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補乳類の庇操作と畜産への応用と将来 (93)

XXXI ラクダの ARTsと経操作

菅原七郎本

c. 雌ラクダの生殖生理

a)生殖器と特徴

ラクダ類の生殖器官は形態学的に反容3家畜と比

べて卵巣嚢が大きく，子宮角間靭帯の欠如，良く発

達した卵管子官接合部の乳頭状突起やらせん状頚

管構造などが特徴である ω。

ラクダ類の卵巣の大きさや形は年齢，卵胞黄体の

有無や発達の状況によって変わってくる。

未経産個体では卵巣はいわゆる那型で丸く，フ

ラットな表面をしているが押胞の発育に応じて出

出ができ変形してくる。

卵管，子宮角，頚管，臆などの大きさや特徴は表

31-5に示した。

卵管はon巣近辺で膨大部と狭部近くまでらせん

状であるが狭部は直線的である。卵管采は卵巣の近

くで卵巣嚢に聞いている。卵管子官接合部は 3~

4mmの高さの乳頭集合部で狭い関口部を作り子宮

角に接合している。

卵管は他の哨乳類とは違って子宮端の所で膨ら

んでおり，多量の精子を長時間，常蔵しておく役割

をもっている

ラクダでは子宮角は先細りになって子宮体に対

して T字型をして左右の子宮角を形成している。し

かし，左側の子宮角は右側のそれと比べて大きく，

長いのが特徴である。

一方，ラマ，アルパカでは両子宮角は子宮体から

Y字型で左右に分校した型である。

また，子宮体と子宮の内膜は平坦でコチレドン構

造はみられない。

b)春機発動と性成熟

ラクダ類の性機能系の発現とその特性につい

て表 31-6に一括まとめて示しである。

イ)ラクダ

ラクダの春機発動は放牧条件下では 20~30 ヶ月

齢で起こり，繁殖は 2~3 年以降に行なうのが常で

ある。しかし，飼養条件を良くしてやると 8~12 ヶ

月齢で春機発動して，生殖も可能な状態になるとい

われている。

一般的に，春機発動や性成熟および初回受胎や初

回分娩の時期(年齢)などは飼育条件，とくに栄養

水準や出生時期によって著しく影響を受けるし，穏

や品種によっても異なる。

表 31-5'u惟ラクダ類の生殖器官(原著)ネ

卵管;

長さ(cm)

子宮
子宮体(cm)

子宮角長さ(cm)

Hの型

二子宮頚管

長さ(cm)

*J3.織

日室

長さ(cm)

外陰部(cm)

*文献より整理

市cos研究所 (ShichiroSugawaral 

アルパカ

17~28 17~28 1l ~21 1l ~21 

2.3~3.5 8.5~9.5 2.3~3.5 2.3~3.5 

15~20 15~20 8~10 8~10 

T型 T製 Y型 Y型

5 5 2~5 2~5 

3~4}認の環状粘膜ヒダ状 3~4層の環状粘膜とダ状

23~35 23~35 15~25 15~25 

6 6 3 3 

0369守 5247/09/干500/1論文/JCLS
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ロ)ラマ類

エストロジェン (E2) の測定や超音波法などに

よって，ラマでは 6 ヶ月齢，アルパカでは 3~4 ヶ

月齢で春機発動に達するとされている。

栄養条件が良いと 12ヶ月齢で繁殖に供すること

ができるが，通常 15~18 ヶ月齢で初回繁殖に用い

られている。

ラクダ類の初回受給率，分娩率などの繁殖効率は

栄養状態，成長と成熟度とその時の体重によって左

右されることが知られている。

また，春機発動からより王手い時期での繁殖は効率

が悲く，性成索げ愛での繁殖と比べ極めて低率である ωo

c)ラクダ類の卵 巣機能の特徴

( 発情潤綴)

