特別講演

雌牛の繁殖成績の向上を期して
東京農工大学大学院共生科学技術研究院
動物生命科学部門（兼務／農学部・獣医学科）
獣医臨床繁殖学研究室
教授

ただいまご紹介いただきました加茂前で
す。「雌牛の繁殖成績の向上を期して」と
題して一時間ほどお話させていただきます。
最近、牛の繁殖現場から発情が分かりに
くくなった、短くなった、あるいは受胎率
が低下しているというような声が聞こえて
まいります。そのような事象の実態につい
て、科学的な調査が必要であり、事実であ
ればその原因および対策についての研究が
必要となります。しかし、当面の現実的な
対応策としては、従来の基本的な知識と技
術を基に、発情や発情徴候を的確に発見し
て、適期に授精し、受胎率、受胎成績の向
上を計ることが大事であると考えます。そ
こで本講演では雌牛の繁殖に関する基本的
な知識および私が経験した事象を紹介させ
ていただきます。
私は古いものが好きなのですが、江戸時
代に作られた寄木細工や螺鈿細工などを見
ますと現代の感覚に決して劣らない、現代
では作れないような素晴らしいものもあり
ます。同じように、家畜繁殖の分野にも、
古いながらも色あせず光るものがあります。
そのような古いながらも光っているデータ
を含めて紹介させていただきます。

加茂前

秀夫

他の牛の乗駕を許容する状態のスタンディ
ング発情があります。スタンディング発情
も乗っているのが雄だとすれば、乗られて
いる牛は雄の交尾を許容している状態と同
じとみなせることから発情とします。発情
は、雄の交尾を許容する状態とスタンディ
ング発情の 2 つです。
混同していただきたくないのは、発情徴
候と発情です。発情徴候は発情に伴って、
徴候としてみられる所見です。それらはあ
くまでも発情徴候であって、発情ではあり
ません。
それでは、発情とか発情徴候をもたらし
ているものは何かというと、エストロジェ
ンです。このエストロジェンは、黄体が退
行しますと黄体からプロジェステロンが分
泌されなくなり、プロジェステロンが分泌
されなくなると黄体と共存していた卵胞が
成熟してエストロジェンを旺盛に分泌する

Ⅰ．発情とは
まず、発情の定義を確認しておくこと
が非常に大事と思いますので、確認させて
いただきます。発情は雄の交尾を許容する
状態をいいます ( 図 1 )。同じ状態として、
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ことよりもたらされます。このエストロ
ジェンが発情や発情徴候を起こします。
発情期というのは、発情 ( 雄の交尾を許
容している状態 ) を持続している期間 ( 時
間 ) をいいます。従来から言われている牛
の発情持続時間は10時間から27時間の範囲
で、未経産の牛では平均14時間、経産牛で
は平均18時間と言われています。最近では、
乗駕された場合の圧を感知するセンサーを
背仙部につけて、テレメトリーで調べると、
10時間に満たないとする情報もあります。
図 2 はスタンディング発情の様子を示
します。私どもは発情同期化試験において
スタンディング発情を 1 日 4 回 6 時間間隔

で観察しながら、発情の発現状況に基づい
て人工授精を行い、受胎成績を調べてきま
した。乗られて足を踏ん張って静止して許
容している状態をスタンディング発情と判
定します。乗られて逃げたりするとスタン
ディング発情ではないことになります。
表 1 はプロスタグランジン F2α（P G F2α ）
を投与して発情を同期化した牛における発
情の持続時間を、20～30年前のものですけ
れど、まとめたものです。平均すると19時
間～13時間です。よく見てみますと、4 ～
5 時間しか発情を持続しないものもあり、
長いものは24～26時間持続する状況であり、
かなりばらつきがあったことがわかります。
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Ⅱ．発情徴候とは
発情徴候は、血液中のエストロジェン濃
度の増加によって起こる外部から観察され
る変化や内部生殖器に見られる変化をいい
ます ( 図 3 )。外部から観察される変化を
外部発情徴候、内部生殖器に見られる変化
を内部発情徴候といいます。それらの発情
徴候は、先にもお話しましたように、黄体
が退行し、卵胞が成熟してエストロジェン
を旺盛に分泌し始める時期から発現してく
るので、通常、発情開始前 1 ～ 2 日から見
られます。発情徴候は、発情開始時から発
情期の初期にかけて顕著になり、その後次
第に減退し、発情期の後期から発情終了時
には概ね弱くなってきます。舎飼いでスタ
ンディング発情を確認できない牛について

