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動物遺伝資源保存の現況

鈴木達行*

はじめに

世界各地で動物遺伝資源保存の重要性が認識さ

れるようになったのは， 1980年，ローマで開催され

た FAOとUNEPの動物遺伝資源に関する政府間協

議に端を発している。元来，わが国における動物遺

伝資源は農林水産省，大学，地方自治体の研究機関

で保存を目的とするのではなく，改良，増殖など研

究対象に活用されてきたが， 1984年に 「遺伝資源と

しての生物の確保方策について」と称する科学技術

庁資源調査会の答申に基っき， 1985年から動物遺伝

資源のジーンパンク事業が開始された 3)。このよう

に FAOとUNEPの動物遺伝資源の保存と保存計画

策定に関する勧告から世界各国でジーンパンク事

業が取り組まれるようになった。本報では社会の要

請に応えて活発に活用される動物，社会や地球規模

の環境変化によって絶滅の危機にある動物，すでに

絶滅した動物について， 2007年 11月，韓国で開催

された動物遺伝資源管理に関する日韓共同シンポ

ジウムの話題を中心に提供する。

わが国における

動物遺伝資源保存の現況

農林水産省では動物，微生物全般にわたって遺伝

資源の収集，保存を行い，生物遺伝資源の情報を提

供している。農林水産省のジーンパンク事業は 1985

年に開始され，農業生物資源研究所 (National

Institute of Agrobiological Science) をセンターバン

ク，家畜改良センター，畜産草地研究所 (National

Institute of Livestock and Grassland Science)，動物

衛生研究所(NationalInstitute of Animal Health)や蚕

糸 ・昆虫農業技術研究所をサブ、パンクとして動物，

微生物，遺伝子の国内外における遺伝資源の探索，

収集，分類，同定，特性調査，増殖，保存を行って

いる。とくに貴重な遺伝資源が消失する危険性の高

い開発途上地域では，遺伝資源の保全と利用のため

に国際的な共同研究を行っている。また， FAOへの
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遺伝資源保存に関する資金拠出や JICAプロジェク

トなど国際的取り組みに参加し，生物多様性の保全

に貢献してきた。

動物遺伝資源部門の運営体制

センターバンク サブパンク 取扱い動物名

牛，水牛，緬羊，山羊
農業生物資源 畜産草地研究所豚，鶏，ウズラ，ウサギ
研究所

ミツバチ

蚕糸・昆虫農業技帯
術研究所 且

マメジカ，イヌ，鶏，
動物衛生研究所マウス，ハムスター，

家畜改良センター

ハタネズミ，スナネズミ

牛，馬，豚，緬羊，
山羊，鶏，兎

各研究機関では毎年国内外に専門家を派遣し，動

物の分布と変異を調査し，多様な遺伝資源を確保し

ている。新たに登録される動物遺伝資源の総数は，

国内外の研究機関との交換を含めると年間 10件を

超えている。これらの探索，収集に関する活動は 「動

物遺伝資源探索収集調査報告書」として公表されて

いる。収集した動物は専門の研究者によって同定さ

れ，その特性が調べられている。同時に精子や卵子

の採取を行い，液体窒素中に保存している。2006

年現在，登録品種数は約 900点に及んでいる。

ジーンパジクが保有する動物遺伝資源は，試験研

究または教育を目的として使用することが出来る。

毎年，約 50品種の動物。昆虫遺伝資源が圏内の研

究機関などに配布されており，遺伝子解析・多様性

および生理・生態の解析，植物との相E作用の解明，

繊維素材の開発などに貢献している。また，中国産

多産系豚「梅山豚」のように育種交配に利用される

ものもある。

牛

家畜化された牛を大別すると北方系とインド系，

その中間型に分けられる。北方系はオーロ ックス，
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インド系はインダス川流域に生息する原牛が家畜

