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有袋類の生物学と繁殖機能 (6) 

ーとくに，生殖生理と旺操作一

菅原七 郎*

N 有袋類の生殖 パ タ ー ン 10，11 ) 

b) G-IIタイプの繁殖 l心

このタイプの繁殖する種は多発情で多排卵する

が妊娠期聞が黄体期よりも短く，産子数もそう多く

はない。

パンディクートとミミナガパンディクートがこ

のタイプの繁殖をする。これらの種はニューギニア

とオーストラリアに生棲しているが現在 16種類の

パンディクートと 2種類のミミナガパンディクート

が現存している。O.5~2kg の体重で植物が繁る地上

に棲み夜行性で，主食は毛虫の幼虫，昆虫および植

物の根である。

シモフリパンディクートとハナナガパンディ

クートは捕獲して繁殖することができるので生殖

生理や初期発生の様相が他の有袋類と比べかなり

良く研究されている。

i )繁殖期

パンディクート類は基本的に周年繁殖能をもっ

ているが生棲域の緯度，食餌の不足，気候条件によ

り生殖機能は変わってくる。

シモフリコミミパンディクートは南緯29.32度の

クイーンスランドでは周年繁殖をするが乳子は 7

月 ~3 月にかけて最も多く生まれる。南緯 37 度の地

域では7月から 9月にかけて分娩するものが最も多

いが 2回， 3回目の産子は 2月末と 4月末にそれぞ

れ離乳するものが多い。

シガシシマパンディクートとチャイロコミミパ

ンディクートはシモフリコミミパンディクートと

全く同様の繁殖をする。

シドニーではハナナガパシパンディクートとシ

モフリパンディクートの出産は春に最も多いが周

年繁殖をする。

なお，シモフリコミミパンディクートは 13ヶ月

間で 6回も出産した例が記録されている。

'Ecos研究所 (ShichiroSugawara) 

栄養と繁殖の関係について，シモフリコミミパン

ディクートは一定の体重増加が起こると繁殖を開

始して体重が減少してくると生殖機能が低下，また

は休止することが確認されている。

繁殖機能はいろいろ環境要因によって影響され

るが，なかでも光周期(日長時間)がより制限要因

となっている。

一方，泌乳中の雌では毎日の最低温度の変化率が

大きいと著しく影響される。

註)発情周期と受胎，妊娠期間

イ)発情と交尾

パンディクート科のすべての種は多発情，多胎で

あり，他の種と比べて繁殖季節中に繰返し分娩が可

能であると同時に繁殖期の最初の産子はその年内

に繁殖することなど，とくに特殊な種である。

発情周期は 20~21 日であり，発情期間は数時間

である。

シガシシマとハナナガのバディクートで詳細な

交尾行動が観察されている。

両バディクートの性行動はハムスターのそれと

良く似ていることが知られている。

発情期の 2昼夜位前から雌雄の性行動がみられ，

交尾が始まる数時間前になると雌雄互に激しい求

愛行動をとり，そして交尾に至る。

すなわち，雄が雌を追し、かけ雌の尻を捕える行動

を繰返しているうちに，雌が許容姿勢(ロードシス)