ラクダ類は発情期に交尾すると，その交尾刺激に

よって排卵する。すなわち，春機発動後卵胞が発育

して成熟卵胞に達した時つまり発情期に雄を許容

することによって初めて，交尾，排卵し，受精，受

胎，妊娠して分娩に歪ることになる。

それゆえ，性成熟に達した雌ラクダはイ)交尾せ

ず不受胎，ロ)交毘しでも不受胎，ハ)交尾し受胎，

妊娠のいずれかの状態にあることになる。

上記のうちイ)の状態にあった場合は通常性周期

を繰り返すことになるが，ラクダでは交尾排卵のた

め，明確な臼数での発情周期を繰り返さない。それ

は成熟卵胞が退行しない恕り，雄を許容する状態に

あって，成熟卵胞の存続と次の卵抱が成熟卵臨へと

発育する時間(日数)との関係で発情滞期日数は変

わってくるからである。

ロ)の状態では排卵した卵胞は黄体を形成するが

黄体期は 8~10 日前後であり，黄体退行を共に優性

卵胞が急速に発育を始め， 7~10 日前後で発情を回

帰する。

d)卵抱 の 発 嘗 波 と 性 周 期

イ)卵胞発育波

性成熟に達した雄では，種によって多少異なるも

のの，それぞれ一定の日数間隔で卵胞の発育と退行

が繰り返される。これは卵胞発育波 (follicularwave) 

と呼ばれているが，性機能が消失するまで持続する。

ラクダ類の卵胞発育波は表 31-6に表示した日数

であり，成熟卵胞は交尾耕激または排卵耕激(外国

性 GTHやその他の排卵誘起要因)の無い場合，排

卵せず発情状態を持続することになり，自然排卵動

物のような明確な発情排卵周期を示さないのが特

徴である。

それゆえ，ラクダ類では卵胞の発育周期を指標に

表 31-6 雌ラクダ殺の生殖機能系 (Tibaryら2007改写)

ふたこぶフクタず ひとこぶフクダ アルパカ ブ守ア

主主機発動伺7 24~48 18~24 4~6 6~8 

初思種付の月齢 36~48 24~36 12~18 15~18 

卵業・重量(g) 3~4 5~15 

大きさ(cm) 1.2~2.5 x 1.2 x 1.0 l.2 ~2.5 x 1.2 x 1.0 
卵目包発育の波(日)
発育日程 10.5土0.5 10.9士3 3~9 3~9 

成熟卵胞 7.6土0.8 7ごと4.2 2~8 2~8 

退行 11.9土0.8 11.9士4.2 3~8 3~8 

排卵卵胞の特徴
発育卵胞の大きさ (mm) 9 9 7 8 
l日当たりの成長率(mm) 1.8 1.8 0.43 0.5~0.9 

平均の大きさ(mm) 1O~18 1O~18 8~10 9~12 

成熟卵胞の大きさ(mm) 25 22 12 13 
未排卵・卵胞の割合(%) 40~50 ワ 5 10~40 

" "の退行(日) 8~45 ワ つ 4~22 

黄体の特徴
大きさ 15~25 15~25 11~15 11~18 

活性黄体の大きさ 7.2土1.7 7.3 7~8 8 
退行日数(日) 10土1.2 10.5 1O~12 1O~12 

妊娠と分娩
者床(臼) 14 14 12~14 12~14 

妊娠日数(平均) 384 (330~396) 402(374~419) 344 (330~376) 345 (333~382) 
娩出時間(分) 10.5 士 4.7(5~45) 26.8 土 12(4~45) 1O~15 10~15 

胎盤排出(分) 65土4.2(30~ 180) 69土47 88(40~143) 77(45~240) 
分娩後
子宮修復(日) 20~45 つ 20 17 
分娩後の発情回帰(日) 14~300 ワ 7 5 
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した性周期が提示されている。

