
性判別精液を用いた人工授精技術
技術・情報部　次長　浜野晴三

解説2

　平成20年度酪農生産基盤改善支援対策事業（酪農経

営改善対策事業）で、北海道、岩手県、山形県、栃木県、

群馬県、山梨県、長野県、愛知県、岐阜県、岡山県な

らびに鹿児島県の1道10県、672名の授精技術者の皆

様に協力をいただき、「性判別精液の利活用調査」を

アンケート形式で実施しました。

　2009年3月に発行した集計結果から、その一部を抜

粋して掲載します。

　酪農家や授精技術者との会話の中で、「今年は雄ばかり生まれた」とか「雌がたくさん生まれた」といった話

をよく耳にします。しかし、子牛の性比に関する多くの調査報告では、雌子牛に比べて雄子牛の生産頭数が若干

多い傾向にはあるものの、どちらかの性に強い偏りが発生する状況は見受けられません。

　それでも、生産農家毎に見た場合の性の偏りは大きいと聞きますし、それらの事象には耳を傾けるべきだと考

えます。

　酪農家において、安定的な後継牛確保は大きな命

題です。

　胚（受精卵）レベルでの産み分け技術は、すでに実

用域に達しています。しかし、性判別後に不必要な性

と判断した胚は廃棄されることとなり、性判別胚の

生産コストは高くなるなどの問題点も抱えています。

　一方、精子レベルでの雌雄産み分け技術の確立とい

う課題には、これまで数多くの研究者が挑戦してきま

したが、なかなか実用化技術には至りませんでした。

そして、フローサイトメーターを用いたXY精子の選

別が可能となったのは、およそ10年前の話です。

　国内で性判別精液が一般販売されたのは2007年か

らですが、今日まで数年しか経過していませんが、性

判別精液を利用したら雌子牛が生まれて良かった、受

胎成績が悪かった、あるいは雄が生まれた等々、いろ

いろな意見やご指摘をいただいてきました。それは、

精子の性判別技術に非常に大きな期待が寄せられて

いることの裏返しだと思います。

　性判別精液の生産方法については、本誌109号で詳

細をお伝えしておりますが、実際の性判別精液の利

用についての見聞は、まだ少ないのが実情です。

　しかし、性判別精液は酪農家の経営に大いに役立

つアイテムです。

　そこで、性判別精液の利用を広げていただきたい

と考え、平成20・21年度の2年間にわたり独立行政法

人農畜産業振興機構の助成を受け、アンケート調査、

ならびに人工授精技術について調査を行いました。

　本号ではその概要を、次号以降には具体例を紹介

し、皆様の授精業務の参考にしていただきたいと掲

載を企画しました。

　調査した先々での内容は、授精成果の優劣を付す

ることを念頭においているわけではありません。

　さまざまな形態の中で、授精技術者や団体が性判別

精液の利用をどのように考えて組んでいるかを、直

接技術者の皆様にお聞きしました。感覚的な表現の

まま掲載している部分も多々ありますが、あらかじ

めご了承下さい。

1．「性判別精液の利活用調査」アンケート結果（2009年3月発行）
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「性判別精液の利活用調査」結果を簡単にまとめてみると、以下のとおりです。
　　　　　・多くの授精技術者は、性判別精液についての情報を得ていた．
　　　　　・性判別精液の利用の多くは、生産農家の要望によるものである．
　　　　　・利用目的は、後継牛生産（確保）と明確である．
　　　　　・利用者のおよそ半数の方が40 〜 50％の受胎を得ていた（経産・未経産の区分無し）．
　　　　　・しかし、約3割の方は、40％未満の受胎率であった．

Q　�調査に協力をいただいた授精
技術者の所属（回答数672）

　図1に示すとおり、本アンケート調査に協力をいた

だいた授精技術者のうち、79.3％に当たる533名が団

体所属と最も多く、次いで開業人工授精師が83名（21.4

％）、開業獣医師が43名（6.4％）でした（無回答13名）。

Q　�性判別精液をご存じですか？
（回答数672）

　図2に示すとおり、99.1％の方が知っていると回答

され、性判別精液の存在が広く知られていることが

判ります。

　その情報の入手先をうかがったところ、70.9％の方

が性判別精液を生産供給する団体の精液配布者の資

料によって得たと回答されました。次いで、13％の方

は業界誌を通して、5.3％の方は農協等の資料により

情報を得たと回答されています。その他には、講習会・

視察・研修会などが性判別精液を知る機会になって

いたと回答されています（図3）。

Q　�性判別精液を利用されたこと
がありますか？（回答数672）

　平成20年3月の時点で、性判別精液をすでに利用さ

れた方は75.1％を占めており、24.9％の方が利用した

ことがないと回答されました（図4−1）。

　「利用したことがある」と回答された方に具体的な

理由をお聞きしたところ（回答数503）、63.5％の方が

農家の依頼により利用した回答され、次いで組織の
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図1．授精技術者所の所属別割合
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図2．性判別精液をご存じですか？
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図3．性判別精液を何で知りましたか？
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図4−1．性判別精液を利用されたことがありますか？



