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原著

精柴含有融解液を用いた豚凍結精液による人工授精試験

岡崎哲司・秋好禎一-菅 正和・手島久智・島田昌之本

大分県農林水産研究指導センター畜産研究部，

大分県豊後大野市三重町赤嶺 2328-8，879-7111 

事広島大学大学院生物国科学研究科，広島県東広島市鏡~I 1-4-4， 739-8582 

(2011年3月 16日受付， 2011年 7月26日受理)

要約 最近，私たちは凍結精液を人工授精するための融解液に精柴を添加すること

で，人工授精後の臨の蓑床率が向上することを報告した。そこで，本研究では，精紫含有

融解液を用いて，受胎率および一腹産子数などの繁殖成績を明らかとする自的で生産現場

を含めた大規模な人工授精試験を試みた。人工授精に用いた雌豚は自然発情のものを使用

し一発情に対して 3聞の頚管注入による人工授精を実施した。その結果，凍結精液の人

工授精で受胎察 80.2%，一競産子数 10.1頭，および生存産子数9.2頭と液状精液のそれ(受

給率;73.9%，一腹産子数;10.3頭，生存産子数;9.5頭)と比較していずれも有意な差は認

められなかった。また，生産現場で、の人工授精試験においても受胎率は 82.4%，一腹産子

数は 11.8頭および生存産子数は 11.1頭と凍結精液を用いた人工授精は液状精液による人

工授精の繁娘成績と同程度であった。以上のことから 精援を添加した融解液を用いるこ

とで凍結精液による人工授精の繁殖成績は実用化レベルにまで改善され，凍結精液技術の

普及に有効で、あることが明らかとなった。

緒言

わが闘の養豚業において液状精液による人工授

精が普及しつつあるが，精液の保存期間が短いこ

とや，急、な発情に対応、できないことなどから，そ

の普及率は 40%程度で停滞しているのが現状で

ある。これらは効率的な肉豚生産や種豚の育種改

良を妨げる要因となっている。したがって，液状

精液のこれらの問題点を解決可能な，凍結精液を

用いた人工授精技術の普及が強く望まれている O

近年までに豚精子凍結用希釈液の組成田uら，

2008) ，冷却速度 (BWANGAら， 1991)，および融解

液の組成 (YAMAGUCHIら， 2009)の改良などによ

り融解後の精子運動性は改善されること，さら

に， ROCAら (2003)は，子宮内へ注入可能な深部

注入カテーテルを用いることにより受胎率や一腹

Artificial Insemination Trial of Frozen-Thawed Boar Spermatozoa with Thawing Solution Containing 
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総産子数を改善できることを報告している O しか

し，これらの開発技術を用いた人工授精による繁

殖成績に関する報告は極めて少なく，現場での利

用はほぼないに等しい。

我々は，実用可能な凍結精液を作製するため

に，凍結および融解の再処理法の改良を試みた。

まず，凍結処理においては，精紫中の細菌性内毒

素 (Lipopolysaccharidε:LPS)が精子の生存率を

低下させる (OKAZAKIら， 2009a) という知見か

ら，精液を採取後，直ちに遠心分離により精紫を

除去した後， LPS不活化斉IJである PolymyxinBで

処理する手法を考案した (OKAZAKIら， 2010)。ま

た，この処理した冷却精液を高浸透圧 (400

mOsm/kg)，低グリセロール濃度(最終濃度 2%)