化された。Y染色体は北方系がサブメタタイプであ

るのに対し，インド系はアクロタイプである。アジ

アには 4種の野生ワシ属がある。チベット高原を中

心に分布するヤク，インド以東からインドシナ半島

に分布するガウールとパンテン，インドシナに限定

的に分布するクープレイである。ガウーノレの家畜型

であるミタンはブータン，インドのアッサム，パン

グラデッ、ンュとミャンマーのアラカン山脈，中国の

雲南省，チベット自治区で飼育されている。パンテ

ンの家畜化はパリ牛である1)。

黒毛和種

今日，高級肉用牛として同定されている黒毛和種

は中国，近畿地方が原産である。つまり，わが国の

中国や兵庫地方で役肉兼用であった在来牛を洋種

と掛け合わせて造りだした肉用専用種のことであ

る。もともと黒毛和種は天然記念物として保護され

てい・る見島牛や口之島牛と同じように半野生牛に

近いもので、あったが，弥生時代以降における稲作の

発展で農耕用として扱われていた。見島牛は性質温

順で、小柄なため，婦女子にも使役が可能で，役用牛

として農耕，運搬に広く使われていた。これらの原

種では産肉量は少ないが，肉質は優れていて筋繊維

が細かく肥育により筋繊維聞に脂肪が沈着する，い

わゆる「霜降り肉Jの生産を特徴としている。明治

時代になると肉食文化の導入から都市を中心とし

て乳肉需要が高まり， 1900年(明治 33年)に政府

は洋種のシンメンタール，エアーシャ，ブラウン ・

スイスをヨーロツノ切ミら導入し，中国や兵庫地方に

おいて黒毛和種と交雑して品種改良を行った。島根

県ではデボン種，広島県ではショートホーン，兵庫

県，鳥取県ではブラウン ・スイスとの交雑が進めら

れた。その結果，体格，発育，早熟性，飼料効率な

どに効果が現れたが，農耕能力の低下，肉質の劣化

などの欠点が露呈したため，明治末期になると生産

者聞にこれらの雑種生産熱が次第に冷めていき，純

粋種の作出が尊重されるようになった。その後在来

種と洋種の長所を取り入れながら改良が進められ，

今日ある和牛に同定された。

今日にみる和牛の改 良

日本の肉牛の頭数は 174万頭で，このうち 86%は

黒毛和種が占め繁殖用雌牛は 60万頭を超える。こ

のほか，熊本県の褐毛和種，東北地方の日本短角種，

山口県の無角和種などがあるが，今日では圧倒的に

黒毛和種の飼育が多い。市場での評価を得るために

優良な雄牛の精液が選択される。

産肉能力を最大限に発揮させるため，枝肉とロー

ス芯面積，肉量と脂肪交雑を主眼とした肉を得るた

めに牡と牝の適正交配に力点が置かれている。先進

地として注目される岩手県，岐阜県，島根県，佐賀

県，大分県，鹿児島県での交配パターンは鳥取系，

島根系，兵庫系の三つの交配(三元交配)である。

2002年の和牛ランクをみると，菊谷，福昌，安福，

福栄など但馬系の牡との交配が上位を占めている。

島根県の名牛第7糸桜は島根県内の蔓牛に但馬系を

交配して作り出され，体型，増体への遺伝子が強く

出た例である。通常，改良度を高めるために次のよ

うな交配が行われている。

L 兵庫系の牝には鳥取系の牡

2.鳥取系と島根系の牝には兵庫系牡

3 ハーフ系の牝には島根系牡

家畜改良センタ一 ，家畜改良事業団

と 県畜産試験場

家畜改良事業団が行っている黒毛和種牛の平準

化事業は，家畜改良センター，県，市場から購入し

た「候補種雄牛」を県，団体を通じて血統，遺伝的

能力の多様性を考慮、してアトランダムに調整交配

を行い，その産子を用いて間接検定を行い，その成

績を経て種雄牛を選抜している。その結果「安福 165

の 9J，北国 7の 8J などのように脂肪交雑が高

く，枝肉重量が出るような種牛の精液を用い，全国

の肉用牛農家から 10万頭を超える子牛が生産され

た。 ほとんどの県では作出種雄牛のセット数が 2~4

頭で，その中から 1~3頭の種雄牛を選抜するため，

実質的には選抜がかかっていない状況に陥る。種雄

牛の精液は少ないものでも年間 2万本，多いもので

は 4~5 万本を生産できるが，各県での利用度は高

いものでも数千本に留まっており ，県外での利用を

禁止しているなど閉鎖性が高い。

このため 1999年から県，事業団が選定した種雄

牛の産子を同時検定する平準化事業が始まった。こ

の事業全体のコーディネート，能力評価は家畜改良

センターが実施することになっている。肉用牛の選

抜形質として，肉質 (BMS，ロース芯面積，皮下脂

肪厚，パラの厚さなど)と経済形質 (DG，TDN，推

定歩留など)があるが，今後の総合評価はDG，BMS，
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ロース芯面積について，それぞれ 1: 2 : 1の割合で

