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蚕糸昆虫バイオテック 87(1)、47-60(2018) 
SANSHI-KONCHU BIOTEC 

□特集「わが国の研究機関が保有するカイコ系統 2018」 | 

九州大学におけるカイコ系統保存

伴野豊＊

国立大学法人 九州大学大学院農学研究院

附属遺伝子資源開発研究センター 家蚕遺伝子開発分野

1. はじめに

九州大学におけるカイコの系統保存は， 1922年九州

帝国大学農学部に設置された養蚕学講座（現在：九州大

学大学院農学研究院昆虫ゲノム科学研究分野）の養蚕室

にその起源がある。養蚕室はカイコの教育，研究に必須

で講座設置の 2年後の 1924年（大正 13年 5月）に完成

した。養蚕室が出来るまでの 2年間は福岡市郊外の農家

の蚕室で飼育を行なっていた。飼育したカイコは初代田

中義麿教授が前任地の北海道帝国大学で育成した系統で

あった。それらのカイコが起源となり，今日まで続くカ

イコの系統保存が始まった。完成した養蚕室（建坪 120

坪 ：図 I)は，蒸気暖房を取り入れたブロック構造で，

和式が主流であった当時，斬新的な蚕室として注目され，

田中義麿による著書，蚕学（田中， 1943)の中に「九州

帝大蚕室」として紹介されている。壁の厚さ約 25cmの

鉄筋ブロック構造で，蚕室の両側に廊下を作ることで空

気層が設けられた。暖房を行なわなかった夏秋期，外温

が 33°cを超えても室内は 28°C以下であったとの記載

がある。ただし，夜間も放熱が遅いのが難点であったこ

とも記されている。養蚕室は， 1972年（昭和47年）に

家蚕遺伝子実験施設として，系統保存と研究の裔度化の

ために蚕学講座から独立した。理由は，カイコの系統数

の増大，評価分析形質の多様化等から学生教育，研究を
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主とする蚕学講座の養蚕室と して， 学生教育を行ないな

がらの運営は困難となったためで，文部省への概算要求

が昭和 40年代に開始され，昭和 47年に，省令により措

置された。その後，イネ，微生物の分野も加えた遺伝子

資源開発研究センターに改組され，その一分野として現

在に至っているが，施設面積，桑園職員配置（定員削

減はあったが）は継承され，今日に至っている。この間

カイコを飼育する建物施設は老朽化のため， 2代目の建

物（図 2)が 1981年（昭和 56年）に新築されたが， 2018

年（平成 30年）には大学移転のため，3代目の建物へ引

継がれる予定である。筆者が 3代目の建物の設計に関わ

ることになったが，蚕室の配置寸法，設備は 2代目の

建物を継承することにした。2代目の施設での飼育成績

は安定し，大きな問題はなく，設計変更による支障の発

生を避けた方が良いと判断したためである。初代蚕室に

も設けられた飼育室の両脇の廊下（空気層）は 2代目に

も引継がれており，無論継承した。ただ，貯桑室は桑の

出し入れが負担となっていたため，地下から地上部に変

更した設計となっている。

2. 保有系統数と系統名について

現在，九州大学では突然変異体系統を約 500系統，コ

ンソミック系統・コンジェニック系統を約 150系統，解

析中の実験系統を約 50系統，予備系統 50系統の計 750

系統を生体で保存している。この他，生殖細胞（卵巣，

精子）を用いて約 150系統を凍結保存している。突然変

異体系統（約 500系統）の保存では，小文字のアルファ

ベッ ト （大文字ではないことに注意）と 2けたの数字を

基本に系統番号を付けて分類して管理している。突然変

異体として認識される形質は，卵の色，形，大きさや，
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図 1. 初代の養蚕室
1924年から 1981年まで使用された初代養蚕室。設計は中村
鎮 (1890-1933)による。同氏は大正から昭和初期に活躍し
た福岡出身の建築家で，中村式鉄筋コンクリートを考案し，
設計に応用した。養蚕室はその代表作の 1つである。当時鉄
筋ブロック造を手がける建築家は多数いたようであったが，
全国的に広く普及した例は少なかったが中村式は全国に 100
以上も建てられたという。九州帝大の建物，市内の教会，炭
坑の竪坑等に用いられた。難点は高額で一般の養蚕家に普及
することはなかったという。田中義麿は，この建物を我々の
「城」と称した。馬場明子著による 「蚕の城」未知谷，東京，
2015年に詳しい。

幼虫の色斑紋，経過の長さあるいは繭の色，大きさ，

形等と多種多様である。そこで，突然変異として認識出

来る形質をその種類によって大きく類別し，小文字のア

ルファベットを付している。具体的な分類は， 2.1の項

目「突然変異体系統の分類」で示す。小文字のアルファ

ベッ トの次には数字によって細分化している。2けたを

基本とし， 3けた目は，最初の 2けたの固有系統から分

かれた派生型を現している。dOllはdOIから派生した

ものである。

一方，コンソミック系統，コンジェニック系統，解析

中系統，予備系統については大文字のアルファベットと

2けたの数字で分類している。大文字のアルファベッ ト

で始まるこれらの系統は，小文字で始まる突然変異体系

統をベースに育成，あるいは解析中の系統であり，飼育

時期によって系統番号は変更となる。小文字のアルファ

ベットで始まる突然変異体系統は変更をせず固定化させ

ているが，過去には，系統数の増大，分類基準の見直し

等で変更があった系統も存在する。そのために本学では

複雑ではあるが，飼育時期を示す数字をアルファベッ ト

の前に付している。後述する「3.野帳について」の説

明で，より具体的に説明する。

2.1. 突然変異体系統の分類（小文字のアルファベットに

よる変異体のグループ化）

約 500系統の突然変異系統は 100年近い歴史を持って
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図 2. 2代目建物（家蚕遺伝子実験施設として竣工）
1981年には， 2階部分に一部実験室を備えた建物が 2代目の
蚕室となった。学内から 700Ill程離れた松林の中に建てられ
た。1年目は蚕種冷蔵庫の湿度が高く，卵面にカビが卵面を
隠すまでに生え，孵化が危ぶまれた。幸い，表面のカビを洗
い落とすことで飼育に影器はなかったが，関係者を震撼させ
たと聞いている。

