としては，ソフ ト酸化水

（後述）の消毒効果を長持ちさせるため，蚕具を洗浄し

てからソフ ト酸化水に浸漬して消毒している。上族枠の

場合は，付着している毛羽の除去を容易にするため水で

数日間ふやかしたいが，汚れた上族枠を水に潰けておけ

ば雑菌が繁殖し水が腐る。そこで上族枠については洗浄・

消毒の手順を逆とし，消毒後に消毒効果のなくなったソ

フト酸化水を廃棄している。

上族枠の導入当初 (2013年春），条桑育飼育台を 2台

重ねた網棚に上族枠を立たせて乾燥させる際，上族枠が

隣どうし密着してしまい（図 48),扇風機で送風しても

表面が乾燥しなかった。上族枠どうしが密着しないよう

に隙間を開けて自立させる必要があった。そこで，市販

の「猫除けシー ト」と呼ばれる道具を利用してみた (2013

年晩秋）。これはプラスチック製の網 (235x 340 mm)の

平面に対し垂直方向にプラスチックの棘（長さ 20mm) 

がある構造の物品である（図 4C)。この「猫除けシート」

を網棚の前後に敷き詰め，その棘に上族枠（プラスチッ

ク段ボール製）の穴を突き刺して各枠を自立させ，上族

枠どうしが密着しないように隙間を開けて自立させるこ

とに成功した（図 40)。このように して， 上族枠を自立

させた状態で扇風機から送風することにより，上族枠表

面の水を速やかに乾燥させることが出来た。

2013年春の上族枠の初使用後，洗浄作業をしていて

気付いたのだが，プラスチック段ボールは垂直方向に多

数の穴が開いているため，その穴の中に入った水が容易

に抜けなかった。その水を除去するため，上族枠を

500 Lタンクの上面の縁などに叩き付け，なるべく水を

落下させるように している。上族枠の穴からの水抜きに

は，コンプレッサーでの圧縮空気噴射や，扇風機による

乾燥棚上部から下部へ向けての垂直方向送風など，いろ

いろ試したがいずれも効果が低く，結局，上族枠を叩き

つけるのが一番簡単で確実であった。
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上族枠の洗浄に関係して，もう 1件気付いたことがあ

る。 2013年の晩秋蚕期の飼育終了後に上族枠をソフト

酸化水で消毒した際，消毒液中に膨潤した体長 1.5cmほ

どの鱗翅目昆虫の幼虫が多数沈んでいた。これはどうい

うことかと幼虫と上族枠を確認したところ，プラスチッ

ク段ボールの穴の中に多数のクワノメイガの幼虫が潜り

込み，中で営繭している個体もあった。消毒の際，営繭

前の個休は穴の外に多数出て消毒液中で死ぬが，営繭し

た個体は穴の中で斃死していた。穴の中で死んだ営繭個

体を外に出すためにも，洗浄後に上族枠を叩くことが必

要であった。

このように，プラスチック段ボールで上族枠を作成し

た場合，軽くて比較的丈夫であるがいくつか難点があり，

今後同様の蚕具を作成する際には，他の素材についても

検討したほうがよいかもしれない。

4.4. 繭秤量作業の改良

カイコ遺伝資源保存業務において，上族後の次の週で

菰抜を行い，その次の 1週間で収繭，毛羽取り，収繭調

査繭の切開，蛹の雌雄鑑別，繭の計量形質調査，採種

用蛹の伏込作業等を行っており，この一連の作業には最

も労力と時間を必要とする。この作業が遅れて次の週に

作業が残留すると，次の週は採卵作業の繁忙期と重なる

ため少しでも省力化したいところである。

このうち繭の計量形質調査は， 1個体ずつ切込を入れ

た繭から蛹を取り出して雌雄鑑別し，蛹と脱皮殻混合区

ならびに繭層区に，それぞれ雌雄別に仕分けし各区を集

団秤置する。従来の大わしでの繭秤量システムは，数十

年前の 98デスクトップ型パソコンにベーシックで組ん

だプログラムが内蔵されたものと電子天秤が繋がれたも

のであり，各サンプルを秤量，入力すると雌雄平均 1個

体の繭重，繭層重，繭層歩合が自動計算された。

計量用サンプルを準備する蚕室と繭秤量システムの直

かれた居室は数十 m離れており，その間を作業者が大

量の繭サンプル皿を並べたトレイを両手で持って運搬し

ていたため，時間が掛かるだけでなく，作業員の転倒に

よる怪我やサンプル・トレイ崩壊の不安もあった。また，

旧パソコン内の各系統のデータは，集計の際には一度印

刷したあとに現行 PCのエクセルに再度手動入力されて

いた。

2012年に，現カイコ保存チームの中村匡利博士から，

最近の電子天秤は秤量した数値をエクセルに直接入力可

能なことを教えて頂いた。そこで， 2013年晩秋に新型

の電子天秤を導入し，それと現行ノートパソコンとを直

結したものを蚕室内に懺き，仕分けした繭サンプルを長

距離運搬することなく，その場で秤量して直接エクセル

の繭形質自動計算様式に入力できるように作業体系を改

良した。

これにより，従来と比べ繭秤量作業が大幅に省力化さ

れたとともに，作業者と繭サンプルの安全性も確保され，

さらにその後のエクセルでのデータ処理作業までもが大

幅に省力化された。最繁忙期中のかなり手間の掛かる作

業であるがゆえ，その改善効果は絶大であった。

4.5. 採卵法の改良

従来の採卵方法は，雌雄鑑別した蛹を雌雄別に伏込み

（図 SA), 暗幕で窓を覆った蚕室内で朝 9:00に蚕室を

点灯し， 10:00以降に羽化した蛾を拾い出して交尾させ，

13: 00以降に割愛して雌蛾を産卵台紙上に移動して産卵

させていた。羽化した雌蛾数が雄蛾数より過剰な場合は，

13: 00以降に割愛した雄蛾を再交尾させ，その後割愛し

雌蛾を産卵台紙上に移動していたため，全作業が終了す

るのは 20:00を超えていたようである（作業終了後に

消灯）。

当時は交雑種を採卵する場合があったため，このよう

な採卵方法が採られていたのではないかと想像する。著

者が担当となってからは交雑種を採卵しておらず，蛹を

雌雄別に伏込む必要がなくなった。そこで，著者は採卵

法の大幅な省力化を試み，その後改良を重ね，現在では

以下の方法を採用している。

4.5.1. 新しく採用した採卵方法

蚕室の照明設備に 24時間タイマーを新規に設置(2012

年度末）し，蛹の伏込作業終了以降， 6:00点灯 18:30 

消灯に設定した。繭の計量形質測定のため鑑別した蛹も，

雌雄を混合して伏せ込んだ。蛹の伏込箱（兼交尾箱）と

しては，大量に在庫のあったプラスチック製の育苗箱を

用い，蛾尿を吸収させるためペーパータオルを敷いた（図

5B)。

従来，蛾を交尾させる箱には蓋がされていなかった（図

SA) が，雄蛾が箱外に逃亡して他系統の伏込箱（兼交

尾箱）に飛び込むのを防ぐために蓋をすることにした。

その際，伏込箱内の蛾の鱗粉を掃除機で吸引するために，

蓋に雄蛾が通れない程度の穴が開いていることが望まれ

る（後述）。市販品から蓋として使えそうな物品を探し，

「穴開き塩ビシート」（図 5B)を採用することにした(2013

年春導入）。

新採卵法の作業工程の一例を示す。 6:00自動点灯後

に羽化開始した蛾は自然交尾し，作業開始の 9:00には

2時間以上交尾しているとみなされるため， 9:00 ~ 
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図5. 新規導入した蚕具類を利用した新しい採卵法
A: 従来の採卵時に使用していた蛹伏込箱と交尾かご。交尾かごには蓋がなく雄蛾が逃亡する恐れがあった。B:現在の採卵時の蚕
箔上の様子。青い箱が蛹伏込箱（兼交尾箱）であり ，その上に雄蛾逃亡防止のための 「穴開き塩ビシート」の蓋が被せてある。C:
蛹伏込箱（兼交尾箱）内で交尾した雌雄のペアに 「交尾蛾輪」を被せ，割愛時刻識別用の 「色付きプラスチック楊枝」を挿した
様子。交尾スペース確保のため，蛹は伏込箱の奥に寄せてある。その日の採卵終了後は蛹を中央に戻す。D:割愛時刻識別用の色
付きプラスチック楊枝。E:穴開き塩ビシートの蓋を市販の 「薬瓶仕切り櫛板」に挿して自立させ，乾燥を容易にした様子。