決定（21.6％）や自己の判断（13.4％）との理由を述

べられました（図4−2）。

　一方、「利用したことがない」と回答された方（回

答数167）からは、農家からの依頼がなかったと回答

された方の割合が50.9％と半数を占め、その他には受

胎率が低い、価格が高い、必要としていない、検討

中などの理由が述べられました。

　これらの回答から、性判別精液の利用には、生産

者の意向が大きく反映していることがうかがえます。

Q　�国産の性判別精液を利用された
方の利用本数は？（回答数503）

　図5に示したとおり、1 〜 5本（21.9％）、6 〜 10本

（12.3％）、11 〜 20本（16.7％）と、1〜 20本の範囲で

ある方がおよそ半数（50.9％）を占めていました。また、

21 〜 100本の利用者数は86名、101本以上は9名とい

う結果でした。

　性判別精液は2007年2月から供給を開始しています

が、利用開始時期をお聞きしたところ、1年以上前か

ら利用されていると回答された方が50.1％と半数を占

めました。さらに、半年前からとされた方は25.7％、

2年以上前から利用しているとされた方は21.8％であ

り、徐々に利用が増えていることが判ります。

　国産の性判別精液を利用した具体的な理由をうか

がったところ（回答数234）、34.2％が農家の依頼によ

ると答えられ、入手が容易（10.7％）、組織内取り扱

い（9.4％）、利用しやすい条件にあった（6％）とい

う回答が続きました。

　

　質問は、獣医師を含む家畜人工授精技術者にお願

いしたこともあり、当時の成績や技術に対しても問

いかけを行いました。

Q　�性判別精液による受胎率は？
（回答数503）

　図6に示すとおり、60％以上の受胎率が得られてい

るとの回答は6.2％、受胎率50％台と回答された方が

22％、40％台と回答された方が27.4％でした。一方、

受胎率40％未満と回答された方が32.2％おりました。

　したがって、およそ55％の方が40％以上の受胎成

績を得られていることが判りました。

　その他とされた回答には、妊娠鑑定（受胎確認）が

済んでいない、授精頭数が少なく受胎性を求められ

ないなどの回答がありました。

　授精対象の雌牛の産歴については、未経産牛のみ

に授精すると回答された方が全体の25.7％、主に未経

産牛とされた方が48.1％であり、未経産牛中心に授精

がなされている状況がうかがえます。しかし、主に

経産牛とされた方も6.1％あり、経産牛にも多数授精

されている状況があります。
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図4−2．性判別精液利用の理由
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Q　�性判別精液の注入部位はどこ
ですか？（回答数503）

　子宮体と回答された方の割合は、37.3％でした。一

方、子宮角と回答された方の割合は47.2％、できるだ

け子宮角深部と回答された方が13.1％であり、全体の

60％の方が性判別精液の注入部位を子宮角とされて

いました（図7）。

Q　�今後、性判別精液は利用され
ますか？（回答数503）

　図8に示したとおり、全体の79.2％の方が引き続き

利用すると回答され、19.2％の方が様子をみてから決

めるという意向を示されました。

　利用しないとされた回答の具体的な理由には、性

判別精液の価格、受胎率の低さ、あるいは雄子牛が

産まれたことが、との記入がありました。

Q　�性判別精液を利用する目的
は？（回答数672）

　48.8％の方が後継牛の計画生産に利用する、　44.6％

の方がとにかく雌牛が欲しいと、利用目的はとても

明確（図9）であり、後継牛の生産確保を目的とされ

ていました。

　その他とされた中にも、受精卵生産、計画生産と

有利販売、初産牛の難産回避、希望種雄牛の雌子牛

生産という意見が記入されました。

Q　�性判別精液を選定する時の基
準は？（回答数672）

　一番多かった回答は、受胎率の32.4％です。次いで、

種雄牛の総合指数（NTP）（25.4％）、精液価格（24.8％）

であり（図10）、授精技術者により多少の違いはあり

ますが、受胎率のみならず、種雄牛の遺伝的能力や

価格も含めて総合的に考慮して選定するという傾向

がうかがえました。

　その他にも、受胎率、精液価格、種雄牛の総合指

数を組み合わせた回答が複数ありましたし、血統や

近交係数、あるいは分娩難易度を基準とするとの回

答もありました。

子宮体
子宮角
できるだけ
子宮角深部
その他
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図7．性判別精液の注入部位
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図8．性判別精液を今後も利用しますか？
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図10．性判別精液を選定する基準は



