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日南 乳類の旺操作と畜産への応用と将来(87) 

:xxx ワマの ARTsと脹操作

菅原七郎事

ウマは四肢が長く，しかも俊敏で速く走れる脚力

および心肺機能を持つなどの生物学的特性により，

古くから使役用として利用されている。その点で他

の家畜であるロパ，ラパ，ラクダ，ウシ，ヤク等と

比べ，とくに優れていることは周知の通りである。

さらに有史来，戦争用(軍馬)として大いに利用さ

れ国家の興亡をかけて育種改良されて現存馬に

至ったことは歴史が物語っている。

20世紀中頃までは軍馬，農作業用(農耕，運搬，

牧畜)として重点的に飼養されていたが，第二次世

界大戦後，先進各国では戦争用，農作業用のウマは

急激に減少してしまい，国によっては農用に育種改

良された品種が絶滅に瀕している。

現在，ヒトとウマの関わり合いは自然地理的環境

や産業構造との関係で日常生活に必須な家畜とし

て役立でられているが，先進各国では生活の余暇を

楽しむためのものとして競走馬，乗馬，スポーツや

ゲームおよびイベント用への用途が主体となって

いる。

上記用途のウマが全飼養頭数の 6.5~8 割を占め

るに至っている。

日本における平成年間のウマの総飼養頭数は 10

万頭前後を推移している。このうち，農用は年々減

少してきて 12~ 15%になっている。

日本ではウマの使用目的が食に直結する農用か

らヒトの娯楽用へとその主体が移り ，飼養頭数も激

減したことで特用家畜として記載されるように

なっている。

世界の飼養頭数も先進国では上述の如く使途目

的も変わり，年々減少傾向にあるが，現在の経済行

為と生活スタイノレや発展繁栄が続く限り，競走用，

乗馬用，スポーツ ・イベン 卜用としてウマの用途は

重要であると考えられている。

少なくとも，世界情勢が急変しない限り ，畜産に

おける市場状況は上記の知くでヒ トの日常生活の

一部に深く関わり続くことは疑いない。

*Ecos研究所 (ShichiroSugawara) 

本稿ではウマの繁殖技術と脹操作の発展と現状

について述べる。

A.ウマの概要

ウマは噛乳類(綱)の奇蹄自でウマ科のエクウス

(Equus)に分類される。奇蹄目は現在ウマ，パク ，

サイの 3科， 6属，23種が生存している。

ウマ科は l属でウマ，野生ウマ，ロパ，シマウマ

など 11種類である。

a)ウマの進化

生物学上，ワマはその先祖からどのように進化 し

てきたのか，その過程が最もよく判っていることで

も知られている動物である。

約 5000万年前にキツネくらいの大きさで，前肢

(足)は 4指 (4本の指)，他方後肢(足)は 3指(中指)

だけを残してその他の指は退行してしまう。それと

同時に体が徐々に大きくなってきて，約 2000万年

前に野生馬くらいにまでになったことが， 化石など

から明らかにされている。

ウマの祖先は東西半球に棲息していたが，東半球

では絶滅してしまって，その後， 北米大陸で進化 し

たウマ(第3紀時代の化石で存在)がベーリング海峡

を渡ってユーラシア大陸(アジア，ヨーロツノ号)に移

動して，氷河期に生き残った。一方，アメリカ大陸

では氷河期には絶滅してしまったとされている。

b)ウマの馴化 と家 畜化

ウマは主要家畜の中で最も後に家畜化されたと

いわれている。それでも馴化家畜化されたのは紀元

前 3000~3600 年(石器時代から青銅期)頃でシ リ ア

(Syria :アジア西部地中海東岸一帯地域のエジプト

とシリア)の遊牧民族の ヒクソス人(後に紀元前

18~ 1 6 世紀にかけてエジプ ト で君臨した民族の祖

先，その主はエルサレムを建設したヒクソスとは牧

者王の意味とされている)によってなされた。 しか

し，紀元前 1700年頃まで馬が使役や軍用として利

用されたという証拠はないが，少なくとも紀元前

0009-3874/08/干500/1論文/JCLS
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1400年頃古代エジプ トのパロ王はモーゼの率いる