10: 30に割愛し放尿させてから雌蛾を産卵台紙上に移動

し，採卵用の蛾輪を被せる。その後，羽化頭数が雄蛾よ

り過剰であった未交尾の雌蛾には割愛した雄蛾を再交尾

させるが，蛹伏込箱（兼交尾箱）内の交尾スペースが狭

い場合は，蛹を箱内の片側に寄せて交尾スペースを確保

した（図 SC)。10:30以降に交尾中の蛾を見回り，交尾

したペアには交尾したまま伏込箱中で 「交尾蛾輪」を被

せる（無印）。時刻を区切りながらの 2回目以降の交尾

蛾輪被せの際，目印として「色付きプラスチック楊枝」（図

SD) の色を決めて交尾蛾輪に挿す（図 SC)。蛾輪被せ 3

回目以降も区切った時刻によりプラスチック楊枝の色を

変えて交尾蛾輪に挿す。区切った交尾時刻の最終時刻か

ら2時間後に楊枝の有無と色により割愛すべきペアを判

断して割愛し，交尾済みの雌蛾を放尿させてから産卵台

紙上に移動し産卵用の蛾輪を被せる。その日の採卵が終

了した際には，雄蛾を 「雄蛾箱」に入れ冷蔵し翌日に再

利用する。また，伏込箱の片側に寄せていた蛹は，伏込

箱の中央に再度移動させる（蛹が片寄ったままだと翌朝

の羽化時に，蛾が尿で汚れて弱ってしまう）。

「交尾蛾輪」の使用法としては，未交尾のペアに被せ

る方法が一般的である（平田，1995)が，著者の使用法

は逆であり，交尾したペアに被せている。また，交尾蛾

輪と採卵用の蛾輪は，用途上，呼称を区別しているが同
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ーの物品である。

従来法では，最初の割愛が 13:00であったのだが，

新法では 9:00から行えるようになったため，割愛開始

時刻を 4時間早めることができ，羽化の最盛期であって

も蚕室タイマー消灯時刻の 18:30までには，全作業を

終了できるようになった。また，従来，再交尾させたペ

アの割愛時刻を知る方法が確立されていなかったが，「交

尾蛾輪」 と 「色付きプラスチック楊枝」の導入 (2015

年晩秋以降）により， 2時間の交尾時間を経たペアのみ

を識別して割愛できるようになった。

なお， この採卵方法のうち，雌雄蛹の混合伏込， 自然

交尾割愛作業の 9:00開始については，1999年に現北

杜で清水久仁光氏が採用していた方法である。交尾した

ペアに交尾蛾輪を被せ，色付きプラスチック楊枝を挿し

て割愛時刻を判別する方法については著者が発案・導入

した。

4.5.2. 休日の採卵作業を軽減するための蛹の冷蔵法

休日の採卵作業を軽減するため，休日には採卵用蛹を

冷蔵している。例として休日が土日の場合の蛹の冷蔵法

について述べる（祝日の際も同様の手法を応用してい

る）。当初，金曜までに既に羽化していた区と，初熟蚕

発生日から休日中に羽化しそうな区を判断し，それらの



蛹を金曜夕方に冷蔵していた。しかし，初熟蚕発生日が

同じであっても品種により羽化までの日数がかなり異な

り，冷蔵蛹を出庫した翌日に羽化しない区があり，結果

的には冷蔵が必要なかったのに冷蔵してしまった区が生

じた。蛹の冷蔵は，その後の採卵時に不受精卵の増加（高

見， 1969), 羽化リズムの攪乱等の悪影響を及ぼすこと

があるため，極力避けたいところである。そのため，近

年では次の方法を採用している。

金曜までに初発蛾の生じていた区の蛹は金曜夕方に冷

蔵し，土日は新規の初発蛾発生区の自然交尾していた蛾

の採卵のみを行う。土曜の初発蛾発生区は蛹を冷蔵し，

日曜の初発蛾発生区の蛹は冷蔵せず蚕室内にそのまま置

く。日曜の午後消灯し，窓に暗幕を掛けて暗くした蚕室

内で赤色灯を使用して，金・土に冷蔵していた蛹を蚕室

内に出庫する。月曜の早朝にタイマーで自動点灯し，作

業開始時には交尾蛾の割愛が可能となる。

この方法の場合，士日も初発蛾発生区の交尾していた

区については採卵作業を行わなければならないが，一般

に初発蛾の発生数は少ないので，作業は比較的短時闇で

終了する。上述のように，蛹の冷蔵は不受精卵の多発等

の悪影響をもたらす場合があり，それを最小限に留める

ためにこのような手法を採用している。

4.5.3. 蛹伏込箱の蓋として使用した穴開き塩ビシートの

乾燥方法

蛹伏込箱の蓋である「穴開き塩ビシート」は 1蚕期に

150枚ほど使用されているが，最初の使用後にこれを洗

浄・消毒した後風乾した際 (2013年春），上述の上族枠

の場合と同様に 1枚ずつ隙間を開けて並べないと，隣同

士の塩ビシートが密着して風乾できなかった。洗浄・消

毒しなければならない蚕具の数は膨大であり，すみやか

に乾燥して収納しないと蚕具の干し場が不足し，干し場

がなければ次の蚕具洗浄作業が滞る。

各塩ビシート間に隙間を開けて自立させる方法につい

て思案した結果，市販の「薬瓶仕切り櫛板」（図 5D)を

利用することにした (2014年晩秋以降）。この櫛板を井

形に組み，櫛の隙間に塩ビシートを差し込むと各シート

に隙間を開けて自立させることが可能であった。塩ビ

シートの上部がたわんで重なるので，各シートの上部に

も櫛板を差し込みたい。塩ビシートの上部から櫛板を差

し込むのは不可能であったが，下部の櫛板の塩ビシート

差込部分から別の櫛板を差し込むと簡単に入り，そのま

ま櫛板を上部にスライドさせることにより，塩ビシート

上部にも櫛板を移動させることができた。これにより，

各塩ビシート間に確実に隙間を保ちつつ自立させること

が可能となり，穴開き塩ビシート 150枚の一括風乾が容

易となった。

4.6. 蛾の鱗粉アレルギー対策

カイコ蛾の鱗粉に対するアレルギー反応は各個人によ

り全く異なり，空気中に大量の鱗粉が漂う蚕室で採卵作

業する際，マスクなしで何ともない人もいれば，マスク

をしていても重症のアレルギー症状を起こす人もいる。

著者は後者に属し，鱗粉を少しでも吸引すれば，鼻水，咳，

眼の痒み等の症状が出る。特に，咳が止まらなくなり，

ひどい時には採卵作業終了後も 2週間以上咳が続く。医

師の診断では鱗粉アレルギーによる喘息の疑いありとい

うことであった。

著者は 2006年から大わしの当蚕室でカイコを飼育す

るようになったが，その当時同蚕室使用者 10~ 15人

のなかで鱗粉アレルギー患者は著者のみであった。その

ため，鱗粉アレルギー対策は全く取られず，採卵最盛期

には蚕室内の床に鱗粉が綿埃のように数 cm堆積して床

面を漂う状況であった。

その後の 2013年春蚕期それまで 2年間は鱗粉アレ

ルギーのなかったパート職員 l名が突如，鱗粉アレル

ギーによる喘息を発症し採卵作業が不能となった。この

ことから，現時点で鱗粉アレルギーのない人も突然発症

する可能性があることを知り，もはや自分だけの特殊な

問題ではないと判断し，その後，徹底的に鱗粉アレルギー

対策を行うことにした。

4.6.1. 蛾の鱗粉除去のためのロボット掃除機の蚕室導入

鱗粉アレルギー対策としてまず羞目したのは，蚕室床

に鱗粉が綿埃のように数 cm堆積して床面を漂う状況の

解消である。床に堆積した鱗粉は風により空中に再浮遊

するはずであり，それを阻止しなければならない。その

対処法として，ロボット掃除機の蚕室への導入を試みた

(2013年晩秋に 3台を初導入）。蚕室総床面積 311m汀こ

対し，ロボット掃除機の稼働面積は 40m2であるため，

その後合計 5~6台を設置している (2015年春）。最低

1日1回はタイマーで深夜に稼働させ，その他にも作業

の邪魔にならない時間帯を見つけて稼働させている。

これにより，以前のように床に鱗粉が綿埃のように数

cm堆積して床面を漂う状況については完全に解消され

た。なお， 2017年春は菰抜き (6/9)から採卵終了 (7/7)

までの約 1カ月間，ロボット掃除機 5台を稼働し，その

間2回ロボット掃除機内の溜まったゴミを廃棄したが，

2回ともロボット掃除機のゴミタンクは全て鱗粉等で満

杯であった。
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4.6.2. 蛹伏込箱（兼交尾箱）と雄蛾箱の充電式掃除機に

よる鱗粉暖引

ロボット掃除機の導入により，空中から床に落ちた鱗

粉は除去され，床から空中への鱗粉の再浮遊については

防止されるようになった。しかし，蛹の伏込箱（兼交尾

箱）や雄蛾箱が鱗粉の大量発生源であり，これらについ

ての鱗粉対策こそが最重要課題である。

蛹伏込箱には穴開き塩ビシートの蓋を採用したので，

掃除機による鱗粉吸引が可能である。一方，厚紙製の雄

蛾箱 (1蚕期に約 200箱使用する）の蓋には穴がなかっ

たため， ドリルで開けたが綺麗に開かず，その後，

05mmポンチで叩いたところ綺麗に穴が開いた。

当初，通常の掃除機で伏込箱と雄蛾箱の内部の鱗粉を

吸引していたが，掃除機の電源コードが長く延び，蚕箔

支え棒等に引っ掛りそれを倒す心配があった。採卵中の

蚕箔が倒されると甚大な被害を受けることとなる。その

ため事故を恐れて掃除機による鱗粉吸引を思うように実

行できない時期が続いた。

2015年春にコードのない充電式ハンディ掃除機（マ

キタ 10.8V)2台を導入したが，吸引力が弱く効果が低かっ

た。そこで， 2017年春からは，より吸引力の強い充電

式ハンディ掃除機（マキタ 18V) 2台を導入し，伏込箱

と雄蛾箱の鱗粉吸引を行ったところ充分な吸引力であっ

た。しかし，片手で充電式ハンディ掃除機（重量 2Kg)