を示すと乗駕して交尾する。交尾は始まってから 26

分から2時間の聞で何回も繰返されるが最高時には

1分間に 13回も交尾する。一回の交尾時間はシガシ

シマパンディクートでは 6~24 秒であり，ハナナガ

パンディクートでは 2~4 秒であったと記録されて

いる。

なお，ハムスターでは交尾は 1時間に 100回も繰

返されたことが記録されている。
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ロ)妊娠期間

有袋類中で最も短いとされており，交尾後 12.5 

日で分娩に至る。

ノ¥ナナガパンディクートとシモフリコミミバ

ディクートの初期発生と着床について他の種と比

べて良く研究されており，その特性も明らかにされ

ている。

出)分娩と晴乳

イ)分娩行動と産子

産子は長い中央躍を経て娩出される。産道は分娩開

始直前に開口して分娩が終了した日に閉じてしまう。

分娩を始める雌は横倒しになり，後足をあげ，外

陰部を強くなめると産子が娩出される。産子は胎膜

から出て，すぐに乳頭の方に向かう。

娩出された産子は乳頭に到達するまで尿膜に

くつついているので安全である。胎盤は子宮内に残

り，尿膜は産道に残るが徐々に分解されて消失する。

産子が乳頭に達するまでの時間は多くの種で分

単位とされているが実際，この種で 3匹の産子がそ

れぞれの乳頭に吸い付くまでの時間は 10分たらず

であり，尿膜をつけたままで、あったことが報告され

ている。

ロ)日甫乳

これらの種では乳頭は 6"'8個であるが通常乳頭

数より少ない乳子数が観察されている。

パンディクート属の種はフクロネコやカンガ

ノレーと比べ相対的に発育が早い。例えばシガシシマ

パンディクートとフクロネコ，ハナナガネズミカン

ガノレーとはほぼ同じ大きさであるがパンディクー

トは他の上記2種と比べて生後2倍も早い日数で開

眼するし，乳頭から離れる。

パンディクートは 60日で離乳するのに対し，フ

クロネコとネズミカンガルーはそれぞれ 135"'140

日， 147日で離乳する。

パンディクートの乳子の成長がフクロネコやハ

ナナガネズミカンガノレーと比べて非常に早いこと

は胎盤形成と構造の違いや乳汁組成の差，さらに，

代謝効率の良否に関連していると考えられている。

この点については実験的に証明されていなく今後

の課題である。

iv)泌乳と発情回帰

パンディクート属では泌乳期間中発情は回帰し

ないが乳子が育子嚢を離れる時期の終わり頃には

発情が回帰して交尾し受胎する。そして離乳後，数

日以内に分娩する。

ノ¥ナナガパンデ、イクートでは生後 50"'54日で育

子嚢を離れ，61"'63日頃離乳するので次の産子は離

乳後すぐに生まれる仕組になっている。

シガシシマパンディクートとシモフリコミミパ

ンディクートでは次の産子が生まれるまでの期間

はそれぞれ 60日と 56"'58日である。

ノ、ナナガパンデ、イクートとヒガ、ンシマパンディ

クート，チャイロコミミパンデ、イクートで離乳した

子はそれぞれ4"'5ヶ月， 3ヶ月， 3ヶ月で性成熟に

達するので繁殖期の早い時期で生まれた子はその

年内に繁殖が可能になる仕組である。

ミミナガパンディクートは中央オーストラリア

に生棲しており，前述のパンディクート類と比べて

3月から 5月が繁殖季節であるが捕獲し飼育してい

る個体は周年繁殖をする。

多発情で平均 20.4日 (12"'37日)の発情周期を

もち，妊娠期間は 14日 (13'"16日)である。乳頭

は8個であるが通常産子数は 2匹である。乳子は前

述のパンデ、ィクート類と同様に成長が早く，十生成熟

も早いとされている。

v)産子数

パンディクートの産子数は出産季節によって変

異するが乳頭数に対して約1/2以下と少ないことで

ある。

この点について，ハナナガパンデ、イクートとシモ

フリコミミパンディクートで調べられた結果では

排卵数，黄体数， ij壬数，育子嚢内乳子数はこれらの

順を経るに従って少しずつ減少してしまい最終的

に乳子数は排卵数の1/2位になる。

一方，シガシ、ンマパンデ、ィクートでの連続分娩4

回の産子数について分娩毎の平均数は 2.1，2.9，2.9， 

2.2や 2.8::1::0.4，2.8::1::0.3，3.3::1::0.3， 2.0士0.4

匹であったことが記録されている。

また乳頭数に対する産子数の少ない一つの理由

として，繁殖期の最初の産子が利用した乳頭は次の

産子が利用するには乳腺機能が十分に回復してい

ないためとされている。

c) G-mタイプの繁殖 15，16)

このタイプの繁殖パターンはすべてのカンガ

ノレ一類で行われている。他の有袋類と比べて特異的

な面が多いことが知られている。
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有袋類のなかでカンガルー類の名は一般市民に

も最もよく知られている存在であるが動物園で飼

われているのは極限られた数種のみである。

カンガノレ一類はカンガルー亜科 (10属， 64種)