ロ)卵 胞発 育波 による性周期

表示した卵胞発育波の日数は超音波法による経

時的観察によって得られたもので卵胞の発育は成

長期，成熟期，退行期に草分される。

卵胞発育に伴う血援エストロジェン (E2) 濃度変

化との関係も解析されており，両者間で正の相認が

確認されている。すなわち，発育卵胞が成熟卵胞に

達した時，血中 E2濃度もピークになることが確認

されている。

卵胞発育波の観察と Eヮ濃度測定∞を基にした性

周期は以下の如く推定されている。

ヒトコブラクダの性周携は餌養国によって多少

差があり，スーダンでは 28日，インドで 17.2~23. 4 

1 エジプトで 24.2日とされている。ヒトコブラ

クダでは 16~22 日とされている。

他方，ラマ類のラマで3は卵胞は1O~13 日で成熟

卵胞になるのに対して，アノレパカでは 8日であり，

その出現関隔は両種で 11~12 13である。

卵胞の発育段階と卵胞の大きさとの関係につい

ては表 31-6を参照されたい

ノ¥ )成熟卵胞の退行と黄体化

成熟卵胞は排卵刺激(通常交尾)を受けないとよ

り大きくなり，排卵せず，ゆっくりと退行する。退

行に要する日数は表示した如く，ラクダでは約 12

日，ラマ類で、は約 1道関を要する。成熟卵胞の退行

中に他の優性卵胞は全く影響されずに発育成長を

する

アルパカ，ラマで、は米排卵の成熟大卵胞は退行す

るのに 17~31 日も要した例が報告されている 18) 。

また， )暴行中の成熟卵胞はしばしば黄体化するこ

とも確認されている ω。

ラクダ類の卵胞発育波における成長期，成熟期の

各日数は種，緯度，標高，季節などによって変わっ

てくるが，とくに，未排卵(残存)成熟卵胞の有無

によって影響されると考えられている。

e)排卵と排卵数

ラクダ類は交尾刺激排卵動物であるが外部から

いろいろな刺激や処理によって排卵させることが

できる。

イ)交尾刺激と排卵までの時間

正常または精管結紫雄との交尾で排卵する。交尾

後， 15~40 分で LH のサージが起こり，その 24~

48時間後に排卵する。

交尾した雌の約 60から 100%が排卵するが，排卵

は左右卵巣から交互に等しく超こる。排那数は通常

1個である。

なお，交尾時間と排卵誘起率とは全く関係がなく

5分間の交尾で、も十分に排卵が起こるし，日分以上

の交尾時間でも不受給がみられたことから受胎と

交尾時間とは直接的な関係はないとされている。

しかし，頚管や睦への機械的刺激を加えても排卵

は起こらない。また，雄の乗駕行動だけでは排卵を

誘起できない。

ロ ) ホ ル モ ン 投 与 と 排 卵

LH， hCG， GnRHなどの投与によって排卵を誘起

することができる(表 31-7)。

ラクダでは 300IUの LH，100~200IU の hCG，

250~250μE の GnRH 陪族体(ブセレリン)の静注

により， 1 ~1. 9cm大の邦胞が存在すると，ホノレモ

ン投与後， 36~48 時間に排卵が起こる ω。

他方，ラマ類で、は 7mm以上の卵砲があると 750IU

のhCG，80~800μg の GnRH の投与で排卵する。

ハ)精築

フタコブラクダとアルパカで精液を醸深部に注

入することで、排卵を誘起で、きることが観察された部)。

さらに，精柴も筋注によって排卵することが確認

されたことから，ラクダ類での排押誘起関子が精援

に存在することが認められている

精築中の排卵誘起因子の作用機作として交尾に

よる内膜の刺激と充血を介して排卵させているこ

とが示唆されている。

。自然多排卵の頼度

ラクダ類では自然発情時の排卵数は基本的には l

{図であるが， 自然交尾した雌の 5~20%で多排卵が

起こる。排卵数は 2または 3個であるが双子妊娠や

双子産子が得られることは極めて少ないとされて

いる ω。

U自 然 排 卵 の 頻 度

交尾排朔動物種のうちでラクダは自然排卵する

割合が意外と高い。これまでの報告では成熟雌の

3.5%から 40%で起こっているとされている。とく

に，分娩後の雌でその頻度が高いことが知られてい

る 23.13)。

自然排卵したとみられたうちのあるものは未排

卵成熟卵胞が黄体化したものも含まれている可能
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性が非常に5齢、ことも指摘されている。