を持ちながら，約 140区の吸引を 1日に何度も行うのは

腕の疲労が激しいと，作業者から訴えられた。この対策

として，ハンディ掃除機にベルトを装着し肩に掛けて作

業できるようにエ夫したところ，腕の疲労がかなり軽減

したとのことである。このようにして，最大の鱗粉発生

源から鱗粉を吸引したことによる鱗粉の空中浮遊防止の

効果は絶大であった。

この他の鱗粉対策として，採卵終了時に蚕箔上の鱗粉

の堆積した蚕座紙を捨てる際，従来は無頓着に蚕座紙を

丸めて捨てていたが，「ほうきノズル」を付けた掃除機で，

蚕座紙表面に堆積した鱗粉を吸引してから捨てることと

した (2014年以降）。

このような鱗粉アレルギー対策を徹底的に行った結

果，著者自身の鱗粉アレルギー症は以前と比べかなりの

軽症で収まっており，他の作業者にも新たな重症者が出

ていないので，鱗粉アレルギー対策の効果があったと感

じている。

4.6.3. ロボット掃除機の蚕室での使用における注意点

ロボット掃除機の導入は，蚕室床面に落下した鱗粉の

除去には絶大な効果があるが，蚕室内にロボット掃除機

28 

を導入する際，単に機械を購入して設圏すればよいとい

うものではない。大わしの蚕室の総床面積311面に対し，

ロボット掃除機の稼働面積は 40面であるため， 5~6

台導入しているが，各ロボットの作業領域を 40面程度

に仕切らなければならない。また，床面に電源コード，

水追ホース，ビニルシート等の障害物があるとロボット

掃除機が引っ掛って停止してしまう。さらに，ロボット

掃除機にとっては水が禁物であり，蚕室床面に水溜まり

などがあれば，その水を吸引したロボット掃除機は壊れ

てしまう。

これらの条件をクリアするため，専用赤外線壁作成機

の追加導入，間仕切り板のエ作・設置（図 lA-Cの蚕架

下部に間仕切り板が写っている），電源コードの天井経

由配線（図 llCに天井経由配線が一部写っている），ポー

タブル加湿器用水道ホースの配管取り回し経路のエ夫，

床面水溜まりの完全除去等により，ロボット掃除機の障

害物排除に努めた。

なお，ロボット掃除機の導入当初，ホームベース（電

源装置）が設置場所から移動してしまい，ロボット掃除

機が充電されない事象が頻発した。この対策として，市

販の「ゲルタックシート」（厚さ 2mm) と呼ばれる粘

着ゲルをホームベースの裏側に貼り，床面にホームベー

スを貼り付けたところ，かなり改善された (2014年晩

秋以降）。このシートは汚れると粘将しなくなるが，水

で洗えば粘着力が回復し再利用可能である。

著者の経験したロボット掃除機導入によるこれまでの

最大の事故について記す。 2015年6月25日（木），雄

蛾箱を冷蔵していた蚕室内の冷蔵庫の電源コードが床に

置かれていたため，深夜にタイマー稼働されたロボット

掃除機がその電源コードをコンセントから引き抜いてし

まった。幸い採卵が殆ど終了した後の事故であったため

実質的な被害は軽微であったが，湿度上昇した冷蔵庫内

で雄蛾が暴れ，庫内が鱗粉で充満する事態となっていた。

翌年この冷蔵庫が故障し，修理依頼したところ庫内の

ファンに鱗粉が大量に付着し回転不能となっていた。

この事故により，ロボット掃除機の導入に際しては，

あらゆる可能性を想定して事故対策しておかなければな

らないことを思い知らされた。

4.7. ホルマリン使用停止に伴う代替消毒液「ソフト酸化

水」への全面移行

カイコの飼育（養蚕）と蚕室・蚕具のホルマリン消毒

（上田， 1979)については，古くから切っても切れぬ関

係にあった。養蚕業において蚕病蔓延による遺作は絶対

に避けなければならぬことであり，蚕室・蚕具のホルマ



リン消毒は殆ど唯一の蚕病予防手段とされていた。

30数年前，著者が初任就職した某県立の蚕業研究機

関においてホルマリンのヒトに対する毒性に関しての認

識は滅茶苦茶であり，消毒後ホルマリン臭の抜けていな

い催青室での作業を上司から強いられた。ホルマリン臭

で臭くて涙を流しながらの作業を何年間も続けさせられ

た。当時，養蚕関係現場においてこのような事態はどこ

ででも行われていたものと推察される。

2007年 12月，ホルマリンは特定化学物質の特定第 2

類物質として昇格指定され（従来は第 3類物質），その

取扱いについて厳しく規制されるようになった（厚生労

働省・都道府県労働局・労働基準監督署， 2007)。

当研究室で最後に蚕室のホルマリン消毒を行ったの

は， 2012年 6月末である。その際の消毒後，換気に努

めたところ空中ホルマリン濃度は 0.2ppm程度には比較

的早く下がったが，低濃度になってからそれ以下に容易

に下がらず，規制濃度の 0.1ppm以下まで下がるのに 1カ

月掛かり，晩秋蚕期の準備をするためにギリギリの作業

日程となってしまった。その間，蚕室の窓を開放してい

たため蚕室内に土埃が大量に入り込み，せっかく洗浄．

消毒した蚕室と蚕具は再び土埃まみれとなった。これで

は，いったい何のためにホルマリン消毒したのかわから

ず， しかも空中ホルマリン濃度が 0.1ppm以下に下がる

までの lヶ月間，蚕室内に入室不能であったため晩秋蚕

期の準備日程も逼迫した。

このような状況から，もはやホルマリンによる蚕室消

毒は当研究室では不可能であると判断し，この 2012年

6月末を最後として，蚕室のホルマリン消毒を完全に停

止した。

4.7.1. ホルマリンの代替消毒剤としての「ソフト酸化水」

への全面移行

従来，蚕室，蚕具の消毒はホルマリンに全面的に依存

していたため， 2012年晩秋蚕期後~2013年末まで代替

消毒薬剤の選定には試行錯誤が続いた。当初，蚕具と床

の代替消毒液として，次亜塩素酸ナトリウムを主成分と

するハイター 100倍液，その後ハイター 300倍液の使用

を試みたが，いずれもパート職員から悪臭を指摘され使

用を諦めた。

2013年晩秋蚕期の前後に，既に永易氏により導入さ

れていた小型のソフト酸化水生成装置（オーク販売，型

番NDX-65KM-H)により生成した「ソフト酸化水」を

蚕室床の消毒に使用したところ，パート職員から臭いに

よる不快感は殆どないとのことであった。そこで， 2013

年末にソフト酸化水の大量生成装置（オーク販売，型番

HP-360)を導入し， 2014年春以降蚕室床・蚕具等の

消毒はソフト酸化水の使用に全面移行している。

市販のハイター（次亜塩素酸ナトリウムが主成分）は

アルカリ性であり，水分の蒸発後には水酸化ナトリウム

が残留する。一方，ソフト酸化水生成装置を生産・販売

しているオーク販売によれば，ソフト酸化水は，次亜塩

素酸が主成分ではあるがほぼ中性であり，水分の蒸発後

に残留するのは微量の塩化ナトリウムだということであ

る。オーク販売のカタログデータによれば，通常使用す

るソフト酸化水の次亜塩素酸濃度 50ppmの消毒効果は，

次亜塩素酸ナトリウム液における次亜塩素酸濃度

600ppm含有液（ハイター 100倍液相当）に匹敵すると

のことである。また，マウスの眼や粘膜へのソフト酸化

水の滴下実験でも炎症反応がほとんどないとされ，ヒト

の手洗い用消毒液としての使用についても同社から推奨

されている。

蚕室，蚕具の消毒液として，ホルマリンはもはや使用

不能であり，ハイター等の次亜塩素酸ナトリウム溶液を

使用した場合は，消毒後洗い流さなければ水酸化ナトリ

ウムが残留し金属を腐食させ，薬液自体にもかなりの悪

臭がある。現時点ではソフト酸化水が最適な代替消毒薬

剤であると判断し使用している。

従来，蚕室をホルマリン噴霧消毒していた際には，壁，

天井，空調ダクト，蚕架等も同時に消毒されていたが，

ソフト酸化水消毒への移行後は，蚕室については床のみ

の消毒しか行っていない。蚕室の他の部分については，

井水の裔圧大量放水による水での洗浄を徹底するように