収集された系統群である。世界に存在する突然変異体の

90%以上が保存されている。長期にわたり ，兄妹交配

による交配で維持されており，遺伝的均一性も高く，一

度失うと再現が不可能なリソースとなっている。このた

め，コアリソースとして維持には特に配慮している。

a 胚子，幼虫期致死： 卵内での胚子形成期から幼虫

期において致死作用を持った変異体グループ。胚子形成

の始まった時期から終わりまでの色々な卵ステージで致

死が見られる。孵化までは正常に進むものの，孵化直後

に致死性を発現する死蟻蚕（しぎさん）。l齢期を中心

に脱皮が出来ずに致死する不眠蚕。5齢期に致死する終

齢死蚕などがある。遺伝疾患のモデル候補となる変異体

群である。概ね，致死時期が早い順にアルファベッ トに

続く数字が付けられている。

b 繭形・繭質： カイコに特有な形質と言える繭の形

や質に関する変異体群である。繭形は楕円型が多いが，

真ん中が綸れたピーナツ型，全体が丸味を帯びた丸形繭，

砲弾の型に似た繭等がある。単独ではなく，複数のカイ

コが集団で大型の繭を作る特性のある系統なども見られ

る。繭タンパク質の主要構成成分であるフィブロイン，

セリシン成分の多い系統，少ない系統や，成分組成の変

異系統などが分類整理されている。

c 繭色 ：多くは白色であるが黄色，笹色，ピンク，

さび色等の変異がある。

d 卵形・卵殻色： カイコ の卵は長径 1.3mm, 短径

1.1 mm厚さ0.5mm程度の平たい楕円型であるが，長径，

短径のサイズや形の異なる大卵，小卵，紡錘形，そらま

め型などの形の変異がある。卵殻は卵の最外部層にあり ，

大半の場合，白色であるが，全体あるいは部分的に灰色



を呈する変異がある。卵殻色は次項の卵色の影磐も受け

る。

e 卵色 ：黒あるいは藤鼠色が多いが，白，赤，ピンク，

黄土色などバリエーションがある。これは，卵色が最外

層の卵殻，胚や卵黄を覆う漿膜，卵黄などの色が総合し

て決まるためである。最も影響のあるのは漿膜細胞の色

である。漿膜細胞の色は， トリプトフ ァン系色素が関与

している。色素の合成過程に作用する酵素の有無，その

量，また各種代謝産物の移動に変異がある。卵色に関し

ては古くから遺伝研究が盛んであったが，それらに使わ

れた系統未解析の変異体等が保存さている。

f 幼虫肢・ 斑紋 ：カイコは胸部の胸肢（または胸脚

と呼称）が 3対，腹部の腹肢（あるいは腹脚と呼称）が

4対， 尾脚 l対が基本である。この基本タイプとは異なり，

基本構成以外の体節に肢が過剰に出現，あるいは逆に肢

が痕跡程度に退縮する等の変異体が多数見出され，系統

化されている。fグループに含まれる系統で見られる変

異の原因は，主としてホメオテック遺伝子によるが，不

明なものも少数含まれている。なお，ホメオテック遥伝

子の作用は，肢と同時に基本的な幼虫斑紋の形成に関与

することが多い。カイコでは第 5体節に半月紋，第 8体

節に星状紋が発現するタイプが幼虫斑紋の基本パターン

であるが，ホメオテック遺伝子の作用により，半月紋が

第4体節に過剰に出現したり，後方の第 6体節に過剰発

現したりする。その様式は個別の遺伝子により異なる。

g 幼虫斑紋 ：fグループでの幼虫斑紋の変異はホメ

オテック選伝子によるものであるが， gグループではそ

れとは異なる遺伝子により発現する。褐色の斑紋が複数

の体節に生じたり，通常第 8体節のみに生じる星状紋と

類似した斑紋がほぼ全ての体節に発現したりする。また

基本斑紋を欠く変異体等も含まれる。

i 幼虫眼紋・頭尾斑： 眼紋は眼状紋とも呼ばれる斑

紋で，この斑紋の濃淡や色の変異（赤褐色）が見られる。

頭尾斑とは，幼虫の頭部，腹部末端の尾部の斑紋を指す。

斑紋の色濃淡に変異が存在する。

k 幼虫体色： 幼虫体色は白色を基本とするが，幼虫

皮膚全体が薄黒い飛白状となったり，全体が薄赤状とな

る体色に関する変異体が古くから知られている。幼虫期

の特定の時期にのみ，色素沈着の見られる変異もある。

次項のグループ「l」も体色に関するものであるが，色

に関する変異系統が多いために 2つのアルファベットが

用いられている。

l 幼虫体色： こちらのグループは， 第 2染色体のp

遺伝子座の複対立遺伝子の違いによる黒色系の斑紋変異

が中心となっている。p遺伝子座には 10種類を超える

'・・. 

¢
 図3 モザイク個体
4頭のモザイク個体のなかの 1頭は，褐色と白色のモザイク
個体となっている。これは，赤蟻（せきぎ）という遺伝子も
有しているため黒色が褐色となるためである。

複対立形質がある。鱗翅目昆虫の色の多様性を考える上

でも興味が持たれる変異体群である。このグループには，

レモン色や黄色体色を呈する変異体等も含まれている。

m モザイク・騎形： モザイクと呼ばれる変異体はカ

イコの変異体のなかでもユニークなものとなっている。

カイコは決定卵であるので， 1つの卵内に複数の受精核

が生じると 1個体として発生する。複数の受精核が外見

的に異なる対立遺伝子を持つ場合は，同一個体内にその

対立形質を見ることができる。例えば，幼虫体色に関す

る対立形質が黒色と白色であったとする。複数の受精核

が出来ると， 1個体の幼虫の半身は黒，半身は白色の皮

囲となったり，黒白の色がモザイクになる個体が出現す

る（図 3)。通常は 1卵核 l精子の受精が起こるので紹

介したようなモザイク個体は稀にしかみられない。しか

し，カイコには劣性のモザイク遺伝子と呼ばれる変異遺

伝子が存在し，同遺伝子を持つ系統では遺伝的にモザイ

ク個体を多発する。崎形は特定の体節を中心に体形が異

常になるもので，系統としては確立されているが遺伝的

詳細は不明である。

n 幼虫体形： 体形に関する変異であり，樽の形に類 氷
繭

したもの，各体節が短く幼虫全体が短いもの，細い体形 g111 

等の変異が存在する。 坦
o 油蚕： 幼虫皮閲が透明となる変異体群。透明度の へ

斗
高いものから通常のものとの区別が難しいものまで変異 斗I

がある。幼虫皮膚には窒素代謝産物の尿酸が蓄積し，通 、
常は白色となるが，尿酸合成系，輸送系，蓄積系の過程 < 

Q_ 

に変異が起こると皮附が透明になる。最初に発見された 8
7
 時，油紙のような皮附として命名されたので油蚕（あぶ
ぎ
→ らこ）と呼ばれている。カイコの変異体としては大変多
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いグループとなっている。

