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最新医学のトピックス-

ヒトの進化と不妊治療

小　田　高　久　　郡　山　　　智　　吉　田　丈　児

赤　星　晃　-　　泉　　　康　史

東京歯科大学市川総合病院産婦人科

The Human Evolution and Reproductive TechnologleS

)

Kouichi AKABOSHI and Yasushi IzUMT

Obstetrics and Gynecology, Ichikawa General Hospltal,

Tokyo Dental College

は　じ　め　に

35億年前に, 1個の細胞からなる原始の生命が初めて

地球上に出現した.その後の気の遠くなるような長い年

月の進化の過程を経て, 60兆という数の様々な磯能と形

態をもつ細胞から成り立っヒトという産物が地球を征服

した｡この60兆個の細胞は,直径　　　の卵子と最も

小さい細胞である精子の融合(受精)により誕生した受精

卵という1個の細胞から始まっているO受精卵は265日

という一瞬の時間で,あたかも生命の進化の過程を復習

するかのように分化･発育し　　　倍の大きさとなって

生まれ出るO　この生殖という生命の営みは,自らの遺伝

情報を次の世代に伝えることによりその種を保存すると

いう本能の営みであり,地球上に出現した全ての生命に

課せられた唯一の使命である｡

女性が一生の間に排卵する卵子は,その女性が胎児の

時期に全て卵巣内に出窮しており,恩春‡釦こなって排卵

が開始するまで未熟な状態で眠っている｡卵子の数は,

胎児期では500万個にも達するが,恩春親には30万個に

まで減少している.一生の間に排卵する卵子の数はせい

ぜい400個程度であり,さらに現代では女性が生涯で産

む子供の数は2人前後である｡この500万分の2という

数字と,男性が一回に射精する精子の数が数億に達する

ことを考えると,ヒトが自らの遺伝情報を次の世代に伝

えるという営みは非常に無駄の多い,禾確実なものであ

ると言える｡この不確実性が進化の過程で払った代償で

あるなら,不妊症とは現代文明の避けられない一面であ

るのかもしれない｡

妊娠成立の条件

性成熟期の女性は,約1ヵ月に1回, 1個の成熟した

卵子を卵巣から排出(排卵)する｡排卵卵子は直ちに卵管

に取り込まれ,鹿に射精された後に子宮腔内を上行して

卵管に到達した精子と接触すると,受精

が成立する｡受精とは,母親となる女性の遺伝情報を

持った卵子と,父親となる男性の遺伝情報を持った精子

が融合し,接合子を形成することであり,精子と卵子が

接触することに始まり,精子と卵子の核が融合して両者

の染色体が混合して終了する｡卵管膨大部で受精した受

精卵は,細胞分裂を繰り返し桑実胚となり,受精後約3

日で子宮腔内に達する｡受精後6-7日には胞膝となり

子宮内膜の敏密層内に倭人する｡こうして子宮壁との問

に器薯的な結合が成立した状態を着床といい,妊娠は着

床の成立をもって開始する｡この一連の過程が正常に進

行して初めて妊娠が成立するが,そのための条件には以

下のようなものがある｡

(1)射精精液の中に,十分な運動能と受精能を有する精

子が一定数以上存在する｡数億の精子が鹿内に射精され

ても,受精の場である卵管膨大部に到達できるのはその

100万分の1である｡

(2)卵胞(卵子を含む小さな袋で,その壁を構成する細

胞が卵胞ホルモン　　　　を分泌する)および卵子が

正常に発育成熟し,受精分割能を有する卵が排卵する｡

排卵があっても,必ずしもその卵子が十分に成熟し,隻

精分割能を有しているとは限らない1)｡鹿に射精された

精子は,卵胞ホルモンの作用により子宮頭管から分泌さ
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れる粘夜を通って子宮腔に達する｡卵胞成熟が禾十分

