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有袋類の生物学と繁殖機能 (4)

ーとくに，生殖生理と旺操作一

菅原七郎*

W 有袋 類の生殖パターン 10，11 ) 

有袋類雌の生殖機能の概要は表 1-3(前号)に一括

して示した。

これまでの研究成果から有袋類の生殖現象は発情，

妊娠， rr甫乳(泌乳)，後分娩発情，匹の休眠などの特性

から以下の 4つのグループに類別することができる。

a)グツレープ 1 (G-1 ) :このグループは有袋類の

基本的な生殖パターンであるとされるフクロキツ

ネに代表される。

G-1の種は多発情，多排卵をする。妊娠期聞が発

情周期の 60%からそれ以下を占めており，黄体期を

もっている。また，このグ、ループρには特殊生態環境

下で適応したアンテキヌスから草食性で一卵性か

ら多排卵に進化した種なども含まれる。

G-1にはオポッサム科，フクロネコ科，フクロモ

モンガ科やコアラ科の動物種なども含まれる。

b) グループ11 (G-11) :この G-IIは妊娠期聞が

極端に短く，黄体期よりも少なく，多発情で多排卵

をする。なお，泌乳期では黄体期が長期に亘る特徴

がある。なお， G-11の種では良く発達した柴尿膜性

胎盤を形成する。

G-IIグルーフ。は主としてパンデ、イクート科，ミミ

ナガパンデ、イクート科などの種が含まれる。

c)グループIII(G-III) :このグループ。の種は多発

情で単排卵して妊娠期間が卵胞期までに至ると同

時に性周期の 94~109%を占める。さらに， G-IIIで

は後分娩発情，まれに分娩前発情で排卵し，受胎す

ると黄体の不活化と腔の発生休止などを起こす特

性をもっている種である。

なお， G-IIIの中間型として妊娠期聞が相対的に長

く黄体期にまで延びるが長い発情周期の 80~88%

を占める種なども含まれる。

このタイプの種ではまれに後分娩発情があり，受胎

して黄体が不活化されると匹の発生休止が起こる。
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カンガルー科，ラットカンガルーなどはこの生殖

パターンを持っている。

d) グツレープN (GーN):仕Nでは多発情で多排卵

して多胎，多産子をする種であり，非常に長い黄体

前期と匹の発生休止が長く続くために大幅に長い

妊娠期間を持つのが特徴である。この特性は常に必然

的な脹発生の休止によるものか，または泌乳との関連

で起こっているのかについては明らかではない。

ブーラミス (G一1)を除く，ブーラミス科とフク

ロミツスイ科の種は G-N型の生殖をする。

a) G-1タイプの繁殖種と特性

1)オポッサム類

この種は主にアメリカ域に生棲する 60種が知られ

ているが繁殖生理についてはキタオポッサム，ロビン

ソンマウスオポッサム，ハイイロジネズミオポッサム

の3種で，よく研究されている。その他，ミナミオ

ポッサム，シロミミオポッサム，ヨツメオポッサム，

セジロウーリーオポッサム，ハダカオウーリー

オポッサムでの研究報告がみられる。

とくに前記3種は実験動物としての視点から研究

されてきているが，キタオポッサムが最も代表的な

種で実験室で繁殖飼育もされている 12)。

この種は 1~4kg の大きさで赤道に近いところか

ら北緯域に分布しており，雑食性で陸上に生棲する。

季節繁殖動物で冬至後すぐに繁殖期に入る。温帯

域に生棲する種では雌雄共に冬至後に繁殖機能が

再開する。一方，熱帯域では精巣重量は変化せず，

周年造精機能がある。

i )繁殖期と分娩回数

この種での繁殖期の開始期と終期，産子数，分娩

回数などは生棲する地域や緯度などによって変異

のあることが知られている。

繁殖期は基本的には 1月から 5月であるが北と南

半球と緯度によっても異なり，南半球のブラジルなど

では 6，7月である。
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年間の分娩回数も北緯 30度以北では一年 1産で