p 地域型品種：カイコの在来種（日本，中国，ヨー

ロッパ等）や，在来種を基に育成された系統群である。

r 染色体異常・交叉率：転座，欠失，融合など，染

色体異常を有する系統群で，自然変異として生じたもの

と，放射線照射により作出されたものがある。通常の系

統を用いた場合に比べ，遺伝子間の交叉率が高くなった

り，低くなったりする系統を交叉率異常系統としている。

t 発育・眠性：幼虫期の脱皮回数は通常 4回であり，

5齢で繭を作るものが大半であるが， 3齢から 6齢まで

変異がある。また 1年に世代を 1回繰り返す l化性， 2

回の 2化性，休眠性がない変異体が存在する。その他，

幼虫発育期間が長くなる変異系統が本グループに含まれ

ている。

u 蛹・成虫：蛹から成虫に関する変異系統がこのグ

ループに入り，翅形成や翅の紋様，体色に関する変異等

が含まれる。翅部分の退化，湾曲が見られる変異個体，

翅を含めた蛾全体が黒化する変異体，鱗毛形成が少ない

もの等もある。

w 連関分析用合成系：新規に見出された変異形質の

所属染色体や，染色体上の位薗を解析するために用意さ

れた系統。形質が見易<.蚕卵性•発育が良好な系統が

多い。

x 分析未了の新突然変異：遺伝性が高い，または追

伝性のあることが確認された変異体であるが，所属染色

体，遺伝子座の解析が未了である変異体群。

2.2. コンソミック・コンジェニック系統およびその他の

系統群

カイコは学名 Bombyxmoriで，野外に生息するクワコ

(Bombyx mandarina)を馴化（家畜化）したと考えられ

る昆虫であり，現在では野外には生息してない。農業に

利用されている生物は，野外から収集した動植物を起源

に改良を加え，人類の使い易いようにしてきた歴史があ

る。カイコは，野外では生息し得ないことを考えると，

究極の農業生物と捉えることができる。カイコとクワコ

の関係を調べる研究は，野生生物の農業生物化のモデル

ケースとして注目される。クワコにどのような改良が加

えられてきたのか，染色体や遺伝子を単位にした研究に

視線が集まっている。こうしたニーズに応じて，クワコ

にカイコを連続して戻し交配し，ターゲットとする 1つ

の染色体（クワコ由来）以外はカイコの染色体で置換し

たコンソミック系統，対象とした特定のクワコの DNA

配列領域以外は極カカイコのゲノム DNAで置換するこ

とを目的にしたコンジェニック系統を育成し，系統化し

50 

ている（一部進行中）。これらの系統群の作成は東京大

学大学院嶋田透博士のグループ提案によりスタートした

ものである。コンソミック系統をより具体的に説明する。

例えば，第 2染色体をターゲットとした場合であるが，

同系統は，第 2染色体はクワコの 1本の染色体を丸ごと

保持しているが，それ以外の染色体は全てカイコの染色

体で構成される。もし，そのコンソミック系統が飛翔能

力を有するならば，クワコの飛翔能力が第 2染色体にあ

る可能性が示唆されることになる。染色体ごとに染色体

構成をアレンジしようとするものがコンソミック系統群

で，形質を支配する遺伝子の検索に有効である。コンジェ

ニック系統は，特定の DNA領域以外は可能な限りカイ

コ由来のゲノムに置換した系統群である。

この他の系統として，遺伝学的に解析中の実験系統を

約 50系統，系統保存を行なう上で必要な予備系統を 50

系統程保存している。コンソミック・コンジェニック系

統を含め，これらの系統は，大文字のアルファベットを

付けて管理している。

3. 野帳について

九州大学では毎回のカイコ飼育記録は野帳と呼ぶ記録

簿に記載している。その野帳について紹介する。固 4の

写真左上は， 1985年の第 1蚕期に飼育した r30系統に

関するものである。四角の枠の下段部分の 85lr30から

説明するが，冒頭の 851は 1985年の第 1蚕期を示して

いる。九州大学では 1年に 5~6蚕期があるので，飼育

年に加え，蚕期を記す必要がある。 1985の最初の 2け

たの 19が省略され，第 1蚕期を表わす lが加わって，

851としている。第 2蚕期であれば 852となる。上段に

は大きく Pと雷かれているが，この Pは親の略であり，

下段の 85lr30は， 84lr30 p5Y x p-/ oatから由来したこ

とを意味している。 r30では種々の形質が分離するので，

毎回どの形質を発現した個体間で交配して継代するかが

決められている。 p5Yx p-/ oatは， psYの雌と p-p3oat 

の雄を交配したことを意味している（交配を意味する x

の前には雌後ろには雄を記載することが一般的なルー

ル）。細部を付記すれば， Pの文字の下の0の中の 11と

言う数字は， 11蛾の卵の混合掃立てであること，右側

の越は越年卵を飼育に用い，飼育担当者は国分氏であっ

たことが記載されている。なお，枠の下の部分には， 851

期に飼育した r30の幼虫形質の分離観察の結果が記録さ

れている。図 4の写真左下は， 841期に飼育された r30

すなわち 851期の r30の親の世代の飼育観察結果が記録

され，その親は 831期の r30に由来することがわかる。

九州大学において系統保存や実験で飼育されるカイコ系
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図5.

0171 r30 

J 0141 & 0142 r30 p5 Y x p oal 
↓ 

0131 r30 
↓ 

0121 r30 p5 Y x p oal 

J 
0051 r30 p5 Y X p oal 

↓ 

0041 r30 p5Y x p oal 

J 
711 r30 ps Ym + p3+ ms & + oal 

↓ 

701 T03 p3 + oal 
↓ 

九支トリソ01SY x トリソ pyoal 

系譜図 (r30系統）

図4. 野帳 (r30系統）
左上 ：851期の r30の野帳左下 ：841期の r30の野帳。
右側の書庫は歴代の野帳の保管の様子。全て電子ファイル資料化し，
伝学研究所と九州大学でバックアップ保存している。

