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はじめに
近年乳用牛のみならず肉用牛の能力が伸びすぎて種

がつきにくくなったと言う指摘がある。

そこでまず乳用牛改良のあしあとをひとまず探って

みることとする。

わが国の乳用牛の人工授精の分野で液状精液から凍

結精液に切り替わったのは昭和40年代半ばで、わが国

がこの技術を前提にして、後代検定、広域種雄牛セン

ター（盛岡、前橋、岡山、熊本）設置事業、牛群検定

の三つを基幹事業として乳用牛改良組織整備事業に着

手したのが昭和46年（1971年）である。世界の主要国

が本格的な後代検定を軸とする乳用牛の育種事業に着

手したのが1970年といわれていることの比較において

も顧みて時宜を得た事業着手であったといって過言で

はない。ただ惜しむらくは全国をカバー出来なかった

ことである。このうち牛群検定は結果的にその着手が

遅れ、昭和47～8年に起こったオイルショック、畜産

危機まで待たねばならず、その申し子のようにして乳

用牛の改良はもとよりわが国酪農再起の使命を背負い

昭和49年度、具体的には昭和50年2月から検定が始ま

った（図1）。その結果は長く低迷していたわが国の乳

用牛の乳量の年当たりの伸び率をたちまち4倍に跳ね

上げた（図2）。

おそらくこの期の伸びを支えた主たる要因は飼養管

理技術の改善によるものと思われるが、いずれにして

も高能力時代はこの期に始まったともいえる。

牛群検定参加牛と非検定牛との乳量差を推定する

と、2,339kgとなる。牛群検定事業開始当初からの推

移を見ると、その差は年々拡大する傾向にある。この

乳量差に平成15年度の全国平均乳価81.34円を掛けると

1頭当たり190,254円の差となる（図3）。

次に昭和59年度から発展的に継承実施されることとな

った乳用牛群総合改良推進事業の成果としてわが国の乳

用牛の遺伝的な改良量は乳量でみると年当たり伸び率は

2倍のテンポで伸びるという成果をあげている。

しかし他方では環境要因すなわち飼養管理要因は停

滞し始めていることに気付かされる（図4）。
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このため今乳用牛の能力の伸びを支えているのは遺

伝的な改良だと考えられるが、他方では逆に改良否定

論さえ出る始末である。

しかし、ここで改良を停滞させておけば酪農経営が

安泰であるとも思われない。乳量を上げるということ

はコストを下げることになるからである（図5）。

問題の発するところは泌乳能力の遺伝的な改良の進

展に見合う牛舎設備、飼料、給与技術等飼養管理技術

万般の普及実践が伴っていないことである。

特に周産期における能力に見合う飼養管理について

の問題提起は人の口（専門家）から出て久しいが乳牛

の口元（牛舎）に届いていないところに大きな課題が

潜んでいると思われる。

発情の発見と適期授精についても人工授精の技術の

誕生とともに半世紀前に先人たちがいち早く取り組ん

だテーマであるが、ここにきて発情が見つけにくくな

った、適期授精が出来難くなったという声が聞こえる

ようになった。

これは先の著しい能力向上の陰で、それを支える飼

養管理の基本技術がとかく置き去りになりがちである

ように、牛の繁殖分野でも受精卵移植に始まる先端技

術の目覚しい進歩の陰で、他方では先人の手を離れて

久しい人工授精の根幹に触れる基本的な技術がこれも

また授精現場の人の手から遠ざかろうとしているとい

うことかも知れない。

そうであるとすれば事態は深刻である。このテーマ

を技術者の手元に取り戻さなければならない。

だが、それは言うはやすくて行うは難しで、繁殖生

理学的に本来難しい課題であり、加えて時代が難しくし

ている側面もある。しかしなんとかしなければならない。

発情発見については、種々の発情発見器具が開発さ

れ、実用化されているが、さて発情が発見されさえす

れば、適期授精が行われるだろうか。

抽象的な議論の場で授精適期と言っている間はそれ

でいいとしても、具体的により的確に授精時刻を選択

するにはどうすればいいだろう。

検討の末、たどりついたのが、以下授精適期推定尺

である。

Ⅰ．試作の経緯
授精適期については人工授精草創期に枡田精一博士

らによって多くの研究が行われた。あの時代にこの難

しいテーマについてよくあれだけの研究が行われたも

のだと先人の業績に敬服するばかりであるが、考えて

みればいつ授精したら良いか、その時点が決まらなけ

れば、人工授精は実用的に使えない訳だから、なには

さておきやらなければならない研究であったと考えら

（図4）牛群検定牛の遺伝的能力と飼養環境の効果の推移＜乳量＞

資料：農林水産省「平成15年牛乳生産費統計」による組替集計結果である。�
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れる。

