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SANSHI-KONCHU 810TEC 

L特集「カイコ遺伝時J

カイコ遺伝資源の凍結保存法

カイコの生殖巣凍結保存技術の現状と

応用の可能性

. . 

竹村洋子・持田裕司*
(財)大日本蚕糸会歪業技術研究所
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の飼育によって行われます。しかしながら，個々の品種

の特徴を維持していくためには，非常に専門化した技術

や知識が必要とされており，継代中における形質変化の

危険性の回避，系統途絶の防止など，単に飼育するだけ

では済まされない面があります。また，飼育による系統

維持は，必要な労力や飼育施設 ・機材等のための莫大な

経費を必要とします。そとで，液体窒素による凍結保存

を用いた系統維持がそれらの問題点を有効に克服できる

という大きな利点を持った技術として期待されているわ

けです。

液体窒素による凍結保存は，動植物の培養細胞・組織・

旺などで行われてきた長年の凍結研究の成果から安全 ・

確実である見通しがつけられてきました。ウシの精子で

は，20年間液体窒素に保存しでも受精率にはほとんど

変化がないという報告もあり(白山ら，1986)， I液体窒

素での保存は半永久的である」とも言われています。ま

た，不時の事故による喪失や変異による性状変化などの

危険性へのセイフティーネットとしての役目も果たして

くれます。凍結保存の技術を上手に利用することで，資

源、の有効活用と共に飼育にかかる経費と時聞を節約する

ことができます。

凍結保存による遺伝資源の保存方法と しては，精子，

卵，旺，細胞など様々な発育相における方法が考えられ

ますが，カイコの場合，雄と雌が交尾した後に産卵する

受精卵の凍結保存が理想的です。しかしながら，受精卵

の凍結保存は，これまで多くの研究者が試みましたが成

功にいたっていません。本総説では現在まで確立してい

る凍結精液と凍結卵巣について，保存技術の現状と将来

の期待を，私たちが行ってきた研究を中心に紹介したい

と思います。

はじめに

地球上には，微生物，植物，動物など多種多様な生物

が存在しています。とれらは 私たちにとって有用な遺

伝資源として，地球的規模で重要視されています。我が

固においても有用生物の遺伝資源の収集 ・保存 ・利用が

文部科学省のナショ ナルバイオリソースプロジェク ト

(NBRP)をはじめ，多方面での収集 ・保存 ・利用が検

討されています。NBRPでは 2007年度より第 2期が始

まり，動物でマウスやラッ トなど 9件，植物でシロイヌ

ナズナやイネなど 8件，微生物で大腸菌など 3件など合

計 22件が採択されています。その中にカイコも第 l期

に続いて採択されています。

カイコについては，古くから有用な品種が数多く育成

され，現在保存されている品種系統の総数は 1，000を超

えています。農家で飼育される交雑品種の元となる育種

素材や地理的品種は(独)農業生物資源研究所で約 460

品種，突然変異系統を利用した遺伝分析のための標識系

統などは九州大学で約 600品種が保存されています(白

田ら， 2007，伴野ら，2005)。また最近では， 2000年に

田村氏によって トランスジェニック技術が開発され

(Tamura el al.， 2000)，その進展により多くの系統が作出

され，新たに保存を必要とするカイコ系統数が増えてい

ます。これらは，今後も飛躍的に増大することは確実で

しょう。

一般に
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凍結精液の利用

1)人工慢精

人工授精 (artificialinsemination)とは，精液を人為的

に雌の体内に挿入することによって，生殖の手助けを行

うことです。人工授精と似た言葉に，人工受精と言うも

のがあります。ここでの受精は，精子と卵子が結合する

ことを意味し，人工授精や体外受精を示す総称として使

「人工授精
人工受精寸 カイコ・ミツバチ・ウシ・ヤギ

」体外受精，顕微受精
ヒ卜・マウス・ウサギ

図 1.人工受精の内訳

