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豚液状精液における簡易冷蔵保存技術

山 口 昇 一郎・村上徹哉

生産現場における豚液状精液の保存方法は， 10't>..20tの中温域で行うことが寸霊的であるが，

その場合高価な恒温器が必要である。そこで，モデナ液で希釈した液状精液を家庭用冷蔵庫(以下冷

蔵庫)内で保存する実用的な保存技術について検討した。

試験 1では，恒温器を用いた 1St保存区(対照区)と冷蔵庫を用いた5'c保存区(試験区)について検

討した結果，保存 3日目の精子活力は，それぞれ 82.5%と73.8%であり試験区の活力低下が認めら

れた。

試験2では，中温域で保存するために，容量1.2L魔法瓶内に 20tの温水と希釈精液が入った精液

ボトルを入れて冷蔵庫内で保存した。 24時間保存後の魔法瓶内温度は，ほぼ10tであった。3日間

保存後の精子活力は， 1St保存区と差は認められず，活力の低下は認められなかった。

以上のことから，希釈精液を 20tで保温した魔法瓶内に入れ，冷蔵庫内で保存することにより少

なくとも 3日間は，活力が低下することなく保存できることが明らかとなった。

〔キーワード:豚液状精液，人工授精，精子活力，冷蔵保存，魔法瓶〕
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百lep問 Sぽvationof liquid b伺 rsemen in field conditions is nonnally accornplished by storing仕1esarnples at 

an intermediate temperatur芭 range(10・20
0
C)，but出is陀q山resan expensive incubator. As an al師団tive，we 

examined the practicality of preserving liquid semen diluted in Modena solution in a home-type re耐gerator.

Experin1ent 1 co岬 arestl1epr田町羽目onofsa岬 lesmaintained at 15
0
C in an inc伽 tor(control gro明 and

at 5
0
C in the 1官邸gerator(exarnination grOUp). Sperm motility a倣~3 也ys of storage w出 82.5%and 73.8%， 

郎防tively.Al出oughnotsi伊ificant1弘tl1eexarnination group was lower than tl1e control group. 

Experirnent 2 co町Iparedsa町Iples戸ckedin vacuum bottles (12L)臼led明白 wannwa町 ρOOC)stored in 

the refiigerator to kl田ptl1em a t tl1e p問先rredintermediate temperature range and maintained at 15
0
C. The 

tempera仰向 m白 vacuumbott1e a丘町 24hw出 approxirnatelylOoC. Sperm motility after 3也戸 ofstorage 

showed no significant differences between佐田町百三ntgro叩s.

百】eseres凶tssu毘，estedthat liquid semen戸ckedin vacuum bo叫es印 edwith wann water (20
o
C) and held 

mr吋igeratorsco叫dmaintain sperm motility for at least 3 days without de伊也tlOn.

[Jiquid b岨 rse間n.，artificial insemination， speml motility， c∞l出 storage，vacuum bottleJ 

緒言

最近，養豚経営における牛産コストの 6割前

後を占める飼料費が高騰しているため，農家の

経営を圧迫しており，生産コスト低減に向けた

取り組みが緊急の課題となっている。生産コス

*連絡責任者(家畜部)

ト低減の一つの方法として，人工授精(AI)の導入

が考えられ，種雄豚の飼養頭数の削減や暑熱期に

おける受胎率の向上等が期待できる。

近年， AIに用いる注入器に画期的な進展があ

り， 1頭の射出精液から雌豚 2∞頭分〈通常は 6

頭)に M できる技術が報告されたト7)。現在福岡

県内で約 5∞頭前後の種雄豚が飼養されている

2)が，この技術を用いれば計算上，福岡県内の子
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取り用雌豚約7000頭規模では2頭の種雄豚がい

