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晴乳類の腔操作と蓄産への応用と将来 (92)

XXXI ラクダの ARTsと怪操作

菅原 七郎*

世界の主要先進国では，ラクダ類は動物園動物や

コンパニオン動物としてのみ活用されており，家畜

として取り扱いはされていない。

しかし， IS世界で本来ラクダが棲息していた地域

の住民にとっては生活に必須な動物で、あったし，現

在もその位置づけは一部の地域を除いて全く変

わっていない。

ラクダを家漢として生活を共にしている民は北

アフリカ(ソマリア，エチオヒ。アと周辺諸国)，中東

諸国，アジア(インド，中国，モンゴル，ロシア)お

よび南アメリカのアンデス山系の各層に分布して

おり，約 2，000万頭を飼育している。

アフリカ，ユーラシア大陸の!日世界に棲息するラ

クダは背にヒトコブとフタコブをもっ種類である。

最近，これらラクダは中近東の石油産出閣をはじ

め，遊牧民が少なくなった諸国では飼養頭数が急激

に減少している。中国，モンゴノレでも交通革命や近

代化の波に押されて減少に歯止めがきかなくなっ

てきている。

他方，新世界の南北アメリカ，とくに南米大陸に

棲むラクダ属は，旧世界のラクダと比べ小型でーあり，

ラマ，アルパカ，グアナコ，ピクーニャなどが生存

している。

アンデス山系のこれらのラクダも 15世紀，スペ

インの侵攻と共にヨーロッパの家畜が移入されて

徐々に減少してきている。

現在，ピクーニャとグアナコは絶滅危倶種に指定

されている。

しかし，ラクダを家畜としている国や動物遺伝資

源として活用する立場から，ラクダの改良増殖に家

禽で実用化されている新技術や腔操作法を利用す

ることが行われ始めている。

本稿ではラクダの改良増殖法としての繁殖技術

や経操作法について最近の進展や利用状況などに

ついて研究報告を紹介する。

本Ecos研究所 (ShichiroSugawara) 

A. ラクダの種類と生物学的特性

a)ラクダの生物的分類と種類

ラクダは生物学的にウシ，ヒツジなどと伺じ偶蹄

類の草食獣であり，ラクダ科に分類されている。ラ

クダ科はラクダ (Camelus)，ラマ (Lama)，ピクー

ニャ (Vicugna)の 3属からなり，それぞれ 2穏， 3 

種 種 の 計6種類が現存している。

i )ラクダとその分布

ラクダはヒトコブ(単峰)ラクダ (Camelus

dromedaries) とフタコブ(双峰)ラクダ(家畜種

Camelus bactrianusと野生穏 Camelusferus)の2種

類である。ヒトコブラクダはアフリカ，中東，アジ

ア，モンゴル，中国などの!日世界とオーストラリア

で飼われており，ラクダ全体の 85%はアフリカ，中

東で飼養されている。フタコブラクダは中間，モン

ゴノレ， I日ソ連邦で飼われている。

ヒトコブラクダはオーストラリアで一部野生化

しているが，その他は飼養されている。フタコブラ

クダはモンゴルの一部で野生の存定が知られてい

るが，その他は全て飼養管理下にある家畜である。

ラマ属にはラマ (Lamaglamα) ，アルパカ (Lama

pacos)とグアナコ (Lamaguanicoe)がおり，前 2種

は完全な家畜である。ビクーニャ属はピクーニヤ

(Vicugna vicugna)の 1種がいる。

グアナコとビクーニャは里子生種として南米アン

デス山系に棲息、している。

ラクダ科の動物はアフリカ，中東，アジア，南米

大陸の気候の寒暖の厳しい，乾燥地帯で砂漠や標高

の高い(3，000~4， OOOm)山岳地に棲息している。

証)生物学的特性

生物は各地域の環境(生態系，気象，地形)下で進

化し，適応したものだけが生き残り，その地域特有

のエコシステムを形成して棲，患している。

ラクダは上述の分布地域の気候，地形，生態系に

適芯した典型的な動物である。

0009-3874/09/￥500/1論文/JCLS
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適応した形質はラクダとラマとでは異なるし，ヒ

