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ま え が き

近年、開発途上国で実施されている日本政府畜産関係技術協力は数においても、対象分野

においても広範多岐にわたって行われており、このため、海外に派遣される畜産関係技術者

も多人数・多分野に達しております。開発途上各国のニーズに応えるため、質の高い技術情

報を専門家へ提供することが求められております。

このような情勢を背景として、（社）畜産技術協会におきましては平成３年度に「家畜（牛）

人工授精マニュアル」の発刊を緒に12種の畜産技術マニュアルを刊行してきました。近年、

人工授精分野においてもその技術は向上し、また、熱帯地域での我が国の経験、対応技術の

蓄積も進んで参り、初回に刊行した人工授精マニュアルの内容更新をするのが適切と判断さ

れる状況となりました。

このため、当協会におきましては、本分野の改善技術、熱帯における新たな知見等を加え、

より海外畜産技術協力の現場におけるニーズに応えられる新たなマニュアルを作成すること

とし、日本中央競馬会、財団法人全国競馬･畜産振興会からのご支援を頂き、別紙執筆者各

位のご協力の下に「牛の人工授精マニュアル」を取りまとめました。

マニュアル作成にご協力下さった執筆者各位は勿論、（独）家畜改良センター、（社）家畜改

良事業団等の関係各位に深く感謝の意を表するとともに、このマニュアルが技術協力に従事

される方々に積極的かつ広範に活用頂くことを期待します。

平成16年 3月

社団法人　畜産技術協会
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第Ⅰ章　牛の人工授精の意義とその技術発展

１．人工授精技術の意義と技術発展の歴史

人工授精（Artificial Insemination）は自然交配によって受胎させる代わりに、雄から精液

を採取し、希釈、凍結などの処理を行い、雌の生殖器に注入する（授精）することである。

世界最初に文献的に記載された人工授精は、イタリアのSpallanzani,L.が1780年に、発生の

ために精子が必要か否かを証明するために、濾過した精液を雌犬に注入した実験とされてい

る。畜産における人工授精技術は、ロシアのIwanoff,E.I.が馬について開発した技術（1907）

が基礎となっている。京都大学の石川日出鶴丸がその技術を日本に持ち帰り（1912）、精子

の生理学研究と馬の改良に応用する研究を展開して、多くの貢献を行った。

精液の採取は、初期には膣内に射出された精液を、海綿や注射器で吸い取って行ったり、

コンドームやペッサリーで集めて用いたり、またマッサージ法や電気刺激法なども開発され

た。現在では模造した人工膣を用いる横取り法によって、自然に射精した状態に近い精液を

採取している。

精液は採取したままあるいは糖などを含む液の中で希釈、保存されていたが、リン酸緩衝

液に卵黄を加えた液が開発された。ついでクエン酸ナトリウムを用いることにより保存期間

も延び、観察も容易になった（1941）。抗生物質の添加や組成等について多くの改良がなさ

れ、またトリス（ヒドロキシメチル）アミノメタンを含む糖主体の保存液なども開発されて

いる。

保存温度は低温が良いとされるが、保存に関する最大の成果は、凍結保存技術である。

Polge,C.らによって1949年、ニワトリ精子の－79℃の凍結保存にグリセリンが効果あること

が発見された。この方法を応用して1952年、牛凍結精液による子牛生産が報告された。凍結

には卵黄クエン酸液にグリセリンを添加した液が用いられた。現在ではトリス（ヒドロキシ

メチル）アミノメタン、糖を主体とする液に卵黄、グリセリンを添加して用いている。凍結

法に関しては、1960年代より液体窒素が用いられ、－196℃の保存が一般的になっている。

従来は１～３℃／分の率で緩慢に冷却され、凍結されていたが、永瀬弘らは急速に冷却する

ことが精子の生存性にすぐれていることを発見した。現在では４℃から４～５分間で凍結を

完了する速さ（15℃／分）で凍結されている。なお永瀬弘らの成果はペレット法（1963）と

なって東ヨーロッパや南米で広く用いられた。

精液を入れる容器としては、初期にはガラスアンプルなどが用いられていた。1964年にフ

ランスのCassou,R.によってデンマークで用いられていたプラスチックストローが改良、製

造され、その注入器（Cassou AI-Gun）とともに世界的に一般化している。

授精技術については、雌畜の生殖器の形態等にあわせ、精液注入器が作製されているが、

牛においては1930年代にデンマークで開発された直腸膣法による頚管深部あるいは子宮内へ

の注入が一般的である。

ロシアでは馬等で広く人工授精が政府の下で行われた。いっぽう、デンマークにおいて

1936年に人工授精組合が設立され、牛の人工授精を行った。この方式による牛の人工授精は
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欧米を中心に世界的にも取り入れられ、アメリカでは乳牛の60％、イギリス、デンマーク、

フランスなどでは90％以上の乳牛が人工授精されるようになった。我が国では、最初国や県

が馬や牛の人工授精に取り組んだが、1939年の牛の繁殖障害予防施設のための制度化が普及

に大きく貢献した。その後1950年に家畜改良増殖法が制定され、人工授精の組織と人工授精

師の制度ができた。1965年に家畜改良事業団が設立され、全国横断的に凍結精子を保存、流

通させる体制ができた。現在では乳牛の99％、肉牛の90％以上が凍結精液を用いて人工授精

されている。

２．人工授精技術の得失

（1）人工授精の利点

①　優良種畜を高度に利用できる。

人工授精技術の最大の利点は雄牛の効率的な利用にある。１頭の種雄牛は、週２回採精、

精子濃度10億／ıØ、射出量６ıØ、必要とする注入精子数３千万とすると、１年間に、２ｘ10

億ｘ６ｘ50（週）／0.3億＝20,000回、授精できる精子が生産できることになる。実際図Ⅰ－

１に示したように生涯の間に、20万頭を越える子牛を生産する種雄牛も存在する。

②　家畜改良が促進される

すぐれた雄畜を選抜して、有効に供用することによって、家畜の能力が向上する。図Ⅰ－

２に示したように、乳牛における１年間あたりの乳量が増加してきたことは、人工授精の普

及が大きく関係している。
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図Ⅰ－１　黒毛和種における種雄牛の産子数



③　遺伝能力が早期に判定できる。

一度に多くの雌牛に交配可能になるので、生産される多くの後代を用いて、遺伝的不良形

質の摘発にも役立ち、また後代の能力を正確に判定できるようになる。肉牛や乳牛において

は、人工授精により計画的に後代を生産し、能力評価を行う後代検定が利用されている。

④　伝染性疾病の予防ができる。

戦前において、牛の人工授精を制度化した理由の一つが、トリコモナス病、ブルセラ病は

じめ多くの生殖器病を防ぐことにあった。雄と雌が直接接触しないことから、多くの伝染病

を予防できる。

⑤　雄牛の代わりに精液を遠距離輸送でき、また死後も利用できる。

凍結精液の開発によって、精液は全世界的に流通するようになった。雄牛を輸入や輸送す

ることよりも、安全かつ安価に利用できるメリットは大きい。また凍結しておくことにより、

本牛が死亡した後も供用できる。

⑥　その他

多くの雄畜を飼養する必要がないので、雄畜を飼育する費用などが節約でき、また集中的

に管理することにより、個々の農家は雄畜を飼育する必要がない。

自然交尾できない組み合わせ（大きな雄と小格の雌牛など）、肢蹄に問題があり交尾でき

ない雄なども利用できる。

牛に見られる夏季不妊症（精子の性状が夏の暑熱により悪化する）は冬、春に採取した精

液を用いることで、解決できる。

Ｘ、Ｙ精子をフローサイトメーターで分離することにより、雌雄産み分けができる。

種間雑種や多くの研究に人工授精が用いられ、精子、精漿を用いて学術研究が行われてい

る。人工授精の発達が受精卵移植の開発を促進した。
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図Ⅰ－２　１頭あたりの年間乳量の変化と人工授精の普及率
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（2）欠点

利点の裏返しになるもので、基本的な欠点でないが、人工授精に関係する技術者はこのこ

とを十二分にわきまえて技術を利用する必要がある。

①　人工授精のための高度な技術と設備が必要になる。

②　発情牛を発見する必要があり、受胎率は通常、自然交配よりも低い。

③　人間の手が入ることにより、技術の失宜、錯誤あるいは“偽精液”事件のような不正も

起こりうる。技術者の不注意によって生殖器病などを起こすこともあり得る。

④　雄畜の有効利用により、近交の高まり、遺伝的多様性の減少、１頭の雄の影響がおおき

くあらわれすぎる（特に遺伝的不良形質がある場合）ことなどがある。

参考文献
・　丹羽太左衛門、門司恭典、橋爪　力、塩谷康生　：　家畜の人工授精と受精卵移植

（増補改定６版）、 創文社､ 東京 (2002)

・　Foote RH : Artificial Insemination (p.1163-1170) ：Encyclopedia of Dairy Sciences 

(ed. Roginski H, Fuquay JW,  Fox PF) Academic Press, Amsterdam  (2003)
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第Ⅱ章　雄牛の繁殖生理

１．雄牛の生殖器の形態と機能

生殖器は生殖腺と副生殖器から成る。

雄の生殖腺は精巣であり、副生殖器と

は生殖腺を除く生殖諸器官の総称であ

る。副生殖器は管状構造をもつ器官

（精巣上体、精管、尿道）、これに接続

する排泄管をもつ腺性器官の副生殖腺

（精嚢腺、前立腺、尿道球腺）および交

尾器（陰茎）に区分される（図Ⅱ－１）。

（1）精巣

精巣は精巣白膜とよばれる包膜で包

まれ精細管とその間隙をうめる間質組

織から成り立っている（図Ⅱ－２）。精

巣の主な機能は精子形成と精巣ホルモ

ンの分泌である。精子形成は精細管壁

でなされ、精細管の内壁には管壁に接

して所々にセルトリー細胞があり、そ

の間に精子形成過程の各段階の精細胞が数層に配列している。内腔にはセルトリー細胞から

遊離した精子が浮遊している。そして精子は精細管、直精細管、精巣網、精巣輸出管を経て

精巣上体頭へと輸送される。間質組織の中には血管、リンパ節ならびにライディヒ細胞

Leydig cellが集合しており、LHの刺激でライディヒ細胞から精巣ホルモン（テストステロン）

が分泌される。精巣の温度は体温よりも４～７℃

低く保たれている。高温多湿で精巣の温度調節の

限界を超える時、造精機能に異常を生じる。

（2）精巣上体

精巣上体は精巣の背側に密着した細長い管状の

小体で精巣上体頭、体、尾に分けられる。精巣上

体頭は精巣網から続く精巣輸出管が12～15本集ま

り円錐状の精巣上体小葉を形成する。精巣上体管

は、中間の紐状部位で極端に迂曲した精巣上体の

体、さらに末端の膨らみのある精巣上体尾となり

精管へ移行する。

精巣上体の機能は、精子の運搬、濃縮、成熟、
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図Ⅱ－１　生殖器の体内における位置関係

図Ⅱ-２　精巣および精巣上体模式図

（Blom&Christensen,1996）



貯留および精巣上体液の分泌である。

（3）副生殖腺

精漿の殆どは副生殖腺からの分泌液である。副生殖腺は精巣ホルモンの支配を受けて発達

する。

①　精嚢腺

精管膨大部の側方に横たわる充実した小葉状の１対の腺体である。分泌液の排出管は同側

の精管の開口部で合流して尿道に開口している。牛の場合、精嚢腺液が精液中に占める割合

は40～50％である。精嚢腺液はやや酸性で粘稠性を帯びている。牛精漿中のフルクトースと

クエン酸は精嚢腺から分泌される。

②　前立腺

体部と伝搬部から成る。体部は直径が３～４cm、厚さが約１cmの堅い腺で、精嚢腺の基

部に位置し尿道筋の外側にあり、これに続く伝搬部は尿道筋の奥に分布し尿道を取り囲んで

いる。分泌液の排出管は尿道の経路に沿ってその内腔に放射状に開口する。この腺の分泌機

能は精嚢腺ほど活発ではないが、精嚢腺液とともに液状成分の大部分を構成している。

③　尿道球腺（カウパー腺）

尿道骨盤部の末端近くの尿道の背部に横たわる一対の腺体である。クルミ大で分泌液の排

出管は左右１本ずつ尿道に開口している。分泌液量は精嚢腺や前立腺と比べて少ない。尿道

球腺液は、前立腺液とともに射精に先立って排出されて尿道の洗浄に役立っている。

２．精子の形成

精子が形成される場所は精細管で、その内壁は精上皮で覆われている。精上皮には精細胞

（精祖細胞、第１精母細胞、第２精母細胞（精娘細胞）、精子細胞）とセルトリ細胞が存在す

る。

性成熟に達すると精祖細胞は活発に分裂を開始する。精細胞は発生順に、精祖細胞、第１

精母細胞、第２精母細胞、精子細胞および精巣内精子に区分される。精祖細胞の分裂によっ

て生じた第１精母細胞が、さら

に減数分裂、有糸分裂をして、

第２精母細胞、精子細胞を生じ

るまでを精子発生過程とよび、

精子細胞がセルトリ細胞に接し

ながら長い尾部を持った精子に

なる過程は細胞分裂することな

く変態するので精子完成過程と

よばれる。変態の完了した精子

はセルトリ細胞に集合、付着し

ているが、やがて精細管腔に遊

離する。これを精子遊離という。
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図Ⅱ-３　精細管（精上皮）の横断面模式図（Arey, 1954）



（1）精祖細胞

①　A型精祖細胞

A型精祖細胞は精子形成の最初の段階の細胞である。核は卵円形で、核膜は非常に薄く、

核小体は大きい。微細な染色質顆粒が核内に均一に分布しているのが特徴である。分裂して

２個の精祖細胞となり、そのうちの１個はしばらく休止する。他の１個（A２型）は有糸分

裂をして２個の中間型精祖細胞になる。

②　中間型精祖細胞

中間型精祖細胞はＡ型とＢ型の移行型で、核膜は染色質が付着して厚く、染色質顆粒は粗

大である。核は卵円形から次第に円形となる。上記２個の中間型精祖細胞は有糸分裂を繰り

返して８個のB型精祖細胞になる。

③　B型精祖細胞

B型精祖細胞の核は小さな円形をしている。B型精祖細胞は有糸分裂によって第１精母細

胞になる。B型精祖細胞１個から２個の第１精母細胞が形成される。

（2）第１精母細胞

第１精母細胞は減数分裂によって第２精母細胞となり、この過程は成熟分裂ともいわれる。

第１精母細胞１個から２個の第２精母細胞が形成される。

（3）第２精母細胞

第２精母細胞は第１精母細胞より大型で、染色体数は体細胞の半分である。第２精母細胞

は、さらに有糸分裂により精子細胞となる。第２精母細胞１個から２個の精子細胞が形成さ

れる。

（4）精子細胞

精子細胞は細胞分裂をせずに変態によって精子になる。存続期間は約23日であり、この間

に次のような変化が起こり精子特有の構造が完成する。

①　核

若い精子細胞の核は球状で核質は均質であるが、次第に核の細長化が起こり、それに伴っ

て核質が顆粒化する。やがて、核は扁平化して成熟精子のような扁平卵円形となる。

②　細胞質

細胞質は精子完成の末期に大部分が捨てられるが、アクロソーム、後核帽、尾部の軸糸、

ミトコンドリア鞘など精子特有の構造が形成される。

上記のように、１個の精祖細胞から64個の精子細胞が生じる。精子細胞形成に要する日数

は牛の場合、32～45日である。一方、休止していた精祖細胞は10日後に再び分裂を開始し、

前記と同様に精子細胞形成の過程を繰り返す。このように精子形成は周期的、連続的に行わ

れている。
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３．精子の成熟

精細管で形成された精子は、精巣上体を下降する過程で、質的、機能的変化をして成熟す

る。精巣上体頭の精子は運動機能をもっていないが尾へ移行する過程でその機能を獲得する。

精巣精子では細胞質滴はその頚部に位置するが、精子が精巣上体を下行するにつれて中片部

に沿って後方に移動し、精巣上体尾に達した精子では中片部の末端に移行し、射出精子では

殆ど消失している。射出精子で細胞質滴を持ったものは未熟と考えられている。人工授精に

供する場合、精巣上体頭の精子には受精能力はないが、精巣上体の体後半部で備わる。精巣

上体管腔内は精子密度が著しく高く、精巣上体の分泌液には糖などの利用できるエネルギー

源は殆ど無く、酸素濃度が低く、炭酸ガス濃度やK/Na比が高く、精子の運動を阻止する因

子が含まれている。そのため、精巣上体の体や尾の精子、精管内にある精子も射精の瞬間ま

で静止状態にあり、他動的に生殖道内を輸送される。精巣上体尾では精子の受精能力および

運動能力は、牛では、30日前後維持される。

４．性成熟期と繁殖供用開始適齢期

ホルスタイン種においては精細管内に精子が初めて出現するのは6～7カ月齢であり、精子

が射出されるのは8.5～14ヵ月齢である。射出精液の精子濃度が正常値に達するのは12～14

ヵ月齢、奇形精子率が減少し正常範囲に落ち着くのが13～14ヵ月齢である。性成熟期は14ヵ

月齢、繁殖供用開始適期は15～20ヵ月齢とされている。育成期に低栄養で飼育すると性成熟

期が遅れることが知られている。

５．造精機能

精子は精細管内で形成され、精細管腔に遊離した精子は直精細管、精巣網、精巣輸出管を
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経て精巣上体管に送り込まれ、精巣上体管を通過する間に様々な変化を受け、受精能を持つ

成熟精子となる。このように精巣と精巣上体が協同して成熟精子を作り出す機能を造精機能

という。造精機能は一定の月齢に達し、体の発育がある水準に達して現れる。この時期を春

機発動期といい、精細管の管腔に精子が出現する時期と定義されている。全ての生殖器官が

機能的に発達し、十分に生殖可能となる時期を性成熟期という。具体的には、交尾欲が旺盛

で、正常な射精が行われるようになり、採取した精液の精子濃度、精子生存性、奇形精子率

などが正常範囲内におさまるような時期である。性成熟期に達した後も生殖器は発達を続け、

これに伴って、精巣の精子生産量、副生殖腺の分泌液量が増えるので精液量、精子濃度が増

加する。繁殖供用開始月齢は、受胎率の安定等を考慮して、性成熟期に達してから更に１ヵ

月ないし数ヵ月後とするのが普通である。

また、造精機能には季節変動があり、一般に春季は機能水準が高く、冬季と夏季に低下し、

とくに暑熱季の低下が著しい。

６．性行動

雄牛の性行動は、性的興奮、求愛、陰茎の勃起、副生殖腺液の漏出、乗駕、陰茎の挿入、

射精の一連の行為である。雄牛の性行動は性欲に基づくものであり、テストステロンの分泌

と関係が深い。

育成期の性行動に関する学習は、その後の性行動に大きく影響する。人工授精所で繋養の

雄牛で性反応が見られない場合は、雌牛に近づけたり、発情雌牛の尿を嗅がせたりするなど、

性的興味を強める学習が必要である。臭いは性的刺激効果が大きく、とくに発情雌牛の尿は

効果がある。初めて擬牝台に雄牛を上駕させ人工膣による精液採取を調教する際は、雄牛の

鼻に発情雌牛の尿を近づけたり、擬牝台に塗ると性的興奮を高める効果がある。

（1）性的興奮や求愛行動

外陰部や尿の臭いで首を伸ばしたり、嘗めたり、頭で軽く突いたり、落ち着きが無くなっ

たり等の行動を示す。

（2）陰茎の勃起

陰茎海綿体と尿道海綿体に血液が鬱血して起こり、射精直前には座骨海綿体筋が血液の流

出を阻止するため、15000mmHgの血圧になる。

（3）副生殖腺の漏出

陰茎を勃起し、性的興奮が高まるとペニスから透明な副生殖腺液を漏出するようになる。

これは射精に先立ち尿道を洗浄し精子にとって好環境を準備する役目を果たす。

【性欲の低下】

夏季の高温多湿な環境は甲状腺機能、代謝機能の低下により、テストステロンの分泌量が

減り、その結果性欲が低下し、繁殖能に悪影響を及ぼす。また、過度の低栄養や高栄養、過
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度の供用または交尾も性欲の低下を来す。

７．射精

射精とは精液を体外に射出することであり、牛では一瞬のうちに終わる。

陰茎の膣または人工膣への挿入により陰茎亀頭に加わった刺激によって精巣上体、精管、

尿道の平滑筋がリズミカルに収縮し、さらに副生殖腺も収縮運動により分泌物を放出し、精

子と混ざり合って精液が射出される。射精に導く刺激として適度の温度と圧力が大切な要因

であり、人工膣の場合、亀頭と接触するゴム内筒の温度を約38℃に保ち、適度の圧力がかか

るように調整して用いられる。

８．雄牛の繁殖障害

遺伝的能力の優れた雄牛の場合、その精液の需要は飛躍的に多く、そのような種雄牛に繁

殖障害が起これば人工授精事業体が被る経済的損失が多いばかりでなく、その精液の利用を

希望する畜産農家へ与える影響も大きい。種雄牛の繁殖障害は早期に発見し、適切な処置に

よってその回復に努め、貴重な種雄牛の遺伝子を最大限有効に利用するようにせねばならな

い。

（1）交尾欲減退～欠如症

発情雌畜に関心を示さないもの、雌畜へ乗駕するのに時間を要するもの、乗駕しても勃起

しないもの、勃起しても陰茎の挿入に至らないもの、陰茎を挿入しても射精に至らないもの、

射精までに長時間を要するものなどである。

［対策］

過肥または栄養不良の場合は改善する。適度の運動、日光浴、畜舎環境の改善をする。過

度の供用の場合は休養させる。精巣発育不全、機能減退の場合はホルモン治療があげられる。

（2）交尾不能症

交尾欲があっても雌畜との交尾能力を欠く。

［対策］

①　後肢の障害に起因する場合は原因となっている疾患を治療する。

②　勃起不能症

陰茎発育不全と陰茎後引筋の伸長不全は先天的なものであり治療効果があまり期待

できない。また、精液採取の時に陰茎を怪我させたりした等の精神的なことが原因で

ある場合は、長期間供用を休止したうえで、調教をやり直す。

③　包皮・陰茎の障害

軽度の亀頭包皮炎は包皮内洗浄とヨード剤や抗生物質の包皮内注入を行う。
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（3）生殖不能症

交尾欲を示し交尾能力がありながら交配した雌畜を受胎させる能力がないもの。

［対策］

①　無精液症

交尾しても精液が射精されない。先天的には精管の閉鎖、狭窄および精嚢腺、前立

腺の発育不全などが原因であるが治療法がない。後天的には精嚢腺炎、前立腺炎、前

立腺膿瘍、前立腺肥大などによる。

②　無精子症

交尾能力があって射精するが精子が認められないもの。原因には、造精機能障害と

精巣上体管など精子の排出路の閉塞の二つがある。造精機能障害は、先天的に陰睾や

精巣発育不全によるものと、後天的には栄養障害、ビタミンAやEの欠乏、GTH分泌

低下などによる精巣萎縮、精巣炎やその後遺症としての精巣硬化、精巣の石灰変性、

精巣腫瘍などの場合にみられる。精巣上体液中の精子の有無や精巣バイオプシーによ

る検査はこれらの判定に有効である。

③　精子減少症

精液中に精子数が著しく少ない（５億/ml以下）場合をいう。

④　精子無力症

採取直後の精液において精子活力が著しく悪い（50＋＋＋以下）場合をいう。精巣機

能減退の場合には、一般に③、④の両方がみられる。

⑤　精子死滅症

精液量、精子濃度が正常でも精子が死滅しているものをいう。造精機能障害の場合、

副生殖腺、尿道の炎症、外傷その他の異常のため精液に尿が混じる場合にみられる。

（4）精巣機能減退

交尾欲欠如にはいたらないが交尾欲が減退しているもの、造精機能が減退して無精子症に

はいたらないが精子数が減少しているものおよび軽度の精子死滅症のものを総括していう。

普通、この三者が合併した症状を呈し、繁殖成績不良となる場合が多い。このような雄畜は

低受胎雄畜Low fertility maleと呼ばれる。

［対策］

一般にはPMSG、HCG等によるホルモン療法が行われるが効果は一様でない。

（5）陰嚢炎および精巣炎

陰嚢炎は打撲や蹴られたことなどによる外傷に起因することが多く、血腫や水腫を伴うこ

とがある。夏季にアブ、刺バエなどの吸血による陰嚢皮膚炎が夏季不妊症の原因になること

がある。

精巣炎は精巣の打撲、衝撃などによるか結核、コリネバクテリウムや放線菌の感染、精巣

周囲組織の炎症の波及に起因することが多い。

［対策］

急性のものは冷湿布、細菌性のものは抗生物質の投与を行う。
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アブ、刺バエの防除や刺されないような予防も大切である。

（6）陰茎炎

外傷に起因することが多い。交尾のときに雌牛の陰門の下部または遺残している処女膜に

つかえたまま突いたため陰茎海綿体が破れて出血し、急性の陰茎炎が起こる。早く凝血を取

り除いて適切な治療をしないと癒着が起こって、交尾不能になる。また、精液採取のときに、

亀頭部に刺創を生じ急性の炎症が起こることがある。多数の毛がリング状になって陰茎にか

らまって陰茎炎を起こすことがある。

［対策］

他の疾病が原因となっている場合はその治療をするとともに、生理食塩液等による包皮内

洗浄と抗菌剤の注入または塗布を行う。

９．精液の生理

精液は精子と精漿から成り、精子は精巣で生産され、精漿は精巣上体、精管、精嚢腺、前

立腺および尿道球腺からの分泌液で構成される。

精子は雄の遺伝子を卵子に送り届ける役目を担っている。精子の最終目的である受精は比

較的短時間で完了するので、体細胞のように蛋白質を合成する必要はないため、受精に必要

な小器官のみ備えている。

（1）精子の形態と構造

家畜精子の形態は一般に頭部と尾部に区分される。牛精子の全長はおよそ60～65μである。

①　頭部

頭部は扁平な卵円形をしており、核とその前半部を覆うアクロソームおよび後半部を覆う

後核帽から成る。核は精子ヒストンとよばれる塩基性蛋白質とDNAを含み、遺伝情報を伝

える使命を果たす。アクロソームには受精に関与する酵素でアクロシンとヒアルロニダーゼ

が含まれている。アクロシンは主にアクロソームの内膜に分布し、通常、不活性のプロアク

ロシンとして存在する。先体反応によって解放されたアクロシンは、卵子透明帯に作用して

精子の進入路を開く役割を持つ。ヒアルロニダーゼはアクロソームの外膜に分布し、精子か

ら比較的容易に放出される。生理的には精子の受精能獲得、先体反応の過程で大部分が放出

され、卵子を取り巻く卵丘細胞を分散させて卵子への精子到達を助ける。

②　尾部

尾部は運動器官であり、また運動に必要なエネルギーの獲得器官でもある。

i 頚部

頭部との接合部であり、基底板が後部表面のくぼみにすっぽりと納まり、後方に伸びて粗

大繊維に連結する。

ii 中片部

頚部と終輪の間をいい、ミトコンドリア鞘で囲まれている。ここでは軸糸の周囲を９本の

粗大繊維が取り囲み２＋９＋９の構造をなしている。その周囲にミトコンドリア鞘を形成し、
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精子の運動やその他の機能の維持に必要なエネルギーを生産する。

iii 主部

終輪から尾部末端近くまでの部分をいい、中心部は軸糸と粗大繊維から成る２＋９＋９の

構造を成し、その周囲を強靱な線維鞘で覆われている。粗大繊維は尾部末端に近づくに従っ

て細くなり、細いものから順に消失する。

iv 終部

終部は線維鞘の末端より後方の部分をいう。軸糸とそれを囲む原形質膜から成っている。

（2）精子の機能

雌の生殖器道内に射精された精子が卵管上部まで上走し卵子と出会い、卵子に侵入して、

受精が成立する。このための運動機能と運動機能を支えるための種々の代謝機能を備えてい

る。一方、精子は雌の生殖器道内を上行する過程で受精能獲得という機能的変化を遂げなけ

ればならない。これには精子頭部のアクロソーム、核、細胞膜等が正常に機能することが必

要で、これを受精能力という。
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①　精子の運動機能

射出直後の精子は激しい前進運動をしているが、時間の経過とともに緩慢になり、やがて

旋回運動から振子運動へと移行し、ついには動かなくなる。

精子は流れに逆らって進む向流性、気泡や異物の表面に集まって頭部を付着させる向触性

および子宮頚管粘液や卵胞液などのある種の化学成分から成る液に侵入し易い向化性などの

性質をもっている。

②　精子の代謝機能

精子が行う主な代謝は解糖と呼吸である。

i 解糖

射出精液を室温に保存しておくと、時間が経過するにつれてpHが低下してくる。これは

精子が精漿中のフラクトースを分解して乳酸を生じたためである。家畜の精子はフラクトー

ス、グルコース、マンノースを良く利用するが、いづれもエムデンマイヤーホーフの経路を

経て乳酸を生ずる。好気的条件下では生成された乳酸の一部は、さらにトリカルボン酸回路

（TCAサイクル）に入り、炭酸ガスと水に分解される。果糖分解指数（精子10億が１時間に

分解する果糖のmg数）は、牛、めん羊、山羊の精子では高く、馬、豚の精子では低い。

ii 呼吸

精子は好気的条件下では主に呼吸系からエネルギーを獲得する。呼吸の経路はTCAサイク

ルとこれに共役する酸化的リン酸化系であり、呼吸量は37℃で精子１億が１時間に消費する

酸素量（mm3）をZO2で表す。活発に運動する精子ほどZO2値が高い。

③　精子の生存性と受精能力

精子の運動が活発で生存率の高い精液は受精能力が高いことが知られている。受精能力を

体外でできるだけ長く維持するためには、低温下で運動と代謝を可逆的に抑制して、エネル

ギーの消耗を防ぐことである。一般に受精能力は運動能力よりも先に失われる。

（3）体外精子の機能に及ぼす要因

①　温度

精子の運動に最適な温度は37～38℃である。これよりも温度が高くなるにつれて異常に激

烈になり、54℃～56℃以上では殆ど瞬時に死滅する。35℃以下に温度を下げると次第に運動

は緩慢になり、牛精子では5℃付近で運動は可逆的に停止して代謝も極めて緩慢となる。

②　希釈

精液を希釈する場合、一度に過度の希釈をすると希釈ショックを起こし精子の生存性が低

下する。

③　浸透圧

精子は精液とほぼ等張の液（280～300mOsm/kg）中で長く運動し続ける。低張液中では

尾部がわん曲した精子が増加し高張よりも影響が大きい。

④　pH

一般に酸性が強くなると精子の運動性は抑制され、アルカリ側では活性化される。精子が

活動し得るpHの限界は最低４前後、最高８前後である。アルカリは精子の運動を活発にす

るが、生存時間を短縮する。
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⑤　光、紫外線、放射線

直射日光、紫外線、放射線は精子に対して有害である。放射線は精子の活力に影響しない

程度の線量でもDNAに影響を及ぼす。

⑥　各種ガス

酸素は精子の運動や代謝を活発にするが、過度の酸素は有害である。炭酸ガスは精子の運

動を可逆的に抑制する。

⑦　化学物質、その他

カフェイン、テオフィリンなどのフォスフォジエステラーゼ、アセチルコリン、アドレナ

リンは低濃度で精子活力を増強する。ビタミンB1、Cは精子の生存維持に効果がある。

⑧　各種イオン

高濃度のKは精子の運動性を抑制するが、Naはこれを抑える働きがあり、KとNaとの比が

正常な運動維持に大切である。Caは受精に不可欠であるが、運動性の維持には有害である。

重金属イオンは精子の運動や生存に悪影響を及ぼすものが多い。

（4）精漿

精漿は射精時の精子運搬に寄与するとともに、含有する化学成分によって緩衝作用やエネ

ルギー源供給の役目を果たし精子の運動能および受精能の維持、発現等に関わっている。化

学成分の多くは血液を材料として副生殖腺で合成されたもので、血漿の化学成分とは質、量

ともに異なる。牛の精漿成分の主なものは以下のとおりである。フラクトース、クエン酸が

多いのが牛精液の特徴であり、血中アンドロジェンの支配を受けていることから濃度測定が

内分泌診断にも利用される。

①　フラクトース

血中グルコースを材料として主に精嚢腺で作られる。精子はこれを取り込み、解糖によっ

て好気的または嫌気的にエネルギー源に利用する。

②　クエン酸

主な分泌器官は精嚢腺である。精子には殆ど利用されないが浸透圧の維持、緩衝の役割な

どをしていると考えられている。

③　プロスタグランジン（PG）

主な分泌器官は精嚢腺である。PGは平滑筋収縮作用があり、射精時および雌生殖器道に

おける精子輸送に関与している可能性がある。

④　因子とよばれる物質

代表的なものに受精能獲得抑制因子decapacitation factor（DF）があり、精子の受精能獲

得を阻止し、射精時に精子を被覆して子宮内や卵管内まで運ぶという考え方が一般的である。

（5）精液の性状に影響する要因　

①　年齢

壮齢期の精液量、精子数は若齢期に比べて多く、安定している。牛では３～６才位の間で

安定的に良好な精液を射出する。それ以上の年齢になると、個体によっては精子の生存率の

低下、奇形率の増加、耐凍能の低下が起こる。ある牛群の自然交配による受胎成績を整理し
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た結果によると、１受胎に要する交配回数は１～６歳までは２回未満であるが、７歳を超え

ると２回以上となり、それ以降年齢とともに交配回数は増加する。

②　栄養

栄養条件は精液の性状に大きく影響する。育成期の低栄養は、内分泌機能が低下し、性成

熟の遅延を来す。成牛では性欲減退、造精機能の低下、奇形精子の増加等を来す。高蛋白質

飼料の給与は精液量、精子濃度等精液性状の向上に効果がある。ビタミンAまたはカロチン

の欠乏は造精機能に悪影響を及ぼすが、良質の粗飼料を十分給与していれば心配はない。

③　季節

日本では夏から秋にかけて精子濃度と精子生存性の低下、奇形精子率の上昇等精液性状が

悪化して、受胎成績が低下する場合があり、この現象を夏季不妊summer sterilityという。こ

れは高温多湿が造精機能に悪影響を及ぼしたためで、雄牛は出来るだけ涼しく湿度があまり

高くない環境下で飼うことが大切である。夏季不妊による精液性状の悪化の程度には個体差

があり、精液性状が極端に悪化して繁殖に供用できなくなり、あるいはそのまま不妊に陥る

こともある。

④　運動・日光浴

適度な運動と日光浴は新陳代謝を活発にし、体全体の血行を良くするので造精機能に好影

響を与える。また、過肥の防止、健康維持の観点からも大切である。

⑤　射精頻度

射精頻度は精液量、射出総精子数、精子活力、奇形精子率等精液性状に影響する。過度の

射精はこれらの性状を悪化させる。牛では、一般的には２～４日間隔で１日２射精を目途に

すると良い。

⑥　精液の採取条件

擬牝台への乗駕を抑制したり、何度か乗り降り（から乗り）させるなどして、性的興奮を

十分に高めてからペニスを人工膣に誘導し射精させると、精液性状は改善される。精液採取

法によっても影響され、電気射精法による採取精液では、人工膣法に比べて精液量が多いが、

精子濃度は低い。また、精液のpH値が高く、これは電気刺激による副生殖腺分泌液の増加

によるものである。
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第Ⅲ章　雌牛の繁殖の概要

雌牛の繁殖は、性成熟に伴い発情を発現することから始まり、交配、排卵、受精、着床、

胎子・胎盤の発育、分娩、そして、分娩後卵巣機能と子宮が回復して発情を発現し、また交

配され妊娠するというサイクルの繰り返しである。この繁殖のサイクルが、順調に繰り返さ

れることが雌牛の繁殖管理上最も重要である。しかし、現実には、繁殖のサイクルのあらゆ

るステージで、さまざまな障害が起こり、繁殖成績を低下させている（図Ⅲ－１）。

ここでは、まず、発情から始まる繁殖サイクルの一つ一つの事象について説明し、次いで

代表的な繁殖障害とその対策について述べる。

１．雌牛の生殖器の形態と機能

雌の生殖器は、外陰部、膣、子宮、卵管および卵巣など

からなり（写真Ⅲ－１）、非妊娠期では、その殆どが骨盤

腔の中に位置している。

（1）膣

膣は、精液の通過や排尿、そして胎子娩出の際に重要な

役割を果たしている。また、膣粘膜からは、特に発情期に

おいて、多量の粘液が分泌され、膣内を清浄化する。膣の

長さは、成牛では、通常、約30cmである。
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写真Ⅲ－１　雌牛（経産）の生殖器