れば.肉豚生産が可能となるため，生産農家は

発情誘起用の雄豚以外は種雄豚を飼養する必要

がなくなる可能性がある。今後は，この技術の

普及とともに，すでに M普及率がほぼ 1∞%の

牛と同様，全国の中から飼料要求率や増体量等

で選抜された高能力雄豚の精液を活用し， AIを

実施することができれば，種雄豚飼養費削減の

効果と合わせ，大幅な生産コス ト低減に繋がる

可能性がある。しかし，現在の刈普及率は，全

国養豚協会の調査によると 30%程度と伸び悩ん

精液は，混合せずにそれぞれの雄 1頭につき 2

"'3回反復した。

2 構夜間整

精液は，手圧法で、採取を行い，採取後すぐに

38"Cのモデナ液(第 1表)で 2倍希釈した。希釈

精液は，活力が 即+++以上かつ正常精子率が

80%以上のものを試験に供した。希釈後20分間

室温に放置し，精子濃度 0.8"'1億精子Imlとな

るようにモテマナ液で最終希釈を行った。

でいるのが現状である。この要因として，受胎 第 1表希釈液(モデナ液)の組成

率低下，技術的な不安および初期投資の必要性

等があり，今後M普及の度術開発はより一層重

要になると考える。

豚液状精液の保存は， 10"C>--20"Cの中温域〈主

流は 15"C前後)で行うことが一般的であるため，

通年行うためには，温度調整機能を持つ専用の

恒温器が必要である。しかし，価格が高価なた

め，これから Mを試行しようとする農家には負

担感が大きく，生産現場で実用可能な簡易保存

方法の開発が要望されている。これまで，温度

管理が容易な5"c前後(家庭用冷蔵庫内，以下冷

蔵庫)の低温で保存する試み 4.10が行われている

が，精子活力への影響については結果が異なっ

ており，十分な技術確立に至っていない。

そこで，専用の恒温器を用いることなく，簡

易に豚液状精液を保存する技術の確立を目的と

して，試験 1では，希釈精液を冷蔵庫内で保存

し，冷蔵保存後の精子活力の影響について，試

験2では，冷蔵庫内で中温域を維持するための

手法として，希釈精液の輸送に一部用いられて

いる日野らの方法 3)を参考に，精液ボ トルに入

れた希釈精液を魔法瓶内で保存し，保存後の精

子活力の影響について検討した。

材料および方法

1 供試豚

供試豚は，大ヨークシャ一種雄豚を用いた。

試験 1では2頭，試験2では， 5頭を供試し，

成分 配合量(1000ml中)