国立追

統は全てこのような野帳記録が残るので，野帳を整理す

ることでその来歴を明らかにすることが可能である。こ

の r30は， 2017年の第 1蚕期にも飼育されているが，

野帳を遡ると 701T03(1970年第 1蚕期の T03系統）に

由来し，その親は九支トリソにあることがわかる。九支

トリソは，当時の農林水産省蚕糸試験場九州支場で保存

されていた染色体異常系統（ トリ ソミー）で，高崎恒雄

支場長の育成によるものである。1970年に九州大学へ

寄贈されている（図 5)。

4. 系統の系譜

r30系統の説明で系統保存の野帳（＝記録簿）が存在

することを述べたが，この野帳を用いた記録は 1910年

から始まる。野帳による記録を始めたのは初代の田中義

麿教授であるが，先程述べたように 1910年の第 1蚕期

飼育ならば， 19は省略して 10lr30となる。ところが，

2000年を迎える際にコンピューターが誤作動する可能

性があるとして， 「2000年問題」が世間で騒がれた時に，

カイコの野帳の年代記載でも問題が起きることに気がつ

いた。つまり，田中の用いた省略法では， 2010年と 1910

年が識別出来ないことになるのである。そこで， 2000年

からは，年代の省略を最初の ］けた目の 2のみにして 3

けたで年代を記すことにした。このような経緯で野帳の

付け方はマイナーチェンジがあったが現在も続いてお

り，個々の系統の系譜を明らかにすることが可能で，数

年前から，系統の系譜を明らかにする作業を行なってい

る。系統の系譜を明らかにすることで， リソースの付加

価値を高めることになると同時に，系統保存方法にも重

要な情報が得られるためである。

系統の系請については全てを調べるまでには至ってい

ないが，これまでの調査結果では，導入以来，兄妹交配

で維持されている系統が予想外に多いという印象を持っ

ている。恩師にあたり ，家蚕の系統維持に貢献された故

土井良宏先生からは，突然変異体は，連関分析を行なう

ために直ちにマーカー系統と掛け合わせるので，複数の

親からの起源のものが大半であるとお聞きしていたから

である。確かにそのような系統が多いのであるが，本学

へ導入以来，70年以上他系統との交配がなく，当時の

系統の特性を知る上に有効な系統も 40系統程あること

がわかってきた。最も古くから他系統との交配がなく維

持されている系統は， b20で， 1912年に東京蚕業講習所

（現在の農研機構や東京農工大学の前身）から取り寄せ

た綿蚕（わたこ）である（図 6)。また，現在の g02につ

いては，その履歴を図 7に掲載したが，ルーツは 1914年

京都高等蚕業学校（現京都工芸繊維大学）である。b20

や g02は 1910年代当時のカイコの特徴を調べる上で有

用な系統と言えよう。g02の系譜を年代を追って詳細に

見ると，系統名が g04,161, S25等，年代によって異なっ
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図6. b20系統の繭
b20系統は繭形質の変異形質としてグループ化されている。
この系統の特色は数頭から 10数頭が共同で営繭し，巨大な
細長い繭を作ることである。幅は通常の繭と変わらないが，
長さが 10センチを超える例も見られる。古い野帳には綿（わ
た），琉球綿蚕と記載されている。
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221 I Sl-3' 
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211 II Sl-4 pQhy" 2-8 

l 
201 Sl-7 

191 S1-8 

l 
181 S1-4 

171 SI-I 
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161 All 

151 A288-2 

茶斑紋・京都高等蚕業学校（現京都工芸繊維大学）

図7.系譜図 (g02系統）

図8. g02系統の 5齢期幼虫
g02系統は幼虫斑紋の変異形質としてグループ化されてい
る。本文にもあるように中国の明代の本にもこの変異体と思
われる記載があるという。本形質について研究している東京
大学藤原晴彦博士らのグループにより，本変異形質の原因遺
伝子は Wntlであることが明らかにされた。 Wntlは線虫から
ヒトに至るまで認められる追伝子で，受精後の初期胚の体節
形成に重要な機能があること等が知られる。その遺伝子がカ
イコの斑紋変異に関与しているとは驚く事実で，研究の発展
が期待されている。

ていることに気がつく 。これは，飼育数や系統の整理を

行ったりしているためである。特に， 1930年以前は変

更が多いが，系統保存の体制を試行錯誤している過程で

あったと推定している。系統番号は異なるが，このよう

に系譜を辿ることが出来， 2017年に飼育した g02系統の

オリジンは 1914年（大正 3年）の茶斑紋となる。茶斑

紋は，その後，褐円と変更され，英語の遺伝子名 Multt-

lunar遺伝子記号 Lと設定された (Tanakaand Matsuno, 

1927)。この変異体は，幼虫の体節背面に大きな褐色の

斑紋を持つもので（図 8)' 相当古くから突然変異とし

て知られていたと推定される。褐円 (L)を材料に研究

を行なっている東京大学大学院藤原晴彦博士によれば，

中国の明代に，花斑と呼ばれていたものと推定されると

いう（藤原，2017)。

さて，九州大学で現有する多くの系統の系譜図は，図

9で示した a80系統のように枝分かれしている。a80系

統は，最終齢期に致死性を現す終齢致死 (!-Ii)遺伝子

を保存の主対象としている系統である。本遺伝子は第

24染色体にあるので同染色体にある黄体色蚕遺伝子

(Xan)をマーカー遺伝子として致死遺伝子を効率良く

保存 している。終齢致死 (!-ti) はカネボウシルクの宮

下民雄氏によって発見され， 1985年春に採種された卵

（図 9の系譜では 851春月 5齢致死分離系カネボウシル

ク）が 1986年第 1期から九州大学で維持されることに

なった。早速致死遺伝子がどの染色体に所属するか連
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0171 ,so 
l 