行い， BMSを重視しつつ， 他の形質も考慮しバラ

ンスのとれた能力を持つ種雄牛を選抜することに

なろう。最近の家畜改良事業団の選抜結果では 26

頭の候補種雄牛のうち 9頭を選抜し，上位 7頭は総

合育種価， 2頭を需要の多い系統から選抜している。

県由来の選抜牛では生産県に 1/2を，他の1/2を全

国利用するシステムとしている。

市場で販売される黒毛和種素牛の平均子牛価格

(1 0 ヵ月齢)は 30~60 万円の幅にある。 宮崎， 鹿

児島，事業団の種雄牛では l万頭以上上場されてい

るものもかなりあるが，多くても 5千頭，ほとんど

が 2~3千頭に留まっているのが現状である。一方，

民間企業から作出，販売されている 「平茂勝J r北
安勝 23Jなどのように市場評価の突出したものも存

在する。

日本短角 (Japaneseshort horn) 

褐毛和種 (Japanesebrown) 無角

和種 (Japanese po I e) 

日本短角 :南部牛にショートホーンを交配して同

定されたもので，岩手，青森，秋田県，

北海道で飼育されている。

褐毛和種 :韓牛にシンメンタールを交配して同定

されたもので，熊本，高知県で飼育さ

れている。

無角和種 :黒毛和種にアパーディンアンガスを交

配して同定された。山口県で 1，700頭

が飼育され，無角公社が利用，保存に

力を注いでいる。無角和種は輸入牛肉

やホルスタイン種肉との品質による差

別化がむずかしく 3) 飼育農家の減少

が危倶されている。

絶滅の危機にある 牛

山口県見島で見られる見島牛は 1928年に天然記

念物として指定され， 2002年の調査によると♀83

頭，♂15頭で、あった。見島牛は萩市の保存会，山口

県，山口大学が連携して保存，管理に当たり ，山口

県畜産試験場では凍結精液を採取し，ホルスタイン

と交雑して見蘭牛として市場に出している。見島牛

は筋繊維が繊細で，肉聞に霜降りが入りやすいので

遺伝資源して貴重である。鹿児島県のトカラ島の一

角，口之島でみられる口之島牛も天然記念物に指定

された。口之島牛は平安時代に編纂された平治物語

の絵巻で牛車を曳く牛として描かれていることか

ら，この時代，すでに家畜化されていたことが判る。

その後，使役の機会を失い野生に戻った。2004年の

調査による生存頭数は♀22頭，♂23頭で貴重な遺

伝資源として可能な限りヘテロ性をもたせて繁殖

させて保存し，多様な実験繁殖集団として確立させ

ることを目的として維持管理が行われている。同時

に，他品種との交配を行い交雑種育種の素材として

活用し，形態学，分子生物学，行動学など多方面か

らの研究によって新たな形質の検索が行われてい

る。また，口之島牛は鹿児島大学と名古屋大学で 20

頭ずつ保存され試験研究に活用されている 3)。

図 l 見島牛

関2 口之島牛

家畜改良センターで保存されている

牛の 遺 伝資源

家畜改良センターで保存されている牛の遺伝資

源では，褐毛和種， 日本短角種，アンガス，へレ

フォード，マレーグレーの凍結精液が十勝牧場，
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ジャージーの凍結精液と受精卵が岩手牧場，見島牛，