h)黄体機能

イ)黄体形成

通常交尾により排卵した卵胞が黄体化の変化を

して黄体を形成する。排出卵子が受精，発生を開始

して，着床に至ると妊娠黄体となり，黄体機能は妊

娠末期の分娩開始直前まで維持される。

もし，排出卵子が受精しなかったり，交尾しでも

不受胎で形成された黄体機能は長く維持されるこ

とはなく退行して消失する。

黄体は交尾後 2~4 日{立に形成され発達して黄体

ホノレモン (P4) を分泌する

不受飴ラク夕、、類での黄体機能は他の楠乳類のそ

れと比べて短く，いわゆる黄体期は排卵から 7~9

日までであり， 9~10 日位から退行を開始する。こ

のことは九の分泌パターンとも付合している。す

なわち， P4 の血中濃度は排卵後 7~9 日頃にピーク

でその後 9~1l日頃より減少し始める 25)。一方，黄

体の大きさは， P4の分泌量と相関しており ，P4の減

少と共に黄体の大きさは減少して 12日目墳には約

1/2になる 26，27)。

米排卵成熟卵胞の黄体化は超音波法観察によっ

て確認されている。それは交尾して，正常な LH放

出があっても排卵しなかった成熟卵胞が黄体化し

たもので約 5日間の寿命で消失する 28)。

ロ)黄体退行

黄体は受胎しなかった場合， 9~10 13位に子宮内

膜で合成分泌された PGF2aの働きによって退行さ

せられる。アルパカでは PGF2aは拍動的ノfターンで

分泌されている。

黄体退行は左右卵巣で異なることが指機されて

いる。右側卵巣の黄体は右側子宮角内膜から分泌さ

れた PGFzαの働きによって退行する。

一方，左側卵巣の黄体は左側子宮角と連動して作

用することで退行するとされている。

左右卵巣黄体の退行に対する左右子宮角間での

作用の違いは子宮角，卵巣，卵管では解剖学的に血

管分布が異なるためと考えられている。それはラマ

類の 90%の錐個体では右側子宮角の動静脈は左側

と比べ明らかに太く大きい，左側子宮角では締く分

校しており，左子宮角の静脈は右子宮角には入り込

んでいない 29)。

なお，ラク夕、類での黄体退行にオキシトシンがど

のように関与しているのか否かについては暁らか

ではない。

j)妊娠

イ)受精，初期発生

卵子の成熟過程，精子の受精能獲得，アクロソー

ム反応などの詳細は暁らかではないが，他の家音と

同様に進行すると考えられている。

交尾により排卵した卵子が受精すると発生を開

始する。受精率は非常に高く，受精卵は分裂して交

尾後， 413i=lでは 4，8細胞期，桑実陸が卵管で見ら

れる 30 ， 3))。発生日壬は子宮に達し，排卵後 5~6 日で

匹盤胞に発生し，透明帯から脱出(ハッチング)す

る。そして， 9~10 日齢で伸長し始めて， 12~14 日

齢で子宮内膜上皮に接してきて着床する状態にな

る。

ロ ) 着 床 潤 始 と 子 宮 内 膜

伸長した栄養模細胞は友子宮角上皮に接し始め，

右子宮角に広がっていくと考えられている。すなわ

ち，栄養親細胞と子宮上皮締胞膜聞の完全な交互融

合が左子宮角の臨周由で起こっている。それは子宮

内膜上皮細胞の但状部位(前接合帯域)に限定して

栄養膜細胞が接してくる 32)。

栄養膜細胞と子宮内膜上皮が接した表面は讃釘

質のグ、ルコシル基転位化活性が非常に高く，栄養膜

細胞と内模上皮との接ノ着を促進する役割をしてい

ると考えられる。

ノ¥)母体認識と肢のシグナル

確実に妊娠が成立するには臨のシグナルに応じ

た母体側の反応を必要とする。いわゆる母体認識

(matemal recognition)といわれる妊娠維持機構(黄

体の活性化とその機能の持続)を働かせる基になる。

ラマ類で、は排卵が左右卵巣のどちらからであっ

たとしても妊娠の 98%は左側子宮角で起こる。

このことは右卵巣から排卵した受精卵子は左子

宮角に移動して者床，受胎していることを示してい

る 13)。

ラクダ類での肢のシグナノレは黄体の退行が始ま

る 10日齢前に始まっており，ラマ類では 9日齢ま

でに退行シグナルの認識をさせていると考えられ

る。しかし，シグpナル物質ーとしてのインターフエロ

ン様蛋白質は現在，同定されていないが幾つかの蛋

白質が上記日齢の経で合成されており，母体認識へ

のシグ、ナルとして作用していると考えられている。
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アルパカでは妊娠の 21と 27S関で高濃度の L
分泌が起こっており，母体認識に関係していると思