している。

2013年春蚕期以降当方ではこの 5年間 10蚕期にわ

たり，蚕室をホルマリン消毒せずにカイコ幼虫を飼育し

ているが，ホルマリンの不使用が原因とみなされる蚕病

多発事象には遭遇していない。

また，ソフト酸化水での手洗い消毒は度々行っている

が，自身の手の皮膚にこれまで何ら異常はなく，少なく

ともヒトの皮膚への安全性に関しては，ソフト酸化水は

ホルマリンや次亜塩素酸ナトリウム溶液よりは，はるか

に安全であると実感している。

4.7.2. ホルマリン噴霧消毒からソフト酸化水消毒への移

行における注意点

蚕室のホルマリン噴霧消毒を行っていた際には，紙製・

木製•その他植物素材製品（第等）も蚕室内に贋くこと

により，蚕室と同時にそれら蚕具も消毒されていた。ソ

フト酸化水によるこれらの蚕具の消毒には制約がある。

紙製品（蛾箱等）についてはソフト酸化水による液相で
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図 6. 蚕種の消毒にホルマリンを使用していた従来の種洗い作業
A: 従来使用されていた小型の種洗い台を用いた種洗い作業。この種洗い台は狭いので 1名でしか作業できない。B:従来使用され
ていた大型の種洗い台を 500Lタンクにセッ トした様子。こちらの種洗い台は 2名同時に作業可能であるが，台の幅が狭いため
500 Lタンクの中央に種洗い台をセットし，両側から 2名が作業すると作業者は腰が痛くなる。水道ホースは単に台の上部に縛っ
て固定されているため，蚕種台紙の全面に水が掛からない。C:従来の種洗い後の蚕種台紙を乾燥させている様子。作業者のホル
マリンガス吸引を避けるため， l台80Kgある鉄骨蚕架を約 10台，室外に移動し，大型扇風機で蚕種台紙を乾燥させている。蚕
室から外に出す扉下部には 65mmほどの段差があり，そこに鉄板を掛けて蚕架を移動させていた。D:Cの別角度での様子。 蚕
種台紙を速やかに乾燥させるため，蚕箔が斜めに挿され工夫されている。

の消毒が完全に不能であるため，電熱乾燥機での乾熱消

毒に切り替えた。

木製品（飼育木箱等），その他植物素材製品（獅等）

については，ソフ ト酸化水での消毒後，扇風機で送風し

てすみやかに乾燥させている（乾燥が遅れると，これら

物品は水分により著しく傷むと予測される）。ソフト酸

化水は，洗浄済みのプラスチック製品を消毒する際には

消毒効果が長持ちするが，蚕沙等の有機物で汚れた物，

植物素材の木製品や第等を消毒した場合には薬液の劣化

が極めて早く，塩素濃度検査薬によるこまめなチェック

が必要であった。

4.8. 種洗い作業の改良

種洗い作業は通常 11~ 12月に行う。従来の種洗い法

としては，蚕種台紙を 2% ホルマリン液で消毒したあと

台紙を流水に浸し，その後水を掛けながら台紙を刷毛

（はけ）でこす り，ホルマリンと台紙の汚れを洗い落と

していた（図 6A,B)。消毒 ・洗浄後も台紙に残留した

ホルマリンが揮発し悪臭を放つため，種洗い後の蚕種の

乾燥は蚕室内では作業不能であり室外で行っていた。蚕

種を乾燥させる棚として，蚕箔を挿した鉄骨蚕架(!台

30 

の重量は 80Kg以上と推測される）を 10台ほど室外に

移動 ・設屑し，大型扇風機を稼働して蚕種台紙を乾燥さ

せていた（図 6C,D)。室外への扉下部には 65mmほど

の段差があり，そこに鉄板を掛けて蚕架を移動させてい

た。

このように従来の種洗い作業は，水の冷たさ，寒さ，

重量物（］台 80Kgの鉄骨蚕架 10台）の危険を伴う大置

移動作業，ならびにホルマリンの悪臭に耐えながらの過

酷な重労働であり ，全て終了するのに 5日間を要した。

屋外作業場には屋根はあるが，屋外で蚕種台紙を風乾す

ることから，雨や雪の日には乾燥が遅れ，風の強い日に

は台紙が吹き飛ばされるため作業不能であり ，作業日程

が天候により左右されていた。さらに，屋外で一度干し

始めた台紙はその日のうちに蚕室内に取り込まなければ

ならず，作業時間の制約にも縛られた。

なお，蚕種台紙からホルマリンを水で洗い落としては

いるが，ホルマリンは台紙に吸着して完全には抜けず，

乾燥後の台紙は数ヶ月間にわたり悪臭を放ち，素手で蚕

種台紙を持つと残留ホルマリンにより手がかぶれる場合

もあった。



図7.'ノフト酸化水による蚕種消毒を導入した近年の種洗い作業
A: 500 Lタンクの幅に合わせて自作したスミセラー製種洗い台と，塩ビパイプを加工して自作した散水器をセットした様子。B:
新規種洗い台を 2台セットし，作業者 4名による種洗い作業の様子。種洗い台の幅が広いため，作業者は長時間作業を続けても
腰が痛くならない。 C:各蚕種台紙の間にプラスチック製の網（三角コーナー用の網を使用した）を挟んでいる様子。この後，台
紙の束を紐で緩く縛って束ねてからソフ ト酸化水に投入する。D:種洗い後の蚕種台紙を風乾させるために設置した「飼育キャビ
ネッ ト」と大型扇風機。 E:自作した散水器。水道ホース とワンタッチカップリングで接続可能である。

4.8.1. 種洗い作業における蚕種消毒液のソフト酸化水へ

の移行による省力化

種洗いがこのように過酷な作業となる最大の元凶は，

蚕種の消毒にホルマ リンを用いていることにある。現在

規定されているホルマリンを取り扱う上での，完全なる

コンプライアンス遵守のためには，作業員全員が，全面

ガスマスク ・防護服 ・ゴム手袋着用のうえで作業し，作

業後はシャ ワーを浴びなければならないことになる。

著者は種洗い作業においても，もはやホルマリンによ

る蚕種消毒は不可能と判断し，代替消毒薬を探索した。

当初，代替消毒槃として次亜塩素酸ナ トリ ウム液を考え

たが，この薬液は蚕種の卵殻を溶かす（高見， 1969)た

め，濃度や浸漬時間を間違うと蚕種を全滅させる危険性

がある。また，70%エタノールを使うとすれば 100Lが

必要であるため，引火による火災の危険性がある。

2013年以降蚕種 の消毒についてもソフト酸化水で

行うことにした。ヒ トの手の消毒にも使えるソフ ト酸化

水のほうが，卵殻を溶かす次亜塩素酸ナトリウム液より

安全と考えた。ソフ ト酸化水による蚕種への消毒効果は

ホルマリンより低いと推測されるが，蚕種と作業者への

安全性を重視 して採用した。実際に，ソフト酸化水によ

り消毒した台紙を種洗いしたところ悪臭は殆どなく，す

べての作業を室内で行えるようになった。

大量の蚕種台紙を束ねてソフト酸化水に浸漬する際，

台紙束の中心部までソフト酸化水が浸透しないと消毒効

果が不完全となる。著者は温湯処理による単為発生系統

（廣川， 1990,1995)を 30年以上継代している（横山，

2017により紹介されている）が，この実験を開始した

初期に，未授精卵を産ませた蚕種台紙を大量に重ねた束

を温湯処理した際，台紙束の中心部に湯が浸透せず単為

発生しない卵が多発したことがあった。それ以降台紙

の間にプラスチック製の網を挟んで温湯処理するように

したところ，これまで殆ど失敗なく単為発生処理に成功

している。

2014年以降この方法を保存品種のソフト酸化水によ

る蚕種台紙消毒の際にも応用 ・導入している。すなわち，
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で緩く縛って束ねてからソフ ト酸化水を満たしたタンク

に投入することにした。ソフ ト酸化水液中で台紙束を揺

り動かして空気を抜くと，それ以上空気の泡が出なくな

るので，おそらくソフ ト酸化水が蚕種台紙間に浸透して

いるものと考える。

4.8.2. 種洗い台と散水機の考案・作成・ 導入

従来，種洗いの際に使用していた塩ビ板製の 「種洗い
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台」は大小各 l台であり，いずれも台の幅が狭かった（図