（2）子宮

子宮は、子宮頚、子宮体および子宮角か

らなり、子宮頚の入り口を外子宮口、その

周囲を子宮膣部、さらに子宮頚の子宮体へ

の開口部を内子宮口と呼んでいる。子宮頚

の長さは、普通、10～12cmである。子宮頚

には３～４層の厚くて硬い趨壁があり（写

真Ⅲ－２）、発情期と分娩時以外は、硬くし

まって膣から子宮を隔てている。子宮頚管

からも、特に発情期には多量の粘液が分泌

され、膣から分泌される粘液とともに、発

情粘液として、外陰部から漏出してくる。

妊娠期には、頚管粘液は硬くなり、頚管に

栓をしたような状態になる。分娩が始まる

頃には、この粘液は融けて柔らかくなる。

子宮頚の前方には、子宮体がある。子宮

体は短く、長さ1.5～2.5cm程度である。子

宮体の前方に行くと、子宮は２本の子宮角

に分かれている。子宮角の長さは、おおよ

そ、30～40cmである。子宮の内膜には、80

から120の小さい隆起（子宮小丘）が見られ

（写真Ⅲ－３）、直径は大きいもので1.2cm程

度である。妊娠するとこの部分が胎盤節となり、妊娠末期には非妊娠時の10倍くらいの大き

さになる。

（3）卵管

子宮角の先端は卵管につながっている。卵管は長さ約15～20cm、直径３mmの管で、精子

や卵子あるいは胚を通過させる。卵管の先端には漏斗上の薄い膜からできている卵管漏斗が

あり、この卵管漏斗が卵巣に覆い被さって

おり、排卵された卵子を取り込む。

（4）卵巣

卵巣は、楕円形をしており、長さ2.5～５

cmである。卵巣の重要な働きは、卵子を作

り、排卵することと、ホルモンを分泌する

ことである。卵子は、その周囲を顆粒層細

胞で覆われており（写真Ⅲ－４）、やがて、

液で満たされた卵胞腔が形成される（写真

Ⅲ－５）。これを胞状卵胞と呼ぶ。発情近く
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写真Ⅲ－２　子宮頚にみられる数層の厚くて硬い

輪状の趨壁

写真Ⅲ－４　原始卵胞

核と細胞質、その外側に顆粒層細胞層があり、単

層の卵胞上皮細胞で囲まれている。

写真Ⅲ－３　長さ数cmの子宮体と子宮帆、そして

子宮角の内膜を示す。子宮内膜表面

には子宮小丘が多数認められる。



なると、この卵胞腔は急速に大きくなり、成熟卵胞（グラーフ卵胞）となる。この成熟卵胞

は卵巣そのものの半分くらいの大きさになる（写真Ⅲ－６）。発情を起こさせるエストロジ

ェンの産生に関与しているのは、卵胞腔の内壁を覆う顆粒層細胞と卵胞膜細胞である。

発情が始まって、24～32時間もすると、排卵が起こり、卵子は卵胞液とともに卵管腹腔口

に取り込まれる。卵子は、卵管の膨大部で

精子と出会い、条件がよければ受精が起こ

る。受精卵は、胚となり、排卵後４日目頃

に子宮に降りてくる。ちょうどこの頃、排

卵後の卵巣には黄体が形成される（写真

Ⅲ－７）。黄体は、10～12日間発育を続け、

卵巣そのものと同じ程度の大きさにまでな

る。受精が起こり、胚が順調に発育を続け

れば、黄体はそのまま残って妊娠黄体とな

り、妊娠期間中黄体ホルモンを分泌し続け

る。もし、受精が起こらなければ、排卵後

16～18日頃から黄体は退行を始める。

２．性周期

（1）発情

発情とは、雌牛が性行動を示し、雄牛を受け容れ、交配されれば受胎する可能性のある時

期のことを言う。発情は、牛では、おおむね21日の間隔で繰り返される。これは、卵巣にお

ける卵胞の成熟と黄体退行のサイクルが21日間隔で行われるためである。

①　発情のしくみ

卵巣に黄体がある間（黄体期）は発情は現れない。黄体から分泌されるプロジェステロン

の作用で、卵胞の成熟すなわちエストロジェンの産生が抑えられているからである。黄体が

退行してプロジェステロンが産生されなくなると、卵胞が成熟してエストロジェンを産生し、
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写真Ⅲ－７　黄体期の卵巣の断面。左卵巣には機

能性黄体。右卵巣には主席卵胞が認

められる。

写真Ⅲ－６　卵巣に認められる成熟卵胞写真Ⅲ－５　胞状卵胞

卵母細胞は顆粒層細胞に囲まれ、卵胞液で満たさ

れた卵胞腔が形成される。その外側には、卵胞膜

細胞層がみられる。



このエストロジェンが発情を起こさせる。すなわち、卵胞で産生されたエストロジェンは末

梢血液中に移行し、上位中枢に作用して、発情に特有の性行動を起こさせ、同時に、子宮、

膣および外陰部などにも作用して、子宮の収縮性を高め、子宮頚管の弛緩、膣および外陰部

の充血と腫大、発情粘液の分泌などの、発情徴候を起こさせる。

②　発情の徴候

発情が近くなると、周りにいる他の牛が興味を見せ始め、外陰部の臭いを嗅いだり（写真

Ⅲ－８）、乗駕しようとし始める。しかし、この時期は、他の牛が乗駕しようとすると嫌が

って逃げる。やがて、乗駕されても嫌がらなくなる（写真Ⅲ－９）。このような性行動の発

現とともに、生殖器にも変化が現れ始める。外陰部は充血し、腫大する（写真Ⅲ－10）。外

陰部から透明のよく伸びる粘液が漏出するようになる（写真Ⅲ－11）。子宮膣部は充血して

弛緩し、外子宮口も開いている（写真Ⅲ－12）。この状態は、膣鏡を用いて膣検査を行うと、

容易に観察できる（写真Ⅲ－13）。

発情の徴候として最も信頼できるのは、他の牛に乗られても逃げないでじっとしたまま、

それを受け容れる状態である。これを、上駕の許容あるいはスタンデイングと呼ぶ。また、
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写真Ⅲ－８　発情牛の外陰部の臭いをかぐ牛 写真Ⅲ－９　発情牛どうしのマウンティングとス

タンディング

写真Ⅲ－10 発情牛にみられる外陰部の腫大と陰

唇粘膜の充血

写真Ⅲ－11 透明で粘稠性のある粘液の外陰部か

らの流出



このような状態に基づいて発見した発情を、スタンデイング発情と言う。スタンデイング以

外の発情徴候は、二次的な発情徴候とみなされる。

スタンデイングが真の発情とみなされるのは、これが雄を受け容れる状態に最も近いこと

と、スタンデイングを示し始めてから６～８時間後から、スタンデイング終了後８時間くら

いまでの間に人工授精（AI）した場合に十分な受胎率が得られるからである。

一方、外陰部の充血や腫大、発情粘液の分泌などは、スタンデイングが始まる前から現れ、

スタンデイングが終了してからも半日から１日続くことがあり、必ずしも、雄の乗駕を許容

することを示すものではない。したがって、これらの徴候から発情と判断してAIを行っても、

タイミングが早すぎたり、遅すぎたりする可能性があり、十分な受胎率が得られないことが

多い。

スタンデイング発情の持続時間は、教科書的には、従来、16～20時間程度とされてきたが、

乳牛の場合は、実際には、それよりもかなり短いようである。ビデオを用いて発情行動を観

察したカナダの研究者の報告では、7.5～10時間、また、最近のスタンデイング探知装置に

よる調査結果では、7.1～9.6時間となっている。

３．発情周期における黄体と卵胞の消長－卵胞発育波の存在

発情が終了して排卵が起こると、４～５日後に黄体が形成される。この黄体は、12～13日

間存続した後退行し始め、これに伴って、新しい卵胞が発育・成熟し、発情が発現し、排卵

に至る。このように、黄体期中は、卵胞の成熟と排卵は起こらないのが普通である。

しかし、超音波断層装置を用いて、直径数ミリ以上の小型の卵胞の消長を観察すると、黄

体期においても、卵胞の発育と閉鎖退行が繰り返されていることがわかる（図Ⅲ－２）。す

なわち、排卵後、間もなく、４～５個程度の新しい卵胞が発育し始め、数日後には、このう

ちの１個だけがさらに発育を続け、他の卵胞（下位卵胞）は閉鎖退行する。この発育を続け

る卵胞は、主席卵胞と呼ばれ、一定の大きさにまで発育するが、機能性黄体が存在し、血中

プロジェステロン濃度が高い時は、LHパルスの頻度が低下するため、主席卵胞はそれ以上

発育することなく、途中で閉鎖退行する。主席卵胞は、インヒビンとエストラジオールを分

泌するため、主席卵胞が存在している間は、卵胞刺激ホルモン（FSH）分泌が抑制され、新
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写真Ⅲ－12 子宮膣部の充血、外子宮口の弛緩お

よび粘液の流出

写真Ⅲ－13 ガラス製の膣鏡による膣検査



しい卵胞の発育は起こらない。主席卵胞が閉鎖退行すると、インヒビンとエストラジオール

が分泌されなくなるため、FSHの分泌が始まり、再び、新しい卵胞の発育が始まる。この第

二波の主席卵胞が閉鎖退行すると、第三波が始まり、第三波の主席卵胞が形成される頃に、

黄体の退行が起きる。黄体の退行に伴って、血中プロジェステロン濃度が低下すると、黄体

形成ホルモン（LH）パルス頻度が上昇するため、主席卵胞はさらに発育を続け、成熟して、

エストラジオールを分泌し、発情を起こさせるとともに、LHサージを起こさせ、排卵に至

る。

発情周期中の卵胞発育波は、２回の場合と３回の場合がある。一般的に、泌乳中の乳牛で

は３回、未経産牛では２回のものが多い。

４．交配、受精、着床、妊娠と妊娠による母体の変化

（1）交配

牛では、自然交配の場合、射精は膣の深部で行われる。射出された精液中の精子は、子宮

外口から子宮頚管を経て、子宮角に達し、子宮収縮などにも助けられながら、子宮角および

卵管を上行して卵管膨大部に達し、ここで卵子と会合して受精の機会を得る。

乳牛では、ほとんどの場合、交配はAIによって行われる。AIでは、精液の入ったストロー

を装着した精液注入器を膣から挿入し、子宮頚管を通過させて、子宮体に精液の注入を行う。

自然交配の場合は５～10億の精子が射出されるが、人工授精では、１～３千万の精子しか注

入しないため、子宮内に注入する必要がある。
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図Ⅲ－２　牛の発情周期における卵胞発育波（金子2003）



人工授精で最も高い受胎率が得られる時期（授精の適期）は、発情が終わる少し前であり、

発情の中間から発情終了後８時間であれば、満足できる受胎率が得られる。

（2）排卵と黄体形成

成熟してエストロジェンを産生し、発情を起こさせた卵胞は、発情が終了してからおおよ

そ12時間で排卵する。すなわち、卵胞膜の

一部が破れ、そこから、卵胞液が噴出し、

卵子も卵胞液とともに卵胞外へ排出され

る。卵子は、卵管間膜や卵巣采などの働き

で、卵管の腹腔口から卵管に取り込まれ、

卵管膨大部に移動する。

排卵後の卵胞腔では、軽度の出血があり、

時間がたてば血餅で盛り上がったような形

になる（写真Ⅲ－14）。排卵後４日目頃に

は、黄体が形成される。

（3）受精と着床

子宮に注入され、卵管の膨大部に達した精子と、排卵後卵管膨大部に下降してきた卵子の

間で受精が起きるためには、いくつかの条件が整っていなければならない。

まず、精子側の条件としては、子宮に注入されてから少なくとも６時間以上は経っており、

なおかつ24時間以上は経っていないこと。そして、卵子は排卵後10～12時間以内、できれば

２時間以内であること。精子は、注入されてから６時間経たないと受精能力を獲得できない

ことと、24時間以上経つと、受精能が徐々に低下し始めるからである。また、排卵後の卵子

は、10～12時間受精能を維持しているが、最も高い受精能を持っているのは２時間までだか

らである。

受精後の卵子は、分割を繰り返しながら、卵管を下降し、桑実胚期頃に子宮に降りてくる

（写真Ⅲ－15）。胚が子宮内に降りてくるのは、排卵後４日目ごろである。

胚は子宮内で発育を続け、受精後17日目頃には、細長いフィラメント状になり（写真Ⅲ－

16）、子宮内膜に着床し始める。その後、器官の分化が進み、45日目ごろには胎子となり、
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写真Ⅲ－15 AI後７日目に子宮から回収された桑

実胚

写真Ⅲ－14 排卵後卵胞腔にみられた血餅（発情

の翌日）

写真Ⅲ－16 授精後17日目の細長いフィラメント

状の胚（提供：菅微行）



胎膜には明瞭な胎盤が形成される（写真

Ⅲ－17）。

直腸検査によって妊娠診断を行うことが

可能になるのは、未経産では受精後30日前

後から、また、経産では32日前後からであ

る。

（4）胎子と胎盤の発育

胎子は、妊娠の５か月目以降から急速に

発育するが、妊娠末期になるほど発育の速

度が増す。胎子の発育に伴って、胎盤も発

達する。写真Ⅲ－18は、妊娠約８か月の胎

子と胎膜を示している。胎盤に分布してい

る血管が胎子の臍帯に集まっているのがわ

かる。母体側の胎盤にも血管がよく発達し

ており、胎盤を介して、胎子は母体からの

栄養の供給を受けている。母体の血液が直

接胎子に流れていくことはない。

胎盤は、また、いくつかのホルモンを産

生し、妊娠の維持、乳腺の発育および分娩の発来などに重要な役割を果たしている。

５．妊娠診断と妊娠期間

（1）早期妊娠診断

①　早期妊娠診断の必要性

交配後は、できるだけ早期に妊娠診断を行わなければならない。これは、不受胎牛を早期

に摘発して速やかに再授精を行うことと、卵巣や子宮の疾患があれば直ちに治療を行うため

である。さらに、早期妊娠診断によって受胎牛を弁別し、牛群の繁殖成績を早く評価するこ

とができる。

したがって、経済的見地からは、授精後の次の発情予定日前に妊娠診断を行うのが理想的

であるが、技術的な制約もあり、実際的には、妊娠診断は遅くとも授精後35日前後で行うこ

とが望まれる。

②　主な早期妊娠診断法の診断可能時期、診断精度および実用性

現在、最も広範に用いられている妊娠診断法は、直腸検査による子宮の触診法である。つ

いで、超音波断層法、そして、乳汁・血漿中黄体ホルモン測定法などがある。

直腸検査では授精後32～35日前後から、超音波断層検査では25～28日から、妊娠をほぼ正

確に診断できる。

黄体ホルモン測定法は、授精後21～23日における黄体の存続の有無を推定することにより、

妊娠診断を行うもので、黄体ホルモン濃度が低く、非妊娠と診断した場合の的中率は高いが、
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写真Ⅲ－17 40～45日齢（推定）の胎子と胎膜

写真Ⅲ－18 ８ヵ月齢（推定）の胎子と胎膜



黄体ホルモン濃度が高く、妊娠と診断した場合の的中率は低い。

（2）胎子・胎盤発育状態の検査と胎子の生死鑑別

①　直腸検査等による妊娠診断が困難な例

妊娠３～４ヵ月を経過したもので、肥満のために直腸の周囲に脂肪がついているような例

では、子宮の触診が困難で、妊娠診断できないことがある。このような例では、胎盤由来の

ホルモンの一種であるエストロンサルフェートの血中濃度を測定すると、妊娠診断が可能で

ある。

②　流産・早産徴候発現例

妊娠４～５ヵ月以降に流産や早産の徴候が現れた場合は、胎子の生死を確認し、胎子が生

存していれば直ちに治療を行う必要がある。

しかし、胎子がすでに死亡している場合は、速やかに胎子を娩出させる処置を施す。

胎子の生死鑑別には、胎子心電検査法,超音波ドップラー診断法などの他、血液中エスト

ロンサルフェート測定法などが用いられる。

（3）妊娠期間

牛の妊娠期間は、品種によっても若干の差があるが、おおむね。273～292日である。標準

的な妊娠期間は、ホルスタイン種では、278～282日、ジャージー種では277～280日である。

黒毛和種の平均妊娠期間は285日と、ホルスタイン種よりもやや長い。

同じホルスタイン種でも、種雄牛の品種が異なる場合は、妊娠期間も異なってくる。例え

ば、ホルスタイン種に黒毛和種を交配した場合は、妊娠期間は282～283日長くなり、黒毛和

種の胚を移植した場合は、妊娠期間は黒毛和種と同じく、285日となる。

胎子が雄の場合は、雌の場合よりも妊娠期間が１～２日間長くなり、双胎妊娠の場合は、

分娩予定日よりも、３～６日間早く分娩することが多い。

６．分娩と分娩後の繁殖機能の回復

（1）分娩

分娩は、子牛の生産と乳生産の開始という意味で、繁殖管理上極めて重要である。牛が、

健康で理想的な栄養状態で分娩の時期を迎え、健康な胎子を娩出し、胎盤も正常に排出され

ると、分娩後の食欲の回復も早く、産後の病気も少ない。また、生殖器の回復も早く、受胎

しやすい。

しかし、現実には、分娩時に異常が発生することが多く、その結果、胎子や子牛が死亡し

たり、母牛が産後の病気に罹患したり、あるいは、生殖器の回復が遅れ、受胎率の低下を招

くことが少なくない。

分娩時の異常を防ぐ上で重要なことは、分娩の監視にあたる人が、分娩の正常な経過を熟

知していることである。そうすれば、分娩の異常を早期に発見し、適切な処置によって、損

失を最小限にとどめることができる。
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①　分娩発来の機序

牛の分娩発来のメカニズムは、

図Ⅲ－３のように理解されてい

る。すなわち、分娩予定日近くな

ると、図の①胎子の下垂体から副

腎皮質刺激ホルモン（ACTH）が

大量に分泌され、②ACTHが副腎

皮質を刺激し、副腎皮質ホルモン

（F）の分泌量を増加させる。Fは、

胎盤に作用して、プロジェステロ

ン（P）の産生を抑える一方で、

エストロジェン（E）の産生を促

す。このEの増加によって、③子

宮のオキシトシンに対する感受性が高まり、④子宮頚が弛緩して開き始め、⑤子宮における

プロスタグランジン（PG）F2αの産生が促される。このPGF2αは、⑥妊娠黄体を退行させ、

⑦子宮収縮（陣痛）を起こさせる。⑧陣痛に伴って、胎子と胎膜は産道方向に押しやられ、

子宮頚管が開大し始める。やがて、胎子の足の先端などが子宮頚管に進入してくる。⑨この

子宮頚への刺激によって、下垂体から大量のオキシトシンが分泌される（ファーガソン反射）。

オキシトシンは、⑩強い陣痛を起こさせるとともに、⑪腹筋にも作用して腹壁の強い収縮を

起こさせる。胎子が正しい姿勢で産道内に

進み、胎子の大きさと骨盤の大きさに不均

衡がなければ、この強い陣痛と努責によっ

て、胎子は娩出される。

結局、分娩の引き金になるのは、胎子の

下垂体からのACTHの分泌量の増加という

ことになるが、このACTH分泌を増加させ

るシグナルを出しているのは、胎盤である

ことが知られている。

②　分娩の前徴

分娩が近くなると、乳房と乳頭の腫大、

骨盤靭帯の弛緩に伴う尾根部の挙上と殿筋

部の沈下（写真Ⅲ－19）、外陰部の腫大や粘

液の漏出などがみられる。これらの分娩前

徴の中で、最も信頼性が高いのは骨盤靭帯

の弛緩であり、これが明らかに認められる

ようになれば、遅くとも１～２日以内で分

娩が起こる。

分娩前に、乳房の腫大とともに、乳房の

前方および後方に皮下浮腫が広がることが
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図Ⅲ－３　牛の分娩発来のメカニズム模式図

下垂体

下垂体後葉ホルモンOxytocin

妊娠黄体

写真Ⅲ－19 分娩１～２日前にみられる骨盤靱帯

の弛緩と推定法

写真Ⅲ－20 未経産牛でよくみられる分娩前の乳

房浮腫



ある（写真Ⅲ－20）。このような乳房周囲の浮腫は、特に未経産で多くみられる。そのまま

放置しておいても特に支障はないが、重度の場合は、１日に２回程度運動場に出すか利尿剤

の投与を行うとよい。

③　胎子娩出の経過

分娩第一期（開口期）：子宮の収縮（陣痛）が始まると、子宮内圧が高まり、胎膜と胎水

が子宮頚管に進入し、頚管は徐々に開いてくる。頚管が十分に開くと、胎子の足の先端が頚

管に進入してくる。この陣痛開始から頚管の開大までの期間を、分娩の第一期（開口期）と

言う。牛では、開口期の長さは平均４時間であるが、６～12時間と言う場合もある。陣痛は

まだ弱く、陣痛の間隔も15分間程度と長い。牛は、そわそわと落ち着きが無くなり、牛房内

を歩き回ったり、頻繁に座ったり立ち上がったりして，排糞回数も多くなる。

分娩第二期（産出期）：陣痛が続き、胎子が正常な姿勢で産道に進んでくると、陣痛はい

っそう強くなり、尿膜嚢が破れ、中の尿水が排出される。これを第一次破水と言う。尿水は、

茶褐色でさらさらとした水様である。一次破水後１時間もしないうちに、外陰部から、灰白

色で半透明の羊膜に包まれた状態で、足の先端が出て来る。これを足胞の形成と言う。足胞

は、牛が座っている状態の方が発見されやすく（写真Ⅲ－21）、起立すると膣内に戻ること

もある。やがて、二次破水が起こり、足の先端が直接見られるようになる（写真Ⅲ－22）。

牛が最大の陣痛を必要とするのは、胎子の頭の部分が膣を通過するときであり、唸り声を挙

げ、苦悶する。やがて、頭が陰門に現れ（写真Ⅲ－23）、頭から肩の部分が通過し、娩出が

完了する（写真Ⅲ－24）。娩出時に、臍帯は自然に断裂し、新生子の肺呼吸が始まる。この
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写真Ⅲ－21 産出期にみられる足胞形成

写真Ⅲ－24 胎子娩出の完了。この後母牛が起立

し、臍帯は自然に断裂することが多

い

写真Ⅲ－22 二次破水後前肢の先端が露出

写真Ⅲ－23 胎子頭部の産道通過



ように、胎子が産道に進入し始めてから娩

出されるまでの期間を、分娩第二期（産出

期）と言う。産出期の長さは、１～２時間

程度が普通であるが、初産牛は経産牛に比

べて、やや長い。また、胎子が尾位の場合

（いわゆる逆子）は、頭位の場合よりもや

や産出期が長くなる（写真Ⅲ－25）。

分娩第三期（後産期）：胎子娩出後も、

後陣痛と呼ばれる陣痛が続き、胎盤が排出

される（写真Ⅲ－26）。胎子娩出後胎盤が

排出されるまでの時間は、平均５時間程度

である。12時間経っても胎盤が排出されな

い場合は、異常とみなされ、胎盤停滞と呼

ばれる。排出された胎盤は、広げてみて、

全部分が排出されたかどうかを確認してお

く（写真Ⅲ－27）。

④　新生子の自発呼吸開始

胎子が娩出され、臍帯が断裂すると速や

かに自発呼吸が始まる。出生直後の新生子

がすぐに頭を持ち上げ，ぷるぷるっと震わ

すようであれば、おおむね順調である。し

かし、出生後、ぐったりとして頭を持ち上

げようともしないような場合は、自発呼吸

が始まっておらず、酸素欠乏による新生子

仮死が疑われる。この場合は、直ちに呼吸

蘇生の処置を行う必要がある。出生後２～

３分以内に自発呼吸が開始しない場合は、

助かる可能性は低い。

（2）分娩後の卵巣機能の回復と子宮修復

①　分娩後の卵巣の回復

妊娠末期の卵巣には、妊娠黄体があるが、

この黄体は分娩直前には退行する。したが

って、分娩後直後の卵巣には、機能性黄体も成熟卵胞もない。このように分娩後静止状態の

卵巣が再び活動を始めるのは分娩後３～５日目頃からである。

分娩後３～５日目頃から、新しい卵胞の発育が始まり、栄養状態がよく、産後疾病がなけ

れば、10～15日頃に初回の排卵が認められる。この時には、発情を見せないことが多い。つ

いでやや短めの黄体期を経て、30～35日頃に２回目の排卵があり、この時に分娩後初めての

発情を示すのが普通である。その後は、21日前後の周期で発情を繰り返す。
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写真Ⅲ－25 尾位の胎子の娩出

写真Ⅲ－26 胎子娩出後の胎盤の

排出

写真Ⅲ－27 正常に排出された胎盤



ただし、実際には、特に高泌乳牛では、分娩後エネルギーが不足する傾向があり、このた

めに初回の排卵が遅れ、30～35日頃になっても、まだ卵巣が静止状態のままというケースが

多い。卵巣の回復が遅れると、子宮の回復も遅れ、受胎率も著しく低くなる。

②　分娩後の子宮の修復

分娩直後の子宮は大きく、重さが10kg近くあり、その中には、胎水や血液そして変性した

組織などが貯溜しており（悪露）腹腔の下の方に下がったままの状態である。分娩後の子宮

は、子宮収縮によって速やかに悪露を排出する。分娩後数日間は大量の赤褐色の悪露を排出

するが、10～14日後には量が減少し、透明な粘液を排出するようになる。24日頃になると、

粘液の排出は見られなくなる。

子宮の大きさは、分娩後30～40日頃までには、ほぼ妊娠前のサイズに戻るが、子宮内膜の

粘膜上皮が再生され、子宮内の細菌が清浄化されるのは、分娩後50日頃である。

子宮の修復は、難産、胎盤停滞、細菌感染、起立不能などを起こした牛では、著しく遅れ

る。子宮の修復が遅れた例では、その後の受胎率は低下する。

７．繁殖障害と繁殖障害対策

乳牛の繁殖サイクルにおいては、それぞれの時期に様々な障害が発生し、分娩間隔の延長

を招いている。主な障害は、ａ．分娩後無発情、ｂ．低受胎、ｃ．妊娠期の胎子と母体の異

常、ｄ．分娩時の異常、そして、ｅ．分娩後の生殖器の回復の遅れの５つである。ここでは、

この中で、人工授精に関係の深いａ．分娩後無発情とｂ．低受胎の二つを取り上げる。

（1）分娩後無発情

分娩後授精開始の時期を過ぎても、発情が来ない、あるいは分からないために授精を行う

ことができない状態であり、「無発情・微弱発情・短発情・発情見逃し」症候群とも言われ

る。

発情が発見されるための条件は、卵胞が成熟してエストロジェンを十分に分泌すること、

しかもその前に黄体期があり、生殖器や上位中枢が黄体ホルモンの感作を受けていること、

発情が明瞭で適度に持続すること、発情発見の方法が適切であることなどである。これらの、

どれか一つでも欠けると、発情は発見されない。したがって、原因としては、次のような事

項が挙げられる。これらのうち、最も重要なのは、③の発情不明瞭と④の発情見逃しである。

①　卵胞そのものが成熟しない

卵胞発育障害と呼ばれるもので、殆どが卵巣静止である。栄養状態が不良なものに見られ

る。

②　卵巣静止後初回の排卵

分娩後の初回排卵の際によく見られる。分娩後は妊娠黄体が退行した後、初回排卵後まで

は黄体が形成されないので、生体が黄体ホルモンの感作を受けておらず、初回排卵時に成熟

卵胞からエストロジェンが分泌されても、発情徴候は現れない。

③　発情が不明瞭（鈍性発情、無発情、微弱発情、短発情）

卵胞は成熟し、その前に黄体期があっても、発情が殆ど現れないか、あるいは微弱であっ

たり、発情徴候があっても十分な時間を持続しない。高泌乳エネルギー不足、蹄病、暑熱、
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飼養密度、フリーストールのコンクリート床などが関与している。

④　発情の見逃し（発情発見方法と技術の問題）

発情が発見できない最大の原因である、発情見逃しの最大の原因は、飼い主が、発情発見

を正しく行っていないことであろう。牛の発情は通常、夜間に始まり、平均20時間程度持続

するとされているので、１日２回、早朝と夜のできるだけ遅い時間に、20分程度ずつ発情の

行動を観察すれば、発情を見逃すことは少ないと考えられる。しかし、現実には、牛群によ

っては、半数以上の発情が見逃されている。

発情見逃しのもう一つの原因は、③にも述べたように、発情の徴候が微弱となり、しかも

発情の持続時間が短かくなっていることである。

（2）低受胎

人工授精しても受胎しない状態であり、これらの中で、臨床的に明らかな異常が認められ

ないにもかかわらず３回以上授精を行っても受胎しないものを低受胎牛あるいはリピートブ

リーダーと呼ぶ。

まず、発情が現れて、AIが行われ、受胎するまでの過程を見ながら、どこのところで異常

が起きて不受胎になるのかを考えてみよう（図Ⅲ－４）。

発情が正確に発見された場合、発情開始後10時間頃から、発情終了後８時間くらいまでの

間にAIが行われるのが望ましい。これより早くても、また遅くても受胎率は低くなる。精液

は正確に子宮頚管深部あるいは子宮体に注入する。注入された精子は、自らの前進運動と子

宮および卵管の収縮に助けられながら、早いものでは数分間で卵管の膨大部に到達する。し

かし、子宮あるいは卵管の中で少なくとも６時間程度は経過しないと、受精能を獲得するこ

とができない。精子が受精能を獲得した後、あるいは、その数時間前に排卵が起こると、高
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い確率で受精が起こる。受精卵はやがて、分割を開始し、胚となり、AI後４日目頃に子宮に

下降してくる。この頃、卵巣には、黄体が形成され、黄体ホルモンが産生され始める。黄体

ホルモンは、主に、子宮に作用し、胚の発育に必要な成分を含む粘液（子宮乳と呼ぶ）の産

生を促す。胚が順調に発育すれば、やがて胎子となり、子宮に着床し、さらに発育を続ける。

不受胎例で見られる大きな問題は二つであり、その一つは、受精が起こらないという問題

であり、もう一つは、受精は起こるものの胚が途中で死滅してしまうという問題である。

一般に、牛のAI後における受精障害と胚の死滅の発生率は、１～２回のAIで受胎するよう

な正常牛で、それぞれ、10～15％と15～25％であり、３回以上のAIで受胎しない、いわゆる

リピートブリーダーでは、それぞれ30～40％と30～35％にのぼる。つまり、不受胎の約半数

は受精障害によるもので、残りの半数が胚の死滅によるものと考えられる。

そこで、ここでは、受精の障害による不受胎と、胚の早期死滅による不受胎を取り上げ、

それらの原因と対策について述べることとする。

①　不受胎の原因としての受精障害

AIを行ったにもかかわらず、卵子と精子の会合が起こらなかったり、会合しても受精が起

こらなかったりする主な原因としては次のようなことが上げられる。すなわち、i 不適期

のAI、ii 発情発見の失宜、iii AIの失宜、iv 排卵の障害、v 卵管の障害である。

i．不適期のAI

牛のAIにおいて十分な受胎成績をあげるには、適期に授精を行うことが重要であることは、

すでに述べたとおりである。

授精が早すぎると、排卵までの間に、精子が老化し、受精能を失ってしまう。逆に、授精

が遅すぎると、精子が受精能を獲得するまでの間に、卵子が受精能を失う可能性があり、ど

ちらにしても、受精が起こらないことになる。

なかなか適期にAIできない原因には、発情が正確に発見されていないことと、ホルモンに

よる発情同期化にたよりすぎていることなどがある。

AI適期を知るためには、発情かどうかだけでなく、発情がいつ頃から始まったか、あるい

は、発情がいつ頃終わったかがわからなければならない。そのためには、１日何回か発情の

観察を行わなければならないが、現実にはあまり行われていない。

ホルモン剤によって発情を誘起しても、投与後発情までの日数に２～６日間のばらつきが

あるので、発情を正しく見つけなければ、適期にAIすることは困難である。明瞭な発情を確

認しないまま、だいたいの目安で時期を決めてAIしても、高い受胎率は期待できない。

ii．発情発見失宜

飼い主が、実際には発情ではない牛を発情と判断してAIを依頼し、AIが実施されたような

場合、受胎する可能性は皆無に近い。当然、排卵は起こらないし、子宮収縮がないので注入

された精子が子宮から卵管膨大部に達する可能性は極めて低い。

外部発情徴候や発情行動を注意深く観察していれば、このような問題はあまり起こらない。

しかし、ドイツで行われたある調査では、AIされた牛の15％は実際には発情ではなかったと

されている。著者らが、以前に道内のある地区で行った調査では、AI実施例のうち、発情で

なかったものは５％以下であった。このような調査には、例えば、AI日の乳汁あるいは血液

を採取し、黄体ホルモン濃度を測定して、その濃度が一定レベルよりも高いものは発情では
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なかったと判定する方法が用いられる。

iii．AI失宜

人工授精の技術面の問題としては、凍結精液の融解方法、融解後注入までの取り扱い、注

入器挿入の際の衛生、注入器の子宮頚管通過の難易、精液の注入部位などが上げられる。

AIの技術的なことが受精障害の原因になる可能性があると言うことについては、日本では

これまであまり重要視されてこなかった。しかし、AIを行う技術者によって受胎率に差があ

ることは事実であり、適宜AI技術のチェックを行う必要があろう。

iv．排卵の障害

適期にAIを行っても、排卵が遅れると、精子の活力と受精能が低下し、受精が起こらなく

なる可能性がある。発情の徴候が明瞭であれば、排卵障害が起こることは少ないが、エネル

ギー不足や蛋白質の過剰あるいは、その他の非特異的ストレスが原因となって排卵障害が起

こることがある。

排卵が遅れた場合、卵胞内の卵子の受精能も徐々に低下するとされており、連続してAIを

行っても、高い受胎率は期待できない。むしろ、次回の発情時にAIと同時に排卵促進作用の

あるホルモン剤を投与するのが適当であろう。

v．卵管の障害

卵管が癒着したり、閉鎖していると、当然、精子は卵管膨大部まで到達できないし、卵子

も卵管に取り込まれない。

受精障害の原因としての卵管疾患の頻度はそれほど多くない。

ただし、廃用屠殺された例の中に、まれに、卵管水腫や卵胞嚢腫と卵管の癒着が認められ

る。卵管水腫は、分娩後の子宮内膜炎が卵管炎を継発することによって発症することがあり、

また、卵巣と卵管および卵管間膜との癒着は、卵胞嚢腫の用手破砕による嚢腫壁からの出血

に起因することが多い。

②　不受胎の原因としての胚の死滅とその対策

すでに述べたように、AI後、受精が起こり、胚になって子宮に降りて来た後、胎子になる

までの間に死滅してしまうものも少なくない。胚の死滅が起きるのは、受精後６～15日頃が

比較的多く、この場合、次回の発情は予定通り再発するのが普通である。したがって、AI後

予定日前後に発情が再発した場合、受精の障害による不受胎なのか、あるいは、胚の早期死

滅によるものかは、実際にはわからない。

ただし、AI後の発情が、予定日を過ぎて、例えば、25日以降に再発した場合は、胚の死滅

が疑われる。

胚の死滅の主な原因としては次の５つである。i 早過ぎるAI,遅過ぎるAI、ii 子宮内感染、

iii 栄養障害、iv 黄体機能不全、v 暑熱による体温上昇などがあげられる。

i．早過ぎるAI、遅過ぎるAI

AIのタイミングが早すぎると、排卵までの間に、精子が老化し、受精が起きにくくなるこ

と、また、遅過ぎると、精子が受精能を獲得するまでの間に卵子が老化して、やはり受精障

害が起きることは、本章の９－（2）－①－i（P31）ですでに説明したとおりである。

老化し始めた精子あるいは卵子が、なおも受精能力を保有していることがあり、この場合、
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受精が起こることがある。このように、老化し始めた精子あるいは卵子によって受精が起き