イスラエル民族の移動(住)に反対してイスラエル

人の追討に選り抜きの軍馬と軍人を投入して全滅

してしまったことは，有名なお話として残っている 2)。

馴化家畜化されたウマはエジプト西部からリビ

アにかけた地域で繁殖されてアフリカ大陸，中央ア

ジア地域へと次第に広がっていった。そしてエジプ

ト，シリア，アッシリア，パビロン， ベルシア，ギ

リシャ，ローマ，秦(始皇帝 :紀元前 221年)へとか

けて各国で飼育されるようになり，軍用としての役

割が最重要視され育種改良が進んだと考えられて

いる。

ウマは用途別に乗馬用(軽種馬)，農用馬(重種馬

も含む)に大別されるが品種として小型馬，各国や

地域の在来馬などにロパ(瞳馬)を加えると数百種

以上にも達している。

乗用馬の元はアラビア半島で2世紀ごろに馴れた

ウマがマホメット(ムハマド :571~632 年)時代に体

型よりも血統と持久力に力を入れて改良されたア

ラビアウマである。このウマが現在のアラブ(Arab)

であり，ベルシャ，エジプトに広がった。17世紀か

ら 18世紀にかけて，イギリス，フランス，ハンガ

リー，ロ シア，さ らに 19世紀にドイツ，アメリカ

や中央アジア諸国などで各国や地域の在来種など

との交雑によりそれぞれ目的とした大きさや体型

のウマが育種改良されるに至ったと考えられてい

る。

B. ウマの繁殖技術と ARTs

ウマはヒツジ，ヤギと同様，繁殖季節に限って生

殖活動する動物種であり，いわゆる季節繁殖動物で

ある。

繁殖季節は 2~7 月末位までであり，日長時間が

長くなるに従って生殖機能が備わってくる。

雄では造精機能が徐々に高まって行き繁殖季節

に最大に達する。

他方，雌は繁殖季節に 21~22 日 (20~25 日)の周

期で卵胞の発育と発情，排卵を繰返す。すなわち，

受胎しないと繁殖季節期間中 21~22 日の性周期(発

情)を反復する。

また，ウマはウシ，ブタ，ヒツジ，ヤギなどと異

なり，発情から排卵に至るまでの時聞が 4~7 日と

長いことも特徴である。

ウマの繁殖技術と ARTsにおける発展と利用につ

いては歴史的に雄側と雌側でそれぞれ特異的な技

術開発と実用化されてきたことは衆知の通りであ

り，分けて考えてみたい。

c.雄性機能における技術と利用

雄性機能は基本的には精子であり，精液の品質，

処理，保存および AIに関する技術開発とその利用

である。

a)人工授 精 (AI )の始りと家畜への応用

AIは 1780年，イ タリアの生物学者スパランツァ

Spallanzani (l 729~ 1799)が射出精液(交尾後子宮か

ら回収)を発情期のイヌ子宮に注入して産子を得た

のに始まる。

しかし，実際に家畜で AIが行われたのは最初の

研究報告から約 1世紀以上も経てからであった。

当時はそれまで知られていなかった科学的新発

見や生物学的事実は主や神によって創造された命

に入手を加えることは宗教的教義や社会構成上か

ら，とんでもないこ とで“カミ"をも冒涜するもの

で絶対に許されるものでなく，政治的にも受け入れ

られる情勢でなかったことが最も大きな原因で

あったと考えられる。

1885年， フランスの獣医師レピクエ(Repiquet)が

AIを家畜に用いることを提唱したが実現しなかっ

たとされている。

家畜での AIは 1897年，ヒープ(WalterHeape 

1855~1989 イギリス) がウマでの成果を報告した

のがその最初である 九

ヒープは 1890年受精卵子の移植に成功したヒト

であり，晴乳類の生殖現象に関する数々の優れた業

績を残された生物学者である。彼はトレトンの精液

をサラブレッドに AIして，当時として一級のサラ

ブレッドを得た最初の成功例であり注目を集めた

とされているが，当時自国ではほとんど普及しな

かった。

その後，ロシアのイワノフ (E1. Ivanov)は 1899

年来，実験動物で AIの基礎研究を行い 1907年にウ

マでの M 成果を報告して，現在のM の基礎を築い

た。

以来， 1940年代まで主要世界各国でウマを中心に

して， AIが普及したが，以後，ウマに代わってウ

シを主体としてヒツジ，ブタなどとでの AIが目ざ
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ましい発展をとげ今日に至っている。