あるが赤道に近い地域 (10度前後)では一年に 2度

分娩する。

同じ種の産子数も生棲する地域によって変動する

ことが知られている。

キタオポッサムの産子数はニューヨーク州(北緯

44~420 )や同緯度地域では 8.4であるが 390(テ

キサス)では 6.2~6. 8と少ない。

ギアナキタオポッサムの産子数はパナマ，コロン

ピア東部では 6.0であるが北緯 30

と南緯 5。の地

域では 4.5であり，南緯 230の地域での 2四分娩の

平均産子数は 8.5と7.1である。コロンビアとブラ

ジノレに棲むミナミオポッサムの産子数はそれぞれ

4.2と5.0である。

証)性周期

捕獲した個体の調査では平均 28 日 (22~34 日)と

25.5 日 (17~34 日)の性周期を持ち，年間 7 回の周期

を繰返した。実際，上記倒司期は季節の変動との関係で

年によってそれぞれ変動幅が変ってくるとされている。

さらに，無排卵の短性周期(14.4~16. 0日)が起こる

こともあり，この周期は卵胞期にあたることが示唆

されている。

なお，性周期は泌尿生殖洞または後睦洞から採取

した細胞の変化から知ることができる。

温)発情期と交尾

キタオポッサム，ハイイロネズミオポッサム，

ロビンソンマウスオポッサムの発情期間(発情

行動)は 36時間持続して，この間に交尾する。

交尾行動もこの3種では全く同じパターンであり，

まず，雄が特異なカチカチ音を発生しながら雌に近

づき，時折，乗駕を試みるが許容されないとすぐに

引きさがる。一方，完全な発情雌は許容態勢を取り，

雄の接近を許し，ついには交尾を開始する。

交尾行動では雄は雌の背後から近づき，乗駕して

雌の四肢を前足で固定すると同時に，口で雌の首すじ

をくわえ押さえて交尾する。

交尾時間は 5分から 30分間であり，交尾は発情

期間の 36時間中，いつでも起こる。

iv)受胎

発情期の早い時期で交尾した場合，受胎効率が良い

ことが知られている。

このことはオポッサム類は自然排卵動物で発情

開始から 24時間以内に排卵するし，卵子は排卵後

24時間以内に卵管を下降をして子宮に到達するが

卵管内でムコイド層が付着する。ムコイド層の形成

により精子は卵子へ浸入することができなくなる。

v)妊娠期間

交尾確認から分娩までの日数(妊娠期間)は上記

オポッサム類では 13~15 日である。キタオポッサ

ムでは交尾確認から分娩までは 12日::1::19時間と 13

日::1::6時間である。ロビンソンマウスオポッサムで

は分娩までの日数時間は発情開始後，雄と同居(交

配)させる時間帯で異なる。すなわち，発情開始(躍

スメアで確認)後，48時と 24時間に交配させると妊

娠期間はそれぞれ 13.5日と 14.5日とになる。

ノ¥イイロジネズミオポッサムでは2昼夜雄と同居

させた時，妊娠期間は 14~15 日である。

シロミミオポッサムの妊娠期間は 13.0日と報告

されており，上記，オポッサム類の妊娠期間は種間

で大きな差がないことが判る。

なお，オポッサムとマウスオポッサム属の妊娠期

間は性周期の黄体期と同じ長さであり，次いで卵胞

期に至るが乳子の存在(日南乳刺激)により卵胞発育

は起らず卵胞の発育は阻止される。

vi) 日甫乳刺激と発情回帰

上述のように，乳子の吸引刺激がある間，つまり

晴乳期間中には発情は回帰しない。

しかし，強勢離乳や乳子がし、なくなると発情は回

帰するが離乳後に発情が回帰するまでの日数は泌

手L期(離乳)の時期によって変わってくる。

すなわち，分娩 1週間後に強勢離乳すると発情は

離乳後 8~17 日で回帰する。泌乳開始後 3 週間で離

乳すると発情は 7日位で回帰する。

通常，これらの種では泌乳期の自然終了時に発情