とネズミカンガノレー亜科 (4属， 11種)に分類され

ているが現在 56種が現存しているとされている。

ラットカンガノレーはカンガノレー類のなかで、最も

小型のもので o.5~3kg の大きさである。名前の由

来は外形がネズミによく似ていることであり，オー

ストラリア，ニューギニアの地上に生棲し雑食と草

食性である。

一方，カンガノレー類はワラビー類も含まれ 2kg(ク

アッカワラビー)から 90kg(アカカンガルー)まで

の大きさの種がおり，すべて草食性である。

ニュージーランドでは野生の 3種のワラビー(ダ

マヤブ，パノレマヤ，アカクピ)類が完全に保護保全

されているし，世界各国の動物園でも繁殖されている。

カンガル一類の生殖生理は他の有袋類と比べて

よく研究されており，その特性も明らかにされている。

i )成長速度と春機発動(性成熟)

多くのカンガル一類では雌雄差が明確に分かれて

いるが5kg以下の体重を持つ種で、は雌雄差はほとんど

なく，成長速度，性成熟なども雌雄同じ日齢で起こる。

一方，体重 5kg以上の種では雄は雌と比べて成長

速度も早く，成体重も雌の約1. 5~2 倍も大きい。

しかし，性成熟は雌は雄と比べて非常に早く性成熟

に達する。春機発動は成時体重の半分(1/2) に達

した時に起こる。初回発情時の体重は雄の成体重の

1/3か 1/5に相当する大きさとされている。

イ)雄の性成熟と生殖機能

カンガノレー類の雄では'性成熟後，加齢するまで精

子形成機能は経績して維持されるが極端に高温時

などでは精子形成能は低下，または休止する。

ダマヤブワラビーのように季節繁殖する種でも

精巣重量や曲細精管の直径などの減少はみられず

造精機能は周年変らない。

一方，アカクビワラピーでは交尾期には前立腺の

肥大が起こるが他のカンガルー類の前立腺につい

ては記録がない。

ロ)雌の性成熟と機能

これまでの観察記録によれば前述の知く大型の

カンガルー類の雌は雄と比べ成時体重に達する前

に春機発動をして発情，妊娠に至る。

栄養条件によって春機発動の日時は影響される

ことは明らかであるが野生種での具体的な記録は

ない。

五)繁殖期

四季が明確に区分できる地域では繁殖季節が決

まっているが豪雨や乾燥地域では明確な繁殖期は

なく，条件が良くなった時が繁殖期であるとされて

いる。

しかし，カンガル一類は泌乳期で、は卵巣機能(卵

胞発育)は阻止され発情休止期になる。ダマヤブワ

ラビーとアカクピワラビーだけは冬至から夏至に

かけて卵巣機能は停止する。

すなわち，カンガノレーの発情周期と妊娠は季節，

泌乳により卵胞の発育が阻止される。

そのため繁殖期は季節と泌乳条件によって影響

され少しずつずれこんで、変わってくる。

出)発情と妊娠

イ)発情周期

カンガル一類の発情周期は 23 日 ~95 日であるが

ネズミカンガル一類は最も短い周期であり，ワラ

ビ一類は30~32 日と中間型である。オオカンガノレ一

類やパルマワラビーなど数種では最も長く 42日で

ある。性周期は腔，乳子の存在や泌乳によって変

わってくる。

ロ)性行動と交尾

雌は発情期間中でも特異的行動はしないため雌

の行動で発情を確認することは難しいが尿生殖洞

の細胞と育子嚢内の変化が起こることから，それを

調べることで判別が可能である。

①雌:尿生殖洞の細胞はスメア中に発情数日前から

角化上皮細胞が出現してきて，発情 1日後には角化

細胞が白い塊となり出現し，それが数日間後まで続

く。さらに，育子嚢は発情 1~2 日前に乾燥した分

泌物が出現してくると同時に皮膚の血管が現われ

湿気をおびてくる。そして乳頭も発達し始める。発

情雌は明白な性行動をしない。すなわち，発情雌自

ら雄に働きかける行動はしない。

②雄:雄はいち早く雌の発情変化をとらえ行動を始

める。発情の数日前位になると雄は雌に近づき外生

器や育子嚢をチェックし，さらに尿の嘆いを確める

性行動をする。

通常，雌雄は一緒でも争いはしないが発情雌がい

る時，他の雄が近よって来ると戦いを始める。
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雄は互いに後足と尾で体を支えて立ち上り，前足