の凍結希釈液にて凍結することで¥個体伺の耐凍

能の差による向題を解決できる凍結法の開発に成

功した (OKAZAKIら， 2009b)。融解時には精子の

運動性を持続させることが重要となるが，精紫が

それを可能にさせることを明らかとしたことか

ら，精築含有融解液の開発に至った。この融解液

を用いた人工授精試験で、 精紫は，受胎率および

胎子の着床数を精柴無添加区と比較して有意に向

上させたことも明らかとなった (OKAZAKIら，

2009c)。そこで，本研究では，この精紫含有融解

液を用いた大規模な人工授精試験を行い，通常の

液状精液による人工授精の繁殖成績と比較するこ

とで¥実用可能な技術であるか否かを評価するこ

とを目的とした。

材料および方法

液状精液および凍結精液作製に用いた雄豚は大

分県農林水産研究指導センターで繁養しているラ

ンドレース種，大ヨークシャ一種，および、デユ

ロック韓であり，既報にしたがって液状精液およ

び、凍結精液の作製を行った (OKAZAKIら， 2010)。

簡潔に述べると，液状精液では，採取した精液は，

1 X 108sp巴rm/mLとなるようモデナ液 (O.l5Mグ

ルコース， 26，7mMクエン酸ナトリウム， 11.9 

mM霊炭酸ナトリウム， 15，lmMクエン酸， 6，3 

mM EDTA-2Na， 46.6mMトリス， 20万単位 /L

ペニシリン G，100mg/Lアミカマイシン)で希釈

し合計50mLとなるよう調整した。この時，希

一 165

釈精液における精紫濃度が1O~20% (v/v) とな

るよう調整した。作製した液状精液は， 15
0

Cで保

存し， 3日以内に人工授精に供試した。凍結精液

の作製では，採取した濃厚部精液を遠心分離によ

り精援を除去後，前処理液 (0.33Mグルコース，

12.8mMクエン酸ナトリウム， 14.3mM重炭酸ナ

トリウム， 9.9mMEDTA-2Na， 20万単位 /Lペニ

シリン G，50万単位 /LPolymyxin B)で希釈後，

2時間かけて 15
0

Cへ冷却した。その後，前処理液

を除去し 400mOsm/kg，最終濃度 2%の凍結希

釈液(11多正 Niwaand Sasaki freezing extend巴r)

にて処理し， 0.5mLストローに充填後(精子濃

度;1 X 109 sperm/mL) ，液体窒素蒸気中で凍結し

た。人工授精に用いた凍結精液と液状精液のド

ナーは同ーのものを使用した。

人工授精に用いた雌綜は，ランドレース種，大

ヨークシャ一種，および交雑種(ランドレース稜

×大ヨークシャ一種)の経産豚とした。発情は 1

日2間 (AM9・00，PM17: 00)雄豚への nose-to

noseで確認した。融解液に添加する精紫は，液状

精液による人工授精で、受胎率 80%以上を示した

雄豚由来(全量採取)のものを混合 (2個体以上の

精援を混合)して使用し 20万単位 /Lペニシリ

ンG，50万単位 /LPolymyxin Bを添加後，融解

液(モデナ液)に対して 10%(v/v)添加した

(OKAZAKIら， 2009c)。融解時には，凍結精液スト

ローを 60
0

Cの温湯に 8秒間浸漬しその後， 38
0

C 

に保温した融解液へ注入し人工授精用精液とし

た。子宮内へ注入する凍結融解あるいは液状精子

数は， 5 X 109 sperm/50 mLであり，雄豚に許容開

始度後の自然発情中の雌豚へ l回自の人工授精を

実施しその後 12時間間隔で合計3回頚管注入

による人工授精を実施した。本人工授精試験は，

大分県農林水産研究指導センターおよび生産者の

協力を得てそれぞれ実施した。妊娠鑑定は，人工

授精後 25-30日で超音波妊娠鑑定器 (Aloka，

SUPER EYE， SSD-500) を用いて行った。

-n夏総産子数と生存産子数は乎均値士標準誤差

で示した。受胎率および流産率は X二乗検定で，

一謀総産子数と生存産子数は一元自己置分散分析に

より検定した。
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企土
地一ロ 果

大分県農林水産研究指導センター内での試験で

は， 81頭のtltlt豚に凍結精液を用いた人工授精を実

施した。その結果，人工授精後 25白齢の受胎率

は80.2%と高く，その後の妊娠期間中の流産率も

3.1%と低値を示した(表1)。これらは，液状精液

による人工授精のそれらと比較して有意な差は認

められなかった。また，一日皇総産子数は 10.1頭，

生存産子数は 9，2頭と液状精液(一腹総産子数;

10.3頭，生存産子数 ;9.5頭)と遜色ない数の子豚

が得られた。さらに，開発技術の適切な評価を行

うために，生産現場においても同様に試験を行っ

た(表 2)0凍結精液の人工授精に供試した雌豚は

17頭で，その受胎率は 82.4%と非常に高く，流産

は観祭されなかった(液状精液による人工授精で

は，受胎率 84.2%，流産率 0%)0また，一腹総産

子数は 11.8頭，生存産子数は 11.1頭と高いレベ

ルの繁殖成績を得ることができた。

考察

通常，凍結精子は融解度後に凍結融解の溢度ス

トレスが引き金となり受精能獲得(Capacitation) 

を誘起し細胞膜の変化に伴う運動性の低下が起

こってしまう (WA百 ON，2000)。我々は，融j9平i夜

へ精援を添加することにより，受精能獲得の指標

となるタンパク質のチロシン残基のリン酸化を抑

制できること，その抑制効果が 10%(v/v)の精禁

量で十分であることを示しさらに，精子の運動

率が融解後も長時隠にわたり持続することも明ら

かとした (OKAZAKIら， 2009c)。この精援の精子

への正の作用が精紫含有融解液による人工授精に

おける， 80%以上という高い受胎率をもたらした

と考えられる。

O'LEARYアら (2004)は，精張中に存在する TGF-s

(Transforming growth factor-s)などの生理活性

表1. 大分県農林水産研究指導センターにおける人工授精後の繁殖成績

Table 1. Reproductive performance after AI at Oita Pr巴fecturalAgriculture， Forestry and Fish巴ries

