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スリランカの畜産事情

鈴木達行成

は 乙 め に

かつてはセイロンと呼ばれ，インドの南東に浮か

ぶ 6万 5610km2の国土を有する島国スリランカ。そ

の大きさは北海道(8万 3452km2
)の約 80%で 2140

万の人々が暮らしている。この国における農業部門

の比重は大きく，労働者の約 50%を吸収している。

民族別にみると，人口の 74%がシンハラ族で少数派

のスリランカ・タミル族とインド・タミノレ族がそれ

ぞれ 13%と5%の割合である。

シンハラ族とタミノレ族との対立は恨深く，この 2

前まで 4王手|立紀にわたる内戦が続いていた。 1991

年にはインドの主主相ラジーウ・ガンジーがコロンボ

空港内で、爆弾を抱えた婦人の自爆で亡くなったの

は記t立に新しい。また， 1993年にはブレマダサ大統

領が暗殺されるなど政情不安が続いていた。ところ

が2009年 5刃同日，タミノレ族の指導者ウヱルピラ

イ・ブラブノ¥カランが率し、るテ口組織タミルタイ

ガーが政府軍によって壊滅され軍事活動は終了し

}の開，国内における家藷生産や改良の進展が

しく阻害された。

スリランカ政府は!?ミ産業開発省のもと

産衛生局，セイロン計11脂協会，奇産振興j討を設設し

に 118カ所の獣医診

ピスに当たり，

局は 45カ所に牧場を有して家苦手の改良や増殖を行

い，セイロン油脂協会は家畜の飼料製造，供給を担

当している。

内戦の潤， きなかったこれら

ったばかりであるの

らは，スリランカのキャンデイ市で，平成 23

8 J'l 4， 5の 2日間にわたり動物繁獄バイオテク

ノロジ一学会を開催する機会があった。ヌド報では現

について紹介する。

おうt:lllr:l大学教授 (TatsuyukiSuzuki) 

悶際動物繁殖バイオテクノ日

ジー学会の開催

16自国諜動物繁殖バイオテクノロジー学会が

2011年 8Jl 4， 5の2日間jにわたってスリランカの

高原都市キャンデイにあるホテル，ト

場で開催されたc キャンデイはコロンボから北北京

に向かつて約 80kmのrJJ岳地i出:で、ある。 傍~II合同， 800m 

を紐えて涼しく， IUTの11=19とには湖もあって}風光明銭円

なことから格好のリゾートとなっている。生茂った

巨木の合開には r~ 監のホテルや別~'I:が立ち並んで、

見える。市内にはお釈迦様のを祭った仏協寺院が

あり，多くの参持寄で、賑わってし

写r~ 1 三会参加者'

0369-5247/ 12/Y500/ 1 ，治文!JCOPY
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本会議への出席者は約 80名で，池元のスリラン