6A, B)。小型台では 1名でしか作業ができず（図 6A),

大型台（図 6B)を500Lタンクの中央に置き 2名で作業

すると，作業者は腰を曲げた前屈姿勢となり，作業者か

ら腰痛を訴えられた。また，水道ホースを縛り付けて水

を流していたため，蚕種台紙への散水にムラが生じた（図

6A,B)。

これらの蚕具を改良することが，種洗い作業の効率化

と作業者の腰痛軽減をもたらすと考え，改良蚕具の自作

を試みた (2014年度末）。種洗い台については， 500Lタ

ンク（内寸 1230x 755 x 550 mm)の幅にちょうど収まる

大きさ (1250x 735 x 5 mm, 長辺は長いほうが都合がよ

い）に裁断したスミセラー板の両側に L字プラダンを

貼り付けた物を 2台自作した（図 7A,B)。

散水器については，呼び径 13mmの塩ビパイプに穴

を開け，ホースジョイントニップルを取付けた物を 2本

作成した（図 7A,E)。種洗い作業時に散水器を取り付

けた種洗い台を 500Lタンク 2台に設置して使用した（図

7A,B)。これら蚕具の導入 (2015年）により，種洗い台

の両側で合計4名が同時に作業可能となり（図 7B), 作

業者の腰痛も完全に解消され，作業効率が著しく向上し

た。

なお，塩ビパイプ製散水器については， 1999年頃現

北杜で清水久仁光氏が使用していた物の記憶を参考と

し，著者が一部改変して作成した。

4.8.3. 種洗い後の蚕種の乾燥方法

蚕種の消毒薬をホルマリンからソフト酸化水に転換し

たことにより，種洗い作業は全て室内で行えることと

なった。蚕種を乾燥させる棚としては「飼育キャビネッ

ト」を使用した（図 7D)。これは 2000年頃，現北杜で

清水氏が飼育・採卵用として考案・設計し，業者委託に

より作成された物であり，当時，著者も設計に関わり転

倒防止の対策構造を提案して採用された経緯がある。こ

の飼育キャビネットを， 2006年に小瀬川英一博士により

4台を大わしに分与頂いた。その後，大わしにおいても

5台を業者に委託生産して，主に突然変異系統の飼育・

採卵に使用している。

飼育キャビネットの棚は 1台に 14段 x2列あり，各

棚に網を敷けば l段当り 2枚の蚕種台紙を置ける。この

キャビネットの棚に種洗い終了後の蚕種台紙を置き，大

型扇風機を稼働して乾燥させることにした。

このように，種洗いの作業体系を大幅に転換したとこ

ろ，従来 5日間を要していた作業がわずか 1日に短縮さ

れ，劇的な省力化が達成されたとともに，作業者の安全
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も確保された。また，すべての作業を室内で行えるため，

蚕種の風乾も扇風機を回したまま一晩放薗することも可

能であり，作業当日の天気や作業時間の制約に縛られる

ことも一切なくなった。

4.9. その他のワンポイント的な保存技術改良

以上，当研究室における従来のカイコ保存方法と比べ，

作業体系そのものが大きく変更となるような改良点につ

いて述べてきた。その他にも，そこまでの大きな改良で

はないが，種々のワンポイント的な技術改良を行ってい

るので，そのいくつかを紹介する。

4.9.1. 蚕室内のバリアフリー化

前任者の永易氏は， 2011年までの当時の作業者であ

るパート職員が全員女性であることから，蚕室内で蚕具

等を運搬する際の労力軽減のため，台車の利用を推奨さ

れていた。著者が保存業務を引継いでからもこの方針を

継承している。

台車で移動する蚕具の中には，飼育木箱等を約 30段

（高さ 2m)積み上げた物が合計 11台ある（図 SA)。蚕

室内の各扉下部には高さ 30mmほどの段差があり，台

車が段差を通過する際に度々木箱が崩落し，作業者が危

険にさらされるとともに作業も遅延していた。

そこで，蚕室内のすべての段差の高さと構造を調査し，

それに合わせた「段差プレート」を作成・配備した (2013

年度末）。最も多い段差は，各扉の下部であり，やや複

雑な段差であるため，市販の段差プレート 2枚をネジ留

めして組み合わせた物を導入した（図 SB)。段差の構造

がさらに複雑な場合（図 SC)には，複数の板と段差プレー

トを組み合わせて対応した（図 8D)。

このような対処の結果，蚕室内 33箇所の段差が解消

され，作業効率が向上した。段差プレートを常設できれ

ば理想的なのであるが，設筐したままだと各扉が閉まら

ないため，通常は各段差プレートを扉に磁石フックで吊

るし（図 9B), 必要な時のみ設置するようにしている。

なお，木箱を約 30段積んだ台車（図 SA)は，運搬の

際には極めて不安定であるが，地震に対しては非常に安

定しており， 2011年3月 11日の東日本大震災の際（つ

くば市は震度 6弱）にもまった＜倒壊しなかった。台車

のキャスターが免震装置の作用をしていたようである。

4.9.2. 蚕室内の収納困難物品を容易に収納するための物

干し竿の設置

従来，蚕室・貯桑室内には，収納法に難のある物品が

多数あった。例えば，貯桑室には竹第・熊手が多数あっ



図8. 蚕室内のバリアフリー化
A: 飼育木箱を約 30段（高さ 2m)ほど積み上げた台車。 不安定であるため，蚕室内の各扉の下部にある段差（高さ約 30mm) 

上を移動させる際に度々崩れた。 B:蚕室の扉下部に設置した段差プレート。右側は 2段構造であるため 2種の段差プレートをネ
ジで結合させている。蚕室内の扉下部はこのタイプの段差が非常に多い。C:複雑な段差のある扉下部。D:Cの複雑な段差に合わ
せて作成した板と段差プレートを設置した様子。

たが，壁に立て掛けてもすぐに床に転がり，作業者がそ

れにつまずくなど作業時の大きな障害となっていた。ま

た， T字型の水切り棒の収納については，ゴミ箱等に柄

側を差し込んで壁に立て掛けていたが， 1本 3Kg程度の

物を 10本（合計約 30Kg) も立て掛けると， しばしば崩

れてしまい危険でさえあった。さらに，種々の長さで切っ

た水道ホースは，丸めて縛った物がタンクに大量に詰め

込まれ，欲しい長さのホースを探し出すのに苦労してい

た。

このように，収納 ・整理 ・探索の難しかった物品の収

納法について思案したところ，それらを壁に吊るして収

納すれば整理が容易であり，必要な物品を探すのも簡単

であることに気付いた。当初，壁に吊るすために壁にフッ

クを取り付けていた (2013年度末）が，その後，物干

し竿を設薗したほうがより収納量が増大し，各物品のレ

イアウトの自由度も向上することから，物干し竿を多数

設置するに至った。これにより収納困難であった各種蚕

具の収納 ・ 探索 • 取り出しが極めて容易となった（図 9) 。

物干し竿を設置する金具については，既設の頑丈な配

管用 L字金具と S字フックの併用（図 9A,C), 市販の

物干し竿金具設置（写真なし），各種ステンレス製 L字

金具設置（図 9B,D)等，吊るす物品の重量に合わせて，

種々の金具を利用して設置している。また，軽量の物品

については，磁石フックを利用して鉄製扉等に吊るして

いる（図 9B)。各種の大きさのレジ袋ビニル袋等も，

従来は引き出し内に積まれた中から必要なサイズの物を

探すのは困難であったが，それらを物干し竿に吊るすこ

とにより瞬時に探せるようになった（図 9C)。

4.9.3. ピニルシート・ホルダーの設置

従来，貯桑室 (10°c設定）において，条桑からもい

だ桑葉を保存する際，桑葉の山を畑の畝のように何畦か

に縦列させ，それにビニルシートを被せて保存していた。

このビニルシート が巻かれた筒は，新品で直径 20cm x 

長さ 210cm, 25 Kg程あり，裁断の際は 4人掛かりで，

この筒を縦に圏いて筒を回しながらシートを引き出して

裁断していた。

2005年頃，小瀬川英一博士は現北杜において，横に

倒して壁に固定した 2台の椅子の脚にビニルシー ト筒を

挿し，横置き状態のビニルシート筒から 1名でも引き出

し・裁断可能な手法を考案・実行されていた。2006年

に著者が大わしに異動した際，この方法を大わしにも導

入したいと考えたが，床に椅子を固定すると蚕室洗浄の

邪魔となるため反対され実現しなかった。

保存業務の引継ぎ以降この件について再考 ・試作を

続けた結果，最終的に貯桑室の壁に 「ビニルシート・ ホ
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＇ 図 9. 収納困難であった蚕具の物干し竿を利用した収納
A: 種々の長さのホースと水切り棒を物干し竿に吊るして収納した様子。必要な長さのホースを探すことが容易となった。水切り
棒は従来，ゴミ箱に柄側を挿して収納しており頻繁に崩れて危険であったが，吊るすことにより安全に収納された。B:ヘルメッ
ト，スコップ等も嵩張る物品であるが，吊るすことにより収納が容易となった。 C:各種サイズのレジ袋，ポリ袋等を吊るして収
納したところ，必要なサイズの物を探すことが容易となった。 D:使う予定がなく嵩張るスプリンクラーも，吊るして収納したと
ころ場所を取らなくなった。