では野草や牧草をつかみ胸に当てこすって相手を

威嚇する。一定のグループ。内では優性雄のこの威嚇

動作でベアが決まるが時として若い雄は闘いをい

どみ前足で、組合ってレスリングしたり，前足で相手

の胸をはげしく蹴りつけ雌雄を決する。

ダ、マヤブワラビーのような小型種ではジャンプ

して激しく足蹴を繰返し戦うので|壬我をしたり死

に至る例も知られている。

ノ，)交尾行動:7つの種の交尾行動が記録されてい

る。カンガルー科 2亜科の 4種は交尾パターンが全

く同じであったことが報告されている。

すなわち，雄は上記性行動をしながら発情雌を背

後から抱きかかえる試みを繰返しているうちに雌

が完全に許容した時に交尾に至る。

小型の種では雄は交尾前の前行動は大型と変わ

らないが尾を横に振りながらフェイントのある鳴

声を発して雌を捕え固定して交尾する。

交尾中は雌はかがみこんで全く動かなく静止し

ている。

この種での交尾時間は 2 分~50 分間で、あった。ハ

ナナガカンガノレーとパノレマヤブワラビーでは 2分，

アカクピワラビーは 5分，ダマヤブ、ワラビーでは 8

分，アカカンガルーは 15 分~20 分であり，オオカ

ンガルーでは 40~50 分と最も長い時間で、あった。

交尾時間の長い種では射精は交尾中に数回にわ

たりされているとされている。

雄は同じ雌にl回以上交尾することはほとんどな

いが雌は数匹の雄と交尾することがある。

タやマヤブ、ワラピーは発情期聞が 12時間位であり，

6~8 匹の雄との交尾をした例が記録されている。

ニ)妊娠期間

カンガノレ一類の妊娠期間は初回出産雌，泌乳して

いない雌と泌乳中の雌とで大きく異なる。

前2者の妊娠期間はフサオネズミカンガルー類は

21. 5日，パルマヤブワラビーとクロカンガルーでは

34. 5日，オオカンガノレーとハナナガネズミカンガ

ノレーでは 38日である。

一方，泌乳中の雌では妊娠期間は育子嚢に乳子が

いる聞は着床が起こらないし，完全に離乳していな

子の有無によっても変わってくるので 204~235 日

にも達することもある。

iv)分娩

8種のカンガルー類の分娩について観察記録があ

る。アカカンガルーとダヤマブワラビーでは詳細に

調べられている。

イ)分娩時の内分泌変化

真獣類の分娩は胎子の成熟と母親の内分泌機能

との相互関係により誘起されることが明確になっ

ている。すなわち，妊娠末期に胎子の成熟で副腎皮

質ホルモン(コルチコステイド)の分泌開始により

プロスタグラジン F2α (PGF2α) の合成分泌での妊

娠黄体の急速な退行と同時的なリラキシの分泌と

産道へのオキシトシ作用での娩出運動などの複合

作用により分娩が起こる。

有袋類では分娩の内分泌機構は完全に明らかに

されてはいないが基本的には真獣類と同じである

と考えられている。

フクロネコ，フクロキツネ，ダマヤブワラビーで

は妊娠期間中，血中プロ、ジェステロン (P4) 濃度が

増加するが分娩直前にはシモフリコミミパンディ

クート以外の種では P4濃度が急激に減少する。と

くにダマヤブワラビーでは P4の減少は急激に起こ

るが分娩開始前 8時間位で急に低下する，P4の減少

が引き金となって分娩が起こることが実験的に証

明されている。

分娩間近の個体に P4の皮下移植 (2ng/ml)や一

回の注射 (50ng/ml)をすると処理した個体の 2/3

で予定時間より遅れて分娩するが，正常な産子が生

まれた。残り 1/3では分娩せず胎子の残留や死亡が

起こった。

他方， P4: E2 (17 sエストラジオーノレ)の絶対的

濃度比が重要であり， E2比が高いと子宮はプロスタ

グランジンとオキシトシンに対する感受性が一層

高くなることが知られている。

また，PGF2αはシモフリコミミパンディクート，

ダマヤブ
p

ワラビーとアカクビワラビーで測定され

ており，分娩前後 1日または分娩時に増加する。

ダマヤブワラビーで分娩前から分娩後まで 10分

間隔で採血して PGF2αを測定している。

分娩 20分前にピーク (3ng/ml) になり，分娩 45

分後には 200pg/mlに減少し， 2時間後には同定で

きないまでに減少する。

なお，この種では子宮内膜上皮と筋層でPGF2α と

PGE2 が分娩前の 25~27 日にかけで増大することが
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測定されており，分娩時に娩出に関与していること