麻酔のためのCO2ガスを

送る菅

窒素ガスボンベ

三方電磁弁

足踏みスイッチ

われています。人工受精は 「じんこうじゅせい」の読み

が 「人工授精」と誤認を招きやすいため，体外受精 (in

vitro ferti lization)や顕微受精Cintracytoplasmicsperm in-

jection)として人工授精とは区別しています(図 1)。

私たちがカイコで行っているのは人工授精で，雌蛾の

交尾嚢に精液を注入して，受精卵を得ることを目的とし

ます。人工授精法は，精液の凍結と同様にウシやウマな

どほ乳類ではすでに実用化されており，家畜人工授精土

という国家資格まであります。毘虫では，ミツバチだけ

が実用化されており，系統維持 ・品種改良などに利用す

るための人工授精装置も市販され，精液の凍結などの研

究も盛んに行われています(図 2上，吉田. 1994)。

カイコの人工授精は，約 70年前に北海道大学の大村

先生が雄蛾の貯精嚢から得た無凍結の精液を雌蛾に注入

キャピラリー

交尾嚢を広げる紺子

女王蜂を入れる容器

図2 ミツバチ(上)とカイコ(下)の人工;受精装置
上 :ミツバチの人工授精装置(ドイツ製の市販品)
下 :カイコの人工授精装置
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際の卵に有核精子が入り，受精卵となり産下されます(図

5)。人工授精の場合，貯精嚢から採取した精液はそのま

までは上記のようなプロセスが進まないため受精せず，

精子を活性化させることが必要です。私たちは，精液を

前立腺液あるいは トリ プシン溶液を混合するととで精子

が活性化され受精卵を得ることができることを明らかに

しました CTakemurael al.， 1999)。また，前述した人工

授精装置を用いて l人で簡単に人工授精操作を行うこと

ができ，その成功率および再現性も極めて高く ，自然交

尾とほぼ、同等の産卵成績が得られるようになりました

(表 1)。

することにより受精卵の産下に成功しています COmura，

1936)。しかしながら，この方法は自転車の空気ポンプ

を使い， 二人一組で行うという作業で技術的に難しい面

もあり，その後ほとんど研究が行われませんでした。私

たちは 1996年に DNA微量注射装置(神田 ・田村，

1991 )を改良し，窒素ガスボンベ，圧力調整器，足踏み

スイッチ， 三方電磁弁，キャピラリー(細いガラス製の

注射針)からなる新たなカイコ用人工授精装置を開発し

ました(図 2下，竹村ら，1996)。本装置において窒素

ガス圧は圧力調整器を通じて自在に調節できるので，

キャピラリーに予め充填しておいた約 10μlの精液を微

少な圧力で適正かつ簡単に雌蛾へ注入することが可能に

なりました(図 3)。 3)精液の凍結方法

カイコ精液の凍結は比較的容易です。採取した精液と

凍結保護斉IJCセルパンカー 2 十慈フィールド株式会社)

を等量混合し， 0.25 mlの凍結用ス トローに封入します。

このス トローをそのまま -800Cのディープフリ ーザー

に 10分間冷却し液体窒素中に投入するだけです

CTakemura el al.， 2000)。なお，人工授精にあたっては凍

結した精液も活性化処理が必要です。ス トローのまま

受精裏

2)採取精液の取り扱い

カイコ雄蛾の生殖器官は主に精巣，貯精嚢，前立腺，

ペニスから成り立っており(図 4)，貯精嚢には有核精

子束と無核精子の 2種類の精子が蓄積されています。貯

精嚢の 2種の精子は，交尾時に前立腺を通って雌蛾の交

尾嚢に移行します。通常の交尾においては，前立腺液に

より無核精子が運動性を獲得し，有核精子東が解離し始

めます。その後，無核精子と束から解離した有核精子は

お互いに絡み合って受精霊に移動し，産卵管を通過する

産卵孔

交尾嚢

精子管
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図3.雌蛾の生殖器官における人工授精の様子
左 :キャピラリーで精液を貯精袈Jこ注入
右 :精液が注入され膨らんだ交尾嚢

表 1 人工援精と産卵の受精率およびふ化率

平均産卵数受精率ふ化率
(粒(0/0) (0/0) 