は、このことをよく認識しておくことが、
適期授精を行う上で参考になります。
エストロジェン濃度が生理的に増加す
る時期は、実は発情期以外にもあります。
図 4 に示すように、排卵後 3 ～ 5 日の時期
に、黄体と同期して発育する卵胞が、発情
期ほどではありませんが、かなりエストロ
ジェンを分泌します。その時期に外陰部が
充血したり、粘液が出たりする発情徴候が
みられることがあります。その時期は発情
から起算すると、5 ～ 7 日前後のところに
あたります。また、病的な卵巣嚢腫などの
場合にはエストロジェン濃度が常に高い状
態になりますから、そのようなときにも発
情徴候は発現します。
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1．外部発情徴候
外部発情徴候は外部生殖器や挙動の変化
であり、外陰部の充血 ( 赤くなる )、腫脹
( 腫れて大きくなる )、透明な水様あるい
は幾分粘調な粘液が流出する、咆哮 ( よく
鳴く )、他の牛への乗駕、雄牛を求めて活
発に行動する、乳量が減少する、食欲が減
退するなどが見られます ( 図 5 )。
2 ．内部発情徴候
内部発情徴候は腟検査や直腸検査で認め
られる副生殖器の変化であり、子宮腟部の
充血と腫脹および皺壁の弛緩 ( ゆるむ )、
外子宮口の開大、外子宮口からの透明水様
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粘液の流出、子宮の腫脹（子宮角の直径が
増大する）、子宮収縮が亢進（増大）する、
などが見られます。

Ⅲ．発情周期
発情とか発情徴候は発情周期の中で認め
られます。では発情周期は何かといいます
と、妊娠していない成熟雌動物において営
まれる生殖活動の周期的営みです。妊娠し
ていない成熟雌動物で見られる生殖活動の
周期的営みは、発情を基準として発情周期、
排卵を基準として排卵周期といいます。さ
らに卵巣における卵胞発育、排卵、黄体形
成、黄体退行の変化を基準にして卵巣周期
といいます。発情周期は、牛の場合は、正
常なものでは、平均21日、正常範囲は18～
24日あるいは17～25日といわれています。
すなわち、幅があることを認識して、発情
を予測する場合には、17～25日と幅を持た
せて予測をしていただくことが必要です。
図 6 は1951年のデータなのですが、人
工授精の実施間隔から見た発情周期の長さ
を示しています。実施間隔では21日前後と
42日前後さらに63日あたりにピークがみら
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れます。人工授精実施間隔からみると、こ
の21日前後に発情が発現するのは、全体の
61％程度であるといわれています。
図 7 は発情周期中に、卵巣周期として見
られる卵巣の変化を示します。すなわち、
発情が発現して排卵が起こった後に黄体が
できます。その後黄体が退行して、次にま
た発育・成熟した卵胞が排卵する、このよ
うな現象が17～25日の間に起こっています。
卵巣周期において、黄体が存在している間
にも、卵胞波 ( 卵胞ウェーブ ) が見られ、
2 回の卵胞ウェーブのものと 3 回の卵胞
ウェーブのものが見られます。それらの卵
胞ウェーブのなかで、黄体が退行するとき
に発育している卵胞が、成熟して排卵しま
す。従って、20日前後の短い周期の場合に
は卵胞ウェーブは 2 つ、黄体の退行が遅れ
て、発情周期が23日前後と長くなる場合に
は卵胞ウェーブは 3 つになるようです。
卵巣周期におけるこのような変化を直腸

検査や超音波で画像検査を正確に把握でき
るようになると、その牛の卵巣周期のステー
ジあるいは発情周期のステージを見極める
うえで非常に参考になり、
「今このあたりの
ステージかな」ということが大体わかります。

Ⅳ．発情および発情徴候の観察
繁殖成績を向上・維持する上で一番大事
なことは、発情および発情徴候を適切に観
察して、発見することです。そうすれば発
情を見逃さないで適期授精ができることに
つながります。
1 . 放し飼い式牛舎およびパドックでの