が指摘されている。

一方，胎子と胎盤の役割については明確ではない

が分娩発来時に脳下垂体前葉を刺激してプロラク

チンの分泌を起こさせている。プロラクチンは分娩

開始前から増加し，分娩4時間前にはピークになる。

ダマヤブpワラビーで妊娠中期に脳下垂体を摘出

すると黄体は維持され，胎子は成長し成熟するが分

娩には至らず死亡する。

分娩が起こらないのは黄体刺激作用の欠除や生

腺刺激ホルモンの欠除でもないことが実験的に明

らかにされた。それはGnRHの免疫処理をしても正

常分娩が起こったことからである。

有袋類の分娩発来の内分泌機構の詳細は今後の

研究成果に期待する外はない。

ロ)分娩行動

分娩 24時間位前になると前に突き出した尾を軸

に両後足をテコにして座り込む。そして分娩間近に

なると前足で育子嚢の端をつかみ，鼻口の先を育子

嚢内に入れ，きれいに掃除する行動をする。

娩出が始まる 1~2 分前に粘調度の高い卵黄嚢液

が数 ml外陰部から流出する。次いで透明な尿膜液

が流出して尾部までをぬらす。そして羊膜に包まれ

た胎子は頭部を先にして出てくるが胎子全体が娩

出された直後に羊膜が破られるので産子はすぐに

育子嚢に向かつて行く。そして産子は数分で育子嚢

に到達してすぐに乳頭に吸着する。

母親は産子が育子嚢へ容易に到達できるように

口先で、翫めて道筋を作っている。分娩終了後， 1時間

位，分娩時と同じ姿勢を保って尿羊膜や血液などでの

体の汚れを落すと同時に時折，育子嚢内の掃除もする。

分娩行動はアカカンガルー以外ではハナナガカ

ンガルー，シロオビネズミカンガルー，クアッカワ

ラビー，アカクピワラビー，オオカンガノレー，クロ

カンガルーなどで観察されている。

アカクビワラビー，ハナナガネズミカンガノレー，

クアッカワラビー，オオカンガノレ一類では後足は完

全に前方に投げ出さない状態で分娩するが，それ以

外はアカカンガルーと全く同様の姿勢と行動で娩

出する。

一方，オオカンガルーとクロカンガルーでは後足

の聞から尾を前には出さず，通常状態のまま胴体部

を折りまげて後方に身体をもたれかけた姿勢で

分娩する。

分娩開始前後の分娩行動は種や個体により差は

あるが基本的にはほぼ同じ行動をしながら分娩す

ることが明らかにされている。

v)泌乳

イ)産子数と日甫乳期間

カンガノレ一類は4個の乳頭(腺)をもっているが

一つの種を除いて，全ての種は単胎であり産子は通

常 l匹である。

最も小型のカンガルーで、外形がネズミに似てい

るニオイネズミカンガルーだ、けは多胎で、あり，産子

数は通常 2匹である。

カンガル一類の産子は育子嚢内での噛育期間は

他の種と比べ長く， 115~120 日(アカフサオネズミ

カンガルー，シロオピネズミカンガルー，ハナナガ

ネズミカンガルー)から 300日(オオカンガルー)

