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実用的な緑繭蚕品種の育成
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NORIKO IIDA， YUJI TSURUI， YUKIO TANAKA and IZUMI TSUNEY AMA: Breeding of silkworm 
races for obtaining flavonoid-rich cocoons 

緒言

近年，フラボノイドに抗酸化能をはじめとする生理的に有効な作用がある 1.2.3)ことが報告され，家蚕に

おいてもフラボノイドを多 く含む繭をつ くる実用蚕品種の提供が望まれている。これまでに存在する品種

の中では， r大造J4.5) がフラボノイドを多く含む繭をつくることで知られているが，この品種は繭糸の生

産量が少なく，繭が毛羽取り機で処理できないなど，実用の面でいくつかの欠点もある。 また， r大造」

を用いて育成された実用品種に「いろどり」引があるが，この品種は地域プランドとして活用範囲が制限

されている。そこで著者らは，フラボノイドを含有する繭がより広範の場面で活用されることを目途に，

「大造」を素材とした日本種系と中国種系の原種の育成を行った。本報では，それら原種の育成経過な ら

びに両原種を交雑した実用品種の性状について報告する。

本文に先立ち，品種育成に関する助言を賜った蚕業技術研究所元技師長阿相敏雄氏，繰糸調査にご協力

いただいた蚕糸科学研究所関係各位ならびに本稿の高聞を賜った蚕業技術研究所長井上元博士に深く感謝

の意を表する。

材料と方法

1)原種の蛾区選抜および個体選抜

緑繭種「大造」に日本種および中国種の白繭種をそれぞれ交配させ，そこから得られた 2種の原種素材，

すなわち日本種系緑繭種rBNgJと中国種系緑繭種 rBCgJについて，繭色の発色度合，繭形な らびに繭

層歩合などの形質の向上を目指して， 1997年より改良を進め， 2000年に再度白繭品種を交配した。2004年

からは，繭色を揃えることを主要な目標として蛾区選抜および個体選抜を進めた。選抜では，特.に繭色が

濃く実用形質の優れたものを選び，それらを用いて継代を繰り返した。

2)検定交雑試験

2005年の初冬蚕期には，それまで目視により繭色の選抜を進めてきたrBNgJとrBCgJについて， 遺

伝学的見地からの繭色固定の有無の確認を目的とする検定交雑7)を行な った。

図 lに示すよう に，2005年の初秋蚕期に採ったrBNgJおよびrBCgJの蚕種各 4蛾をそれぞれ 2分 し，

一方は後代のために保存 し，他方をつづ、く 晩秋蚕期に間育して，日本種系緑繭種と白繭種 rNJとの正逆

交雑種rBNgXNJと rNXBNgJおよ び中国種系緑繭種と白繭種 rNJとの正逆交雑種rBCgXNJと

rN XBCgJの4交配形式の蚕種をつ くり， 1交配形式あたり48蛾の蚕種を用意して，初冬蚕期に，繭色

が均一な蛾区のみを選抜 ・継代することを目的とした検定交雑を行った。ここでは，図 2に示すように，

l交配形式あたりの調査区数を4区 (1区あたり 12蛾)とし，掃立時に各蛾区から蟻蚕を25頭ず、つ無作為

抽出して 1区あたり300頭で飼育し，これらの蚕がつ くった繭の色について濃淡の有無を調査した。
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3)交雑種比較試験