で,卵胞ホルモンの分泌不全が起こると,頭管粘液の分

泌が障害され,精子の上行が妨げられる｡

(3)卵管の形態および機能が正常に保たれている｡精子

が卵管を上行し,受精卵が子官に運ばれるためには,卵

管の疎通性が不可欠である｡また卵管に癒着が存在し,

その運動が障害されれば,排卵卵子を捕獲することがで

きない｡さらに卵管内が受精および分割発育に適した環

境に保たれていなければならない｡

(4)樵(分割発育した受精卵)の着床とその維持のため

に,子宮の形態および機能が正常であるo着床の場であ

る子宮内膜は周期的変化をくり逸しており,卵胞ホルモ

ンや責体ホルモン　　　　　　　排卵後の卵胞から形

成された董体より分泌される)のダイナミックな変化を

反映して,非常に速やかな組織学的および機能的変化を

遂げるo着床は膝と子宮内膜の相互作用を蓋木として成

立するが,そこには多くの園子が関与しており,その本

質は未解決の問題として残されている2)｡

以上の条件が全て満たされ,性交のタイミングが合え

ば,ヒトは必ず妊娠するのであろうか｡その答はNOで

ある｡異常のない若い夫婦において,タイミング良く卵

管膨大部で卵子と精子が接触したと仮定して,妊娠が成

立し,子供が生まれる可能性は30%以下である　　　以

ヒが,受精しなかったり,分割発育が途中で停止して着

床しなかったり,妊娠しても流産として終ってしまう｡

このようにヒトは非常に妊娠し難い動物であるが,その

原因の･部は,ヒトが出生後より生殖可能になるまでに

長期を要することと,性成熟期間(妊娠可能な期間)が長

いことにある｡妊娠の約15%は流産に終るが,流産の半

数以上が染色体の異常によるO染色体異常は母体の年麻

と深く関わっており,その女性が胎児の時期に形成さ

れ,排卵まで卵巣内で休止していた卵子の老化によると

ころが大きい｡もし染色体あるいは遺伝子の異常が重大

なものであるなら,受精分割の過程が早期に停止して妊

娠成立には至らない｡このようにとトが妊娠し難い動物

であるという事実は,見方を変えると異常の排除の機

棉,すなわち自然淘汰の機構が非常に良く働いているこ

との証明であるo　ヒトが進化によって隼待した長寿と,

過誤の遺伝子を排除しながら自らの遺伝情報を次の世代

に伝えるという宿命の結果,ヒトの生殖は非常に禾確実

なものとなってしまった｡自分の子孫を残すために与え

られたチャンスはかなり少ないことを,ヒトは十分に認

識しなければならない｡

不妊の原図

前記の妊娠成立の条件が継続して満たされないと不妊症

となるが,従来より10組の夫婦のうち1組　　が禾妊症

であるといわれている｡不妊の原因を大きく分けると,女

性側の園子が　　男性側の園子が　　両者に原因があ

る場合が　　原因不明が10%である｡排卵すべき卵子が

卵巣に全く無い,手術で摘出したため子宮が無い,造精機

能が全く無い無精子症などの治療が不可能なものを絶対的

不妊と呼ぶ｡両側の卵管を摘出したものは,以前は絶対的

不妊であったが,体外受精･膝移植法

いわゆる試験

管ベビ-)により児を得ることができるようになったo女

性園子による不妊は,最近10年間の不妊症治疲技術の飛躍

的進歩により,一部の絶対的不妊例を除いて多くが治療可

能となった｡これに対し,男性因子によるものは有効な治

療法が少なく,かなりの部分が票衝台性不妊症として取り残

されているのが現状である｡したがって,前述したように

本妊原因としては女性が関係するものが　　男性が関係

するものが50%であるが,一定新聞治療しても妊娠に至ら

ない症例では,高齢者を除けば男性因子による不妊の割合

が圧倒的に多くなる｡これは精子の形成および成熟と受精

能達待などの基本的な事項に,未だ不明な点が多く残され

ているためである｡

現代社会と不妊

卵胞発育,排卵,黄体形成および性ステロイドホルモ

ン分泌などの卵巣の一連の機能は,全て上位中枢である

視床ド部･下垂体により制御されている.視床下部で産

生されるゴナドトロピン(性腺刺激ホルモン)放出ホルモ

ンの刺激によって下垂体から分泌されるゴナドトロピン

が,卵巣の機能を調節する｡また視床下部･下垂体は副

腎,甲状腺などの生命維持に不可欠な内分泌器官の中枢

であり,さらにストレスの主要な伝達･反応経路でもあ

る｡このため,もし高度のストレサー(ストレスを起こ

す外からの刺激)にさらされると,ゴナドトロピン分泌

が低下する｡その結果,卵胞発育あるいは造精機能が障

害され,性腺機能低下症や禾妊症を惹き起こす｡環境の

変化あるいは人間関係などの精神的ストレサーにより,

卵巣機能不全を来す女性にしばしば遭遇する｡また若い

女性が美容のために過度に滅室すると,排卵が停止して

無月経となる(体重減少性無月経　　このようなストレ

スが短期間で取り除かれれば,卵巣機能は自然に回復す

る｡しかしストレスが一定期間持続すると,それが取り

除かれても卵巣機能は回復せず,無排卵の状態が続く0
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現代社会にはストレサーが山積しており,それとうまく

