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た．近年では，ノックアウトマウスにおける雌親行
動の障害（Leckman＆Herman，2002）や近交系マ
ウスにおける雌親行動の系統差（例えば，Bond，

児放棄などに見られる母親の精神病理や女性の社会
進出に伴う育児形態の変化が注目され，母性とは何

Neumann，Mathieson，＆

か，母親の養育行動とはどのようなものかといった
母親の側の問題も改めて取り上げられるようになっ

Roubertoux，＆Cohen−Salmon，1982）が報告され，
養育行動における遺伝的要因の影響を検討する上で

た．

マウスの有用性は高い．

動物行動研究においては，げっ歯類を中心に内分
泌系や脳神経系とVlった生理的要因や，交尾や他個
体との同居といった社会的要因，ならびに気温の変
化といった環境要因に関する検討が行われ，養育行

マウスは実験用動物の中でもその繁殖および飼育
が容易であることや実験的統御がし易いこと，生活
史が短く発達過程全体を扱えることなどの理由から
医学・生物学の分野において広く利用されてきた．

動の発現・維持メカニズムの解明が進められてき

その中でも近交系マウスは有用性が高く，現在200
系統以上が国際登録されている（托sting，1979）．
心理学および行動遺伝学では，行動の系統差，つ
まり当該行動に対する遺伝的影響について多くの研

1）本調査は，日本学術振興会科学研究費補助金・基盤研
究（B）（代表者：牧野順四郎，課題番号：14310038）
の助成を受けた．ここに記して感謝の意を表します．

Mathieson，Stapleton，＆

Brown，2002；Brown，
Neumann，1999；Carlieち

究が行われてきた．しかし，性行動や養育行動との
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関連性が深い妊娠，出産，養育状況については，多
くの基礎データが繁殖業者や各種研究所および大学
等の研究施設において蓄積されているにもかかわら
ず，系統比較の報告は少ない（例えば，長澤・宮
本・藤本，1973）．そこで，本研究では筑波大学心
理学系動物実験棟において維持されている，あるい
は過去に維持されていた7系統の近交系マウスの妊
娠，出産，養育状況を交配記録簿から調査し，マウ
スの生殖行動に関わる遺伝的影響の基礎的検討を試
みた．