991 a803 p'Xao x p'+ (Hi系）

l 

981 a80p'Xao x p'+ (I—Ii系）

↓ 
971 a807 p'Xao X p'(Hi系）

l 

951 a804p'Xao X p'+(Hi系）

l 

941 a806 p'Xao X p'+ (Hi系）

l 
931 a802 p'Xao x p'+ (Hi系）

l 

922a802p'Xao x p'+(5齢死系）

↓ 

914 a803 p'Xao x p'+ (Hi系）

l 

913 aBOl p'Xao x p'+ (Hi系）

) 
903 a80 p'Xao x p'+ (Hi系）

↓ 

895 G97 p'Xao x p'+ (5齢死蚕）

l 

894 G90p'Xao (1-,i系）

l 

891190p'Xao X a608 p'⑦ (5齢死蚕）

↓ ↓ 

881190p'Xao 881 a604p'(5齢死蚕） X p'L(5齢死蚕）

遺：黄；濃濃濃橋群馬：家寄贈□ 

図9.系譜図 (a80系統）

関分析が始められた。 861期には， w32やw31といった

連関分析用の系統との交配が行なわれている。 891期に

は， 190という黄体色蚕遺伝子 (Xan) との交配が行な

われ，致死遺伝子が黄体色蚕遺伝子 (Xan) と連関して

いることが明らかになった。九州大学ではこのようにし

て，導入した突然変異体の遺伝研究を行ない，カイコの

連関地図を作成充実させてきた。これは同時に，導入

した変異遺伝子を安全に保存するための研究ともなって

いた。つまり，致死遺伝子は，ヘテロで維持しなければ

ならないが，劣性遺伝子であるため，致死遺伝子をヘテ

ロに持つ個体と致死遺伝子を全く持たない個体との区別

は出来ない。このため， l蛾育（雌雄のワンペアに由来

する卵を個別飼育すること）を多数行なって維持するこ

とになるが，マーカー形質遺伝子があると，その数を減

らすことが可能となるとともに，安全に維持出来るよう

になるのである。現在では，ゲノム情報で得た SNPs

(single nucleotide polymorphisms)や断片長多型等を分子

マーカーとして致死遺伝子をより安全に効率的に保存す

る方法も開発し，利用している (Fujiiand Banno, 2017)。

やや複雑な話となっているが，ここで，視点を変えて

図9の系譜図をご覧頂きたい。 891期では 190が， 861

期では w32が本系統の連関分析実験に用いられている。

190は遺伝学研究所， w32は群馬県の農家で発見された

変異体を始め，九州帝国大学や東北帝国大学農科大学（現

北海道大学農学部）及び京都高等蚕業学校（現在の京都

工芸繊維大学）で飼育されていたカイコ系統から成り

立っていることがわかる。分析対象となった 5齢致死蚕

は養蚕用の品種を育成した民闇会社（カネボウ）であっ

た。系譜図を見ることで， a80という系統が日本国内で

培われてきた財産を基礎としていることがわかる。学術

研究とは一朝ータでは成らず，また何時（いつ），何所（ど

こで）で誰（だれ）が必要とされるか分らないのである。

5. 系統保存の方法

カイコの 1世代は約 50日である。系統保存は保存す

る系統の遺伝特性を把握した上で行なう必要があるた

め，年間になるべく多くの世代を重ねることが求められ

る。そこで，本学では 5月の連休前後に第 1蚕期をスター

トさせている。こうすると 12月末までに 5回の蚕期を

行なうことが可能で， 5世代の遺伝実験を行なうことが

出来る。最近，遺伝研究を DNAや核酸を扱う研究と捉

える向きがあるが，世代を超えて形質や遺伝子がどのよ

うに伝わかるかを扱うのが遺伝研究である。ちなみに，

遺伝の英語は heredityであり，財産が伝わるとの意味で

ある。桑の葉での飼育を基本としているのは，カイコは

桑の葉を食して進化してきたので，人工飼料育を行なう

ことで，食性に関する追伝的背景を歪めることになる。

遺伝的に言えば， 1つの選択圧をかけることになるから

である。繭の色は桑の葉に含まれる色素に依存するので，

人工飼料育での繭色評価は出来ないことは言うまでもな

い。福岡市は暖かく， 11月までは桑の収穫が可能であ

るが， 12月になると質が低下する。このため，鹿児島

県指宿市にある試験地に出張して飼育を行なっている。

戦前は沖縄において冬期飼育を行なっていたが，終戦後

沖縄の飼育は困難となった。そこで，代替地として指宿

市での飼育が昭和 20年代から開始された。亜熱帯系の

シマグワが植栽され，冬期を中心に利用が続いている（図

10)。開設当時は，蚕糸試験場山川飼育所が指宿市の隣

町にあり，桑の融通を受けたり，冬期における桑栽培，

蚕飼育を中心に研究・技術の交流が行なわれていた。以

下，本分野の具体的な系統保存について作業別に概略を

記す。

薗
氷
•
岡
田
j
で
f
斗
中
＿
）7

く
。
1
.
8
7

N
o
.
1
 

53 



SANSHI-KONCHU BIOTEC Vol.87 No. I 

図10.九州大学指宿試験地
指宿市東方 8886番地にある。露地においても 1月中旬までは桑の収穫が可能である。しかし，年によっては 1月上旬に寒波が
あり，凍害で一夜にして収穫不能となることもある。一部はビニールハウス内で栽培している。

5.1. 催青

催青 （さいせい）とは，休眠状態にある卵の発育ステー

ジを進め，孵化させる過程をさす。カイコを専門としな

い方には取っ付き難い用語である。黒っぽい色のカイコ

卵は孵化が近づくと青色に変化する（催す）ため，名付

けられている。カイコは卵に休眠ステージがあり，桑の

ない冬期は 2°cから 5°Cに設定した冷蔵庫で保存する

のが一般的である。本学では 1月下旬に 5°Cから 2°c

へと温度を下げる。第 1蚕期（春蚕）に飼育する系統の

卵は， 4月中旬に出庫（冷蔵庫から出すこと）し，室温

(20°c以下）において，保存数 ・保存状態等を半日程か

けて調査し，第 1蚕期に使用する卵と予備の卵とに分け

る。予備卵は再度 2°cの冷蔵庫に戻し，飼育予定の卵 (I

系統あたり 5000~ 10000個 ：15 ~ 30の母蛾由来）は

18°Cの部屋において 2%ホルマリンで卵面消毒を行う。

18°Cに3日程置いた後 20°cの催青室へ移動させる。

催青室は蛍光灯照明を催青中はオンにしておく 。照明が

LEDに切り替わってきているので，影響調査を行い，

安全性を確認した上で，移行を計画している。漸進法に

よって温度，湿度を徐々にあげる。催青を始めて， 8日

前後から催青卵が現われる。第 1期は 500系統程を扱う

が孵化日を揃えるために催青状態になった卵から，順次

5°Cに冷蔵する。

5.2. 包み紙

飼育開始予定日の前日に飼育予定の系統の卵を薄い和

紙で包む。これは，孵化した幼虫が他の系統と混ざらな

いようにする作業で，包み紙（つつみがみ）と呼んでい

る。第 1蚕期 (5月飼育開始）は孵化予定日の前日に行

なうが，他の時期は 2日前に行なう。2晩包むので， 2

夜包み（にやづつみ）と呼ぶ。第 1蚕期のみ前日とする

のは，系統によって越年卵では孵化した幼虫が弱く， 2
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夜包みとしないことを伝統としてきているようである

が，詳細は不明である。

5.3. 掃立（飼育開始）および幼虫飼育

掃立（はきたて）も養蚕での独特な用語である。卵か

ら孵化した幼虫は，小さく刻んだ (5111111角）桑の葉を

与えると桑の葉に集まって来る。このカイコを集めたり，

卵表面等に残る孵化直後の幼虫を桑の葉へ移したりする

際に，幼虫を傷めないように羽篇で掃くように扱う 。こ

のため，孵化作業は掃立と呼ばれる。掃立時の注意はな

るべく異なる親由来の幼虫を集めることである。稚蚕期

(I~ 3齢）は 1000頭前後，3齢期移行は徐々に幼虫数

を減らし， 5齢期には 300頭から 500頭程度とする。孵

化幼虫 (1齢）から 2齢期は特注した箱（図 II)で飼育

を行なっている。以前は蓋も使っていたが重いので 2000

年頃から使用していない。3齢からは丸い形をした蚕箔

を用いている（図 12)。丸蚕箔は 1人で除沙作業が出来

る利点と，蚕棚で隣接する蚕箔通しの接点が少なくコン

タミ防止となっている。飼育道具は 100年前と同じもの

を使用している。冬期闇に修理をして使い続けている。

稚蚕用の箱は現在でも問題なく使用している。3齢以降

に用いる蚕箔は傷みがひどくなり， 2002年のナショナ

ルバイオリソースプロジェクト (NBRP)の採択により，

計画的に更新している。給桑回数であるが，以前は深夜

の給桑も含め 1日5回の給桑回数であったが，現在は午

前と午後の 2回である。午前と午後の給桑の間に糞や食

ベ残しの桑を除く，除沙作業を行なうが，その際にも不

足する場合は給桑を行なっている。表 lのような温度設

定で飼育を行う。光条件に関しては自然のままとし，作

業時等は白色蛍光灯を使用している。移転に伴い， LED

照明とするが，点灯時間は短いことから問題はないと判

断している。このような条件で飼育を行なうと，飼育開



図11.稚蚕期用飼育箱
横幅 55cm, 縦 85cm, 深さ 10cmの木箱で， 4つに仕切って使用する。右側のように稚蚕期のみ ］蝦育する（ワンペアの産んだ
卵を個別に飼育すること）場合は仕切りを外して使用する。