た場合、この受精卵は胚に発育するものの、胎子になる前に死滅する確率が高いとされてい

る。

ii．子宮内感染

子宮内感染の主なものは子宮内膜炎であり、不受胎の主要な原因と考えられてきた。すな

わち、炎症によって子宮内の環境が悪化し、卵管から降りてきた胚が子宮内で発育できず、

死滅するのではないかという考えである。そこで、古くから、AIの前あるいはAIの翌日に子

宮洗浄を行ったり、AIの翌日に子宮内に抗生剤等を注入したりという方法が行われてきた。

しかし、膣から膿性の粘液を排出しているような明らかに子宮内膜炎とわかるような例は

別として、三回以上AIしても受胎しないようなリピートブリーダー例で、子宮内膜炎を疑っ

て、AI後に子宮内に薬剤を注入しても、あまり効果がないことが、現在では明らかにされて

いる。

また、リピートブリーダー例の子宮に正常な胚を移植するとかなりの例が受胎することも

知られており、これらの例では子宮内環境の悪化が不受胎の原因とはなっていないと解釈さ

れること。さらに、リピートブリーダーから採取した胚を正常な牛の子宮に移植した場合、

殆ど受胎しないことから、子宮内環境よりもむしろ、胚そのものに原因があると考えられて

いる。

したがって、明瞭な子宮内膜炎の症状を表している例は別として、なかなか受胎しないか

らと言って、すぐに、子宮内膜炎を疑うのは適当ではない。

iii．栄養障害（蛋白質、エネルギー、ミネラル、ビタミン）

栄養障害が直接的に胚の死滅を起こさせるかどうかは、まだ十分には明らかにされていな

い。ただし、分娩後におけるボデイコンデイションスコアー（BCS）や乳蛋白率が低く、エ

ネルギー不足が疑われる例では、明らかに初回受胎率が低いことが知られている。もっとも、

この受胎率の低下が、胚の死滅によるものか、あるいは、受精の障害によるものかは明らか

でない。

タンパク質の過剰や、ミネラルおよびビタミンの不足なども、子宮内環境を悪化させ、胚

の死滅を招く可能性があることが指摘されているが、詳しい因果関係はわかっていない。

定期的に、BCSや乳蛋白率の検査を行い、特に、分娩後のエネルギー摂取不足に注意する

ことが重要であろう。

iv．黄体機能不全

排卵後４日目前後で、卵巣には黄体が形成され、黄体からは黄体ホルモンが分泌される。

黄体ホルモンは、卵管を弛緩させ、胚が卵管膨大部から卵管狭部を経て、子宮に降りてく

るのを助けるとともに、子宮に作用し、子宮内を胚の生存と発育に適した環境に変える役割

を持っている。したがって、黄体の形成が遅れたり、形成された黄体のホルモン分泌能が低

い場合は、胚の下降が遅れたり、子宮内の胚の発育に悪影響が出てくることになる。

著者らが、リピートブリーダー牛21頭について、AI後の黄体機能を乳汁中黄体ホルモン濃

度を指標にして調べた成績では、黄体機能が正常であったものは、21頭中８頭であり、８頭

中５頭が受胎した。一方、21頭中13頭は黄体形成の遅延あるいは黄体機能の低下を示し、い

ずれも受胎しなかった。
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v．暑熱による体温の上昇

暑熱期には、受胎率の低下が見られるが、これは、暑熱ストレスによって発情が微弱にな

り、AIの適期の判定が難しく、不適期AIが多くなることと、適期にAIされて受精が起きても、

受精卵あるいは胚が直接、暑熱

による牛の体温の上昇の影響を

受けて死滅するためではないか

と考えられている。

図Ⅲ－５は、発情後７日間暑

熱ストレスを負荷した牛と無処

置の牛における胚の生存率等を

調査した成績である。暑熱スト

レス負荷例では、対照例に比べ、

正常胚および生存胚の割合が著

しく低下しており、胚の死滅の

発生が増加していることがわか

る。

さらに、暑熱の影響は、受精

後１～２日以内の胚に強く現

れ、受精後３日目以降になると、

胚は暑熱の影響をあまり受けな

くなるとされている。したがっ

て、暑熱期には、人工授精より

も、受精後７～８日の胚を移植

した方が高い受胎率が得られる

（図Ⅲ－６）。

このように、暑熱期における

胚の死滅は、AI当日を含めて数日間に起こりやすいことがわかる。したがって、特に、AI前

後における暑熱対策に重点を置き、この時期の体温の上昇を極力抑えることが、受胎率の低

下を防ぐ一つの方法と言える。

以上のように、乳牛の受胎率低下の原因は主に、受精の障害と胚の早期死滅であり、これ

らの原因には、授精適期の問題から、授精技術の問題、栄養上の問題、子宮感染の問題、暑

熱の問題など、多くの問題が含まれている。

（3）繁殖管理プログラム

①　分娩後の繁殖管理

分娩後の繁殖管理には個体レベルで考えるものと、牛群レベルで考えるべき事項とがある。

一般的には、牛群全体として繁殖成績を評価し、問題点を見つけだし、その対策を講じ、成

績が向上したかどうかを評価するといったことを繰り返しながら、目標に到達し、それを維
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図Ⅲ－５　暑熱ストレス負荷が牛の胚の発育に及ぼす影響

（Putney, 1989）

図Ⅲ－６　暑熱期における人工授精と胚移植による牛の受胎率

の比較（Putney, 1989）



持していくために繁殖管理を行う。

そこで、ここでは、まず、牛群の繁殖成績をどう評価するかについて説明し、ついで、繁

殖成績向上のための繁殖管理のポイントについて述べる。

i．牛群の繁殖成績評価の指標

（i）従来の繁殖指標と問題点

これまでよく用いられてきたのは、ａ．平均空胎日数、ｂ．平均分娩間隔、ｃ．１受胎当

たりAI回数などである。

しかし、これらの数値は、牛群の繁殖成績を比較的短い間隔で定期的に評価するには適さ

ない。平均分娩間隔は、少なくとも２回分娩しないと数値が得られない。また、分娩間隔別

に頭数分布を現すと、長いものもあれば短いものもあり、必ずしも、正規分布を示さないこ

とが多く、牛群全体としての平均値そのものにあまり意味がない。また、不受胎で廃用にな

ったり、更新のために淘汰されたものは、この成績に含まれない。

ただし、過去にさかのぼって、例えば、年度ごとの繁殖成績の評価を行う場合には、この

数値は重要である。また、各個体ごとの成績の評価にも使える。

平均空胎日数も、分娩間隔と同様に、短い間隔での評価には適さない。また、この成績に

は、妊娠診断前、AIがまだ実施されていないもの、途中で廃用・淘汰されたものは含まれな

い。

１受胎当たり平均AI回数についても、空胎日数の場合と同様の問題がある。

（ii）より適切な繁殖指標

例えば、毎月、牛群の繁殖成績を評価したいと言う場合には、次のような指標がよく使わ

れる。

ıb発情発見率

ıb受胎率

ıb妊娠率

ıbAI開始予定日（VWP）

ıbAI実施期間（breeding period）

一定の期間内に、例えば、ある月の１か月間あるいは分娩後115日までに受胎させたい牛

の頭数に対して、実際にAIされて受胎した牛の割合を妊娠率という。したがって、一定期間

内の発情発見率（AI実施率）に受胎率を掛け合わせて算出する。

例えば、ある月にAIされるべき牛が20頭いたとすると、そのうち実際にAIされたのが12頭

で、12頭中６頭が受胎した場合は、発情発見率50％、受胎率50％で、妊娠率は25％というこ

とになる。

一般的な妊娠率の指標は、次のとおりである。

ıb15％：低すぎる

ıb20％：普通

ıb35％：理想的

妊娠率が高いほど牛群全体の分娩間隔は短縮されるので、１頭当たりの収益性も高くなる。

ただし、妊娠率が35％に達すると、それ以上妊娠率が上がっても、収益性の増加程度は鈍く
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なるので、35％を目標にするのが実際的と言われている。

それでは、妊娠率を上げるためには、どのような繁殖管理を行えばよいであろうか。

妊娠率は、発情発見率と受胎率を掛け合わせたものであるから、発情発見率を高めること

と、受胎率を高めることが、妊娠率の向上につながる。

受胎率はそれ程悪くないが発情発見率が低いと言う場合は、当然、発情発見率の向上に重

点的に取り組むべきだし、両方とも低い場合は、発情発見率の向上とともに受胎率の向上に

取り組むことになる。

一般的には、受胎率の向上に比べると、発情発見率を向上させる方が簡単であり、しかも

効果がすぐに現れやすい。受胎率を数パーセント上げるのがいかに難しいかは、よく知られ

ているとおりである。

発情発見率を高めるための速効的な方法は、発情発見補助器具を使用するか、あるいは、

発情・排卵同期化法を応用することである。

発情発見率を100％にするための最も確実な方法は、排卵同期化・定時AIの応用である。

一方、受胎率を高めるには、一般的には次のような事項がポイントとなる。

ａ．正確な発情発見と適期のAI

ｂ．凍結精液融解から精液の子宮内注入までの技術の点検

ｃ．乾乳期からのエネルギーとタンパク質の適正な給与

ｄ．産褥期疾患の予防および適切な治療

すぐに効果が期待できるのは、適期AIの実施とAIの技術的問題の点検であろう。

例えば、最近、特に発情や排卵同期化の普及に伴い、一度に何頭かの牛にAIを行うことが

多くなってきたが、この時に、数頭分の凍結精液をまとめて融解すると、後で注入した精液

による受胎率が先に注入した場合よりも下がると言う問題が指摘されている。面倒でも、１

回のAI毎に、その都度、凍結精液を融解するような配慮も必要と思われる。

ii．従来の繁殖管理方法への反省と新しい繁殖管理プログラム

かなり前から、わが国でも、いわゆる繁殖定期検診が広く行われているが、多くの酪農家

は相変わらず、繁殖障害から解放されず、中にはやむを得ず種雄牛による自然交配を取り入

れているところがあるほどである。種雄牛を使わざるを得ないのは、殆どの場合発情発見が

できないためである。

さて、従来の繁殖検診が思ったほどの効果を上げていない理由の一つには、繁殖成績向上

のための２本の柱である発情発見率の向上と受胎率の向上のうちの、受胎率の方にだけ注意

が払われ、かんじんの発情発見率の方がないがしろにされてきたことがあげられる。

牛群の分娩間隔に対する寄与率を表Ⅲ－１に示した。受胎率よりも分娩後の初回AI時の発

情発見率を高める方が明らかに効率がよいことがわかる。結局、発情発見率が高くなれば、

妊娠率が向上し、その結果、分娩間隔が短縮することになる。
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したがって、繁殖管理によって成果をあげるためには、その目標を、受胎率の向上から、

発情発見率の向上にシフトさせることが必要であろう。

このような反省にたって、米国でも、より効果的な繁殖管理プログラムの検討が行われて

いるが、ここでは、有効な繁殖管理法の条件として挙げられている事項を紹介しておこう。

ａ．繁殖の記録が整備されていること

ｂ．分娩後初回AI時の発情発見率が80％以上になること。排卵同期化・定時AIを導入すれ

ば100％になる。ターゲットブリーデイングでは75～80％。

ｃ．毎週あるいは隔週の決まった曜日に実施できること

ｄ．早期妊娠診断を併用できること。早期妊娠診断の意味は、不受胎牛を早期に摘発して、

速やかに再AIを行うことによって、空胎日数を短縮することと、でけるだけ早く受胎率

を入手し、妊娠率を算出して、牛群の繁殖状況を定期的に評価することにある。したが

って、AI後50～60日たってから妊娠診断を行ったのではその経済的意味は著しく低くな

る。

ｅ．AI予定牛のリストアップと受胎率のモニターができること。すなわち、各月毎のAI開

始予定の牛、VWPから21日以内にAIされた牛の割合（発情発見率）、初回AI受胎率、２

回目以降のAI予定牛、各月ごとの妊娠率などの情報が常に入手できること。

②　繁殖管理上のポイント

乳牛の繁殖成績を向上させ高いレベルに維持していくためには、長期的には、飼育環境を

整え、適切な栄養管理を行い、発情発見に十分な労力と時間を費やし、発情発見補助システ

ム導入などへの投資を行うことも必要であろう。しかし、現実には、ちょっとした意識の改

革によって、明日からにでも実行でき、しかも効果が期待できることも少なくない。

実施可能な繁殖管理のポイントとしてあげられる主な点は次のとおりである。

ａ．毎月の発情発見率と妊娠率を調査する

ｂ．発情発見率70％以下の場合は、発情発見率を向上させる

ｃ．発情発見率の向上のために発情同期化または排卵同期化・定時AIを応用する

ｄ．適期授精と正しいAI技術により受胎率を高める

ｅ．妊娠診断は32～38日までに行う

ｆ．分娩監視に注意し正しい助産を行う

ｇ．定期的BCS検査を行う
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表Ⅲ－１　乳牛の分娩間隔に対する発情発見率、ＶＷＰおよび受胎率の寄与率

指　　　　　　　標 分娩間隔への寄与率
初回AI時発情発見率 42％
VWP（分娩後AI開始予定日数） 25％
受胎率 24％

（Ferguson, 1999）
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第Ⅳ章　精液採取と凍結精液製造

１．種雄牛の精液の採取方法

種雄牛から人工腟などの器具を用いて精液を射出させ、精液を採取すること（採精）が凍

結精液製造の第一歩である。

採精の段階で精子の活力が良好でないと、その後の精液の希釈、凍結、融解処理に耐えら

れず、凍結精液の生産効率は低下する。精子活力の良好な精液を採取するためには、種雄牛

ができるだけ快適且つ自然な状態で射精できるよう、細心の注意を払って採精作業にあたら

なければならない。

（1）精液採取に必要な器具・施設

①　精液の採取法

採精の方法は、人工授精の研究が始まって以来様々な方法が試みられ、改良が加えられて

きた。現在最も一般的に用いられている方法は、種雄牛から自然に近い状態で精液が採取で

きる、人工腟を用いた横取法である。

②　採精用器具および施設

i．人工腟とそのセッティング

牛の人工腟には３重壁型と２重壁

型の２種類あり、擬牝台（もしくは

台牛）の横で採取する横取用人工腟

として用いられている（図Ⅳ－１、

２）。内外両筒の間に温湯を入れて

射精させる原理は共通である。

３重壁型の人工腟は、樹脂製の外

筒、長方形のゴム内筒A、三角形の

ゴム内筒Bから成り、外筒に装着す

るゴム内筒Aの内側に、ゴム内筒Bを

装着し、ゴム内筒Bの先端部に精液

管を装着して採精する。人工腟内部

に精液管が位置しており、温度変化

のショックから精子を保護するよう

にしてある。そのため人工腟筒が長

く、重いため操作性は悪い。

２重壁型の人工腟筒は、３重壁型のものに比べて長さが短く軽いために、採精に際して取

り扱いが容易である。また、採精管が腟筒外に出ているため、注入温湯の温度を高めても射

出精液への影響は少ないが、外気温の影響を受けやすい。熱帯や温暖地での採精は外気温に

よる精液への温度ショックの心配が少ないので、より操作性の良い短い人工腟筒（２重壁型）
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が使用される。また、短い人工腟筒は車のラ

ジエーターを使用して作成することもでき

る。ラジエーターで作成した人工腟筒は安価

で、ゴム製のため柔らかく、陰茎の損傷や人

工腟を落した際の破損や危険性も少ない。

ii．擬牝台

定置式の擬牝台（写真Ⅳ－４）を用いた採

精は、台牛を用いた採精よりも種雄牛の安定

が良いため危険も少ない。台の高さの調整が

可能であり採精が容易である。できるだけ擬

牝台で採精できるように種雄牛を馴致・調教するのが望ましい。

可動式の擬牝台（ダミーカー、写真Ⅳ－５）を用いた採精は、種雄牛が自然の状態で乗駕

し、陰茎も自然の状態で射精する。採精者も採精時の種雄牛転倒事故や足を踏まれるなどの

危険から回避できる。また、擬牝台を自走で動かすことが可能であり、また採精所の外でも

使用可能なことから種雄牛の興奮度を高めることができる。

iii．台牛

採精用の台牛としては、雌牛、去勢牛、または温順で小型の雄牛が用いられる。台牛を用

いた採精は、台牛が激しく動くことがあり、足を踏まれたり、乗駕した種雄牛がバランスを

崩して採精者側に倒れてくることもあるので、保定用の枠場に引き付けしっかりと保定する。

iv．採精所

採精を行う場所は、開放感があり清潔で雑

音等がなく種雄牛が快適に採精できる環境が

望ましい。また、種雄牛が態勢を入れ替えた

り、交差できる十分なスペースを確保して作

業性・安全性をはかる。採精所には擬牝台お

よび台牛用枠場、包皮内洗浄用枠場、種雄牛

の待機場所、牛体洗浄に用いる洗車機（高圧

洗浄機で代用することが多い）、包皮内洗浄

器などの設置スペースも確保しなければなら
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ない（写真Ⅳ－６）。

（2）種雄牛からの精液採取方法

①　採精の準備

i．牛体洗浄

最初に、採精を行う種雄牛の牛体の洗浄を

行う（写真Ⅳ－７）。これは牛体に付着して

いる埃や体毛、糞などが採取精液中に混入す

るのを防ぐためである。また、このとき陰毛

の長いものについてはカットしておく。牛体

洗浄は衛生的に精液を採取するためには重要である。寒冷地の冬期の洗浄は種雄牛の体調不

良を引き起こすこともあるため、温湯による洗浄を心がけ、採精場の温度管理にも注意をす

る。牛体洗浄後は待機場所に待機させ、牛体を十分乾燥させて採精への興奮を高めておく。

ii．擬牝台および台牛の準備

事前に擬牝台の高さ調節の具合や異常・破損の状態を確認する。台牛を用いる場合は、台

牛も予め牛体洗浄しておき台牛保定用の枠場に引き付け保定する。事故防止のため擬牝台あ

るいは台牛の後方には、シュロマットやゴムマットなどの滑りにくいものを敷き、乗駕のた

めに立ち上がった種雄牛の後肢が滑らないようにする。採精前には軽く打ち水をしてマット

から埃が飛散しないようにする。

iii．人工腟の準備

人口腟筒、ゴム内筒は破損していないもの

を用いる。ゴム内筒はよく洗浄消毒して十分

乾かし、衛生的に保管されたものを用いる。

一般的には洗浄、煮沸消毒後、殺菌、乾燥を

兼ねた殺菌灯付きの保管箱に保管される（写

真Ⅳ－８）。人工腟筒を組み立てる際は、ゴ

ム内筒が捻転しないようにする。また陰茎が

挿入されるゴム内筒の内側に生理食塩水を通

して、陰茎の挿入と射出精液の降下をスムー

ズにする。

iv．人工腟への温湯注入

種雄牛が射精する人工膣筒の温度は、若雄牛で40℃程度から加齢種雄牛で45℃前後と年齢、

個体により幅がある。一般的には外筒の注湯口から42～43℃の温湯を注入する。冬期間など

ゴム内筒の温度の低下が速い時期には、幾分高めの温湯（45℃くらい）を入れておくとよい

が、３重壁型の場合は温度が高すぎると精子に悪影響があるので注意する。また、個体によ

って温度が高すぎたり逆に低すぎたりすると、射精しないことがあるので注意する。人工腟

に注入する温湯は、注入量が多すぎると採取時の圧力により、ゴム内筒が破れたり、外筒か

ら外れることがあるので、入れ過ぎないようにする。人工腟は採精種雄牛１頭に１回の射精

につき１本を使用することが望ましい。採精頭数に対して、人工腟筒の数が少ない場合は、
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温湯の入れ替えおよびゴム内筒Bの交換で済

む３重壁型の方が使い易い。人工腟を多本数

使用する人工授精所では、温湯を入れ終えた

人工腟を42～45℃の恒温器内に入れて保温し

ておく（写真Ⅳ－９）。

v．包皮内洗浄

採精種雄牛の包皮内を洗浄する。包皮内は

細菌が繁殖し易い環境のため、包皮内洗浄を

行わないで採精をすると精液中に細菌が混入

してしまう。包皮内洗浄は包皮内洗浄器を用

いて必ず清潔な温湯もしくは生理食塩水で行

う（写真Ⅳ－10）。海外などにおいて飲水に

適さない水を使用する場合は、煮沸して使用

するか、逆性石鹸液１％にて洗浄する。包皮

内洗浄器の先端の嘴管およびプラスチック製

のカップは、生殖器病の伝染を防止するため

１頭ごとに消毒済みのものと交換する。待機

中に排尿などもするため、包皮内洗浄は採精

開始直前に行うと良い。

②　採精

人工腟を用いた横取法の場合、種雄牛の左右どちら側からでも採取可能である。ここでは

左側から採取する場合の説明をする。

i．採精者の準備

採精を行う者（以下「採精者」）は、採精時の安全のために軽快な服装で安全靴や安全ヘ

ルメットを着用する。また衛生的な面から種雄牛の包皮口をもつ右手にゴム手袋を着ける。

人工膣筒への陰茎挿入を円滑にするため、人工腟筒の陰茎挿入部のゴム内筒入口付近に粘滑

剤として白色ワセリン、または粘滑用ゼリーを消毒済みのガラス棒等で適量塗布する。粘滑

剤を多量に塗り過ぎると精液中に粘滑剤が混入するので、塗り過ぎないように注意する。

採精者は、人工腟筒をもって擬牝台あるいは台牛の左側に立ち、採精を行う種雄牛の個体

確認をする。

ii．乗駕抑制

種雄牛を御する者（御者）は、種雄牛を擬牝台あるいは台牛に近づけ乗駕抑制を行う。乗

駕抑制は、種雄牛が擬牝台あるいは台牛に乗駕しても射精させずに降ろすか、乗駕しようと

するところを抑えるか、もしくは擬牝台あるいは台牛から一度離すなど、これらを組み合わ

せたり２～３回繰り返したりすることにより行う。乗駕させる場合、陰茎が擬牝台や台牛に

触れることを避けるため、採精者は包皮をもち陰茎をコントロールし、同時に陰茎の硬度を

確認する。乗駕抑制を行うと多くの種雄牛は包皮口から充血した陰茎を露出させ、副生殖腺

液を滴下するようになる。この陰茎端からの分泌液の滴下と陰茎の充血・硬度が確認できた

ら、乗駕抑制が十分に行われたと判断し、本格的に種雄牛を乗駕させる。この乗駕抑制を十
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分に行わないで精液を採取すると、副生殖腺液の多い精液が射出され、pHが一般的に高く

好ましくない。特に、若雄牛は射精を急ぐ傾向があるので、乗駕抑制を十分に行う必要があ

る。ただし、乗駕抑制を行い過ぎると種雄牛の興奮が冷めることがあるので注意する。

iii．採精

採精者は、種雄牛がしっかりと擬牝台ある

いは台牛に乗駕したことを確認した上で素早

く種雄牛に近づき採精を行うが、この際に後

肢蹄で足先を踏まれることのないようにす

る。足を踏まれない体勢は、足を左右に開い

て右足を少し後ろに引き、右足にはあまり体

重をかけずに、種雄牛の腹部に右肩でもたれ

かかるようにすると良い（写真Ⅳ－11）。

種雄牛が乗駕したら右手で包皮をつかみ少

し手前に引きながら陰茎を人工腟入口に誘導

する。タイミング良く陰茎が人工腟入口に入ると、いわゆる「牛のひと突き」で射精する。

熟練すればタイミング良く陰茎を人工腟入口に入れることができるようになる。射精の瞬間、

人工腟筒が前方に押されるが、逆らわずに押される力に順応させるようにする。このとき陰

茎を少し手前に引いて人工腟筒の先端を乗駕している種雄牛の左前肢の外側に出すようにす

る。人工腟筒が引けていないと動いたときに擬牝台や台牛もしくは種雄牛の左前肢に当たり、

精液管が割れたり、陰茎からの出血を引き起こすことがある。

射精が終わったら、直ちに人工腟の開口部を上方にし、種雄牛を擬牝台あるいは台牛から

静かに離す。この際に種雄牛が採精者に向かってくる場合があるので採精者も注意し、御者

は採精者に種雄牛が向かわないように制御し、事故防止に努める。

陰茎を人工腟筒に挿入しても射精せず、いわゆる「空（から）突き」の場合がある。これ

は人工腟筒に陰茎を挿入するタイミングが合わなかった場合、腟筒内の湯温が低い場合、腟

筒内の湯量が少なくて圧迫が足りない場合などに多い。種雄牛の興奮が激しいときなどには、

陰茎を人工腟に誘導する前、もしくは入れたが突かずに精液を射出する「もらし」が起こる。

このような場合に続けて採精を行うと暫く突くことができず、陰茎からの出血の原因にもな

るため、一度種雄牛を待機させてから改めて採精を行う方が良い。

iv．採精後

採精者は採取後、精液管に精液があることを確認し、人工腟筒を検査室内へ手渡す。腟筒

内の温湯を捨てるときには、腟筒入口から水が混入しないように十分注意する。

凍結精液製造の過程において精液の取り違えはあってはならない。採精の前後には、種雄

牛名と何回目に採取したかを確実に分かるように、採精者と御者は種雄牛を確認し合うこと

が重要である。採取した人工膣筒、または人工膣筒から外したゴム内筒付き精液管には個体

および採精回次の確認ができる名札やマークを付けて処理室へ送る。採取精液と名号札等は

一体として、ストロー印字・充填までの作業工程中に取り違えのないようにしなければなら

ない。

次の種雄牛の採精を行う際には、擬牝台あるいは台牛において前の種雄牛の陰茎が接触し
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た可能性のある範囲を、逆性石鹸（３％）の消毒液をしみこませたキムタオルなどで採精の

都度拭いておく。衛生的に他の精液の混入等を防ぐための欠かせない清拭である。台牛が排

糞した場合は、速やかに除糞を行い同様に消毒をする必要がある。

（3）種雄牛からの精液採取頻度

種雄牛から効率よく性状の良い精液を得ることは、種雄牛の利用効率の向上につながる。

そのためには種雄牛の精液の採取頻度、つまり採精間隔および１日当たりの採精回数を設定

する必要がある。ただ実際には、飼養規模や総採精頭数といった人工授精所の事情が大きく

関わってくることを忘れてはならない。

①　採精間隔

種雄牛の採精間隔としてどの程度が適当かは、種雄牛個体の月齢、発育、季節などによっ

て同一ではないが、１種雄牛につき週２回（約４日に１回）採取が一般的である。間隔が長

いと、精子および精液の蓄積は多くなるが性状の悪い精液が採取されることがある。間隔が

短いと精液造成が追いつかず精子数の少ない精液を採取することにつながり、結果として凍

結精液の製造効率は低下する。

②　採精回数

乗駕欲や採精回数は個体差や品種差あるいは気候条件など複雑な要因が関係するため、

様々に検討する必要がある。一般的に１日につき３回までであれば性状の良い精液を採取で

き、凍結精液として十分利用可能である。それ以上の採精回数では射出精液の精子数低下が

目立つうえに精液性状が悪くなるため、凍結精液の生産効率は低下する。また、多数回採精

は種雄牛の乗駕欲が低下するため採精に時間を要し、陰茎が人工腟により擦れて出血の可能

性が高まる等、採精の効率を下げる要因となる。また、採精牛の体調や状態で、種雄牛の乗

駕欲が著しく低下することがある。そのような場合には採精を止めるか、もしくは通常より

も待機時間を長くとる等、臨機応変に対応する必要がある。

（4）採精しにくい種雄牛に対する採精技術の工夫

最近、後代検定にかける種雄牛の世代間隔を短縮させるため、より若い月齢の雄牛から精

液を採取することが多い。また、個体により乗駕しないものや採精しにくい種雄牛が存在す

る。ここでは、まず種雄牛の擬牝台等への乗駕訓練を行い、次いでそれでも困難な場合に乗

駕あるいは採精を促進する技術的工夫を試みる。

①　擬牝台等への乗駕訓練

種雄牛の採精として、擬牝台による採精は採精前準備作業が簡便で、採精が安全、そして

衛生的に採取できるなど利点が多い。若雄牛はできる限り擬牝台に乗駕するよう馴致・調教

するのが好ましい。若雄牛が性成熟に達し乗駕および射精可能な月齢に達したら、馴致・調

教を行なう。若雄牛によっては、擬牝台へ誘導すると比較的容易に乗駕するものもある。

誘導しても乗駕しない種雄牛には、次のことを試み乗駕欲を起こさせる。

ａ．擬牝台を上下させたり、擬牝台の上に牛皮を乗せて前後に動かす。

ｂ．既に擬牝台での採精の経験を有する種雄牛の採精状況を見せて興奮・学習させる。

ｃ．擬牝台で乗駕および射精できた若雄牛１、２頭と一緒に擬牝台に引き付けて乗駕を競わ
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せる。

ｄ．一度台牛を用いて採精を行い、射精の快適さを覚えさせてから擬牝台に再チャレンジす

る。

ｅ．台牛に乗駕しない場合には、台牛を前後に動かしたり、尻を揺することにより乗駕欲を

起こさせる。

ｆ．それでも反応が弱い場合には、台牛を替えることにより乗駕欲が芽生え、採精可能にな

ることもある。

②　乗駕または採精の困難な種雄牛の技術的工夫

i．屋外での採精

採精所の屋外において、台牛をゆっくりと引きながら種雄牛を乗駕させる方法がある。こ

れは種雄牛が馴致の段階で採精所に慣れなかった場合などに、とりあえず興奮させ、開放的

な場所で乗駕させることで採精所の違和感をなくす効果があると考えられる。一度採取でき

れば採精の快適感から、その後、採精所での採精も可能になることが多い。屋外で採精を行

う場合は、足場が悪かったりするので採精者は決して無理をせず、また御者も種雄牛を２本

の手綱で左右から２人で引くなど、事故を起こさないように十分注意する必要がある。

ii．採精者の交代または採精位置の変更

乗駕はするが、どうしても射精をしない種雄牛がいる。このようなとき、採精者が代わる

ことにより採精が可能になる種雄牛もいる。これは採精者により包皮の持ち方や力加減、ま

たは人工腟入口への陰茎の誘導タイミング等が微妙に異なるためと考えられる。ただ、あま

り採精者が代わると逆に種雄牛は神経質になり、取れなくなることもあるため注意が必要で

ある。

また同様に、通常採精者が立つ側と反対の側から取ると採精が可能になる種雄牛もいる。

これには陰茎の形状や種雄牛の好み、癖などが関係していると考えられる。

iii．人工腟筒の工夫

種雄牛によって陰茎の形状や反応、出し入れの速さなどが異なるため、採精が困難な種雄

牛については使用する人工腟筒についても検討すべきである。例えば陰茎の出し入れが早い

ものには軽くて扱い易い２重壁型を使用する。陰茎の反応が鈍いものには湯温を幾分高めに

設定できる２重壁型や陰茎への接触面が多い3重壁型を使用する。陰茎の太さに合わせて人

工腟筒に加圧ゴムを装着して、人工膣内部の圧力を調節する。陰茎からの出血の多いものに

は粘滑剤を使用する等、様々な選択ができる状況にしておくと良い。

iv．他の種雄牛からの感化の利用

採精の快適さを覚えたばかりの種雄牛は、追込み牛房に戻るとすぐに乗り合いを始める。

これを利用し、乗駕をしなかった種雄牛を含めて３～５頭の追込房で同居させると互いに感

化され、乗駕をしなかった種雄牛もするようになることもある。このとき、１対１だと一方

的に乗られるだけになり、逆に採精を嫌がるようになったりする。また、あまり体格差があ

ると乗駕による転倒事故等を誘発しやすいので注意が必要である。

v．尿または発情粘液の塗布

擬牝台に雌牛の尿または発情粘液を塗布することにより、種雄牛の興奮を誘い、乗駕が促

されることがある。ただ、利用の際には衛生面や防疫上の問題も考慮する必要がある。
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③　電気刺激法および精管マッサージ法の利用

種雄牛自身が興奮し、自ら擬牝台などに乗駕のうえで精液を採取することが自然である。

しかし、遺伝的に優秀と評価された種雄牛などが老齢や肢蹄故障、あるいは乗駕欲が弱いな

どから自然の状態で採精できないときに、人為的に強制採取することがある。ここでは電気

刺激法と精管マッサージ法を紹介する。この方法により精液の採取は可能になるかもしれな

いが、乗駕および採精を促進する根本的な解決法にはならない。また、強制射精を継続する

と擬牝台や台牛に乗駕する意欲がなくなるといわれているので注意する必要がある。

i．電気刺激法

この方法は、動物に苦痛を伴うもので動物福祉の精神からも勧められる方法ではない。し

たがって、肢蹄故障牛や乗駕困難牛など特別な種雄牛に供するべきである。

具体的には、腰仙部の射精中枢を刺激して射精させる方法である。

（i）．種雄牛を枠場に保定し、宿糞を除去したうえで直腸プローブを直腸内に10cm程度

挿入する。

（ii）．0.5～1.0Aの電流を3～5秒ずつ5秒間隔で断続的に通電する。

（iii）．電圧を3～5Vから始めて徐々に上げ、5回目前後で10～15Vまで上げる。

（iv）．通電時には全身を硬直するが、電気を切ると体が弛緩し、精液を漏出する。

ii．精管マッサージ法（直腸マッサージ法）

直腸から精管膨大部をマッサージして精液を採取する、比較的熟練を要する方法である。

種雄牛を枠場に保定し、宿糞を除去したうえで温湯を注入しながら手を直腸に挿入し、精嚢

腺をつまむようにして手前にマッサージをする。次いで精管膨大部を後方にマッサージする

と精液を漏出する。精管膨大部のマッサージの際にあまり強く行うと、下方にある膀胱を圧

迫して精液に尿が混ざることがあるので注意する。

電気刺激法も含めこれらの方法の場合の射精は通常の射精とは違い、濃い精液がすぐに射

出されるのではなく、副生殖腺が滴下しながら次第に精液が濃くなってくるので、精液カッ

プを２～３個用意しておき濃くなった段階で次の精液カップに換えて採取するなど工夫が必

要である。

２　精液及び精子の検査

精液採取から希釈までに留意すべきことと

して、ａ．採取した種雄牛の精液を取り違え

ないこと、ｂ．温度ショックを避けること、

ｃ．衛生的な扱いを徹底すること、ｄ．短時

間に速やかに検査する等である。種雄牛の精

液取違えを防ぐためには、採取時に添付した

名号札などがストローに精液が充填・印字印

刷まで一体となって添付されることが基本で

ある。温度ショックは採精直後の外気温との

温度差や検査室での極端な温度差を避けなけ
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写真Ⅳ－12 モニターによる精液検査（（独）家畜

改良センター十勝牧場）



ればならない。また、精液の温度と希釈液および使用器具の温度は同一温度が好ましい。衛

生的な扱いはすべてにおいて優先される。精子の運動エネルギーの消耗などを押さえるため

一連の検査処理は速やかに行なわなければならない。

（1）肉眼による検査

肉眼による検査：精液の量、色、臭気、水素イオン濃度、異物混入等の性状

検査室では精子の温度ショックを防ぐために34℃程度の恒温槽に採取精液管を浸漬する。

検査時は、精液管を直接空気中にさらすため、温度感作を受けないように速やかに行う。精

液管に付着している水滴はガーゼなどで拭き取り精液中への混入を防止する。まず肉眼によ

り、量、色、臭気、異物混入等の検査を行ない、次に精子数検査用機器に応じて、一定量の

サンプルを採取し、残滴で水素イオン濃度を測定する。

①　精液の量

精液は精子と精漿（Ｐ６の（３））（副生殖腺液）とからなっており、その量は個体、年齢、

季節、精液採取の頻度、採取技術などにより差がある。精液量は人工膣ゴム内筒に取りつけ

た目盛付精液管を用いて測定する。精液量は表Ⅳ－１のとおりである。

②　色

通常乳白色で、精子の多いものほどその色が白い。ときに帯緑色のものもあるが、それは

飼料中のカロチンの移行であるとされている。また、帯黄色を帯びるものもあるが精液性状

には問題ない。精液中に血液が混ずると赤濁色を呈する。また、異物混入として、採取時陰

茎に付着していた土砂が混入した場合が多く、精液管底に土砂が沈殿していることがある。

血液混入と異物の混入が明らかなものは廃棄することが好ましい。

採取した精液が濃厚な場合、透明試験管に入れて明るいところで観察すると良好な精液で

は精子が活発に運動し集団的渦流運動が見られる。このような精液の精子は活力が良好であ

る。

③　臭気

新鮮な精液は通常ではほとんど無臭であるが、包皮内洗浄が不充分な時など、ときとして

雄臭を帯びることがある。精液固有の臭気は前立腺液中に含まれるタンパク質および燐脂質

によるとされている。尿を混ずると尿臭を呈し、長く保存したものは細菌の発育による分解

産物により腐敗臭を呈する。

④　水素イオン濃度（pH）

厳密な検査を行う場合はpHメーターを用いて電気的に測定するが、通常はpH試験紙用の

ろ紙を用いる。この方法は簡単で、少量の精液をpH試験紙用のろ紙に付着させ、その変色

程度を標準色と比較してpH値を判定する。普通ろ紙はB.T.B（ブロム・チモール・ブルー
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表Ⅳ－１　精液量、精子濃度、１射精の総精子数

区分 精液量（ml） 精子濃度（百万／ml） １射精の総精子数（百万）
平均 5.0 1,000 5,000
範囲 2～10 300～2,000 3,000～7,000



（Bromothymol Blue）、測定範囲pH6.2～7.8）、またはB.C.P（ブロム・クレゾール・パープル

（Bromocresol Purple）、測定範囲pH5.2～6.8）を、四角の小片に切って用いる場合が多い。

牛精液のpH正常値は6.2～6.8である。射出精液のpHは時間の経過とともにpHが低下し酸性

になる。これは精子の運動によって乳酸が生成されるためである。pH低下は精子に好まし

くなく、pHの低下を押さえる緩衝として早めの希釈（プレ希釈）は重要である。

（2）顕微鏡を用いた検査

顕微鏡を用いた検査：精子濃度、精子活力、生存率、奇形率、異物混入等

①　精子の活力

顕微鏡での検査を行う前に精液の希釈（プ

レ希釈）を行う。通常は精液を等倍に希釈す

るが、精子濃度が濃い場合は３倍に希釈する。

ここでも異精液の混入を防止するため、使用

するピペットや注射器などは採取精液毎に交

換する。または、事前に一定量の希釈液を入

れた試験管（例3ml、5ml、10ml）を準備し

て、採取精液に応じた希釈液を添加し、プレ

希釈を効率的に行う方法もある。

温度ショックを避けるため、希釈液やプレ

希釈用器具は予め恒温槽により温めておくことが基本である。

i．精子の活力検査法

通常、精子活力検査板を用いて顕微鏡下で

検査する。精液の１小滴を消毒済みのガラス

棒、または火炎消毒済みの白金耳（冷めてか

ら使用）で取り、精子数活力検査板の検査板

中央のリングの中に置きカバーガラスをかけ

て検査する。精子の活力は温度により著しく

変化するため、スライド加温装置があれば、

あらかじめ検査板を37℃～38℃に温めておく

必要がある。

精子の活力検査に顕微鏡用モニターテレビ

を使用すると、複数の人が同時に観察するこ

とができるので、観察者同士の目合わせにもなり、客観的な活力検査が行える。

〈顕微鏡検査の注意点〉

ａ．最初は低倍率（20倍）で全体を検査し、精子活力が均一であることを確認したのち高倍

率（400倍）で検査する。

ｂ．検査は、周縁部から中央部にわたり多数の視野について行うとともに、精液層には厚み

があるので、上、中、下層についても検査し、平均値をとるようにする。
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写真Ⅳ－13 プレ希釈