ルダー」を設懺するに至った（図 IOA)。図 IOAの下部

のものが最初に設置したホルダー (2013年春）だが， L

字金具の強度が低いため軽いビニルシート筒用とした。

その後，図 lOAの上部の大型ビニルシート 用ホルダー

を設置した (2015年末）。これは，市販の頑丈な鉄製の

棚板設置用の L字金具に丸型フックを取付けたものを

壁に設置し，そのフックに物干し竿よりも頑丈な鉄パイ

プを通した物である。これにより，新品で 25Kgあるビ

ニルシートを従来 4人掛かりで裁断していたものが， l

名でも簡易に引き出し ・裁断が可能となった。

現在では，桑葉を保存する際 200L, 500 Lおよび

1000 Lタンクに桑葉を直接投入 ・保存しており ，従来と

比べ桑葉を床に保存する頻度も量も少ないため，ビニル

シートの裁断頻度も少なくなった。それでも稀に 1名で

ビニルシートを裁断したい場面があり，ビニルシー ト・

ホルダーを設置して便利になったと感じている。なお，

最近では，ビニルシート・ホルダーのL字金具の上部に

棚板を設懺し (2016年度末），その棚上に消毒の際の重

りとして使用しているコンクリ ー トブロックやレンガを

置くことにした（図 !OB,C)。従来，これらを床に置い

ていたため床洗浄の際に邪魔であったが，その問題につ

いても解消した。

4.9.4. 条桑育飼育台を改造した蚕具乾燥棚の自作

従来，大わしでは条桑育が一部行われ，条桑育飼育台

が使用されていたが，著者が業務を引き継いでからは条

桑育を行っておらず，今後も行う予定はない。当初は不

要となった条桑育飼育台 4台を各二段に積み重ね，洗浄・

消毒した蚕具を風乾させるための乾燥棚として使用して

いた（図 4B,D)。その際，キャスター付きの条桑育飼

育台を上下で斜めにズラして重ねていたため，やや不安

定であった。そこで，もはや役目を終えた条桑育飼育台

をより使い易い蚕具乾燥棚として改造すべきと考え，

2016年度末に改造工作を行った。

上部に載せる条桑育飼育台はキャスターを外し，上下

を反転させ最上部にも網を敷き，以前の網棚が二段で

あったのに対し三段とした。上下の飼育台はネジ留めし

たので，以前と比べ安定し崩れる心配がなくなった（図

lOD)。キャスターはかなり劣化していたため交換し， 同

じ蚕具乾燥棚を 2台作成した。

従来，大量の蚕具を干す場所が不足し， 蚕具の洗浄 ・

消毒作業が滞る場面が多々あったが，新規に作成した蚕

具乾燥棚 2台の導入により，蚕具の風乾作業が非常に効

率化した。
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図10. ピニルシート・ホルダーの設置と条桑育飼育台を改造した蚕具乾燥棚の自作
A: 下部は，最初に設置 (2013年春）したビニルシート ・ホルダーであり，軽量のビニルシート用である。上部は，その後設濫 (2015
年末）したビニルシート ・ホルダーであり， 25Kgのビニルシートを設置可能である。 B:ビニルシート ・ホルダー上部に棚板を
取り付け，浸漬消毒の際に重りとして使用するブロックを置けるように改良した。 C:同じホルダーの下部であり，中央にも金具
を増設して強度を増した。D:条桑育飼育台を 2台連結して自作した蚕具乾燥棚。従来，2台の条桑育飼育台を斜めに重ねていた
際には不安定であった（図 48,D) が，改造後は崩れる心配がなくなった。網棚も一段増設し三段としたので，一度に大量の蚕
具を風乾できるようになった。これを 2台作成した。

5. 突発的な施設・機器の故障への対応

大わしのカイコの保存施設は， 1979年の蚕糸試験場

のつくば移転以来 38年が経過しているため老朽化が甚

だしく，毎年のようにどこかしらに故障や不具合が生じ

る。突発的に起こる重大事象も多く，運が悪ければ保存

系統が全滅するような致命的な事故も起こりかねない。

著者の業務引継ぎ後，幸いそこまでの重大事故には遭遇

していないが，発見が遅れていれば危なかった事例も

あった。「ヒャリ ・ハッ ト」事例として，著者が遭遇し

た施設の故障とその対応について，いくつか記載してみ

る。

5.1. 蚕種，蛹，蛾の保冷庫の故障

在職中の永易氏の言葉として，「もし，カイコ幼虫飼

育中に蚕病蔓延による大遺作があったとしても，飼育中

のカイコを全滅させるような事象は滅多に起こらない。

しかし，蚕種を保存している冷蔵庫が故障し，それに気

づくのが遅れれば，カイコ遺伝資源の全滅事故はいとも

容易く起こり得る」と言われていた。著者もこれに全面

的に賛同する。遺伝資源保存業務を行う上で一番恐ろし

いのは蚕種保冷庫の故障である。

従来，大わしでは蚕種保冷庫として，育種素材実験棟

内にあるインキュベーター 6台とプレハブ冷蔵室 1基を

使用していた。これらの機器は，異常温度を示した際，

警報が鳴るのでそれを聴いて対応している。しかし， 警

報器の故障もあるため全く油断出来ず，毎日表示温度を

目視確認している。また，インキュベーターは霜が大量

に付くと冷えなくなるため，最低年に 1回は霜取り作業

が必要である。

著者の引継ぎ後，大わしの育種素材実験棟内のイン

キュベーターのみで全ての蚕種保存を行うのは危険と考

え，別棟である蚕種保護庫にも予備の蚕種を冷蔵保存す

ることにした (2012年以降）。この蚕種保護庫について

は，施設メンテナンス担当者が冷蔵室の温度を常時監視

し，室内温度に異常があった場合は，冷蔵室内の物を別

の冷蔵室に移動して貰える。

この他に，カイコの生体について冷蔵庫を利用する場

面として，上述のように採卵時の雄蛾や蛹の冷蔵がある。

以下に，これまで著者の経験した冷蔵庫故障の事例を紹

介する。

ロボッ ト掃除機導入の件で述べたように，2015年 6月

25日（木），雄蛾箱を冷蔵していた蚕室内の冷蔵庫の電

源コードを，深夜にタイマー稼働されたロボッ ト掃除機
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が引き抜いてしまう事故が起きた。採卵がほぼ終了して

いた時期の事故であり，被害は比較的軽微であった。

2015年 8月2日（日），催青卵を冷蔵中の 5°C設定の

プレハブ冷蔵室が 23°cになっているのを発見した。

1s0c以上に上昇した時間が 1日未満であったため，冷

蔵中の催青卵は蟻蚕が少し孵化していた程度であった。

種包みする前の裸の蚕種台紙であり，もし発見が遅れて

大量の蟻蚕が孵化していたら大惨事であったが，発見が

早く被害は比較的軽微であった。温度上昇の原因は，事

故発見日の数日前から猛暑が続き（つくば市の最高気温，

7/31: 34.8°C, 8/1: 36.1°C, 8/2: 35.6°C), 冷凍機に能力を

超える負荷が掛かり安全装置起動により停止したという

ことであった。その後，冷凍機を能力の高い物と交換工

事することにより対処した。

2017年 10月 1日（日），休日の採卵作業を軽減する

ため羽化前日の蛹を冷蔵していた 5°C設定のグロース

キャビネット（蚕室内に設置されたプレハブ冷蔵庫）の

温度が 18°Cに上昇していることに気付いた（警報は鳴

らなかった）。 1s0c以上に上昇した時間が 1日未満であっ

たため，冷蔵中の蛹から蛾が少し羽化していた程度で

あった。その後，庫内温度は 29°cに達し，もし発見が

遅れていれば，蛹伏込箱内で蛹が大量に羽化して自由に

交尾・産卵していたはずだが，発見が早かったため被害

は比較的軽微であった。

このように，冷蔵庫の温度上昇事故は何度か経験して

いるが，幸いなことにこれまで重大な事故には至ってい

ない。休日中の事故も多いので全く油断できない。重大

な事故は常に起こり得ることであり，毎日冷蔵庫の温度

表示を目視確認することにしている。

5.2. 蚕室の空調設備の故障

2017年5月27日（士），幼虫飼育中 (5齢起蚕期）の

蚕室において，空調設備が老朽化により故障して修理不

能の事態となった。育種素材実験棟の空調設備は，いつ

壊れてもおかしくない状態で 5年以上経過しており，遂

にその日が来たかという印象であった。

春の採卵が終了する 7月7日まで，蚕室暖房のためダ

クト式温風器 (200V)を使用することにした。これは，

2011年の東日本大雲災で空調の熱源の温水配管が壊れ，

空調設備が使用不能となった際，永易氏により新規導入

された機器である。 2011年春蚕期の飼育には空調設備

の復旧が間に合ったため用いなかったが，その後，晩秋

蚕期中の定期停電 (1週間）の際に毎年使用していた。

今回の空調設備の故障後にこの装置を蚕室に導入し

た。この温風器のビニルダクトは最初床に置いていたが，
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ロボット掃除機の導入後は，掃除の邪魔となるため，中

央通路に小型机等を並べてその上に置いていた（図 11A,

B)。しかし，中央通路に小型机等を並べれば，それも作

業の邪魔となるため， 2017年春蚕期以降は，天井の蛍

光灯設備の金属本体に強力な磁石フック（耐荷重 10Kg) 