発情観察
発情および発情徴候の観察についてです
が、放し飼い牛舎およびパドックでの発
情観察ということになりますと、まず一番
大事なのはスタンディング発情の観察です
( 図 8 )。これについては、従来から、毎
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日、最低朝夕 2 回、定時に観察することが
大事であると言われています。可能であれ
ば朝昼夕の 3 回が良く、作業をしながらの
観察は良くないと言われています。また、
発情観察時間は最低30分必要と言われて
います。その理由はリピドー ( 性衝動 ) が
あって、その性衝動に従ってマウンティン
グ ( 乗駕 ) 等の性行動が起るのですが、乗
駕するものがいないとスタンディング発情
は確認できないことになります。その性衝
動は、15～20分間隔で発現すると言われて
おり、最低30分は観察しないと、その性行
動によって乗駕行動が起った時に、発情が
チェックできないことになります。また、
牛が寝そべっている状態で30分観察しても
意味がないので、牛群全体を揺り動かして
動的な状態にしてから、30分間観察するこ
とが必要です。このようにスタンディング
発情を観察していただき、スタンディング
発情の発現が確認できれば、その後12時間
前後に授精すれば良いことになります。
スタンディング発情観察の補助器具とし
ては、ヒートマウントディテクター、テイ
ルペイント ( テイルチョーク ) の他、乗駕感
知センサーを装備したテレメトリーシステ
ムがアメリカでは開発されています。歩数
測定装置やチンボール法は発情徴候の観察
の 1 つであると思います。これらの補助器
具を有効に活用することも大切と思います。
話が少し前後しますが、図 4 は牛の発情
周期における主席卵胞 ( 卵胞ウエーブにお
いて最大の卵胞として発育した卵胞 ) およ
び黄体の発育と退行を示します。横軸は発
情のときに見られる黄体形成ホルモン (LH)
のサージを 0 としてその後の時間経過を
示します。最上段の図は卵巣における黄体
と卵胞の変化です。四角が黄体で、黒丸
が卵胞を示します。上から 2 段目の図はプ
ロジェステロンとエストロジェン濃度の推
移を示します。インヒビンや L H および卵
胞刺激ホルモン (FSH) についてはここでは

触れないで進めます。まず発情周期におい
て、黄体が退行しますと、プロジェステロ
ン濃度が減少し、プロジェステロン濃度が
減少すると L H の脈動性分泌 ( パルス ) が
増えます。そうすると、卵胞が L H の刺激
を受けて成熟し , エストロジェンを盛んに
分泌します。その結果、発情徴候ならびに
発情が発現してきます。さらに、黄体が退
行してプロジェステロン濃度が低くなった
状態でエストロジェン濃度が増加しますと、
増加したエストロジェンは発情を起こすと
同時に、L H の一過性の大量放出 ( サージ )
を起こします。この L H サージが成熟して
いる卵胞に働き、エストロジェンの分泌を
中止させると同時に、排卵しなさいという
指示を与えます。すなわち、L H サージが
起こると、血中エストロジェン濃度が急激
に減少し、卵胞は排卵に向かいます。排卵
した卵胞は黄体となって発育し、排卵後 1
週間前後に黄体はほぼ発育を完了し、通常、
ホルスタイン種では25m m 前後、黒毛和種
では20mm 前後の大きさになります。さらに、
黄体の発育の時期に一致して、第 1 卵胞
ウェーブの主席卵胞が 1 個発育してきます。
この第 1 卵胞ウエーブの主席卵胞は、黄体
が発育する時期には、L H のパルス状分泌
は頻繁に起っているのですが、この L H パ
ルスを受けてエストロジェンを産生し、排
卵後 3 ～ 5 日にエストロジェン濃度が増加
します。従って、排卵後 3 ～ 5 日すなわち、
発情後 5 ～ 7 日の時期に発情徴候が発現す
ることになります。それ以外の時期には、
通常、発情徴候は発現しません。
図 9 は、牛の発情前後から排卵までの間
における発情、排卵および性ホルモンの動
きを示します。スタンディング発情を 3 時
間間隔で調べ、スタンディング発情を初め
て示した時点を発情の開始、スタンディン
グ発情を示さなくなった時点を終了としま
した。この成績は 5 例を平均したものです
が、発情の持続時間は平均14時間でした。
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排卵もやはり 3 時間間隔で調べたところ、
発情開始から排卵までの時間は平均31時間
でした。図示した発情および排卵の内分泌
背景をお話しますと、プロジェステロン濃
度は 1 n g / m l 以下の低い値で推移します。
エストラジオール -17βは、エストロジェ
ンの中で一番生物活性の高いエストロジェ
ンですが、その濃度が発情の開始に向かっ
て急激に増加し、発情開始時にピークに達
します。このエストロジェンが、プロジェ
ステロン濃度が 1 n g / m l 以下の低値となっ
た状態において、発情開始と L H サージを
ほぼ同時に起こさせます。そうするとこの
L H サージが卵胞に働き、エストロジェン
の産生を中止させ、卵胞を排卵に向かわせ
ます。その結果、エストロジェン濃度が急
激に減少していき、発情終了の時期には低
値となり、その後は低値のまま排卵まで推
移します。エストロジェンのこのような推
移を見ると、血中エストロジェン濃度と発
情徴候にはいくらかタイムラグがあり、発
情徴候の変化のほうがエストロジェン濃度
の変化よりも少し遅れますが、発情徴候は