トコブ，フタコブラクダ間で、もそれぞ、れ特性を持っ

ており，その特性が利用されている。

ヒトコブとフタコブラクダは形態的にそれぞれ

特徴がある。ヒトコブラクダは大型(体重)で被毛

は比較的短く砂漠に適している。フタコブラクダは

前者と比べて短い足に被毛が多く，寒暖の大きな差

にも対応できる特性を持っている。

また，偶蹄ではあるが蹄はほとんど 2つに割れて

いず，足底はクッション状になっていて砂地を歩く

のにも適した形になっている。

ヒトコブラクダは中東から北アフリカ(現在のパ

キスタンからベルシヤ，アラビアを通りアフリカの

サハラ砂漠)での広い地域で飼われている。フタコ

ブラクダは，アジア(モンゴルのゴビ砂漠からタク

ラマカン砂漠を経て中央アジア)の広い地域で儒養

されている。

一方ラマ腐はラクダの1/4~1/6 位の大きさであ

る。グアナコが最も大きく 100~120kg の体重である。

ラマ属は標高の高い山岳地域に適しており，役畜

としての利用が主体的で体の大きさに似ず，数十キ

ロの荷物を 20kmも運搬することができるカを持っ

ている。

被毛も良質で衣服の素材として非常に貴重で高

昔前である。

iii)ラクダ類の生理的特性

イ)ラクダ

寒暖の厳しい砂漠での適応は第lに体内の水分調

節で、特異的機構を持っていることである。すなわち，

暑熱や水分欠乏に対する異常ともいえる耐性は体

内で、の水分貯蔵能力によるものではなく，体温変化

調節機能に基づくものと考えられている。

それは日中の暑さで体温が上昇する持，気温に合

わせて体温を上げ，↑亘温維持作用に使われる発汗を

極度に低く抑えることができる。それに被毛が環境

温度の変化に対してその影響を防止する役割をし

ている。

とくに脂訪代諜は蓄績賠肪の分解に駿素を少な

く使って，脱水素系(嫌気的分解)による酸化過程で

水を生成する特異的代器機能を持っているためと

考えられている。

また，ラクダの腎機能として他の日常乳類よりも代

謝産物の再吸収とくに水分の再吸収能力が極めて

高いことが指摘されている。

さらに，脱水に対する耐性も他の晴乳類では致死

の脱水環境の2倍でも生存できる生理特性を持って

いるとされている。

ロ)ラマ

ラマ，アルパカは標高 5，000メートノレの高原で、棲

息できる能力を持っている。これは低酸素の大気中

でも十分に酸素を体内に取り入れられる能力を

持っていることを示す。それは鼠球数と血流の酸素

に対する親和性(結合力)が非常に高く，低酸素分圧

でも十分酸素を取り入れることができる。また，消

化能力が他の反容3動物よりも非常に優れており，

5%以下の蛋白質しかないアンデス高原の主主(パン

チグラス:イネ科で葉が房状に生える)を非常に効

率よく利用できる消化，吸収・合成カを持っている。

アルパカは同じイネ科の植物ではあるが種類の

異なる叢をよく利用する習性を持っており，ラマと

アノレパカは餌で競合していない。これは両者の門歯

の形状の差によるもので両者がお互いに生き残れ

て共存できるように適応した例でもある。

iv)ラクダの品種

イ)ラクダ

ラクダの品種は形態的特徴を主に楼息習性，機能

や地理的分布などとの要閣によって 3穫の主群と 8

または 9種の亜群に分けられる。

ラクダの前足はある程度，主用途531]の品穏(類別)

的に分けられている。すなわち肉用，手し汚，競走用

であり，各飼養国のラクダの主利用目的での品種

(類531])が多いとされている。

ロ)ラマ類

ラマ(リヤマ)はグアナコの育種改良で作出した

とされており，遺信子構成が類似、している。なおグ

アナコより大型であり，肉用と毛用穫が主体である。

アルパカは毛専用種として育種改良されて， 2品

種がいるが遺伝子はどクーニヤより近い。

v)ラクダの雑種

イ)ラクダ

記載によるとヒトコブとフタコブラクダの交雑

はアレキサンダ一大王の (BC330)の時代に行われ

ていたらしい。荷者の雑種(F)は体型，強健性，持

久力，寿命なども両親と比べ良く，いわゆる雑種強

勢を示すことが知られている。

Fj の形質発現からラクダの塁手生種はヒトコブラ
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向属と類縁種の生物学的多様性およびエコシステ

ムの修復にとっても経操作や新技術の利用が強く

望まれている。

vi)ラクダの飼養頭数

イ)ラクダ

約 1，921万頭のうち，ヒトコブラクダは 1，800万

頭であり，残り 121万頭はフタコブラクダである。

ロ)ラマ麗

総数約 740万頭が飼われており，そのうちラマが

最も多く，上記の約 50%を占める。次にアルパカが

多く約 40%を占めており，グアナコとビクーニャは

それぞれ 60万頭と 9万頭強と非常に少ない。

各飼養閣当たりの飼養頭数については本1)I熱帯

の遺伝資源」を参照されたい。

菅原 日高乳類の経操作と畜産への応用と将来(92)

クダの生殖生理

ラクダ，アルパカとラマの雄における生殖機能全

体の概要を表 31-1に示した。

雄ラB. 