無角和種の凍結精液や受精卵が鳥取牧場に保存さ

れている。黒毛和種では鳥取花系，島根倉花系，兵

庫熊波系，広島岩田系，岡山下前系，兵庫城崎系，

岡山中屋系，兵庫茂金系，鳥取気高系，岡山藤良系，

鳥取栄光系，兵庫菊美系，兵庫奥城系，兵庫田尻系，

鳥取東豊系の凍結精液や受精卵，一部生体が鳥取と

宮崎牧場に保存されている。

韓牛

ワークショップ終了後の夕食には韓牛の刺身が

食卓を潤した。肉色は赤く，脂が少なく，霜降りの

起こりにくい品種と思われる。しかし，筋繊維が細

かいためか硬さは無く ，食べやすかった。米国でみ

るように牛肉消費量の多い国では霜降り肉のよう

に肉聞に脂が入ると，脂肪摂取量が増えるために成

人病誘発の原因となる。そこでフランス産リムジン

種のように肉聞に脂が乗らず，筋繊維の細かい牛肉

が市場で評価されている。将来，圏内で牛肉摂取量

が増えてくると，韓牛や褐毛和種が健康牛肉として

評価される時代が到来するかもしれない。

図3 韓牛

勃海黒牛

山東省演洲市の近郊で 1"-'2万頭規模で飼育され

ている黒毛牛である。青島市から西方へ約 320k:m

の地点に青海農業大学所属の牧場がある。当牧場は

新しい研究成果と教育を目的として利用されてい

るが，同時に利益をもたらすために肉用牛の改良を

行っている。2年前には演洲市の農家から黒牛牧業

有限公司へ 6系統の勃海黒牛が導入された。2008

年には直接検定の一部結果が得られそうである。

そもそも，勃海黒牛の肉質は軟らかく，筋繊維が

細やかで霜降り肉になりやすい特徴を有していた。

しかし，中華料理の主体は豚や鶏肉であり，牛肉の

消費量が低いために品種改良が進まなかった。今後，

中国において欧食文化に広がりが見られるように

なれば，黒毛和種のように中国のブランド牛として

市場評価が高まるだろう。

牧場を案内した青海農業大学の教授，柏学進先生

が言った。

「黄牛の肉は硬くて噛み切れません。この点，勃

海黒牛の肉は霜降りだし，柔らかいです。きっとブ

ランド肉として評価される時代がきますよ」

同大学の董芽嫡教授が黒牛牧業有限公司の責任

者で，来年には日中共同の会社組織が構築される計

画である。

図4 勃海黒牛維牛群

図 5 勃海黒牛種牡

馬の 遺 伝資源の保存現況

日本固有の馬は在来和種馬と呼ばれ，全国で 8種

類が認定されている。和種馬は中国，韓国から渡来
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人によって導入され，長い年月を経て日本固有の馬

