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緒 論

　木曾馬は，小型の馬である。胴長で，足短く胸が深く，尻が大きく，腹も大きい，また，

骨が細く締まりがよいを体型の特徴としている1～4）。

　前回，木曾馬の舎飼いの行動観察を行なったところ，1日の飲水回数において，種雄馬の

平均6．6に対し，騙馬は平均14．0であった5）。この違いは，飲水量の違いか，個体差かにつ

いて疑問が残った。

　馬の飲水量は，一般に個体差があり，その上，季節，天候，労働ならびに飼料の種類によ

って一定し難いとされている6）。一般の馬は通常日量約25～304を標準とされている7β）が，

一般の馬と比べて，面高が約30cm程低い木曾馬1，2）の飲水量に関する記述もなく，測定もさ

れていないので，木曾馬の飲水量について測定を行なった。

材料および方法

　実験に供した馬は，岐阜県高根村日和田の名宝木曾馬牧場で飼養されている木曾馬2頭で，

1頭は明け15歳の種雄馬（以下，第四朝日と略す）他の1頭は明け17歳の騙馬（以下，朝日

と略す）であった。

　実験は，1985年9月8日から7日間を予備試験として，定刻に定量の餌を給付した。本実

験は，9月15日より7日間行なった。

　供試馬は牧場の馬房（約2．5×3．5m）内に終日入れた状態で行なった。給餌は，予備およ

び本実験とも，午前6時に稲ワラ4009，フスマ3009，肉牛用配合飼料3009，米ヌカ3009

を水14でねったもの，午前11時に乾草1，2009，午後4時に稲ワラ8009，フスマ3009，

肉牛用配合飼料3009，米ヌカ3009，牧乾草1，0009を水24でねったものを正確に与えた。

なお，牧乾草はチモシーであった。水は自由摂取とし，馬房の前に首だけ挿入出来るように

掛けた水のみより摂取する形をとった。

　飲水量の測定は，給餌時に行なった。給餌した餌は，60。C通風乾燥器内で1夜乾燥し，

乾燥器から取り出して1日室温に放置し風乾状態としてから秤量，水分のみ分析を行なった。
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結 果

　本試験中の室温を表1に示した。午前6時，午前11時，午後4時の各平均室温は，各々

15．1，16．7，17。4。Cであった。

　第四朝日と朝日の飲水量を表2および表9に示した6第四朝日および朝日の1日の飲水量

は146と134で，両者間には差がみられなかった。．また第四朝日と朝日の時間別の飲水量は，

16：00～6：00は5．14と5．84。6：00～11：00は3．94と4．06。11：00～16：00，5．1βと

3・06であった。結局，第四朝日と朝日の1日の飲水量の差は，11：00～16：00の問に生じ

た。日々による違いは，第四朝日で最高3．04，朝日で最高5．04の変動がみられた。
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　飼料中の水分含量を表4に示した。飼料中の水分は，12．0％から13，0％の聞であった。各