67 0.0 0.0 

531 96.6 96.8 

551 98.7 97.0 

515 97.5 95.9 

546 98.8 98.5 

く
0 

吋
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Z
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。、‘ '1
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図5.雌蛾交尾嚢内における精子
上:交尾嚢と受精嚢に精液が貯まっている様子
下 :交尾嚢内における精子の活性化(有核精子束の解離)
A:活性化する前の有核精子束と無核精子
s:解離し始める有核精子東
c:絡み合っている解離した有核精子と無核精子

lJ 

授精様式 精液の種類

人工授精無凍結精液のみ

精液+前立腺液
精液+卜リプシン液

凍結精液+トリプシン液

自然交尾(対照)

供試品種:ひたち×にしき

精巣

貯精嚢

前立腺

、『

図4 雄蛾の主な生殖器官
人工授精に用いる精液は貯精嚢から採取したのち，前立腺分
泌液を混合して行う

ペニス
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370Cの温湯中で融解した後 トリ プシン溶液を加え活

性化します。交雑品種の場合，凍結融解した精液でも自

然交尾とほぼ同等の受精卵率，ふ化率が得られました(表

1)。また，この受精卵からふ化したカイコの飼育成績は

通常と変わりありませんでした。

4)精液の人工授精と凍結保存の今後

精液の凍結保存に関しては，できるだけ数多くのカイ

コ品種をスクリーニングして，品種による凍結耐性の有

無を調べるという，いわゆる力技的な部分が残されてい

ます。乙の仕事は各品種の精子凍結耐性が明らかになる

だけでなく ，それに伴う，例えば凍結耐性のメカニズム

解明のきっかけなど面白い現象の発見が期待されます。

また，現在，私たちは凍結精子の受精率の向上のために

3倍体精子の利用を検討しています。これは形態機能学

的な基礎研究と一体として進めているものです (Take-

mura el al.， 2006)。カイコの人工授精法は，単にカイコ

の系統保存に有効な方法として受精卵を産下させるため

の技術であるばかりではなく ，様々な生殖生理現象など

を明らかにできる重要な研究手段になりつつあります。

私たちが開発した人工授精法は，カイコに限らず他の毘

虫にも応用が可能で，天蚕でも人工授精で受精卵を得ら

れることがわかりました。さらに将来，カイコの精子に

外来遺伝子を導入できるようになれば，遺伝子導入精子

を人工授精する方式で，新しい遺伝形質を付与するため

のベクターとしての精子利用も期待されます。現在は

もっと多くの人に人工授精法を利用してもらえるように

装置の簡易化や精液採取の機械化など，より簡易な人工

授精法を模索しているところです。

凍結卵巣の利用

1)異齢期卵巣移植

上で紹介したように精子の凍結，つまり雄性の生殖質

についての凍結は，なんとか道筋がついてきました。し

かし現時点で受精卵の凍結保存技術が確立されていな

いので，雌性の生殖質の凍結保存が残されています。雌

の卵巣の凍結保存者E考えた場合 -g体外に取り出した

卵巣を再度別な個体に移植して成熟卵として発達させる

必要があります。卵巣移植は，卵休眠を誘導する物質の

解明を目的に古くから行われました(梅谷， 1925)。また，

移植法の確立を目指しました。卵巣は，幼虫のサイズが

齢によって異なるのと同様に 3，4， 5齢で著しく大きさ

が異なります(図 6)。当然，移植される卵巣(ドナー)