になった。かつて日本各地で生産，飼育されていた

和種馬は戦時中の外来馬の導入， 山村における機械

化の導入で利用価値を失い，個体数や分布地が激減

した。こうして南部馬，三春駒，三河駒，能登馬，

土佐馬， 日向馬，薩摩馬，甲斐駒は絶滅した。

このような現状にあって，育種改良上重要な遺伝

資源として家畜改良センターでは対外|馬(長崎県)， 

木曽馬(長野県)， トカラ馬(鹿児島県)，北海道

和種(北海道) ，宮古馬(沖縄県)の日本在来種5

品種を保存している。また，北海道大学では北海道

和種の系統保存，宮崎大学では御崎馬の保存に協力

している。

北海道和種 北海道 中型

木曽馬 長野県開田村，岐阜県 中型

御崎馬 宮崎県都井岬 中型

対馬馬 長崎県上県郡，下県郡やや小型

野間馬 愛媛県今治市野間 小型

トカラ馬 鹿児島県トカラ島 小型

与那国馬 沖縄県八重山群島 小型

宮古馬 沖縄県宮古群島 小型

図6

家畜改良センターでは対州馬，木曽馬，トカラ馬，

北海道馬と宮古馬の生体と凍結精液を十勝牧場で

保存している。

豚 の 遺 伝 資 源 保 存 現 況

沖縄にはアグーと呼ばれる在来の黒豚がいた。こ

れらの黒豚を島津藩が 1609年に琉球(沖縄県)よ

り鹿児島へ導入し，食用として改良された。現在黒

豚は鹿児島産のブランドとして市場で販売され，美

味であることから高い評価を得ている。アグーは沖

縄の戦禍でほぼ姿を消したが，僅かに生き残った個

体を集め 100頭前後の個体数にまで快復し， 交雑種

の販売にまで漕ぎ付けている 3) 一方，家畜改良セ

ンターの茨城牧場で保存されている豚は梅山豚，

ヨークシャー，パークシャーとメキシカンへアス

ピッグの 4種である。
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図7 黒豚アグー

緬羊，山羊の遺伝資源保存状況

わが国における山羊の飼育は戦後 1957年には 70

万頭に及び，貴重な蛋白源を供給してきたが， 1997 

年には 2万8千頭にまで減少している。シパ山羊は

大学や試験研究機関で飼育され，トカラ山羊は鹿児

島大学，平川動物園で飼育されている。緬羊はテク

テル種，マンクス ・ロフタン種，パルパトスブラッ

クベ リ一種の 3種，山羊はトカラ山羊，日本ザーネ

ン種の長野牧場系，花吹雪系，どーん系，宮城系，

群馬系，フランス系，アメリカ系の 7種，アルパイ

ン種， シパ山羊の長野牧場系，東大系，ボア一種，

ヌピアン種，韓国在来種の鹿児島大学系と東京農業

大系の凍結精液が十勝，宮崎と長野牧場で保存され

ている。生体はシパ山羊の長野牧場系の♂と♀別に

それぞれ 5，10頭が長野牧場で飼育されている。

山羊肉はスリランカ，インド，インドネシア，パ

ングラデッシュ， パキスタン，ネパーノレ，アフガニ

スタン，イラン，イラク，エジプトなど，アジア諸

国で一般的な食材である。中でも黒山羊の肉は美味

で，香港市場で評価が高い。

韓国の黒山羊

韓国で食用にされるのはネイテイブの黒山羊で，

市場での評価が高い。

図8 韓国畜産研究所で飼育されている黒山羊

中国雲南省にみる黒山羊

飼育されている家畜の主体は食用山羊で，オース

トラリアから輸入されたアフリカ原産のボア一種

(Bore)と黒色雲南山羊である。これらの 5，000頭

を超える山羊が牧場の経営を支えている。身体が白

く，頭が茶色のボア一種と黒一色のネイティブ種の

対比が面白い。7年前まではボア一種の市場評価が

高く， 1頭当たり 1，000ドルにもなったので黒色雲

南山羊を借り腹にする受精卵移植が一時期流行し

た。その後やがて熱が冷めて，現在では 400ド、ルほ

どに低落した。それでも黒色山羊が 100ド、ルにしか

ならないのに比べればずっとましである。黒色山羊

は広東省で肉質として評価が高く，とくに香港の肉

食市場では黒色山羊以外は受け付けない。また，多

くの少数民族が雲南黒色山羊を飼育しており ，肉料

理として他品種を受け容れない土壌がある。

図 9 雲南省の黒山羊
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鶏 の 遺伝資源の 保 存 状 況

日本における鶏の在来種は明治時代までに導入

され定着した品種で以下の 37種を数える。1.会津

地鶏， 2.伊勢地鶏， 3.岩手地鶏， 4.インギー鶏，

5. 烏骨鶏， 6. 璃媛鶏(うずらちゃぽ) ， 7. ワタ

イチャーン， 8.エーコク， 9.黄班プリマスロック

(道後地鶏) ， 10. 沖縄髭地鶏， 11.尾長鳥， 12. 

河内奴鶏， 13. 雁鶏， 14. 岐阜地鶏， 15. 熊本種，

16.久連子鶏， 17. 黒柏鳥， 18. コーチン， 19. 声

良鶏， 20. 薩摩鶏， 21.佐渡髭地鶏， 22. 地頭鶏，

23 芝鶏， 24.軍鶏(しゃも) ， 25. 小国鶏， 26. 

