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1221 

日甫 乳類の旺操作と畜産への応用と将来(1 30) 

xxxvrn ネコ科の ARTsと旺操作

菅原 七郎*

イエネコ (domesticcat)はイヌに次いで野生ネコ

科から自然に馴化されたもので，民の定住後は家

(居住域)に住み着き害獣(ネズミ類，ヘピなど)の侵

入防止や駆除の役目を果たすと同時にベット的役

割を担っていたとされている。

ネコとヒトとの日常の関係は時代と共に変化し

てきた。すなわち，世紀の経過と文明の発展に伴っ

た社会情勢の変化によって，ネコはベットとして，

さらに 20世紀以降の近代現代社会においてはコン

パニオン動物としての役割になり，ネコ本来の生物

機能も失われつつあるのが現状ではないだろうか。

生物学的には，リンネによって 1758年 FelisCatus 

Linnaeusとして分類されたのが始まりであるが，

ヨーロッパヤマネコ (F巴lissilvestris Schreber， 1775) 

と同種であるとされている。

ネコの人為的生殖技術(AI，ET， IVMFC，匪操作

など)の進歩は，ネコ以外の希少，絶滅危倶にある

ネコ科の食肉獣の増殖，保全に供する技術(ARTs)

を確立するためのモデルとして活用されてきて非

常に期待されている。

この点については本誌，匹操作シリーズの野生動

物 1)やクローン技術と復元生物学 2)の項で述べた如

くであるが，家畜と比べ研究への着手も遅く，報告

も少ないこともあって応用化に向けでは未だ十分

とはいえない。

実際の実用化では，それぞれの種における課題を

解決するための基礎研究と具体的な対応策などの

ハード、ルを越える取り組みが必要である。

本項ではネコとネコ科での ARTsについて，これ

までの発展と現況について概説する。

A‘猫 の生物学的特性

ネコは生物学的にイヌ，パンダ，クマ，アザラシ

と同じ食肉目 (Camivora)であり，食肉目 12科のう

ち，ネコ科(Felide)に分類されている。現在，ネコ

科は6属で38種類が現存しており，オオヤマネコ，

モcos研究所 (ShichiroSugawara) 

イリオモテヤマネコ，ヒョウ，ウンピョウ，チーター

の6属であり，希少，絶滅危倶種が多く含まれている。

日)イエネコの由来と種類

イエネコの原種は西部ヨーロツノ切ミらインド，ア

フリカの開けた森林，サバンナ，ステップに生息し

ているヨーロッパヤマネコ (Felis silvestris 

Schreber， 1775)であり，現存種の先祖はリビアとシ

リアで飼い馴らされたリビアネコ (Felislybia)とシ

リアネコ (Felissylivestris)で，それらの交雑から生ま

れたとされている。そしてヨーロツノ切、らの移民な

どによって世界各国に持ち込まれて，それぞれの国

で特異的に交雑が行われて今日のネコの品種や系

統がつくられたと考えられている。

現在ネコは 90種類近くにもなっており，そのう

ち43種くらいが世界中で広く飼し、馴らされている。

なお， 日本のイエネコは 1829年 Fisherによって

Felis japonicaとしてヨーロツパヤマネコの系統と

して登録されている 3)。

b)ネコの遺伝学的特性

ネコの染色体数は 38(2N)で XYの性染色体から

なる。この数はライオン(Felisleo)の染色体数と同

じである。

ネコの繁殖家はイヌと同様に被毛の色，長さや型

に注目して繁殖しており， 50種以上の表現型のネコ

が作り出されている。

なかでもシヤームネコ (Siames巴 cat)の部分アルビノ

は劣性の突然変異で知られるマンクネコ (Mankcat) 

は常に選抜交配によって繁殖され維持されている。

とくにベットとしてネコは上記，形態的または被

毛の特異的な形や色調のものが好まれることから，

繁殖家は常に突然変異による表現型の特性に注目

した飼育を行っている。

B.ネコの生殖生理

イエネコは正常な環境下では生後 l年以内に春機

発動に至り，生殖可能な状態になる。
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交尾して妊娠期間 2ヶ月，日甫手L期間1.5~2 ヶ月