カはもとよりインド，パンクゃラデシュ，インドネシ

ア， 日本，中i翠，タイ，オーストラリア， ドイツな

どから専門家が集まった。開催式にはキャンドノレに

火を灯す古典的儀式があり，仏教関の独特な雰囲気

に浸った。

研究発表は家憲や野生動物の人工授精や腔移犠

技術，繁殖生理学，妊娠や不妊，遺倍と繁殖，育穏

など幅広い分野を告括した。26本の発表論文のうち，

牛関連が 19，務 3，Iねネ 1，;魚 3本の割合で、あった。

ドイツから参加した 2名の研究者は，いずれも綜に

関する繁殖について発表した。イギリスを端にした

BSEの発症以来，ヨーロッパで、は豚肉の需要が高い

ことそ示唆している。

本会議にはスリランカの高等教育大症や政府高

官が出席するなど，障を挙げての家寵や道援物生産

への取り組みに対する熱気が感じられた。

写真 3 サヒワル穣

乳製品の告給率

スリランカでは食肉よりも乳製品の自給率が高

い。これは宗教上における牛乳の重姿性やカー iごな

どの伝統的な乳製品の存在があるためと考えられ

る。牛乳のうち水牛乳の占める割合は 24%であり，

イン Fやバングラデシュに比べて低い。牛乳の自給

率は 20%弱で， 80%強はオーストラリアやニュー

ジーランドから輸入されている。このため政府は

2015年までに 50%の自給率を悶指し，乳牛生産に

力点を設いている。しかし 80%以上は 2~3 頭を飼

育する零細農家で，泌乳量の少ないサヒワル，ゼ、

ブーとドや水牛が主体である。サピワル種の一乳期の

乳量は平均 2000kgでゼブー牛はこれよりも低く，

水牛は平均 2500kgである。一方 200頭以上を餓育

管理する企業的酪農経営者はごく少数で， 50頭以上

を飼育する放牧型中規模の離農経営者は7J<.牛を含

めると 15%を点めるにすぎない。彼らは道路沿い，

池，林間地や農家のさEき地などを利用して牛を放牧

している。ところが野草の栄養価が低いため，牛は

削痩してボディコンデションが悪く， f.底し

泌乳量の少ないのが悩みの穏である。

人工援糖技術の導入

スリランカでは 1937年に牛の人工授精技術が採

り入れられ，ミーワスラ ベラデニヤの牛牧場で、

1938年 7月にシモンと呼ぶ牡子牛が誕生し，次いで

1939年に峰子牛が誕生した。これを受けて 1950

に国家人工授精プロジェクトが始まり，ガノルワの

獣医研究所に牛の人工授精と精液採取センターが

建設された。また， 1952年にはアムベウエラの牛牧

場に精液採取センターが設罷されたが，その 2年後

にベラデニカへ移設された。

水牛からの精液採取は 1954年に始まり， 1960 

にはチノレド精液がクンダサノレとチナベリで供給さ

れるようになった。

今日，精液供給センターはクンダ、サノレ，プロナル

ワ，チナベリに置かれている。このように 1966

に凍結構液技術が導入されて以降，人工授績は広範

囲に野外レベルで、活用されるようになった。

1999年に綜の新鮮精液がイギリスから輸入され，

ベラデ、ニヤ大学の農場で授精試験が行われた。その

後 2001年には豚の凍結精液を用いた授精試験が
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ホラケル牧場で、行われた。これらの成果から，実洞