発情開始に向かってだんだん強くなり、発
情開始時に最も強く、発情終了前後にはエ
ストロジェンが減少していますので、発情
終了や排卵時には減衰している状態です。
発情開始と L H サージと排卵の関係は、
発情開始と L H サージの開始はほぼ同時に
起こり、L H サージは発情開始後 6 時間前
後にピークとなり、排卵は L H がピークに
なってから25時間前後に起こります。すな
わち、発情が開始されると、基本的に同時
に L H サージも開始されます。さらに、L H
サージにより排卵が起こりますから、排卵
は発情開始後30時間前後に起こることにな
ります。発情開始、L H サージ、排卵の関
係はこのようプログラムされた状態になっ
ていると理解していただきたいと思います。
発情を確認する補助手段の 1 つとして、
マーカーがあります。何回も乗駕を許容す
るとマーカーが赤くなって、溶液収納部分
が押しつぶされて扁平に変形し、マーカー
の布の部分が汚れて黒くなります（図10）。
発情でないのにたまたま乗られると、マー
カーは赤くなりますが、布は真っ白という
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ような状態となります。溶液収納部分が扁
平に変形し、布が黒くなっていれば、何回
も乗られた証拠と見ることができます。ま
た、仙骨部分および尾根部の付け根ところ
が脱毛する場合もあります（図10）。この
ような脱毛が起こっていれば、マーカーが
なくても発情を察知できます。鋭く詳細に
観察していただければ、いろいろな徴候が
見てとれると思います。
1 . 繋ぎ飼い方式牛舎での発情徴候の観察
繋ぎ飼いでスタンディング発情やその
他の発情行動が全く観察できないときの
対応としては、やはり、外部発情徴候と内
部発情徴候の観察が一番大事であり、それ
に基づいて授精適期を判定することになり
ます。外部発情徴候は、つなぎ飼いの場合
も最低朝夕 2 回、定時に、例えば朝夕の搾
乳前とか搾乳後に観察することが大事です
（図11）。また、私の経験ですけれども、外
部発情徴候が発現している場合に、背後に
回って腰とか臀部を圧迫してやりますと、
尻尾を上げて、雄許容に似た姿勢を示す場
合があり、参考になります。
外部発情徴候が見られたものについては、
内部発情徴候の検査と観察を必ず行ってい
ただきたい。その理由は、内部発情徴候は

外部発情徴候が軽微な場合あるいは不明瞭
な場合でも、腟検査によって明瞭に見られ
る場合があり、また直腸検査によって子宮
の収縮や腫脹も分かります。
私どもは、種付けする場合には常に腟検
査を行って、子宮腟部と外子宮口を調べま
す。図12は発情期の子宮腟部と外子宮口の
写真です。子宮腟部が充血して幾分腫脹し
ています（図13）。外子宮口は幾分開いて
います。また、分かりにくのですが、気泡
を作った粘液が見られます。さらに大事な
ことは、子宮頸管粘液が透明で、膿様物が
ないことが重要であり、膿様物や膿を含む
粘液が出てくるようですと子宮内膜炎が疑
われます。子宮内膜炎の場合には治療が必
要です。子宮収縮については、発情終了前
後の授精適期に全く収縮がなくなる時期が
あります。これは子宮が悪いからではなく
て、エストロジェン濃度の減少等のホルモ
ン環境の変化による可能性が大きいと思わ
れ、授精を中止するような状態ではなく、
むしろ授精適期の可能性があります。内部
発情徴候には含まれない卵巣所見について
ですが、通常、長径12～14mmの小さく、硬
く、表面が粗造な退行黄体が認められます。
成熟卵胞は、通常、ホルスタイン種では直
径18mm前後、黒毛和種では直径15～18mm前
後の大きさで、発情開始時前後には球形を
呈し、表面が平滑で、非常に緊張感があり、
1����������
��������2����������������
���������������������������

�������������������
2����������
�����������������������
������������������������

��� ������������������

��� �����������������������������
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鉄とかガラス球のような硬いものを触って
いる触感があります。発情終了前後になる
と、多くの場合、柔軟になります。排卵直
前には、さらに柔軟になって波動感を呈す
るようになり、輪郭が不明瞭になって存在
が確認し辛くなり、卵胞がないと思うよう
な状態になる場合もあります。しかし、中
には発情終了後にも柔らかくならないで、
卵円形あるいはおむすび状に歪になった状
態で、緊張感を保持したまま排卵する場合
もあります。このように排卵のパターンは、
柔らかくなって排卵するワンパターンでは
なくて、いろいろなパターンがあるようで
す。また、排卵が近づくと、卵巣が周囲の

組織に抱きこまれ、触診のために引き出す
のに苦労する状態になります。この状態は
卵子を卵管の中へ取り込むためなのかもし
れません。この所見も排卵期の特徴のよう
に思われます。

Ⅴ．発情徴候の発現から発情開始までの
時間
繋ぎ飼いされている場合には、スタン
ディング発情が確認できません。そこで、
外部発情徴候が発現してから発情開始まで
の時間経過について、黄体開花期に P G F 2 α
20mg 前後を筋肉内注射した未経産牛につい
て調べてみました。そうしますと、表 2 に