　前述のアンケート調査では、性判別精液を利用さ

れている方のおよそ半数が受胎率は40 〜 50％の範囲

にあり、約3割の方が40％未満の受胎率であったこと

が判りました。

　そこで、性選別精液の人工授精による受胎率のさ

らなる向上を目指すには、授精適期の把握と注入部

位が大きなポイントになるのではないかという仮説

の基、平成21年度酪農生産基盤強化緊急対策事業（性

判別精液生産拡大対策事業）により、全国13箇所の

家畜人工授精師や獣医師の技術者の方々に直接話し

をお聞きして、実際の授精業務の中での性判別精液

の利用や技術的な考え方などの調査を行いました（1

箇所は授精業務を実施していない）。

　そこで、選別精液の利用上のポイントと考えられ

る授精の時期、注入部位ならびに授精の判断基準の

概要をまとめました。

　また、同一地域においても生産者間で受胎率に差

がみられるとの話があることから、実際に生産者間

で差があるのか否か、あるとすればどのような違い

なのかを、技術者の観点で話しをうかがいました。

　なお、以下の文中に示す図では、それぞれ回答をい

ただいた組合等は下記の番号により表示しています。

　①　�十勝農業共済組合北西部事業所　上士幌家畜

診療所

　②　本別町農業協同組合

　③　豊頃町農業協同組合

　④　�道南農業共済組合東部支所　東部家畜診療セ

ンター

　⑤　小岩井農牧（株）小岩井農場

　⑥　愛知県酪農農業協同組合豊橋支所

　⑦　淡路島酪農農業協同組合

　⑧　�愛媛県酪農農業協同組合連合会　四国カルス

ト大野ヶ原育成牧場

　⑨　ながさき県酪農業協同組合

　⑩　�（有）クロキ�ブリーディング�サポート（熊本県：

開業授精師）

　⑪　鹿児島県酪農業協同組合大隅支所

　⑫　鹿児島県酪農業協同組合志布志支所

2．性判別精液を用いた人工授精事例調査（2010年3月発行）

事例概要を簡単にまとめると、以下のとおりです。
　　　　　・半数の箇所では、AM-PM法による授精が行われていた．
　　　　　・注入部位は、なるべく子宮角深部（無理と判断した場合は子宮体）に注入する．
　　　　　・生産者間での受胎率に差はある．
　　　　　・その差は、発情の見方（発情観察が丁寧、発情観察時間が長い）に起因する．
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Q　�授精時期について
　授精時期については、各調査先で管轄の広さや飼

養戸数（あるいは飼養頭数）の違いもあり、授精業

務で複数回生産者牧場を訪問できる地区と、それが

困難な地区とに大別されました。

　また、授精業務を一定の時間枠内で実施されてい

る地区と、雌牛の発情状況に応じて対応している地

区とに二分されました。

○AM-PM法（図2−1）

　調査12箇所中6箇所で、AM-PM法による授精が基

本とされています。

　授精対象牛の産歴（未経産：経産）の比率は調査箇

所により異なりますが、午後発情を発見して翌朝授精

するというパターンでは、少なくとも発情から18 〜

20時間後に授精を行っていることになります。

　一方、朝方発情を発見して夕刻授精をする場合で

は、概ね10時間後に行っていることになります。

　これらの6箇所の受胎率は、いずれも高い傾向にあ

りました。
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○業務時間内対応（図2−2）

　調査12箇所中3箇所は、生産者から電話で発情の稟

告を受けた後、一般精液の授精業務と同じ時間帯に

選別精液の授精も行うとされました。従って、稟告

から概ね3〜 4時間後に授精がなされていることにな

ります。

　一方、選別精液の授精の機会を増やすため、1日3

回の稟告を受け、その都度対応するとしている組合

もありました。

○業務時間内対応（2）

　調査12箇所中2箇所は同じ組合の異なる支所で、そ

の対応方法は全く同じです（図2−3）。

　生産者から電話で発情の稟告を受けた後に一旦牧

場に出向むき、発情状況の確認をしたうえで授精時

間を決め、その後再度授精に出向くとされています。

　通常の人工授精でも同じ対応をとられており、授

精業務の基本となっていると答えられました。

図2−2．業務時間内対応（1）

図2−1．AM-PM法による選別精液の人工授精
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Q　�注入部位ならびに授精の判断
基準について