2006年の晩秋蚕期に， IBNgJと IBCgJの交雑種である IBNgXBCgJおよびrBCgXBNgJについ

て，繭色に関する組み合わせ能力を調査することを主目的とした交雑種比較試験を実施した。対照には，

繭糸繊度と解野率および生糸量歩合を重視して，細繊度系実用蚕品種「かい・りょう ×あけ ・ぼの」を供

試した。

4)雌雄別の繭色調査

2004年春蚕期から2005年晩秋蚕期までの聞に，雌雄による繭色の濃淡差について，継代用の蛾区を対象

に調査を行った。まず，前報B)で得られた紫外光および可視光(目視)での観察知見に基づいて，繭色の

濃淡を目視で分別し，必要に応じて紫外光下で観察した後，それらの繭の雌雄鑑別を行うと共に雌雄別の

粒数を調査した。

5)飼育条件

春蚕期，初秋蚕期および晩秋蚕期の幼虫飼育は全てー蛾育とし， 1齢-3齢は椎蚕用人工飼料(日本農

産工業 KK製)で飼育し， 4齢-5齢は桑葉育で行った。

なお，検定交雑は初冬蚕期に実施したため，幼虫飼育は全齢人工飼料育で行った。この検定交雑の目的

は，繭色に関する遺伝子型がヘテロ接合体と思われる繭色に濃淡のある蛾区を取り除き，その後に継代す

る緑繭種の繭色をより均一に近づけることであるため，人工飼料育と桑葉育における繭色の差異は考慮に

入れなかった。

結果

1.日本種系緑繭原種の育成

日本種系緑繭種 IBNgJの直近 3年間の育成経過を以下に示す。

a) 2004年の選抜育成

春蚕期は，飼育した 5区のうち 2区に白繭および極淡い色繭が含まれていた。そのため，白繭が含まれ

ていなかった 3区の中から濃い色繭の数が多い蛾区を選出し，その中から繭色が濃く繭形のよいものを選

繭して継代に用いた。初秋蚕期では，春蚕期に継代したものを 3区飼育した。その結果，そのうちの 2区

において春蚕期よりも全体的に繭色が濃くなっていたため，化踊歩合および繭層歩合を踏まえて 1区を選

出し，その中から繭色が濃く繭形の良いものを選んで継代に用いた。晩秋蚕期は，初秋蚕期に継代したも

のを 3区飼育した結果，どの蛾区においてもほぼ濃淡差がなく同程度の繭色となったので，他の蛾区より

も減蚕歩合の低い l区から繭形のよいものを選出し，これを用いて継代を進めた。

b) 2005年の選抜育成

春蚕期は，前年の晩秋蚕期に継代したものを 3区飼育した。その結果，どの蛾区においても繭色に目立

つ濃淡は見られなかったが，その中から特に濃い色繭の数が多い 1区を選出し，さらに繭色の濃いものを

選繭して継代に用いた。初秋蚕期では，春蚕期に継代したものを 3区飼育して，繭色の濃淡が目立つ 1区

を除く 2区のうち，繭色がより濃い蛾区を選出し，その中から特に繭色の濃いものを選繭して継代に用い

た。採種時には蚕種をー蛾別に 4区っくり，各蛾区を産卵台紙上で二分して，その一片はつづ.く 晩秋蚕期

に飼育する検定交雑用蚕種の製造用に，もう一片は，検定交雑の結果を踏まえて翌春蚕期に飼育する継代

， 用の蚕種として扱った。晩秋蚕期では，さきに検定交雑用蚕種の製造用とした 4区を飼育して，各蛾区か

， ら無作為抽出した繭と白繭種 iNJとの正逆交雑種 8組み合わせを採種し，検定交雑用蚕種の製造を行っ

た。初冬蚕期は検定交雑を行い，晩秋蚕期に製造した 8組み合わせの蚕種について，幼虫を飼育してその

繭色を調査した。その結果，すべての組み合わせで繭色に濃淡差が認められなかったため，繭色に関する

遺伝子型がヘテロ接合のものは含まれていないと判断し，さきの初秋蚕期に製造した継代用の蚕種 4区す
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図 1. 検定交雑用蚕種の製造の概要

図 2.検定交雑試験方法の概要

図 3.緑繭品種の原種，交雑種および 「大造」の繭
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べてを継代に用いることとした。