が回帰する特性がある。

vu) 分娩間隔と乳腺機能

もし，泌乳終了直後の発情で交尾し，受胎すると

次の分娩は泌乳期間+妊娠期間で起こるので乳腺

機能の退行と回復や乳頭の修復は短期間に繰り返え

されている。

正常な分娩，必乳と離乳の関係では乳子の吸引刺

激に晴乳期間の終期に近い2週前後から急激に授乳

回数が減少すると同時に親から離れて行動するので

発情は完全離乳前に起こる。そこで交尾，受胎する

と次回の分娩は離乳後の 1週間前後に起こっている

ことになる。
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viii)分娩

キタオポッサムの分娩過程が詳細に観察され記録

されている。

分娩が近づくと，まず，母親の行動変化が現われる。

すなわち，娩出が始まる数時間前になると母親は育子嚢

や下腹部の毛づくろいを始めて，胎子の娩出 15分位

前には苦痛症状を示すと同時に背を丸め込め座位

を取るが 3~4 秒間隔で腹部の収縮を繰り返す。娩

出直前になると尾を前方に下げて娩出口と育子嚢と

の距離を 4~5cm 位に縮める。そして胎子液が出てく

るとそれを翫めあげながら胎膜と一緒に産子が娩出さ

れると胎膜を破ってやり，産子が自由に動けるようにし

てやる。すると産子は数10秒以内に育子嚢内に遣する。

vi)泌乳

この種では平均 22 個 (15~最大 44 個)が排卵され，

そのうち産子(産子数)として 8~12 子(最大 20 子)

の平均 10子が成長することが知られている。

娩出した産子はすべてが育子嚢に達することも

ないし，育子嚢に達したとしても乳頭に当たらな

かった個体は死んでしまう。

乳腺は 13個(乳頭数)であるがそのうち前部域の

l個または一対が機能せず泌乳しない。

育子嚢に達した産子は最初に接し吸引した乳頭

に吸いついたまま約 48日間離れることはない。

乳頭は吸引されることで伸びて，子ののど奥深く，

食道まで達して乳汁を直接胃に流下させる働きを

している。

生後 60日位で育子嚢から顔をのぞかせるが，乳頭

に吸いついたままである。 80日位には育子嚢から出て，

86 日頃からは固形の餌を食べ始める。 100~1l0 日位で

離乳するが最終的に 7匹前後が生き残るとされて

いる。

ノ¥イイロジネズミオポッサムとマウスオポッサム

では乳頭への連続吸着日数はそれぞれ20日と 14日

間であり，離乳はそれぞれ 50日と 34日後である。
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【おしらせ】

畜産環境情報誌 10月 1日号のホームページ上での発行について

当機構が発行する「畜産環境情報」誌は，これまでにも畜産環境に関する各種情報，畜産環境対策技術

情報，畜産環境整備リースに関する情報等を印刷物とホームページの両方で提供してきました。

タイムリーな情報を迅速に発信するために，平成 25年 8月 1日号(第 47号)，からホームページ上で

の発行に切り替えてきました。このたび平成 26年 10月 1日号(第 54号)をお届けします。

第 53号の内容は， 1. 環境中の窒素の流れと地下水の硝酸性窒素汚染， 2. 臭気物質と微生物を運ぶ

エアロゾル， 3.長崎県の畜産環境対策の取り組みについて， 4.沖縄県の畜産と畜産環境対策について

の4つの記事を掲載しています。是非ともご高覧下さい。

畜産環境情報 ホームページアドレス

http://www.leio.or.jp/pub _ trainlpublicationltkj/index.html 
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