つき合う方法を会得しなければ,不妊症の仲間入りをす

ることになる｡

近年の女性の晩婚化は周知のとおりである｡女性の妊

卒性(妊娠する能力)は30歳以降には次第に低下する0 30

歳後半女性の不妊率は, 20歳前半の5- 6倍であると推

計されている｡出:生時に卵巣には200万個もの卵子が存

在しているが,恩春期には30万個程度になっており,そ

の後も急速にその数を減じ,卵巣機能は低下する｡さら

に,前述したように卵子の老化により染色体異常の頻度

が増加する｡また最近,子官内膜症による不妊が増加し

ているといわれている.子宮内膜症とは,子宮内麓組織

が卵巣,卵管あるいは子宮周囲などに存在し,月経時に

その其所性子宮内膜から出血を来し,進行すれば卵管の

通過障害を引き起こし,不妊の原因となる疾患である.

これは30歳前後に発症し,月経のある間は徐々に進行す

るが,妊娠あるいは授乳中は月経がないため軽快する｡

昔の女性は20歳頃に結婚し,妊娠･分娩･授乳を何回か

繰り返し,さらに授乳期間も長かったため,長期間生理

的に排卵･月経が抑制されていた｡したがって,このよ

うな女性は子宮内膜症とは無縁であったといえる｡近年

の晩婚化,少産化の傾向が,子宮内膜症を女性にとって

の重大な疾患としてしまった｡

現代では性に対する価値観の変化から,結婚前に枚数

の異性と性交渉を持つことに違和感がなくなっており,

妊娠中絶を経験している未婚女性はかなりの数にのぼっ

ている｡中絶手術は決して安全なものではなく,術後の

感染が卵管障害の原因となることは稀ではない｡また近

年,梅毒や淋病などのいわゆる性病は激滅したが,性交

により感染する疾患としてクラミジア感染症が注冒され

ている｡クラミジアは卵管に炎症を起こし,その機能あ

るいは疎通性を障害することが判明しており,その既往

歴のない不妊症患者の中にも,クラミジア抗体陰性のも

のが高率に認められる｡

このように現代社会は多くの不妊の危険園子を含んで

いるo不妊症と気付いた時に,ヒトは現代の最新の禾妊

治療に援助を求めるであろう｡しかし体外受精であって

も,加麻に伴う妊卒性の低下にはまったく無力である｡

人　工　授　精

授精　　　　　　　は受精　　　　　　ではない｡

すなわち配偶者問の人工授精

とは,人工的に受精さ

せるのではなく,夫の精子を受精の場である妻の卵管の

94, No. 10 (1994) 881

近くに送り届けることである｡精子の数が少ない(乏精

子症)あるいは精子の運動が不良な場合(精子無力症)に

は,受精に必要な数の精子が卵管膨大部まで到達できな

い｡そのような例では,排卵日に用手的に採取した精子

を,子宮腔内(子宮内人工授精

図1 )あるいは卵管内(子宮鏡下卵管内人工授

精　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　図

2)に注入し4),卵管内で自然に受精が成立することを期

待する｡このような手技を総称して配偶者間人工授精

と呼ぶ　　　　は配偶者の精子を用いるが,無

精子症の場合は提供者,すなわち他人の精子を用いなけ

ればならない(非配偶者問人工授精

nation with donar's semen, AID).

以前の人工授精は射精精液そのものを約　　　達人し

ていたが,十分な運動精子が待られないことや,精巣に

含まれる細菌による感染の危険があるため,現在では洗

浄濃縮した精子が用いられるo洗浄漉縮法には様々な改

良が加えられ,これにより精巣および細菌がほぼ完全に

取り除かれ,正常形態を有する運動良好な精子を選択的

に濃縮することが可能となった5)｡さらに回収精子の運

動性が不良な場合には,精子運動戯活物薯を添加する方

法も開発された｡また精子数が極端に少ない症例では,

数回の射精精液を凍結保存しておき,まとめてA I Hに

供することも可能となった(洗浄濃縮凍結備蓄精子によ

る人工授精　｡

図2　子宮鏡下卵管内人工授精
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一般的な人工授精は精子を子宮腔内に注入するI U I