われるが，その機構は明らかではない。

j)妊娠の維持

妊娠は黄体から分泌されるれの働きによって維

持されており他の反須動物と同じ機構である。

血中 P4は排卵後黄体の形成と発育に伴って増加

して，受精卵子が発生告と開始して受給 21日齢位で

最大の大きさ(lO~19mm) に達した時，分泌量は

最大 (2~3ng/ml)になり，妊娠期陪中多少の変動

があるものの上記 P4濃度が継続して維持されてい

る。

黄体を除去または PGF2の投与により黄体を退行

させると除去換作や PGF2処理後，24~72 時間以内

に妊娠は中断される 34~36) 。

また，月五を取り出すと 4~7 日後には黄体は退行

してしまう

一方，妊賑期間中の血疑 E2濃度は低く経過する

が，妊娠中期に多少増加する。しかし，妊賑の最後

の 1ヶ月間は非常に高くなり，分娩開始と共に急激

に減少する。

k)妊 娠期間

平均の妊娠期間は研究報告者によって変異l隔が

あり，季節によっても大きく変わってくることが知

られている。ラクダ類の平均の妊娠期間と変異幅は

表 31一7に示した如くである。

ラマ類では妊娠期間は産歴や胎子の性によって

影響を受けないが，ラクダ類では産歴，胎子の性お

よび栄養などが妊娠期間を左右する要因になって

いるとされている 37)。

ニュージーランド、で、はアノレパカの妊娠期間が受

胎季節によって 10臼も異なることが報告されてい

る。すなわち，春に交尾受胎した 60頭の平均妊娠

期間が 348.9:t 1. 4日であるのに対して秋に受胎し

た 102頭では 336.4:t 1. 2日で、あった。

また，春，夏，秋，冬の各季節で受胎したアルパ

カの平均妊娠期間が前記受胎季節毎にそれぞれ

351. 0土4.1， 346. 7こと2.1，336.9ごと4.3，330.6土2.8

日で、あった 38)。

これらの事実からアルパカでは秋，冬での受胎が

妊娠期簡を短縮する要閣となっていることを示し

ている。この季節的要因は一つは緯度の効果や牧草

の利用効率(栄養状態)などとの調係であると考え

られている。

同じ雌での妊娠期間の反護性は0.4の棺関係数で

あり，そこそこに相関しているといえるがこの形質

の遺伝性は明確ではない。

1)分娩

ラクダ類の分娩発来の機構は反容3家音と基本的

に同じで，始予の脳下垂体一面IJ腎軸の確立による副

腎ホノレモン分泌シグナノレに始まる PGF2α の合成分

泌での妊娠黄体の急速な退行とオキシトシンやレ

ラキシン分泌とそれらの梧互の働きによって起こ

ると考えられている。

イ)分娩開始と所要時間

分娩間近になった伺体は落ち着きがなくなり，と

息、をするようになり，頻繁に放尿したりする。そし

て横臥したり，立ち上がったりして落ち者きのない

行動が目立ってくる。

分娩開始の第 l 段階として上記行動が 2~6 時間

の開繰り返される。第2段階では胎子の娩出であり，

頭部がみえてから 5~30 分の所要時間で終了する。

第 3 段階として胎盤の放出で新生子の娩出後 1~2

時間で起こる。

分娩中の母親は立位の姿勢で胎子を娩出する

合が多くみられる。

表 31-7 ホルモン投与による排卵誘起(原著)持

アノレパカ

投与量(JU) 300 300 
排卵率(%) ~80 ~80 

hCG 
投与量(IU) 100~200 100~200 750 750 
排卵率(%) ~80 ~80 ~80 100 
GnRH(ブ、スレリン)
投与量(μg) 250~500 250~500 80~800 80~800 