化を目指して 2004年に豚の精液供給センターがコ

タデニヤワ家畜トレーニングセンターに建設され

た。これによりスリランカの主要な豚生産地である

コロンボとガンパパ地区の農家で、は豚の人工授精

が一般化した。

山羊の人工授精は 1970i:j三にチナウエリとジャブナ

で新鮮精液を用いて始まったO 山学乳l士山岳地帯の住

人にとって生活上欠かせない必須の蛋白食品である。

近年，性判男iJ精子の研究が進み， 2010年にはボパ

タラワ牛牧場で雌子牛が生まれた。このように動物

生産に係わるバイオテクノロジーの進展は目覚ま

しく植物生産への応用をはるかにしのいでいる。

X と Y 遺伝子の分離はフローサイトメトリー法

を用いた蛍光活性化細胞分離技術で行われる。成功

95%で乳牛では雌が選択されるため泌乳量の

増加が期待できる。最初の性判男IJ精液は政府所属牧

場のフリージャン種目頭に人工授精され 13頭が妊

娠し， 6 ~廷が生まれ，そのすべてが雌で、あった。こ

の結果から推践するとスリランカでの牛乳生産は

300%の増加が期待できるという。

腔移植技術の 入と展開

!民移植技術は 1980年後半にスリランカ動物生産

衛生局，獣医動物科学部とマハウエリ専門家によっ

て試みられた。マハウエリ専門家は農村に宣言j育され

ている牛鮮へJJ五移11査を試みるためダミンナへ研究

した。

1996年になって獣医研究所の小規模な研究施設

で先端的経移値技術が試みられるようになった。

体外受精技討すは当初出羊の卵巣を食肉処理場か

ら集め， S-ACTlとして知られる赤海藻からの抽出

物により自然の受精能力を誘起して受精させる研

究に取り組んだ。その後 S-ACTlはコロンボ大学の

研究グ、ループによって人の精子受精能の獲得物賓

として同定された。

2004年にはゼブー牛の経移植フ。ロジェクトが獣

主主動物科学部とベラデニヤ獣医研究所との共同研

究で始まった。また，問時期にマウスの脹移植に関

する研究も取り組まれることとなった。

離農の臨移植プログラムは国の に所

属するポパタラワとデイアガワ牧場で始まった。

2006年にはオーストラリアからフリージャンの凍

結肢が輸入され，移植に供された。このプロジェク

トは寵産振興局，獣反動物科学部，家苦言生産衛生局

との共同研究でボパタラワ牧場のフリージャン交

雑種を対象に試みられ， 2007年に子牛が誕生しアベ

クシャと名付けられた。

2007年には家道生産衛生局に所属するイムプラン

ダンダの山羊牧場でオーストラリアの専門家を招

いて限移植のトレーニングが行われた。この時期獣

医動物衛生部と家畜生産衛生局との研究調整が行

われた。限移植による子ー山羊は 2007年に生まれ，

の名前に臨んでベラデニヤ クマニと名付

けられた。

スリランカにおける家畜対象のバイオテクノロ

ジーの応用は主として家畜生産，遺伝，栄養と疾病

を対照に行われている。ところが研究施設の欠溶，

成功率の抵下などが実用化の盟容器子となってお

り今後の改善に期待が持たれている。

されているサヒワル穏と
フリージャンとの交雑種
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経移植 に よ る 優 農 乳 牛 の作出

スリランカでは 2009年に受精後 7日践に回収し

た凍結駐を畜産振興局に所属する 6つの牧場で、計

196頭の受臨牛に移植した。その結果 75頭(38.2%)