写真Ⅳ－14 顕微鏡・スライド加温装置・精子活

力検査板



ii．精子活力の表示法

精子活力の表示法は、精子の生存率と運動力を併記する方法が用いられている。この方法

は、全視野中の精子を100とし、このうち生存しているものの％（生存率）を目算によって

算定し、運動力は次のように区分する。

＋＋＋…運動激烈で、最活発な前進運動を行うもの。渦巻のごとく、また水の流れのごとく見

える場合がある。

＋＋…活発な前進運動を行うもの。

＋…微弱な運動をするもの。

±…最微弱、振り子運動をするもの。

－…運動をしないもの。

例えば、80＋＋＋は全視野中の80％が生存し、運動激烈なことを表し、50＋＋＋20＋＋は、生存

率が70％で、運動激烈なもの（＋＋＋）50％、活発なもの（＋＋）20％であることを示す。採取直

後の精液は通常70～95＋＋＋程度である。

iii．精子生存指数

精子の生存率及び運動力を一つに数値化して比較検討する場合に、生存指数を持って示す

場合があり、統計処理する上で便利である。

算出法は精子の運動力により重み付けをした数値と生存率を掛け合わせて100で割る。＋＋＋

を100、＋＋を75、＋を50、±25、－を0とし次のように計算する。

例として、75＋＋＋　10＋＋ ５＋　10－の場合　

精子生存指数＝（75×100＋10×75＋5×50＋10×0）÷100＝85

精子生存指数も夏季に低下する場合がある。高温多湿の夏季に精液性状の不良化および受

胎率が低下する現象を夏季不妊症（summer sterility）という。発生は８～９月に多く、まれ

に11月頃まで影響が残ることもある。

iv．精子染色による生存率の測定

この測定法は、精子が死滅すると細胞膜の透過性が増す性質を利用して客観的に生存精子

を調べる方法である。

エオシン・ニグロシン染色法

ａ．５％エオシン水溶液と10％ニグロシン水溶液を作成

ｂ．マイクロピペットを用いて精液１、エオシン水溶液２、ニグロシン水溶液４の割合で、

小試験管にとり混合
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ｃ．直ちにスライドグラスにｂ．の混合精液の１滴をとり、カバーグラスで塗抹

ｄ．乾燥

ｅ．できるだけ早く鏡検する。検査までに時間を要したり、湿度の高い環境下では、数時

間でほとんどの精子がエオシンに染まってしまう。

ｆ．赤染したものは死滅精子で、不染のものは生存精子として生存率を測定する。

②　精子数

精子数は次のように計算する。

i．測定機器による方法

一般的に大きな人工授精所や研究室では、分光光度計あるいは細胞数測定装置、血球計算

器などを用いて精子数を測定する方法が採用されている。測定器を用いることにより、精子

数を迅速、簡便かつより正確に測定できる。分光光度計による方法は、極少量の検査用精液

（0.1ml）を100倍量の希釈液（３％クエン酸ナトリウム液など）に加え、分光光度計にかけ

て光の透過率を求め、予め算出してある換算表と比較して精子数を求めるものである。換算

表は100例以上について分光光度計で計測した吸光度と血球計算盤で測定した値から回帰式

を求め、これをもとにして作成する。

ii．血球計算板による方法

血球計算法に準じてトーマの血球計算板を使用する。

（i）手順

ａ．精液を放置すると、時間の経過とともに精子が沈殿してくるので、精子数を測定する際

はよく混合する。

ｂ．通常赤血球用メランジュールを用い、尖端を精液に接し、濃厚な精液の場合は0.5の目

盛（200倍）まで吸い、希薄な場合は、１の目盛（100倍）まで吸い取る。

ｃ．メランジュールの尖端に付着した精液を拭きとる。

ｄ．３％食塩液またはゲンチアナ・バイオレット染色液を101の目盛まで吸引する。

ｅ．メランジュールの両端を親指と中指で押さえ、振とう攪拌する。

現在ではマイクロピペットが普及しており、上記の赤血球用メランジュールによる希釈法

より、簡便である。その方法は、10ml計量用ピペットで３％食塩液を9.9ml試験管にとり、

これにマイクロピペットで精液を0.1mlとり混合（100倍）する。
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写真Ⅳ－15 分光光度計 写真Ⅳ－16 血球計算機による精子数測定
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（ii）計算板

計算板の中央部分には正方形の分画が作られており、これが計算室である。分画の１辺の

長さは1mmで、1mmがさらに20等分され400の小正方形に区分されている。従ってひとつの

正方形の面積は1／400平方mmである。そしてこの格子16個ずつを特に見やすくするため縦

横とも５格子ごとにさらにその中央に１線がある。また、計算室の部分とその左右には一段

と高い部分があり、高い部分にデッキグラスを置いたときに、計算室の部分に空隙を生じる

（デッキグラスはニュートンリング（しま模様）ができるように密着させる）。この空隙の高

さは1／10mmで、ここにピペットから計算用の希釈された精液を滴下する。

（iii）計算方法

ピペット内でよく希釈混合された精液の最初の２、３滴を棄てる。次いで計算室とデッキ

グラスが合わさった部分の横に１滴たらすと空隙に精液が浸透する。計算板を２～３分間水

平に静置し、精子が沈下するのを待つ。次いでこの計算板を顕微鏡にセットして弱拡大で計

算室を見つけ出し、さらに倍率を高くして精子個数をカウントする。カウントにあたっては、

周囲の縁線上に存する精子はその２縁（例えばその上縁と左縁）のものは格子内としてカウ

ントし、他の２縁（例えば下縁及び右縁）は格子外としてカウントしない。

全格子をカウントした場合で総精子数が200の精液の精子数

（例）目盛0.5mmまで精液を吸い取ったとき（200倍）

１mm3中の精子数　　200×10×200＝400,000

１cm3（１ml）中の精子数　　400,000,000

目盛1.0まで精液を吸い取ったとき（100倍）

１mm3中の精子数　　200×10×100＝200,000

１cm3（１ml）中の精子数　　200,000,000

簡便法として、計算板の対角線上の４ブロックと任意の他の１ブロック合計５ブロック

（１ブロック16格子×５＝80格子）内にある精子数を数えて５倍する方法もある。いずれの

場合も、精子数のカウントは少なくとも３回以上繰り返して行い、その平均をとるようにす

る。
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写真Ⅳ－17 血球計算板と赤血球用

メランジュール

図Ⅳ－４　血球計算板（左）と赤血球メランジュ

ールの模式図（家畜人工授精講習会テ

キスト）



③　精子形態の検査（カルボル・フクシン染色法）

精子の形態を検査するには染色標本によるか、あるいは無染色でも形態の概要は観察でき

る。染色による形態観察は鮮明である。ここでは簡便で一般的な、カルボル・フクシン

（Carbol Fuchsin）による染色法を紹介する。

ａ．スライドグラスに精液を塗抹する。カバーグラスの一端に精液の小滴をつけ、これをス

ライドグラスの上に小滴のついた方を下にして一定の角度に傾けて保ち、精液が一様に

延びたらカバーグラスを滑らせてなるべく薄く塗抹する。

ｂ．風乾

ｃ．メタノール（Methanol）で2～3分間固定

ｄ．水洗

ｅ．カルボル・フクシン液：（５％石炭酸（Phenol）９に、飽和フクシンアルコール溶液

（エタノール（Ethanol）100mlにフクシン11～12ｇ）１の割合で混和）で数分間染色す

る。

ｆ．水洗、乾燥のあと鏡検する。

上記の操作で標本が出来上がったらそのままでもよいが、バルサムで封入すれば永久標本

として使用できる。検査は400倍～600倍に拡大し500～

1,000個の精子を観察して奇形精子率を求める。

④　異常精子

異常精子は大別すると、奇形精子と未熟精子に分けら

れる。奇形精子には頭部の変形、頭帽異常、２頭１尾、

頭部巨大、矮小、頚部膨大、細小、中片部変形、折損、

尾部湾曲、１頭２尾、尾部折損などがあり、未熟精子は

頚部、中片部に原形質滴を付有するものである。正常な

精液の異常精子率は10％以内であって、これが20～30％

を超えるような場合には一般に受胎率が低下するといわ

れている。また、未熟精子は、雄牛が若齢の場合や、採

精回数が多すぎる場合、雄の夏季不妊症による精液性状

の不良化に伴って増加する傾向がある。

（3）採精及び精液検査の記録

精液採取から検査処理などの項目については、凍結精液生産の記録情報として、それぞれ

採精野帳、精液処理・凍結野帳等に整理する。

主な精液処理野帳の記録内容は次のとおりである。

ａ．採取年月日、天候、温度、採精者名、検査処理者名等

ｂ．（採取精液に係る項目）：種雄牛名、採取時刻、採取回次、採取量、活力及び生存率、

pH、色調、１ml当たり精子数、総精子数、奇形率、プレ希釈倍率等

ｃ．（希釈に係る項目）：１ストロー当たり充填精子数、希釈液及び希釈倍率、希釈液

Ａ・Ｂ液添加量、最終希釈量、概算生産ストロー本数等

ｄ．（凍結及び生産本数に係る項目）：凍結後の活力及び生存率、生産または廃棄本数等
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図Ⅳ－５　異常精子



精液処理野帳の例として、（独）家畜改良センター十勝牧場の野帳を紹介する（表 W－２）

正規の保存台帳としては、「家畜人工授精用精液採取及び処理に関する事項」の様式（家

畜改良増殖法で定める様式）（表 Wー３）に準じて作成・保存する。

３．凍結精液の製造

（1）凍結・融解後の精子の生存性に影響する要因

凍結された精子の全てが凍結に耐えられるのではなく、一部は死滅する。精液の凍結に際

しては、できるだけ生存精子の割合が多くなるようにしなければならない。凍結・融解後の

精子の生存性に影響する主な要因は以下のとおりである。
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表Ⅳ－２　精液処理野帳（（独）家畜改良センター　十勝牧場）

表Ⅳ－３　「家畜人工授精用精液採取及び処理に関する事項」の様式

（家畜改良増殖法施行規則　第二十条　様式第九号　その二）



①　精子の耐凍能

精子が凍結に耐えうる能力を耐凍能という。精子の耐凍能は個体によって異なり、また同

一個体でも精液採取時の条件や年齢、季節によって変動する。

i．品種、個体、年齢

精子の耐凍能には個体差が認められるが、品種間の差は明確でない。近交係数が高まると

精子の耐凍能は低下する傾向にある。１～1.5歳の若齢牛では精子の耐凍能が不安定である

が、２歳前後には安定し、５歳前後から個体によっては徐々に低下する。

ii．季節

精子の耐凍能は夏季に低下する。低下の程度は個体や年齢により異なり高齢牛ほど影響さ

れ易い。

iii．精液採取回数

精子の耐凍能は１回目の射精精子よりも２回目の方が優れているが、５回目くらいから低

下する。

②　希釈液の組成

希釈液の主要成分は糖類、緩衝剤および卵黄であり、これらの成分の違いが凍結・融解後

の精子の生存性に影響する。

卵黄の適濃度は15～20％であり、卵黄には精子を凍害から保護する作用がある。卵黄の凍

害保護効果は主にリポ蛋白質およびレシチンによるものである。

糖類は希釈液の浸透圧の調整、凍害保護および精子のエネルギー源として重要な役割を果

たしている。５炭糖＜６炭糖＜２糖類＜３糖類と分子量が大きいほど、凍結・融解後の精子

生存率の改善効果が大きい。６炭糖の

うちではグルコースが最も有効である。

多糖類は殆ど効果がない。糖類の凍害

保護効果は、水素結合を作り易いOH基

の数が多いことによる。

緩衝剤は精子の凍結・融解過程にお

ける細胞膜の維持、凍結前および融解

後の精子の代謝に有効に作用する。希

釈液に使用する緩衝剤の条件は、塩類

による害作用が最小限に抑えられるこ

と、水溶性で電離指数が６～８である

こと、細胞膜を透過し難く酵素反応に

も安定していること、である。これら

の条件を備えた両性イオン緩衝液は、

リン酸緩衝液やクエン酸ナトリウム液

よりも希釈液の組成として優れている。

両性イオン緩衝剤の中ではトリスヒド

ロキシメチルアミノメタン（Tris）とN-
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図Ⅳ－６　卵黄を含む各種の糖液で希釈・凍結（錠剤）

した際の牛精子の生存性（平均値と信頼限界）

（Nagase,1972）



トリスヒドロキシメチルアミノメタン（TES）が最も優れている。

③　凍結前の５℃放置時間

牛精子の耐凍能は、５℃冷却後の２次希釈を行うまでの時間を長くし、凍結前に低温に充

分馴染ませることによって改善される。枡田らの報告によると、５℃に冷却して20～22時間

後に２次希釈を行ない、直ちに凍結した場合の精子生存性は、５℃に冷却後短時間に２次希

釈を行ない凍結した場合よりも優れている。

④　グリセリン濃度

希釈液中におけるグリセリンの役割

は凍害から精子を保護することである。

牛精子の凍結に最適なグリセリンの終

末濃度は、卵黄系希釈液の場合は７％

前後であり、牛乳系希釈液では10％前

後である。

⑤　冷却速度

冷却速度が早すぎると細胞内の水分

が残った状態で凍結され、細胞内凍結

を起こし、細胞に致命的である。一方、

冷却速度が遅すぎると細胞外凍結によ

る細胞内外の溶液の濃縮に起因する細

胞への障害（溶液効果）を引き起こす。

細胞内凍結と溶液効果の両障害を最小

にする冷却速度が最適冷却速度となる。
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表Ⅳ－３　凍結・融解後の牛精子の生存に及ぼす凍結前の５℃保存時間の影響

図Ⅳ－７　凍結過程の各温度から急冷（－196℃）した

精液の融解後の精子生存性の推移（n＝６）

（佐々木, 1987）

30℃から５℃ま
での冷却時間

５℃での
保存時間

グリセリ
ン平衡時
間 凍結前 融解後

種雄-A（n＝12）

凍結前 融解後

種雄-B（n＝b）



希釈液の組成である糖類は急速凍結（５℃から－79℃まで２～５分）の方が緩慢凍結（５℃

から－79℃まで約45分）よりも溶液効果が抑制されて精子の生存性が優れている。グリセリ

ン濃度が５～７％の場合は急速凍結（５℃から－130℃まで３～５分）の方が緩慢凍結

（５℃から－130℃まで20～40分）よりも精子の生存性が優れている。

また、牛精液の凍結過程のさまざまな温度から液体窒素中（－196℃）に浸漬して急冷し

た場合の精子の生存性を調べてみると、冷却過程の－35℃以上の温度からの急冷ではかなり

の数の精子が死滅し、37℃でインキュベートした場合、精子の生存時間も短い。

⑥　融解速度

融解速度が速い方が融解後の精子の生存率、アクロソームの正常率、代謝能が優れている。

（2）精液の凍結理論

家畜精液の凍結保存の目的は、精子の代謝を可逆的に停止しエネルギーの損耗を無くして

受精能力を保持した状態で半永久的に精液を保存することである。そのためには、凍結過程

で精子が受ける障害をできるだけ少なくするような工夫が必要である。

細胞の保存には温度の上限があっても下限はない。したがって、超低温下で生存させるた

めには、有害な温度域をいかに通り抜けて、安全な超低温に到達させるかがポイントとなる。

①　精子の生存と温度

０℃～10℃ ：代謝、運動量は非常に低く、生命を維持するのに必要な温度。低温保存

に適温。

20℃～40℃ ：生存、増殖に適温。

54.5℃以上 ：原形質の凝固、酵素蛋白の変性などにより死滅。

０℃～－50℃ ：生存に不適温度、とくに－15℃～－25℃が非常に有害な温度

－60℃以下 ：水分子の移動は非常に抑制され、細胞に対する有害度は減少する。

②　細胞の凍結過程

希釈精液のような細胞浮遊液の凍結は、まず細胞周囲の溶液の凍結（細胞外凍結）が起こ
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表Ⅳ－４　精子のアクロソームの形態に及ぼす融解温度の影響



り、ついで凍結速度、細胞の種類によっては細胞内の水が凍結（細胞内凍結）の順序をとる

のが普通である。

i．過冷却

氷点に達しても凍結せず液状を保って凍結しない状態をいう。これは、氷晶の核ができに

くいためである。

過冷却の程度は、水の容積、冷却速度、溶質によって影響される。

ii．氷晶の形成

高い温度で過冷却が破れた場合、氷晶核の数は少なく、強い過冷却からの凍結では一時に

多数の氷晶核が形成される。

ａ．水分子の凝集によって核ができるもの。homogeneous nucleationという。かなり低い温

度でおきる。

ｂ．溶液中の異物を中心に凍結が始まるもの。heterogeneous nucleationという。ａ．より

高い温度でおきる。

ａ．、ｂ．を自発的凍結という。

過冷却溶液に氷片あるいは冷却した金属片などを触れると凍結が始まる。これを植氷とい

う。

言い換えれば、過冷却状態の溶液にその温度で成長できる氷核を植えることである。細胞

の外側にできた氷が細胞に接すると細胞膜は、水はよく通しても氷は通しにくい性質がある

ので、氷は細胞の外側をとりまく形で発達する。この時、細胞の内部には氷がないので、冷

却が進むにつれ、細胞の内部は過冷却状態になる。

iii．氷晶の成長

ａ．核の形成後、氷晶は急速に成長する。氷晶の形は凍結速度、溶質により異なる。

ｂ．氷晶の成長に伴って潜熱が出されるため、試料の温度は上昇する。

ｃ．プラト－の長さは凍結速度によって異なり、急速な凍結では短時間に終る。

ｄ．氷晶の成長速度は－20℃前後で最大値に達したのち急速に低下する。したがって、

急速冷却では氷晶の冷却速度が著しく抑制されるため、多数の微氷晶ができる。

ｅ．温度の反発の程度が

急であることは氷晶

の急成長を意味し、

細胞の生存には有害

であり、なるべく高

い温度で過冷却を破

る必要がある。

iv．共晶点における凍結

凍結した試料をさらに冷却

し続けると、氷量は漸増し、

残存溶液量はそれに伴って減

少し、ある温度に達すると溶

液は氷晶と溶質の結晶に分離
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図Ⅳ－８　溶液の凍結過程模式図



してしまい、試料中には溶液部がなくなる。この温度を、その溶質の共晶点と呼ぶ。グリセ

リンは－46.5℃、ジメチルスルホキシド（DMSO）は－132℃、グルコースは－４℃である。

③　凍結時における障害の原因

凍結する際に精子が受ける障害としては次のようなことが挙げられる。

i．過冷却における障害

グリセリン処理した精液でも－５℃前後に達した後、精子生存率は急速に低下する。これ

は、代謝に関係する酵素群の一部の活性が冷却により停止し、精子生存のための代謝回路の

回転が停止するためと考えられている。

ii．急冷衝撃

グリセリン処理した精子でも急冷すると多数の精子が死滅する。

iii．細胞外凍結による障害

同じ温度においても、氷の表面の飽和蒸気圧は過冷却水表面のそれより低いから、細胞内

の水は細胞膜を通過して外側にある氷の表面に達し、氷に変わる。細胞外面での氷の成長に

伴い細胞は脱水されて収縮する。この現象を細胞外凍結という。ゆっくりと細胞外凍結が進

めば、細胞の脱水も進み、ついには細胞内部に植氷しても氷はできなくなる。

細胞外凍結が進行している間は熱発生がある。細胞内から細胞外の氷に向かって水の出て

いく速度が十分大きければ、氷の生成による熱発生は細胞表層部の急速な冷却を防ぐ。

過冷却の後まず細胞の周りの溶液から凍結が始まる（細胞外凍結）。細胞外凍結の過程で

認められる現象は、溶質の濃縮、それに伴う浸透圧の上昇、溶液のpHの変化および細胞の

脱水などである。

（i）塩の濃縮、高浸透圧、脱水の害

脱水による障害の機作については、高分子内の水素結合の変化による構造変化、原形質の

脱水に伴うタンパク質の不可逆的な凝固、沈澱などが考えられる。

（ii）機械的な圧力による障害

一般に冷却速度を速くする程最初にできる氷晶の数が多く、大きさが小さい。したがって、

急速に冷却すれば細胞浮遊液中に生ずる氷晶の成長が抑制される。氷晶を含んだ氷は－

129℃以上では不安定で、とくに－40℃以上に温度を上げると微氷晶の移動と再結晶が激し

く細胞に損傷を与える。

iv．細胞内凍結による障害

細胞内凍結は細胞の生存に致命的である。氷晶は樹枝状に細胞内に広がり、原形質構造を

機械的に破壊する。一般に、細胞内凍結の開始時点における冷却速度が大きいほど、氷の枝

は細かく分枝する。細胞の過冷却が進んだ時点で細胞内凍結が始まると、氷の枝は非常に細

かくなり、極めて急速に成長する。

微氷晶の成長、大型化は、大形のものに小形のものが融合する形で進む。この変態を移動

再結晶という。

細胞内凍結は、細胞外凍結で十分に脱水されない細胞に、周囲の氷晶が接触することによ

り、植氷される結果おきる。したがって、凍結速度が早ければ、氷晶の成長が急速なために、

脱水がまだ十分でない凍りやすい水分を持っている細胞に氷晶が接触し、続いて細胞内が凍
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結する。

水に対して透過性の大きな細胞ほど細胞内凍結がおこりにくい。

また、一般に、構造の似た細胞の間では、水に対する透過性が高いほど、この透過性の温

度による変化が少ないほど、細胞の体積に対する表面積の割合が大きいほど、つまり球形の

場合は細胞が小さいほど、細胞内凍結はおこりにくいと考えられている。

④　凍結・融解における精子の生存

凍ったまま生存できる性質を耐凍性という。家畜精子では凍害保護物質を添加してはじめ

て凍結保存が可能になる。

細胞をあらかじめ凍害保護物質で処理して－40℃前後までの細胞外凍結に耐えさせること

が不可欠である。

凍害保護物質の条件は、低分子であること、低温においても水溶性が高く高濃度に濃縮し

うることが可能で、薬害が少なく、細胞内に容易に透過しうることである。

グリセリンの精子に対する凍害保護作用として、①浸透圧が高いために精子細胞に対して

脱水作用を有する。②細胞透過性により精子細胞内へグリセリンが侵入する。③グリセリン

は親水性があり、相当な低温条件下でも氷結しない氷点降下の性質を有する（例えば、グリ

セリン60％溶液の氷点は－35℃）ことがあげられる。

凍害保護物質としてはグリセリンのほかにエチレングリコール、プロピレングリコール、

ジメチルスルホキサイド（DMSO）、糖類などがあるが、精子に対しては現在、グリセリン

が最も有効とされている。

（3）精液の凍結

精液を採取する前に、使用する器具器械および希釈液を準備をしておく。牛凍結精液製

造・保管の手順は以下のとおりである。

ａ．精液検査

ｂ．１次希釈

ｃ．４℃への冷却

ｄ．ストロ－精液管の印刷、消毒

ｅ．２次希釈

ｆ．ストロ－精液管へ希釈精液を分注、閉封

ｇ．ストロ－精液管の状態チェックおよび本数カウント

ｈ．凍結ストローラックにストロー精液管をセット

ｉ．凍結

ｊ．凍結融解後の精子活力検査

ｋ．保管

ｌ．精液生産台帳およびコンピュ－タ－への登録

①　凍結保存用希釈液の調製

希釈液には卵黄系希釈液と牛乳系希釈液があり、グリセリン無添加のものを第１次希釈液、
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これにグリセリンを添加したものを第２次希釈液とよび、基本的には次のように要約できる。

第１次希釈液

卵黄系の希釈液（抗生物質＊を含む）または

牛乳系の希釈液（抗生物質＊を含む）

*抗生物質

例

ペニシリン　　　　　　500～1000IU/ml

ストレプトマイシン　　500～1000mg/ml

第２次希釈液

第１次希釈液に凍害保護物質であるグリセリンを添加したものである。

グリセリン濃度は

卵黄系希釈液の場合　13～14％

牛乳系希釈液の場合　18～20％

i．希釈液の組成

（i）卵黄系希釈液

その例を以下に示す。

卵黄トリスクエン酸糖液

第１次希釈液

トリスヒドロキシメチルアミノメタン（HOCH2）3CNH2 24.2g

クエン酸　HOOCCH2C（OH）（COOH）CH2COOH・H2O 13.4g

グルコースC6H12O6 10.0g

蒸留水 800mlにメスアップ

卵黄 200ml

ペニシリン 600,000IU

ストレプトマイシン 600mg

総量 1,000ml

第２次希釈液

第１次希釈液86ml＋グリセリン14ml グリセリン濃度：14％

卵黄トリスクエン酸糖液

第１次希釈液

トリスヒドロキシメチルアミノメタン（HOCH2）3CNH2 15.67g

クエン酸　HOOCCH2C（OH）（COOH）CH2COOH・H2O 8.76g

ラクトース（C6H11O5）2O・H2O 14.12g

ラフィノース　C18H32016・5H2O 25.41g

蒸留水 800mlにメスアップ

卵黄 200ml

ペニシリン 600,000IU
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ストレプトマイシン 600mg

総量 1,000ml

第２次希釈液

第１次希釈液87ml＋グリセリン13ml グリセリン濃度：13％

卵黄クエン酸ソーダ液（卵ク液）

第１次希釈液

2.9％クエン酸ナトリウム（C6H5Na3O72H2O） 800ml

卵黄 200ml

ペニシリン 600,000IU

ストレプトマイシン 600mg

第２次希釈液

第１次希釈液86ml＋グリセリン14ml グリセリン濃度：14％

（ii）牛乳系希釈液

全乳、ホモジナイズされた全乳、脱脂乳が用いられる。牛乳は使用前に92～94℃で10分間

加熱処理する。牛乳系希釈液は卵黄系希釈液に比べ、受胎率が劣るとする報告があり、現在

では卵黄系希釈液が主流になっている。

ii．希釈液の調製

希釈液調製の手順は次のとおりである。

（i）緩衝糖液を準備する。

↓

（ii）緩衝糖液を沸騰水中で30分間加熱する。

↓

（iii）加熱した緩衝糖液を水道水で室温まで冷却する。

↓

（iv）抗生物質を添加する。

a．結晶ペニシリンGカリウム（300万単位）のバイアル瓶に緩衝糖液18.6mlを注射器

で注入する。

b．硫酸ストレプトマイシン（１ｇ）のバイアル瓶に緩衝糖液５mlを注射器で注入す

る。

c．35℃に冷却した緩衝糖液1000mlにペニシリンG４ml、ストレプトマイシン３mlの

割合で添加する。

↓

（v）緩衝糖液800mlに卵黄200mlを添加し、マグネチックスターラーで十分に攪拌する。

［卵黄の準備］

新鮮な鶏卵を使用し次の手順で行う。

a．水道水で洗浄し卵殻表面の汚れを落とす。
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b．乾燥後消毒用エタノ－ルを含ませたガ－ゼで拭く。

卵を入れる容器は、あらかじめ消毒用エタノ－ルで消毒しておく。

c．卵を割り、卵白を除去する。

d．卵黄を滅菌済み濾紙に乗せ、転がすように卵黄を回し、卵黄表面に付着した

卵白を除去する。

e．濾紙を折りたたむようにして卵黄膜を壊し、卵黄膜、カラザ等を混入させな

いよう卵黄をメスシリンダ－で所定量計る。

↓

（vi）４℃に１昼夜静置する。

↓

（vii）上澄液を別の容器に移す。

↓

（viii）上澄液を４℃に保存

10日間使用可能である。

②　精液の希釈

精液を希釈する目的は精液の増量、精子数の調整および精子を凍害から保護するためであ

る。精液の希釈は精液低温処理装置（コールドボックス）の中で行う。一度に処理する頭数

が少ない場合は低温ショーケースでも代用できる。

体外における精液の取り扱いにあたっては、精子の生存に悪感作を与える要因は極力排除

するように細心の注意が必要である。精液が触れる容器やメスシリンダー、ピペット等の器

具類、保存液などは精液温度と同温のものを用いる。精液を一度に高倍率希釈すると、精子

が希釈ショックを受けるので、希釈倍率が高くなる場合は数回に分けて希釈を行う。
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精液の希釈手順は次のとおりである。

ａ．30℃に温めた第１次希釈液で射出精液を２～３倍に希釈する。

ｂ．精液の入っている沈澱管を30℃の温湯が入っているコップに入れ、４℃（～５℃）の精

液低温処理装置に入れる。１時間かけて徐々に４℃に冷却する。

ｃ．精液温度が４℃になった時点で、最終希釈液量の半量まで同温の第１次希釈液を加える。

希釈した精液を三角フラスコに移す。

［最終希釈液量の計算方法］

最終希釈液量（ml）＝
精液量＊（ml）×精子濃度（億）

×0.5
１ml中に含める精子数（億）×1.1＊＊

＊：精液量＝採取時精液量－精子数測定サンプル量

＊＊：0.5mlストロ－精液管には実質0.45ml（90％）しか入らないので、この減

少分を補正するため10％増にする係数。

希釈倍率＝　
最終希釈精液量（ml）

精液量（ml）

ストロー分注本数＝
最終希釈精液量（ml）

0.5ml

ｄ．２次希釈

最終希釈液量の半量の第２次希釈液を添加する。

第２次希釈液はグリセリンを含むため浸透圧がかなり高いので、点滴法または数回に分

けて約１時間かけて徐々に添加する。

・点滴にはイルリガ－トルを用い、攪拌にはマグネチックスタ－ラ－を用いる。分割添

加には注射筒を用いる。攪拌は泡立たないように行う。

③　ストロー精液管の準備

ストロー精液管（ストロー）に種雄牛略号、種雄牛名、精液採取年月日を印刷する。

印刷：ジェットプリンタ－または

熱転写プリンターを用い

る。

消毒：紫外線を10分以上照射す

る。紫外線が直接当たった

部分しか消毒効果がないの

で注意が必要である。

消毒終了後は精液低温処理装置に

移し、４℃に冷却する。
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④　ストローへの精液の分注と閉封

ストロ－への精液の分注と閉封は精液低温処理装置内で精液自動分注閉封装置（ストロ－

マシン）を用いて行う。

精液自動分注閉封装置がない場合は、吸引器にストローを接続して希釈精液を充填し、ス

トローパウダー（ポリビニルアルコール）で閉封する。または、ポリシーラーを用いて熱で

閉封する。いずれの場合も閉封部分と精液部分との間に４mm程度の空気層を設ける。これ

は、凍結時に、希釈精液が膨張して栓が飛び出したり、ストローが破損するのを防ぐためで

ある。

⑤　グリセリン平衡

第２次希釈を終了してから凍結までの間、４℃に一定時間静置する。これをグリセリン平

衡時間という。グリセリン平衡には多くの時間を必要とせず、筆者らの試験では15分でも、

凍結融解後の精子生存性、代謝能、アクロソーム異常出現率に差は無い。しかし、第２次希

釈を終えてから希釈精液をストローに充填し、凍結用架台（ラック）にストローを並べたり

凍結までの作業に時間を要するので、第２次希釈終了後２時間程度で凍結する例が多い。

⑥　凍結

i．凍結の準備

・凍結用ストローラックを４℃に冷却しておく。

・ストロ－を凍結用ストローラックに並べる。

・凍結器に液体窒素を補給する。液面がトレイ下約20cmを限度とする。

・凍結器のヒ－タ－が正常に作動するか確認する。

ii．冷却速度

ストロー精液を凍結する際の標準的な冷却速度は以下のとおりである。

1.5～2分　　　　　　　３～４分
４℃───────→約－８℃──────→－130℃

1分
─────→－130℃→－196℃
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ストロー内の精液温度は銅－コンスタンタン熱