倭鶏(ちゃぽ) ， 27.東天紅鶏， 28. 濁鶏， 29.土

佐九斤， 30. 土佐地鶏， 31.対馬地鶏， 32.名古屋

種， 33.比内鶏， 34. 三河種， 35. 蓑曳綾鶏， 36. 

蓑曳鶏， 37. ロードアイランドレッドである。

三重県では国指定の地鶏，小田鶏，烏骨鶏，河内

奴鶏，軍鶏について，優良なものが審査会を経て登

録している。また，このうち 17種は国の天然記念

物に指定されているぺ

小国鶏は平安時代 (7世紀)に遣唐使が中国寧波

府昌国から持ち帰ったと言われ，白藤， 5色，白色

のものがある。烏骨鶏は江戸時代初期に中国より渡

来し，寛永年間に改良され，黒と白色種とがある。

図 10

河内奴鶏は三重県産の小型鶏でソl、地鶏と軍鶏との

交雑で同定された。八木戸は江戸時代末期に作出さ

れた箪鶏の変種と考えられている。

尾長鳥は 1655年に特別天然記念物に指定され，

以来高知県の尾長烏センターで保護されている 6)。

これらの在来種のうち三河種，名古屋種，ファイ

オミ種，烏骨鶏の凍結精液，横斑プリマスロックの

生体と凍結精液が岡崎牧場，ニューハンプシャー，

白色プリマスロ ック(劣性白)，土佐九斤，薩摩鶏，

熊本，比内鶏，軍鶏，名古屋種，横斑プリマスロ ッ

ク，ロードアイランドレッド種が兵庫牧場で飼育さ

れている。

名古屋大学，広島大学では在来種の改良，保存に

関する研究，鹿児島県畜産試験場では薩摩鶏，愛知

県農業総合試験場では穏や名古屋種の改良が進め

られている 3，九

鶏はわが国で家禽化された唯一の野生鳥であっ

た。現在，卵の利用を中心に771.8万羽が飼育され，

豊橋市を中心に愛知県下で 70%が生産されている。

品種としての分化はほとんどみられないが，愛知県

農業総合試験場で改良が進められている 3)。

兎 の 遺 伝 資 源 保 存 現 況

日本白色種の大型，中型と小型種ならびに日本ア
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ンゴラ種の生体と凍結受精卵が長野牧場で保存さ

れている。

犬の 遺 伝資源 保存状況

元来，猪，熊，鹿，維などの狩猟犬として飼われ

ていた日本犬は明治時代以降，外国犬が伴侶動物と

して飼われるようになると飼養頭数が激減した。こ

れまで北海道犬(1936)，秋田犬(1931)，柴犬(1935)， 

甲斐犬(1934)，越の犬(1934)，土佐犬(1936)，紀

州犬(1934)の7種類が国の天然記念物に指定されて

いる(()内の数字は指定された年)。これらの犬

はそれぞれに所属する道，県が保存を図り，その繁

殖を助長するため犬保存会が定期的な登録審査会

を開いて優良種の登録，保存を図っているが，越の

犬は 1970年に絶滅した。

猫の 遺 伝資源保存現況

イリオモテヤマネコ(西表山猫Fe/isiriomotensis) 

