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豚精液の凍結条件の違いが凍結融解後の

精子生存性に及ぼす影響

菅 和寛

山形県農業総合研究センター養豚試験場

Effect of Freezing Conditions on the Viability of Frozen-Thawed Boar Semen. 

Kazuhiro KAN 

豚凍結精液の利用をより安定した技術とすることを目的とし，凍結条件の検討を行った試

験 1では凍結ストロー容量の違い，試験2ではストロー凍結時の液体窒素液面からの距離の違

い，試験3では前処理液へのプロリン添加濃度の違いが凍結融解後の精子生存性に及ぼす影響

について検討した.

その結果， 0.5m12ストローの利用，液体窒素液面の10cm上でストローを静置して凍結するこ

と， 100mMプロリンを添加した前処理液で精液の前処理を行うことによって，凍結融解後の精

子生存性の向上効果が得られることが示唆された.

【キーワード】 豚凍結精液，精子生存性，ストロー容量，液体窒素液面からの距離，プロリン

添加

I 緒面

本県のランドレース種系統豚ガッサンエルは平成

17年 3月に完成し，現在は社団法人山形県系統豚普及

センターで系統の維持増殖が行われ，県内の養豚農家

に対して大ヨークシャ一種およびデュロック種との交

雑母豚が供給されている.しかし，系統豚は閉鎖群育

種の性質上，維持期間の長期化に伴い近交退化の問題

が生じるため生体での維持には限界がある.その対策

として，ガッサンエルの現世代豚の精液を凍結保存し

ておき数世代後の母豚の交配に利用することにより，

近交係数や血縁係数の上昇を抑制することが考えられ

る.

豚の凍結精液についてはその利用技術がマニュアル

化されているものの，受胎率や産子数が自然交配や液

状精液による人工授精と比べて劣ることなどから，実

用化されるまでには至っていない状況にある.豚凍結

精液の実用化のためには，自然交配や液状精液による

人工授精と同等の受胎成績が得られることが不可欠で

ある.一方，門脇ら2)は，凍結融解後の生存率の高い

凍結精液を用いた場合に受胎率，平均胎子数が高くな

る傾向が認められたと報告している.また，山口ら 10)も

同様の報告をしていることから，受胎成績を向上させ

るためには凍結融解後の精子生存率が高い精液を人工

受理年月日・平成22年 1月27日

授精に用いることが重要であると考えられる.

そこで本研究では，凍結融解後により高い精子生存

性が得られる凍結方法を確立するため，凍結ストロー

の容量，ストロー凍結時の液体窒素液面からの距離に

ついて凍結融解後の精子生存性への影響を検討した.

また，植物等で凍結保護作用が報告されているプロリ

ンを精液の前処理液に添加し，その効果についても検

討した.

E 材料および方法

1 試験， :凍結ス卜口一容量が凍結融解後の精

子生存性に及ぼす影響

(1) 供試精液

当場繋養の種雄豚4頭(ランドレース種3頭，デ、ユ

ロック種 1頭)から手圧法で採取した精液濃厚部，延

べ12検体を供試した.

(2) 凍結処理

凍結ストローの製造は「豚凍結精液利用技術マニュ

アルJ4)に準じて実施したなお，前処理液および融解

液にはモデナ液を使用した.

採取した精液濃厚部を室温で放置して300Cまで

徐々に冷却した後， 50m12目盛付遠沈管に分注し同温

度の前処理液を等量加えて静かに混和した.これを30

℃の水を入れた発泡スチロール容器に入れ， 150Cに設
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定した恒温槽内で一晩(約22時間)静置したその後，

150Cで800G，10分間遠心分離し，アスピレーターで

上清を除去した.続いて，沈殿精子に等量の一次希釈

液(第 1表)を加え静かに混和した後， これを約 2時

間かけて 5
0

Cまで冷却した.その後，いったん精子数

が20億/m12となるように一次希釈液をさらに加えて

混和し，続いて最終精子濃度が10億/m12となるよう二

次希釈液(第2表)を添加しよく混和した二次希釈

後の精液は，直ちに 5m12および0.5m12の凍結用スト

ローに充填し，金属製ラックの上に載せ，液体窒素を

入れた発泡スチロールの液体窒素液面上4cmで20分

間静置して凍結した.凍結したストローは，液体窒素

中に浸漬し，液体窒素保管器内で保存した

(3) 融解および精液検査

凍結ストローを400

Cの温水中で融解した後， 370

Cの

モデナ液で10倍希釈した.その後，3TCの恒温水槽中

で2時間保温し，凍結融解後30分， 1時間， 2時間の

精子生存指数5)を調査した.なお，精子生存指数は全

視野中の精子のうち運動激烈なもの(十++)および

活発なもの(++)の割合にそれぞれ100，75を掛け

合わせ100で割ったものの値を示した.

2 試験 2 ストロー凍結時の液体窒素液面から

の距離が凍結融解後の精子生存性に及ぼす影響

(1) 供試精液

当場繋養の種雄豚 6頭(ランドレース種，デ、ユロッ

ク種，大ヨークシャ一種，各2頭)から手圧法で採取

した精液濃厚部，延べ8検体を供試した.