電対をストロー内に挿入し、これを自記温度記録

計に接続して記録する。熱電対を挿入するストロ

ーは凍結する精液と同じ内容物の入ったものを用

いる。自記温度記録計の記録用紙にはあらかじめ

冷却曲線を書いておき、その上をなぞって冷却速

度を調節する。冷却速度の調節は液体窒素中に浸

漬したヒーターに通電する電圧を上下して行う。

４．凍結精液の検査

凍結が完了した精液は、種雄牛毎に検査用のス

トローを１本づつとり、保管用はキャニスターに入れ、20■程度の一時保管用の保管器に保

管する。精子の活力検査は、凍結後１夜以上たってから行うことが望ましい。合格した凍結

精液は保管用保管器に移す。

同じキャニスターに複数の種雄牛のストローを収容する場合はストローケインを用いる。

ストローケインがない場合は手製の紙筒でもよい。紙は西洋紙程度の厚さで充分で、紙筒の

端をとめるのはセロテープでよい。

（1）凍結精液の融解

凍結精液の融解は38℃の温湯中にストローの綿栓部を下にして入れる。温湯を入れる容器

はできるだけ保温性の高い、ポリビーカー、魔法瓶または発泡スチロールの容器などが良い。

温湯の温度の確認はアルコール温度計で行う。

ストロ－内の気泡の上昇が確認されたらストローを直ちに温湯中から取り出す。

（2）精子生存性の検査（活力、生存率）

ストローの閉封側をストローカッターで切り、37～38℃に加温した活力検査盤に精液を置

き、光学顕微鏡下で精子活力を判定する。

（3）凍結精液の合格基準

凍結融解後の精子活力35＋＋＋以上のものを合格とする。ただし、特別なものについては、

30＋＋＋でも合格とすることがある。

５．凍結精液の保管と輸送

凍結精液保管器は断熱二重構造の金属製容器で、保管用と輸送用がある。冷媒には液体窒

素（－196℃）を用いる。

－ 65 －

写真Ⅳ－21 大型精液保管器を利用した精液

凍結器



（1）凍結精液の保管

凍結精液は液体窒素を満たした凍結精液保

管器内に、キャニスターに収容して保存する。

収容位置に番地をつけ、帳簿に記載しておく

と出し入れが楽である。

凍結精液の保管にあたって注意すべきこと

は、①保管器への液体窒素の補充を忘れない

こと、②ストローの確認、移し換えは短時間

に行うこと（１回の露出時間は３～５秒以内

にする）、③精液露出時に直射日光、強風、

高温にさらさないこと、などである。

凍結精液は、温度変化を与えないで液体窒

素中で保管すれば、精子の生存性、代謝能、

形態に変化は認められず、半永久的に保存が

可能である。

凍結精液保管器への液体窒素の補給は、容

器内の液体窒素の量が常に1/3以上に保たれ

るようにする。－130℃以上では氷晶は不安

定であり、移動、成長などを繰り返し、精子

は徐々に障害を受ける。

保管するストロー本数が多い場合には600

■程度の大型の保管器を用いる。

（2）凍結精液の輸送

凍結精液の輸送には、ストロー本数に応じて10～30■程度の凍結精液輸送器を用いる。こ

のほかに短時間の輸送用として、１～２■の小型容器やシーメンコンテナーがある。凍結精

液輸送器は木箱等に入れて輸送する。凍結精液の出し入れの際は、キャニスターの上端を保

管器の開口部から下方10cmの位置にとどめ、その時間は数秒以内にとどめるようにする。

凍結精液を輸送する際は、収納キャニスター位置（番号）、収納本数、種雄牛名が容易に

分かるよう収納明細書を添付する。このことにより、凍結精液の取り扱いがスムーズに行わ

れ、温度感作を受けることを防止できる。

輸送中の液体窒素切れの事故防止のために、液体窒素チェックカードをプラスチックケー

スに入れ、凍結精液輸送器の取っ手部等に下げておき、次のことをチェックする。

ａ．発送直前の液体窒素の量

ｂ．荷物到着直後の液体窒素の量

ｃ．時々重量を計り、保管器の仕様書記載の液体窒素の損耗率と照合する。

ｄ．液体窒素が不足している場合は、保管器に異常がないか調べる。

液体窒素の量を確認する方法はゲージを差し込んで測定する方法と重量を測定する方法が

ある。
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６．器具の消毒

伝染性疾患の発生および伝染を防止するために、使用する器具類は確実に消毒せねばなら

ない。

（1）消毒の原理

確実な消毒をするためには消毒の原理と方法を良く理解しておくことが大切である。消毒

の原理は以下に大別される。

ａ．微生物の蛋白質を熱変性（湿熱、乾熱）によって死滅させる。

ｂ．火炎消却により微生物を焼却し死滅させる。

ｃ．濾過器で微生物を濾過し除去する。

ｄ．紫外線や放射線を照射して微生物の蛋白質の変性および核酸の傷害により死滅させる。

ｅ．化学薬品で微生物の蛋白質を変性、溶解し死滅させる。

ｆ．抗菌性物質などにより生物学的に微生物の繁殖を抑制死滅させる。

（2）精液採取・処理用器具類の消毒

消毒方法には物理的消毒と化学的消毒があり、目的、消毒する対象物によって使い分ける。

①　物理的消毒

精液処理や人工授精に使用する器具類は、主に物理的消毒によって消毒され、その主な消

毒法は以下のとおりである。

i．煮沸消毒

沸騰水中で15～30分間消毒する方法である。消毒する器具類は煮沸水中に完全に浸漬する

ようにし、煮沸水の蒸発防止と水温を保つために消毒器は蓋をした状態で消毒を行う。乾熱

滅菌法や高圧滅菌法では対象物が変質する場合に適用される。滅菌効果はやや劣るが、広く

行われている。

ii．高圧蒸気滅菌

高圧蒸気滅菌にはオートクレーブを用いる。密閉した釜の中に高温の蒸気を発生させ、ま

たは導入して消毒する方法で、器内は２気圧120℃に達する。２気圧120℃の湿熱に20～30分

作用させることで、芽胞菌を含めた微生物を滅菌することができる。器具類は専用の滅菌バ

ックで包装して滅菌した後、40℃程度の恒温器中で乾燥してから保管する。

iii．乾熱滅菌

160～170℃で１～２時間あるいは180℃で30～40分間処理する。高温に耐えるうるガラス

器具や金属器具類が対象である。小さい器具類は金属製の蓋付きの滅菌缶に入れて、大きい

物はアルミホイルで包み、三角フラスコやビーカー等はアルミホイルで口に蓋をして滅菌す

る。滅菌終了後は乾熱滅菌の温度が下がってから扉を開ける。

iv．火炎滅菌

ブンゼンバーナー、アルコールランプの火炎中に直接器具を通して、器具に付着している

微生物を焼却する迅速な滅菌法である。繰り返し使用するガラス棒やガラス器具の滅菌に適
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用される。

v．γ線照射滅菌

γ線は放射線の一種で、微生物の殺菌能力がある。デｲスポーザブルのシャーレ、注射筒、

注射針等はこの方法で滅菌されている。特別な施設を要するため、一般の実験室では行えな

いので専門の会社（機関）に委託する。

vi．濾過滅菌

目の細かいフィルターによって細菌を濾過し、除去する方法で液体（培養液や試薬溶液等）

や気体の滅菌に用いられる。一般には孔径0.45μmのフィルターが用いられるが、これを通

過する微生物には孔径0.22μmのものが使用される。濾過滅菌には、加圧法と吸引法がある。

液量が少ないときは加圧法、大量の場合は吸引法が便利である。加圧法の場合は注射筒でよ

いが、吸引法の場合は吸引装置（吸引ビンと吸引ポンプ）が必要である。

vii．紫外線殺菌

比較的平滑な器具類の表面、空気の殺菌に用いられる。殺菌効果は波長253.7nmで最も強

い。殺菌灯をはこの波長の紫外線を発している。紫外線が照射された表面しか殺菌されず、

殺菌効果は温度等の影響を受けるので、照射時間や距離、照射方法を検討し、最も有効な条

件を設定する必要がある。非金属性の器具類は変質したり、印刷文字や絵は色あせて消えた

り、目や皮膚に悪影響を及ぼすのでこの点に注意を要する。

②　化学的消毒

i．エチレンオキサイドガス（EOG）滅菌

EOGは、常温常圧では気体で可燃性である。また、EOGは水溶性であるので、器具類が

完全に乾燥していることを確認してから滅菌処理しなければならない。EOGは浸透力が強

く、40℃の温度条件下で殆どの微生物を殺菌できる。熱に弱い器具等の滅菌に適している。

専用の滅菌装置に接続して使用する。EOGは人体、細胞等に対して有害であるので滅菌後の

ガスの残留と排出には注意を要する。また、EOGは使用を規制する方向にあるので、器械の

設置に当たっては安全対策等よく調べた上で行う必要がある。器具類を専用の滅菌バックで

包装し、滅菌処理する。滅菌した器具類は、EOGの影響をなくするために１週間以上たって

から使用する。

ii．アルコール系消毒

菌体蛋白質の変性または凝固を引き起こし殺菌する。エタノールは70～90％濃度で、イソ

プロパノールは50～70％濃度で強い殺菌力を発揮する。皮膚、手指、金属器具類および非金

属器具類の消毒に効果的である。

iii．界面活性剤系消毒剤

陽イオン性または両イオン性のものがある。陽イオンは、微生物表面の陰荷電の部分に吸

着され、菌体蛋白質や酵素の変性を引き起こす。臭気はなく毒性も低い。陽イオン性界面活

性剤（逆性石鹸）は有機物や洗剤の存在により消毒効果が弱まるが、両イオン性界面活性剤

は石鹸や洗剤の存在による影響を受けない。
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第Ⅴ章　人工授精による雌牛の繁殖

１．初回種付け月齢（育成牛）

ホルスタインの育成牛の場合、一般的には12ヵ月～15ヵ月齢で体重が350kg・体高が

125cm程度に達し、規則的発情（約21日±１日）が見られ、卵巣などの繁殖器官に異常がな

ければ種付けが可能となる。

したがって、種付け開始は月齢より育成牛の発育状態によって決定し、発育の遅れている

個体は種付け開始月齢を遅らせる等の調整が必要である。

なお、体高の測定には、飼槽付近の柱や通路の柱に目印を付けておく方法が、最も手軽で

確実に確認できる方法である。

種付け開始以降の発育状況は、分娩前の目標体重・体高と大きくかかわってくる。目標と

する体重は600kg、体高は140cm程度が目安となる。

妊娠期間中に良好な飼養管理下で飼育されれば、１日当たり0.7～0.8kgの増体重が見込ま

れ、ほぼ目標体重が達成される。ただし、体高とボデイコンデイションにも気をつけ、過肥

にならないよう十分な注意が必要である。

上記のように十分に発育し、成熟値に近い状態で初産分娩を迎えることができれば、初産

分娩時の難産の低減や泌乳開始後の乳量増加が期待できる。

２．発情発見と種付け適期

（1）発情発見方法

発情を確実に発見するにはスタンデイング発情（他の牛の乗駕を許容する状態、つまり他

の牛に乗られても嫌がらずに静止している状態）を見つけることが最も確かな方法である。

搾乳・放牧・飼料給餌の時など牛の動きがある時が発見し易い時間帯である。

その他の発情徴候としては、次のようなものがある。

・外陰部の充血、腫張、粘液の排出

・咆哮

・泌乳量の減少

・食欲の減少

・他の牛への接近・外陰部を嗅ぐ、乗駕
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・挙動の不安定、興奮、人間への接近

周年舎内で繋溜されている場合は、外陰部が充血・腫張し、透明でよく伸びる粘液の排出、

尾や外陰部周辺に付着している粘液などを注意深く観察する必要がある。また、咆哮・泌乳

量の減少や採食量の減少も参考となる。

群飼されている場合には、上記徴候に加え、いつもより活発に動き回り、他の牛に近づき

外陰部の臭いを嗅いだり、他の牛に乗りかかろうとする。しかし、他の牛の乗駕は許容せず

嫌って逃げる。このような徴候や行動は発情の始まる約８時間前から観られるので次の発情

観察時には特に注意が必要である。

やがて、他の牛の乗駕を許容するようになり、発情の時期を迎え、発情は12時間～18時間

続くと言われている。その後、再びスタンデイング（乗駕）を許容しなくなり、発情は終了

する。

発情を見逃した場合でも、発情牛は他の牛に乗られた時に尾根部や座骨部周辺の皮膚がこ

すれて、被毛が逆立ったり、擦りむけて傷ができたりする。また、発情終了後２日目頃に外

陰部から血液様のおりもの（メンス）が見られることがある。

こうした徴候もよく観察し、次回の発情を見逃さず、発情適期に確実に種付けが実施でき

るよう発情サイクルを正確に記録しておくことが大切となる。

また、発情カレンダ－の利用やペイントステｲック（大きなクレヨンの様なもので尾根部

に塗りつけ、乗駕された際にはげ落ちるため発情発見の補助となる）やヒ－トマ－カ－を利

用することで発情発見率を向上させることが期待できる。

さらに、発情行動は、夕方や早朝に観察される場合が多く、特に夏期などは日中に発情行

動を見せる個体は少なくなるため、早朝や夕方の発情観察が大切となる。

（2）種付け適期

授精は、発情開始後（スタンデイングを許容し始めてから）７～８時間目頃から発情終了

までの間が最も適当であり、それ以前では早すぎる。

発情終了後は、４時間までは授精可能であるが、それ以降の授精では卵子が老化するため、

胚の死滅により受胎率は低下する。

実際の人工授精実施にあたっては、発情発見時間（発情開始時間）からの経過時間、直腸

検査による卵胞の発育程度等を総合して精液の注入適期を判断し、人工授精を実施する。

直腸検査による卵胞の所見は、発情中期では弾力性のある硬さがあり、卵胞壁はある程度

の厚みを有している。発情末期から排卵時期に近づくと卵胞は直径1.5cm程度（個体により

2.0cm前後のものもある。）となり、卵胞壁は薄くなって触診すると硬さは消失して柔軟とな

り波動性を感じるようになる。卵胞がこのような状態になった時が授精の最適期となる。
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（3）分娩後の最適種付け時期

分娩後20日位で初回の排卵が見られるようになり、子宮の大きさもほぼこの時期に修復す

る。ただし、発情の外部徴候を伴わない場合が多い。その後、子宮内膜・子宮小丘や子宮頚

管が修復され、30日を過ぎた頃には外部徴候と排卵を伴った正常な発情が回帰する。しかし、

人工授精を実施するのは通常分娩後60日前後からである。我が国では繁殖目標として１年１

産を目指しているために、分娩後85日以内に受胎させる必要がある。

このためには分娩前後の飼養管理が非常に重要となってくる。分娩前の過肥状態・分娩後

の栄養分の不足状態を極力回避しなければならない。

高泌乳と同時に生殖器官の修復と言う大きな負担がかかっている時期である。分娩前後の

管理が不十分であったり、潜在性低カルシウム血症が起きていれば子宮の修復が遅れ、結果

的には受胎までの日数が長引き、繁殖成績が低下することとなる。

また、空胎日数が長引くことにより、次の分娩までの日数が長くなるとオ－バ－コンデイ
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表Ⅴ－２　発情徴候と種付け時期

表Ⅴ－３　現場での実用的な授精適期

2．他の牛に乗駕する

1．他の牛に近寄る

3．外陰部が赤く腫張

し、湿ってくる

1．後躯に手を触れ

ると嫌う

1．排卵後10時間位

までは受胎する

ことがある

2．乗駕を許容しない

3．透明な粘液が出る

同日の午後夕方又は翌日早朝



ションとなることがあるため、泌乳後期のボデｲコンデｲションには十分に注意し、ボデイス

コア3.5程度に維持するよう調整が必要である。

したがって、先に60日前後で人工授精を実施すると記述したが、子宮や卵巣の状態が良好

であればもっと早期に人工授精を開始しても何ら問題はない。

３．性周期の同期化の方法

飼育規模の拡大と高泌乳化および飼養環境の変化の中で、牛の発情発見はますます困難と

なっており、繁殖管理における発情・排卵同期化技術への依存度は高い。そして、そのよう

なニーズに応えるべく、欧米を中心に、発情・排卵同期化技術の開発が精力的に行われてい

る。

（1）発情・排卵同期化技術開発の経過

乳牛の繁殖管理目標は、分娩間隔が365～395日、分娩後初回授精までの日数が60～80日、

発情発見率（授精実施率）が80％以上、分娩後初回授精受胎率が50～55％以上である。

分娩間隔への寄与率が最も大きいのは、分娩後授精開始予定時期（VWP）から21日以内

の期間における発情発見率であり、42％を占める。次いで、VWPの25％、そして、初回授

精受胎率の23％である。したがって、分娩間隔を短縮するのに最も効率的な方法は、発情発

見率を高めることである。

発情発見率は、80％以上が目標であるが、現実には、50％程度が普通である。たとえば、

VWP60日の場合、３月に、分娩後60～81日に該当する牛が20頭いて、そのうち８頭が授精

されれば、３月における発情発見率は40％となる。このように、分娩後一定期間内に発情を

発見できず、授精できない牛が多くなればなるほど、発方発見率は低下し、分娩間隔も長く

なる。

一方、近年、受胎率も著しく低下している。わが国では、乳牛の初回授精受胎率は、40％

～45％であるが、米国では40％とされており、目標値を大きく下回っている。このような受

胎率低下の原因は複雑であり、特定することは容易ではないが、近年の傾向として、分娩後

卵巣機能回復の遅延と子宮内膜炎が増加していることと、発情の微弱化・短縮化に伴い、発

情発見が困難となり、適期に授精できないものが増加していることがあげられる。

このように、最近の乳牛の繁殖管理上の最大の問題は、発情発見が困難なことであり、そ

の結果、発情発見率が低下し、受胎率も低下することから、必然的に、妊娠率が下がり、分

娩間隔が延長するということであろう。

そこで、発情がなかなか見つけられないという問題の原因と対策を簡単に、図Ⅴ－１に示

した。牛側の原因としては、卵巣機能の異常による真の無発情、鈍性発情、微弱発情、短時

間発情などがあり、管理者側の原因としては、発情発見に要する労力と時間の不足などがあ

る。

この対策としては、長期的には、栄養管理や飼養環境の改善によって、牛側の原因となっ

ている問題を解決することが重要であるが、短期間で実施し、効果を上げることは容易では

ない。
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現在、発情発見率を向上させるために用いられている方法として、発情発見補助器具の使

用と発情・排卵同期化がある。このうち、発情発見補助器具の使用は、ヒト側の問題の解決

にはある程度有効であるが、牛側の問題の解決には効果が殆どない。一方、発情・排卵同期

化は、真の無発情を除けば、牛側とヒト側の問題の殆どを解決することが可能である（図

Ⅴ－１）。

例えば、牛群の発情発見率を上げようとする場合、直腸検査で黄体を確認してPGF2αを１

回投与する方法では、発情発見率50～60％、２週間間隔でPGFを反復投与するターゲットブ

リーデイングでは、80％となり、排卵同期化・定時人工授精法では、100％となる。発情発

見補助器具もある程度有効ではあるが、鈍性発情や微弱発情では発見が困難であり、また、

つなぎ飼いの牛群では使えないなど、制約が多い。

（2）発情・排卵同期化の方法

①　黄体ホルモン製剤の単独投与

黄体ホルモンあるいは黄体ホルモン作用のある物質（以下P剤）を投与すると、卵巣に黄

体がなくても、発情と排卵が抑制される。そして、これを取り除くと、卵胞が成熟して、発

情が発現する。ただし、卵巣にまだ黄体があり、黄体ホルモンを分泌している状態でP剤を

除去しても、血中黄体ホルモン濃度の低下は起こらず、発情は誘起されない。このため、P

剤によって発情を確実に誘起するためには、牛の黄体期の期間に相当する14日間以上P剤を

投与する必要がある。したがって、当初は、P剤は14日間以上投与されていたが、誘起され

た発情での受胎率が低く、その原因もよく理解されていなかった。

その後、PGF2αが開発され、これを用いて黄体の退行を誘起することによって発情が誘起

され、P剤投与でみられた受胎率の低下もないことから、この方法は広く普及してきた。

②　PGF2αの単独投与

最も一般的に行なわれているPGF2αによる発情誘起方法は、直腸検査で卵巣に機能性黄体

があることを確認してPGF2αを1回投与する方法である。この方法の問題点は、PGF2α投与
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図　Ⅴ－１　発情発見率低下の原因と対策



から発情発現までの日数にばらつきがあり、発情が誘起される日を推定することが困難なこ

とと、発情微弱のために発情を見逃したり、あるいは、適期に授精を行うことができないた

め、十分な受胎率と妊娠率が得られないことがあることである。

その後、PGF2α投与から発情までの日数のばらつきの原因が、PGF2α投与時の卵胞発育

ウェーブにおける優勢卵胞の発育ステージの違いによるものであることが明らかにされた。

そして、PGF2α投与時に優勢卵胞が一定の段階まで発育しているように卵胞発育のウェーブ

をコントロールする方法が開発された。

③　GnRH-PGF2α併用法およびGnRH-PGF-GnRH-TAI（Ovsynch）法

PGF2α投与の７日前にGnRHを投与すると、その１日半から２日後に新しい卵胞ウェーブ

が誘起される。そうすると、PGF2α投与時には、卵胞ウェーブの５日目の優勢卵胞が発育し

ているので、PGF2α投与後、比較的そろった時間帯（投与後２～３日）に発情が誘起される。

したがって、PGF2α投与後の発情の発見が容易となる。しかし、排卵までは同期化されない

ため、定時授精によって十分な受胎率を得ることは困難であった。

その後、GnRH-PGF2α投与後、卵胞がある程度成熟した時点で、GnRHを投与することに

よって、排卵が同期化されることが明らかにされた。そして、排卵が予測される時点から12

時間前、すなわち、GnRH投与後16～20時間に定時授精を行うことにより、満足できる受胎

率が得られることが明らかにされた。この方法は、発情発見なしで、確実に適期に授精を行

うことができる方法として、世界的に普及してきている。

④　EB-P-PGF2α-EB併用法

P剤による発情誘起方法は、長期間投与しないと発情がうまく同期化できないが、それで

は受胎率が低下すると言うジレンマを抱えていた。その後、投与期間を７～８日間とし、除

去当日あるいはその前日に、PGF2αを投与することによって、この問題を解決した。つまり、

P剤除去時に、卵巣に機能性の黄体を有する例では、PGF2α投与によって黄体が退行するの

で、P剤の除去から発情までの日数のばらつきが少なくなる。また、P剤の投与期間が短縮

されたことで、受胎率の低下も軽度になった。

現在では、さらに、P剤投与時に安息香酸エストラジオール（EB）を投与し、P剤除去・

PGF2α投与の翌日に、再度、EBを投与することによって、より高い発情誘起率と受胎率が

得られることが明らかにされている（図Ⅴ－２）。この方法では、２回目のEB投与後１～２

日目での発情誘起率が高く、発情発見に基づいて授精を行うのが普通であるが、EB投与後

３日目に定時授精を行うこともできる。
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図Ⅴ－２　CIDRと他のホルモン剤併用による発情同期化法
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以上のように、発情・排卵誘起には多くの方法があり、現在も、新しい方法の開発が進め

られているが、乳牛の経産牛で最もよく用いられているのはOvsynch法であり、乳用未経産

牛および肉用牛では、P剤にPGF2αとEBを併用する方法がよく用いられている。

（3）GnRH-PGF2α-GnRH-TAI（Ovsynch）の現状と課題

Ovsynch法の最大のメリットは、発情発見率を100％にすることによって、妊娠率を高め、

分娩間隔を短縮できることである。実際に、Ovsynch法を利用して繁殖成績を向上させてき

た酪農家が、この方法を利用している理由としてあげている事項を見ると、そのメリットが

実際にいかされていることがうかがえる（表Ⅴ－４）。発情発見や授精に要する時間を節減

できること、２日連続して授精することがなくなり、精液代金を節約できることなども、メ

リットとしてあげられている。また、別の酪農家は、リピートブリーダーの治療、休日の授

精をなくすること、分娩月をコントロールすることなども、Ovsynch法を利用する理由とし

てあげている。そして、今後とも、Ovsynch法の利用を続けるとしている。

Ovsynch法における課題としては、ａ．３回の注射と１回の授精のため合計４回牛を捕ま

える必要があること、ｂ．乳牛の未経産では排卵同期化率が低く、受胎率も低いこと、ｃ．

肉用牛での効果が十分に明らかにされていないこと、ｄ．乳牛経産においても排卵同期化率

は100％ではなく、５％程度が定時授精の前に排卵すること、ｅ．乳牛経産での受胎率にも

農家間や時期によってばらつきがあり、常に一定の受胎率が得られるわけではないことなど

があげられる。これらの問題を解決する一つの手段として、Ovsynchの変法が、次々と開発

されている（図Ⅴ－３）。
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図Ⅴ－３　Ovsynchの変法

表Ⅴ－４　一酪農家がOvsynchの利用を始めた動機

１）発情発見のための時間がない。
２）発情徴候が弱く、発情を発見することが困難。
３）分娩後60～85日を過ぎても発情が発見できず、授精できない。
４）発情徴候が不明瞭なので授精適期の判定が困難。
５）排卵遅延のため授精の翌日に連続して授精することが多い。
６）Ovsynchによる定時授精を行えばこれらの問題を解決できると考えられた。



（4）Ovsynchの変法

①　Co-synch

Ovsynchにおいては、２回目のGnRH投与後16～20時間に定時授精を行うが、牛を捕まえ

る回数を減らすため、２回目のGnRH投与と同時に授精を行なう方法である。Ovsynchに比

べると、やや受胎率は低くなるが、労力は軽減される。

②　CIDR-Ovsynch

乳牛の未経産では、Ovsynchで定時授精を行った場合、発情発見に基づいて授精を行った

場合よりも著しく受胎率が低くなる。これは、未経産牛では、初回のGnRH投与による排卵

率が低く、７日後のPGF2α投与時点ですでに黄体が退行しているものが多いことと関係があ

る。そこで、初回のGnRH投与時にCIDRを膣内に挿入し、７日後のPGF2α投与時に除去す

れば、この間は、仮に黄体が退行しても、卵胞の成熟と排卵は抑制される。CIDR除去・

PGF2α投与後、優勢卵胞が成熟するので、通常のOvsynchにしたがってGnRHを投与すれば、

排卵は同期化され、定時授精で十分な受胎率が得られる。

この変法は、肉牛においても応用されている。

③　Select-Synch

GnRH投与後７日目にPGF2αを投与し、その後３日間発情を観察して、発情牛には適期に

授精を行う。なお、発情が見られない牛には、３日目に定時授精を行い、同時にGnRHを投

与する方法も知られている。

④　Pre-synch-Ovsynch

Ovsynchにおいては、発情後５～12日の黄体期にGnRH投与を開始すると、排卵同期化率

が高く、受胎率も高くなることが明らかにされている。そして逆に、発情後13～15日に

GnRH投与を開始した場合は、定時授精前に発情・排卵が起こるため、受胎率が低くなる。

そこで、Ovsynch処置開始前に、PGF2αによって発情周期を同期化しておいて、発情後５～

12日にGnRH投与を開始できるようにすれば、Ovsynchによる受胎率を向上させることが可

能となる。例えば、PGF2αを14日間隔で２回投与し、２回目の投与後12～14日目にOvsynch

の処置を開始すれば、発情後９～11日頃の黄体期にGnRH投与を開始したことになり、高い

排卵同期化率と受胎率が期待できる。

⑤　Heatsynch

Ovsynchにおいては、GnRHを２回投与するが、この２回目のGnRHのかわりに、安息香

酸エストラジオール（EB）を、PGF2α投与の翌日に投与する方法である。EB投与後１～２

日目で高い確率で発情が誘起されるので、発情を発見して適期に授精を行うことができる。

EBの投与量は、一般的に、乳牛の経産では、1.0mg、乳牛の未経産および肉牛では、

0.5mgである。

このように、発情・排卵同期化には、様々な方法があるが、よく使われているのは、乳牛

の経産については、OvsynchとHeatsynchであり、ついでSelect Synchであろう。乳牛の未経

産と肉牛については、CIDR-OvsynchおよびEB-P(CIDR)-PGF2α-EB法がよく利用されている。
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（5）発情・排卵同期化技術－今後の展望

酪農は、今後とも、高泌乳化、多頭化、省力化をキーワードとして発展する可能性が高い

が、その中で、牛の発情はますます微弱になり、管理者が発情を発見することも困難になる

ことが予想される。したがって、発情・排卵の同期化の応用なしで、授精を行なうことは実

際上困難となるであろう。

一方で、生殖内分泌学の急速な進歩で、排卵のメカニズムの解明が進み、より正確な排卵

同期化技術が開発され、新しい繁殖管理法として普及する可能性は極めて高い。

ただし、受胎率の向上のためには、発情・排卵同期化によって適期に授精を行うだけでは

不十分で、健康で高い受精能をもつ卵子を排卵させることも重要である。そのためには、特

に移行期の栄養管理が適切に行なわれなければならない。

発情・排卵同期化技術の開発普及の上での問題としては、多種類のホルモンの使用に伴う、

動物福祉上の問題、乳肉の安全性の問題、薬品の適正な使用上の問題などがあげられる。

したがって、短期的には、発情・排卵同期化技術の積極的な応用によって、繁殖効率を高

め、生産性をあげることが必要であるが、長期的には、次のような事項に取り組むことが重

要であろう。

ａ．発情微弱の原因（遺伝的要因、環境的要因、他）の解明と対策

ｂ．スタンデイング以外の徴候による発情発見方法と授精適期判定方法の開発

ｃ．雄牛（試乗牛）の有効利用による実用的な発情発見方法の開発

ｄ．周産期疾病の予防と乾物摂取量低下の軽減による分娩後エネルギー不足の軽減そして

そのための生産獣医療としての繁殖管理システムの構築

４．人工授精の方法

（1）人工授精の際に必要な器具・施設

①　精液注入器

精液注入器は、時代とともに変化してきた。従来の頚管鉗子法では、ストロ－用精液注入

器とストロ－を装着するストロ－嘴管からなるストロ－用の注入器（共に金属製）が使用さ

れていたが、近年では直腸膣法が主流となり、シ－ス管（プラスチック製で使い捨ての物）

とシ－ス管用のストロ－注入器が広く使用されている。

頚管鉗子法の場合には、他に膣鏡・頚管鉗子・照明用ライトが必要となり作業手順も煩雑

となる。しかし、シ－ス管ストロ－注入器での直腸膣法では、ストロ－精液がセットされた

シ－ス管注入器のみで作業が可能である。なお、シ－ス管注入器には0.5ccストロ－用と

0.25cc用との２種類がある。また、シ－ス管ストロ－注入器の場合は、直接牛に触れるシ－

ス管が使い捨てのため衛生的な授精が可能で、取り扱いも簡単である。
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②　消毒用アルコ－ル綿花

ストロ－用ピンセットやストロ－カッタ－、牛の外陰部、術者の指頭の清拭消毒用として

用いる。従来は金属製容器に入れられ携行されていたが、密閉可能なプラスチック等の容器

であればどのような物でも良い。消毒用アルコ－ル綿花作製のときは、あまり大量に作り置

きをせず、数日間で使い切る程度の量にとどめた方が消毒効果の確実なものが常時使用でき

る。

③　オスバンタオル（紙）・ペ－パ－タオル

従来は、水とタオル等により清拭後にアルコ－ル綿花で消毒していたが、最近ではできる

だけ水を使用しないで清拭・消毒作業を行っている。水を用いた場合、拭き残した水により

陰部・注入器等が汚染される可能性がある。糞で汚れている場合は、ペ－パ－タオル・オス

バンタオル・アルコ－ル綿花の順で清拭・消毒を実施する。
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写真Ⅴ－１　精液保管タンク 写真Ⅴ－２　注入器　シ－ス管　ストロ－
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ロ－カッタ－
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④　ストロ－ピンセット・ストロ－カッタ－

ストロ－ピンセットは、凍結精液保管タンクのキャニスタ－からストロ－を取り出すなど

細かい作業のため、先端の細いタイプであまり大きくないものが使いやすい。

ストロ－カッタ－のタイプはいくつかあるが、ストロ－を切断する際にストロ－切断面が

変形しないよう専用のものを使用した方が良い。

⑤　牛保定枠場

精液注入器を挿入する際に尻を振ったり、急に動き出す場合があるので、保定枠場に牛を

入れて作業を行った方が牛、術者共に安全に授精作業が行なえる。しかし、農家等の現場で

は保定枠場が設置されていない場合が多い。 そのような場合には、牛房柵やスタンチョン

を利用し牛の動きを制御し実施する。連動スタンチョンを利用する際は、左右両側にも牛を

入れると牛の動きが抑えられ、より安全である。

（2）人工授精実施の際の消毒

①　器具類の消毒

注入器等の金属製の器具類は煮沸消毒が用いられる。通常は95～100℃の沸騰水中に器具

を侵漬し15～30分間煮沸して消毒する。煮沸終了後は器具内に水が残らないよう注意し、残

っているようであれば、十分に乾燥後にケ－スや滅菌バック等に入れ、密封し汚染されない

ように保管する。ただし、ストロ－カッタ－などは使用時にアルコ－ル綿花で再度清拭消毒

使用する。

シ－ス管等の加熱できないプラスチック製品等は、ガス滅菌か紫外線によって消毒を行う。

シ－ス管は滅菌済みのものも販売されているので、それらを使用することも可能である。し

かし、開封後は密閉できるケ－ス等に保管するよう注意する。

融解時の精液ストロ－は、表面の水分を拭き取ることと併せてアルコ－ル綿花を用いて清

拭消毒した後に、カットし注入器にセットする。

器具類は消毒も重要であるが、その全段となる洗浄が重要となるので洗浄作業は丁寧に行

う必要がある。

②　牛の外陰部の消毒

雌畜の外陰部は汚垢が付着したり、直前の直腸検査により糞が付着し不潔な状態にある。

まず、ペ－パ－タオルで付着した汚垢や糞を拭き取り（拭き取りきれない場合は温水等で洗

浄）、その後にオスバンタオル・アルコ－ル綿花の順で清拭消毒を行う。内部にも糞などが

入っている場合があるので、外陰部を開き内側も丁寧に清拭消毒を行うよう心がける。汚物

を生殖器内に持ち込むと不受胎となったり、後に炎症が発生し繁殖に問題が生じる可能性も

あるので十分に注意が必要である。

（3）凍結精液の融解方法

凍結精液の融解は、通常授精予定牛の保定・清拭消毒などの準備が終了後に開始する。一

般的には融解後直ちに授精できるので30～40℃の高温融解を行う。

現場では、ストロ－が十分に浸る程度の容器に35℃（30～36℃でも可だが温度計で確認す

ること）の温湯を用意し、凍結精液ストロ－の綿栓部を下にした状態で温湯内に投入し融解
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する。通常は10～15秒程度で融解し、ストロ－下部から気泡が上がり融解が終了する。融解

後は直ちに温湯から取り出し、長時間温湯内に置かないようにする。融解後も長時間温湯内

に放置すると精子の生存性を低下させてしまう。

取り出したストロ－は先に記したようにアルコ－ル綿花で清拭消毒し、注入器に装着し直

ちに授精する。

温湯が手に入らない場合は、20℃前後の冷水で融解してもよいが、このような場合は高温

融解に比較し精子活力の復活率がやや劣り、後の生存率も低下する。これは精子にとって最

も有害と言われるマイナス60～０℃の温度域を通過するのに長時間を要するためである。

（4）人工授精の方法

人工授精の方法は、注入方法の違いと注入部位の違いにより次ぎのようになる。

・頚管鉗子法による頚管深部注入法と子宮内注入法

・直腸膣法による頚管深部注入法と子宮内注入法

しかし、現在ではほとんどが直腸膣法による子宮内注入法で実施されているので、この方

法について記述する。

この方法では、直腸検査・精液注入器の操作などで手を直腸内に挿入する。そのため直腸

粘膜を傷つけないように事前に手指の爪を短く切り、ヤスリなどで爪の切り口を磨き滑らか

にしておく必要がある。

注入にプラスチック製のシ－ス管とシ－ス管用ストロ－注入器を用いる場合、前記した融

解法によって融解したストロ－精液管とストロ－カッタ－をアルコ－ル綿で清拭消毒し、ス

トロ－開封部をストロ－カッタ－で直角に切り落とす。次に滅菌済みのシ－ス管内にスト

ロ－を入れた後、注入器本体部をシ－ス管内に挿入装着し、シ－ス管がロックされているこ

とを確認する。最後に、シ－ス管カバ－（ポリエチレン製の細長い袋状のもの）を装着すれ

ば、さらに衛生的な人工授精が実施できる。

注入操作は直腸内に挿入する手に直腸検査用の手袋をはめ、その表面に水または石けん水

を塗っておく。予めアルコ－ル綿で消毒を済ませておいた牛の外陰部を、他の手の親指と人

差し指で開いて膣内

に注入器を挿入す

る。

始めは注入器をや

や斜め上方に向けて

10cm程度徐々に押

し進め、注入器先端

が膣前庭部を過ぎて

から注入器を水平に

して、さらに押し進

める。注入器の先端

を子宮外口部近くま

で挿入した後、注入
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表Ⅴ－５　牛における直腸膣法による授精の部位と受胎率の関係



器を軽く押した状態で保持する。

次に直腸検査用手袋を着用している手を直腸内に除々に挿入する。この際に牛の努責が強

い場合は無理に挿入せず、努責の強弱に合わせて少しずつ押し進める。また、直腸内に空気

が入って直腸が膨張した状態になった場合には注入器等の操作が難しくなるため、空気を排

出した後に操作を行う。

さらに、手を押し進め子宮頚管を直腸内から把握し保定する。子宮頚管の保定は、まず手

前の子宮頚管外口部を手の平の中にあるようにして軽く握り、小指・薬指を子宮頚管の側面

から下面に位置させる。次に子宮外口部近くに届いている注入器の先端を、頚管外口内へ誘

導する。この時点でシ－ス管カバ－を手前に引き寄せ、シ－ス管からシ－ス管カバ－をはず

す。

注入器が子宮頚管に挿入されたなら注入器先端部に添って手を前方に移動し、注入器をさ

らに深部へ進める。

子宮頚管内は不定形な螺旋状でヒダ・狭窄部があり、注入器の挿入が困難な場合がある。

注入器を無理に押すと粘膜が傷つき出血するので無理に挿入してはならない。注入器の先端

が当った場合には、注入器を少し手前に引き先端部を移動し、別の方向に向けるようにし再

度押し進める。このような操作を行う場合は注入器を動かすのではなく、子宮頚管を保持し

ている手の操作によって頚管部を動かし、注入器を挿入・通過させた方が操作し易い。

精液の注入部位は、頚管を通過したところの子宮体部に注入する。注入終了後は子宮頚管

を保持している手はそのままとし、注入器は静かに手前に引いて抜き出す。子宮角に注入す

る事もあるが受胎率にはほとんど差がない。無理に子宮角に注入すると子宮粘膜を傷つける

可能性もあるため、通常の人工授精であれば子宮体への注入で十分である。

（5）凍結精液の管理

凍結された精液は液体窒素を充填した凍結精液保管器に、キヤニスタ－に整理し保管する。

通常は20～30リットル程度の保管器が用いられている。保管されている凍結精液は常に液体

窒素内にあるよう定期的に液体窒素を補充する必要があ。

凍結精液の取り出しの際にキャニスタ－を引き上げる時にはキャニスタ－の上面を保管器

の開口部から10cm程度下の位置にとどめ、10秒以内にストロ－を取り出すようにする。

凍結精液の収納や入れ替えなど時間を要する作業の場合は、キャニスタ－がそのまま収容

できる程度の大きさで箱状の容器に液体窒素を十分に入れ液体窒素の中で作業するとよい。

また、蓋を開けないような保管器にも定期的に液体窒素を補充しておく方が安全である。

なお、液体窒素補充のための容器は通常の凍結精液保管とは別にし、補充専用とするとよい。

５．妊娠兆候と妊娠診断

（1）妊娠兆候

顕著な妊娠兆候は、妊娠すると発情が停止することである。排卵後形成された黄体が退行

せず妊娠黄体として維持し、黄体ホルモンが分泌される。

黄体ホルモンは、卵胞の発育を抑制して発情を抑える他、着床しやすい子宮内環境をつく
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る作用がある。

一般的に、牛の妊娠期間は平均して280日前後であるが、産次、栄養状態等で妊娠期間の

差が生じることがある。人工授精をして受胎を確認して分娩予定日が確定されても、予定日

より早まったり、遅れたりする事があるので、分娩前の予測（観察）も大切である。また、

胎子が雄の場合は予定日より遅く、胎子も雌と比較して大きく分娩することがある。

外部的な兆候としては

・腹囲の増大…妊娠が進むにつれ、右側の腹壁が膨らんでくる。（左側は第一胃があるた

め、子宮は右側腹壁に移動してくる。）

・体重の増加…胎子が発育すると、母体の体重も増加する。（血液量、子宮内の水分の増

加。）

・乳房の変化…妊娠末期になると乳房は急激に肥大する。（未経産牛は乳房浮腫が見られ

る。）

・尾根部の陥没…分娩予定日近くになると尾根部の落ち込みが見られる。（ホルモンの影

響）

発情（受精後）から21日後に再発情が無く、更に21日後（40日前後）にも発情が無ければ、

直腸検査での胎膜触診による妊娠診断が可能な状態になる。授精後数ヶ月のあいだに発情が

確認できないものを妊娠とみなす方法をノンリターン法（NR法）呼ぶ。妊娠すると黄体ホ

ルモンが卵胞の発育を抑え、発情周期が回帰しないことを示している。

しかし、発情の停止（NR法）と受胎率では約１５％の差があると言われており、NR法で

妊否の見当をつけて、他の妊娠診断を併用して確認することが望ましい。

（2）直腸検査法での妊娠診断

一般的で正確な妊娠診断方法は、直腸検査法を用いた妊娠診断である。

この方法は、妊娠した子宮が大きくなり胎膜が子宮に広がっている状態を直腸壁から子宮

（左右の子宮どちらか膨らんでいる）の子宮角付近を指でつまみあげて、胎膜の中にある胎

水の重みで逃げていく胎膜のスリップを感じ、妊否を判定する技術である。（別名：胎膜触

診法ともいう）スリップした感触は、指先で“ズリッ”とした胎膜が下に動く感触である。
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写真Ⅴ－５　尾根部陥没の写真 写真Ⅴ－６　尾根部陥没の写真（拡大）