クダであろうとされている。すなわち， Fjでは常に

ヒトコブが優性形質として発現する。

ロ)ラマ類

ラマ，アルパカ，グアナコ，ピクーニヤは 2N=

74の染色体を持っておりこれらの種は全く問じ核

型を持っている。

それゆえ，ラマ属では相互交雑が容易で、あり，イ

ンカ文明時代からベノレーの原住民によって交雑が

行われ改良されたといわれる。

現在もこの4種間での交雑による毛震や産量の改

良が行われている。

ラマ類の繁殖法としてアンデスの高原地帯(標高

3， 000~4， 800m)では背ながら自然放牧による交配

での改良増殖が行われている。

一方，標高 800~1 ， 500mの地域では計画繁殖法

による改良増殖が行われており，コンパニオン動物

としても繁殖されている。

アルパカやアルパカ(雄)とその Fj はとくに毛震

ではカシミヤ山羊のそれよりも優れていることや

2007) 雄ラクダ類の生殖機能(Tibaryら表 31-1
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a)生殖機能の発現と春機発動

ラクダ類は春機発動から性機能が安定するまで

の発育はゆっくりで性成熟に至るまでにウシや他

の反容3動物と比べ多くの月齢を要する。

精巣は出生時にすでに下まましているが触診でき

るまでに数カ月を要する。

ペニスは S字状であり，強嚢の前で湾出している。

精嚢がないのも特徴である。ペニスの長さや亀頭の

大きさについては表 31-1のようであり参照された

し、。

イ)ラクダ

ラクダの精巣は6カ月齢にならないと触診ができ

ない。精索に包まれた輸精管は 45~50cm 長である

が膨大部は明確ではない。

生後， 2年目くらいで乗駕，交尾などの性行動を

するようになるが精子形成の完了には3年は必要で

あり，完全な性機能の完成には 5~6 年を要する。

造精機能は生後1O~14 年まで最も高く，それらの

機能は 20年間位維持されている。

精巣は繁殖季節に最大になり，非繁殖期で、は小さ

くなる。また精細管の夜径も繁殖期に大きくなり非

繁殖期では小さくなる。

ロ)ラマ類

出生時，精巣は陰嚢内に下垂する。成熟ラマやア

ルパカの精巣重量は 24と 18gであり，全体重の

o. 02~0. 03%の割合を占める。

アルパカの精細管はラクダのそれよりも太く

174~237μm の直径であり，輸精管は 35~40cm の

長で膨大部が認められ約 4mm大の直径を持ってい

る。

ラマ類は生後 11カ月齢頃になると春機発動の徴

候も現れてくるが精巣の発育がゆっくりで生後3年

くらいにならないと性機能は安定しない。アルパカ

では生後 15~16 カ月齢になると精細管中に精子が

出現し始めて，徐々にその機能が増大していくが，

3年間くらいにならないと完全な性成熟に杢らない。

一方，性行動として生後 15カ月齢になるとペニ

スは包皮がとれ始めて，勃起して交尾も可能な状態

になるが性成熟はその約 24カ月後である。

b)精子形 成 と 居期

ラクダ類の精子形成の詳細は明確にされていな

いが，基本的なことはヒトコブラクダやラマなどで

の研究で明らかにされている。

精祖細胞から精子発生までの変化過程は8段階で

起こる 2)。つまり，精細管の性上皮での精子形成は

精粗細胞の8段階の変化を経て完了するこの過程を

性上皮の周期(精子形成周期)と呼んでいる。

組織および組織化学的な研究によって，精子形成

周期における 8段階の各分化細胞の分布(出現)割合

はラマ類 3)とラクダ 4)では差があり，精巣上体での

精子の成熟や移行日数なども異なることが認めら

れている。

ヒトコブラクダでは精巣上体での精子成熟と移

行には 4・3日を要すると算定されている。

ラクダ類の生殖機能は季節によって影響を受け

る。精子形成能は年齢，季節によって変わり，精巣

重量と正の相関で精子形成が起こり精巣重量が小

さくなると精子形成は低下する。

ラクダの精巣は夏に減少するのに対し 5) ビクー

ニャでは冬に減少する。ラ""76)は夏に精子生産能や

その品質が低下する。

ラクダ類の繁殖と季節の関係について内分泌学

的，組織学的に解析されている九

ラクダの 1日当たりの精子生産能は春の終わりで

は 8.1 X 106であるが夏の終わりには 4.2X106と約

1/2に減少する。

なお，ラマの精子形成間期における I~VDI段階で

の各分化期細胞の構成割合は Iから頗次それぞれ

9.8， 12.5， 17.7， 14.1， 5.8， 8.1， 13.0， 18.9% 

であることが示されている 2)。

c)精液とその性状

ラクダ類の射出精液は非常に粘穂度が強く，精子

濃度も高くはなく，活力も低くて異常精子が多いの

も特徴である。

粘穂度が高いのは尿道球腺または前立腺由来の

ムコ蛋白鷺のためとされている針。

射出精液は採取後 15分くらいすると一部液状化

するが完全に液化するには数時間を要する。

精液量は表示(表 31-1)したごとくであるが，精策

量が 85%以上を占めている。

一方，精子濃震も表示のようであるが人工臆と電

気射精法で採取した精液性状は表 31-2に示した通

りで，採取法による差がほとんど無いことが判る。

精液の無機物や精子のエネルギー源となる糖類

などのこれまでの分析値を表 31-3に示した。

これらの分析値から草食獣の家畜の精液の組成
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表 31-2 人工陵と電気刺激による採取精液の比較(Bravoら 2000，改写)

採取法

精 J夜 人工隆法 電気刺激法

ヒトコブ、ラクダ フタコフゃラク夕、 ヒトコブ、ラクダ、 フタコブミフクダP

精液量(ml) 7.5 9.7 3.9 6.1 

精子濃度(x106/ml) 325 465 331 462 

運動性(%) 51 68 50 69 

死精子割合(%) 18 14 19 15 

精子の形態的異常(%) 28 24 27 24 

アクロソームの異常(%) 8.5 7.5 8.1 7.7 

表 31-3 ラクダ類精液の化学組成(Bravoら， 2000 改写)

