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豚凍結精液作成時の耐凍剤に関する研究
ネ青萩芳幸・村福間規夫・…米村 功

(*現 (財)鳥取県食鳥肉衛生協会 W 現溝口家畜保健衛生所 *村現 畜産試験場)

The comparative research of frozen boar serum added 
3 kinds of cryoprotectant 

Y oshiyuki AohagiラNorioFukurna，Isao Yonernura 

要約
一般的に豚では凍結精液の耐凍剤としてグリセリンが使用されているが、牛等で利用されている他の耐

凍剤を用いて豚凍結精液を作成し、比較検討を実路した。豚凍結精液作成時の第 2次希釈液に加える耐凍

剤には、グリセリン(G)、エチレングリコーノレ(E)及びNーメチルアセトアミド(N)を使用し、凍結精液中の

酎凍剤最終濃度を3%に調整した。凍結融解した精液はモデナ液で希釈し、 38
0

Cで30分間放置後、精子活力

について検査したところ、精子生存指数はG36.1:t10.5、E45.0土10.7、N16.1土6.3であり、 Eが最も高い精

子生存指数を示した。また豚凍結精液による種雌豚への交自己試験を実施したところ、 Gでは受胎率60.0%で

あったが、 Eでは81.3%であった。

緒 出

豚の交配方法は自然交配の他に、人工授精技術

が取り入れられ、繁殖面における省力化が行われ

ている。しかし、現在、豚の人工授精に利用され

る精液は液状精液であるために、その保存期間は

一週間程度が眼界であり、その都度入手する必要

がある。

一方、凍結精液であれば半永久的に保存するこ

とができるが、豚では牛におけるような実用化に

は至っていない。これは豚凍結精液の精子活力が

液状精液よりかなり低く、また受胎率および産子

数についても低いのでヘ実用的ではないためで

ある。

今回、この豚凍結精液における精子活力の低下

をできるだけ抑制する白的で、豚凍結精液の作成

時に用いられる耐凍剤について検討を行った。

材料及び方法

1)豚凍結精液の作成

鳥取県中小家畜試験場で飼養されているランド

レース種及びデュロック種の種雄豚から精液を採

取し、綜凍結精液利用技術マニュアノレ2) のストロ

ー法による製造手順にほぼ準じて豚凍結精液を作

成した。まずモデナ液で精液を約1.7倍に希釈し、

これを均一に 3つに分け、 150Cの恒温槽内に24日寺

開静置した。次に50mlの遠心管に希釈した精液を

分注後、遠心(2，000回転、 10分間)し、その後上

澄み液を除去して、沈査のみにした。この沈査を

150Cに祖度設定した作業ボックス内で精子濃度が

1 mlあたり 20億個になるように 1次希釈液(表1)

で希釈後、 4
0Cの'国温槽内に 2時間静置して、精液

視度が4
0Cになるまで冷却した。その後、問視等最

の2次希釈液(1次希釈液925.2mUこOEP14.8ml及

表 1 1次凍結用希釈液組成

1， OOOml当たり

蒸留水 7 10m 1 

ラクトース 88ml 

抗生物質 2ml 

(7ミカシンとして200mg)

卵黄 200ml 

び樹凍剤60.0mlを添加(2次希釈液中の耐凍剤濃度

は6%J)で希釈した。今回、耐凍剤は、豚凍結精液

利用技術マニュアルで用いられているグリセリン

の他に、エチレングリコ ル及びN…メチルアセ

トアミドを使用した。その後、 5ml凍結用ストロ…

に5ml充填し、ストロ 1本当たりの精子数は50億

個とした。凍結方法については、液体窒素を入れ

た発泡スチロール容器内の架台にストローを20分

間静置した後、発砲スチロール容器の液体窒素中

へ2分間浸潰し、完全に凍結させた。その後、これ
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らのストローは液体窒素を充填した凍結精液保存