方

法

調査対象
国立遺伝学研究所より移送され筑波大学心理学系
動物実験棟において維持されてきた4系統
（CBA／Ca，C57BIノ釘，C3托作‡e，DBA／釘）および日
本チャールズリバー社から購入し維持されてきた1
系統（BALB／c）2），ならびに国立遺伝学研究所より
移送され，過去に維持されていた2系統（〟Hd，
AK即）の近交系マウスについて20世代の記録を調
べた．現在維持されている5系統については2003年
2月末日時点における最新の世代から1つ前の世代
を基準として，BALBは16〜35世代，CBAは75〜94
世代，C3Hは97〜116世代，C57BLは101〜120世
代，DBAは95〜114世代を対象とした．過去に維持
されていた2系統については，交配を停止する世代
の1つ前の世代を基点に過去20世代を対象とし，A
は41〜60世代，AKRは14〜33世代を対象とした．
なお，調査対象は全て初産とした．
飼育と交配
調査対象となったマウスは21〜25日齢で離乳し，
離乳後は同腹同性の仔同士で集団飼育した勘．飼育
はオガクズを敷いた透明プラスチック製ケージにて
行い，餌（オリエンタル酵母）および水はケージに
常設された餌箱および水瓶により自由に摂取させ
た．なお，床敷の交換を1週間に1度，また餌の補
給および水瓶交換を適宜行った．飼育室は，室温23
±2℃に調節され，明暗12時間周期（明期：8：00
〜20：00）で照明された．
各個体が8〜15週齢時に，同系統で同りターの雌
雄を用いて雌1〜4匹に対し雄1匹の割合で交配し
た．マウスは通常受胎後3週間程度で出産に至るの
で，交配から2週間ほど経過したら週1回の割合で
雌の腹部の膨らみ具合を確認し，膨らみが確認され
た場合は，オガクズを敷いた個別ケージに移し4），
出産が確認された日を0日齢とした．交配期間中に
雌雄どちらかが死亡した場合，および複数の雌を同
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一ケージ内で交配し，妊娠雌を分離する前に同一
ケージ内で複数の雌が同時期に出産した可能性があ
る場合は，調査対象から除外した．
妊娠率
交配した個体数に対する妊娠した個体数の割合を
系統ごとに算出し，妊娠率とした．また，交配個体
数から妊娠した個体数を引くことによって妊娠しな
かった個体数を算出した．妊娠個体とは，仔を出産
するか，あるいは腹部の膨らみを確認した後に出産
形跡（オガタズに付着した血痕等）が確認された個
体とし，出産形跡のみで仔の姿が確認できなかった
ものも妊娠個体に含めた．なお，妊娠しなかった個
体とは，交配から1ケ月以上経過しても妊娠の徴候
が確認されなかった個体である．
離乳率
妊娠した雌の個体数を分母とし，それらの堆から
出生したりターのうち離乳まで生存したりターの数
を分子として系統ごとに離乳率を算出した．また，
妊娠個体数から離乳したりター数を差し引くことに
よって離乳しなかったりター数5）を算出した．なお，
りターサイズが1匹である場合がまれに存在する
が，この場合は近交系マウスを維持するための交配
が不可能であるため，我々は離乳前にそのりターを
殺処分してきた．このようなりタ一については，離
乳したりタ一致算出の対象から除外するとともに，
以下の産仔数，仔の性比，仔の体重の算出において
も除外した．
産仔数と仔の性比
各系統について離乳時に記録したりクー当たりの
仔数を産仔数とした．なお，離乳するまでに死亡し
た仔数については産仔数に含まれておらず，真の産
仔数より少ない可能性があった．また，各系統にお
ける仔の性比ほ，離乳時における仔の性別の記録を
もとに算出した．
仔の体重
離乳時における仔1匹当たりの平均体重を各系統
について雌雄別に算出した．

2）BALB／cについては，1994年ICRとのコンタミネー
ションの疑いが生じたため，国立遺伝学研究所より移
送された系統は74世代で維持を停止し，新たに日本
チャールズリバー社から購入した系統を維持してい
る．

3）同腹仔に雄あるいは雌が1匹しかいない場合は，離乳
後も同腹の異性個体と同居させた．
4）雄とペアで交配した雌や他の雌を個別ケージに移した
後最後に残った雌は，妊娠してもそのまま雄と同居さ
せた．

5）離乳までに全ての仔が死亡したりター数．
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統計

CBA，AKR，C3H，BALBの4系統については互い

妊娠率および離乳率については，7条件（系統）

に差がなく，それぞれ5．8，5．8，5．6，5．5匹であっ
た．

×2カテゴリ（妊娠／妊娠せず，離乳／離乳せず）
のズ2検定を行い，有意であった場合は恥an法によ
る多重比較（5％有意水準）を行った．産仔数につ

仔の性比

いては，系統を要因とする1要因分散分析を行い，
有意差があれば取keyのHSD法により多重比較
（5％有意水準）を行った．仔の性比については，

2・88，♪＜・01；Z＝2．03，♪く．05；Z＝5．48，♪＜

A，BAL王ミ，CBA，DBAの4系統で性比に有意な
偏りが示され（そゴlぞれg＝2．96，♪＜．01；Z＝

．01），AとBALBは雌が多く，CBAとDBAは雄が
多かった．
離乳時の仔の平均体重
系統（ダ（6，3457）＝287．62，タ＜．0001）および性

系統ごとに二項検定を行った．仔の離乳時体重につ
いては，系統×性の2要因分散分析を行った．主効
果あるいは交互作用が有意であった場合は，単純主
効果検定あるいはnlkeyのHSD法による多重比較
（5％有意水準）を適宜行った．