である。

ロ)2段階晴乳と乳子

産子の育子嚢内での発育期間は次のような2つの

時期に区分できる。第 l期は乳子が連績吸引授乳す

る期間であり，この時期では乳子は無毛で開眼して

おらず変温動物の状況にある。

第 2の時期は開眼して乳頭を離れることもあり，

体温を保つよう(恒温)になる。そして育子嚢内での

発育が終る頃には乳汁以外の食餌も取るように

なってくるがその後幼子は長く伸びた乳頭から

30~100 日もの間授乳を続ける。

ハ)後分娩妊娠と噛乳

初産から後分娩発情で受胎妊娠を連続している

雌では初産子から3番目の子までの晴乳をしている

ことになり， 4つの乳頭のうち 3つの乳腺は泌乳を

しているが汁乳の分泌能と組成がそれぞれ異なる

ことが知られている。

また，長子が授乳末期か完全離乳するとすぐに分

娩し乳子は 3つの乳頭の一つに吸着して授乳する。

いわば第 3子までの晴乳が連続する。

vi) カンガノレー類の繁(生)殖周期 17)

カンガノレー類では雌は雄より早く性成熟に達す

る。成時体重まで成長する前に性成熟に至り，交尾

し受胎妊娠が可能である。とくに小型種のシロオピ

ネズミカンガルーやダマヤブ、ワラビーなどでは育

子嚢から離れた直後や完全に離乳する前に性成熟

に達する。
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一方，雄は雌より約 1年位遅れて，成時体重に

なった時点、で性成熟に達する。

カンガルー類の繁殖は生棲域や餌の条件(質や

量)によって影響され変わるがアカカンガノレーとシ

ロオビネズミカンガルーとに代表される繁殖周期

を持つパターンで繁殖する。

すなわち，前者は季節とは関係なく，後分娩発情

時に受胎妊娠し，匹の発生休止を起こしながら連続

生殖機能を繰返しているものである。クロカンガ

ノレーを除いて，カンガルー類のカンガルー亜科とネ

ズミカンガルーの全ての種がこの繁殖ノ号ターンで

ある(図 1-8)。

一方，後者はオオカンガノレーとクロカンガルーな

どで地域により繁殖季節動物であり， 9月から 3月

にかけて発情，受胎妊娠分娩をして泌乳期間 (4月

から 8月)に発情を休止している。泌乳による発情

の休止は分娩後 112~243 日間であり種や個体によ

り大きな幅がある。

妊娠末期に発情行動をする雌もあるが排卵が

{半っていない。泌乳が継続していても泌乳期の後半

や終期には発情排卵して受胎し，妊娠するが怪の発

生休止が起こる。

(20 1 5年)

発情の回帰やその度合は栄養条件によって大き

く影響を受ける。餌事情が悪く，長期化すると発情

の休止期聞が大幅に延びる。

しかし，実験的に条件を良くすると雌の 85%は発

情排卵をする。

シロオピネズミカンガノレーは2月から 9月にかけ

て分娩して哨乳するが後分娩発情で妊娠して 115日

で離乳すると，その数日後に分娩する。産子は年間

に最大 3匹である。これは捕獲個体でも同様の結果

が得られている。

フサオとアカフサオの両ネズミカンガルー，アカ

ハラヤブワラビーもシロオビネズミカンガル}と

同様の生殖周期を持っているがタスマニアのシロ

オビカンガルーは4月から 6月にかけて約75%の雌

が分娩をするし，完全離乳もアカカンガノレー (10

ヶ月)と比べると短く約 7ヶ月間である。

d) G-Nタイプの繁殖 18)

このタイプの繁殖はフクロミツスイ類とブーラ

ミス (G一I型)を除くフクロヤマネ，フクロモモン

ガなどすべてブーラミス類の生殖パターンである。

この種は季節繁殖動物で多発情，多排卵であるが

非常に長い黄体前期と妊娠期間を持つ種が多い。

第 2号第 69巻畜産の研究
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赤カンガル一類の生(繁)殖周期(初回妊娠から 4回妊t長一日甫乳，
発生休止(着床遅延)との関係(原図)

性成熟に達し，発情交尾で妊娠した雌は 33日後に初回分娩で泌乳(晴乳)を開始するが後分娩発情で
交尾受胎すると初期脹(脹盤胞期)は晴乳刺激で黄体は活性化されず発生休止する。日南乳刺激が弱くな
る204日頃に着床が起こり，初回分娩から 235日目で 2回目の出産をして，また，後分娩発情で受胎す
ると， 2産自の乳子の晴乳(吸引)刺激のため発生休止して 2回目と同様の妊娠期間を持つことになる。
図示した如く，性成熟に達した雌は初回分娩から連続受胎妊娠することで三世代の子カンガノレーを飼養
していることになる。
ワラビー，その他のカンガ、ルー類は妊娠期間，哨乳日数などが異なるが基本的に赤カンガノレーと同じ