グルコース
クエン酸ナトリウム
炭酸水素ナトリウム
EDTA2ナトリウム
クエン酸
トリスヒドロキシアミノメタン
硫酸アミカシン

3 穂積保存方法

27.5g 
6.9g 

1.0g 
2.4g 

2.9g 

5.7g 
100mg 

精液は，精液調整f五回mlを精液ボト)];{第 2

表)に入れ，試験 1および 2の対照区(15"C保存

区)では， 15"Cの恒温器内に静置し， 3日間保存

した。また， 1日1回沈餅吉子を十分に撹搾さ

せた。試験 1では，緩慢に5"cに降下させるた

め，冷蔵庫内に入る大きさの発泡スチロール(縦

15cm，横 25cm，高さ 15cm)に 38"Cのお湯を

張り，その中に精液ボトルを投入し，蓋をして

冷蔵庫内に静置した。24時間経過後，発泡スチ

ロールから精液ボ トルを取り出し，その後はそ

のまま冷蔵庫内に静置した。なお，対照区と同

様 1日1回精子を撹枠させ， 3日間保存した。

試験2では， 1.2L魔法瓶(第2表)に精液ボトル4

本と 20"Cの水で満たし，冷蔵庫内に静置した。

以後 24時間ごとに 20"Cの温水の入れ替えと沈

澱した精子の撹枠を行った。なお，保存終了直

後は，魔法瓶内が約 10"Cとなっているため，再

度保存する場合には魔法瓶内の水温(20"C)が約

1分間程度一定になるのを確認後に再保存を行



に示した。保存3日後の活力は， 15
0

0保存区で

は82.5%と良好な活力を示していたが， 5
0

0保存

区の場合には73.8%となり，有意差は認められ

ないものの 15
00保存区よりも活力の低下が認

められt4 吉田ら 9)は，モデナ液を用いて希釈

精液を綾慢に温度降下させた後にゲCで保存す

れば，保存3日間までは 15''C保存区との差は認

められず，保存8日間目でも Mに必要な精子活

力 70%以上を維持できたことを報告している

が，本試験における 500保存では，保科ら 4)と

同様3日間の保存で活力の低下が認められた。

現場で利用する際に，精液採取時の活力が， 70% 

未満の個体で、あった場合には， AI後不受胎とな

る可能性もあるため，本試験の結果からは，で

きる限り中温域で保存することが重要であると

考える。Bambaら1)は，希釈精液を 5
0
0で保存

すると活力や精子頭部(先体)に悪影響があるが，

抗酸化剤の一種で，食品の保存にも用いられる

ジプ、チルヒドロキシトルエン(BHT)を希釈精液

内に添却するとその影響が改善されるという報

告をしており，今後温度管理が容易な5
0

0で保

存するためには， BHT等を新たに、納日し，その

影響を検詐fする必要があるものと考える。
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った。
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供試魔法瓶と精液ボトルの仕様第 2表

魔法瓶

① 外形寸法:幅 lOcm

×高さ28cmx奥行lOcm

② 容量:1.2L

続夜ボトル

① 外形寸法:幅4cm

×高さ 14cmx奥行4cm

② 容量印刷(ポリエチレン製)

精液検査方法

活力検査は，希釈精液を一部取り出し， 38
0
0 

の恒温槽で 15分間加温した後，顕微鏡下で運動

性+++を示す精子の割合を%で示し，試験 1

では，保存Oおよび3日目，試験2では，保存

0， 1， 2および3日目に実施した。

4 

90 
80 

'+ 70 
t 60 
-R 50 
照的
仲 30
挺 20

10 
0 

冷蔵庫肉および魔法瓶内温度の調査(試験2)

冷蔵庫内の温度と 24時間保存後の蹄去瓶内

の温度を 5つの冷蔵庫を用いて， 9月初旬'"'-'11

月末にかけて調査を行った。冷蔵庫内の温度は，

温度確認をする際の温度上昇を緩和するため水

で濡らしたベーノ号ータオルで、アルコーノほ匂且度

計の測定部分を巻き，庫内に静置した。計測場

所は，冷蔵庫内の複数カ所で行った。また，冷

蔵庫内及び脂去瓶内の経時的な温度変化も自記

温度計-(TANDD社製おんどとり)で記録した。

5 

Day 0 Day 3 
保存日数

保存温度の違いによる精子

用庭家+aF 
区℃
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統計処理

精子活力の有意差検定は，活力(%)をアーク

サイン変換した後， t検定にて検定を行い，

pく0.05を有意差ありとした。

6 

訴験2:I癒去瓶を利用した中温保存が精子活力

に及ぼす影響

各冷蔵庫の庫内温度と保存後の腐去瓶内温度

を第2図に示した。冷蔵庫内温度は，各冷蔵庫

とも大きなばらつきが認められたが， 24時間保

結果および考察

訴験 1:低温(5
0
0)保存が精子活力に及ぼす影響

低温保存後の精子活力の影響について第1図
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存後の魔法瓶内の平均温度は，冷蔵庫A:12.9
0C，

冷蔵庫B:10.l
O
C，冷蔵庫C: 9.8"C，冷蔵庫D:

7.1
0
C，冷蔵庫E: 9.5"Cであり，冷蔵庫Dを除い

てほぼ10
0C前後で、あった。また，経時的な温度

変化は，第3図に示した。冷蔵庫内温度が24

時間平均4.2"Cの冷蔵庫Eで経時的に調査した

ところ，冷蔵庫内温度は，温度上昇と降下を繰

り返していたが，勝去瓶内の温度は，徐々に温

度が下がり，保存期間内では， 20
0Cから 8.8

0Cに

推移していた。冷蔵庫3機種仏 :最も温度が高

い， D:最も温度が低い，E:中間)にそれぞれ

魔法瓶を入れ，魔法瓶内で希釈精液を保存した

結果を第4図~第6図に示した。3日間保存後

の精子活力は，冷蔵庫Aでは，恒温器保存区vs

試験区で， 78'恥s75%，冷蔵庫Dでは， 7肌Ivs77%，

口冷蔵庫内温度
14 l冒魔法瓶内温度
12 

10 

ど 8 片tJt:I高制 6 
昭電

4 

2← トw-
0， ，ー 一 ー 一 ー =ヨ I

A B C D E 
冷蔵庫

第 2図冷蔵庫内温度および 24時間

保存後の魔法瓶内温度

1)データは、それぞれ 3回以上行った平均値。
2)魔法瓶内温度は、 魔法瓶内に200Cの温水と希

釈精液を精液ボトルに入れ、冷蔵庫内で 24時
間保存後の温度を測定したもの。

100 
90 

roo. 80 
t 70 
圭60
ぷ 50
立 40

挺30
20 
10 
o 

Day 0 Day 1 Day 2 Day 3 
保存回数

第 4図魔法瓶内保存後の精子 活
力(冷蔵庫 A)

1)雄2頭のデータ。

冷蔵庫Eでは， 88%vs88%となり，↑亘温器保存区

と試験区間の聞に有意差は認められなかった。

最も低い温度を示した冷蔵庫Dで保存しても，

活力に影響は認められなかった。これは，試験

1において， 5
0

Cで保存した場合には，保存3日

目で活力低下の影響は認められたのに対して，

魔法瓶で保存した場合には， {酎且に曝されてい

た時間が極めて短時間で綾慢な温度変化だった

ため，影響が認、められなかったものと推察され

た。

公文ら 5)は，宅急便による輸送期間中の短期

間保存法として2重の発泡スチロールと保冷剤

を用いて 18時間精子活力を維持できることを

報告し，日野ら 3)は，魔法瓶とクール宅急便を

利用して精液輸送ができることを報告している。

本試験では，これらの短期保桝去を数日間の保

|+魔法瓶内温度
+冷蔵庫内温度

ρ15 1-

賞10

5 

。
経過時間(時間)

第 3図冷蔵庫内及び魔法瓶内の
経時的な温度
1)第 3表の冷蔵庫 Eを用いた。
2)保存開始を 0時間目として 24時間計測。

100 
90 

roo. 80 
t 70 
去60
ぷ 50

.' 40 葉 30
20 
10 
o 

、札

|口恒温器 ] 
J国冷蔵庫D

「ー 「ー 「ー

十一一 ト一一

「一一 ト一一

トーー 卜一一 卜一

卜一一 「一一 「一

Day 0 Day 1 Day 2 Day 3 

保存回数

第 5図魔法瓶内保存後の精子
活力(冷蔵庫 D)

1)雄 3頭のデータ。
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Day 0 

|口慣温器
|固冷蔵庫D

ト一一 ト一一 トー

トーー ト一一 ト
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ドーーー ト一一 トー

ト一一 ト一一 ← 
ト一一 トーー トー

ト一一 ト一一 トー

Day 1 Day 2 Day 3 

保存日数

第 6図魔 法瓶内保存後の精子
活力(冷蔵塵 E)
1)雄 2頭のデータ。

存に応用できるかについて検討したところ，

1 O"C "-'20"C内で，綾慢な温度変化であれば，

定温度を維持しなくても少なくとも 3日間は精

液を保存できることが明らかとなった。予備試

験において，発泡スチロールを用いた場合には，

24時間以内に冷蔵庫内と同温になったため，今

回の試験では採用しなかったが，水の入れ替え

を早めに行えは十分利用可能と思われる。ま

た，気温が20"C以下の場合には，冷蔵庫内に入

れずに発泡スチロール内に入れておくことで，

1 o"C "-' 20"Cを維持できると考える。

本試験の結果，専用の恒温器を用いることな

く，冷蔵庫内に魔法瓶を入れ，その中で希釈精

液を保存することにより、少なくとも 3日間は，

保存可能であることが明らかとなった。本試験

では，AIを試行しようとする農家や突発的に精

液を保存する必要がある場合を想定して試験を

実施したが，継続的に行う場合には， 三浦ら8)

の報告のように，冷蔵庫内に水槽とサーモスタ

ット付き熱帯魚用ヒーターを入れ，水温を 15"C

に維持し精液を保存するという簡易法の採用も

考えられる。今後は，実際宇産現場で利用した

場合の活力への影響や受胎性について検討する

必要があるものと考える。
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