妊娠した牛でしか感触を味わえないが、自分の体で試すときは、服の上から腕の皮膚をつ

まんでみると、皮膚が服の下で逃げる感触が同じに感じる。

妊娠している胎膜を触診するため、妊娠判定率は高い。しかし、熟練した技術を必要とす

ることから、誰もが判定することは難しい。このことから、子宮の状態、胎児の発育や、卵

巣の変化（黄体等）を把握して、直腸検査を練習することが、胎膜触診法の上達につながる。

（3）超音波診断機器を用いた妊娠診断

超音波診断装置は、胎膜触診法より早期に受胎を確認することが出来る方法である。胎膜

触診法では胎膜のスリップの確認だけしか確認できず、胎子の確認（大きさ、心臓の脈動等）、

異常な胎子（卵分割の過程で胎子が異常な形態となり、胎盤だけが発育したもの）を確認す

ることができない。

しかし、超音波診断装置を使用することにより、熟練した直腸検査の技術を必要とせず、

授精後早い時期に短時間で判定ができ、映像化することにより、肉眼で受胎の確認や記録を

することが出来る。

妊娠診断は、胎膜触診法より10日ほど早い授精後25日前後には妊娠診断が可能である。方

法は、探触子（プローブ）と呼ばれるものを直腸に用手とともに挿入して、直腸壁を介して

子宮と密着させるように軽く押しあててスライドしながら、子宮角付近を映像化させる。
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図Ⅴ－４　妊鑑１
直腸検査による妊娠診断

ウシの胎膜触診（『畜産大辞典』より模写）

図Ⅴ－５　妊鑑２
牛の妊娠子宮の断面模型図
（胎膜触診の要領を示す）

写真Ⅴ－７　超音波診断装置本体の写真 写真Ⅴ－８　プローブ（探触子）の写真

（注）

1.子宮壁

2.胎　膜

触診前 胎膜触診中 胎膜スリップ後



すると、子宮内が胎水で覆われた黒い映像（エコーフリーといい、尿膜水や羊水が写る）

が出現し、その黒い映像の中で白く小さな物体が浮遊していることが確認できる。授精後25

日前後では着床していることが少ないことから、小さな浮遊物でしか確認できない。授精後

35日前後（胎膜触診ができる時期）では着床していることが多く、また、胎子も大きく成長

していることから確認が容易になる。胎膜は筋状の映像で確認することができ、胎子の脈動

も確認することが可能である。
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図Ⅴ－６　超音波妊娠診断の図

写真Ⅴ－９　超音波妊娠診断の実施の写真 写真Ⅴ－10 超音波妊娠診断スクリーンの写真

上の写真は、画面中央部に胎子が映し出されている。術者は、映し出されている映像を

見ながら、直腸に挿入しているプローブを静かに動かし、鮮明に映し出すように操作する。



また、超音波診断装置を使って、胎子の発育を観察することができる。これは、超音波診

断装置の機能にあるスケールで映像化された胎子の頭から尾までの長さ（以下頭尾長）を計

測して、記録することができる。

以下の6枚は、酪農学園大学農学部家畜繁殖学の堂地修氏提供の写真である。

胎子の日齢が30日齢、40日齢、45日齢、50日齢、55日齢、60日齢のそれぞれ胎児の頭尾長

である。
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写真Ｖ－13 30日齢の写真

頭尾長：1.2cm

写真Ｖ－14 40日齢の写真

頭尾長：2.1cm

写真Ｖ－15 45日齢の写真

頭尾長：2.7cm

写真Ⅴ－11 超音波の写真１ 写真Ⅴ－12 超音波の写真２



超音波診断装置は、高価な機器であり農家に一台のように備えるものではないが、この装

置を用いることで、妊否の確認を早めることにより、繁殖率の向上や、妊娠した牛の管理面

での参考（双子受胎が確認された場合、分娩時に双子だということが事前に分かり分娩時に

対応可能）になることから、今後多く普及する診断方法の一つである。

６．分娩看護と助産

（1）分娩看視

近年、急速な改良により牛の体格は大きくなる一方、生時体重の大きい子牛が生まれるこ

とが少なくない。また、一般的に妊娠期間は280日前後となっているが、堂地（2003）らが

調査したデータでは、雄子牛で平均282.7日、雌子牛で平均281.2日と一般的な妊娠期間280日

を１～３日延長していたとの報告もある。

母牛の行動や体の変化（乳房の腫脹、尾根部の陥没、外陰部の腫脹等）、体温の変化等で

分娩日を予測することはおおよそ可能であるが、予測しても分娩事故の発生による子牛の損

失は経済的に大きく影響することから、分娩時期が近くなった母牛の看視は重要である。

分娩予定の１週間くらい前から、乳房の腫脹、尾根部の陥没の確認、体温測定をして、２

～３日前には群から離し、清潔な敷き料の入った分娩空間のとれた（13m2程度）分娩房に移

す。

体温での予測は、直腸に棒状の体温計を挿入して検温し、記録をとりながら体温の変化を

確認し予測する。体温は分娩日１～２日前に下降が見られると言われている。

（分娩前のホルモンの変化によるものと考えられている。）
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写真Ｖ－16 50日齢の写真

頭尾長：3.6cm

写真Ｖ－17 55日齢の写真

頭尾長：4.9cm

写真Ｖ－18 60日齢の写真

頭尾長：6.4cm



（2）分娩兆候と分娩所要時間

分娩予定日が近づいてくると、妊娠牛に変化が見られてくる。これを分娩兆候という。

分娩のメカニズムは完全に明らかになってはいないが、中尾（2003）は以下のように解説

している。

i．分娩が近づくと、胎子の下垂体から副腎皮質刺激ホルモン（ACTH）が大量に分

泌される。

ii．ACTHが胎子の副腎皮質を刺激して、副腎皮質ホルモン（コルチゾール）の分

泌量が増加する。

iii．コルチゾールは胎盤に作用して、プロジェステロンを抑制してエストロジェン

の産生を盛んにする。

iv．エストロジェンの増加は、子宮のオキシトシンに対する感受性を高める。

v．子宮頚管は弛緩して産道が大きく開いてくる。同時に子宮のプロスタグランジ

ンF2αの産生が促される。

vi．エストロジェンの作用により、子宮からプロスタグランジンF2αが合成され、

妊娠黄体を退行させるとともに、子宮筋収縮（陣痛）を起こす。

vii．陣痛で胎子は産道に押し出され、子宮頚管が開いて胎子の進入が始まる。子宮

頚管の進入による刺激により、母牛の下垂体から大量のオキシトシン分泌が起

こる。（ファーガソン現象という）

viii．大量に分泌されたオキシトシンは強い陣痛を起こし、腹筋にも作用して腹圧

を高め、胎子を娩出させる。
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写真Ⅴ－19 分娩房と妊娠牛 図Ⅴ－７　分娩前の体温の動き（データは新冠牧

場）
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図Ⅴ－８　分娩のしくみ①

図Ⅴ－９　分娩のしくみ②

③コルチゾールは胎盤でのプロジェステロン産生を抑制し、エストロジェン産生を盛んにする



分娩が近づいてくると、尾根部の両側が陥没してきて柔軟となり、外陰部は腫脹してくる。

乳房も分娩直前で急激に大きくなり、漏乳してくる。不安な状態で歩き回ったりして落ち着

かず、起きたり立ったりを繰り返して、陣痛がはじまり分娩する。

分娩の経過は一般的に①開口期、②娩出期、③後産期の３期に分けられる。

①　開口期

陣痛がはじまり、子宮頚管が拡張されて産道が大きく開いてくる。

陣痛はゆっくりだったものが、次第に間隔が短くなり強くなってきて、胎子を産道のほう

へ送り出すようになってくる。このようになると次に娩出期に入る。

②　娩出期

娩出期に入ると、胎胞は破れ黄褐色の胎水が流れ出る。これが一次破水である。一次破水

のほとんどは尿膜水である。陣痛が継続して起こり、胎胞は子宮頚管から外陰部まで押し出

され、陣痛によって足胞が破れ、尿水より粘張性のある羊水が流れ出る。これを二次破水と

いう。二次破水で流れ出た羊水は産道を潤い、娩出を容易にする。二次破水後、正常な体位

であれば、胎子の前肢（蹄）と鼻が見えてくる。破水が終わると胎子が母牛の陣痛による腹

圧で押し出され、子宮から膣へ移動し娩出される。陣痛が始まってから娩出までの時間はお

およそ２時間くらいであるが、３～４時間かかる牛もいる。
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写真Ⅴ－20 起立して陣痛 写真Ⅴ－21 横臥して陣痛

写真Ⅴ－22 一次破水の写真 写真Ⅴ－23 足胞の写真



③　後産期

娩出後から胎盤が出てくるまでの期間を後産期といい、胎盤の排出には軽い陣痛が発生す

る。胎盤を排出する時間はおおよそ４～５時間である。分娩後12時間以上経過しても排出さ

れない場合は後産停滞と判断される。

排出された胎盤は、母牛が食べてしまうことや、落ちている胎盤を踏んで滑る危険性があ

るので胎盤排出後速やかに母牛から取り除く。

分娩後、母牛は羊水でぬれている子牛を舐めてふき取るが、その時に分娩房内で同居させ

ると、細菌感染の機会の増加や誤って子牛を踏みつけて骨折等をする危険性があることから、

娩出後は母牛から離して、清潔な環境下のもと、子牛を乾草やタオルで羊水をきれいに拭き

取り、臍帯を消毒して（臍帯炎の予防）生後２時間以内に初乳を給与する。

肉用牛の場合、母牛からの哺乳による管理が一般的である。分娩の際は、娩出した子牛の

臍帯の消毒を行い、子牛が初乳を飲んでいることを確認する。子牛が初乳を飲まない、また

は、母牛が子牛を近づけさせないほど気が荒いときは介助が必要である。

近年、肉用牛経営も大型になり、哺乳も哺乳ロボットを使った管理が普及してきている。
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写真Ⅴ－24 二次破水の写真 写真Ⅴ－25 後産期①

写真Ⅴ－26 子牛の写真（臍帯消毒） 写真Ⅴ－27 子牛の写真（初乳を飲ます）



（3）難産と助産法

近年の育種改良により、牛は大型になっていく一方で、難産の発生も増加している。

難産になる要因としては、妊娠期間の延伸、胎子の大きさ、交配種雄牛別によるもの、逆

子など異常姿勢があげられる。

分娩兆候が始まり、母牛の行動をよく観察しながら、産道にいる胎子の姿勢の確認（失位）

をして助産の要否を判断する必要がある。

二次破水が終わり、陣痛があるのに娩出しない場合は、難産の可能性があるので、疑わし

いときは直ちに胎位、胎子の反応（蹄の間を強く押すと胎子は痛がり反応することがある）

を確認し、異常と確認されたら助産の準備をして速やかに娩出させることが、分娩後のダメ

ージを最小限にするために必要である。

（母牛：産後の疾病、子牛：疾病や死亡）

助産に際して準備する物

・助産器具…様々な種類があるが、牽引するタイプでロープ型が多く普及している。

・直腸用手袋…助産の際、子宮内に細菌を持ち込まないため。手袋を装着することにより

操作性が良いこともある。

・ロープ…助産をする際、前肢にかける

ロープ。

・消毒薬…膣や産道に手を入れる際、消

毒しないと分娩後子宮内に細

菌を持ち込む危険性あり。逆

性石鹸（オスバン）など。

・イソジン…娩出した子牛の臍帯の消毒。

（臍帯炎の予防）

〈難産の事例と対処法〉

①　逆子

蹄が上向きで出てきた場合、まず産道に手を挿入し胎子の頭部（鼻、口）があるかどうか

を確認する。頭部が確認できない場合は、飛節を確認、更に奥へ挿入して尾を確認する。逆

子と判断したときは、分娩中に臍帯が切れたときに呼吸が始まり羊水が肺に入ることから、

迅速に助産をしなければならない。娩出は、子牛を逆さに吊り、羊水を吐かせて呼吸するこ

とを確認する。（図Ⅴ－10参照）

②　片方の前肢しかない場合

二次破水後、頭部と前肢１肢しか確認できない場合、産道に手を挿入しもう片方の前肢の

状態を確認をする。母体の骨盤付近で蹄が引っかかっている場合や、前肢が折れ曲がってい

る場合がある。この状態のときは、正常に分娩することが出来ないので、胎子を子宮に一度

戻しながら、出ていない片方の前肢を正姿勢にさせて娩出させる。

このとき、１人の術者が両方の手を入れて体位を変えることは困難であるので、２名で行

うようにすると整復しやすい。また引っかかっている前肢を無理やり引き出すと、産道（子

宮や膣）を傷つけることがあるので、一度胎子を子宮に戻して前肢を動かし、整復してから

助産する。（図Ⅴ－11参照）
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写真Ⅴ－28 助産器具の写真



③　頭部が曲がっているとき

前肢が正常で蹄が下向きで出ていて、産道に頭部（鼻）が確認できない場合、産道に手を

挿入し、頭部の位置の確認をする。

そのとき、前肢を辿って手を挿入すると、首が左右どちらかに曲がっていることを確認し

やすい。

頭部を骨盤部のほうへ引き出さないと娩出しないので、胎子の前肢を押し戻し、頭部の位

置を整復して助産する。（図Ⅴ－12、13参照）

７．授精記録管理と受胎率の向上対策

（1）個体別繁殖用紙と記録方法

農家が、現在の繁殖状況がどのような状態になっているかを把握することは酪農経営をす

る上で重要なことであり、把握することによって群全体または個体ごとの繁殖成績の向上、

生産性の向上につながる。

繁殖の記録をすることは、①母牛の繁殖能力の把握（発情間隔、発情時の状態の確認）②

出生子牛の血統の確立、③記録をすることで、日頃見落としがちな問題点が判明するなど意
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図Ⅴ－11 難産の図②

図Ⅴ－12 難産の図③ 図Ⅴ－13 難産の図④

図Ⅴ－10 難産の図①

（社）農山漁村文化協会、生産獣医療システム乳牛編



義のあることである。また、確実に記録をすることにより、後に獣医師による繁殖検診を行

う際の重要な情報源でもある。

繁殖記録の方法は、繁殖カード、繁殖管理盤、繁殖カレンダー、コンピューターを利用し

た集計など様々である。繁殖カードは、個体別の繁殖記録をする基本的な方法である。繁殖

記録のほか、治療の記録も記入できることから、個体で繁殖記録を調査するには便利な様式

である。

酪農家一戸あたりの飼養頭数が近年増加しており、多頭数経営で繁殖を実施する場合、個

体カードの記入だけでは牛群全体の繁殖状況を把握することは困難である。このため、牛群

の繁殖管理は個体カードと他の方法（カレンダーやコンピューター集計）を併用することが

望ましい。

現在、コンピューターソフトを利用した記録方法も進んでいる。これは、表計算ソフトを

利用して農家および技術者がその後のデータをまとめやすいように表を作成し、個体別のデ

ータの入力後、授精状況を記入していく方式であり、企業や家畜診療所等で作成している繁

殖管理ソフトを用いてデータを管理する方法など様々な様式がある。

個体別に記入するカード式と違うところは、個体別データをまとめながら、農家全体（群

全体）の繁殖成績が一目で確認できること、計算式を併用して得たい情報を瞬時に集計作業

が可能で、単年度の成績だけでなく、数年の繁殖成績を集計することが可能である。このこ

とは、その牛群の現在の状況（繁殖障害や栄養状態等）を把握できるため、繁殖成績が悪い

場合はそのときの問題点の判明や改善に役立てることが出来る。
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図Ⅴー14 個体カード

畳伸吾，大規模繁殖管理技術向上対策事業，繁殖管理の現状と課題，家畜改良事業団，東京（1997）

より改変



（2）個体別繁殖能力比較法

個体管理および群管理で繁殖を行い、繁殖成績をまとめると個体の繁殖能力が判明してく

る。

繁殖能力とは、その個体が生涯の産次数や、各産次ごとの受胎成績（分娩後初回発情発現、

初回授精から受胎までの授精回数等）であるが、農家によっては比較する項目（経営をする

上で目標となること）が異なることから、様々な比較方法がある。

例えば､優秀な雌牛の系統を残していくように交配計画ができている農家の場合、繁殖能

力を比較することなく、受胎するまで交配を続けていることが多い。しかし、受胎せず空胎

日数が増えてきた場合には、優良な血統でもやむを得ず淘汰される。この場合、個体別繁殖

能力を比較する場合、受胎までの経過日数で比較することができる。

また、交雑種生産や受精卵移植が多い農家については、空胎日数の経過している牛を多く

持っていることが、経営に影響（ただ飯食い）を及ぼすことから、初回から受胎までの授精

回数および分娩後受胎日数を比較することができ、空胎日数が超過した牛については淘汰さ

れる。

個体別の繁殖能力を比較する場合は、まず農家の群全体で目標を定めて、その範囲から外

れた牛がいたら、更新対象牛として選別する。
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表Ⅴー６　表計算を用いた集計方法（筆者の個人的データ）
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第VI章　種雄牛の飼養管理（ホルスタイン種）

１．種雄牛（単房）飼養の一般管理

（1）子牛～育成期の飼養管理

雄子牛と雌子牛の育成期の飼養管理は基本的に変わらない。しかし、生後１ヵ月齢以降か

ら雄子牛の発育が雌子牛の発育より顕著に大きくなる。以降10ヵ月齢程度までは、１日当り

の増体量は約１kg以上で推移する。そのため雌子牛より余分に飼料給与する必要がある。初

期の雌雄群飼い等の場合は良質乾草を主体に不断給餌で自由に採食させることが重要であ

る。

雄牛の精子形成は３～４ヵ月齢で開始され、５～７ヵ月齢で初めて精巣に精子が出現する。

受精能を有する精子の射出は７ヵ月齢以降である。雌牛も同じ月齢頃に発情が発現すること

が多い。いわゆる性成熟に達する。それに伴って雄特有の威嚇や悪戯行動が出現し飼養管理

上の危険性も増し、この月齢以降の雌雄同居の群飼いは野合のおそれもあることから避ける

べきである。但し、雄牛のみによる群飼いは省力管理につながり、雄牛同士の運動や乗駕行

動を促進するうえでも好ましい。また、この時期に雄牛制御の手段として鼻環を装着する。

（2）育成期～成熟期の飼養管理

性成熟に達した10～12ヵ月齢から精液性状も安定し精液採取は順調になる。体格も大きく

なり、350～400kg程度に達する。この時期の太り過ぎは乗駕欲の低下、四肢及び蹄、腰など

の負担が増し肢蹄及び腰などの障害を引き起こしかねない。過剰養分の摂取を控えパドック

などでの適度な運動が望ましい。

雄牛は約４才（48ヵ月齢）で成熟時体重

に達する。成熟時体重は1,000kgにも及ぶ。

成熟時体重に達するまでの期間は成長して

いるので、維持と成長に必要な養分を給与

する。成熟時に達した以降は、健康状態や

ボディコンディションを見ながら維持に必

要な養分を給与する。往々にして過肥に陥

りやすいので適正な飼料給与が望まれる。

また、一定の乾物摂取量を満たしてやるこ

とは種雄牛の胃袋に充足感を与え種雄牛の

温順化にもつながる。

（3）種雄牛の生育に伴う一般管理

①　除角

闘争時の最大の武器となる角は、時には人間や他の種雄牛に、また施設に危害を加えるお

それがある。群飼いでは種雄牛間の闘争による事故や食い負けなどから群の安全が脅かされ
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写真VI－１　１種雄牛牛舎



発育不良や神経質な種雄牛を育成してしま

う。除角の時期は生後10日以降２ヵ月齢く

らいまでに行なうことが雄子牛の負担も軽

く済む。

除角の方法は、頭部の角根部を確認し、

電気ゴテや熱した鉄パイプで角根部の周囲

の皮膚を充分に焼き回して角根部も含めて

焼き取る。出血時は焼きゴテで止血する。

除角部には、予後の化膿防止から抗生物質

剤を塗布する。

②　鼻環装着

種雄牛の制御を容易にするために雄子牛が性成熟に達する６～７ヵ月齢頃から鼻環を装着

する。鼻環は種雄牛の鼻鏡の大きさと種雄牛を制御する度合いによって材質や大きさを変え

る。最初は鼻に負担がかからないプラスチック製リングを、20ヵ月齢頃には真鍮製の中型リ

ング、30ヵ月齢以降では成種雄牛用の大型真鍮リングに変更するのが目安となろう。

鼻環の装着部位は、鼻中隔をつまみ引き鼻中隔軟骨を避けて穿孔する。誤って鼻中隔軟骨

を穿孔して鼻環装着した種雄牛は、激痛から神経質になりやすく予後の回復も遅くなる。穿

孔用具は専用の牛鼻穿孔器が好ましいが竹を鋭利に削ったものでも代行できる。

③　馴致調教

近年、種雄牛の後代検定が定着し、世代間隔を短縮させ遺伝的能力を高めるため、より月

齢の若い雄牛からの採精が要求されている。早いものでは８ヵ月齢程度からの採精が可能で

ある。早い月齢から採精を可能にするためには適正な飼養管理が要求される。健康で発育良

好なことが第一条件である。次に、馴致調教が重要である。この時期の馴致調教の良し悪し

は、その後の種雄牛の性格を良くも悪くもする。馴致調教で若雄牛に接する管理者は、牛に

優しく接し牛の性質・癖を早く知り人に信頼感を抱かせることが大事である。頭絡を付け鼻

環に負担をかけないようにして、若い時か

ら引き運動や歩行調教を訓練する。牛が自

然に自ら歩行するよう気長に訓練する。手

荒な扱いで牛に恐怖心を植え付けたり、鼻

から出血させるような管理は慎むべきであ

る。

初めて採精を試みる場合、一般的に薄暗

く閉鎖された採精場へ誘導しても神経質に

なり簡単に乗駕しない。何度も採精場の環

境に慣らさせ、擬牝台や若雄牛間で相乗り

させる訓練が重要である。

④　運動

若雄牛の運動は馴致調教や足腰の強化に効果がある。馴致調教を兼ねた引き運動が好まし

い。基本的には、子牛から育成期にかけて広いパドックで自由に運動させることが重要であ

－ 98 －

写真VI－２　除角　鉄パイプによる除角

写真VI－３　馴致調教　引き運動及び乗駕訓練



る。成種雄牛の引き運動は身体も大きく力

も強いため非常に危険性を伴う。また、強

制運動機による運動も効果があるが、機械

的に強引に運動を課すことは好ましくない。

また、腰・肢蹄に障害を持つ種雄牛を強制

的に運動させることは逆効果である。成種

雄牛も狭い牛房から開放され太陽光線を浴

びパドックで自由に運動、ストレス解消を

はかることが重要である。

⑤　護蹄（削蹄）

種雄牛の体重は1,000kgにも達することか

ら、絶えず肢蹄や腰に負担がかかる。また

採精時の乗駕は後肢２本に過重の負担がか

かることから肢蹄管理は重要である。蹄の

状態は牛床や敷料の環境によって左右され

る。糞尿や湿潤な牛床環境では蹄質の脆弱

化を招き、趾間腐闌などの蹄病を引き起こ

す。定期的な更褥やパドックの清掃などを

実施し牛舎を常に清潔に乾燥させ、蹄を乾

燥させることが重要である。適宜、蹄の検

査と削蹄を行い、跛行などの異常歩様や腫脹、熱感などを見逃さないことが大事である。特

に種雄牛の削蹄は蹄の伸長に合わせて定期的に行なうことが好ましい。できれば４ヵ月毎に

年に３回削蹄することを推奨する。削蹄の手技方法については、雌牛の削蹄と大筋で変わら

ないので、繁殖雌牛の削蹄の項を参照されたい。ただ、削蹄時の危険防止から保定は頑丈な

枠場で、しっかりと後肢を保定することが重要である。枠場での保定方法を図解する。
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写真VI－４　円形運動機（インドネシア）

写真VI－５　削蹄及び枠場での後肢保定

図VI－１　枠場保定方法

（GENERL MANAGEMENT OF DAIRY BULLS FOR BREEDING(March 1997)：National livestock

Breeding Center）



⑥　毛刈り

乳用種雄牛は品位を保ち、衛生的な面から定期的に毛刈りを実施することが好ましい。ま

た、種雄牛の年次検査である種畜検査・衛生検査、選抜供覧時などに清潔で品位のある種雄

牛の姿態を披露するためにも毛刈りを推奨する。また、採精牛の包皮陰毛は定期的にカット

して、常に清潔に保ち衛生的な精液採取に心がけるべきである。毛刈りの方法については繁

殖雌牛の毛刈りに準ずる。

（4）種雄牛管理の施設

①　収容施設

i．追込み房

３～６頭を群飼いする牛房である。房の

大きさは月齢の大きさに応じて収容スペー

スを変化させる。群飼いの給餌飼槽は１頭

毎に採食できる給餌スタンチョンと飼槽仕

切り板を設けて雄牛間で食い負けのないよ

うにすることが望ましい。パドックを設置

することは、雄子牛の運動と太陽光線を浴

びることからも推奨される。

ii．スーパーカーフハッチ

複数頭を飼養するカーフハッチの大型サ

イズである。カーフハッチ同様の飼養長所

を備え、定置据付牛舎に比較して低コスト

である。換気・太陽光線などから衛生環境

にも優れる。特に雄子牛を外部から導入す

る飼養形態では、導入ロット毎の検疫管理

に適している。検疫解放後にスーパーカー

フハッチを移動できる構造であれば、より防疫の徹底が図れる。

iii．単房

本格的に採精を実施する10～12ヵ月齢に達したら個別に飼養する単房飼いが好ましい。こ

の時期になると牛体も大きくなり採精も含め個別管理作業が増加してくる。また追込み房で

は相互乗駕も盛んになり転倒や股関節脱臼などの事故が起こりかねない。単房の大きさは成

種雄牛で13.0m2（3.6×3.6ｍ）程度の広さが望ましい。またパドックの設置は種雄牛の運動、

ストレス解消、日光浴、そして更褥作業時の待機場所として是非設置したい。種雄牛の捕獲

は給餌時に首をスタンチョンで自動ロックして捕獲することが一般的である。安全捕獲から

もスタンチョンの設置は不可欠である。種雄牛を多頭数単房飼養する形態では、更褥の省力

的・効率的作業を図ることが重要である。更褥作業を効率的に実施できる牛舎構造の（独）

家畜改良センター十勝牧場の種雄牛舎を紹介する。その構造は、種雄牛をパドックへ移動さ

せ、開閉可能な牛房仕切柵を開いて牛房を開放状態にして、ホイールローダーなどでワンウ

エイ方式で更褥するシステムである。
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写真VI－６　追込み房　連動スタンチョンと飼槽

仕切り板

写真VI－７　スーパーカーフハッチ（移動可能）
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写真VI－10 ロック状態のスタンチョ

ン

写真VI－11 単房牛舎更褥（（独）家畜改良センタ

ー＋勝牧場）

図VI－２　（独）家畜改良センター十勝牧場牛舎平面図

写真VI－９　スタンチョン

写真VI－８　牛舎とパドック



種雄牛の習性から牛舎の構造上で留意することがある。まず、突起物のある構造物は絶対

避ける。突起物に鼻環が引っかかると、種雄牛は冷静に鼻環を外すという習性がなく、ただ

引っ張ることしかしない。そのため、パニック状態となり、発見が遅れると鼻環が切れたり、

鼻鏡が切れてしまう大事故につながる。特に飼槽周辺や錠前部分など突起物のない構造にし

なければならない。また、柵と柵の間隔は頭がスムーズに抜ける間隔にするか、または頭が

入らない狭い間隔にするかのどちらかにすべきである。中途半端に頭が入り抜けなくなると、

同じく、もがき引張ることしかしないため発見が遅れると大事故につながる。

大型で闘争本能を持つ種雄牛の脱柵や逃亡は多くの危険や被害をもたらす。ドア扉や仕切

開閉扉及びパドック出入口扉などの施錠は確実に実施する。また種雄牛が錠前を悪戯して偶

発的に解錠する危険性もある。偶発的な解錠を防ぎ完全に施錠できる錠として、（独）家畜改

良センター十勝牧場が採用している管状上下移動方式のセルフロックを紹介する。

iv．ネックタイまたは鼻環繋留方式

種雄牛の単房飼養施設は広い飼養スペースを要することから建設費が高い。その点、種雄

牛の首に強固な帯バンドを装着するネックタイ繋留方式、また鼻環から直接ロープで、また

は双角から鼻環に通したロープで繋留する鼻環繋留方式がある。この方式は牛舎建設コスト

が安く、狭いスペースで多頭数を飼養できる。日常の一般管理作業も大型機械や施設を特に

必要としない。しかし、単房飼養に比べ管理作業時の危険性を伴う。特に種雄牛のストール
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写真VI－13 施錠直後写真VI－12 セルフロック　施錠前

写真VI－15 上部管の溝をピンの位置に合わせな

いと解錠できない

写真VI－14 ロック状態（上部管が斜めにスライ

ド）



から出入れ時の事故が多い。また、種雄牛

は常に狭いストールで起立伏臥行動に限定

されることから、運動不足、足腰の脆弱化

が危惧される。この繋留方式では、常に快

適な牛床条件を整え定期的な運動と削蹄は

欠かせない。

②　枠場

体格が大きく力も強い種雄牛を病気予

防・治療、削蹄、毛刈、牛体測定、牛体洗

浄、包皮洗浄などの目的で、保定する枠場

は必要不可欠である。種雄牛が暴れても耐える強固な枠場の設置が望まれる。（独）家畜改良

センター十勝牧場の枠場を紹介する。

③　飼料給餌施設：乾草

種雄牛への給与粗飼料の主体は乾草が多い。乾草主体の給与体系では、種雄牛舎の近くに

乾草の必要量を収納する乾草舎などの施設が必要である。乾草の給餌体系は、乾草の成形状
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写真VI－16 鼻環繋留方式（インドネシア）

写真VI－17 種雄牛用枠場 写真VI－18 枠場で毛刈り

写真VI－19 懸架式ロール乾草巻戻し給餌機

写真VI－20 ロールを押し移動させながらロール

乾草を層状にほぐし給与



態で対応が変わる。ブロック状の梱包乾草は取扱いも容易で分割給与もでき、給餌面で効率

的である。しかし、近年乾草生産の効率化からロール乾草生産体系が主流になってきた。ロ

ール乾草の給餌は、追込み房などの群飼い飼養での給餌はさほど問題ではないが、単房飼養

の場合はロール乾草を切断するか巻き戻して給餌する必要がある。ロール乾草の切断はロー

ル乾草切断機などで切断して給与する。ロール乾草を巻き戻して給餌する場合は、ターンテ

ーブル上にロール乾草を乗せて巻戻す方法や懸架式ロール巻き戻し給餌機などで巻き戻して

給餌する。（独）家畜改良センター新冠牧場で採用している懸架式ロール乾草巻戻し給餌機を

紹介する。（写真VI－19参照）

④　牛床及び床材

大型で体重のある種雄牛を支える床については、常に衛生的で乾燥状態を保つ牛床管理が

重要である。特に単房飼いでは運動が制限されることが多いので牛床の環境は種雄牛の肢蹄

に大きく影響を及ぼす。また、床盤が糞尿などで滑り易かったり、冬季に床が凍ったりする

と、種雄牛が転倒し、股関節脱臼などの重大な事故につながる。床盤は一般的にコンクリー

ト盤が多い。他の床材として板材、ゴムマット、土盤なども挙げられる。これらの床材を単

独で使用している場合もあるが、床材に敷料を使用している事例も多い。敷料としては麦稈、

稲藁、オガクズ、バーク、籾殻、戻し堆肥など多種多様のものがある。床材や敷料選択で大

事なことは、ａ．衛生的であること、ｂ．糞尿を吸収し快適な居心地と乾燥状態が保たれる

こと、ｃ．入手が容易で安価なものがよい。また、敷料は堆肥化が容易であることも重要で

ある。

２．種雄牛の飼料給与

（1）育成期

生後１～２ヵ月齢までの発育は雌子牛とさほど変わらない。哺乳から離乳までの飼養管理

も大体雌子牛に準じてよい。２ヵ月齢以降の雄子牛の増体量は最も旺盛な発育を示す時期で

増体日量も通常１kg以上となる。雌子牛より約35～40％前後増体量が多く、成長に見合う分

の養分量を給与しなければならない。近年、後代検定候補種雄牛の調整交配などの関係で、

より若い月齢から採精を可能にする飼養管理が要求されている。健康で発育良好なことが前

提となる。栄養不足は性成熟が遅れ、精子の生成や精子活力が低下する。一方、栄養過多か

ら過肥に陥ることは、性欲・乗駕欲を低下させ、四肢および蹄に負担を招くことになる。こ

の時期は、良質乾草を主体として、良質アミノ酸を含む粗蛋白の高い濃厚飼料（ＣＰ18％程

度）を給与する。良質の乾草（濃い緑色）や青刈り草にはβ-カロチンが多く含まれ、動物

はβ-カロチンからビタミンAを合成することができる。ビタミンAは性成熟を促し、性欲・

精子形成・異常精子の出現など精液性状に関与するといわれている。良質な乾草が確保でき

ないようであれば、ビタミンAサプリメントの給与が推奨される。

途上国などでは、青刈草やサイレージを大量給与する飼養形態がある。しかし、種雄牛に

とって青刈草・サイレージや繋牧などによる長時間の放牧による多汁質の飼料はあまり好ま

しくない。種雄牛への多汁質飼料給与は相対的に乾物摂取量が少なくなる。生理的にも軟便

となることから、必要量以上は与えることは控えるべきである。
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（2）成種雄牛

種雄牛は、４歳時前後でほぼ成熟時体高

に達することから、それ以降の養分要求量

は、維持に必要な養分を給与する。特に採

精のために養分量を加えることについては

特別な採精牛を除いて考慮する必要はない。

種雄牛は泌乳や妊娠などの生産エネルギ

ーを必要としないことから過肥になりやす

い。適正な体重を維持することが重要であ

る。一般的に、粗飼料は中程度の乾草を主

体として給与し、濃厚飼料（CP16％程度）

を補足的に給与する。

体重1,000kg相当の種雄牛の乾物摂取量は14.4kg程度を必要（日本飼養標準）とする。例

えば、濃厚飼料2.0kg程度を給与し、粗飼料のほとんどを乾草でまかなうと１日１頭当り約

15kg（水分15％）程度の給与量となる。一方、必要養分量を充足させても、満腹感が得られ

ないと種雄牛は空腹感のストレスから粗暴な行動をとりかねない。乾物摂取量を充足させる

飼養管理は種雄牛を穏やかにさせることにもつながる。

（3）給水、ビタミン、ミネラル等の給与

給水は、不断給水施設のウオーターカップが好ましい。水槽などの貯水型では、定期的に

水槽を洗浄して清潔に新鮮な水を供給する。冬季や寒冷地では凍結防止策を講じなければな

らない。電熱ヒーターを給水管に巻くとか、地熱を利用した循環型給水施設も凍結防止に効

果がある。

種雄牛に給与する飼料メニューは搾乳牛に比べて単純であるが、ビタミンや無機物などの

微量成分が不足しがちである。これらをサプリメントとして補給することが好ましい。ミネ

ラルの給与として、塩（NaCl）の毎日給与は食欲増進剤として、また塩のNaはK（カリウム）

とのバランスをとるためにも補給することが必要である。一般的にはNaClを主材料とした

Fe、Cu、Co、Zn、Mn、I、Se等の必要なミネラル分を含んだ固形ブロックが市販されてい

る。常時、飼槽や飼槽横に設置して種雄牛が常に舐められる状態にしておくべきである。

種雄牛は、ビタミンB群とビタミンKを、牛のルーメン微生物により合成する。また、ビ

タミンＤは動物の日光浴と天日乾燥した乾草の給与で体内合成されるので特に体重300kg以

上の種雄牛には必要としない。一般的に乳牛は年齢に関係なくビタミンAとEを飼料から要

求する。ビタミンAは良質（緑黄）乾草、青刈り草や良質サイレージの中に含まれるβ―カ

ロチンから合成するが、これらの飼料が品質の悪い場合はサプリメントとして給与する必要

がある。
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写真VI－21 給餌施設（給水施設、飼槽、ミネラ

ルブロック）



（4）種雄牛の養分要求量
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表VI－３　日本飼養標準　乳牛（1999年版）

種雄牛の発育値
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表VI－４　NRC飼養標準（1988・1980年改訂版）