であるが(図1),近年,子宮鏡により受精の場である卵

管に精子を直接注入する方法　　　　が開発された4)

(図2)o精波性状がかなり不良であってもH I Tを用い

れば妊娠成立が期待されるが,しかし残念ながら高度の

男性不妊症例の治療には末だ大きな限界が存在する｡

体外受精･歴移権

体外受精･膝移植　　　　　とは,体外に取り出し

た卵子に精子を媒精　　　　　　　　して受精させた

後,分割発育した月重を経歴的に子宮腔に移植するもので

ある(図3)｡したがって,本来なら卵管内(体内)で起こ

る受精が,培養液を満たした培養皿あるいは試験管内

(体外)において成立するため,体外受精法と呼ばれる｡

この技術により,従来は絶対的禾妊であった両側卵管閉

鎖などの女性も自らの子供を持てるようになった｡市川

総合病院産婦人科では　　　年より　　　　　の臨床応

用を開始し　　　年に本邦で2施設目の出産例を報害

し　　　年までの10年間に　　周期に採卵手術を

周期に膝移植を行ったO

の実際は,以下に列挙する幾っかの重要な

過程から成り立っている8)｡ (1)過排卵刺激と採卵の時期

の決定　　採卵手術　　卵子の追加成熟培養　　良好精

子の回収と受精能凌待　　体外受精　　受精卵の培養,

(7)魅移植　　責体期管理｡これらの過程の全てが完全に

遂行されなければ,妊娠成立は期待できない｡図4に移

±-主
体夕は酎舌　　　　　分割発育(匪)

図3　体外受精･膝移植

40

妊　30
娠
率　20

(%) 10

0 ==
1　　2　　3　　4　　5

移植肢数(個)