b)ウマ精液の特性と前処理

i)ウマ精液の 特 性

ウマ精液はワシ精液と比べ以下の点で異なる特

性がある。全精液量は 7Oml (30 ~ 300m!)だ、ウシ(平

均 5.5ml で 4~8ml) の約 8 倍も多い。ウマ精液の約

1/3量は副生殖腺(精嚢，前立腺)から分泌されるゲ

ノレ(修様質)であるがウシ精液には含まれていない。

ウマ精紫はウシのそれと比べ糖質などのエネル

ギー源が少ないが不飽和脂肪酸が多量に含まれて

おり，酸化され易く活性酵素の発生源となるとされ

ている。

ウマの精子濃度は 120X109/mlであり，ウシ(3000

X 109/ml) の約 1/8~1/10 の濃度である。

ウマ射出精子は生体外では，すぐに凝集を始め，

時間の経過とともに凝集が進行して精子活力を著

しく低下させてしまう。

ij)採取精 液の前処理

ウマ精液はAlや保存をするために上記の特異組

成を除く必要がある。

採取した精液は直ちにガーゼ滅過をしてゲルを

除去して，稀釈液(洗浄後)を加え，よく混和した後，

遠心して精娘液区分を除去すると同時に精子濃度

を高める処理をする。

c)ウマ精液 の 保 存

ウマ精液の保存は他の家畜の精液と同様に液状

と凍結して保存される。

ウマ AIでは凍結精液での受胎率が液状のそれと

比べて低く ，実用化されるまで時聞を要したが現在

では凍結精液での利用になっている。

しかし，ウマ精液の保存方法はウシ，ヒツジなど

のそれらと比べ未だ改善の余地が多くある。ウマ精

液の液状保存は保存可能期間は極めて短く，長くて

も48時聞が限度であり，最良の受精は 8時間内外

とされている点でも特性がある。

ウマ精液の保存について， 1950年代後半から 1980

年代前半までに比較的集中して，日本(西川と和出)