は 1965年西表で発見され， 1967年新属新種として

命名， 学会で明らかにされた。西表烏は面積が 290

平方kmほどで山猫の生息域としては世界最小であ

る。西表山猫は西表島が大陸から切り離された 20

万年ほど前にベンガル山猫 (FelisPriona!urus)か

ら分岐して独自に進化し，遺伝的に固定化された。

大きさは家猫より僅かに大きく，頭胴長 50-60cm，

尾長 23-24cm，体重 3-5kgである。生態については

未だ不明な点が多いが，半夜行性で比較的標高の低

図 11

い沿岸部周辺に生息し，鳥類，熊鼠，噺賜，蛇，蛙，

海老，沢蟹，昆虫類を捕食，野生では寿命が 8~9

年ほどと推測されている。生息頭数は 100頭前後と

推定され， 1994年には対馬山猫と共に「国内希少野

生動植物種J， 1992年に制定された生物多様性条約

により「絶滅のおそれのある野生動植物種の保存に

関する法律(種の保存法)Jによる保護対象穏となっ

た。そして 1997年には特別天然記念物に指定され

た。

現在，種の保存法の下，保護増殖，調査研究，普

及啓発などの業務を推進するため，西表島に「西表

野生生物保護センター」が設置されている。

西表山猫は国際保護動物として IUCNのレッドリ

ストで「絶滅危機 (endangered)Jとされ， 2007年

の環境庁のレッドリストでは最も絶滅の恐れが高

い絶滅危倶 IA類に指定された。

西表山猫を取り巻く環境は厳しい。道路開通によ

る交通事故死，猪民や犬による被害，毒液を分泌す

るオオヒキガエノレの捕食，家猫との接触による猫エ

イズ (FIV感染症)などに対する保護活動が積極的

に行われている。

ツシマ山猫は推定生息頭数が 80~1l 0 頭で，絶滅

危機にある動物種として国指定天然記念物，圏内希

少野生動物種に指定された。現在， 1997年に長崎県

対馬市に開設された環境省所属の「野生生物保護セ

ンターJによって保護観察されている。
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図 12 西表山猫

図 13 対馬山猫

絶滅した狼

日本狼 (CanisLupus hoaophilax)と蝦夷狼 (Canis

Lupus hattaj)はいずれも絶滅した。日本狼が最後に

確認されたのは奈良県で 1905年のことである。

絶滅危機 種

日本において天然記念物として保護されている

動物は日本カモシカ (CarpricornisCrispus)，奄美

黒ウサギ (PentalagusFumessej)， 日本カワウソ

((Lutra lutra whiteleyj) ， 向島の本土タヌキ

(Nyctereutes procyonoides viverrinus)，対馬テン

(Martes melampus tsuensis) ，蝦 夷縞フクロウ

(Capriornis crispus) ，ライチョウ (Lagopusmutus)， 

イヌワシ(Aquilachrysaetos) などである。2007年

11月下旬，野良犬に噛殺されたと思われる奄美黒兎

の死骸が多数発見されたというテレビや新聞報道

は記憶に新しい。

環境省のレッドリストによると日本における野

生動物のうち 47種は絶滅し， 669種が絶滅の危機に

ある動物として指定されている。動物の生存頭数が

500頭を切ると，種の多機性が失われ絶滅への危機

に向かうと考えられている。

図 14 日本カモシカ

図 15 奄美黒兎

図 16 アジアカワウソ
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なお，残念ながら，日本カワウソはすでに絶滅し

ている。

コウノトリ

コウノトリは 1953年に天然記念物に指定された

が，その後生存数が減少し， 1955年には 11羽が確

認され，1971年を最後に絶滅した。1981年になっ

て6羽がソ連から導入され，現在ではコウノトリ保

護センターで 50羽が飼養管理されている。コウノ

トリの餌となる回国のドジョウなどを保護するた

めに，周辺の農家では農薬を使わない合鴨農法を採

り入れている。また，教育委員会では小動物が微生

物や植物を食べて，安全に暮らせる環境を維持する

ために多方面にわたって協力している。

図 17 トキ

トキ (Nipponia Nippon) 