c) 2006年の選抜育成

春蚕期は，前年の初秋蚕期に製造した 4区を飼育した。その結果，繭色についてはどの蛾区においても

同程度で，同蛾区内での目立つ濃淡差も認められなかった。これらの l区あたりの卵数は，産卵台紙上で

二分したうちの一片分で通常のおよそ半分の数であるため，計量形質による選抜などはせずに蛾区間での

交配を行うことで継代した。初秋蚕期では，春蚕期に継代した 4区について飼育した結果，すべての蛾区

で目立つ繭色の濃淡は認められなかった。その中からより濃い色繭が多く 化踊歩合の高い 2区を選出し，

それらの中から繭形の良いものだけを選繭して継代用とした。残りの 2区は中国種系緑繭種との正逆交雑

種rBNgXBCgJおよび rBCgXBNgJの製造用に用い，つづく晩秋蚕期に交雑種比較試験に供試した。

なお，原種rBNgJの繭を図 3に示す。

2.中国種系緑繭原種の育成

中国種系緑繭種rBCgJの直近 3年間の育成経過を以下に示す。

a) 2004年の選抜育成

春蚕期では，飼育した 5区のうち 2区に白繭および淡い色繭が含まれていたため，それらを除いた 3区

の中から濃い色繭の数が多い 1区を選出し，その中から繭色の濃いものを選繭して継代に用いた。初秋蚕

期は，春蚕期に継代したものを 3区飼育して，これらの中から他の蛾区に比べて濃い色繭が多かった 1区

を選出し，その中か ら繭色の濃いものだけを選繭して継代に用いた。晩秋蚕期は，初秋蚕期に継代した も

のを 3区飼育した。その結果，すべての蛾区でほぼ濃淡がなく同程度の繭色であったが，繭色がより均一

なl区を選出し，その中から繭色の特に濃いものを選繭して継代に用いた。

b) 2005年の選抜育成

春蚕期は，前年の晩秋蚕期に継代したものを 3区飼育した。その結果，どの蛾区も同程度の繭色であっ

たが，特に繭色が濃いと思われる 1区を選出し，その中から繭色の濃いものを選繭 して継代用とした。初

秋蚕期では，春蚕期に継代したものを 3区飼育した結果，繭色の濃淡の目立つ 1区を除く 2区のうち繭色

がより濃い蛾区を選出し，その中から繭色の濃いものを選繭して継代に用いた。採種時には蚕種をー蛾別

に4区っくり，各蛾区を産卵台紙上で二分して，その一片はつづ.く晩秋蚕期に飼育する検定交雑用蚕種の

製造用に， もう一片は検定交雑の結果を踏まえて翌春蚕期に飼育する継代用の蚕種として扱った。晩秋蚕

期では，さきに検定交雑用蚕種の製造用とした 4区を飼育して各蛾区から繭を無作為抽出し，これらと白

繭種 iNJとの正逆交雑種 8組み合わせを採種して，検定交雑用蚕種の製造を行った。つづく初冬蚕期は

検定交雑を実施し，晩秋蚕期に製造した 8組み合わせの蚕種について，幼虫を飼育 して繭色を調査した。

その結果，すべての組み合わせで繭色に濃淡差が認められなかったため，繭色に関する遺伝子型がヘテロ

接合のものは含まれていないと判断し，さきの初秋蚕期に製造した継代用の蚕種 4区すべてを継代に用い

ることとしfこ。

c) 2006年の選抜育成

春蚕期は，前年の初秋蚕期に製造した 4区を飼育した。その結果，繭色はどの蛾区においても同程度で，

蛾区内の目立つ濃淡差も認められなかった。これらの 1区あたりの卵数は，産卵台紙上で二分したうちの

一片分で通常のおよそ半分の数であるため，計量形質による選抜などはせずに蛾区間での交配を行うこと

で継代した。初秋蚕期では，春蚕期に継代した 4区について飼育した結果，同時期に飼育した日本種系緑

繭種rBNgJと比べて繭色がやや淡い傾向にあったが，すべての蛾区で繭色の目立つ濃淡差は認められな

かった。その中から濃い色繭の数が多い 2区を選出し，その中から繭形の良いものだけを選繭して継代用

とした。残りの 2区は日本種系緑繭種との正逆交雑種 rBNgXBCgJおよび rBCgXBNgJの製造に用い，

つづく晩秋蚕期に交雑種比較試験に供試した。なお，原種rBCgJの繭を図 3に示す。
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表 1. 交雑種比較試験成績 表 2.繭色濃淡の雌雄比