繁殖周期を示す。なお，上記繁殖周期は後分娩発情で交尾または交尾しても不受胎の場合などの条件に
応じて変わってくる。

図 1-8
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長い妊娠期聞をもっ種は睦の発生休止を伴ってい

る。匹の発生休止は必然的なものか泌乳によるもの

かは現時点では明らかではなく今後の研究に待つ

しかない。

i )ブーラミス類の繁殖

この種の中ではヒメフクロヤマネ，フクロヤマネ，

チピフクロモモンガについて最も良く調べられて

いるがその他の種は未解明の点が多い。

ヒメフクロヤマネは多発4情で多排卵をする。明確

な妊娠期間，発情周期は明らかではないが哨乳中に

妊娠していることから後分娩発情があって，そこで

受胎妊娠したことが裏付けられる。

そして泌乳中でも腔の発生休止はなく妊娠を経

続して乳子が 25日で育子嚢を離れ， 50日で完全離

乳すると，すぐに分娩する。

この種は有袋類のうちで最も長い妊娠期間を

持っている。そして，排卵数と乳頭数に対する産子

数の比率が低い。これは排卵から受精，発生腔数な

ど，分娩までに順に減少する。

すなわち，平均黄体数(排卵数)7.9に対して匹

盤胞数は 7.2であり，産子数は 4になり，乳頭数6

に対して 36%にも減少する。

また，フクロヤマネで、は妊娠期聞が 30日以上で

産子数が 5~6 頭であり，育子嚢内の晴育は 40 日で

その後， 1O~20 日(生後 50~60 日)の晴乳で離乳

に至る。

9月から 4月にかけて分娩するがこの期間中に

2~3 回分娩してそれぞれ 4~5 匹の産子を生む。

オナガフクロヤマネは 1~2 月と 8~11 月の 2 つ

の繁殖期があり，雄の精巣も繁殖期に近づくに従っ

て大きくなり造精機能が高まる。

産子数は 5~6 匹で乳子は 45 日で育子嚢を離れる

が離手L子数は 1~4 匹である。

チピフクロモモンガの繁殖季節は7月から 1月に

かけてであり， 8月と 11月に最も多く分娩する。乳

頭は 4個であり， 4匹の乳子であるが離乳子数は 2

匹に減少する。

この種は一夫多妻であり，雄は繁殖期に精巣が肥

大し精子形成が高まる。

また，泌乳期間中は睦の発生が遅れる。泌乳 5日

目の雌から 0.22mm大の匹盤胞が見られており， 70 

日齢の乳子を持つ雌では1.6X 1. 9mmの匹が回収

されている。発生休止中匪は大きくなるが分化をす

ることは全くないのが特徴である。

乳子は生後 50日齢で1.5gの体重であり，その後

20日位育子嚢内にあり，その間体重が 3gに増大し

た時に開眼する。体重が 7g に達する 90~95 日齢で

離乳する。

なお，ニューギニアに生棲するニセフクロモモン

ガはチピフクロモモンガと非常に近縁種であるが

最近の調査結果では乳頭が 2つだけである。産子は

一匹であることが報じられている。

G-Nタイプの繁殖をするフクロミツスイは前述

のように最も小さい有袋種の一つである。

この種はヒメフクロヤマネと全く同じ生殖ノ号

ターンであるが乳頭は4つで、育子嚢内に完全に納っ

ている。この種は多発情で妊娠期間は 21~28 日で

あり，後分娩発情で受胎し， 1. 2~ 1. 7mm大の腔盤

胞(胞目杢)まで発生して泌乳期間中は発生を休止す

る。乳子を除去しでも腔の発生は促進されないこと

から生殖環境条件が最も大きい要因とされている。

この種は周年繁殖するが乳子は 1~3 月に 51% ，

5~8 月には 51% ， 9~12 月では 38%の割合で晴乳

されていることが報告されている。

産子数は 2~3 匹であるが乳子の分娩時の体重は

3~6mg と哨乳類のうちで最も小さく， 2gに成長す

るまで連続授乳し，4.5gまで成長してから離乳する。
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