このテーマは人工授精技術発達の歴史的な原点であ

ると同時に日常の授精業務の原点でもある。

しかし、この研究の難しさは個体差が大きいことと、

精子、卵子の雌牛生殖器道内における動態を調べよう

とすると大変な多頭数の実験牛を使わなければならず

コストがかさみ容易でない。

雌についてみても発情時間の長さ、排卵時間、卵子

の受精能保持時間の長さ等個体差が大きく、その後発

表される研究者によって、提唱される授精適期に少な

からず差が生じることとなる。

しかし、それらはいずれもそれなりに真実を秘めて

いるはずで、説得力を持っている。

従ってそれらの資料を参考にしながら授精業務に携

わる授精師は、どれを選択して良いか戸惑うこととなる。

そこで、授精適期とはなにか、素朴に原点に戻って

考えてみる。

人工授精による授精適期を決めるということは、人

が「牛の最も旺盛な受精能を持つ卵子と精子を受精の

場で出会わすための時間を選択すること」である、と

考えられる。

排卵された卵子は一定の時間をかけて受精の場であ

る卵管膨大部下端にたどりつきおう盛な受精能を獲得

し受精するが、精子に出会わず一定の時間を過ぎれば

保持していた受精能は下降をはじめ老化の一途をたど

り消失する。この間精子との接触が遅くなれば受精し

ても発生能は低下しており、胚の早期死を招くことと

なる。授精（注入）された精子も一定の時間をかけて

第一次の受精能を獲得（DCFの除去）しながら子宮を

遡上（そじょう）し、子宮卵管接合部更に卵管峡部粘

膜にたどり着き繊毛にとりつかれ静かに時を待つ。排

卵と同時に精子は繊毛から離れ再び進行を開始し、受

精能の獲得を完成する。卵管膨大部下端で卵子に接触

し尖体反応を起こし卵子に侵入することで受精が成立

する。しかし、授精から受精までの時間が長い、すな

わち授精が早すぎると、精子達は卵子に接触する前に

老化が進行し、受精能を失う。

要は、これらにどのような時間の長さを与えるか、

また受精能のおう盛なと言ったが、授精の適期を選ぶ

というのは、実は受精能の大きい卵子と精子たちの出

逢いの絶好のタイミングをとることである。

そこで、推定尺創作の手順としてまず種々提唱され

ている中から取りあえずそれぞれの受精能の大きさを

幅（Y軸）で表現し、時間の推移を長さ（X軸）で表わし

授精適期を選択する方法を模索した。

手順として、発情開始から終了までの発情兆候の推

移、一定時間後排卵されてからの卵子の受精能の消長

を台形として模型を想定し雌尺上に配置した。

他方、精子は授精後、一定の時間を経て、受精能獲得

が始まり、一定時間で十分な精子群が集まり受精能は

ピークに達し、一定の時間を経て受精能の下降が始ま

り、やがて受精能は完全に消失するとして、台形の受

精能模型を想定し雄尺上に配置した。

そこで、この両者が受精の場で最もよく重なり合う

とき、すなわちここでは重なる面積が最も大きくなる

ような時を作り出せる授精時間が授精適期のはずであ

ると考えた。

このような素朴な発想を当初は紙面上に上下に並べ

ていたが、手に取って目で確かめて指で動かせるよう

に、計算尺様につくったのが授精適期推定尺である。

Ⅱ．授精適期推定尺
１　構成としくみ

（1）構成

前記した経過を経てつくった授精適期推定尺は①時

間を記載した時間尺（台尺）（写真1）と、②発情、排

卵、卵子の受精能獲得、保持および老化の経時的変化

を不透明な赤色に図形化して貼りつけた雌尺（中芯尺）

（写真2）、③授精、精子の受精能獲得、保持および老

化の経時的変化を透明な緑色に図形化して貼りつけた

雄尺（カーソル）（写真3）、の3つの部分から成り立っ

ている。

時間尺に雌尺を差し込み、雄尺をかぶせてスライド

させると両尺の受精能の図形が重なり合った部分は暗

褐色に変色する。この変色部分が大きいほど、より授

精適期に近いと推定される。なお、各尺の基礎の色調

について述べると、時間尺と雌尺は白色で雄尺は無色

透明である。

（2）操作のしくみ

①　推定尺を使う前提として必要なのはまずは発情の
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（図6）ピーク時発見