品種(交配)名 31~g X SCg 8Cgxs;o，!g かいりょう x晶け・ぽの
飼育時期 歪品種 間色の濃さ ♀ 。i

母体 日本種 中国穫 中国種

;農 147 42 
r;字化歩合作も) 85 S8 95 

2004年春 BCg ;尖 13 36 

5齢回数(日時間) 7.00 6.17 7.00 E十 160 78 

全齢回数 (日.時間) 23.23 23.23 24.06 
濃 191 68 

社蚕減蚕歩合 (%) 0.7 0.5 2∞4年初秋 BCg ，炎 11 113 

族および泊中減蚕歩合 (怖) 0.7 0.8 0.5 E十 202 181 

化踊歩合 (同) 98.7 98.2 99 ;農 49 

2004年 晩秋 BCg ;炎 2 48 
1万頭総収悶量 (kg) 17.6 16.9 17.8 

玉繭蚕歩合 (帖) 1.7 0.3 0.7 
2十 51 49 

12粒数 84 90 92 特濃 112 25 

中間 41 43 
金崎重 (g) 1.74 1.69 1.86 BNg 

淡 25 102 

繭層重 (cg)
2005年 春

36.4 35.4 41.9 E十 178 170 

砲層歩合 併も) 20.9 21.0 22.5 
BCg 濃 120 25 

繭糸長 (m) 1，016 1，020 1，292 

繭糸量 (cg) 26.4 25.3 30.6 ，農 191 101 

2∞5年初秋 BNg j斑 16 60 

簡糸繊度 (d) 2.34 2.24 2.13 

E十 207 161 

解告干糸畏 (m) 1，000 942 1，251 

濃 193 85 
解書予糸量 (cg) 26.0 23.4 29.6 

2005年晩秋 j員 8 95 BCg 

解書干率(%) 98.4 92.4 96.8 
百十 201 180 

生糸量歩合(怖) 14.75 14.56 17.10 

歩働(怖) 70.6 69.3 76.0 

3.交雑種比較試験

2006年晩秋蚕期に行った交雑種比較試験の成績を表 1に示す。 ここでは， 日中緑繭種の正逆交雑種

IBNgXBCgJおよび IBCgXBNgJの飼育をして，それらの性状調査を行った。その結果，中国種母体

の IBCgXBNgJは日本種母体の IBNgXBCgJよりも僻化が良く 2頭以上の蚕で lつの繭をつくる玉

繭蚕歩合が低いという傾向がみられた。一方， iBNgXBCgJはu粒数の値から読み取れるように，

IBCgXBNgJよりも大きな繭をっくり，解野率が高い，すなわち繰糸中に繭糸が切れる回数が少ないと

いう傾向がみられた。また，両系統の繭糸繊度は 2.24d-2.34dと細目で，解静率は高い値であった。 こ

れら IBNgXBCgJおよび IBCgXBNgJの繭を図 3に示す。

4.雌雄別の繭色調査

雌雄による繭色の濃淡差についての調査結果を表 2に示す。これは，両品種の全ての蛾区を調査したの

ではな く，採種に影響しない範囲で継代用の選抜蛾区を対象に行ったものなので，この結果をもとに結論

付けることはできないが，濃い色繭はメスに多 く，薄い色繭はオスに多いという傾向9)が示された。その

ため，繭色遺伝子については，両品種ともに緑繭遺伝子 Gcだけでな く笹繭遺伝子Gaおよび Gbが存在す

る10)可能性も示唆された。
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考察

繭色固定の有無の確認を目的とした検定交雑試験の結果，日本種系緑繭種rBNgJおよび中国種系緑繭

種rBCgJの繭色を支配する主動遺伝子は，優性のホモ接合であると判断した。しかし，この繭色の形質

は完全に固定されたものではなく，個々の遺伝子の効果は主動遺伝子よりも小さいが同義的に作用すると

される微動遺伝子11)の存在が推測され，その働きによって，今後，単に飼育・継代を繰り返していくだけ

では繭色に濃淡がでてくる可能性がある。その上，雌雄別の繭色調査の結果より，両品種ともに緑繭遺伝

子 Gcだけでなく笹繭遺伝子 Gaおよび Gbが存在していることも推測され，これらの遺伝子が実在した場

合，遺伝子の組み合わせやそれぞれの遺伝子の作用がより複雑になって繭色に濃淡がでてくる可能性も考

えられる。そのため， rBNgJおよびrBCgJの性状について現状を維持していくには，これまでと同様

に繭色や計量形質に配慮しつつ，適宜，蛾区および‘個体の選抜を行い原種の系統を維持することが必須で

あり，これと並行して，交雑種の持つ特性が大きく逸脱することのないように交雑種比較試験で検証する

ことが不可欠であると考える。

日中緑繭種の正逆交雑種rBNgXBCgJおよびrBCgXBNgJについて，今回の試験成績による両品種

の性状は，幼虫は比較的丈夫で飼育しやすく，その繭は現行蚕品種と比べてやや小ぶりであるが，生糸量

につながる繭層量も特に劣ることなく，繰糸のしやすさも良好であると評価された。

なお，交雑種rBNgXBCgJおよびその逆交雑種は「緑繭 1号」と記号をつけられ，織物業者等による