給与飼料中の水分を換算すると，6100には半ねりに使用した水14も加えて約1．34，11：

00には0，1564，16：00には半ねりに使用した水24も加えて約2．36，合計約3．84の水が

飲水以外から摂取した水分量であった。

　したがって，炭水化物，脂肪，タンパク質の代謝によって作られる水を除いて，摂取した

水分は，第四朝目で6：00～11：00　5．24，11：00～16：00　5．36，16＝00～6：00　7．4

4，1日計17．94であった。朝日で6：00～11：005．34，11：00～16：003．26，16：00

～6：008．16，計16．66であった。これらのことから，木曾馬は1日17～186の水分が必

要となった。

考 察

　通常，馬の飲水量は，普通500kg内外の馬において，毎日8kg内外の飼料固形物を摂取

，し聞～35kgの水又は飼料中の水分を取る9）といわれている。　Hintzは6），4501（gの馬で1

目あたり7．2kgの乾草を摂取し，15～304の水を飲水すると報告している。本実験は，400

kg内外の木曾馬で，毎日5．2k9の飼料固形物を摂取し，飲水量として144前後，飼料中の

水分を含めて206未満の水分を摂取した。このことから，Hilltz6）の報告に近い結果を得た。

　馬の水分摂取は，飲水：量，飼料中の水分以外に体組織で代謝によって水が形成される。す

なわち，1009の炭水化物，蛋白質，脂肪の酸化によって，それぞれ60，42，1009の代謝水

が形成される。水分の排出の大部分は，尿，糞；汗，呼吸となる。したがって，馬の水分の

動ぎを知るには，これらの動きを知る必要がある。しかし，これらは代謝および呼吸試験室

などの大家外用の特殊設備を必要とする。

　飲水量は，以下の要因によって左右されやすい。（1）温度，気温が高まるにつれて水分が必

要となる。Caljukは11）13QCから21。Cに温度が上昇すると，飲水量が15～20％増加したと

報告している。（2）運動：量，労役量，中位の労役は休息の状態の60～80％増の水を必要とする。

さらに，もっと激しい労役では120％増の水を必要とする6）。（3）妊娠，妊娠末期の雌馬は，

非妊娠の雌馬の8～10％増の水を必要とする。また，乳は90％水分であるため，泌乳中の雌

馬は50ッ70％増の水を必要とする6）。（4）飼料，飼料中の水分含量と飲水量とは密接な関係が
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ある。若い草には70～80％の水分を含むのに反し，乾燥では10％しか水分を含んでいない。

普通馬では，乾物5009あたり1．23～2．474の水を必要とするといわれている6）。（5）健康状

態，馬が下痢をした場合，水分の損失は大きい12）。⑥その他，灰とかミネラルの摂取量によ

っても飲水量述異なる。などのようなことが知られている。本実験では，、これらの点を考慮

して実験を行なった。すなわち気温も比較的定安し，1ヵ月以上舎飼の状態の健康な雄馬を

用い，一定の飼料を与えて行なった。

　馬の飲水は，ほとんど口を閉じた状態で水面につけ，口の中に入ってきた水を吸い込んで

飲む。その割合は1秒間に1回の割合で，　1回の飲水で44以上も吸引するといわれてい

る10）。前回，著者らが，飲水行動を観察したところ，木曾馬の1日の平均飲水回数は，種雄馬

で6．6回，騙馬で14回であった5）。このことから，木曾馬の1回の飲水量は1～2．36である

ことが類推された。馬の胃の大きさは，馬体の大きさに比べてやや小さい。そのため，運動・

労役の後，急に多量の水を飲ませると仙痛を起こすことが知られている。普通馬の胃の大き

さは9～184，木曾馬では，もう少し小さめと思われる。

　本実験の種雄馬と騙馬の飲水量には大きな差がみられなかったことから，前報の種雄馬と

騙馬の飲水回数の違いは，個体差によるもので，飲水量の違いではないと思考された。

要 約

　日本在来馬の木曾馬の飲水量を種雄馬，騙馬各1頭を用いて舎飼で測定した。その結果，

平均16．4。Cで13～144飲水した。飼料中の水分含量ならびに半ねりに加えた水を合わせる

と1日17～184であった。
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   The Kiso is a native kind of horse in Japan. This paper describes the

amount of water drunk by horses under housing for seven successive days.

The experiments were made on a stallion and a gelding. The horses were

given feeds 3 times a day, at 6:OO, 11:OO and 16:OO. Water was available ad

libitum from a water bowl. The horses were performed a preliminary exa-

mination and a regular one, both for seven days periods.

   The temperatures in the stable of during this observation averaged 16.40C

(Table 1). The stallion and ge!ding drank water 14 e and 13 e per day, respecti-

vely (Table 2 and 3).

   The water excepted drinking water, or in feeds and for making paste baits,

added up to about 3.8e per day. These results have showed that the the

water amount drunk by the Kiso whose weight was about400kg was under 20
e per day (Table 4).