とS字フックを取付けてダクトを吊るすようにエ夫し

た（図 llC,D)。

このようにして， 2017年春蚕期の 5齢期以降は暖房の

みは可能となったが冷房が出来ず，暑い日には日中 28°C

くらいまで室温が上がり，夜も 2s0cを下回らないように

温風器をセットしたため平均温度が高めとなってしまっ

た。

2017年春蚕期の採卵の際，平均室温がかなり高めで

推移したために，今までになく大量の蛾の羽化が集中し，

採卵作業が多忙を極めた。しかも， 2017年はパート職

員5名中 4名が入れ替わり，新人ばかりでの初めての採

卵となり作業は困難を極めた。しかし，新人パート職員

4名が非常に優秀であったため，採卵作業は無事達成さ

れた。

晩秋蚕期（掃立日 8/23)においても，空調施設の状況

は変わらず故障したままであった。掃立日以降蚕室の

温度調節はダクト式温風器による暖房のみで対応した。

春蚕期の経験から， 4齢期以降，日中の温度が 27~ 28°C 
になった日には夜は暖房せず， 1日の平均温度が 2s0c

に近づくように努めた。その結果，晩秋は春のように採

卵作業が短期間に異常集中するような間題はなかった。

2017年6月から要求していた空調設備新設工事の見積

もりは，再三の催促ののち 12月28日に漸く届き， 2017

年度内に事務所用エアコン（冷房能力低め）を蚕室に設

懺できる目途が立った。著者は福島県蚕業試験場在職時

代の 14年間，暖房機のみで冷房機のない蚕室での飼育・

採卵作業を経験していたので，今後も冷房が充分出来な

くとも遺伝資源保存業務は何とか遂行できるのではない

かと思っている。

5.3. 母蛾検査期における上水配管漏水よる 4ヶ月間超

の断水への緊急対応

この事故は 2017年 11月9日に突発的に起こった。当

初，上水埋設配管が大規模漏水し，修理工事のため 11

日間上水を断水すると施設管理担当者に告げられた。そ

の後，新たな淵水箇所が再発見されたため断水期間は

4ヶ月間超に達し， 2018年3月 12日現在も断水したま

まである。

事故発生当時は母蛾検査を開始した初期であり，この

検査作業では母蛾調整機の乳棒，すりばち，スライドグ



J
 図11.蚕室の空調機故障の際に導入したダク ト式温風器のダクトの設置方法の改良

A: ダクト式温風器のダクトを床に置くとロボット掃除機の邪魔になるため，蚕室中央通路に小型机等を並べ，
載せていた。B:同じく小型机等に載せたダクトの先端部。C:机等を中央通路に置くと作業の邪魔であるため，
吊るす方式に改良した。D:同じく吊るしたダクトの先端部。

その上にダクトを
天井からダクトを

ラス，カバーグラス等を毎日大量に洗浄するため，水が

なければ作業が遂行不能である。しかもこの 2017年は，

母蛾検査に幾多の困難を伴う（後述）ため，長期の作業

中断はあまりにも厳しい。

そこで，上水が断水しても作業続行可能な方法を自力

で模索した。育種素材実験棟には蚕室洗浄用の井水が配

管されており，こちらは断水していない。井水を母蛾調

整機用と洗浄作業用に分岐して配管接続できれば，母蛾

検査作業続行が可能となるため，その接続方法を考案し

た。井水栓は上水栓とは異なる特殊な構造であり ，「町

野式」と呼ばれるカップリングを経由して大口径の布製

ホースと接続されるため，そのままでは通常使用する

ホースとは接続不能である。

著者は，保存業務引継ぎ直後から井水栓の汎用性を高

めるため，井水栓と通常使用するホースを繋ぐ方法につ

いて数年掛けて検討し，「取水カップリング」を自作し

ていた（図 12A)。それを経由して井水栓に通常ホース

を繋ぎ，母蛾検査室内にホースを導入した（図 12A,B)。

このホースを母蛾調整機用の給水配管に繋ぐには，既設

の上水配管を分解して給水経路の新設が必要かと当初考

えた。しかし，メンテナンス業務担当者に相談したとこ

ろ，母蛾調整機の上流にある水栓に，従来とは逆流経路

で井水配管を接続すれば，母蛾調整機への給水が可能だ

と教えて頂いた。井水と上水の混合配管は厳禁であるが，

上水用の止水栓が上流にあるため，それを確実に止水し

ておけばこのような配管接続も臨時措置としては可能で

あるそうだ。この手法を実践し，井水のホース配管を途

中で市販のホース分岐器具により分岐させ，一方を母蛾

調整機の上水栓に逆流接続し（図 12C), もう一方を洗

浄用としてシンク上の上水栓に逆流接続した（図 120)。

これにより母蛾検査作業を問題なく続行することが可能

となった。

上水断水による母蛾検査作業の中断は食い止めたが，

ライフラインの一つである上水断水は，東日本大震災の

際にも 10日間程度であったと記憶しており，それをは

るかに超える 4ヶ月間超の断水は職場における日常生活

にも著しく支障をきたす。出来れば上水による飲料水と

食器 ・手洗い用水だけでも確保したい。幸いなことに道

路を隔てて隣接する別棟は，上水配管が別経路であった

ため断水していないとのことであった。

そこで，隣接棟からの上水の供給経路の確保について

模索し，結果として以下の手法を導入した。隣接棟の上

水栓に接続したホースを窓から出し，ホース幅の隙間以

上に窓が開かないように 「窓ストッパー」という道具で

窓枠を固定し，窓の隙間から部屋に上埃が入らぬように

隙間にテープを貼った（図 13D)。ホースが道路を跨ぐ

ためホース保護カバーを設置した（図 13C)。幸運なこ

育種素材実験棟の玄関の床に排水口の穴が貫通しとに，
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図12. 母蛾検査期中の 4ヶ月間超の断水の際の井水栓からの給水経路の確保
A: 井水栓（町野式）から自作カップリングを経由して通常のホースを連結した。B:このホースを母蛾検査室内に迎入し，途中で
二方向に分岐させた。床にホースを置くと作業の邪魔になるため，天井からホースを吊るして配管した。C:分岐させたホースの
一方は，上水栓に逆流接続し，母蛾調整機に給水した。D:分岐させたホースのもう一方は，シンク上の上水栓に逆流接続し，洗
い物用とした。

ており，玄関の鍵を閉めたままこの排水口からホースを

育種素材実験棟内に導入させる ことができた（図 13B)。

この上水ホースによる飲料水と食器 ・手洗い用の水栓ヘ

の接続方法については試行錯誤した。最終的には，居室

のシンク上の既設の上水栓に変換ネジ (W26山20雌

→ Gl/2雄）経由でチーズを接続し，その先に双□水栓

を設置した。（図 13A)。上水はこのチーズ経由でワンタッ

チカップリングにより供給される経路とした。

著者は，日頃から育種素材実験棟の水道関係について，

井水栓の汎用化，既設上水栓の双口水栓への交換，全て

の水栓へのワンタッチカップリング設置等を自力で行う

とともに，水道配管用各種部材の在庫確保等にも努力し

ていたため，この突発的な長期間の断水事故にも手持ち

の部材を用いて即座に対応することができた。

当初は居室まで上水供給ホースを 32m延長して使用

していたが，その後，断水期間がさらに延長したため，

遅くとも 12月中には種洗いを行わなければならず，そ

の蚕種消毒ためのソフ ト酸化水生成装置への上水の供給

が必要となった。そこで，上述の上水ホースを途中で分

岐させ，ホースをさらに延長してソフト酸化水生成装饂

に上水を供給した。ホースの総延長は 73.5mに及んだ。

種洗い自体には井水を用いる ことにより，種洗い作業を

遂行できた (12月 13日）。
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なお，上水通水に向けた配管工事は，2018年 3月 12

日現在においても未着工であり， 1~2月の朝は連日ホー

スの水が凍って上水が出ず難渋した。

6. 今後に残された問題点

以上のように，カイコ保存方法に種々の改良を加えた

結果以前よりは確実かつ効率的に保存業務を遂行でき

るようになったと考える。しかし， まだいくつかの問題

が残っている。それらのうち，特に大きな問題について

述べる。

6.1. 母蛾検査作業の効率化

その一つは母蛾検査（微粒子病検査）の効率化である。

当研究室では毎年 11~ 1月に 1年分の採卵 した蚕種の

母蛾検査として，1蛾別検査による全蛾調査（平田，

1995)を行っている。母蛾調整機は，20蛾を個体別に同

時にすり潰し（医 14A), 20蛾の個体別検体液を同時に

スライ ドグラスに付ける仕組みになっている（図 14B)。

従来，母蛾調整機の周囲には，フリ ーザー， 温風乾燥

機ロッカーなど，その場には不必要な物品が置かれ，

作業スペースが狭かった（固 14C)。これらの不要な物

品を移動し，作業机を増やすとともに，顕微鏡操作に適

した机の高さに統一する（図 14D)など作業環境改善に



図 13. 断水時 (4ヶ月間超）の隣接棟の上水栓からの給水経路（総延長 73.5m)の確保
A: 上水を使用したい部屋の上水栓に変換ネジ (W26山20雌→ Gl/2雄）経由でチースを接続し，双□水栓を設置した。チーズに
はワンタッチカップリングを取付け，そこに給水用ホースを接続した。双口水栓の蛇Dの一方は浄水器を経由して飲料水用とし，
もう 一方は手洗い ・洗い物用とした。B:幸運なことに，育種素材実験棟の玄関下部に排水口の穴が貫通していたため，そこを経
由して隣接棟から延長した給水用ホースを室内に導入することができた。C:隣接棟の窓から延長した給水用ホースが道路を横断
する際，保護シートでホースを被覆し，歩行者とホースの安全を確保した。D:隣接棟の上水栓に接続した給水用ホースを窓から
から外に出し，窓には「窓ス トッパー」と呼ばれる鍵を取付けるとともに窓の隙間をテープで目張りした。