とアメリカ(Amanm& Pickett)らによって行なわれ，

現在の基本的手法が確立されたといえる。

しかし，ウマの個体差が大きく，より普遍的な保

存法の工夫と改善が期待されている。

i)液状保存

ゲ‘ルを除去した精液に等量または培量の精子洗

浄液を加えて，良く混和し，遠心して上清を捨てた

後，稀釈液または保存液を加えて精子濃度を 200~

500X 106/mlになるように調整する。

室温から 5
0

Cまでは 1時聞かけて冷却して保存す

る。

ウマ精液の洗浄液(稀釈液)として脱脂乳や脱脂

粉乳にグ‘ルコース添加液が比較的良く用いられて

いる(表 30-1)。

本稀釈液は採取精液の洗浄と精状検査にのみに

使用するもので液状精液の稀釈液としては不適切

である。液状精液の稀釈液として表 30-2の脱脂乳

がよく用いられる。

表 301 ウマ精液性状検査用稀釈液の組成と調整・

組成 脱脂粉乳G液

グルコース(g) 5 

脱脂粉乳(g) 5 

抗生物質
ペニシリンG(IU) 50，000 

硫酸ポリミキシンB(IU) 50，000 
滅菌蒸留水(m/) 100 
*脱脂粉乳G液の調整と保存

ガラス容器・機材は滅菌処理したものを使う

l)lOOm!フラスコに50m!蒸留水を入れ，それに脱脂

粉乳5gを入れ，溶解する。

2)次いで5gグノレコースを加え溶解。

3)10万単位の各抗生物質のパイアノレに5m!の蒸留
水を加え溶解して，その0.5叩/ずつを加える。

4)全体を100m!にメースアップする。

5)調整液は4.75m!ずつ分注して，使用時まで凍結
保存する。

ii)凍結保存

ウマ凍結保存法として 1956年日本で開発された

ベレット法と 1983年，コロラド大学で研究され実

用化されたストロ一法とがある。

これらの凍結保存法がウマ精液の典型的な凍結

保存法として広く利用されており，近年改良法など

が報告されているが基本的手法として位置付され

ている九

ここではストロ一法について略述する九

ストロ一保存に用いられる精子洗浄液と稀釈液

および凍結保存液の各組成は表 30-3，4に示した。

採取後前処理をして性状を検査し，合格(活力

60%以上)した精液を用いて，表示(表 30-5)した手

順で処理し保存する。
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表 30-2 ウマ液状精液の稀釈液・

脱脂手L(殺菌脱脂手L)の調整と保存

1)100ml脱脂乳

2)殺菌操作:92"Cで蒸気加熱殺菌，加温時95"C以上にしない
3)室温まで冷却

4)浮澄を除去浮澄は滅菌処理で生じた浮遊物
5)10001Uの硫酸ポリミキシンBをml当たり添加
6)滅菌脱脂乳10mlずつ分注して，使用時まで凍結保存

*Squires.E.L(1983) Equine embryo transfer short course proceedings 
Anim. Reprod. Lab， Dept of Physical & Biophys， Colorado State Univ 

表 30-3 ウマ精液の凍結保存用処理液の組成 表 30-4 ウマ精液の凍結保存液
(卵黄ラクトーズ EDTA)の組成

組成(g) クエン酸EDTA液1) グツレコースEDTA液2)

グルコース(g) 1，500 59，985 
無水Naークエン酸(g) 25，950 3，700 
NazEDTA(g) 3，699 3，699 

Na2一重炭酸塩(g) 1，200 1，200 

ポリミキシンB硫酸塩(IU) 106 

~ 6.~ 6.~ 

mOsm/kg 290 400 

蒸留水(ml) 1，000 1，000 

I)洗浄液稀釈液として使用，幻一次稀釈液

d)A Iの工夫改善

AI法において，どの家畜でも精子をより有効に

使うことが行なわれてきた。とくに，より少ない精

子で高い受胎率を得るための工夫と改善がなされ

てきている。

ウマでは需要が多く高齢な個体では保存精液が

少ないことや精子濃度が低いことから常法の AI方

式では効率が悪い。

i)授精方式の改善と 精 子 数

これらの課題をより軽減し， AI効率を高める手

法として少ない精子で受胎させる AI法が行なわれ

ている。

ウマ AI で常法(子宮体への注入)では 400~500X

106/ml の精子を授精するが，低受精数での AI は 5~

25 x l06/mlの精子濃度で実施されている。

少ない精子数での AIは直腸誘導または内視鏡を

用いて子宮深部，卵管子宮乳頭部，さらに卵管への

注入が行なわれている。

直検誘導での精子注入は長くてしなやかな注入

ピペットを用いて実施する。一方，内視鏡での M

はビデオ内視鏡によって行なう必要がある。

常法と内視鏡での M による受胎率を比較した報

告 6)がある。その報告では数年間にわたって比較し

ており，常法での AIでの受胎率は 42.33%であっ

組成

フクトーズ液11%(w/v) 

グルコースEDTA

卵黄
グリセリン

混合量(ml)