が妊娠し， 61頭の子牛が誕生した。このうち 53

の子牛はフリージャン，オーストラリアンフリー

ジャン，サヒワ/レとジャージーであった。経移J憾で

得られた優良乳牛群のうちJlttFI二20頭を対象にボパ

タラワ牧場で育種改良を試みた。一方，雄子牛 20

頭は資産振興局所属の9牧場に種牡牛候補として振

り分けられた。また 6顕のまit:テやは精液採取候補の

ためクンダサノレの人工授精センターへ導入された。

7頭の雄子牛は自然交配を釘的に農家へ販売されたc

このパイロット事業は優良牛を作出するために牛

限移構技術の有効性をフルに活用するものである。

牛乳生産事構

スリランカでは 2~3 頭の牛や水牛を餌育する農

家が約 200万戸近くある。このうち 70%は穀物生産

が主体で，残り 30%が穀物と家寄生産の複合農家で

ある。そして僅か数ノミーセントの農家が家畜生産で

生計を立てている。これらの農家は牛乳や牛肉の販

売で収益を得ている。スリランカは低金12，中間地と

高地の 3つのゾーンに分別され，さらに低地と中開

地の一部は海地，中間地の一部と高地は乾燥地とし

て分別されている。

農業生産物は臨民総生産の 16.8%で，このうち家

畜生産物の占める割合は僅か1.2%である。 2010年

のデータによるとスリランカでは 120万頭の牛と

トラリアから総入された
フリージャン磁の放牧

40万鎖の7J<:L1二からそれぞれ 60%と 5%の都合で牛

乳を生産している。牛乳の総生産量は 2009年が 23

万3ヂトン， 2010年が 24万9千トンで、あった。2011

年には 3億ドルの牛乳と牛肉がオーストラリアや

ニュージーランドから輸入される計画である。それ

ゆえ家畜生産効率を上げるため人工授精や限移櫛

の受給率向上が望まれる。

乳牛の妊娠率

近代的設俄をと整えた酪農家では乳牛の栄養とマ

ネージメントの向上で高泌乳が期待できる。しかし

泌乳最の増加に反比例して妊娠率が低下している。

泌乳中の牛は娘牛や秘手ししていない牛に比べて妊

娠率が低い。泌乳中の牛の人工授精では早期限死率

が高い。これは卵母細胞の発生，発育が悪化するこ

とに起泊している。泌乳エネルギーから来る生理的，

栄養的バランスの崩れで卵母細胞に異常を来たす

ものと思われる。

人工授精の現状

スリランカでの人工設精処理頗数はやと水牛の

約 10%を占めているにすぎず，大部分が自然交配で

ある。人工授絡の成功率は精液の品質，人工授精技

術，発情の発見と人工授精のタイミングなど様々な

要因が際わる。この 5年間にわたって者実に人工授

精頭数が増えている。 2009年には人工授精師が

172，319人となり， 51， 581頭の子牛が人工授精により

生まれた。しかし子牛生産率はおよそ人工授精処想二頭

数の 30%にしかならない。 2010年には中央，北隠地

帯での人工授精処理頭数の橋加が期待されている。
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人工授精は主として高原地帯の乳"'1二を