R巴searchCenter 

Number of Conception rate Percentage of Number of 
Treatment Litter size 

inseminated sows (%) aborted sows (%) live born 

Liquid semen 115 73，9 (85/115) 2.4 (2185) 10，3土0，3 9，5土0.3

Frozen-thawed 81 80，2 (65/81) 3，1 (2165) 10，1::1::0.5 9.2土0，6

se訂len

Mean土S.E.M.Semen of each treatm巴ntwas artificially inseminated to natural estrus sows. AI was 

perform巴dthree times per estrus by cervical catheter. 

Tr巴atment

Liquid semen 

Frozen-tha wed 

semen 

表 2. 生産者における人工授精後の繁殖成績

Table 2. Reproductive performance after AI in pig production farm 

Number of Conc巴ptionrate Percentage of 
Litter size 

inseminated sows (%) aborted sows (%) 

57 84.2 (48/57) O 11，0ごと0.3

17 82.4 (14/17) 。 11.8::1::0.4 

Number of 

live born 

10.4土0.3

11.1土0.4

Mean土S.E.M.Semen of each tr巴atm巴ntwas artificially inseminated to natural estrus sows. AI was 

performed three times per estrus by cervical catheter. 
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物質が子宮内膜細胞に作用し， nfの着床や発育に

必要な Granulocyte-macrophagecolony司stimulating

factor (GM-CSF)などのサイトカインあるいはケ

モカインの mRNA発現を上昇させることを報告

している。また，我々は，凍結精液と共に各濃度

の精援を子宮内へ注入すると，人工授精後 35B 

齢での生存胎子数，胎子重量および胎盤重量が精

紫無添加の場合と比較して有意に増加したことを

明らかとしている(岡崎， 2008)。これらのことか

ら，融解i夜へ添加した精援は精子における自発的

な受精能獲得の抑制など精子に直接関与するだけ

でなく子宮内膜へも何らかの作用をし人工授精

後の目玉の若床や胎子の発育に影響することで，

い繁殖成績が得られたものと推測された。

本研究で用いた融解液および精紫には，一般的

に用いられる抗生物質のペニシリン Gやアミカ

マイシン，さらには LPSを不活化する Polymyxin

Bも予め添加しており，人工授精後の母豚あるい

は胎子への細菌性疾病感染は防御されているが，

卒者il1[中には PRRSVや ADVなどのウイルスも中食

出される (GUERINand POZZI， 2005)。さらには，

精竣成分は季節毎，偲体毎に大きく変動する

(MURASEら， 2007) ことから，凍結精液を広域的

に利用するためには，精紫など動物由来物質を含

まない合成融解液の開発が必要と考えられ，今後

は安全性の面も課題となるであろう。

本研究では，精築含有融解液を用いることで凍

結精液による人工授精で液状精液と同等の繁殖成

績が得られることを実際の人工授精試験で、証明で

き，実用化されうる技術であることが明らかと

なった。
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Hisanori TESHIMA and Masayuki SHIMADA * 
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Recently， we reported that the addition of 10% (v /v) seminal plasma to thawing solu-

tion suppressed sperm activation (cryo-capacitation) and increased implantation rates for 

embryos following artificial insemination (AI). In order to clarify reproductive perform-

ance such as conception rate and litter size， in this study we performed a large-scale AI 

trial using frozen-spermatozoa thawed by seminal plasma-containing thawing solution at 

the Oita Prefectural Agriculture， Forestry and Fisheries Research Center. Sows of natu-

ral estrus were cervical artificially inseminated three times per estrus (5 x 109/50 mL per 

injection). When frozen-thawed spermatozoa treated with seminal plasma were injected 

into the uterus， high reproductive performance was observed. These results were com-

parable to that of liquid semen (conception rate ; 80.2 vs. 73.9% (liquid semen)， litter size ; 

10.1 vs. 10.3， number of live born ; 9.2 vs. 9.5). From the basic AI study， examining wheth-

er AI by seminal plasma-containing thawing solution is efficient at a commerciallevel， we 

carried out AI using frozen-thawed spermatozoa at a pig production farm. The concep-

tion rate， litter size and the number of live born after AI with seminal plasma were found 

to be at a standard level similar to that of liquid semen (conception rate ; 82.4 vs. 84.2% 

(liquid semen)， litter size ; 11.8 vs. 11.0， number of live born ; 11.1 vs. 10.4). From these re-

sults. we concluded that the 10% (v/v) seminal plasma司containingthawing solution is a 

beneficial tool for AI using frozen-thawed boar spermatozoa. 
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