乳用育成牛と成種雄牛の１日当たり栄養要求量



３．暑熱対策を含む牛舎環境

種雄牛に対する暑熱ストレスの影響の発生機序に関して、陰嚢を直接加温した場合に起こ

る造精機能障害は精巣の酵素系を障害したり、抑制するためといわれ、また血流の停滞によ

る炭酸ガスの蓄積及び酵素欠乏がその主因であるといわれている。Ritalynn & Gomes（1979）

は、解糖作用を調整する酵素phosphofructokinaseの活性が腹腔内の温度を低下することを示

唆し、またWettemann & Desjardins（1979）は、暑熱ストレスによって、精子細胞成熟の抑

制と精巣におけるアンドロジェン生合成が低下することを証明している。

陰嚢（精巣）の温度は、造精機能と密接な関係があり、解剖学的には精巣への精巣動脈に

精巣静脈が絡み合った蔓状静脈叢を形成して、精巣動脈から持ち込まれる熱が精巣静脈で熱

交換され、精巣内には常に腹腔内より温度の低下した血液が循環すると考えられている。

Bonadonnaら（1957）は正常種雄牛で精巣温度が体温（直腸温）より4℃以上低いことを認

め、そしてこの温度差が造精機能が正常に維持するための必要な条件と考えている。また、

外観的に暑熱時において陰嚢が常に下垂した状態になることも、陰嚢の温度をできるだけ下

げるための生理的反応と考えられている。そこで種雄牛における暑熱対策は、体温の上昇を

抑制することが直接的に最も重要であり、このことは雌牛に対する暑熱対策と大きく類似す

る内容が多い。

暑熱環境での生理作用に関してみると、体温は視床下部の体温調整中枢を中心に神経系と

内分泌系による調整を基本とする体熱産生と放熱のバランスで維持されている。温度を感知

する受容器は体表の全面にあるが、特に鼻腔、口腔、陰嚢は熱放散に対する感受性が高く、

この他の呼吸気道、心臓、血管、消化管にもある。体熱産生は、震え、体脂肪燃焼、消化管
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内発酵熱等によって高まり、暑熱時に熱性多呼吸（パンティング）をすることでも高まる。

体温は体の中心部が高く、体表面や呼吸気道から体外に放出される。体温放熱は皮膚と環境

温度の差、発汗、呼吸によって行われる。体深部で産生された熱は主に血流によって移動す

るため、寒冷時には血管が収縮し、暑熱時には逆に血管が膨張して血流量を増加させる。一

般的に、牛は動物の中では、汗腺が発達しており、発汗による体温調節に依存しているので、

人と同様に高湿度環境に対するストレスは大きい。

20℃以上になると、呼吸数は増加し、体熱の放散を増加させる。熱性多呼吸（パンティン

グ）は浅く、速い呼吸に始まり、体温の上昇に伴い、さらに呼吸数を減らした深い努力型の

呼吸へと変化する。この努力型の呼吸は呼吸運動による熱産生が多く、体温の上昇を引き起

こし、持続するならば、熱射病等を発症し、斃死する場合もある。

この暑熱ストレスによって、体温の上昇を抑制するために飲水量が増加し、蒸散量を増加

させる。また熱産生の多い粗飼料の採食が少なくなり、その一方で濃厚飼料の採食を選択す

るようになり、第一胃の収縮回数が減少し、採食した飼料片の第一胃内での滞留時間が延長

することで、さらに採食量が減少する。また体温の上昇によって血液成分または各種ホルモ

ン濃度が変化し、繁殖（造精）機能の低下を引き起こす。

この暑熱ストレスの指標になりうる体感温度に関して、風速または湿度からの対応がある。

風速を考慮した体感温度は、以下の公式で表せる。

体感温度（℃）＝気温（℃）－６×√‾風速（m/s）…公式１

仮に送風を実施した場合、体感温度は風速の平方根に比例して低下することから、風速１

mの場合でも同じ気温でも無風状態と比較すると体感温度は約６℃低下することになる。

また湿度を考慮した体感温度は、以下の公式で表せる。

体感温度（℃）＝0.35×乾球温度＋0.65×湿球温度…公式２

これら体感温度に関して、雌牛において体感温度が19℃以下ならば安全域とされ、19℃か

ら24℃では呼吸数と直腸温度の上昇が認められる注意温度域とされ、さらに25℃以上では乾

物摂取量の低下等を引き起こす危険温度域といわれている。種雄牛においてもこの温度域は

参考すべきと考えられる。

一般的に種雄牛に関しても、牛舎内温度を25℃以下の飼養環境に保つことによって精液性

状の悪化等の問題が解消されるといわれている。この体感温度の考え方より、牛舎内での風

速と湿度等の管理が重要な暑熱対策となる。

また暑熱対策の効果をみるためにも、牛舎内には必ず数カ所に温度計、乾湿計等を設置し、

しかも記録が残るものを使用し、暑熱対策の効果を評価する。また飲水量に関しても暑熱対

策の効果を判断する基準になるため、飲水量のチェックも重要である。

暑熱対策としては以下の方法がある。

（1）牛舎

牛舎は屋根をできるだけ高くし、傾斜をつける。

（2）牛房

牛房はすべて単房飼とし、単房の構造は、隣房とは壁によって区切らず、柵で区分し、牛
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舎内の空気の流れをつくる。

（3）パドック

パドックからの新鮮な外気を牛舎内へ取り入れるために牛舎側に遮光ネットを設置する。

ただし、そのネットの高さは、牛舎内への空気の流れを阻害しないように高い位置に設置す

る。またパドックには汚水等がない水はけの良い場所を選定する。

（4）換気

牛舎壁、牛舎内に大型換気扇（写真VI－

22）または通気ダクト等を設置し、空気の

通りを良くし、トンネル換気をする。特に

気温の上昇に伴い、公式１に従い、換気の

風速を変化させ、体感温度を調整させる。

（5）屋根及び牛舎壁

屋根及び牛舎壁の色は、反射熱の抑制の

ために太陽光の反射の良い白色系を塗布す

る。また屋根からの熱の侵入を軽減するた

めに断熱材を屋根裏に設置する。

（6）散水

牛舎の屋根へ散水したり、さらに牛舎内において噴霧式の散水施設を設置し、牛舎外部及

び内部より牛舎内温度を下げる（写真VI－23（1）（2））。

（7）空調施設

特定な種雄牛に対して、さらに気温及び湿度の管理を効率的にするため冷房施設を設置し、

牛房内に冷房ダクトによって直接的に気温を低下させる（写真VI－24（1）（2））。さらに効

率的にするには牛舎内を冷房していない箇所と区分する対応をする。
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４．衛生対策

（1）健康管理

健康管理は、一般検診、一般血液検査および体重測定の結果を総合的に判断し、種雄牛の

健康状態を把握する。特に種雄牛にとって、精液性状が悪化した兆候とは、精子が形成され

る期間である約２ヶ月前に発生した問題が関連する場合が多くあり、そのため、常日頃から

の健康管理はその変化をつかむ上で、最も重要である。

①　一般検診

種雄牛の一般状態を把握する目的で、月１回の定期的な検診を実施する。検診内容は、循

環器系、呼吸器系、消化器系、生殖器系を主とし、以下の検診内容は種雄牛毎にカルテ化し、

記録保存する。

i．一般状態（体温、鼻鏡、被毛、姿勢、跛行、蹄、眼結膜、眼やに、流涙、鼻腔、鼻汁、

口腔、流涎、舌）

ii．リンパ節（下顎リンパ節、浅頚リンパ節、腸骨下リンパ節）

iii．循環器系（心拍数、心音、心雑音）

iv．呼吸器系（呼吸数、肺胞音、発咳、喀血）

v．消化器系（食欲、反芻、第一胃音、腸蠕動）

vi．泌尿器系（排尿、尿石）

vii．生殖器系（陰嚢、包皮、陰茎）

viii．直腸検査（膀胱、腎臓、精嚢腺、前立腺）

ix．精巣検査（発育、硬度、熱感、圧痛）

②　陰嚢周囲測定

ａ．陰嚢周囲測定は、種雄牛の精巣発育状態をみるものであり、その発育状態よって精液

性状及び精液の生産量についての指標の一つとなる。精巣の発育は体重の増加とともに

約5歳くらいまでは成長するといわれている（図VI－３参照）。

ｂ．測定方法は、陰嚢の最も太い箇所を陰嚢周囲測定器で測定する。その際、陰嚢が十分

に下垂していない場合には、精索箇所を十分に下に下げ、測定する（写真VI－25）。
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ｃ．測定結果の判断は、表VI－５の通りになり、仮に「Fair-Poor」の評価の場合には、精

液性状をチェックし、精液性状不良の場合には、再度、給与飼料の検討、強肝剤、ビタ

ミン剤の投与を実施する対応を検討する。

③　精巣超音波検査

さらに超音波診断器によって、精巣内部の検査を実施する。特に精液性状に影響がある精

巣実質部での繊維化または石灰化の有無を確認する。（写真VI－26）。

＜横断面：左＞

精巣の横断面の画像であり、中心の精巣網（白色）は明瞭に認められ、その周囲の曲精細

管のある精巣実質部にも白色した箇所はない。

＜縦断面：右＞

やや白色の精巣網があり、その周囲には正常な精巣実質部がある。

④　一般血液検査

一般血液検査は、検診同様に月１回実施し、種雄牛の栄養状態、肝機能等を把握し、スト
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正常な精巣の超音波画像

精巣横断面（左）、精巣縦断面（右）

R. P. Amann, J. O. Almquist (1986)

Bull Manegement to Maximize Sperm Output.
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レス時期である暑熱時期での変化に対応する。またこの血液検査データーは個別に管理をし、

個体別にその正常範囲を把握し、種雄牛の健康管理上、指標の一つとする。検査項目は最低

以下の通りである。

ａ．血液学的検査（赤血球数、白血球数、血色素量、ヘマトクリット値、白血球像）

ｂ．生化学的検査（GOT、ALP、LDH、γ-GTP、血清総蛋白、尿素窒素、総コレステロ

ール、アミラーゼ、CPK、Na、K、Mg、Ca、Cl）

⑤　体重測定

体重測定は月１回実施し、体重の変動並びに凍結精液生産の変動により、給与飼料等の変

更の重要な指標とする。

特に種雄牛の栄養度の肉眼的指標は、精液採取を実施している種雄牛に関して、腹部体表

部に数本の横走する皮筋が認められる程度を良好な状態とする。

⑥　駆虫

種雄牛は給与する生草及び乾草、吸血昆虫等より、寄生虫（肝蛭症、線虫、条虫、原虫な

ど）に罹患する可能性が高い。そのため、栄養状態または肝機能の低下を引き起こし、結果

的には精液生産に悪影響を及ぼすことになる。したがって、虫卵検査を実施しながら、定期

的な駆虫を実施し、種雄牛の健康状態を確保する。

（2）疾病管理

種雄牛特有の疾病に関して、種雄牛が流産等の発生原因となる伝染性疾患に罹患していな

いかを定期的に検査する必要がある。また非伝染性疾患の疾病に対しても早期に適切な診断

と治療が必要である。

①　伝染性疾患

伝染性疾患において、特に精液を介して伝播する伝染病は、１頭の種雄牛によって授精し

た種雌牛に流産等の影響が広範囲に発生するため、その被害は莫大なものとなる。従って、

この種雄牛の伝染性疾患に対して罹患状態を把握するための定期検査は極めて重要な項目で

ある。以下にその代表的な疾病を記述する。

i．ブルセラ病

本病は、Brucella abortusによって起こる牛の伝染病で、雌牛では流産、後産停滞、受胎

障害、種雄牛では精巣炎、精巣上体炎を起こし、特に種雄牛ではそれら組織内で細菌が増殖

し、精液中へ排泄される。診断法としては血清学的診断において、急速凝集反応、試験管凝

集反応、CF反応がある。

ii．カンピロバクター病

本病は、Campylobacter fetusの感染による慢性不顕性の生殖器病であり、雌雄牛ともに感

染部位が生殖器に限定され、交接によって相互に伝播し、種雌牛に一時的な不妊症、流産を

起こす伝染性疾患である。感染種雄牛における本菌の分布は、包皮腔内に多く存在し、永続

的にとどまり感染源となる。保菌種雄牛から採取された精液からの本菌検出率は、25～40％

と高いが、本菌に感染しても種雄牛の症状は無症状である。診断法としては、包皮腔洗浄液、

精液などで塗抹標本を作製し、石炭酸フクシン染色で鏡検、または蛍光抗体法を応用し、

C.fetusのみが特異的に染色される。また培養法もある。治療としては、C.fetusはストレプト
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マイシン、クロラムフェニコール、エリスロマイシンに感受性が高いので、種雄牛の治療目

的で亀頭または包皮に塗布する。

iii．トリコモナス病

本病は、鞭毛虫類に属する原虫Trichomonas foetusの感染による牛の生殖器伝染病で、雌

牛では膣炎、頚管炎、子宮内膜炎または子宮蓄膿症を起こして不妊症となるか、また受胎し

ても妊娠早期に流産する。一方、種雄牛では、包皮炎を起こし、局部は充血、腫脹し、膿様

の粘液を分泌し、さらに感染は精巣、輸精管に及ぶ。ただし、性欲には異常がないので正常

である。自然治癒はまれであり、伝染源としての役割となる。診断法は、包皮腔洗浄液から

の虫体の直接検出、あるいは培養による虫体の確認である。治療は困難であり、経済的な理

由から淘汰することが有効である。

iv．レプトスピラ病

本病は、スピロヘータ目の菌属であるLeptospiraの感染によって起こる牛の亜急性または

慢性伝染病で、血色素尿症、貧血、黄疸、流産などを主な症状とし、不顕性感染牛が多数存

在する。感染経路は野生動物が外見健康であるにもかかわらず、腎にレプトスピラを保有し

ている。野生動物の尿に排泄されたレプトスピラが地表水で増殖し、牛は粘膜や皮膚から、

特に創傷があれば容易に感染する。侵入したレプトスピラは血液で増殖し、全身に広がり、

腎の尿細管に局在し、そこで増殖して数週から数ヶ月にわたり尿中に排泄され感染源となる。

そのため、感染種雄牛が排尿時に包皮腔内にレプトスピラが存在した場合、精液中に本菌が

混入する可能性がある。診断法は血清学的診断として顕微鏡凝集反応、スライド凝集反応が

ある。治療はペニシリンおよびストレプトマイシンの併用が有効である。

②　非伝染性疾患

種雄牛の非伝染性疾病において、神経性、外傷性、腫瘍性、感染症、体内ホルモン異常等

が認められ、以下にその代表的疾病を記述する。

i．脊椎症

本症は、その原因は遺伝的要因が多くある。しかし、その病態は飼養環境によっても悪化

させる疾病でもある。臨床症状は常に後肢を後方へ伸展させ、後肢は蹄尖のみで負重しよう

とする行動が認められ、背側を背湾した状態で起立する。重症例では常に後肢が痙攣した状

態が認められ、起立姿勢においても開張姿勢をする。その病態は精液採取によってさらに悪

化し、乗駕不能の状態にもなる。

本症に対する対応は、まず飼養環境の改善を実施する。つまり、牛房内の牛床の高さと飼

槽底の高さの差を大きくし、種雄牛が採食時において頭部をできるだけ下げないで採食でき

るようにする。その一方では、鍼灸療法を実施する。

つまり、ツボである丹田、百会、腰帯、帰尾、気門（笹崎龍雄、清水英之助著：「中国の

獣医と家畜針灸」参照）にモグサによる灸法を実施する。さらにそれでも改善が認められな

い場合には、水針療法（針の刺激と薬物の協同作用による新療法で、筋肉注射液を治療に関

係のあるツボに注射する。それは刺針と薬品が体内で協同作用をして治療の目的を達成する）

を実施する。使用薬品としては、20％安息香酸ナトリウムカフェインを上記の各ツボに

5.0ml程度注入する。この療法を数回実施し、改善が認められない場合には、病態はかなり

進行した状態であると判断する。
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ii．陰茎白膜裂傷

本症は精液採取時に多く発生する。原因は精液採取時に人工膣筒と陰茎の交差する角度が

ずれ、陰茎腹側の包皮蓋の白膜を裂傷し、多量の出血を伴い、重症例では螺旋状に陰茎白膜

が裂傷する。その裂傷をそのまま放置すれば、包皮内の粘膜と癒着し、陰茎が包皮口より露

出できない状態となる。

そこで本症に対する対応は、外科的処置を速やかに実施する。その手法は螺旋状に陰茎白

膜が裂傷した重症例の場合には、全身麻酔下にて実施する。軽症の場合には起立位による局

所麻酔下にて実施する。その局所麻酔は陰部神経麻酔法にて包皮口より陰茎を露出させる。

露出後は血餅を除去し、裂傷部位を整復し、２～３mm間隔で吸収糸によって裂傷した陰茎

白膜を縫合する。術後３～４週間は包皮腔を消毒し、二次感染等を防止する。通常、完治ま

では４週間程度を要する。

iii．繊維性乳頭腫

本症は若齢牛に多発し、陰茎亀頭部にその発生が多く認められる。その腫瘍の増殖は４週

間程度で２倍程度に成長する場合もある。この腫瘍によって精液採取時に出血等を伴い、採

取精液中に血液を混入し、精液性状を悪化させる。

その対応は、外科的処置を実施する。つまり、起立位における陰部神経麻酔を実施し、陰

茎を包皮口より露出させ、乳頭腫に対しては電気メスを使用し、腫瘍を焼烙切除する。術後

は２週間程度で完治する。

iv．精嚢炎

本症は若齢牛に多発する疾病であり、本症の原因は、Brucella abortus、Corynebacterium

pyogenes、Streptococcus、Pseudmonas aeruginosa、Staphylococcus、Escherichia coli、

Mycoplasma  bovigenitaliumなどの細菌感染によることが知られているが、その感染経路は

従来から尿道の上行性ルートが主で、まれに血液やリンパ液を介することもあるといわれて

いる。また包皮口から粘液を排泄する包皮粘膜炎から精嚢炎を併発することもある。本症は

外見上の臨床症状はないが、直腸検査によって腫脹した精嚢腺が触知され、圧痛を伴う場合

もある。

また精液中には化膿性分泌物あるいは好中球、剥離上皮細胞などの異常細胞が存在し、慢

性症のものは白血球の混入は殆どみとめられない場合もある。重症例では小児頭大まで腫脹

した精嚢腺によって尿管を圧迫し、排尿障害を併発する。精液の色調は灰白色～黄色で膿様

物を含むか、桃色～赤色あるいは緑色を呈する例もある。一般に精子数も減少がみられ、こ

れは精嚢炎症候群として造精機能障害によると考えられるが、精巣に炎症を伴わずに精子形

成の遅延によるものもある。そして奇形精子として本症では尾部の欠損したものが増加し、

精液のpHが7.0以上を示すことも本症の特徴である。また本症の精液で授精された雌牛は、

受胎率の低下のほか、子宮内膜炎、頚管炎および流産などを誘発すると言われている。

その対応は抗生物質の大量投与、抗炎症剤の併用を実施し、さらに精嚢腺内に貯留してい

る膿汁を排泄させる目的で精液採取を頻回に実施する。その際には本症がどの抗生物質に適

応しているかを薬剤耐性試験にて特定する必要がある。治療期間は軽症では2週間程度で一

度は治癒するが、多くが数回反復して発症する傾向にあり、そのため、本症は多くが長期的

治療の対象になる場合が多く、精液性状において精子活力も低下する。
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v．陰嚢炎及び精巣炎

陰嚢炎は主として、打撲、蹴りなどによる外傷に基因し、血腫や水腫を伴うことが多い。

また乗駕時において、陰茎を強く横に牽引することによっても本症の発症が認められる場合

もある。陰嚢炎の症状は（精巣炎と同様）、陰嚢の腫脹によって左右陰嚢が不対称となり、

また熱感があり、圧痛も伴う場合もある。その結果、陰嚢温度が上昇し、精細胞の変性が起

こる。その結果、まず精子活力の悪化が認められ、つぎには精子数の減少がおこり、最後に

は円形状の精母様細胞のみが認められる造精機能障害を併発する。またアブ、刺ハエ等の吸

血昆虫によって陰嚢皮膚炎を発症し、陰嚢炎を併発する場合もある。

精巣炎は精巣の打撲、衝撃、交尾時の雌牛による蹴りなどによるが、また牛の結核病、

牛・豚のブルセラ病、馬の腺疫、パラチフス病、鼻疽などの伝染病、牛におけるコリネバク

テリウムや放線菌の感染症などによるほか、精巣周囲組織の炎症の波及によっても起こる。

細菌感染による精巣炎の場合には精巣上体炎を併発することが多い。精巣炎では精祖細胞へ

の影響によって治癒する可能性が左右し、精祖細胞自体への影響があれば、不可逆的に生殖

不能症となる。

陰嚢炎と精巣炎を診断するために陰嚢に対して超音波検査を実施する。この検査によって

精巣内に炎症像があるか、陰嚢の総鞘膜周囲に炎症像があるかによって両者を判断し、その

予後の判断材料となる。

これらの対応は、急性ものは冷湿布を行い、抗生物質の大量投与を実施し、抗炎症作用の

強いデキサメサゾン剤も併用する。治療後、陰嚢の腫脹が消失し、熱感も消失した後、発症

から約２ヵ月後、徐々に精液中に精子が認められれば、本症は完治への方向になったと判断

するが、２ヵ月経過しても精液中に精子が認められない場合には、精祖細胞自体に影響が及

び不可逆的な生殖不能症になったと判断する。

vi．交尾欲減退または欠如症

本症は種雄牛の繁殖障害で最も多く認められ、発情雌牛に対して全く関心を示さないもの

から、雌牛に乗駕するのに長時間を要するもの、交尾欲があって乗駕しても陰茎が勃起しな

いもの、勃起はしても陰茎の挿入～射精まで至らないもの、射精までに長時間を要するもの

など様々な状態が含まれる。しかし、多くの場合、精液採取の段階において擬牝台等に乗駕

するまで時間が長時間を要するか、全く乗駕しない状態が最も多く認められる。

その原因として、交尾欲は直接的には精巣から分泌されるアンドロジェンに支配されてい

るものであり、根本的には種雄牛の栄養状態、飼養管理の条件および精神的要因などによっ

て左右される。

具体的には遺伝的要因、ビタミンA、蛋白質、ミネラルなどの不足、栄養失調、過肥、削

蹄失宜、運動不足、四肢の障害などが考慮され、供用過度による性的消耗、精液採取失宜に

よる疼痛・恐怖の経験なども性欲の発現を抑制する。また肺炎、腸炎、肝障害、腎疾患、ピ

ロプラズマ病、脂肪壊死、創傷性胃炎、コリネバクテリウム病、熱性疾患などに罹患したも

のでは交尾欲が減退、消失する。

本症の対応は、種雄牛が過肥または栄養失調の場合には給与飼料を改善する。他の疾病が

存在している場合にはその治療を実施する。適度の運動と日光浴、牛舎環境の改善は本症の

予防上、重要である。また供用過度の場合には精液採取を停止し、休養させる必要がある。
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精巣機能減退による本症のホルモン療法として、ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン（HCG）

1,000～2,000IUを３～４日間隔で数回投与する方法、羊下垂体前葉性ゴナドトロピン５～

10RUを５～10回投与する方法、さらにテストステロン250～500mgを２～４日間隔で数回投

与する方法があるが、アンドロジェンは、大量連続投与すると前葉のGTH分泌が抑制されて

造精機能が阻害されることがあるため注意が必要である。また甲状腺機能低下によると思わ

れる性行動の緩慢なもの、過肥の種雄牛の場合には、サイロキシン500μgを１～３日間隔で

２～３回投与する方法もある。
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第VII 繁殖雌牛の飼育管理

１．繁殖雌牛の一般管理

（1）哺育・育成の管理

哺育・育成の管理は、その牛自身の持っている遺伝的潜在能力を成牛になった時に十分に

発揮させることを目的とする。子牛が生産年齢までに達した時、健康で、丈夫で、長持ちす

る骨格（フレームサイズ）や、飼料が食い込める丈夫な消化機能（ルーメンサイズ）、およ

び乳腺を十分に発達させて潜在能力を最大限に発揮させなければならない。

この時期の管理が適正でなかった場合、初回発情の遅れ、受胎不良、乳房への脂肪沈着等

生産性が減退し、大きな損失を招くことになる。

①　哺乳期

i．出生時

（i）呼吸の確認

子牛が生まれたら直ちに呼吸の有無を確認する。呼吸をしていない場合は、敷藁等を鼻に

挿入し、くしゃみをさせることで促すことができる。また、羊水等を飲んで仮死状態のもの
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は逆さ吊りをし、羊水を吐かせてから人工呼吸を行うと助かることが多い。

（ii）臍帯消毒

臍帯からの出血を確認し、臍帯炎の防止のためヨードチンキ等で消毒又は抗生物質を注入

する。ヨードチンキを臍帯内に入れると臍の閉まりが悪くなることから表面に散布する。ま

た、臍帯からの出血が多い場合は、縫合糸等で結ぶと良い。

（iii）被毛の乾燥

出生直後は羊水で覆われ、濡れているため羊水を取り除かなければならない。母牛が舐め

ない場合やすぐに母牛から離す場合は清拭する。

（iv）初乳の給与

分娩後約５日目までの乳を初乳といい、常乳と比べてタンパク質と脂肪、ビタミン（特に

ビタミンＡ）が多く含まれている。（表VII－２）また、下剤作用があり、胎便の廃出を促す

とともに母体からの免疫グロブリン（IgG）を多量に含んでいる。新生子牛は免疫を持たず

に生まれてくるので、子牛の健康維持のためには初乳を飲ませることが重要である。

初乳中に含まれる免疫抗体は分娩直後最も高く、徐々に低下し、24時間後は分娩直後の

４％以下に低下する。また、子牛の腸管からの初乳免疫抗体の吸収率も出生後徐々に低下し、

24時間後にはほとんど吸収されなくなる。そこで、初回の初乳給与（１回２Lで６時間以内

で４Ｌ）はできるだけ早く飲ませるのが良いとされている。しかし、小岩らによると、出生

直後の子牛の第四胃内には羊水が含まれているので、初乳が羊水で希釈されて初乳免疫抗体

の吸収が低下している可能性があるため、起立して哺乳欲を示した6時間以内がベストとし

ている。
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（v）個体識別

各個体を他の個体と区別するために標識を付ける。わが国ではトレーサビリティにより分

娩後３日以内に耳標を装着させることが義務付けられている。個体の識別は月齢の把握や飼

養管理の適正化を図る上で重要である。また、個体識別の方法として、耳標の他に入墨やネ

ックタッグ等の方法がある。

ii．哺乳期

乳牛の場合、搾乳障害を防ぐため、子牛を母牛につけて哺育することはなく、人工哺乳で

育てることがほとんどである。そこで、子牛は母牛と早期に分離する。

（i）哺育舎

子牛の15％が生後２週間以内に死亡しているという報告があるが、子牛は感染症に対して

感受性が高いので分離した子牛は個体ペンやハッチで隔離することが望ましい。
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写真VII－１　耳標装着 写真VII－２　耳標装着した牛

図VII－１　個体ペン

（フリーストール牛舎ハンドブック、1996）



（ii）除角

牛の角は品位や資質に重要なものであるが、除角をすることで闘争心を和らげるとともに、

角による牛同士の事故（角突きによる怪我や流産等）や飼養管理者との事故を防ぐことがで

きることから、乳牛の場合は従来から除角が実施されている。肉牛の場合（繁殖雌牛）も群

飼いをするようになり推奨されるようになってきている。

除角の方法は、角根部を焼く方法（焼きゴテ、電気ゴテ等）、壊死脱法（ゴムリング）、切

断法（ノコギリ）がある。幼若時に除角すると保定がしやすくストレスが少ない。

②　離乳後～繁殖開始期

i．群飼

離乳直後は、非常にストレスを受けやすいが、離乳後１週間～10日後異常がなければ群飼

いは可能である。群は３～５頭で月齢よりも体格を優先して群分けする。月齢が高くなるに
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図VII－２　カーフハッチ

（フリーストール牛舎ハンドブック、1996）

写真VII－３　FRPのカーフハッチ 写真VII－４　FRPのカーフハッチ



従って群頭数を増加させることは可能である。だだし、群飼いによるストレスが生じるので

栄養には十分注意する必要がある。

ii．育成舎

群飼育成舎としては、スーパーハッチ、グループペンおよび成長別フリーストール等があ

る。

iii．ボデイコンデションスコア

ボデイコンデションスコア（ＢＣＳ）は、栄養管理における生体の指標であり、飼料設計
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図VII－３　スーパーハッチ

（フリーストール牛舎ハンドブック、1996）



をする上で重要な役割を果たしている。主観的なものであるが、ＢＣＳ１が極端な削痩、Ｂ

ＣＳ５を極端な肥満とし、視覚的評価と触診を組み合わせてスコアを判定する方法である。

（生産獣医医療システム、乳牛編１、1999）
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表VII－３　各月齢における目標BCS

図VII－４　Edomonsonら（1989）から引用したボデイコンデションスコアリングのチャート図

（ＮＲＣ乳牛飼養標準、2002）



（2）搾乳牛の管理

①　搾乳牛舎及び搾乳施設

搾乳牛の繋養施設として、フリーストール牛舎、フリーバン、繋ぎ飼い式牛舎、牛房飼い

式牛舎等がある。

搾乳の方法は手搾りと機械があり、機械搾乳はパイプライン方式、バケット方式、パーラ

ー方式等に分類される。パーラー方式はストールの配列により、ヘリンボーン、パラレル、

アブレスト等に分類される。

②　搾乳

乳牛では、分娩1週間～数時間前に乳の分泌を開始する。分娩後、吸乳や搾乳により定期

的に乳汁体外に取り出されることにより泌乳が促進され、維持される。一般的に搾乳は、１

日に２回又は３回を等間隔に実施するのが基本である。
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写真VII－５　フリーストール牛舎 写真VII－６　パラレルパーラー

図VII－５　手搾りとミルカー搾りの比較

（野附、1982）



搾乳方法の要点は以下のとおりである。

ａ．牛を興奮させずに落ち着いた状態で、同時刻に同手順で行う。興奮させると血管が収

縮し、乳汁排出反射を抑制する。

ｂ．前搾りの実施。細菌数の高い乳の廃棄と異常乳の発見、乳頭への刺激によるオキシト

シン分泌を促す目的である。

ｃ．プレディッピング（乳頭の洗浄）と乾燥（ふき取り）の実施。

ｄ．ミルカー装着。オキシトシンの分泌はマッサージ後１分位でピークになり、以降徐々

に減少するため洗浄後１分以内に装着する。また、装着時ティートカップにエアーを吸

い込ませないよう注意する。

ｅ．ミルカーの離脱。搾乳終了後速やかに行う。過搾乳は乳頭槽や乳槽を傷つけ乳房炎の

原因となる。また、早すぎると牛乳の生産量が少なくなる。このタイミングが難しいた

め、乳量（約0.1kg/30秒）によって自動的離脱する装置が普及している。

ｆ．ポストディピングの実施。乳房炎を防止するため、ヨウ素系、塩素系の殺菌剤で乳頭

の消毒をする。

③　乾乳

乳腺細胞の休養と増殖および母胎の臓器の休養と栄養快復を目的に行う。分娩前の約２ヶ

月間（45～60日）は必要である。乾乳方法は急速乾乳法と漸減乾乳法の２つの方法がある。

急速乾乳法は、乾乳前に給与飼料を減量し、数日後急に乾乳する方法である。漸減乾乳法は

給与飼料を減量し、乳量が減少してきたら１日１回搾乳、次に隔日搾乳とし徐々に乳量を減

ずる方法である。最近では、管理の簡便さと乳房炎感染が少ないことから前者の方法が多く

用いられている。また、乾乳時は耐性菌の問題もあるが、乳房炎防除のため抗生剤は注入し

た方がよい。

２．飼料給与（発育・繁殖ステージ別）

（1）哺乳期

一般的には、早期離乳（30～40日）を目的とした給与方法（表VII－４）が行われている。

子牛の週齢が進んでも哺乳量を変化させる必要はなく生時体重の10％程度（１日当たり）

が目安となる。代用乳の濃度や温度は期間を通じて一定することが重要である。一般的には

300ｇを39～42℃の６～７倍の温湯（2L）に溶かしたものを１日２回給与する方法が用いら

れている。また、ボトル哺乳（吸引哺乳）とバケツ哺乳では、発育に差はないとの報告があ

るが、吸引哺乳の方が完全に食道溝を閉じてから第三胃を経て第四胃に嚥下される。どちら

の方法も衛生管理を徹底する必要がある。

固形飼料（スターター）は、１週齢頃から給与して子牛に慣れさせるようにし、徐々に増

加させる。乾草は早刈りの一番草又は良質の２番草を自由摂取できるようにする。カーフス

ターターと粗飼料が連続して摂取（１kg以上）できるようになり、増体チェックで異常がな

い場合は完全離乳する。離乳はストレスを受けやすいこと、離乳による栄養のアンバランス

は発育阻害の要因となるので慎重な観察と管理を要する。
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i．ルーメンの発達

出生時には第四胃が最も大きく活発な消化機能を備えているが、前胃は未発達である。そ

の後、前胃は急速に発達してくるが、それには給与飼料の量や質が大きく影響している。離

乳時には第一胃が最大となる。新生子牛では第一胃の粘膜や絨毛が未発達であるため揮発性

脂肪酸（ＶＦＡ）の吸収が低く、代謝能も低い。粘膜の発達には生後早いうちから固形飼料

の採食を促進させて、第一胃を作動させることがよい。

ii．水の給与

哺乳をしていても第一胃の機能、特に発酵を活発化させるために、水の給与は必要である。

厳寒期であっても必ず給与しなければならない。

（2）離乳後～繁殖開始期

この時期は適正な管理をすれば成長が著しい時期である。また、ルーメンも徐々に発達し、

離乳時には成牛と大差ないまでに発育する。ルーメン絨毛の発達を促すため良質粗飼料与え、

特に蛋白質とエネルギーバランスに注意する。この時期の栄養管理の失敗は発育不良による

種付け時期の遅延や発情の不明瞭、卵巣機能停止、卵胞嚢腫等のホルモン失調を招く危険性

が高い。また、蛋白質不足とエネルギー過剰による過肥は乳腺の発育を阻害し、将来の産乳

成績に影響する。順調に発育をすれば10ヵ月齢前後で初回発情を迎える。一般的には14～15

ヵ月齢で授精を行い、24ヵ月齢で分娩が理想とされている。
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表VII－４　早期離乳方式の給与例



（3）受胎～分娩（初産）

この時期は、母牛の成長と胎子の成長のためのエネルギーを供給しなければならない。特

に蛋白質とエネルギーバランスに注意する。栄養のアンバランスによるオーバーコンデショ

ンは難産や分娩後の代謝障害等の悪影響を招くことになる。また、エネルギー不足等の低栄

養は、発育不良となり難産の引き金となることや次産目の交配に必要な発育初期の卵胞にダ

メージを与え、受胎率に影響を及ぼす。

（日本飼料標準、1999）
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表VII－５　乳牛の繁殖目標 表VII－６　肉牛の繁殖目標

（Hutchson、1985）

（正木、1982）

表VII－７　雌牛育成時の給与飼料含量



（4）泌乳期

C.Sniffenによると乳牛の体内での栄養の配分は、①生命維持、②成長、③泌乳、④体脂肪

の蓄積、⑤繁殖の順で優先的に配分される。正常な繁殖を行うためには乳牛の要求する栄養

が適正に摂取され、上位4項目をクリアしなければならない。しかし、分娩直後は、分娩や

搾乳のストレス等から乾物摂取量が減少し上位４項目をクリアできない場合が多く、特に高

泌乳牛においては分娩後授精適期に受胎しない場合が多い。この時期は、泌乳成績によって

要求量が変動することから、泌乳成績とＢＣＳを把握しながら飼料設計をしなければならな

い。特に泌乳初期においては、養分含量の高い飼料を給与し、要求量を満たすように注意す

る。しかし、蛋白質の高水準給与は受胎率低下の原因となるので十分配慮する。

正常であれば、分娩後約20日頃から無発情排卵が見られ30日を過ぎると発情が見られるよ

うになる。１年１産を目標とすれば初回授精は平均60～70日が標準である。
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図VII－６　乳牛の繁殖成績を低下させる要因とその機序

（中尾、2001）

図VII－７　分娩後の乳牛における初回から６回目までの排卵卵胞の理論上の発育過程。

斜線の部分はエネルギーバランス（Mcal/day）を示す。

（Britt、1994）



（日本飼料標準、1999年）
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図VII－８　乳牛群における正常なボディコンディションスコアーの一例