図12.蚕箔 （さんぱく）
直径 80cmの円型。竹と籐（とう）で作られている。竹のみで作成を依頼したことがあるが，底部分の加工が難しく，底部分を
籐（とう）で編むことが必要である。右側は飼育棚。

表 1.本学におけるカイコ飼育温度の目標値

経過

孵化~ 7日後まで

孵化後 8日

孵化後 9日

孵化後 10日以降

目標温度

29 ~ 28°C 
28°C 

27°C 

26 ~ 25°C 

いる。梅雨時の長雨，夏の干魃，秋の台風，季節ごとに

発生する桑園害虫などを考慮に入れ多品種で危険分散を

行なっている。

始後 20日頃から繭作りが始まる

少ない系統は 13日頃から）。

（脱皮回数が遺伝的に

5.4. 使用桑品種について

第 l蚕期では掃立てから 2齢幼虫期までは市平（いち

べい）というヤマグワ系の桑品種を用いる。人工飼料が

普及するまでは稚蚕用の桑として多用されていたが，今

では利用者が少ないようである。3齢以降は白芽魯桑（し

ろめろそう），みつみなみ，せんしん，市瀬，新市瀬，は

やてさかり ，シマグワと種々の品種を使用している。本

学では飼育が 12月まで続くので，様々な品種を用いて

5.5. 上産から収繭

上族（じょうぞく）も独特の養蚕用語である。糸を吐

くようになった幼虫は族（まぶし）と呼ばれる波型をし

た道具に入れる（図 13)。これは幼虫が吐糸し易く繭を

作るのに適しているためである。族の上にカイコを移動

させる作業を上族作業と呼ぶ。養蚕が盛んであった時代

は木綿で作られた上族用の蚕網（さんもう）が購入出来，

その網で族全体を覆い，異なる系統のカイコが渥じるこ

とを防いでいた。しかし，最近は蚕網が購入出来ないの

で漁業用の網を代用して用いている。上族が近づくと幼

虫が排出する糞の水分量が増加し，蚕室内は湿度が高ま

る。換気に気をつけ，除湿器等を使って積極的に除湿を

行なう。梅雨時は特に留意が必要である。上族後，休日

となり，蚕室の開閉を 2日程行なわなかったところ，虫
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図13.産（まぷし）
プラスチック製の族。本製品は現在販売中止となっている。劣化が始まっているので代用品の開発が急がれる。

図14.採種用のザル籠
市販のザル籠にアクリル製の透明板を蓋に加工して使用して
いる。

が全滅する事故も経験したことがある。5齢後半から収

繭までは加湿には要注意である。上族させた日から，6

日経た時点で収繭を行なう。経験的に蛹化の遅い系統は

7日としている。収繭後は繭の回りの毛羽取り作業を行

い，図 14のようなザルに入れて羽化を待つ。

5.6. 採種（採卵：カイコの卵は蚕種と呼ばれるため採種

と呼ばれる）

採種は，図 15のような 15蛾付けの蚕卵台紙 2枚から

3枚を保存用に， 1枚を他機関や個人への分譲用に行う。

15蛾付けとは，15の雌雄のペアを作り交尾させ，半日（原

則最低でも 2時間半）後に雄の蛾を外し（割愛），蚕卵

台紙に雌蛾を圏き採種することである。羽化は日の出と

ともに早朝に始まるので，早朝から昼にかけて交尾させ，

午後割愛作業を行う。系統によっては雄が少ない場合が

あるので， 1度交配させた雄を回収し， 2度， 3度と交

配させる場合もあり，これを再交，再々交という。交配
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を終えた雌蛾は 1晩蚕卵させ，翌日に雌蛾を回収する。

蚕卵台紙は整理して種枠（蚕卵台紙を入れる専用の木枠）

へ納め 25°C前後で保護する。

5.7. 蚕種保護

採卵した蚕種のうち，系統保存用は来年まで， 1年間

の保存を行なう。来年の孵化率を良好にするには，採卵

後の扱いが極めて重要である。本学では採種後，地下 l

階の貯桑室にゴキブリ，鼠の侵入を防ぐため網を覆った

専用の蚕種保管箱（図 16) で保護する。地下室は真夏

でも 28.5°Cを上回ることはない。蚕種は 30°cを越すよ

うな高温は避けることが良いとされている。筆者はエア

コンを使用して一夏 25°Cで保護したことがあるが，そ

の翌年は孵化率が極めて劣ることを経験したことがあ

る。温度的には良かったのであるが，エアコン下で低湿

度となったことが孵化率を低下させたと推定した。そこ

で，地下室を利用し，床に水を撒いて湿度を 60%以上

に保つ現在の方法に切り換えた。12月中旬まで地下室

に保護する。12月中旬の地下室内は約 10°cである。湿

度を 100%近くにした冷蔵庫内を 5°Cに設定し，そこへ

蚕種を移動させる。1月下旬に 2°cに温度を下げ， 4月

中旬の出庫まで放懺する。本学では通例行なわれる 12

月の冷蔵庫への移動前の種洗い（たねあらい）を行なっ

ていない。種洗いとは，蚕卵台紙の汚れを水洗いし，冷

蔵中にカビ等の微生物の繁殖を防ぐためのものである。

本学では伝統的にこれを行なっていない。理由は不明で

あるが，多様な遺伝的変異のある系統を扱っており，種

洗いを行なうことで何かデメリッ トを生じたことがある

のではと推定している。カビが生じ易いというデメリッ

トはあるものの，本学の慣例を今の所変える予定はない

が，1つの課題とは考えている。また，春先の中間手入

れ（孵化の斉一性を向上させる温度処理）も本学では行



図 15. 蚕卵台紙
以前は和紙で出来た蚕種専用の台紙が市販されていたが，現在では購入が出来ない。本分野の卒業生が紙の卸問屋を営んでおり，
浸酸処理にも耐える紙を選び出してくれた。左は採種後の台紙。卵色の変異型の写真である。右は採種の様子。