図4　体外受精･旋移植における移植膝数と妊娠率

植した胚の数と妊娠成績の関係を示したが,このように

では移植権数が多くなるほど妊娠率は高くな

る｡ヒトでは排卵までに成熟する卵は通常1個であるか

ら,多数の卵を採取するために,排卵誘発剤を用いて過

排卵刺激を行う｡さらに,排卵直前の成熟卵でなければ

受精分割しないため,卵胞発育状況を把握し,採卵の時

期を決定することが重要なポイントとなる9)｡排卵直前

の時報に卵胞に針を刺して,卵胞液と共に卵子を吸引採

取する採卵手術は,以前は全身麻酔下に腹腔鏡により行

われており,患者にとって大きな負担となっていた｡し

かし近年の　　　　　　　　　　の進歩により,超音波

診断装置を用いて経鹿的に短時間で採卵が可能となった｡

採取された卵は自然の排卵卵子よりも成熟度が低いため,

楳精前に数時間培養して成熟させなければならない｡用手

的に採取した精液より,形態的に正常な,運動良好精子を

選択的に分離回収し,数時間培養することにより受精能を

獲得させる｡高度の乏精子症,精子無力症ではこの過程が

非常に困難であったが,我々は幾つかの新しい方法を開発

し,良好な成績を待ている｡追加成熟培養を行った卵の

入った試験管に,調製した精子を加え(媒精),培養を行う

と受精が成立する｡媒精の約18時間後に受精を確認し,さ

らに培養を続け,採卵の2日後に正常に分割発育している

胚を経歴的に子宮腔内に移植する｡過排卵刺激を行った

周期は,着床の内分泌環境が非生理的であるため,旋移

植後1週間程度ホルモン療法を行う｡

Assisted Reproductive Technology

卵管性不妊の治療法として開発された　　　　　は,

今日では男性不妊を初めとする様々な原因による不妊症

に広く応用されるに至った｡それに伴いIVF-ETの変

法といえる関連技術が開発され(図5),これらの技術は

と総称され
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表1　移植旋･卵数と妊娠率,多胎分娩率*

図　　　　　　　　　　　　　　　　　　　つARTl

るようになった｡ ARTの中には,体外受精後に子宮腔

ではなく卵管内に移植する接合子卵管内移植

があり,これは受精

を確認した　後に分割前に卵管に移植する前核期受

精卵卵管内移植

と分割発育するまで待って胚を卵管に移植す

る分割旋卵管内移植

に分けられるo　また歎似の方法として,採取し

た卵子を早期に精子とともに卵管内に移植する配偶子卵

管内移植　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　が

あるが,これによる受精は卵管内すなわち体内で起こる

ため,体外受精とは本質的に異なるものである｡

および　　　においては,以前は卵管に移植する際に

全身麻酔下の腹腔鏡が不可欠であったが,近年では子宮

鏡により子宮側より移植することが可能となった｡

ARTの中でIVF-ET以外は,配偶子(精子および卵

千)あるいは受精卵を卵管に移植するため,少なくとも

一側の卵管内の機能が保たれていなければならないo

族の藻鑑保存

日本産科婦人科学会の生殖医学の登録に関する委員

会報吾10)によると,本邦において　　年に実施された

ARTによる妊娠例の多胎分娩率は　　　　早産率は

で　　　　が体重　　　末溝の低出生体重児で

あった｡移植する膝の数が多いほど妊娠率は向上する

が,それに伴い多胎の率も高くなる(表1)｡高い成功率
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移植胚･卵数　　妊娠率　　　　　多胎分娩率(%)