と移植を受ける宿主の発育(齢期)により移植卵巣と宿

主輸卵管との結合の程度が異なることが考えられます。

そこで，3 齢~ 5 齢期幼虫を用い，それらの腹部星状紋

部分をメスで切開し，卵巣をピンセットで摘出し，他の

幼虫から取り出した卵巣を移植しました。その後，移植

された幼虫を飼育し，羽化させ雄蛾と交配し産卵で得ら

れる受精卵を調査しました。その結果，ドナーと宿主の

齢期によって結合率が変わり， 4齢幼虫の卵巣を 3齢に

移植する異齢期卵巣移植でも卵巣が結合し，受精卵が得

られることが判明しました (表 2，図 7)。

2)卵巣凍結

卵巣を凍結する際の保護剤には，ジメチルスルホキシ

ド (DMSO)を用います。DMSOを0.5，1.0および 1.5.M 

の濃度になるようにグレース毘虫培地で調製しておき，

卵巣を 0.5，1.0， 1.5 M の順でそれぞれ 10分間浸漬した

後，2 mlのエッペンドルフチューブに DMSOごと移し

ます。とのチューブを液体窒素の蒸気中に 30分間置い

た後(この場合約 I~ 20C/分の速さで温度が下がりま

す)，チューブを液体窒素中に浸漬します。融解は 370C

の温湯中でチューブごと行います。融解後は，凍結の場

合と逆の順序で I.OMから DMSO濃度を 10分間隔で希

釈していき，最終的にはグ レース液に戻して移植を行い

ます。凍結融解した卵巣を移植した結果，産卵蛾率 ・平

均産卵数とも凍結による障害が著しいことが明らかにな

りました(表 2)。しかしながら，4齢の卵巣を 3齢に移

植する異齢期卵巣移植で、産卵蛾率 20%，平均産卵数 84

粒と最も良好な成績を得られています。

3齢

4齢

1989年には凍結した卵巣を移植することによってもそ 5齢

の卵巣が宿主輸卵管と結合し，羽化後受精卵を産下させ

ることに成功していますが その率は非常に低く実用化

の段階にまで至っていません (Shinbo，1989)。そとで，

凍結卵巣の保存を検討するまえに，まず効率の良い卵巣

12 
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図6.雌幼虫と卵巣の大きさ



(図 8，表 3)。 また，卵巣を平均 997日，精液を平均

812日という長期に保存した組み合わせでも産卵蛾率や

受精卵数はほとんど低下するととなく 次代蚕を得られる

ことが確かめられました(表 3，Mochida et al.， 2007)。

またその次代蚕の遺伝的形質には変化がなく，飼育成績

も通常とほぼ変わりないことが明らかになりました。し

かし問題点が残されました。まず，得られた受精卵数

は極めて少ないことです。また卵巣移植を行っても，ど

3)卵巣移植と人工授精の組み合わせ

以上述べてきたように，カイコでは，精液の人工授精

と卵巣移植によって，雌雄それぞれの生殖質の保存と利

用ができるととが明らかになりました。そこで，それぞ

れの手法を同時に用いた場合，つまり，凍結融解した卵

巣を移植した雌蛾に凍結融解精液の人工授精を試みま し

た。その結果，得られた受精卵は極めて少数でしたが，雄，

雌両方の生殖質由来の受精卵を得ることができました

無凍結卵巣による移植

3齢 3齢

/1 4齢

4齢/1

/1 5齢

5齢/1

凍結卵巣による移植

3齢 3齢 83

/1 4齢 89

4齢 4齢 101

/1 5齢 70

5齢 /1 105 

発蛾率:供試頭数に対する割合
産卵蛾率 .発蛾頭数に対する割合
卵巣の発育:発蛾したものを全て調査
宿主が5齢の場合，切開した傷の回復が困難であった

表 2. 異なる齢期の力イコ幼虫への卵巣移植と羽化雌蛾の産卵成績

供試 発蛾頭数 産卵蛾数 平均 受精卵 卵巣の発育(%)
頭数 と率 と率 産卵数 率

頭頭(%)頭(%) 粒 % 

ドナー
齢期

宿主
齢期 + 

92 

81 

295 

60 
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その卵巣が輸卵管と結合

卵巣と輸卵管が不結合

図 7 移植された卵巣の発育
A:対照

B:約 2個分の卵巣が発達し(+++)，
c:約 l個分の卵巣が発達し(++)，
D:僅かに発達し(+)， 
E:約 2個分の卵巣が発達したが(+++)， 
F :約 l個分の卵巣が発達したが(++)，
G:僅かに発達したが(+)， 
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の雌蛾の輸卵管が結合しているか人工授精の際に外部か

らは判定できないので，全ての雌蛾に人工授精を行うこ

とになり，精液のロスが膨大なものになってしまいます。

そこで，注目しているのは，卵の単為発生です (Mochida

et al.， 2003) 