図 16.蚕種保管箱

なっていない。孵化の斉一性が特に大きな問題となった

ことがなかったためと判断しているが，春蚕期の孵化が

悪い系統もあるのでそれらの系統を対象にした限定的な

中間手入れは今後導入が必要と思われる。

6. 凍結保存

凍結保存の方法に関しては，持田ら (2014)によるマ

ニュアルが公表されている。本学では，このマニュアル

を応用して，系統保存への利用を開始している。凍結保

存利用については， 下記のような考え方を晶本としてい

る。

①従来行なわれてきた受精卵を利用した系統保存が，

特別な操作を必要とせず理想である。しかし，国の内外

での選伝子組換え技術やゲノム編集技術等の進展によ

り，保存すべき系統が急速に増大している（ゲノム改変

カイコと呼称）。また，時代のニーズにあった新たな系

統の作出は常に必要な状況で，NBRPカイコの中核機関

にも指定されている本学の保存体制の強化が求められて

いる。

②東日本大震災等の予期せぬ事故対応のバックアップ

体制が必須であるが，カイコではその対策が遅れている。

コアリソースは長野県の風穴にバックアップしているが，

その他の系統は風穴でのバックアップが出来ていない。

風穴とは，夏でも大地から出る冷気により冷やされて

いる場所で，明治期から大正期には蚕種の保存や蚕種製

造に利用されていた。東日本大震災の発生直後，文部科

学省NBR.P推進委員会からバイオリソースのバックアッ

プ体制の充実が提案された。そこで，停電の心配がない

風穴でバックアップ保存を実施している。

6.1. 凍結保存の活用方針

①受精卵を用いた従来の生体での系統保存が理想であ

るが，年間に可能な保存系統数は 750系統 (I期400, 2 

期 100, 3期 100,4期 100, 5期 50)であり，それを超

える場合は凍結保存のみでの維持とする。

②突然変異体系統（コアリソース）の約 500系統は，

受精卵を用いた従来法や，風穴へのバックアップ，凍結

保存による 3重の保存体制で保存を行なう。

③コアリソース以外の系統（現有約 400)については，

系統の特性と利用頻度を考慮して 250系統を選択し，コ

アリソースに準じた保存体制とする。

6.2. 凍結保存の運用状況

で，全てゲノム改変カイコである。既に 5系統について

は凍結卵巣から次世代を得てユーザーヘ分譲している。

ゲノム改変カイコの受け入れ体制は整っているので希望

者は本学までお知らせ下さい。
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②コアリソースの約 500系統のうち，約 90%にあた

る450系統は卵巣凍結，また約 80%(400系統）は精子

凍結保存が進行している。凍結作業を進めると同時に，

凍結した卵巣と精子が解凍後にも有効であるかを評価す

る試験も行なっている。これまでの評価試験では，卵巣，

精子ともに 80%の系統で，解凍後の卵巣，精子から次

世代を得ることが出来ることを確認している。当初，精

子に関しては，解凍後に受精能力が系統によっては低率

である問題点があった。しかし， 3倍体精子を加えるこ

とで大幅な改善がはかられることがわかった。この 3倍

体精子による改善は岩手大学佐原健博士，大日本蚕業技

術研究所竹村洋子博士による研究 (Saharaand Takemura, 

2003) と簡易な 3倍体雄作成に関する東京農工大学横山

岳博士の研究に立脚したものである。液体窒素での保存

が長い系統では卵巣では 7年，精子では 5年 10ヶ月後

に解凍しても有効であることを確認している。

6.3. 凍結保存の課題

①凍結保存した卵巣，精子の有効期間を何年と設定す

るかが課題である。すなわち凍結した卵巣，精子の更新

時期の問題である。現状で説明したように， 6年程の有

効性が示されているが，本格的に凍結保存を開始したの

が2010年前後であるので，全ての系統が何年有効であ

るかは現段階では評価し切れていない。しかし， 6年間

凍結を施した場合と数ヶ月凍結した場合の成績に大きな

差がないことから，さらなる長期であっても問題はない

との感触である。評価に年数のかかる研究であるため，

有効期間決定には至っていないが，一度失うと系統は取

り返しが出来ないので，慎重に検討している。

②現在，雄側のゲノム保存では凍結精子を用いている

が，凍結精巣の利用も可能である。しかし，凍結精巣か

ら次世代を得ることが出来るのは 40%程である。バッ

クアップ保存は凍結精子で可能であるが，複数の方法で

バックアップすることが望ましいので精巣での凍結保存

も進行させている。

7. 形質調査

高品質な系統を維持するために，保存中の系統の形質

調査が必須となる。カイコは卵，幼虫，蛹（繭），蛾（成

虫）と 4回大きく外見を変化させる。そこで，各ステー

ジでの調査を飼育過程のなかで行なっている。

7.1. 卵の形質調査

交尾を終えた雌蛾は通常，割愛後の午後から翌朝にか

けて， 1匹の雌が平均的には 300~ 400 (単位は粒，個）
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の卵を一気に産卵する。系統によっては一気には産卵せ