成熟ラマ

ナトリウム(Na) mEq/l 402土 10

カ/レシウム(Ca) mg/dl 

無機リン(p) mg/dl 10 

グルコース 耳19/dl 6土0.3

フラクトース mg/dl 4土0.2

脂 肪 mg/dl 106土5

リン脂質 mg/dl 

全窒素 mg/dl 623土23

全蛋白質 g/dl 4土0.1

アルブミン g/dl 

グロブ、リン g/dl 

と比べて，ラクダ類のフラクトースとクエン酸含量

がそれぞれ 4~6mg/dl， 4. 3mg/ dlと少ないのは精嚢

腺がないことによると考えられる 9)。しかし，その

他の組成は相対的に類似しているといえる。

なお，表からアルパカでは性成熟後 (3歳)と安定

期(6歳)では全く開じ状態であることが宇IJる。

d)雄の性行動

ラクダ類の性行動については良く研究されてい

る 10)。

イ)交尾行動

雄は春機発動に歪る夜前くらいから雄特有の性

行動をするようになる。

性成熟に達した雄では繁殖期にはうなじ腺の分

泌活動の土勢力日，軟口蓋の体外への突出や尿放出によ

るマーク付けなどをするので明確に判別される。

実際の交尾時には腕骨のところで横臥した状態

でペニスを挿入して約 20分間交尾している。

一方，雌側は雄の追跡行動に対して数秒から 4分

くらいまでの間で反応しないと交尾行動をしない。

雄の求愛行動はリピドーの強さによって変わる

アルパカ
フタコブ、ラクダ、

3歳 6歳

348土32 404土34 173士59

18:t 1 18士3 13土5

12士2 8士0.4 13土 l

7土0.4 5土0.3 12:t10 

6:t0.1 

86土 10 95土 10

29土1 29土 1

548土50 647土32

3土0.3 4:t0.2 

2:t 0.3 2士0.2

l土0.1 2土0.2

が，許容態勢になった雌は体の下に足をたたみ込ん

で横臥して雄を受け入れる。この時雄は足を拡げ腕

で雌の肩をしっかりとつかんで、後足を折って地面

に平に位置づけをしてから交尾行動に移る。

そして耳を震わせ，尾を激しく上下に振って，外

鼻孔を大きく拡げたり収縮させ，吠口し煽動的な行

動をする。

そして交尾してペニスを子宮角まで挿入して，波

動的に動かして，射精をしながら子宮内膜を刺激し

て，その機能を一層充進させる働きをする。

後述のように交尾時開中に射精を繰り返して交

尾行動を終了する。 1Sで 2匹の雌と交尾をした場

合，最初の交尾時間が 2問自のそれと比べ有意に長

いが， 1雄の受胎率は全く差がない。

また，交尾時間は春より秋の方が相対的に長くな

る傾向があるし，リビドーの強い雄では交尾時間が

有意に矩くなる傾向がある。

ロ)射精

ラクダ類では精液は直接子宮内に射出される。射

精は交尾時間中ペニスの挿入行動とリズミカノレな
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尿管運動によって絶えず行われるが，一回当たりの

射精量は少なく精子と精疑の混合で射精される 10)。

たとえば，ラマの射精行動として交尾して 4分間

内で 11自の尿道捧動が任意に起こるが，体の緊張

動作とは必ずしも符合していない。

次いで， 18.5回くらいの頻度で体の緊張と同調し

て起こり， 2泣2 分間の交尾中に 1沼8~1凶9 回もの身射す精行