容器中に保存した。

2)凍結精液の融解

凍結精液ストローを保存容器中から取り出し、

400Cのウォーターパスに50秒間漬けて融解した。

その後、融解した凍結精液を65mlのモデナ液と混

合し、精子活力検査あるいは種雄豚への交配試験

にf共した。

3)精子活力検査

精子活力検査は、 8頭の種雄豚の精液から計11

回採精して作成した凍結精液について行った。検

査方法は融解後、モデナ液と混合した凍結精液を

380Cのウォーターパス中に30分陪静置した後に、

適量を精液性状検査板に滴下し、その上にカバー

グラスをのせ、 380Cに温度設定した加温板上で鏡

検した。精子の活力判定には精子生存指数を使用

した。

4)種雌椋への交配試験

グリセリンあるいはエチレングリコ ノレを鮒凍

剤として作成したランドレース種の凍結精液を、

鳥取県中小家畜試験場で飼養しているランドレ

ス種雌豚へ交配し、繁殖成績を調査した。試験に

使用した種雄豚は 1産から 7産の経産豚で、離乳

の翌日に市販の性腺刺激ホノレモン配合剤 (PMSG400

IU、hCG200IU)を頚部筋肉内に注射して発情誘起を

行い、離乳 5日医および6日目に各 1回凍結精液

による人工授精を実施した。

3.結果

1)精子活力検査

各種耐凍剤を使用した凍結精液の精子生存指数

はグリセリン36.1:t 10.5、エチレングリコール45.0

士10.7および災メチルアセトアミド16.1:t6. 3であ

り、エチレングリコーノレが最も高い精子生存指数

を示した。

2)種雌豚への交配試験(表 2)

耐凍剤としてグリセリンを使用した凍結精液の

成績は受胎率60%および平均産子数8.8頭で、あった

が、エチレングリコールを使用した場合では受胎

率81.3%および平均産子数9.9頭で、あった。

表 2 豚凍結精液による交配試験成績

使用した 供試 受胎 平均

耐凍剤名 種雄豚 頭数 産予数

頭数 (受胎率範囲)

グリセリン 10頭 6頭 8.8頭

(60.0切) (3~口頭)

エチレングリコール 16頭 13頭 9.9頭

(81. 3九) (5~17頭)

4.考察

耐凍剤は精子を凍結する際の損傷防止用の保護

剤としての役目を担っている。綜ではiiut凍剤とし

てこれまでグリセリンが用いられてきた。これは

Wilmut and Polge(1977)3lが実施した試験では樹

凍剤としてグリセリンが最も優れていたという報

告に基づいている。一方、エチレングリコーノレに

ついてもWilmutand Polgeは試験を行っているが、

精子活力は低いという結果が得られている。

今回、樹凍剤としてグリセリンの他に、エチレ

ングリコールおよびNーメチルアセトアミドを使

用して凍結精液を作成したが、精子活力及び繁殖

成績はともにエチレングリコールを使用した場合

が最も優れていた。この結果はWilmutand Polge 

の報告と異なっていたが、これはWilmutand Polge 

が実施した豚精液凍結方法はベレット法であり、

今回実施したストロー法と異なっていたことが大

きな要国ではないかと考えられる。現在、豚凍結

精液に関する研究はストロー法が主流で行われて

いる。今回、このストロー法に用いられる耐凍剤

としてエチレングリコールも有効であることが明

らかにされたことから、今後の豚凍結精液の研究

の発展が期待される。またエチレングリコールは

牛凍結精液の耐凍剤として有力視されておりぺ

このことからも凍結精液に利用される酎凍剤とし

て優れているものと考えられる。

種雌豚への交配試験では、エチレングリコール

を使用した場合の受胎率及び産子数がともにグリ

セリンを使用した場合より良好であった。これは

エチレングリコールを使用した凍結精液の方がグ

リセリンの場合よりも精子活力が良好であったこ

とが繁殖成績に反映したためと推測される。また

エチレングリコ ルの繁殖成績の方が良好で、あっ

たことから、豚凍結精液の耐凍剤としてエチレン

グリコールを使用しでも、受胎への影響は少ない

と考えられる。
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Summary 

Frozen boar sperms added 3 kinds of cryoprotectant (glycerol， ethylene glycol and 

N叩 ethylacetamide)were compared. After frozen boar sperms were thawed， sperms were incubatedat 38 oC for 

30 minutes. Then frozen-thawed boar speηns were examined for the motility index ofspermatozoa. The motility 

index of spermatozoa of boar sperms added ethylene glycol was bestat 45.0土10.7. The breeding examinations 

used these frozen boar sperms were done. Pregnancyrate of sow inseminated frozen boar sperms added ethylene 

glycol was 81.3%. On the other hand，60.0% was glycerol 
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