排卵率(%) ~100 ~100 80 ~80 

*文献より整理
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初産の母親では分娩所要時潤が上記時間帯より

長くかかることが多い。

産子は頭部から娩出されるが難産は非常に少な

し、。

ロ) 産 子 と 母 性 行動

母親は娩出した新生子に対してなめたりする

動はしない。産子は自力で付着した胎膜や呼吸など

に韓害となるものを除去する。また，母親は胎盤を

食べることもしない。

ノ¥)分娩の時間帯

一般に，ラクダ類は午前 7:00から午後 2: 00の

簡で分娩するが午前 9: 00位に最も高い確率で起

こっているとされている 39)。

アルパカの分娩は夜明けの時刻と密接に関係し

て起こるとされており，日の出時亥肋ミら平均 4.5時

間前後に分娩していることが報告されている 40)。

また，分娩時刻は沼照時間帯を調節することで制

御することが可能であり，畜舎で飼養している場合

は， 6時間だけ夜間を短くすることで分娩時刻を 6

時間遅らせることができる。

この操作により，可能な限り，朝の時間帯に分娩

させ管理を容易にすることが可能である。

m)分娩後の性機能

ラクダ，ラマ類では分娩後の性機能はウシと比べ

て早く回復する。一般に，ウシでは分娩後の発情回

帰までのお数で示されているが，分娩後 3週までに

鈍性発情を示す倒体が 60%もある。

イ)卵巣と子宮の回復

ラマ類で、は分娩後 5~7 日位に卵胞発育が起こり，

10日呂位に交尾して，排卵，受胎可能な状態までで、閉

復する 4ωlο)

分娩後の子官収復は急急L速に進み， 3週後までには

完全に田復する。それで，分娩後 2~3 週間での交

尾で正常な受胎率が得られるので，年 l産の割合で

繁殖することが可能である。

ラマで、分娩後， 10， 20， 30日で交尾させた時の受

胎率はそれぞれ 60，87， 89%で、あったが産子率は上

記各分娩後日数で 21，61， 61%であった。このこと

は分娩後 10臼では受胎までは良いが，給子の正常

発生に対しては子宮環境は十分田復していないこ

とを示している。分娩後の繁殖は分娩後 20日後で

は十分に供用できることを示している。

ロ)端乳(泌乳)と卵巣機能

ラクダ類でも泌乳中の無発情が大きな課題の一

つである。とくに，砂漠での飼養条件下での泌乳(哨

乳)による卵巣機能の回復は運くなる。

それで、早期離乳や栄養補給をすることによって

卵胞の発育，成熟を早めて，受給，妊娠率を高め，

改善することが試みられている。

たとえば，フタコブラクダで分娩後 3~7 日で離

手しすると卵巣機能は卒く回復して， 9.07-:t7. 77日間

には成熟卵胞の発育が起こる。

分娩後 17.92ごと9.11 Elで分娩後の初回交尾をさせ

ることができ， 76.8%の妊娠率が得られている

また，分娩時に健全で良い状態、にあって泌乳して

いる個体では，分娩後の性機能の回復も平くなり，

分娩間隔も一層短縮される。すなわち，分娩時にボ

デ、イコンディションスコアが悪い個体の分娩際隔

は22~24 ヶ月であるのに対して 13~14 ヶ月と 10 ヶ

月以上も短くなる。

n)双子率

イ)双子妊娠率

ラクダ類では双子出生率は非常に少ないが，双子

の場合，一卵性よりはニ卵性双子率が多く観察され

ている。

北米やオーストラリアではラマ，アルパカで双子

が報告されている 43，44)が，南米では 12，000のアル

パカの分娩数でl例も双子分娩が記録されていない。

この差異は明らかな飼養管理法の違いによるもの

と推論されている。

ニ卵性の場合，一方の卵巣からのみ 2個排卵され

ている例と左右それぞれから排卵されている例が

知られている。

また， 2個以上の黄体があっても単胎子しかみら

れなかった例が観察されている 45)。

多排卵率は 6~11%であるが双子率は 1%以下で

あると推論されている。

一頭の双子分娩をしたアルパカを陪じ雄と 3回交

配して連続双子を分娩した例が観察されている。こ

れは遺伝的要因と他の要国が関与していることを

示しているが明確ではない。

ロ)双子妊娠と産子の異常

ウシと同様に二卵性の雄錐双子では離の異常(フ

リーマーチン，巨大クリトリス，陸無形成，生殖器

形成不全)が起こる。これらの例が維や流産した二
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卵性双子の離で観察されている