4)単為発生と人工授精

単為発生とは，卵が精子との受精を経ずに発生を始め

ることで，ミツノtチでは雄パチの誕生がその例に当ては

まります。カイコの単為発生は 例外的に起こるとされ

ていますが，未受精卵で人為的に単為発生を起こす方法

が報告されています (Astaurov，1940)。乙の方法は，ま

3-5齢幼虫
移植した卵巣から発達した卵

ステップ(1) → ステップ(2) → ステップ(3)

図 8 移植卵巣を宿主輸卵管に結合させ，受精卵を得る遺伝
資源保存法

(1)凍結卵巣を宿主幼虫へ移植
(2)羽化した宿主雌蛾へ凍結精液を人工授精
(3)両性凍結生殖質からの産下卵を得る
成功率は低いが，現時点では理惣的なカイコ凍結遺伝資源保
存法

;車結卵

-
3-5齢幼虫 移植した卵巣から発達した卵 単為発生卵からふ化した成虫

ス子ツプ(1) ステップ(2) ス子ツプ(3) ステップ'(4)

図9 移植凍結卵巣卵の単為発生による遺伝資源保存法
(1)凍結卵巣を宿主幼虫へ移植する
(2)羽化した宿主雌蛾から卵を取得し温湯処理により単為発
生させる
(3)単為発生した次代蚕雌蛾へ凍結精液を人工授精する
(4)両性凍結生殖質から産下卵を得る
図 8の代替え技術として単為発生を用いた凍結遺伝資源保存
法

ず雌蛾を解剖して成熟卵を摘出し，卵管組織を除去して

得られた卵を 460Cの温湯中に 18分間浸漬します。そ

の後 150Cに3日間置くことによって，未受精卵が発育

を始め，着色するようになります。との方法で得られた

カイコは，遺伝子構成が母親とまったく同じ，クローン

のようなもので，すべて雌になります。卵巣移植は，輸

卵管が結合していなくても卵巣が発育し，一部成熟卵に

なる場合があります(表 2，図7)。このような成熟卵を

有効に利用するための方法として考えたのが単為発生法

です。以前にも，単為発生を利用して雌の凍結卵巣につ

いて行われていますが (Kusudaet al.， 1985)，単に雌性

生殖質を保存する試みだけに留まっていました。しかし，

人工授精法が確立されている現在では，凍結融解した卵

巣から発達した成熟卵を単為発生処理し，発生した個体

を飼育することによって，雌蛾が得られます。その雌蛾

に凍結融解精液を人工授精するととで，効率よく雌雄そ

れぞれの生殖質が回収されました(図的。この方法の

問題点としては，単為発生による幼虫のふ化が遺伝的要

因による影響が大きく ，そのため品種間 ・蛾区間で大き

な差が出ることです。この点が改善されれば，その利用

価値は計り知れないものになるでしょう。

まとめ:残された課題と未来への期待

カイコにおける凍結保存による系統維持の究極的目標

は，受精卵の凍結保存だと私たちは考えています。受精

卵の凍結保存については，これまで多くの研究者が試み

ていますが，成功に至っていません。現在は卵殻を取り

除いた除殻卵の凍結融解培養が主涜となっており，方法

確立にあと一歩のところまできています。また，カイコ

では他の動物種で成功している核移植や顕微受精などが

成功していません。例えば，顕微受精が成功すれば，凍

結融解卵巣から得られた成熟卵に凍結精液を顕微受精す

るなどカイコ系統の凍結保存法の選択の幅が大きく広が

り，近い将来の成功と実用化を期待しています。
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表 3 凍結精液を人工短精した凍結卵巣移植雌蛾の産卵成績

凍結期間

卵巣 精液

供試
頭数

発蛾頭数 産卵蛾数 平均 受精卵
と率 と率 産卵数 率

頭頭(%)頭 (%) 粒 % 

10分間 10分間 98 88 (89.8) 8 (9.1) 33 60.3 
平均 997日平均 812日 64 42 (65.6) 6 (14.3) 35 50.4 

4齢の凍結卵巣を融解後 3齢宿主に移植し 羽化した雌蛾に凍結融解精液を人工授精した
発蛾率 :供試頭数に対する割合
産卵蛾率発蛾頭数に対する害IJ合

14 

+++ 

。

卵巣の発育(0/0)

++ + 

18 25 
38 48 

56 
14 
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