（ダ（1，3457）＝84．06，♪＜．0001）の主効果，ならび
伊（6，3457）＝7．73，♪＜
に系統×性の交互作用
．0001）が有意であった．そこで，単純主効果を分
析した結果，CBA，C3Ii，C57BL，D王ミAにおいて
性の要因が有意であり，5系統全てにおいて雄の方

各系統の妊娠率，練乳率，平均産仔数，仔の性

が重かった．また雌雄双方において系統の単純主効
果が有意であったので，多重比較を行った結果，雄

比，離乳時の平均体重を取blelに示した．
妊娠率
系統差が有意であった（ズ2（6）＝71．71，♪＜

については，C3H，BALB，DBA，CBA，C57BL，
A，AKRの順で重かったが，DBAとC王〜Aの間には

有意差がなかった．一方，雌についてほ，BALB，

．0001）．多重比較の結果，7系統は2つのグループ
に分かれ，DBA，C57BL，BALB，CBAの4系統は
妊娠率が92−95％と他の3系統よりも高く，C3H，

C3H，DBA，CBA，C57BL，A，AKRの順で重かっ
たが，BALBとC3H，DBAとCBA，CBAとC57BL

AKR，Aの3系統は妊娠率が69−79％と低かった．

の間には有意差がなかった．

離乳率

系統差が有意であった（ズ2（6）＝178．50，♪＜

考

．0001），多重比較の結果，BALB，C57BL，DBA，
CBA，C3Hの5系統は離乳挙が92肌100％と他の2
系統よりも高く，次がAXRの72％，最も低かった

本調査の結果から，近交系マウス7系統の妊娠
率，離乳率，産仔数，仔の性比，離乳時体重に系統
差があることが示された．妊娠率については，

Aは49％であった．

平均産仔数
系統差が有意であった（ダ（6，623）＝19．57，タ＜

DBA，C57BL，BALB，CBAの4系統が高く，AKR
およびAは低かった．このような妊娠率の違いは求
愛行動や雌の発情周期，排卵頻度，雄に対する受容

．0001）．多重比較の結果，C57BLの産仔数は6．8匹
で他の6系統全てより多く，DBAおよびAはそれ
ぞれ4．6，4．3匹で他の5系統全てより少なかった．

1もblel
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rate，Weaning

（士SD）in seveninbred

Strain

察

性，受精および着床のし易さ，あるいは雄の性行動
や精子の受精能力など，繁殖に関わる多様な生理

rate，meanlitter

size（±SD），SeX ratio，and

mean

body

weight

strains of mice
mean

no．of

pregnancy

weanlng

pairs

rate

rate

litter size

48．9

4．3±1．5

SeXratio

（％male）

9．28±1．70

bodyweight
絶male

A

193

69．4

A KR

150

77．3

71．7

5．8士2．0

52．4

8．40±1．59

8．04±1．48

B ALB

124

92．7

100．0

5．5±2．2

44．1

12．29±2．23

12．09±1．99

C BA

41．2

mean

male

8．99±1．46

78

94．9

93．1

5，8士1．7

55．3

11．46±2．07

10．47±1．64

C 3壬i

121

79．3

92．7

5．6±1．7

50．6

13．38±2．19

11．76±1．43

C57BL

122

93．5

94．7

6．8±1．6

52．7

10．72±2．28

10．25±1．92

DBA

125

95．2

94．1

4．6±1．5

61．6

11．55±2．55

10．91±2．22
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的，行動的側面における系統差を反映していると考
離乳率については，BALB，C57王∋L，DBA，
CBA，C3Hの5系統が高く，それらに次いでAKR，
そしてAが最も低かった．離乳率の系統差は，雌親
の養育行動の違いを反映しているのかもしれない．
例えば，BALB／cとC57BIノ10の間で養母交換を行っ
た場合，BALBの雌親に育てられた仔の離乳時生存
率が高いという報告（Ressler，1963）は，BALBの
雌親の養育が優れている可能性を示唆する．なお，
本調査ではBALBとC57BU6の離乳率に有意差はな
かった．C57‡礼は亜系統によって養育行動に違い
があるのかもしれない．
Brown