1

2

3

4

5

6以上

平　均

8.2　　　　　　　0

16.4　　　　　　　　6.5

24. 5　　　　　　　19. 8

30.7　　　　　　　　23. 1

27.5　　　　　　　　31.1

33.9　　　　　　　　40. 1

23.8　　　　　　　　21. 7

*本邦において　　年に実施したARTによる
妊娠･分娩例

出移植当り

を求めるあまり多くの鷹を移植した結果,周産親医学上

避けなければならない多胎妊娠の高強度発生を招いたと

いえる｡健康な児を得るという不妊治療の最終目的を考

えると,移植胚の数は制限されなければならない｡多数

の受精卵が待られた場合にも移植膝の数を3 - 4個以下

に留め,余剰の隆を凍結保存し,新鮮膝の移植により妊

娠しなければ,その後の自然排卵周報にそれを融解移植

する｡これにより多胎妊娠が予防され,さらに余剰膝の

廃棄という無駄を避けて,最終的な妊娠成績の向上を計

ることが可能となった｡市川総合病院産婦人科では,

年より余剰膝の凍結保存と融解移植の臨床応用を実

施し　　　年12月に本邦で最初にその出産に成功した

このように胚の凍結保存をいち早く臨床に取り入れ

た結果,当院の10年間の多胎分娩率は　　　うち孟胎が

17%で他は全て双胎妊娠)と,本邦平均の　　　以下で

あった｡

胚の凍結融解は　　凍結保護剤の添加と平衡化　　冷

却　　保存　　融解　　凍結保護剤の除去　　追加培

養　　趣移植の各操作により構成される12)｡胚の凍結融

解には,膝の発育段階,用いる凍結保護剤の種薬,凍結

保護剤の平衡方法と除去方法,冷却速度および融解速度

などの可変園子が存在する｡したがって,それら因子の

選択と組み合せにより,実際には無数の凍結融解法が考

えられるo表2に我々の行っている膝の凍結融解法の一

例の概略を示した｡また妊娠成立のためには,着床の場

である子宮内膜と凍結融解膝の発育段階の同期化が不可

欠の条件であり,そのため凍結保存隆の融解移植の時報

の決定も重要な園子である｡
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表2　膝の凍結融解法の概略

小田,他:ヒトの進化と不妊治療

(1)透明帯開孔補

凍結法
1)凍結保護剤添加(室温

媒液　　　非動化ヒト磨帯血血清加P B S
凍結保護剤　　　　　最終濃度

ショ糖(最終濃度
5分間隔, 3段階添加,最終漉度平衡10分間

2)プラスチックストローに充壊
3)冷却速度2℃/分で室温よりI1 7℃まで冷却

4)一7 oCにて手動植氷,ラ且度保持30分間
5)冷却速度　　　分で　　　より1- 40℃まで冷却

6 )冷却速度200℃/分で　　　より-　　まで冷却
7)液体窒素中に産漬,保存

融解手套

1)室温融解1分間
2)水浴(20℃) 1分間
3)ストロー開封,膝回収
4)凍結保護剤除去(室濫

5分間隔, 5段階希釈,旋培養液にて洗浄

顕　撤　廃　精

乏精子症あるいは精子無力症などの男性不妊では,人

工授精　　　　が行なわれることは前述したとおりであ

るが　　　　により妊娠に成功しない多くの症例が体外

受精　　　　の適応となっている｡しかし男性不妊の

I VFの成績は,卵管性不妊のそれと比較し著しく不良

である｡項在のI VFの技術には不完全な郵分が多く残

されており,受精環境としては末だ体外の試験管内より

も卵管内の方が優れている｡したがって　　　　により

妊娠に至らない受精能力の低い男性不妊では,受精の環

境として劣るI VFでの受精成立には多くを期待できな

い｡受精の過程で精子は自らの力で透明帯(卵細胞を取

り囲む硬い膜)を貫通し,卵細胞質に進入しなければな

らない｡精子のこの能力が低下あるいは欠如している高

度の男性不妊では,従来のAIHあるいはI VFを行っ

ても受精は成立しない｡このような難治性受精障害の治

療法として開発された技術が顕放授精法　　　　　-

であり,体外受精法において新秋鏡下の

による授精操作を導入したもので

ある｡

由微授精法には,大きく分けて以下の3種幾の方法が

ある(図6)0

(1)透明帯開孔術

機械的操作または薬物により卵の透明帯に

小孔をあける方法で,精子は自らの運動によりその中孔

を通って囲卵腔(透明帯と卵綿胞薯の間の狭い腔)に達

(2)囲卵腔内精子注入法

(3)卵細胞賛内精子注入法

図6　顕放授精

し,さらに卵編胞寛に進入するo

(2)囲卵腔内精子達人法　　　　　　　　　　　　　:

囲卵腔内に精子を注入する方法で,精子は自らの運動に

より卵細胞質に進入する｡

(3)卵細胞賛内精子住人法

:卵の

細胞堂内に精子を産接法人する方法.

精子がある程度の運動能を有しており,卵の透明帯に

接着できるがそれを貫通することができない場合(1)の方

法が適応となる｡さらに運動能が低下した高度の乏精子

症などで,精子が卵の透明帯に接着できない場合(2)の方

法が適応となる｡精子にほとんどあるいは全く運動能が

ない場合には(3)の方法が適応となるo従来のA I Hおよ

びI VFは,受精の一連の過程には全く人工的操作を加

えないものであったが,顔放授精の(1)および(2)の方法で

は精子の囲卵腔進入までの過程に　　の方法では精子の

卵細胞覚内進入までの過程に操作を加えるものであるo

顔微授精法は,究極の男性不妊治療法として期待され

ているが,残念ながらその成績は未だ極めて不良であ

るo鉱放授精は直径　　　の卵子に操作を加えなけれ

ばならないことから,操作が非常に歓密で熟練を要す

る｡これが成績不良の原図の一つであるが,さらに顕微

授精法は本寛的な扇乱頁を有しているo受精とは単に精子

が卵子の中に進入すればよいのではなく,精子の卵子透

明帯接着から精子一卵子融合までの一連の過程で,精子

および卵子に達亀反応的に様々な変化が起こることによ
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り,初めて正常な受精が成立する｡この受精過程におけ

る卵子と精子の変化の本葉の多くが未解決の問題として

残されており,この点の解明なくして顕放授精法が究極

の不妊治療法としての地位を達待することはないO

お　わ　U　に

最近の10年間に禾妊治療の技術は飛躍的に進歩した｡

しかし体外受精･胚移植の妊娠率は末だ20%程度に留

まっており,その限界は非常に大きい｡本邦では,出生

率の低下が社会問題となっており,さらに晩婚の傾向が

不妊の誘因となっているo　その一方で発展途上園では,

高出生率と新生児および小児の高い死亡率が多くの問題

を生み出している｡

ヒトは,高度な知能すなわち大きな脳を有する動物に

進化した結果,かなり未熟な時期に,廉幹と比較し異常

に大きな頭部を持って出産しなければならなくなった｡

多くの噛乳楽は,出生後短時間で自力で立ち上がり,歩

行するのに対し,ヒトは歩行可能になるまでに1年前後

かかる｡そして小児親,恩春親を経て,妊娠可能な性成

熟期に至るまでに十数年を要する｡現代の先進社会で

は,結婚して妊娠を望むまでに,さらに10年以上経過す

ることになる｡ 30歳を過ぎると次第に妊娠し難くなる

が,加麻に直接起因する妊卒性の低下に対する治癒法は

末だ存在しない｡入渠の価値観が,自らの遺伝情報を次

の世代に伝達するという生命の本能から離反する時,そ

の種は滅亡への達をたどることとなる｡進化により獲得

した知能から生まれた最新の禾妊治座の技術も,この危

機の前には末だ無力と言わざるを待ないo
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