を含む 4~5 ヶ月聞が生殖期間であるが，この生殖

周期は緯度や環境条件によって影響される。

a)春機発動(生殖機能の発現が開始される時期)と

性成熟 4)

春機発動の開始は品種，生まれた季節，成長速度

などによって変わってくる。

品種はそれぞれ特有の春機発動日齢を持ってい

るが，同一品種内では成長速度の速い個体は相対的

に早く春機発動，性成熟も早まる。

とくに雌は生まれた季節によって春機発動の開

始が影響されるといわれている。

i )雄

雄ネコは生後9ヶ月くらいで体重が 3.5kgに達し

た時に性成熟を完了している。

この月齢は品種聞の差はあまりないが，適切な栄

養状態と感染症なども含めて健康であることが条

件である。

性成熟後，繁殖機能は通常 14年からそれ以上保

持されており， 8~10 年間くらいは生殖能力が維持

されるが，繁殖用としての許容年限は 4~6 年とす

べきとされている。

並)雌

雌は発情すると初めて特異的な鳴き声を発する

ことから‘呼び声'ともいわれている。この春機発

動の時期は品種や出生時期で変異があるが，生後

7ヶ月齢で 2.3~2. 5kgの体重になった時に多くの

雌は初回発情を示すとされている。

これまで最も早いもので生後3ヶ月で初回発情し

たものやベルシャネコでは 12~18 ヶ月齢になって

初めて春機発動した例も知られている。

雌の春機発動は生まれた季節によって著しく影

響される。

すなわち， 11 月 ~12 月に生まれた個体は数ヶ月

後に繁殖季節が来ても春機発動はせず，次の繁殖期

になって初めて初回発情を示す。春機発動の開始に

は 12~16 ヶ月を要する。

生殖能力は通常 14歳くらいとされているが， 20 

歳で妊娠した例もある。力日齢と共に産子数は年々減

少する。

b)生殖腺の分化と配偶子形成

両生殖腺は妊娠30日には分化して妊娠40日では

卵巣と精巣の区別ができる。

i )雄

ネコの精巣は約 14X8mmの大きさであり，出生

時には陰嚢に下垂しているが，時折鼠陵部に上がっ

たりする。しかし， 12~14 週齢頃には完全に陰嚢内

に固定されてくる。

生後 12週くらいまではライディヒ細胞は退行し

ており，精巣はほとんど機能していない。

20週齢頃にはライディヒ細胞は成熟して機能的

になってきて精子完成を開始させる。

30~36 週になると曲精細管内に精子が出現して

きて，その 3~6 週間後には性行動も伴って性成熟

に達する。

1回の射出精液量は平均 O.04m!(0. 01 ~O. 12m!) 

であり，精子濃度は 57X 106/m! (13~ 143 X 106/m!) 

である。

並)雌

卵巣は 8~9mm 大の大きさであり， 3~4 腰椎下

に位置しており，一部卵巣嚢で覆われている。

出生時には卵巣皮質内に原始卵胞が多数存在す

るが，卵巣機能は休止期の状態である。

生後 12週齢くらいから卵胞の発育と退行が周期

的に起こってくるが，胞状卵胞初期以上には発育成

長しない。

春機発動が開始すると卵胞は発育成長をして成

熟卵胞に至り，性成熟で排卵に至る。

すなわち，性周期の卵胞期は 5~6 日間であり，

発情前期の 2日前になると卵胞の発育，成長が著し

く，すぐに成熟卵胞に達する。

しかし，排卵刺激(交尾)がないと卵胞はなお成長

してその状態が継続するが， 1O~12 日後には自然と

退行する。

その後，数日以内には新しい卵胞が発育成長を始

め発情と共に成熟卵胞に至るが，排卵しない場合 10

日間くらいはその状態が続き，やがて退行する。

交尾刺激がなく排卵に至らなかった個体の発情

期間は非常に幅があり，雄許容期間も長くなる。

c)雌の生殖機能

i )性周期

ネコの性周期は発情前期，発情期，発情後期，休

止期に区分される。

性成熟したネコの発情(性)周期は雄との交尾，ま

たは排卵刺激の有無によって著しく異なる。

無排卵個体では，次の発情期までの日数は変異が
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大きく 2~3 週間であるが，交尾し排卵しても妊娠