(2) 凍結処理

凍結ストローの製造は，試験 1の結果を踏まえて

0.5m12ストローを用い，その他は試験 1の方法と同様

に実施した.ただし，ストロー凍結時の液体窒素液面

からの距離について， 4cm上および~10cm上の 2 区分

を設定した.

(3) 融解および精液検査

試験 1と同様に実施した.

3 試験 3:前処理液へのプ口リン添加が凍結融

解後の精子生存性に及ぼす影響

(1) 供試精液

当場繋養の種雄豚 5頭(ランドレース種2頭， ア ユ

ロック種 1頭，大ヨークシャ一種2頭)から手圧法で

採取した精液濃厚部，延べ10検体を供試した.

(2) 凍結処理

試験2までの結果を踏まえて0.5m12ストローを用い，

液体窒素液面上10cmでストロー凍結を行った.その他

は試験 1の方法と同様に実施した.試験区分として，

前処理液に 0，50， 100mMの3段階の濃度でプロリン

を添加し，その効果を検討した.

(3) 融解および精液検査

試験 1と同様に実施した.

E 結果

1 試験1:凍結スト口一容量が凍結融解後の精子

生存性に及ぼす影響

0.5m12ストロー区の凍結融解後の精子生存指数は融

解後30分で 5mρ ストロー区に比べて高い傾向がみら

れた(第 3表).また， 5 m12ストロー区の融解後30分

での精子生存指数が40以上であった 7検体のみを比

較すると，融解後30分および 1時間の精子生存指数が

5m12ストロー区でそれぞれ52.3，50.5であったのに対

し， 0.5m12ストロー区は66.1， 59.8と有意に高い値で

あった(第4表)• 

2 試験 2:ストロ一凍結時の液体窒素液面から

の距離が凍結融解後の精子生存性に及ぼす影響

試験 1の結果から，凍結容器には0.5m12ストローを

用い，ストロー凍結時の液体窒素液面からの距離につ

いて検討した.液体窒素液面から 4cm上または10cm

上で凍結した場合の凍結融解後の精子生存指数には有

意な差は認められなかったが，融解後の時間を問わず

10cm上区の精子生存指数の方が10ポイント程度良好

な値であった(第5表)• 

3 試験 3:前処理液へのプロリン添加が凍結融

解後の精子生存性に及ぼす影響

試験2までの結果を踏まえて， 0.5m12ストローを用

いて液体窒素液面10cm上でストロー凍結を行い，前処

理液へのプロリン添加濃度を検討したその結果，融

解後30分の精子生存指数においてはプロリン100mM

添加区が53.8でOmM添加区の41.4に比べ有意に高

かった.また，融解後 1時間でも100mM添加区の精子

生存指数がOmMおよび、50mM添加区に比べて高い傾

向がみられた(第 6表)• 

lV考察

当試験場では，これまで「豚凍結精液利用技術マニュ

アル」に準じた凍結方法で凍結精液を作製してきた.

本試験では， このマニュアルに改良を加えることによ

り凍結融解後の精子生存性を改善させることを目的と

して，凍結ストローの容量，ストロー凍結時の液体窒

素液面からの距離，前処理液へのプロリン添加につい
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第 1表一次希釈液の組成 (l，OOOmB中) 第 2表二次希釈液の組成(1，OOOmB中)

成分

一次希釈液

OEP 

グリセリン

成分 添加量

ラクトース 88 g 

アミカシン 75 mg 

ジベカシン 25 mg 

ペニシリン 250000 IU 

量

一

叫

叫

叫

加一

2

8

ぬ

添
一
一
ぬ

U

1

-
n吋
ν

※ 以上を滅菌蒸留水で800mlにメスアップする。

鶏卵卵黄 200 m1 

第 3表 ストロー容量の違いによる凍結融解後の精子生存指数

1時間 2時間ストロー容量 n 凍結前 融解後30分

42. 2 :t 12. 9 

51. 3 :t 16.5 

39. 2 :t 13. 1 

45.2 土 14.4

5m1 12 

12 

41. 7 :t 12. 9 

54.7 :t 17.8 
80.5 :t 5.2 

0.5ml 

※ 平均値±標準偏差を示す.

第4表 ストロー容量の違いによる凍結融解後の精子生存指数

1時間 2時間n 凍結前 融解後30分ストロー容量

52.3 :t 8.0 b 50. 5 :t 8. 1 b 48.2 土 8.1 

53.0 :t 4.5 

5ml 7 
84.3 :t 4.5 

59. 8 :t 6. 7a 7 66.1 :t l1.8a 0.5ml 

※ 平均値±標準偏差を示す. ※ 行間の具符号聞に有意差あり (Pく0.05).

※ 第 3表のうち， 5皿1区で、融解後30分の精子生存指数が40以上のもののデータを示した.

第5表 液体窒素液面からの距離の違いによる凍結融解後の精子生存指数

液体窒素液面
n 凍結前 融解後30分 1時間 2時間

からの距離

4cm上 8 49. 1 :t 16. 7 45.9 :t 15.6 43.4 :t 15.3 
84.4 :t 5.0 

10cm上 8 60.0 :t 10.7 55. 9 :t 11. 9 52.0 :t 10.9 

※ 平均値±標準偏差を示す.