ず， 2日を要するものもあるので，まずはこの点に留意

する。蚕卵直後の卵は黄色であるが， 2s0cで2日程す

ると系統特有の卵色へと変化を始める。この段階では，

第2項の「保有系統数と系統名について」において記述

した，アルファベットの dとeのグループの形質特性の

調査を行なう。卵色は勿論卵サイズや形が系統の持つ

遺伝特性と一致しているかを評価する。この卵調査は，

生種（なまだね＝非休眠卵）調査も兼ねている。生種

とは，休眠卵とならずに，産卵後 8日程で孵化する卵を

指し，系統保存にとっては苦労させられる存在である。

遺伝的に非休眠である系統以外は，カイコの日常的な管

理（蚕種保護，催青，飼育時期の温度，光，桑の菓の与

え方等）で休眠卵とすることが可能であるが，全てを休

眠卵とすることは出来ず，その発生状況を系統ごとに調

査する必要がある。生種の発生し易い系統は毎年の調査

で把握しているが，予期せぬ系統が生種となるケースも

ある。 1系統に付き， 30~45の雌蛾に産卵させているが，

全ての蛾区 (1頭が産んだ卵を 1蛾区と呼ぶ）において，

大半が生種となる場合もあれば，蛾区ごとに異なり，あ

る蛾区では半分程度，あるいは 3割程，また，ある蛾区

では全く生種は発生せず全てが休眠卵となる場合もあ

り，ケースは様々である。 1系統の総計で休眠卵が 2000

卵以下となる場合は，再度飼育を行なうことにしている。

1998年の第 1期には 459系統のうち 171系統で生種が

多発し，再飼育を第 2期に行なったことがある。生種の

発生は 1年間にわたるカイコの日常的な管理（蚕種保護，

催青，飼育時期の温度，光，桑の葉の与え方等）が影響

するので，確定は難しいが，その年は例年よりも 4月中

下旬の気温が高く推移したためと思われ，それ以降は温

度管理を徹底するとともに，催青期はスタート時期から

照明を付け，全明とする現在の催青方法へ切り換えた。

それ以降は生種発生で再飼育を行なう系統は数系統程度

となっている。

ところで，カイコの系統のなかには遺伝的に卵が非

休眠となる系統が存在する。それらの系統の維持には，

化蛹直後にウアバインを雌蛹に投与することで休眠卵を

誘導している。ウアバインは無機イオンの能動輸送の阻

害剤で，この投与により食道下神経節から休眠ホルモン

が分泌されることが明らかにされている (Takedaand 

Hasegawa, 1976)。ウアバインの実際の投与時期や方法

については名古屋大学大学院柳沼利信博士（現在名誉教

授）から教示頂き， 1つの保存技術として定粧している。



7.2. 幼虫調査（孵化時）

掃立て時には，孵化歩合，幼虫体色，卵殻色等の調査

を行なう 。カイ コでは卵期に胚致死となり孵化出来ない

変異体系統も多数存在する。これらの系統では 100%近

い孵化率を示す蛾区と 75%程度（致死遺伝子をヘテロ

に持つ個体間で交配が行なわれた蛾区）の孵化となる蛾

区が分離するので，孵化率の劣る蛾区を掃き立てる。ま

た，孵化した直後に孵化は行なうものの死んでしまう死

蟻蚕（しぎさん）の分離調査も孵化時に行なう必要があ

る。さらに，孵化時期に識別が容易な，蟻蚕（ぎさん）

体色の調査を行なう。カイコの孵化直後の幼虫は毛が目

立ち，蟻のように見えるため蟻蚕（ぎさん）と呼ばれて

いる。赤や白の変異があり ，この確認を行なう。 この他

にも代謝異常で臭いを発する臭蚕（くさこ）等の調査が

ある。

7.3. 幼虫調査（稚蚕期）

孵化期の調査を終え，掃立てが終了すると，その 2日

後から稚蚕期に致死する系統と発育が遅くなる系統等の

調査を始める必要がある。不眠蚕と総称される致死変異

体群がその lつである。胚子期に発生する変異体調査の

項でも触れたが，致死遺伝子はヘテロでしか維持出来な

いので，不眠蚕の分離を確認した蛾区を残して保存する。

油蚕（あぶらこ）の中にも致死性を発現するものがある

のでこの時期に行なう 。致死性はないが，幼虫期の発育

が追伝的に遅れる系統も存在する。また，特定のマーカー

形質追伝子を持たせた系統では系統内に分離する正常形

質個体との発育差が大きくなり，同時に飼育を続けると

目的とする形質を持つ個体を失なったり，極端に個体数

が減少する場合がある。そこで，飼育開始後のなるべく

早い時期に分離して飼育を行なう措置も必要となる。

7.4. 幼虫調査（壮蚕期 1)

カイコの脱皮回数は 4回が最も多いが， 2回 3回，5

回と遺伝的に変異がある。また，同じ 4回の脱皮回数で

も各齢期に長短がある。このような形質が系統に応じて

発現されているかを調査する。皮内体色の変異を判定す

るには，脱皮直後，あるいは眠の直前が判定し易い系統

もあるので，適時での調査を行なう。

7.5. 幼虫調査（壮蚕期 2)

飼育を行なっている幼虫は，全個体を対象に 5齢 3日

を目安に形質調査を行なう。目的は，確実に目的形質を

持った個体が飼育されていることや，他系統の個体の混

入がないこと，新規な変異体が存在しないことなどを確

図17.幼虫調査
形質を評価し，野帳に記録する。調査時の写真は，研究打合
せで本学を訪問されていた弘前大学比留間潔博士により撮影
されたものである。

認するためである。また，交配に備えて頭数の整理を行

なうためでもある。第 1蚕期は，約 20万頭の個体調査

を5日間で行なう。手順としては，蚕箔から幼虫を全て

カル トンと呼ぶ調査用の トレーに移し，調査室にて形質

調査を行う（図 17)。幼虫皮附の色，斑紋形成パターン，

体形（太い，細い）皮問の固さ，胸肢，腹肢，モザイク

性，Ill奇形性など，多様な形質を l頭 l頭チェックする。

第 1次評価を行なった後野帳記録前に第 2次評価を行

い，その結果を記帳する。この調査により系統の品質を

保つとともに，新たな突然変異体の発見に繋がっている。

7.6. 繭調査（蛹調査）

繭調査は，繭やその中の蛹の形質調査を行なうととも

に，交配の準備を進める重要なステップとなる。形質調

査としては，第 2項の「保有系統数と系統名について」

において記述した，アルファベッ トのbや cのグループ

等の形質特性にあたる繭の形，同功繭性 (2頭以上の幼

虫がいっしょに 1つの大きな繭を作る性質），繭色や，U

のグループの形質である蛹の体色，形，騎形性等の調査

を行なう。蛹の形質は繭を切開しての調査となる。交配

に備えた雌雄鑑別でも繭切開を必要とし，繭から出難い

系統も多数存在するので，多忙な調査となる。 氷
繭

苔III

7.7. 成虫調査（蛾調査） 坦
/,  

カイコは成虫期の突然変異形質は少なく，蛾の斑紋， へ
斗

翅の大きさ，鱗粉形成の量の変異，成虫寿命等の調査と 斗I

なる。

8. おわりに

系統保存の現場では特に病蚕の発生の防止には気を

配っている。 とこ ろが，2015年には，春蚕期である 0151
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期 (5月）に稚蚕時期から核多角体病 (NPV)が大発生し，

飼育は困難を極めた。筆者の 40年余りの蚕飼育経験の

なかで経験したことがない，病蚕発生であった。絶滅の

危機に瀕する系統が飼育系統の 1割の 50系統に上った。

予備保存していた卵を用いて，鹿児島県指宿市にある本

分野の隔離飼育施設で 0152期 (6月下旬から 7月）に

飼育し，何とか絶滅を食い止めることができた。その際

は，蚕病に関する多くの専門家にお世話になった。特に

早期に NPV感染を発見して頂いた九州大学大学院青木

智佐博土， NPVに有効な消毒法を教示頂いた大日本蚕

糸会蚕業技術研究所野澤瑞佳博士にはお世話になった。

系統保存は，毎年同じことを繰り返し，世代を更新さ

せる仕事である。飼育中は病気防止が最大の課題となる

が，飼育期間以外も，突然の停電時や冷蔵庫故障時には

蚕種を保存している冷蔵庫内の温度の上昇が心配とな

る。天候による桑の成育を気にしたり，病気発生の要因

となる濡れグワ給餌を避けるための桑摘みのタイミン

グ，また桑の病気対策等と守備範囲は広い。筆者は大学

の移転に伴う，桑園移転（約 2.6ha) を経験中であるが，

このエ程でも種々の問題に遭遇し，これまた多方面の

方々にご支援を頂いている。これについてはまた別の機

会にご紹介出来ればと考えている。

最後になるが，本学で維持しているカイコ系統は各々

の系統ごとに歴史がある。また，系統保存に関わる 1つ

1つの工程にはわが国で発達した蚕糸学や蚕糸業で高度

化した技術が集積している。今回の特集の冒頭にある「特

集にあたって」の文章のなかで述べたように，繭生産は

長期にわたって世界ーであった。そのなかで育まれた財

産の一端を今回の特集に見ることができたのではないで

あろうか。当事者としては，系統維持には様々な場面で

様々な知識と経験が必要であることをあらためて認識す
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る機会ともなった。財産を継承し，発展出来る能力を持っ

た人材育成が順調に行なわれ，わが国の貴重な財産が失

われることがないよう願って本稿を閉じることにする。
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