1955年にトキ保護センターに保護された野生の

トキは 2羽だけであったが， 2004年には絶滅した。

1999年に 1対のトキが中国から導入された。今日で

は 11対と 96羽がトキ保護センターで飼養管理され

ている。1992年 6月，リオデジャネイロで開催され

た国連環境開発会議で生物多様性条約が制定され

た。本条約の 15条には「各国は，自国の天然資源

に対して主権的権利を有すると認められ，遺伝資源

取得の機会に定める権限は，当該遺伝資源が存する

国の政府に属し，その国の圏内法令に従うJとされ

ており，トキやコウノトリについて，わが国の天然

資源として主権的権利を主張できるか不安視され

ている 4)。

図18 ヤンバルクイナ

ヤン バ ルクイナ

ヤンパノレクイナは 1982年に天然記念物に指定さ

れた。世界自然保護連合 (IUCN) によるとヤンバ

ルクイナは絶滅の危機に直面している野生鳥であ

る。もともと天敵のいない沖縄で安全に暮らせる環

境にあったが，このところ増えてきた野良猫やマン

グースの餌食になって羽数の減少が著しい。現在の

生存数は 1，500~1 ， 800羽といわれている。

動物 の 遺 伝 資 源保存のために

活用される繁殖技術

今日，動物の遺伝資源を保存するために活用され

る技術は下記のとおりである。

1.人工授精

2.膝移植

3. 体外受精

4. クローン

人工授精で用いられる凍結精液は産業動物，とく

に牛や豚では実用的に普及しており，今日では馬や

鶏，絶滅の危機にある野生動物や動物園動物にも応

用されている。

匹移植は牛，緬山羊，豚や兎で実用化され，優良

家畜の作出に貢献している。また，遺伝資源の保存

に欠かせない技術で活用範囲が広い。とくに過剰排

卵処置により希少動物から多数の受精卵を得て，こ

れを仮腹で増やす技術には魅力がある。しかし，受

胎率が新鮮卵移櫛で 50%，凍結卵移植で 40%と低

迷しており，今後も移植液，移植方法などの改善を

図って行く必要があろう。

体外受精の技術的進展で，これまで廃棄されてい

た肉牛卵巣から卵子を採取し，商業ベースで体外受

精卵が作出され家畜改良事業団で販売されてよう

になった。この技術の発展に伴い，超音波診断装置
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を備えたプロープを躍に経由して卵巣から卵子を

採取し，体外受精する方法が牛や馬で試みられてい

る。さらに， GV期や G-2期の卵子の凍結保存，ガ

ラス化保存法で高い生存率が得られるようになっ

た。これにより絶滅危機種の精子や卵子の保存成功

率が高まると，絶滅危機からの脱却を図ることが可

能になるかもしれない。また，受精し難い卵子には

顕微受精[ICSI(Intracytoplasmic sperm injection) ]に

より受精成功率を高めることも可能である。豚の体

外受精では卵子の成熟，多精子侵入などの難題を抱

えている 2)。そんな中で，顕微授精が解決の糸口に

なっている。豚の顕微授精により産子を得たのは

Nakaiら (2003) が最初である。一方，精子を室温

や 50Cで凍結乾燥し，これを顕微授精してマウスで

産子を得たのは Wakayama& Y anagimachi (1998)が最

初で，その後ラビット，ラットで成功例が報告され

ている。 Nakaiら(2007)が豚の凍結乾燥精子を使っ

た顕微授精では初期胎児までの発育が確認されて

いる 2)。

クローンでは同一個体を幾つも作り出せること

から後代検定での精度が高まること，検定のスピー

ドアップが図られることから利点が大きい。体細胞

を核としたクローン技術の成功で，商業ベース上で

優良♂や♀牛の作出が行われるようになった。

1995年 4月，生存羽数 2羽となっていたトキのー

羽(ミドリ)が死亡した。このミ ドリからの組織が

凍結保存された。凍結保存された組織を融解して培

養した結果，細胞の生存が確認されている心。この

ように絶滅したトキのように体細胞を保存してお

けば，必要な時期にクローンにより復活できる可能

性が残されている。

ま とめ

家畜の遺伝資源は国の家畜改良センターや県の

畜産試験場などで保存され，商業ベースで有効に活

用されている。一方， 絶滅の危機にある動物の保護

については所属県の試験場，保存協会や絶滅危機種

保存会 (JSPES，NPO)なと、の組織がかかわってい

る。また，住人の意識改革も進み，動物の生存でき

る環境保全構築への実行がみられるようになった。

しかし，一方では森林の伐採，工場からの排水，排

煙などによる河川や空気汚染，土嬢の農薬汚染，化

石燃料からの二酸化炭素の排出などから地球の温

暖化が進んでいる。地球上の動植物がこのような環

境下に晒されると生態系が崩れ，生物の多様性が失

われる。したがって，その原因となる要因を排除し，

微生物や植物を含めて小動物が生存で、きる環境を

構築しなければならない。

われわれは商業ベースで利用される家畜はもと

より，絶滅の危機にある動物や絶滅した動物を復活

させるために新しい技術を開発してきた。これらの

技術を駆使して動物の遺伝資源を保存し，有効に活

用して行きたい。
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