が，養母交換によって仔の体重が変化することか
ら，雑観の養育による影響も重要である（Maxson

えられる．

et

al．（1999）はC57BIノ釘とDBA／訂にお
ける雌親行動の系統比較を行い，DBAは授乳姿勢
が多く，C57Blノは仔運びが多いこと，またC57BL
の仔は死亡率（出生時産仔数に対する離乳までに死
亡した仔数の比率）が高いことを報告した．本調査
においてはC57‡ミLとDBAの離乳率はほぼ同程度で
あったが，Brown et al．（1999）が用いた死亡率と
直接比較することは難しい．今後，出生直後の産仔
数を記録し死亡率を算出することによって，養育行
動との関連について検討を試みる価値はあるだろ
う．
産仔数については，C57BLが最も多く，DBAお
よびAが最も少なかった．C57BlノはD‡主A，CBA，
8ALBに比べ妊娠率および離乳率が同程度であるが
産仔数が多いことから適応度（如ness）が高く，一
方，Aは妊娠率，離乳率，産仔数全てにおいて最も
低い倦を示していることから適応度の最も低い系統
であるといえるであろう．離乳時の仔の多さは雌親
の養育の程度や仔殺し・仔噴いの可能性を示唆して
いるかもしれないが，既に述べたように，本調査で
は離乳以前の仔の死亡に関する情報は得られなかっ
たため，離乳時の産仔数によって親の養育を評価す
ることはできなかった．

仔の性比については，CBAおよびDBAは雄が，
またAおよびBALBは雌が多かった．離乳時の性比
について調査を行ったCook＆VIcek（1961）によ
ると，Aは雌が多く，BALB，CBA，DBAは性比に
偏りを示さなかった．今回，調査対象となった系統
は全て，我々の研免宣で20世代以上維持されてお
り，亜系統化が進行していると考えられる．本調査
とCook＆VIcek（1961）との不一致にはそうした
亜系統化が影響しているのかもしれない．
仔の離乳時体重については，C3HやBALBは重
く，AやAXRは軽い系統であることが示された．
離乳時体重に系統差があることはよく知られている

＆甘attner，1981；Reading，1966；Ressler，1963）．
雌親の養育による仔の体重への影響にはりターサイ
ズが関わっている可能性もある．小さなりターを抱
える雌親は，大きなりターを抱える雌親に比べ授乳
姿勢や仔舐めを多く示すという報告がある
（Priestna11，1972）が，そうであれば産仔数が少な
い系統の仔はそれだけ多くの授乳や仔舐めを受け，
より体重が増加することが予想される．実際，産仔
数の多いICRでは，産仔数が少ない場合，離乳時体
重の増加がしばしば観察される．しかし，本調査で
は出生直後の体重の記録がなく，養育中の正確なり
ターサイズも明らかでなかった．また，離乳時の産
仔数が最も少ないAが仔の離乳時体重も少ないこと
を考慮すれば，本調査ではりターサイズによる雌親
行動の違いから離乳時体重の系統差について説明す
ることは難しい．

本調査でほ，近交系マウスの妊娠率，離乳率，産
仔数，仔の性比，練乳時体重の全てにおいて系統差
が示され，マウスの生殖に遺伝的影響が大きく関
わっていることが示された．今後は，性行動や養育
行動などの系統差との関連をさらに検討する必要が
あるだろう．
引用文献
Bond，TL．Y，Neumann，PE．，Mathieson，WB．＆
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