液は人工授精センター由来かオーストラリアから

の輸入で、賠われてし、る。今日，乳牛では輪入した分

陣地精子による授精を求める娘l匂が強い。

人工授J憾では人工授精適期の見逃しが 9%，

発見の見逃しが 12.3%の割合でみられる。分娩後の

正常な発情発現率は 20.4%，発↑青発現が不明瞭なも

のが 24.5%みられる。小規棋の牛飼育農家を対象と

した調査によると分娩後の人工授精に至る期間が

183土8713，妊娠に至るまでの期間が 194土93.9烈

であったG この調査対象牛で、人工授精ので、きた割合

は 45%と低く虹娠芸名は 50.2%で， これに重きした精

液の使用数は1.9本であった。この調査ではプロ

ジェステロン分析を基に人工長掃を行ったが

19.7%の牛では発情を示さなかっ

街地帯のバンドントタ地区のおける人工授精に

よる受胎本はやと水守二月IJにそれぞれ 39.9%， 18. 1 % 

であった。

プロジェステロンをベースとする治療によって

発活発現が明瞭になり，不妊の改善がほlられているc

しかし水牛の発情発見は密主任を来たすの

には自然交配が理想、的と忠われる。近年ではプロス

タグランディンを用いた発情誘起で人工授精や自

然交記で改善がみられる。試験的ではあるが，プロ

グラムに沿ったプロスタグランディンの投与‘はOと

1O~11 13院に行い，発情の現われた 72と96時間後

に人工授精を実施し 30%の妊娠率を得ている。

中央地帯では 2009年に人工授精による乳牛の不

妊について誕査が行われた。その結果，分娩後の絢

菌感染による不妊では子宮内膜炎と子宮蓄膿症が

それぞれ 3.2%と1.6%の割合でみられ，卵巣異常

では卵1I包裳績が 5.7%，排BIJ遅延が 4.8%，米排卵

が 2.4%であった。また，繁殖器官の欠陥では子宮

2.0%，先天的異常が 3.26%みられた。

分娩後の妊嫌に至る期障と

妊娠率

スリランカの|童全体による調査によると子牛分

娩から次の妊娠に至る期聞は牛と水牛加にそれぞ

れ 218土 122日， 196ごと112日であり， 2007年の牛の

成績が 234土 155臼で、あったのに比べて若干改善で

きた。 2008年の人工授精による妊娠率は 46.8%，

これに裂する精液サービスは 2.15本であった。

中央地帯における娘牛の初産年齢は 714.2日で

あった。ジャージー交雑種はフリージャン交雑種よ

りも有意に短かった。

2008年におけるサパラガムワ地区のエハリヤゴ

ダの乳4二における人工授精率は初産時期が 45.3%

で， 2， 3， 4産5.lIJにそれぞれ 47，46， 30%の割合と

なった。

畜産振興局に所属する乳牛と水牛の牧場のうち，

ジャージーとフリージャンは潟原地帯で飼育管恕

され，サヒワノレとその交雑種や水牛(ムラとニリラ

ピ)は中間j也または低地で飼育されている。

177頭のジャージーと 216頭のフリージャンを対

とした鵠査では，最初の子守二分娩に要する期間が

それぞれ 38.1土5.1カ月， 43.0:i:7. 3カfJであった。

ゼブー牛とその交雑穏では44.72ごと8.3カ月であり，

サヒワノレとその交雑種に近い数値であっ

と北部地帯のポロナルワとリデイヤガマに

おける水牛の子牛分娩11号隔は 378から 699日と 339

から 569β で飼体援が大きく，その年齢はそれぞれ

3. 66:i: O. 069歳と 3.72土0.0039歳で、あった。また雨

は子牛の妊娠期間が短くなる傾向がみられた。

乳牛専用牧場

高原地帯にはここアーシャーとフリージャンを飼

育する 3つの大牧場があり，大規模な乳量生産を

行っている。 1980fj三には政府所属の牧場で、あったが，

2001年に翻人牧場となった。広大な牧草地帯と冷却l

装賓の完備した牛舎が連なっている。

はすべてオーストラリアやニュージーラン

ドから輸入している。この牧場の最初の子守二分娩月

齢は 29カ月であり，子牛分娩後次の発情発現で人

工授精により妊娠に至るまで、の日 2010年が

128日であった。 2006年が 17813で、あったのに比べ

ればかなり短縮できた。

発↑??発現は 2010年が 50.2%，人工授精による妊

娠率は経産と米経J.lI5.l1Jにそれぞれ 21.5%と 39.5%

で，これに要した精液サービスはそれぞれ 2.7本と

3. 2本で、あった。

分娩後の発情発現は平均 92日目にみられ最初の

ノ、工俊精を始めるが，初回の発情で娃娠例が少ない

ため，今後の目標を 45日に定め妊娠に至るまでの

期間を短縮したいと考えている。
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エアーシャーの娘牛にみる発情発現率は 37.1%

で妊娠月齢と妊娠率はそれぞれ 29カ月と 42.2%と

なり，これに要する精液サーピスは2.3本で、あった。

終 わ り に

スリランカで飼育されるネイテイブ穏サヒワノレ

の乳量は 1泌乳期当たり平均 2000kgである。これ

に対して水牛は平均 2500kgでサヒワノレよりも健か

に高い。ムラのように乳量の高い水牛は最高 5000kg

を出すものがあるが，その頭数は僅かである。この

ため政府はオーストラリアやニュージーランドか

らフリージャンの凍結精液を輪入し，人工授精によ

りサヒワノレやゼブーの乳量を高める政策を採って

いる。しかし農家の人工授精に対する認識が低いた

め蛙娠さ容が低く，結局は自然交配に落ち若くという

最悪のパターンにある。その結果，不足する牛乳は

海外から購入しなければならない。現在では牛乳の

80%以上がオーストラリアやニュージーランドか

ら輸入されているのが実態である。

政詩が目標とする 50%の自給率を達成するため

には遅れている農家への人工授精の普及，実用化の

達成が急務である。またフリージャンを飼育するメ

ガ牧場の構築も期待されるが，基本的には零細農家

の収益向上を目指してサヒワルや水牛の改良に力

点を置くことになろう。

スリランカの高原地帯で館育されている乳牛の

分娩後次の妊娠に杢る期間は約4カ月であるが， f岳地

で翻育されている乳牛では 7カ月もかかる。更に後者

では年間を通じて高温高視に侵されるため，分娩後に

卵胞護臆や排卵遅延などの繁殖障害が多発する。干

のように海抜による温度や湿震の高低差が牛の妊

娠率に大きく関わっている。また，発情発現の低い

原医や人工授精適齢期が遅れるのは牛の栄養状態

が惑いためである。牛は共通して剖痩しておりボ

ディコンデションが抵い状態にある。今後，明瞭な

発情発現と高い受s合系を獲得するためには低温低

湿環境の得られる高原地帯の選択や牧野の改良も

視野に入れて根気よく

要と思われる。

を図って行くことが肝
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