△ 母毎 ェ

図 14. 母蛾調整機の形状と母蛾検査作業環境の改善
A: 母蛾調整機にすりばちをセッ トした様子。乳棒 20本により同時に 20蛾が個体別にすり潰される。8:母蛾調整機にスライドグ
ラスを載せた皿をセットした様子。乳棒 20本が同時に降下し，20蛾分の個体別検体液がスライ ドグラスに付着される。C:2012 
年までの母蛾調整機周辺の作業スペース。フリ ーザー，温風乾燥機，ロッカーなど，その場には不必要な物品が置かれ，作業スペー
スが狭く，机の高さも不統一であった。D:2017年の母蛾調整機周辺の作業スペース。不要な物品を移動し，作業机を増やすと
ともに，机の高さを顕微鏡操作のしやすい高さに統一した。
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努めた（以前は顕微鏡が実験卓に置かれていたが，その

卓面が高すぎて検鏡者が著しく疲労していた）。その結

果，プレパラート作成ならびに検鏡における作業体系を，

かなり効率化することができた。

検査母蛾数は 1年分で約 7,500蛾に達し，位相差顕微

鏡による検鏡が母蛾検査作業の効率化を阻む最大のネッ

クとなっている。 2016年度まではパート職員にかなり

のスピードで検鏡可能な l名と，幾分遅いが検鏡可能な

2名（後から養成した）がおり，著者の検鏡数は 1年分

3,000 ~ 4,000蛾程度で済んでいたのだが，検鏡可能な

パート職員 3名が 2016年度末までに退職し， 2017年度

には検鏡者が著者のみとなってしまった。そこで新規採

用されたパート職員を検鏡者として養成したところ，優

秀な方々が揃っていたため，検鏡数は自分が 4,900蛾，

パート職員 2名の合計が 2,500蛾となり，著者の検鏡数

をかなり減らすことが出来た。

母蛾検査の効率化は，パート職員の確実性を伴う検査

スピードの向上に掛かっており，今後もパート職員の検

査技能向上のための研修を行っていきたい。

なお， l蛾別検査を集団検査（複数の母蛾を混合して

すり潰して検体とする）に切り替えれば，検鏡区数を大

幅に減らすことができる。しかし，後述するように微粒

子病の大量発生事象が近年頻発しており，集団検査の導

入は極めて危険と考え採用していない。

6.2. 微粒子病の大量発生

2015年の春蚕期採卵分の母蛾検査において，今だか

つて経験のない微粒子病の大量発生事象に遭遇した。こ

の胞子の形状は，従来の有毒胞子である Nosemabomby-

cisより小型で細長いものが多く，三十数年前，蚕種製

造現場で「新型原虫」 (M-11) と呼ばれた原虫の胞子の

形状（藤原， 1980) と類似するものが多かった。通常，

微粒子病の発生は春が少なく晩秋に多いので， 2015年

の晩秋蚕期分の検査では，更なる微粒子病の大量発生を

覚悟していたが，晩秋蚕期での微粒子病の発生は非常に

少なかった。翌年の 2016年も微粒子病の大置発生を警

戒していたのだが，春・晩秋とも微粒子病の発生は少な

かった。

そこで，この微粒子病の大量発生問題は収束したもの

と思っていたところ， 2017年春蚕期に採卵した母蛾に

おいて再び微粒子病が大量発生した。この胞子も M-11

と類似した胞子が多く，同年晩秋採卵分の母蛾において

は，微粒子病の発生は非常に少なかった。

2015年春蚕期の微粒子病の大鼠発生は，著者の経験

上， 30年に一度の異常事態であり，翌 2016年に収束し
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たことから今後滅多に起こらないだろうと想定していた

のだが， 2017年に再度遭遇した。当方では， l蛾別検査

を行っていたため，実質的な被害はなかった。しかし，

もし両年とも 10蛾ずつの集団検査を行っていたとすれ

ば，壊滅的な被害となっていたところである。今後も微

粒子病の大量発生事象が頻発することが危惧される。こ

れが大わしのみでの特殊事象であるのか，全国で同様の

事象が起こっているのかについては不明である。

2015年と 2017年の春の各品種の化蛹歩合は両年とも

良好であり，化蛹歩合が高くとも微粒子病が多発した品

種が多数あり，化蛹歩合が低くとも微粒子病の発生しな

かった品種も多数あった。この結果から，たぶんこの胞

子のカイコに対する毒性は，弱毒性なのではないかと想

像された。

これについて検証するには，今回の有毒蛾区の卵から

孵化した個体を飼育し，孵化個体がどの程度病死するの

か，生き残った個体に経卵伝染が認められるのか等を確

かめればよいのであるが，カイコ遺伝資源保存を行う研

究室での病理試験の実施は，微粒子病の蔓延をもたらす

恐れがあり実行困難である。

今回大量検出された M-11と類似する微粒子病胞子が

カイコに弱毒性であるとしても，今回の胞子と従来の有

毒胞子Nosemabombycisを検鏡により完全に識別するの

は極めて困難である。もし今後， M-11と類似する微粒

子病胞子が，養蚕用の交雑種の蚕種にも大量発生すると

すれば，養蚕業（蚕種製造業）の業界全体として，それ

を放置すべきか，それともすべての微粒子病胞子検出区

の蚕種を廃棄すべきか，判断を迫られる時がいずれ来る

のではないだろうか。

6.3. 非休眠卵蛾区ならびに三眠蚕の大量発生

大わしでの保存業務におけるもう一つの問題点は，春

蚕期におけるいくつかの特定系統における非休眠卵蛾区

の大量発生である。特に「赤 l号」 (ANJP: 10761)は近

年，春・晩秋とも非休眠卵蛾率が 100%となり，その発

生状況については最近報告した（廣川ら， 2017)。

2017年春蚕期に非休眠卵蛾区を多発した系統として

は，この他に，明， BCS51 (P), RA-2 (ANJP: 10765, 

10699, 10712)などがある。

また，春蚕期におけるいくつかの特定系統での三眠蚕

の多発にも悩んでいる。三眠蚕発生率が飼育蚕数の 50%

を超える場合もあり， しかも三眠蚕を用いて採卵しても

非休眠卵蛾区を多発することが多い。非休眠卵蛾区なら

びに三眠蚕の発生は相互に密接に関係する事象とされて

おり（諸星， 1976), これらの系統において非休眠卵な



らびに三眠蚕の発生を抑止する方法について現在検討中

である。

赤 l号の非休眠卵の発生抑止方法については， 2017年

の春と晩秋に，ある試験を行ったところ，試験区におい

て赤 1号から数十％の休眠卵蛾区を得ることに成功し

たので，休眠卵蛾区のさらなる高率での誘導法について

今後も検討していきたい。

7. おわりに

養蚕農家は，大規模飼育ではあるが単一品種（交雑種）

のみを飼育し，採卵作業も不要であり，蚕具も蚕室設備

も当方とは全く異なる。また，カイコの飼育・採卵を行

う研究者の大多数は，数種類の品種を扱った小規模飼育

であり，多数のカイコ品種を扱う遺伝資源保存業務従事

者数はわずかである。本稿で述べたカイコ保存方法のう

ち，養蚕農家や小規模飼育・採卵の研究現場に導入して

効果の大きいものは殆どないかもしれない。しかし，そ

れらの方々にも部分的な一項目であっても何かしら役に

立つ情報を提供できたのであれば幸いと考えている。

前任者の永易氏が従来行っていたカイコ保存方法を，

著者の引継ぎ後かなり改変させてしまった。これは，従

来の手法を否定するものではない。永易氏は育種研究者

として，育種上どうしても必要な手法をこれまで用いて

来られたのであろう。著者は育種に関しては素人であり，

カイコ遺伝資源保存の確実化かつ効率化のみに重点を置

いて技術改良を行ってきた。

在職中の永易氏の言葉として，「カイコの飼育・継代

法には，何に重点を置くかにより，それを実施する担当

者の数だけ手法があり，どれが正しい手法かということ

は一概に言えない」と言われていたが，著者もこれに全

面的に賛同する。

大わしでの技術的改良点について，先駆者を認めた場

合には著者の知る限り記載したが，過去の飼育・採卵技

術についての文献探索は不充分であり，もし，本稿に記

していない先駆者がおられた場合はご容赦頂きたい。
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