（Ｗallace、1996）

表VII－８　成雌牛の給与飼料中の養分含量



（5）乾乳期

近年、この時期の管理が次産目の泌乳や繁殖へ大きな影響を与えると言われ、重要視され

ている。乾乳期間は45～60日が適当であり、乾乳終了後は、粗飼料主体の給与を行い、胎子

の発育に必要な養分量を補足する。分娩3週間前～分娩まで（乾乳後期）は胎児の急激な成

長による要求量の増加やルーメンの圧迫、ホルモンバランスの変化による乾物摂取量の減少

を考慮し、養分含量の高い飼料を給与する必要がある。また、乾乳後期のこの時期は、給与

の範囲内で泌乳初期に多量に給与される濃厚飼料がルーメン微生物に馴致できるよう徐々に

濃厚飼料を増給することが推奨されている。

この時期にＢＣＳの高い牛は難産、代謝病の発生や次産での繁殖障害発生の原因となる。

また、低い牛についても泌乳成績、受胎成績の低下の原因となるので、ＢＣＳに注意しなが

ら、適正な飼料管理に努めなければならない。

３．離乳

乳牛の場合、搾乳障害等の理由から早期に母牛と引き離し、人工哺乳を行うことが一般的

であるが、肉牛の場合は、母牛に哺乳させる自然哺乳が一般的である。いつまでも哺乳を続

けるとその後の母牛の繁殖に影響を及ぼすので、離乳は６ヵ月を目標に５～７ヵ月齢で行う

ことが望ましい。この頃になると、母牛の乳量も減少し、子牛も母乳以外の粗飼料や濃厚飼

料を食べるようになっていて、離乳が容易である。

離乳は、母牛と子牛を引き離してお互いに姿が見えないようし、できるだけ声も届かない

場所に収容する。２～３日は親子とも落ち着かず、時には母子を慕うあまり脱柵等の事故を

起こす場合があるので注意する。

４．削蹄

牛の蹄は１カ月に平均して約５mm伸びる。放牧等でよく運動する牛の場合、伸びた蹄が
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表VII－９　乾乳牛の栄養ガイドライン例



地面との摩擦ですり減って適度な長さを保つが、舎飼いの場合は磨耗が少なく、伸びすぎた

状態になりやすい。ここで、削蹄を怠ると伸び過ぎて過長蹄になり、それが進んで種々の変

形蹄になることが多い。蹄は牛の重い体を支えているため、常に良好な蹄形が保たれていな

いと蹄の各部分にかかる体重の分布に不均衡が生じ、蹄内の血液循環が円滑に行われなくな

って、いろいろな蹄病の発生の原因となる。

蹄病は跛行を引き起こし、早期の淘汰廃用、泌乳量の低下、繁殖率の低下等経済的損失が

大きい。そのため、舎飼い牛は最低でも年2回、定期的削蹄を実施し、伸びすぎた角質を切

り取り、蹄への体重負担を均衡に保ち、牛の健康を維持する努力をしなければならない。

牛の蹄の色と蹄の強さについて、古くから黒い蹄は強靱だと言われてきた。しかし、角質

の硬度を調べても黒い蹄と白い蹄の間に硬度の差は認められないという報告もある。表

VII－10は、肉牛の品種別の蹄色を示したものである。黒い蹄を持つゼブー牛や温帯牛の一

部の品種では、蹄病、特に趾間腐闌罹患率が低かったとの報告もあることから、黒い蹄は、

蹄病への抵抗性が高いと言えるかもしれない。ただし、黒い蹄だからといって日常的な護蹄

管理を怠ることは避けなければならない。
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図VII－９　削蹄の効果

（牛の護蹄マニュアル、2003）

写真VII－７　牛の削蹄



（牛の護蹄マニュアル、2003）

５．暑熱対策

モーリスは乳牛の適温は約20℃と考えら

れ、この適温時には牛にとって暑くもなく

寒くもなく、代謝量が最少となり熱の生産

と放出の何れも最少となり、適温以上に気

温が上昇するとストレスとして感じるよう

になると言っている。暑熱ストレスは、食

欲の減退による乾物摂取量の低下や繁殖成

績の低下等生産性に大きな影響を与える。

また、暑熱ストレスは気温だけではなく、

湿度との関連も深い。

対策として、飼育環境の改善と飼養面で

の工夫が考えられる。

飼育環境の改善方法としては、日射の遮

断（庇、よしず、寒冷紗等）、舎内の温・湿

度の上昇防止（断熱、換気等）や体温を上
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表VII－10 肉牛品種と蹄の色

図VII－10 フロリダ州大規模農場での未経産牛と

経産牛の月別受胎率と平均最高温度と

の関係

（Badinga.Lら、1985を改変）



昇させないための散水、送風等がある。飼養面

では必要養分をバランスよく摂取させるための

工夫として、良質飼料の給与、選び食いを避け

るために粗飼料と濃厚飼料の混合給与、エネル

ギーやビタミン、ミネラルの増給、分割給与、

夜間の屋外給餌等がある。

６．衛生対策

牛は健康であってこそ遺伝的能力を十分に発揮できるものである。不健康や病気であった

場合、その能力を発揮できなく、経済性までも失われる。そこで、日常の一般状態（元気、

食欲、糞便、皮膚および被毛、体温、呼吸等）や生理的変化を観察し、牛の病的状態を早期

に発見し、その対策を早期に講じなければならない。また、疾病は発生を未然に防止するこ

とが最重要であり、そのための防疫対策を日頃から徹底しておく必要がある。

（1）哺育・育成期の主な疾病

この時期の代表的な疾病は下痢と呼吸器病であり、感染すると子牛への発育停滞を引き起

こし、将来の生産に影響を及ぼす。また、分娩後も廃用率がほかの牛より著しく高いと言わ

れている。（阿久沢､1998）下痢は約１カ月齢までの発症、呼吸器病は約４カ月齢までの発症

が多い。

これらの予防としては①畜舎環境（換気、湿度、飼育スペース等）の適正化、②栄養管理

（給与量、給餌飼料・器具等の衛生）の徹底を図る等環境ストレスの減少、。③感染の機会を

減少させるため外部からの病原性微生物の侵入の遮断、④感染牛の隔離、⑤抗体力を高める

ためのワクチネーション、⑥初乳の給与等の方法がある。

①　下痢

下痢の原因としては、病原体（病原性細菌、ウイルス、寄生虫）、栄養（飼料の変敗、過

剰給与等）、環境（換気、不衛生等）が要因として挙げられ、これらの要因が絡み合って発

症することが多い。

治療としては、原因を突き止め、飼料管理の改善と子牛の体力維持および病原菌に対する

的確な処置を行う。

下痢の場合、一般的には、生菌剤の投与やミルクを１～２日間中止し、２Ｌの電解質溶液

を１日２回給与する。症状が進み、瀕死、極度の脱水状態では静脈内補液が必要である。

抗生剤の使用は、病原菌に対して耐性菌を考慮して感受性を持つ有効なものを選択する。

②　呼吸器病

呼吸器病の原因としては、細菌やウイルス等の感染および誤嚥性による感染であるが、飼

育環境（換気等）の不良が発症を助長する。さらに下痢発症後、肺炎を併発すると重篤とな

る場合が多い。

呼吸器病の場合、ウイルスに起因するものに特効薬はないが、感染症が主体となっている

ことから、二次感染を含めて各種細菌を標的に治療を行うことが必要であり、抗菌スペクト
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表VII－11 暑熱期の乾物摂取量の補正係数

（日本飼料標準、1999）



ルの広い抗菌性物質の応用が中心となる。
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表VII－12 哺育・幼齢期の衛生管理プログラム（例）

（牛病学、1988）
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表VII－13 放牧牛の衛生管理プログラム（例）

（牛病学、1988）



（2）成牛の主な疾病

①　乳房炎

乳牛にとって罹患率が高い疾病であり、世界中から見ても被害が最も大きい。乳房炎は乳

房内に病原性微生物が侵入し、乳房組織の炎症を起こすことであるが、微生物の病原性の違

いや牛の抵抗性の違いによって軽度なものから、全身症状を示し、死亡するものまである。

原因としては、搾乳関連の不具合（システム、手順、衛生）、施設環境、管理、飼養、栄養

等多岐に渡る。それらを改善し早期の発見に努め、早期治療をすることが最大の予防となる。

病性に応じて治療方針を決定し、抗菌製剤の選択にあたっては原因菌とその薬剤感受性の結

果によって選択することが望ましい。

②　繁殖障害

繁殖障害は、生殖器官の障害（排卵障害、子宮内膜炎等）、繁殖機能の障害（卵胞発育障

害、鈍性発情等）、胎子の死亡及び難産、新生子の死亡等である。その原因としては、形態

異常、栄養障害、飼育環境の不良、病原微生物感染等があげられる。

特に妊娠期には、流産、死産の原因となる伝染性病原体と一般細菌による感染に十分注意

する。予防としてワクチン接種が有効である。
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表VII－14 乳牛の流産の主な原因と診断の要点

（Fetrow、1994、一部加筆）

ブルセラ病

トリコモナス病

カンピロバクター症

Listeria monocytogenes
リステリア症

Bovine herpes virus
牛伝染性鼻気管炎

レプトスピラ症

ネオスポラ症

アスペルギルス病

牛ウィルス性
下痢粘膜病



参考文献

・　青木　修､西村　博、松田修一　：　牛の護蹄マニュアル、（社）畜産技術協会、東京

（2003）

・　阿部　亮、扇　勉､ 菊地　実　ら：　生産獣医医療システム―乳牛編２、（社）農山漁

村文化協会、東京（1999）

・　板橋久雄、栗原光規、久米新一　ら　：　ヒートストレス、デーリィ・ジャパン社、東

京（1998）

・　伊藤紘一、高橋桂二　監訳　：　フリーストール牛舎ハンドブック、ウイリアムマイナ

ー農業研究所、（1996）

・　小倉喜八郎､中尾敏彦、阿久沢正夫　ら　：　生産獣医療システム（乳牛編１）、（社）

農山漁村文化協会、東京（1999）

・　柏村文朗、増子孝義、古村圭子　：　乳牛管理の基礎と応用、デーリィ・ジャパン社、

東京（2002）

・　小岩政照　：　子牛の健康管理と成乳牛の周産期予防、酪農ジャーナル、東京（2003）

・　崎浦誠治､ 鈴木省三　監修　　：　　酪農大百科、デーリィマン社、東京（2002）

・　清水高正、 稲葉右二、 小沼　操　ら　：　牛病学、近代出版、東京（1988）

・　鈴木義和、出丘謙太郎、川本　哲　訳　：　NRC乳牛飼養標準（2001年･第7版）、デー

リィ・ジャパン社、東京（2002）

・　農林水産省農林水産技術会議事務局　編　：　日本飼養標準　乳牛（1999年版）、（社）

中央畜産会、東京（1999）

・　森　純一､ 中尾敏彦、 金田義宏　ら ：　乳牛の繁殖障害診断治療マニュアル、（社）

畜産技術協会、東京（2002）

・　モーリス Ｊ．バッキー PAS ：　カウ・コンフォート、全国酪農業協同組合連合会・酪

農セミナー、仙台（2004）

－ 138 －



参　考

１．肉用牛の自然交配技術

（1）自然交配における種雄牛年齢と繁殖雌牛頭数の割合及び交配期間

自然交配とは、繁殖用雌牛群の中に種雄牛１頭を入れて交配させる「まき牛」方式と、発

情した雌牛を捕獲し、一定場所で雄牛を乗駕させる「引きつけ種付け」方式があるが、自然

交配は労力をかけずに高受胎率を期待するものであり、ここでは、「まき牛」に関して説明

を行う。

自然交配（以下、まき牛という）に用いる種雄牛を初めて供用する月齢は、13カ月齢程度

から可能であるが、この時期は育成期であり、あまり早くから供用すると雄牛自体の発育を

阻害することにもなりかねないことから、通常は15ヵ月齢～18ヵ月齢程度から徐々に始める

ことが望ましい。種雄牛１頭の年齢別での雌牛群の頭数は、２歳齢で15～20頭、３歳齢で30

頭程度、４歳齢以上で40～50頭程度が適当とされているが、日本短角種では、50～60頭ある

いはそれ以上の頭数でも高受胎率を上げている事例も見られる。なお、まき牛の場合、小さ

い雌牛が体重の大きな種雄牛に乗駕されて体重を支えきれずに座ってしまうとか、逆に小さ

い種雄牛の場合に雌牛に乗駕できないなどにより交配不能となる場合があり、交配群の編成

には配慮が必要である。

交配期間は、通常２～３カ月程度を目途に設定されているが、初供用となる種雄牛は、馴

致を兼ねて１カ月程度で交配を中止し、体力を回復させた上で再度供用するなど、細やかな

配慮が必要である。

まき牛を行う場合、１牧区に２頭の種雄牛を入れると、受胎率は良くなるが、血統の確認

が難しく、避けるべきである。

また、まき牛を行う放牧地は、あまり広すぎると運動量が多くなり、若い牛ほど体力の消

耗が激しく、受胎率の低下や供用年数の短縮などの弊害が多くなる。

なお、まき牛では、表　参考－１のとおり若い初供用牛を含む２歳齢牛で60～70％、３歳

齢以上になると80～90％台の高い受胎率が期待できる。
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表　参考－１　まき牛による繁殖成績



（2）自然交配の利点・欠点

自然交配の人工授精に比べての利点は、雌牛の発情チェックが不要で、労力をかけずに高

受胎率が期待できることであり、繁殖にかかる労力節減効果は大きいものがある。しかし、

交配期間以外で種雄牛の管理に施設と管理労力が必要であり、その他、多数の雌牛に対して

雄牛１頭で交配が行われるため、血統を加味した交配ができないこと、その雄牛が疾病に罹

患していた場合にはそれを雌牛に伝播する危険性があること、登録を行う場合に必要な交配

日が特定しにくいことなどのリスクもある。ただし、人工授精で受胎しにくい牛も、自然交

配によって受胎性が向上することなどもあり、それぞれの飼養環境の中で総合的に活用する

かどうかを判断することが必要である。

（3）自然交配での種雄牛の飼養管理・衛生対策

放牧地での種雄牛管理について述べると、乗駕行動が頻繁に行われるため、まず転倒等に

よる事故が起きやすくなることから、なるべく起伏の少ない平坦な放牧地を選ぶことが前提

であり、併せて毎日の観察が重要である。

種雄牛を初めてまき牛に供用する場合は、放牧地が広い場合には運動量が多くなり、体力

の消耗が激しく、雄牛自体の発育にも支障が出ることがあるため、電機牧柵で牧区を小さく

区切り、少頭数から始めることなどの注意が必要である。特に、初めて放牧する場合には、

全放牧を行う前に、放牧地や運動場で１日２～３時間程度の運動から始めて、徐々に放牧時

間を伸ばして、１週間から２週間かけてならしていくなど、馴致を行うことが重要である。

放牧地での管理上の注意事項は、飼料（放牧草）量の確保、休息場、飲水場の設置などの

ほか、放牧病への対策がある。主な疾病としては、小型ピロプラズマ病、低マグネシウム血

症、趾間腐爛、感冒、鼓張症、伝染性角結膜炎がある。これら放牧病のうち蹄病（趾間腐爛

など）、皮膚病、眼病（伝染性角結膜炎など）などでは死亡することはほとんどないが、小

型ピロプラズマ病や低マグネシウム血症、感冒などの呼吸器病、鼓張症などの消化器病では

死廃となりやすい疾病であり、特に注意が必要である。対策としては、小型ピロブラズマ病

はダニが媒介するため、ダストバッグの設置や放牧期間中１カ月に１回（特に放牧開始直後

は10～20日間隔）程度牛体へのダニ駆除剤の塗布・散布を行う。また、アブやサシバエなど

の吸血昆虫は白血病などの伝染病を媒介するため、アブトラップなどの捕虫機の設置や忌避

剤入りイヤータッグの装着などを行う。この他、熱射病や日射病、ワラビ中毒などにも注意

が必要である。（表　参考－２参照）

また、放牧地でのまき牛に２～３カ月間供用した雄牛は、雌牛頭数や放牧地の面積等の条

件で変わるが、50～100kg程度体重が減少する。体重の減少はまき牛開始後20日前後が最も

大きいといわれ、観察を行い、必要に応じて飼料の給与や休息などの対策を行うことが大切

である。さらに、まき牛終了後には、次の供用までに十分回復させるため、タンパク質の豊

富な飼料を給与するなど、十分な栄養管理が必要である。
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２．ゼブー牛および水牛の繁殖生理

（1）ゼブー牛の繁殖生理

①　春機発動期と繁殖供用開始月齢（月齢と体重）

大きな肩峯を持つ熱帯地方を起源にする熱帯牛（Zebu：学術名Bos indicus）はアンガス

種、ヘレフォード種など温帯地域原産の温帯牛（学術名Bos taurus）に比べて晩熟であり、

早熟性に劣っている。それを明確に証明しているのが、牛の主要品種の春機発動期の日齢及

び体重を示す表　参考－３である。

温帯牛のアンガス種、ヘレフォード種の春機発動期の月齢と体重は温帯地域においてそれ

ぞれ12.3ヵ月齢、268.1kgと14.0ヵ月齢、265.4kgであるが、これに比べて、ゼブー牛の代表

格であるブラーマン種とネローレ×ブラーマン交雑牛（純粋のゼブー牛と考えて）の春機発

動期の月齢と体重は表　参考－３に示すようにそれぞれ20.4ヵ月齢、328kgと24.3ヵ月齢、

336kgであり、ゼブー牛は熱帯地域で飼育される温帯品種に比べて春機発動期に達する月齢

が遅く、体重も重くならないと発現しないことが分かる。このゼブー牛の欠点を補うために

通常の温帯牛とゼブーとの交雑（ブラーマン×アンガス交雑、ブラーマン×ヨーロッパ品種

交雑等）および交雑からの新品種造成（ブランガス種等）の他、最近では熱帯適応性を持つ

温帯牛と通常の温帯牛との交雑（セネポール×アンガス、セネポール×ヘレフォード、テュ

－ 141 －

表　参考－２　共同利用模範牧場における放牧牛の疾病発生状況

（注）昭和50年から53年までの４年間に得られた各年度の発生率の最小と最大。32牧場の平

均で牧場間差は大きい。



ーリ×アンガス等）が推進されている。

なお、温帯牛のアンガス種、ヘレフォード種は熱帯地方では暑熱、飼料事情の季節的変動、

寄生虫、疾病の影響で発育の停滞が見られ、表　参考－３に示されているように春機発動期

発現に及ぼす熱帯の影響は４～５ヵ月の遅延のように思われる。なお、アンガス種、ヘレフ

ォード種の温帯地域での春機発動期の月齢と体重は温帯地域での研究成績の単純平均値であ

る。

熱帯牛が温帯牛に比べて春機発動期が遅いことを証明する他の２種の資料を示すと、それ

らは豪州熱帯地域に属するクインズランド州で用いられている交配開始体重を示す表　参考

ー４と初産月齢を示している表　参考ー５である。
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表　参考ー３　春機発動期日齢と体重（雌牛）



初産月齢は春機発動期、妊娠期間と受胎率に影響されているが、温帯牛とブラーマン種、

ネローレ種間の妊娠期間の差（５～10日）、受胎率（温帯牛と熱帯牛間差は小）差を考慮す

ると、熱帯牛の春機発動期が極めて遅いことは明白である。

②　受胎率

ゼブー牛は温帯牛に比べて発情が微弱で発情観察の際に見逃しやすい点は指摘されている

が、受胎しやすさについては、温帯牛との差異はないようである。

③　妊娠期間

海外の研究者によって報告されている温帯牛、熱帯牛の妊娠期間は表　参考－６のとおり

である。熱帯地域でも飼育されている温帯牛の代表格であるアンガス種、ヘレフォード種に

比べて、代表的な熱帯牛であるブラーマン種、ネローレ種（ジール種、グゼラ種も含めて）

の妊娠期間は長く、それぞれ287日、291～293日である。
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表　参考－４　交配開始体重

表　参考－５　初産月齢



④　分娩後の発情再起日数および分娩間隔

i．分娩後の発情再帰日数

分娩間隔に影響を与えている分娩後の発情再帰日数に関する海外の成績は表　参考－７の

とおりである。

分娩後の発情再起日数でも熱帯牛のそれは温帯牛より長いことが伺える。
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表　参考－６　温帯牛、熱帯牛品種の妊娠期間

表　参考－７　分娩後の発情再帰日数

（注）カッコ内数値は月数を示す。



ii．分娩間隔

ブラジルでのゼブー牛（ネローレ種、ジール種）の分娩間隔を見ると、表　参考－８のと

おりであり、ネローレ種、ジール種のそれは大きなバラツキはあるものの概ね15～21ヵ月間

であり、温帯牛よりやや長いものである。

⑤　栄養面からの繁殖率の改善策

i．牛の栄養不良が繁殖率に及ぼす影響

通常熱帯では、乾季には牧草生産は量質（品質面での低下は蛋白質含量の低下と粗繊維含

量の増加、乾物消化率の低下）とも劣化してくるため、補助飼料給与を行うことになる。し

かし、乾季の蛋白質不足を補うための高蛋白質飼料の給与は通常高価につくため、低蛋白質

飼料で飼育しがちになり、結果として、雌牛の大幅な体重減が起こり、低受胎問題が生じる。

この大幅な体重減は低蛋白質摂取に伴う随意採食量の低下によるものであり、牛が必要栄養

量をまかなう量の飼料を採食できなくなるのである。

繁殖雌牛がもしこのような飼料事情の不良となる乾季に最大の栄養要求期となる哺乳期を

迎えることになれば、大幅な牛体栄養の悪化を招くことになり、繁殖面にも危機的状況を生

じさせることになる。

米国の研究では、子付き牛は乾乳牛に比べて受胎率が低いこと（表　参考－９）、肉付き

の不良な牛は肉付の良好な牛に比べて受胎率が悪いこと（表　参考－10）、大型牛は中型牛、

小型牛より受胎率が低いこと（表　参考－11）がそれぞれ報告されている。これらは栄養が

繁殖率に大きく影響していることを裏付けるものである。

また、上述した繁殖改善への蛋白質補給の重要性についても、高蛋白質補助飼料の給与に

より受胎率が改善されることが米国の研究において報告されている。

この他、豪州での研究から、食餌中の粗蛋白質含量（DM飼料中）が6.25％以下になると

第１胃内の微生物への窒素供給が減り、このため第１胃の微生物数と活性が大きく低下し、

その結果、飼料採食量、飼料消化率が大幅に下落することも明らかにされている。

以上のように、熱帯における牛の低繁殖率問題の主要部分は飼料不足、とりわけ蛋白質不
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表　参考－８　牛の分娩間隔の品種比較

（注）カッコ内数値は月数を示す。



足によってもたらされた結果であり、このため、繁殖雌牛の繁殖率の維持、改善の観点から

飼料給与改善を通じた牛の栄養改善が最重要なことであることが容易に分かると思う。

ii．繁殖率の向上に向けた牛の栄養面の改善策

通常、熱帯地域では、乾季の子牛哺乳によって生じる母牛の牛体栄養の劣悪化とそれが引

き起こす低受胎問題を改善するためには、牧草が旺盛に生育し、蛋白質含量の高い雨季の初

めに分娩させる季節繁殖（12月中旬からの繁殖）に切り替えることが重要となる。

しかし、どうしても乾季に分娩させたいと考える経営では、食餌中の低蛋白質含量を補正

するため、高蛋白質飼料の補給が必要となる。

但し、乾季では炭水化物すなわち、TDNも不足しているのが大半であり、粗野で低質な粗

飼料である稲藁、サトウキビ・バガス、収穫後の大豆茎、立ち枯れ牧草なども給与すること
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表　参考－９　繁殖牛の年齢と泌乳状態が分娩率に及ぼす影響

（注）＊…例数は1955頭、＊＊…例数は570頭である。

（出所）Wiltbank and Harvey（1963）

表　参考－10 繁殖開始時期の肉付き状態得点がその後の繁殖率に及ぼす影響（抜粋）

（注）肉付き状態得点は点数の少ない方が痩せていることを示している。

（出所）テキサスA & M大学

表　参考－11 小型、中型及び大型合成交雑経産牛の産次別成長及び繁殖形質（抜粋）

（注）上記の小型牛、中型牛、大型牛のフレーム・サイズ（体格サイズ）は経産牛の体格サ

イズ3.2、4.2、5.1をそれぞれ代表している。

（出所）Olson TA（米国フロリダ大学）



が重要である。乳牛飼育では雨季の間に牧草、トウモロコシのサイレージ調製（プラスチッ

クバッグ、プラスチック・シートを用いたスタックサイロなどで調製されるが、タイ国では

豆科牧草のみのサイレージも調製されている）、牧草での乾草調製（タイ国では豆科牧草の

みの乾草も調製されている）が重要である。

蛋白質補給においては、大豆粕、魚粉などの高蛋白質飼料の購入は高価となるため、乾季

に入っても蛋白質含量が急激に減少しないで、緩慢に低下していく豆科牧草、豆科飼料木

（ルキーナ等）の葉とか、蛋白質を多く含む農場副産物（豆類の細切莢・茎、大豆皮、破砕

大豆など）を利用する他、雨季の後期から乾季用に飼料作物（放牧用ソルゴ、燕麦など）を

栽培利用すると良い。ルキーナが良く生育する地域では、牧草地の一角にルキーナ専用の小

牧区を設置（通常、時間制限放牧するので、protein bankと言われる。）したり、豆科牧草

（グリシン、スタイロサンテス・ハマタ、スタイロ CIAT 184など）の帯状栽培放牧などが有

効な対策である。なお、大豆の鞘は粗蛋白質含量が11％と実に優れた蛋白質飼料である。

この豆科牧草の帯状栽培放牧はタイ国の酪農家でも使用されているが、この方式の良い点

は豆科牧草を長期間草地内によく維持できることである。つまり、牛の過食により豆科牧草

の生育が落ちてきた場合に電牧で牧区を囲って生育を促したり、再播種等の手当てをするこ

とが容易にできるのである。

結論的になるが、繁殖率の向上のためには牛体栄養の改善を図ることであり、肉牛の場合

では肉付き状態得点（body condition score）を「５＋」以上にすることが重要である。
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（2）水牛の繁殖生理

①　水牛の繁殖季節性

水牛の非発情期（anestrus）は、解剖学的、遺伝学的、機能的または栄養的状態が単独ま

たは組み合わさって作用する中で引き起こされていると言われている。非発情期は暑熱月の

間に最も強く現れており、水牛を季節繁殖家畜として特徴付けている。小さく、硬い、不活

発な卵子の実在は水牛における通例の現象である。

この繁殖季節性は水牛の生産性に影響を与える重大要因の１つであるが、非発情期のほか

鈍性発情（silent heat）によっても生じさせられており、気温、湿度、日照時間にも影響さ

れていると言われている。

②　春機発動期と繁殖供用開始月齢

フィリピンにおけるブルガリアン・ムラー水牛のAIでの初回種付け月齢は33ヵ月齢（例数

26頭）、体重は378kgである。この他、Jainudeen（1983）はスワンプ雌水牛の春季発動期を
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36ヶ月齢（24～38ヵ月齢の幅）と述べている。

一般的に、水牛は通常劣悪な管理、不良な飼料給与下で飼育されているため、春季発動期

が牛に比べて極めて遅いが、良好に管理され、十分に飼料給与されている水牛は牛と同様な

年齢で春季発動期に達することが海外で報告されている。その一例を示すと、北豪州ではス

ワンプ水牛は16ヶ月齢妊娠しており、また、インドのルディアナのパンジャブ農業大学の水

牛群では18.5ヵ月齢未満で発情を示したとのことである。

この他、Akexievら（1987）はリバー水牛の春季発動期は18～24ヵ月齢と述べている。

さらに、ベネズエラでの研究では未経産畜が20～24ヵ月齢で妊娠し、全畜とも38ヵ月齢ま

でに分娩したと報告されている。

次に、水牛でも肉牛同様な繁殖供用に関する重大な指摘がある。それは、El Ashryによる

ものであるが、「体重値の方が年令よりも春季発動期を示すよりすぐれた指標であるという

ものであり、エジプトのAin Shamus大学の研究者達は、年令に関係なく365kgに達した時に

未経産畜を交配する。」ことを推奨している。

この他、極めて興味のある報告は、「豪州クインズランド州、パプアニューギニアでの試

験ではスワンプ水牛は体重を減少させている時期でも発情を発現させ（一方、牛では見られ

なかった。）、ストレス状態下で水牛は牛に比べて早く性成熟に達し、より高い分娩率とより

短い分娩間隔を持ち（より早く発情を再帰させるので）、栄養的に不良な水牛の初産分娩月

齢は38ヵ月齢で、ブラーマン交雑牛は45ヶ月齢であった。同様な観察がフロリダ、トリニダ

ッド、ブラジルのアマゾン地域、ベネズエラ等でも報告されている。」というものである。

しかし、この点はアジアでは例外的なものであり、水牛は牛に比べて繁殖が緩慢なものとな

っている。

③　発情発現

海外の文献によると、頻繁な排尿が最も信頼できる発情兆候ということである。水牛は４

～６分間隔で少量排尿し、また、静かに座っている水牛では外陰部粘液の排出が観察可能で

ある。多くの水牛は発情開始時点では澄んだまたは透明な子宮頚管粘液を出している。この

粘液は発情の進展につれて、濁った、濃密なものから濁った半透明になるとのことである。

水牛での発情発見には種々の方法の併用が提案されている。

しかし、水牛ではしばしば外部兆候を殆ど示さない鈍性発情の高い発現が見られ、このた

め発情決定が困難で、人工授精の際の発情周期確認をミスする機会を増加させている。エジ

プト水牛、インド水牛の発情行動の強度は牛の場合に比べてより小さいことが分かっている。

通常の繁殖シーズン（アジア、インドでは10月～２月）における日常見られる発情の微弱な

兆候は夏の暑熱月の間に一層弱くなる。タイ国のスワンプ水牛では発情発見の問題が繁殖計

画の主要な制約の１つとなっていると述べられている。

このように、外部兆候を示さない発情の高い発生のため、大量の水牛が未種付けのままに

残される結果、エジプト水牛では、86％の外部兆候を示さない鈍性発情も報告されている。

海外の文献によると、スワンプ水牛は通常夜間に繁殖し、エジプト及びインド水牛では発

情は夕方６時から早朝6時までの間に記録されたとのことであり、フィリピンでは夜間に水

牛を集牛場に収容する管理方法が繁殖能力を増加するために使用されてきている。しかしな

がら、モンスーンの期間には発情はしばしば午後に始まると報告されている。
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④　発情持続時間と発情周期

i．発情持続時間

海外の文献によると、水牛の発情持続時間は品種、飼育地域、栄養状態及び季節によって

11～72時間の範囲で変動しており、発情持続時間は年齢の進んだ水牛は若い個体より通常や

や長く、また規則正しいものであり、通常実務目的での発情持続時間としては24時間が採用

されている。

発情持続時間については、インドの若いムラ－水牛で平均29時間、フィリピンでの24時間、

エジプトでの12～36時間、ブルガリアの24～36時間、パキスタンでの19.5時間（３～69時間

の範囲で）とそれぞれ報告されている。また、金井と清水（1983）は19.9±4.4時間と述べて

いる。

ii．発情周期

Jainudeen（1983）はスワンプ水牛の発情周期を21日（17～24日の幅）と、Akexievら

（1987）はリバー水牛のそれを21日と、また、Ligda DJも水牛の発情周期は平均21日とそれ

ぞれ報告をしている。

iii．分娩後の発情

飼育環境、暑熱がやはり再起発情の発現に顕著な影響を与えている。海外の文献によると、

分娩後の再帰発情の発現は分娩後10～400日間の幅にあるが30～60日が平均再帰期間と考え

られている。インドのパンジャブ地方ではリバー水牛（river buffalo）が分娩後40日と早く

発情が再帰することが観察されている。この他、フィリピンでのブルガリアン・ムラー水牛

では発情再帰が早く22日（例数125頭）であり、人工授精を施したのが分娩後95日（例数175

頭）であったと報告している。

⑤　受胎率

i．受胎率

海外の研究者によって報告されている水牛の受胎率には大きなバラツキが見られる。多く

の研究結果は授精された水牛のノン・リターン値に基づくものであり、50～60％の率が自然

繁殖での平均値で、人工授精での結果の多くはこれらの数値の半分の成績となっている。フ

ィリピンにおけるブルガリアン・ムラー水牛のAI及び自然交配での受胎率はそれぞれ39.7％

（例数179頭）、56.1％（例数57頭）となっている。また、タイ国でのスワンプ水牛の受胎率

について、Chantaraprateepら（1979）は60～75％とかなり優れた成績を示している。この

他、中国の在来のスワンプ水牛の受胎率は72.7％、ムラー水牛との交雑水牛のそれは50.0％

とMcGuirk Bらは報告している。これらの成績を勘案すると、発情発見の励行、栄養面を加

味した適切な飼育管理に努め、繁殖面での厳しい選抜淘汰を行っていけば、70％台の受胎率

は期待できるように思われる。

Ligda DJによると、子宮頚管粘液は色、粘度は受胎率に著しい影響を及ぼしており、粘液

が透明から濁り濃密に変化し、結晶模様が通常のシダのような形状になった時に、受胎率が

最高になるとのことである。つまり、この時期が種付適期ということになるので、子宮頚管

粘液の性状も加味した種付時期の決定を検討することが有益と思料される。

一般的には、水牛は牛に比べて受胎率が不良なものと考えられているが、これを覆す調査

結果として、北オーストラリアでの水牛の受胎率は81％とブラーマン交雑牛のそれ（70％）
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より高かったと報告されている。また、同様な受胎率値がベネズエラでも記録されている。

次に、水牛における流産、難産、後産停滞及び他の分娩問題の発生率は牛のそれと同様で

あると言われている。双子分娩は極めてまれで、妊娠の0.01％未満が双子を生産している。

しかし、水牛の飼育における劣悪な管理、不良な飼料給与が水牛での初期胎児と子牛の高率

の死亡率を引き起こしており、このことも水牛の低繁殖性に寄与していると指摘されている。

ii．分娩後の次期妊娠までの期間

Ligda DJによると、分娩後の次期妊娠までの期間は100～150日であり、牛より長くなって

いる。

⑥　妊娠期間

水牛の胎児の発達は品種、タイプ、産次､季節、栄養状態、子牛の性、地理的場所等の多

くの要因によって影響されており、水牛の妊娠期間は牛のそれより約１ヵ月長く、変動も大

きく、300～334日（平均310日）または10ヵ月と10日と言われている。タイプ別に述べると、

リバー水牛の妊娠期間は、300～315日で、スワンプ水牛のそれは320～340日である。また、

フィリピンにおけるブルガリアン・ムラー水牛の平均妊娠期間は308日（例数24頭）と報告

されている。この他、Jainudeen（1983）はスワンプ雌水牛の妊娠期間を330日（320～350日

の幅）と、Akexievら（1987）はリバー水牛のそれを312日とそれぞれ述べている。さらに、

Le Viet Lyはベトナムでの在来水牛、ムラー水牛、交雑水牛（在来水牛×ムラー水牛）の妊

娠期間はそれぞれ312日、312日、317日と報じている。

⑦　初産月齢

エジプトのAin Shams大学での研究によると、エジプト水牛の初産月齢は27.7ヵ月齢であ

る。また、パンジャブ農業大学の水牛群では初産分娩月齢は35ヵ月齢であったと報告してい

る。この他、Jainudeen（1983）はスワンプ水牛の初産月齢を47ヵ月齢（39～56ヵ月齢の幅）

と、Akexievら（1987）はリバー水牛のそれを38ヵ月齢と述べている。さらに、LeViet Lyは

ベトナムでの在来水牛、交雑水牛（在来水牛×ムラー水牛）、ムラー水牛の初産月齢はそれ

ぞれ51.0ヵ月齢、48.0ヵ月齢、48.0ヵ月齢と報告している。また、インドのA. Batoyalはスル

ティ種、ムラー種、ニララビ種、ニリラティの初産月齢をそれぞれ1,733日齢、1,353±47日

齢、1,395±32日齢と報じている。このように報告されている初産月齢成績に大きくバラツ

キがあるのは飼育時の栄養面の差異によるものと思われる。

⑧　分娩間隔

Ligda DJによると、リバー水牛の分娩間隔は平均約465日（334～580日の幅）で、スワン

プ水牛のそれは平均553日（350～800日の幅）である。また、Jainudeen（1983）はスワンプ

雌水牛の分娩間隔を532日（373～700日の幅）と、Akexievら（1987）はリバー水牛のそれを

436日と述べている。この他、Le Viet Lyはベトナムでの在来水牛、ムラー水牛、交雑水牛

（在来水牛×ムラー水牛）の分娩間隔はそれぞれ589日、492日、515日と報告している。さら

に、インドのBatoyal Aはスルティ種、ムラー種、ニララビ種、ニリラティの分娩間隔をそ

れぞれ470日、480日、637±21日、668±35日と示している。

また、フィリピンでのブルガリアン・ムラー水牛の分娩間隔は540日（例数399頭）であっ

た。なお、14～15ヵ月の分娩間隔がエジプトとベネズエラで報告されている他、ベネズエラ

では800頭の経産水牛群において、４歳齢以上の平均的成雌水牛は３年毎に２頭（平均18ヵ
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月の分娩間隔）の子畜を生産し、インドネシアでの調査では大半の農家での子畜生産は５年

間で３～５頭（平均15ヵ月の分娩間隔）であると推定している。

⑨　水牛の繁殖障害

Ligda DJによると、嚢腫、持続黄体及び被包化が水牛に通常観察されており、管状に巻い

た生殖器、卵管炎は牛より高い率で発生していると報告されている。また、頚管炎、子宮炎、

子宮蓄膿症、膣炎も水牛に通常見られる繁殖疾病である。
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