��� ���������������������������������

������
�����������������
����������������
�����������������
��������� � �����������
�������
�����������������������������
����
�����
������12�14 mm������������
�����������15�18 mm�
��������������������
�������������� � ����������
�������������� � ��������
��������������������
�13 ���������������������
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示しますように、6 ～ <12時間が 3 頭（35%）、
12～ <18時間以内が10頭（50%）、18～ <24時
間が 7 頭（15%）でした。この場合、外部
発情徴候として、外陰部の充血と腫脹およ
び粘液の流出を、少し大まかですが、12～
24時間で観察しました。このような観察に
よりますと、外部発情徴候が発現してから
12時間後あたりにスタンディング発情が発
現します。従って、繋ぎ飼いされている牛
では、外部発情徴候が発現した時点から12
時間後あたりにスタンディング発情が開始
し、その後30時間前後に排卵が起ると推測
されます。このように概算しますと、外部
発情徴候が発現してから排卵までは42時間
前後と予測できます。

とから、牛では発情開始から排卵までは31
時間前後であることを既にお話しました。
表 3 は発情、排卵と L H サージの関係を調
べた成績です。牛 Nos．G- 2 、121、132、133、
135の 5 例で見ますと、スタンディング発
情の開始から終了までの時間は12～17時間、
平均14時間であり、発情開始から終了まで
の時間は、30～33時間、平均31時間と非常
に良く揃っています。それに比べて発情終
了から排卵までは15～19時間とかなりバラ
ツキがみられます。また、良く揃っている
のが、発情開始から L H ピーク（頂値）ま
での5.5～ 7 時間、平均6.1時間と L H ピー
クから排卵までの24～26.5時間、平均25.1
時間です。これらのことから、発情開始
と共に L H サージが開始し、L H サージによ
り排卵が起ることが認識できます。なお、
上述の 5 例とは様相を異にする 1 例（牛
No.134）がみられました。当該例は、発情

Ⅵ．発情開始から排卵までの時間
発情開始と共に L H サージが起こり、そ
の L H サージが排卵を起こします。このこ
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開始から排卵までが37時間と幾分長く、発
情開始から L H ピークまでの時間が13時間
と長く、L H サージの開始が通常よりも遅い
ことが認められ、排卵遅延と考えられます。

Ⅶ．授精適期
授精適期は、受精能力を有する新鮮な精
子と新鮮な卵子が受精部位である、卵管膨
大部で会合し、受精が成立する、そのよう
な時期と言えます（図14）。この授精適期
に関連する事象としては、次の 4 ～ 5 項目
が挙げられます。①排卵時間です。牛では
発情開始後30時間前後です。②受精が成立
するのに必要な数の精子が受精部位である

卵管膨大部に到達するのに要する時間です。
これに要する時間は 2 時間程度と言われて
いましたが、最近は、7 ～10時間とも言わ
れています。③精子が雌の生殖器内で受精
能を獲得するのに要する時間です。射出さ
れた精子はそのままでは受精能力を持って
おらず、雌の生殖器の中に 3 ～ 4 時間存在
することにより、受精能力を備えるように
なります。④精子が雌の生殖器の中で受精
能力を保有している時間です。牛では大体
24時間と考えられています。⑤排卵された
卵子が受精する能力を保有している時間で、
牛では12時間とい言われています（授精適
期とは直接関係しません）。これら①、②、

��������������������
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た場合に60% 以上の受胎率が得られること
が示されています。現在、一般的に推奨さ
れている授精適期はこの成績に基づいてい
ます。
図17は、現在の畜産草地研究所の前身で
ある農林省畜産試験場で行なわれ、畜産試
験場報告第56号（1950）に報告されている
成績です。スタンディング発情の持続時間
は21時間であり、受胎率が最も良いのは発
情終了前後に授精した場合で、15頭中14頭
（93%）が受胎したことが示されています。
なお、この場合の交配は自然交配と人工授
精の両方が行なわれ、人工授精には液状精
液が用いられた時代です。
まとめてみますと、T r i m b e r g e r らの成

������

③、④を考慮しますと、計算上の授精適期
は、発情開始後26時間（②を 7 ～10時間と
すると、発情開始後20～23時間）になります。
1 ．スタンディング発情を確認した牛
図15は、アメリカで畜産農家が実証し、
広く受け入れられている授精適期の指針で
す。スタンディング発情の持続時間は18時
間であり、授精最適期はスタンディング発
情開始後 9 ～24時間、適期は同 6 ～28時間
とされています。
図16は、発情後の授精時間と受胎率の関
係を調べた成績です。データの中身は1940
年代後半の Trimberger らの成績を集計し
たものです。発情の持続時間は18時間であ
り、発情開始後 6 ～24時間に授精を行なっ