動でで、約 4.6mlの精j液夜を射出する lωIl

なお，ラクダでは交尾時間の長短が発情i維の排卵

数に影響するが，受給率は全く影響を受けない(表

31-4)。

表 31-4 ヒトコブラクダにおける交尾時間と
排卵率との関係(Tibary& Anouass iら 1997) 

交尾時潤(分) 雌ー
排卵雌 l個の排卵雌

の割合(%) の割合(%)

1~ 1. 5分以内 45 35.6 44.9 
1. 5~3 232 13.8 53.5 

4 102 13.9 56.8 
4.5~5.0 102 16.7 65.9 

5.5~6.0 57 14.0 77.6 

>6.0 94 8.5 55.3 

ノ¥)精液の液状化

前述したようにラクダ類の射出精液は非常に粘

欄性が高く，自然に液状化するには数時間がかかる。

精液の粘欄性がg齢、ために精子は自由になれず

運動性も液状化するまでみられない。最初，精子は

前進運動する割合が少なく，むしろ振り子運動をす

るものが多い。

精液はトリプシンなどの加水分解酵素処理で、容

易に液状化させることができる。

液状化の度合は酵素の種類やその濃度によって

著しく影響される。

すなわち，トリプシンの添加割合を 1: 2000， 1・

1000， 1: 500， 1: 250にした場合，前2者の比率で

は全く液状化しない。 1:500では一部分は液状化す

るが完全ではない。完全な液状化は 1: 250の酵素

との比率で初めて起こる。

トリプシンの効果は射出精液に直接添加したり，

AVで、採取管に取って添加した場合でも生存精子数

や活力に全く変わりはない。

また ， 0.5mg/ml のコラゲナーゼを添加すると 2~

3分以内に完全に液状化するのでトリプシンより効

果的なことが知られている。

これらの酵素処理によって液状化した精液は再

び粘調性を増して元に戻ることはない 12)。

農業畜産情報

「 体細 抱」技術理解を 食品安全委 クローン牛で説明会

食品安全委員会は 3月 24日，体細胞クローン技

術で生まれた牛・豚とその加工品等の安全性を説明

する，消費者との意見交換会を東京都内で開いた。

全毘各地の消費者ら約 150人が参加。問委員会は

(受精卵移植などの)従来の技術で生まれた牛・豚

と同等に安全」と説明した。 4月 10日まで国民から

意見を募り，それを踏まえた上で安全性の評価を正

式決定する。 27日に大販でも意見交換会を開く。

意見交換会では，問委員会新開発食品専門調査会

ワーキンググルーフ。座長の早川|嘉夫氏らが説明。早

川氏は，厚生労働省の依頼を受けて安全性を検討し

たことや，体細胞技術について国内外の文献約 900

イ牛を踏まえたこと等，これまでの経緯も話した。

消費者らの疑問が強い，体細胞クローン牛に死産

や生後産死が多い点について，早川氏は「細胞の全

能性(細胞が各臓器などに正常に育つこと)の獲得

が適正に行われないことなどが原閤」とし， i (死

産・生後直死等の死亡原因は)従来の技術にも認め

られているものと同じで，体細胞クローン牛・豚に

特有ではない」と，理解を求めた。

参加した消費者からは「全能性の獲得が適正に行

われない原匝を解明するべきだJ i生命倫理も検討

する必要があるj 等の意見が出た。
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