一方，ラマでは二卵性双子の雄 11頭のうち全く

異常はなかったことが報告されている 44)。

0)繁殖性

ラクダ類の実際の受胎率，分娩率は館養管理と繁

殖システムなどの条件によって大きく変わってく

るが基本的なシステム下では他の家畜の場合と大

差はないとされている。

イ)排 卵 ， 受 精 率‘

自然交尾をする状態での交配を行なうと，排卵率

は 90%以上で受精率は 85%以上である。

至遣な交配時期として排卵に至るとされる卵胞

が成熟に達する前でその卵組発育期の最終期であ

ることが最適期とされている。

ロ)交配適期

アルパカでの交配適期は大多数の卵胞が成長し

ないで一定の大きさを維持しており，新しい卵胞発

育が起こり始まってから 6~8 日後位が最も至適な

交配期と考えられている 47)。

最も確実な方法は超音波法で，直接，卵胞発育状

況を観察して実施することであるが，この手法は実

用的でない。

それ故，具体的な卵胞発育の状況と雌側の許容性

が明確でない場合は試情テストによる交配適期を

決める方法が最も良いやり方といえる。

ハ)受給率，妊娠率

上記の如き条件下で交尾した雌ラクダの 90%は

受胎するが妊娠，分娩率はそのうちの 50~90% とさ

れている。

この妊娠率は交毘システム，雄と雌棋の要因，分

娩後の交配までの間隔，栄養，飼養管理条件などの

諸要因によって変わってくる。

ニ)雄の性欲と受胎率

ラクダの繁殖性は当然のことながら雄の性欲の

強さとその持続性および妊娠(精子活力)が大きな

要因であることはいうまでもない。

雄を雌と連続して問居させておくと雄の生殖活

力は日を追うごとに低下していき 1週間後では急、

速に落ち込んでしまう。

それで、，交配のための向居後，別々にして 3~4

日間位休息させて再び悶府交尾させる方式か，また

は，別な雌グループと一週間ごとに入れ換えること

によって雄の性欲を維持させながら交配すること

が有効である。

北米大陸やオーストラリアでは管理交配システ

ム下で雄パドックに維を誘導して交尾させている。

この方式では卵胞発育状況とは関係なく雄と同居

させることができるし，至適交配時期は雄と雌との

相互関係で自然に決まる利点がある。

農業畜産情報

4-2月の微 量添加物使用前年比

3.8%増

4~2 月の配合飼料生産に使用された微量添加物

量使用量は 8万 3，665トンで前年同期比 103.8%で

ある。

筑亙初買
合成抗菌剤
ビタミン類
ミネラノレ類
アミノ酸類
妨かび・抗露変化剤
プレミックス
その他
合計

4~2月使用実績

(kg) 

302，048 
260， 117 

8，442，578 
8，462，669 

22，534，008 
1，517，864 

23，915，431 
18，330，256 
83，664，971 

前年間期比

(%) 
89.8 
146.6 
99. 7 
99.7 
111. 1 
98.4 
100.5 
104. 1 
103.8 

4-2月の特殊餌料使用量 3.1%減

4~2 月の配合飼料生産に使用された特殊飼料の

実績は 81万トンで前年同期比 96.9%である。使用

量の多い炭酸・リン駿カノレシウムが大幅減となった

ことが要閣で前年割れとなった。

京一素
酵母
炭酸カルシウム類
リン酸カルシウム類
その他
合計

4~2月使用最

(トン)
14 

2，414 
633， 709 
100， 135 
73， 758 
810，030 

前年同期比

(%) 

127.3 
105. 9 
97.2 
92.2 
101. 1 
96.9 
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