（図7）授精の矢印・夜の例

（写真1）時間尺

（写真2）雌尺

（写真3）雄尺

授精適期推定尺（完成写真）
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時間尺を挟むため、幅は時間尺よりやや広く4㎝、長

さは13㎝とした。

次に雌尺および雄尺に発情や受精能強度の推移など

を図形化して着色し張り付ける。

（2）参考パターン

そこで、雌尺、雄尺の図形、いわゆるパターンにつ

いては使用者がそれぞれの持つ知識経験に基づき納得

できるものを作って使うというのが本旨であるが、理

解を深めていただくために、次に参考パターンをもと

に作り方を説明する。

先覚者たちは発情あるいは排卵を起点として種々の時

間帯別に受胎成績をとりまとめ授精適期を発表してき

た。

家畜改良センター宮崎牧場において、電子式発情発

見システムと超音波画像診断装置を用いて排卵を確認

しながら、発情平均時間を15時間、排卵は発情開始後、

平均30時間という結果を得たと報告した。この研究で

は、発情開始後、16時間の授精を徹底することによっ

て90％の受胎率が得られている。

そこで、これを参考に雌尺、雄尺の参考パターンを

つくることとした。

上記3要素を絶対要件とし、発表されていない要素、

例えば卵子および精子の受精能獲得保持時間などにつ

いては他の発表者の説を参考にしながら参考パターン

を作った。

①　雌尺パターン

発情から開始7時間で外部兆候はピークに達し1時間

維持したのち、下降しはじめ15時間で終わると推定し

た（図9）。

発情開始後30時間で排卵し、32時間後に受精能獲得

が始まり、34時間でピークに達し38時間で下降し始め、

40時間で老化し受精能を失うと推定した。

その経時的変化を不透明な赤色台形で表している。

このためまず型紙に台形を線引きし、次にこの型紙

に合わせて赤色シールを切り取る（写真4）。

雌尺左端を時間尺の時刻の左端０時に合わせ、そこ

にさきの台形の発情開始時点を合わせ、上記時間の推

移に合わせて卵子の受精能を表す台形を貼り付けた。

発情開始、発情終了、排卵、老化はそれぞれ矢印で

記載した。

発見である。

発見したのは発情のどの時期だったか、発見した時

刻は何時だったか。推定尺の利用はここから始まる。

仮に最盛期に発見したとすれば、雌尺の発情持続の

図形の最盛期の時点と発情を発見した時刻を時間尺上

辺の時刻に合わせたところで、時間尺と雌尺を片方の

手で止める（図6）。

②　次に、雄尺を他方の手で時間尺上を左右どちらか

にスライドして、卵子の受精能と精子の受精能保持の

図形が最も多く重なり合うところで止める。そのとき

雄尺上の授精の矢印が示す時間尺上辺の時刻が推定す

る授精適期となる。

③　しかしその矢印は授精業務に都合の良い時間を指

すとは限らない。むしろ授精業務に都合の悪い時間を

指すことがしばしば起こる（図7）。

そこでどうするか、これがこの推定尺着想の原点で

もある。さきの矢印が示した前後で授精しやすい時刻

を探すことになるが、この場合時間尺と雌尺の固定は

そのままとし、雄尺だけを左右のどちらかにスライド

して、授精技術者が授精できる時間帯で、卵子と精子

の受精能の重なり合う部分すなわち暗褐色に変色する

部分が余り小さくならないところで、雄尺上の授精の

矢印が示す時間尺上辺の時刻を授精時刻として選択す

ることとなる。

この操作で、前後に遠ざかるほど変色部分が小さく

なるが、これを見ているといつの間にか受胎率が低下

していくのを見せられているような気になっているこ

とに気付くはずである（図8）。

2 具体的な推定尺の作成

（1）授精適期推定尺の構造

具体的な構造について検討の末、家畜人工授精師の

携帯の便宜を考慮して、時間尺は長さ25㎝、幅 3.7㎝

とし、上辺には午前0時から始まる時刻を記載し、下

辺には連続時間を記載した。時間尺に記載した時間は

延べ62時間である。

雌尺は時間尺の中央を中芯状に左右にスライドで

き、かつ左端あるいは右端いずれからでも差し込める

ようにした。その幅は1.8㎝センチ、長さは時間尺同様

25㎝とした。さらに、雌尺は裏返して別のパターンの

雌尺として使えるよう、両面使用可能とした。雄尺は
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ｄ　参考パターンの卵子の受精能は、排卵後2時間