��

��

���������hr�

�16 ������������������ �Trimberger�Davis(1943)
���Trimberger(1948)��������
(Salisbury, et al.,1978)

���
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績はスタンディング発情開始後 6 ～24時間
に授精すると受胎率が60% 以上と良好であ
ることを示しました。それらの成績を基に
して、Trimberger は、表 4 に示しました、
実情指針を呈示しました。それが現在一般
的に推奨されている人工授精の指針になっ
ています。
�4 ������������
����

������

�� 9���

�����

�� 9�12

������
�����

��

������

図18は、乗駕されたことを感知するセン
サーを使って発情の発現状況を調べ、スタ
ンディング発情開始後の経過時間別に人工
授精を実施し、受胎率を調べた Nebel らの
2000年に報告された成績です。同様の成績
が、同グループからもう 1 報報告されてい
ます。人工授精を発情開始後 4 ～12時間に
行なった場合の受胎率が50% 前後と高いこ
とが示されています。この成績は、従来考
えていた時期よりも少し早い時期に人工授
精を行うことにより高い受胎率が得られる
ことを示しています。この点については、
今後さらに検討、確認する必要があると考
えます。
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基本的に雄を許容して交配するというこ
とは、その時期は生物学的に妊娠が成立す
る状態になっていると考えられます。そう
すると、授精時間（時期）を厳密に特定す
る必要はなく、雄を許容している時期に交
配すれば良い、とかなり幅を持たせる考え
方もあると思います。人工授精の場合には、
精子数が自然交配の場合に比べて著しく少
ないことを含め、今後の検討課題かもしれ
ません。
2 ．スタンディング発情を確認できない

牛
スタンディング発情を確認できない牛に
ついての適期授精ですが、これが一番難し
いと思います。これについて、私が考え、
実践している対応法は、外部発情徴候、内
部発情徴候、直腸検査による黄体と卵胞所
見、これら 3 者を総合して授精適期と思わ
れる時期を判定し、授精を行なう方法です
（図19）
。
何か指標になる所見がありますか？
と尋ねられても、具体的に答えられるもの
は今のところありません。だだ、以下の点
が参考になると思います。すなわち、図 9

に示しましたように、スタンディング発情
を示した牛において発情開始後 9 ～24時間
の授精適期のころには、血中エストロジェ
ン濃度は減少して、外部および内部発情徴
候は既に減衰している、あるいは、した状
態です。さらに、先にもお話ししましたよ
うに、卵巣所見として、通常、退行して長
径12～14 m m になった硬くて表面の粗造な
黄体と直径18 m m 前後の柔軟で球状あるい
は緊張感を呈しておむすび状の歪な形状と
なった卵胞が存在し、卵巣が周囲の組織に
抱き込まれている状態が挙げられます。さ
らに、表 2 に示しましたように、外部発情
徴候が発現してからスタンディング発情が
開始するまでには12時間程度間があり、外
部発情徴候が発現してから42時間前後に排
卵が起こります。以上の所見を総合して授
精適期を判断するのが最良と思われます。
授精時期の目安としては、外部発情徴候発
現後24～36時間の発情徴候が減衰している
時期あたりと考えております。
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Ⅷ．排卵確認
私がここでお話したいことは、排卵確認
の必要性です。なぜかと言いますと、スタ
ンディング発情が確認できない場合には、
発情開始の時期を推定して、適期と思われ
る時期に授精することになります。授精し
た精子は牛では受精能力を少なくとも24時
間は持っていることを考えますと、高い受
胎率を得るためには授精時期が適期であっ
たことを確認することがどうしても必要で
あると考えています。そのような理由から、
私はスタンディング発情が確認できない場
合には、排卵確認が必要と考えます。また、
スタンディング発情を示しても、排卵が起
こらない無排卵や卵巣嚢腫のような異常も
ありますので、授精後24時間に排卵確認を
行なうことをお勧めします。
粗暴な排卵確認を執拗に行なって顆粒細
胞を剥がしてしまうと、その後の黄体機能
が悪くなり、不妊の原因になる可能性が懸
念されています。しかし、私どもは P G F2α
を用いた発情同期化試験において、スタン
ディング発情の確認を 6 時間間隔で行ない、
スタンディング発情確認後12～24時間に後
述する方法で人工授精を実施し、授精後 6
～24時間間隔で排卵確認を行なって受胎成
績を調べ、実施した種々の受胎促進処置等
の効果を検討してきました。表 5 は、それ
らの試験において、P G F 2 αのみを処置した
群の受胎成績を示します。受胎率は、低い
場合には54%、高い場合には79% であり、平
均は68% と良好でした。このような受胎成
績から、通常の注意深い排卵確認であれば、
受胎率を低下させるような悪影響はおよぼ
����������������������
�������������
���������������

�
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�������
�20 ��������

さないと考えています。また、私どもが指
導した学生 2 名が附属農場で飼養されてい
るホルスタイン種経産牛を供試して進めた
卒業研究において、供試した乳牛はすべて
がスタンディング発情を示すわけではない
ため、スタンディング発情の有無とは関係
なく、直腸検査を 2 日間隔で行なって黄体
の退行開始を確認した場合には、その後連
日直腸検査と超音波画像検査を行ない、黄
体と卵胞の状態を調べました。さらに、外
部および内部発情徴候が発現してからは連
日腟検査を行ない、外部発情徴候と内部発
情徴候ならびに直腸検査による黄体と卵胞
の所見から、前述のように、総合的に授精
適期と思われる時期を判定して人工授精を
行ない、授精後24時間に排卵確認を行なっ
て研究を進めました。この場合、排卵確認
時に排卵していない場合には、追い授精を
行ない、その24時間後に再度排卵確認を行
なっております。その結果、例数は多くあ
りませんが、経産の乳牛21頭中17頭（81%）
が受胎しました（未発表）。このように、
注意深い排卵確認は受胎を損なわないと思
われますので、適期授精であったことを確
認するために排卵確認を実施していただき
たいと思います。
少し話が横道にそれますが、人工授精に
おいて、適期授精を行なうと共に、衛生的
に授精を行なうことも重要と考えます。図
21は私どもが人工授精時に留意している点
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を示します。腟の細菌は腟前庭に多く、腟
深部や外子宮口にはほとんどいないようで
す。さらに、発情期にはエストロジェン濃
度が高くなるため、子宮は細菌感染に抵抗
性を示し、感染を防御・排除するように働
きます。ところが、黄体期にはプロジェス
テロンが高くなり、感染防御能力を抑制す
るため、子宮は細菌の増殖に適した状態と
なり、細菌感染を起こり易くなります。発
情期の子宮は細菌感染に抵抗性を有し、感
染を防御するように働くようになっている
とはいえ、また、凍結精液の中にはペニシ
リンとストレプトマイシンが入っています
が、獣医学的見地から人工授精は原則として
無菌的に行なうべきであると考えています。

表 6 は、鈴木らが行なった、牛の発情期
と黄体期の腟前庭と子宮頸管における細菌
検査の成績です。腟前庭から菌が分離でき
なかった例は33% および18% と僅かであり、
殆どの例から菌が分離されています。とこ
ろが、子宮頸管については、発情期および
黄体期共に、菌が分離されたものは極少数
例であり、93% および91% が無菌的であった
ことが示されています。このように腟前庭
には常在細菌が多いことから、人工授精の
実施に当たっては、腟鏡やシースを使って
精液注入器が腟前庭で細菌汚染しないよう
に注意し、腟深部あるいは子宮頸管のとこ
ろまで無菌的に挿入して人工授精する方法
が勧められます。私どもが行なっている人
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1-10

13

2.6

11-20

240

50.4

21-30

157

81.7

31-40

54

92.4

41-50

16

95.6

51->160

22

100
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(Lamming, G.E.,et al.,1981)
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工授精の方法は、腟鏡を挿入して開き、精
液注入器を腟前庭に触れないように無菌的
に腟深部に挿入した後、腟鏡を抜去し、直
腸腟法により精液注入器を排卵が見込まれ
る成熟卵胞が存在する卵巣と同側の子宮角
の基部～子宮角中央部まで挿入し、授精す
るやり方です。

�������

������kg/d)

Ⅸ．分娩後の卵巣周期の開始、初回発情
発現、Voluntary waiting period (VWP)
最近、発情が不明瞭あるいはみられない、
受胎率が低い、などと言われていますが、
それらと関連する事象について少しお話を
させていただきたいと思います。
1 ．分娩後の卵巣周期の開始
分娩後の卵巣周期の開始について、表 7
は乳牛についての1981年に報告されたイギ
リスの成績です。これは乳汁中のプロジェ
ステロン濃度を 2 ～ 3 日間隔で調べ、連続
して 3 n g / m l 以上を示した場合に卵巣周期
が開始したと判定しています。当時の乳量
はおよそ6,000 kg と思われます。卵巣周期

は、分娩後20日までに50% で開始され、分
娩後50日以内にはほとんどのもので開始さ
れています。1980年頃には分娩後の卵巣周
期の開始はこのような状況であったと認識
されます。
一方、最近の乳牛の状態を見ますと、こ
の20～30年の間に乳量が4,000 k g ほど増
えて8,000～9,000 k g になりました。すな
わち、乳牛では、泌乳に伴ってエネルギー
バランスは負の状態になりますが、近年の
乳量の増加は重度な負のエネルギーバラン
ス状態をもたらしていると考えられます。
図22は、エネルギー出納と泌乳量の関係を
示したものです。乳量が増加するとエネル
ギー出納のマイナス割合が高くなる、マイ
ナスの相関関係があることがわかります。
さらに、負のエネルギーバランスと分娩後
の卵巣周期の開始（初回排卵）時期は関連
しており、負のエネルギーバランスが重度
の場合には、分娩後の卵巣周期の開始が遅
れることが知られています。図23は、エネ
ルギー出納と分娩後の初回排卵までの日数