50 

25 

20 

5 

エクエックスSTM* 5 

*粘性が高いので注射筒で吸引添加する

たのに対し，内視鏡 AIでの受胎率は 40.8と 44%

であって，両手法問で全く差がなかったことが示さ

れている。

一方，50 X 106/mlの精子を用いて直検誘導による

ピペッ トAIと内視鏡M での受胎率は両者間で全く

差がなく，上記の受胎率が得られている7)。

また，常法M と50X 1Q6/mlの精子を直腸誘導で

子宮深部に授精して，初期匹の回収率を比較した研

究でも正常任の割合は前者で 37%(4/11)に対して

後者では 64%(7/11)であって，有意差はなかった 8)。

なお，繁殖障害歴をもっウマと正常なものでの

AIの手法によ って受給率が変わるか否かを実験し

た報告がある。すなわち，液状，凍結精液を用いて

常法と直検誘導，内視鏡による子宮深部授精をして

受胎率を比較したものである。その結果，液状精液

を用いた場合，障害歴のあるウマで、の受胎率は常法

での成績が内視鏡で授精したときのそれと比べて

有意に高かった。一方，正常雌での受胎率は内視鏡

授精した方が有意に高いものであった 9)。

内視鏡法で 25X106/mlの凍結精液を子宮深部授

精した場合，子宮体への授精法と比べてそう大きな

メリッ トはないと考えられているが 5X 106/mlの凍

結精液を子宮卵管接合部に授精した場合，受胎率は

常法でのそれと比べ有意に高く妊娠率も良いこと
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表 30-5 ウマ精液のストロー凍結保存の手順概要(原図)

精液採取 採取精液
(人工腹法) ↓ 

ゲ、ル除去:(ガーゼ癒過)

性状検査(脱脂粉乳Gi-夜)38"C 5分間

稀釈 一時稀釈 500万1m}にクエン酸EDTAを等量または相当量を添加，混和する。

精子濃度濃縮 400~600gで15分間遠心して上清を除去

精子濃度 精子ベレット再浮遊(二次稀釈)グ、ノレコースEDTA液を加え精子濃度を800~1200万Imlに調節して遠心分離

再逮心精子ペレット濃度調節

保存操作 保存液添加(ラクトースEDTA液)ストロー容量0 . 55m}当たり，精子濃度400~600万1m}にする。

↓ 

精子充填 ストロー充填これまでの全操作は20"Cで実施する。

冷却操作 プログ、ラムフリーザーを用いて冷却

l)20"C ~ -15"Cまで冷却速度10"C1分の割合で冷却する。

2) -15"C ~-120"Cまでは25"C1分で冷却

一時保持 1200Cで数分間保持する

-1960C保存

融解操作 1)7 5"Cの温水にストローを7~10秒漬ける

2)次いで370
Cの温水で融解

A1操作 授精は融解後直ちに行う

が認められている 10)。

少ない精子数で受胎させ，その効率を上げるため

の手法はその最初は X とYに選別分離された精子

での生み分けをする目的で試みられたのが始まり

である。それは 2000年までは XとY精子の選別効

率が悪く，ウシ， ヒツジ，ブタ，ウマなどでの常法

M をする精子濃度が得られなかったからである。

ウマで 500万/mlのXとY精子を選別分離するに

は数日を要する状態であった。

現在の X と Y 精子の分別効率は 2 時間で 5~20

X 106位の選別分離できるので直検誘導や内視鏡で

の授精手法によって容易に受胎させることが可能

になっている。

ウマで選別分離した少ない精子数で授精し，受胎

させたのは 2000年が最初である。

この報告では 25X 106の精子を内視鏡と超音波誘

導での子宮深部へ注入した例では内視鏡用いた授

精での受胎率は 50%(5/10)であり，超音波誘導授精

では 0%(0/10)であった 2)。また選別分離前 5
0Cま

たは 15
0

Cで 18時間保存して選別分離した精子の

200万を内視鏡と直腸超音波誘導でそれぞれ子宮深

部に授精した例では，直腸誘導授精の受胎率は 38%

(9/24)であったのに対して内視鏡授精では 72%

(18/25)の受胎率であり，相対的に内視鏡授精法が

良いことが示されヰ 1九

これらの成果はヴマ採取精液はXY精子の選別分

離前， 5tまたは 15
0

Cで 18時間保存しでも受精能を

保持していること，また，内視鏡授精法がより有効

であることを示したものである。
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