第 6表 前処理液へのプロリン添加濃度の違いによる凍結融解後の精子生存指数

プロリン添加濃度 n 凍結前 1時間 2時間融解後30分

41. 4 土 13.5b 41. 8 :t 16.2 

44.3 土 11.7 

53.6 :t 11. 7 

35. 1 :t 18.3 

36.4 土 14.9

39.9 :t 17.9 

10 OmM 

50mM 

100mM 

10 83.0土 7.5 45. 8 :t 12. 5 

53.8 土 11.2 a 10 

※ 行間の具符号間に有意差あり (a，b : P<O. 05) . ※ 平均値±標準偏差を示す.

て凍結融解後の精子生存'性への影響を検討した

試験 1では，マニュアルのストロー凍結法の容器と

して用いられている 5m1iストローと牛凍結精液で一

般的に用いられている0.5m1iストローの比較を行った.

野上ら6)は， 5m1iストローではグリセロール濃度

3%および7%ともに凍結融解後30分の精子生存指

数はともに40であったが，0.5m1iストローではグリセ

ロール濃度 3%および7%でそれぞれ50，65であり，

0.5m1iストローの方が良好な精子生存性が得られたと

報告している.また，太田ら 7)は，融解30分後の運動

精子率が30%に満たなかった精液について，大型スト

ローと小型ストローの比較を行った結果，融解30分後

の平均運動精子率は大型ストローが18%，小型スト

ローが31%で，平均で13ポイント改善されたと報告し

ている.本試験においても，凍結融解後の精子生存指

数は0.5m1iストローの方が 5m1iストローに比べ良好
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な値を示した.その要因としては， 0.5mQストローの

方が 5mQストローに比べ容量が小さいため冷却速度

が速にストロー内が均質に凍結されたためであると

推察された. これらのことから，豚精液の凍結容器と

しては0.5mQストローの方が適していると考えられた.

試験2では，0.5mQストローを用いた凍結における

ストロー凍結時の液体窒素液面からの距離を検討した.

野上ら6)は，液体窒素液面4cm上で凍結する一段階法

と 120
0

C窒素ガス中で氷結後に深部ガス中に水平静

置する二段階法を比較し，凍結融解後120分までの精

子生存指数は一段階法よりも二段階法が優れていたと

報告している.今回，液体窒素液面上の温度を測定し

たところ， 4cm上は約-1500C，10cm上は約 115
0

C 

であったことから， 10cm上での凍結は野上らが行った

二段階法に近い凍結温度であったため， 4cm上に比

べ良好な結果が得られたと推察された

試験3では，前処理液にプロリンを添加し，その効

果を検討した.その結果， 100mMプロリンを添加した

前処理液で処理した精液の精子生存指数は融解後30

分で OmM添加に比べ有意に高い値であった.深津ら1l

の報告においても前処理液へのプロリン添加による凍

結融解後の精子生存指数の向上が認められており，本

試験の結果と符合する.プロリンは，電気的に中性で

水和性が高く，細胞内に大量に蓄積しても毒性を持た

ない低分子有機化合物のひとつである.シロイヌナズ

ナや酵母などにおいては プロリンの蓄積による細胞

保護作用が知られており 8.9) 凍結のほか，乾燥，酸化，

塩，エタノールなどのストレスに対する耐性が向上す

ることが明らかになってきている.その仕組みとして

は，細胞内に蓄積することで浸透濃度を上昇させて凍

結脱水から細胞の水分を保持すること，細胞の膜系や

タンパク系に直接作用し安定化させること，の二つが

挙げられる3) 本試験においても，精子に対してプロ

リンの細胞保護作用が影響したため，凍結融解後の精

子生存指数の向上効果が得られたものと考えられた.

V 結 吾.!>.
E岡

本試験の結果から，従来の豚凍結精液利用技術マ

ニュアルで示されている凍結方法に加え，0.5mQスト

ローの利用，液体窒素液面の10cm上での凍結， 100mM 

プロリン添加前処理液による精液の前処理を行うこと

によって，凍結融解後の精子生存指数の向上効果が得

られることが示唆された今後は凍結方法の改良のみ

ならず，凍結精液の融解方法や融解液の検討，人工授

精時の注入精子数の検討などにも取り組み，受胎率や

産子数の高位安定化を図り，凍結精液利用技術の実用

化につなげていきたい.
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Summary 

Freezing conditions of boar semen were studied to improve the viability of frozen-thawed 

semen in vitro. Tested conditions were the volume of straw. the distance from the surface of 

liquid nitrogen in freezing process， and proline concentration of diluting solution. The 

effects of each condition were evaluated by means of survival index of frozen-thawed 

semen. 

Survival index of frozen-thawed semen were improved by use of 0.5 ml straw， holding of 

straw 10 cm distant from liquid nitrogen， and pretreatment of semen with 100mM proline 

enriched solution. From these results， it was suggested that the viability of frozen-thawed 

boar semen was able to improve by above modification. 
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