農家での飼育が実施されている。

摘要

蚕遺伝資源として保存されている緑繭品種「大造」を優れた計量形質を持つ日本種系および中国種系の

優良原種と交配することで，日本種系緑繭種および中国種系緑繭種の 2種を作出し，繭色の発色ならびに

計量形質の向上を目指して品種改良を進めた。その結果，個体選抜および、蛾区選抜による効果が現れ，繭

色はより濃くなって均一に近づき，計量形質も向上した。そして，両原種の交雑種は「緑繭 l号」と記号

をつけられ，蚕糸絹業に提供されている。

Summary 

Breeding of silkworm races for obtaining flavonoid-rich cocoons. 

The pigment “flavonoid" which has antioxygenation came to attract attention. With it， offers of 

colored cocoon races containing flavonoid came to be demanded as to silkworm， Bombyx mori. 

To reply to these offers， we carried out breeding of Japanese and Chinese parental races for making 

F， hybrid of green cocoon， by using “Daizo" which is a green cocoon race of genetical stock and is 

assumed to contain much flavonoid. 

As a result， an effect of the selection appeared in both of BNg and BCg parental races. Their cocoon 

color became darker and nearly uniform， and on the genotype which is related to the cocoon color， it 

was concluded that major genes are the dominant homozygote in both races， based on the result of 

test-cross for these ones. 

However， uneven dark color may come out in future depending activities of minor genes which are 

effective to cocoon color， if any. Therefore， it is important to continue selection for maintaining 

cocoon color. 

These F， hybrids， BNgXBCg and BNgXBCg， were named as “Ryokken 1 gou" and were tested at 

the farm for practical use. 



蚕糸会研報 55号 飯田のり子 ・鶴井裕治 ・田中幸夫・常山 泉 63 

引用文献

1 )星野智巻 ・寺尾純二 (1996)生体内における脂質過酸化反応のフラボノイドによる抑制作用.食品研究成果情報， 8， 20. 

2 )山崎昌良 ・中村直子 ・粟岡 聡 ・小松計一(1998)笹繭のアルコール抽出物の抗酸化作用.日蚕雑， 68， 167-169. 

3 )山崎昌良 ・中村直子 ・粟岡 聡 ・小松計一(1999)繭の抗酸化作用について.蚕研集報， 47， 1-4. 

4)藤本直正 ・林屋慶三 (1961)繭の色素に関する研究(咽)繭の含有色素による家蚕品種の分類とその地理的分布について.

日蚕雑， 30， 83-88. 

5 )藤本直正(1955)緑繭及び笹繭に関する遺伝子の作用並びに色素について.日蚕雑， 24， 373-376. 

6 )農林水産省農蚕園芸局(1995)蚕の新品種.技術資料， 130， 3-4. 

7)黒田行昭 ・沖垣 達 ・阪本寧男・塚本増久(1995)基礎遺伝学， 116-117，裳肇房，東京.

8)飯田のり子・鶴井裕治 ・福田直子 ・中山真義 ・常山 泉 (2007)蚕糸会研報， 55， 53-56. 

9 )橋本春雄 (1941)蚕における連関の研究IV笹繭の遺伝.蚕試報， 10， 347-358. 

10)藤本直正 ・久保 惰(1969)笹磁遺伝子 Gbと黄蛍光色遺伝子 Eγとの関係について.日蚕雑， 38， 91-94. 

11)西尾岡IJ・向井康比己 ・大津良・草場信 ・鳥山欽哉 (2006)遺伝学の基礎， 14， 44-46，朝倉書庖，東京.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