����������Mcal/d)

����������Mcal/d)

�22 ��������20����������������
��������� �Butler et al.,1981���

�Butler and Smith,1989�

�23 �����������20�������������
����������� �Butler et al.,1981���
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�Butler and Smith,1989�

の関係を示しています。エネルギー出納が
マイナスになると分娩後の卵巣周期の開始
（初回排卵）がだんだん遅くなる、マイナ
スの相関関係があることがわかります。こ
の点に関して、分娩後の初回排卵は、負の
エネルギーバランスが最下点（どん底）と
なった後、それが回復し始めた後10日前
後に起こることが知られています。エネル
ギーバランスが最下点に達するのが遅いと、
卵巣周期の開始（初回排卵）も遅くなるこ
とになります。すなわち、乳量が増えてエ
ネルギーバランスの負の状態が重度になる
と、卵巣周期の開始が遅れることになります。
表 8 は、黒毛和種牛の分娩後の初回排卵
日数を調べた高橋ら（1979）の成績です。
分娩後の初回排卵までの日数は、経産牛で
は平均31日であり、肉牛の場合は乳牛より
も10日前後遅れると言われています。それ
は哺乳刺激が性腺刺激ホルモンの分泌を抑

2 ．分娩後の初回発情
分娩後の卵巣周期の開始に伴う発情の発
現状況は、初回排卵時には70～80% のもの
が発情を示さずに鈍性発情となり、その後、
第 2 、3 回排卵時と進むにつれて鈍性発情を
示す割合が次第に減少し、発情を示すもの
が次第に増加することが知られています。
図24は乳牛についての1966年に発表され
たアメリカの成績です。正常に分娩したも
のでも、分娩後の初回、第 2 回、第 3 回排
卵時には鈍性発情が79、55、35% と高率に発
生することが示されています。鈍性発情は、
卵巣周期は営まれるが、卵胞が成熟して排
卵する時期に発情が発現しない状態を言い
ます。発情徴候は弱いものから不明なもの
まで様々です。
表 9 は、同じく乳牛について、分娩後の
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制することに因ります。

�����
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(Lamming, G.E. et al.,1976)

卵巣周期の再開に伴う発情発現状況を調べ
た、1976年に発表されたイギリスの成績で
す。これも同様に、初回排卵時には鈍性発
情が70% と高率ですが、排卵回数が進むに
つれて次第に鈍性発情の割合が減少して、
第 4 回排卵時には鈍性発情の割合は14% と
僅かになり、発情を示すものが86% に増加
して、第 5 、第 6 回排卵時には発情を示す
ものが91～92% となることを示しています。
このように、分娩後の初回排卵から第 3 あ
るいは第 4 回排卵時における鈍性発情は、
異常ではなく、生理的な現象であると理解、
認識されています。
3 ．VWP（積極的授精待機期間）
V W P は、分娩後発情が発現しても交配を
控える期間を言います。その背景は、分娩
後の相当期間は発情が発来して交配（自然
交配および人工授精）を行なっても受胎率
が低いことに因ります。現状では45～60日、
標準的には50日が設定されます。
これに関連して、1968～1970年のアメリ
カの報告を見ますと、①分娩後の子宮修復
には30～40日かかる、②分娩後の初回発情

は、通常、分娩後30～60日に発来する、③
卵巣周期は発情発現よりも早期に開始す
る、④子宮内の細菌は95％の牛において分
娩後55日までに消失する、⑤分娩後の交配
実施時期と受胎の関係は、図25に示すよう
に、分娩後60日に授精をした場合の受胎率
は58%、分娩後80日には最高値に達して60%
となる、ことが示されています。これら
のことから、1970年代のアメリカでは、VWP
として60日が推奨されていました。しか
し、現状をみると、先にもお話ししました
ように、高泌乳化によって当時に比べて乳
量が4,000 kg も増加して8,000～9,000 kg
になっており、それに伴って分娩後の卵巣
周期の再開が遅くなり、発情の発来も遅く
なってきている可能性があります。さらに、
それと共に、子宮環境の修復も遅れること
になれば、分娩後の早期における高い受胎
率は生理的に望めないことになります。す
なわち、現状における乳牛の生理的状態を
考慮しますと、V W P を以前の60日や現状の
45～60日よりも、もっと長く設定するのが
妥当ではなかろうかと考えられます。
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