しないと次の発情まで平均 6週間を要し， 30~75 

日間の幅がある。

証)発情前期

発情前期は通常 1~3 日間であるが，排卵の有無

で影響される。排卵した個体では平均 5.7日である

が，同じ個体で排卵しなかった時には平均 8日間と

なり，約1.4倍も延びる。

この時期では雌はこれまでない特徴的な行動(性

行動)をするようになる。

すなわち甘えの行動が多くなると同時に，雄と同

じように放尿とその頻度が増加する。外陰部は，と

くに目立った変化はなく，陸分泌物などもみられな

し、。

発情前期の卵巣では 2mm大の卵胞が 3~7個くら

い発育している状態である。

温)発情期

発情期間は季節や排卵の有無によって変わって

くる。

春では発情は 5~14 日間くらいであるが，その他

の季節では 1~6 日間とされている 5) 。

実験室で飼われているネコでは，発情期間は 3，4，

8， 12月では著しく長いが， 6， 9， 10， 11月ではよ

り短くなることが知られている 6)。

排卵した個体の発情期間は 5.7日であり，交尾後

24~48 時間後には発情徴候はなくなる。一方，排卵

しない個体の発情期間は 8日間であるが，いろいろ

変異がある。なお，排卵した個体としなかった個体

でも発情期間は変わらなかったとの報告もある 7)。

発情期間中，鳴き声を上げてロードシスや尾を一

方向に曲げて交尾を受け入れる体勢をとる。

背部骨盤をゆっくりとゆすりながら会陰部を断

続的に収縮させて雄の許容行動をする。

また，食欲がなくなり放尿回数が多くなる。

この時期の卵巣では卵胞は 2~3mm の大きさま

で発育成長している。

iv)排卵

ネコは交尾刺激によって排卵する。一回の交尾刺

激で排卵する個体もあるが，排卵には通常複数回以

上の交尾が必要とされている。

30分以内で 3回交尾をした個体で排卵が起こら

なかったことが観察されている。

このことは，雄を許容し始めた時期が排卵可能な

状態に発育した卵胞の存在と常に一致している訳

ではなく，ずれ込んでいることを示している。

すなわち，交尾刺激による LHサージに反応して

排卵に至る卵胞がなかったことである。

イ)交尾刺激と排卵:

交尾から排卵までの時間は 25~50 時間と算定さ

れている。

交尾から排卵までの時間の変異幅が大きいのは

卵胞の発育と交尾刺激の強さとの関係は報告がな

いので明確ではない。

睦頚管をガラス棒で突いたり，または LH(hCG)

の注射によって排卵させることができる。

排卵は交尾後6時間内またはそれ以後に開腹手術

を行っても阻害されないが，麻酔は上記時間帯で行

うと排卵を起こさせない。

ロ)卵母細胞の減数分裂:

成熟卵胞内卵子は交尾後 18時間後には第一成熟

分裂を終了して， 22~23 時間後には第 2 成熟分裂の

M-II期に達する。そして 28時間後には排卵する。

ハ)交尾刺激と LHサージ:

生殖周期におけるネコのホノレモンの動態につい

ての報告はそう多くはないが発情周期，妊娠期，分

娩前後，偽妊娠期での血衆濃度を測定した成績が得

られている 8)。

LHサージは交尾やそれに至適する頚管刺激に

よって起こるが 1回の刺激ではなく複数回の刺激を

することで LHの分泌量を増大させ，分泌時間を持

続させることができる。

この LHの分泌パターンは最初の交尾から 90分

以内に交尾刺激を行う必要があり，この条件以外で

は起こらない。

交尾刺激後，ー数分以内で LHは分泌を開始して

16~20 時間くらい分泌を持続する g) 。

交尾から 10分後の LH濃度は排卵した個体で 17

土2ng/mlであり，排卵しなかったものでは 8:.t

2ng/mlであった。なお 1時間後では 1回交尾で排

卵した個体で 34士11ng/mlであり，反復交尾では

73:.t 11ng/mlで、あった 10)0LH 濃度は交尾後 1~4 時

間で最大値になり， 8時間後には正常値に戻る。

v)発情周期

繁殖期に交尾または排卵刺激がなかった個体で

は発情周期間は平均 21 日(l4~28 日)である。

交尾しでも妊娠しなかった個体や排卵刺激により
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~~ 率も及 33 腫スメア 害④@
⑨LV 

発情周期 休止期 発情前期 発情期 発情後期

回数
-6 [初期ー~J 。 [発情後 +2] 

(発情期0日) -12 後期-2 +6 発情後期+4

スメアの特徴 腫上皮細胞
角化開始

角化細胞のみ
完全角化細胞と

上皮細胞 他の細胞が混在

図 38-1 発情周期どスメアーの変化(原著)

排卵した個体では黄体が形成されて偽妊娠になり，

その期聞は平均 35 日 (30~73 日)になる。

偽妊娠黄体は排卵後 16~17 日で最大の活性をも

ち一週間くらいその状態を続け，以後徐々に活性が

低下して 2週間かけて退行する。

vi)発情周期と腫スメアー

イ)睦スメアー:

睦スメアー中に出現する陸上皮細胞は発情周期

の各期で特異的に変化すると同時に白血球の出現

パターンも変わる。

ネコは交尾排卵であり，躍スメアーで排卵を予知

することはできないが発情行動の予測には利用で

きる。

実用的には腫スメアーはあまり利用されないが

研究上では手法のーっとして広く利用されている。

ロ)陸スメアー中の細胞変化(図 38-1): 

春機発動前と発情休止期・この時期では臆スメアー

は好塩基性の小型でコンパクトな陸上皮細胞が多

数で細胞は核と細胞質比が均密に分布した状態に

ある。

発情前期:スメアー中の細胞核の染色性がうすく細

胞質も不均一な状態になった大型化した上皮細胞

が少し出現してくる。

発情期:好酸性で舟状の大型角化細胞が多く出現する。

この角化細胞は小さく黒くピクノーシスを起こした

核をもっており，時折，核周辺部に空胞をもつもの

もみられる。

初期発情後期:角化細胞の輪郭はくずれて不明瞭に

なってくる。多くのバクテリアと白血球が混在して

くる。

休止期:小さい好塩基性細胞の割合と白血球数が増

加して，この期間中はこの状態が継続する。

d)妊娠と分娩

i )妊娠期間と産子数

交尾から分娩までの日数は 58~65 日で妊娠期間

の平均は 63日である。

一腹の産子数は品種，系統，飼養管理，栄養など

の状況によって変わり， 1~8 匹の聞とされており，

平均的に 3~4 匹とされている。

証)妊娠診断

交尾後 26~30 日頃に腹部の触診で胎児の確認が

行われている。また，交尾後 30~35 日頃に超音波

診断によって確認されている。

ホルモン測定での妊娠診断は確実性がなく行わ

れていない。

iii)分娩

一般に，分娩が近づくと巣作り行動と共に落ち着

きがなくなり，食欲も減少する。

外陰部も紅潮してきて，子宮収縮するのが体をね

じらせたり，激しく動俸することから見分けること

ができる。

胎児の娩出は 3~5 回の陣痛後に始まる。胎児の

娩出間隔は最も短いものでは 5分くらいであるが，

1 時間も要することもあり，個体によって差がある。
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