で獲得が始まり4時間でピークに達するとして

いるが、これについても諸説あるので、多くの

パターンが考えられる。

②　応用パターンのつくり方

応用パターンはあなたの考えた卵子および精子にか

かわる数値を使ってつくっていただきたい。すなわち

雌尺については発情の開始、発情持続の時間その消長

の形、排卵時間、卵子の受精能維持時間、卵子の受精

能の消長の形を、また雄尺については精子の授精後の

精子の受精能獲得および維持時間その消長の形を前述

の（2）参考パターンで説明した順序に沿ってあなた

の考えた数値を置きかえることによってつくることが

出来る。

③　使用方法

参考パターンを使って、正午に発情ピーク状態を発

見した事例について説明する。

ａ　雌尺の発情ピークすなわち発情開始後7時間後

の時点を時間尺の正午に合わせて固定する。

ｂ　次に雄尺の精子の受精能が卵子の受精能を完全

にカバーし、暗黒色に変色した部分が最も大き

くなるところまで雄尺をスライドして止める。

ｃ　このとき、雄尺の授精の矢印は時間尺の午後8

時を指している。この午後8時が参考パターン

雌尺には、時間のすり合せを容易にするため、基調

として、1時間幅の格子線を入れ、卵子の受精能の大

きさを見やすくするために右一部は方眼とした。

②　雄尺パターン

精子は授精後10時間で受精能を獲得しはじめ18時間

でピークに達し22時間で下降しはじめ30時間で老化し

受精能を失うと推定した（図10）。

雄尺の左端の授精の矢印から上記に従い精子の受精

能の時間的推移を透明な緑色台形として貼り付け、前

後に受精能獲得開始および老化を矢印で貼り付けた。

（3）応用パターン作成の勧め

授精適期推定尺を授精実務に使う場合は以下に説明

する方法で自らが納得出来る応用パターンつくって使

っていただきたい。

①　応用パターン作成に当たって

ａ　参考パターンは、あなたの図形のつくり方貼り

付け方の参考と考えていただきたい　

ｂ　参考パターンでは雄雌とも受精能は対称の台形

としているが、必ずしもこの形にこだわること

はない。

ｃ　参考パターンでは、精子の受精能保持時間は授

精後30時間で老化するとしているが、授精後24

時間という説も多いので参考にしていただきた

い。

（図8）

（図9）

（写真4）

（図10）
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では授精適期ということになる（図11）。

ｄ　それは無理だという場合には時間尺と雌尺はそ

のまま固定し、雄尺だけを左右にスライドして

授精時刻を変える。スライドのし方が大きいほ

ど、受精能の重なり合った適合部分が連動して

小さくなり、一目にして授精適期が外れていく

ことが分かる。

ｅ　例えば雄尺を左にスライドし授精の矢印を午後

5時に合わせてみると、適合部分は適期に比べ2

割程度の減少で、授精許容の範囲と考えられる

（図12）。

ｆ　逆に右にスライドして翌朝8時まで授精時間を

延ばしてみると、適合部分は1割もないという

状況で、授精許容外と考えられる（図13）。

ｇ　この適合部分がどの程度までなら許容出来るか

はパターンのつくり方と合わせて究極の課題で

もある。

Ⅲ．おわりに
ここで提案する授精適期推定尺は、授精適期の決定

に日々直当面する人工授精技術者およびそのメカニズ

ムについて研究する技術者のために授精適期算定のた

めのツールを提供するものである。

この授精適期推定尺あるいは授精適期度計算システ

ムの創作提供が家畜人工授精の現場や研究の分野で、

授精適期についての研究を促し理解を深め新たな議論

を呼び起こす契機となり、ひいては受胎率向上の一助

となれば幸いである。

本稿の一部は「畜産の研究17年12月号」および家畜人工授精師協

会誌「18年1月号」を転載していますことをお断りいたします。

（家畜改良事業団　顧問　長岡正二）

授精適期推定尺と呼称することとしたのは、発情発見時刻以外
の各要因が知識経験に基づく推定によって成り立っていることに
加えて、計算尺の形を模しているものの卵子および精子の受精能
の重なり具合の大きさを目視で判断するだけで、その量を計算し
数値表示していないので「推定尺」とした。

授精午後8時（図13）

授精午後5時（図12）

図11