　性判別精液の注入部位と授精の判断基準について

うかがった結果を、表1にまとめました。

　性選別精液の注入部位は、調査12箇所中2箇所が子

宮体、2箇所が子宮体から子宮角、8箇所が子宮角に

注入するとされ、全体的に深部注入を心掛けられて

いることがうかがえました。

　しかし、深部注入を行う際に無理と判断された場

合、リスクを避けるために子宮体に注入するという

考え方もほぼ共通しています。

　授精の判断基準は、7箇所が発情徴候に重点を置か

れていると話され、とくに粘液と子宮収縮の有無が

判断の基準とされました。

　これらの場合、卵胞サイズは二次的な判断材料と

して考えられており、左右どちらの卵巣に卵胞が存

在するかといった確認材料にしているといわれた方

がほとんどです。

　一方、判断基準を卵胞のサイズとされた方が3箇所

あり、排卵に近い大卵胞か、排卵までには時間を要

する卵胞であるかを確認し、授精の実施を決めると

されました。

　また、卵胞の張りを基準としているとされた箇所

と、発情徴候に加えて生産者の見立てで授精を行う

とされたところがそれぞれ1箇所ありました。

Q　�農家の要因について
　同一地域内の生産者間で、人工授精による受胎率

に差があるか否かの問いかけをしたところ、全箇所

で『ある』との返答がありました。

　その違いは何にあるかを問いかけたところ、表2に

要因を列挙しましたが、生産者ごとに飼料あるいは飼

図2−3．業務時間内対応（2）

① 子宮体（無理な深部注入は避ける） 発情徴候（粘液と子宮収縮）

② 子宮体～子宮角（無理な深部注入は避ける） 発情徴候（粘液と子宮収縮）

③ 子宮体（無理な授精は避ける） 発情徴候（子宮収縮）、卵胞サイズ

④ 子宮角 発情徴候（粘液と子宮収縮）

⑤ 子宮角 発情徴候（粘液、子宮収縮）、卵胞サイズ

⑥ 子宮体～子宮角（無理な深部注入は避ける） 発情徴候（粘液と子宮収縮）

⑦ 子宮角（無理な深部注入は避ける） 卵胞のサイズ

⑧ 子宮角（無理な深部注入は避ける） 発情徴候（子宮収縮）

⑨ 子宮角 卵胞の張り

⑩ 子宮角 発情徴候、生産者の見立て

⑪ 子宮角 卵胞のサイズ

⑫ 子宮角 卵胞のサイズ

 注入部位 授精の判断基準 

表1．性判別精液の注入部位ならびに授精の判断基準
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① ある 哺育・育成の差

② ある 発情の見方（判断が早い）

③ ある 発情の見方（判断が早い）

④ ある 高受胎農家は発情発見が的確、過去の記録がある

⑤ ある

⑥ ある 搾乳量

⑦ ある 搾乳量、発情の見立て

⑧ ある 飼養管理技術と搾乳量

⑨ ある 高受胎農家は発情観察時間が長く、丁寧な観察を行う

⑩ ある 飼養管理技術

 差の存在 要　　　　因 

表2．生産者間での受胎成績の差について

Q　その他
　今回の調査を行った地域以外でお聞きした話です

が、性判別精液の人工授精で受胎率が低い場合には、

まず精液の融解作業が適切に行われているか否かを

確認する必要があるといわれました。

　すなわち、融解に際しては、マニュアル（国産ある

いは輸入にかかわらず、性判別精液の生産元が準備

した融解マニュアルがあります）に記載された温湯

の温度、融解時間をしっかりと守ることが大切であ

るとされました。手指の感覚で水温を判断すること、

感覚で融解時間をカウントすることは、不受胎につ

ながります。

　また、カットしたストロー断面が楕円形になって

いるようなストローカッターを使わないこと。

　当たり前の話しですが、人工授精を行う際に無視

してはいけない、重要なポイントです。

　最後になりますが、参考までに平成22年2月22日付

けで集計した当団選別精液（Sort90）の受胎状況なら
びに子牛の生産状況の数値を表3に示しました。

　この成績は、7道府県の聞き取り調査による集計で

すので、これまで販売した性判別精液の受胎成績な

らびに子牛生産状況をすべて反映するものではあり

ません。

  授精頭数 妊否不明頭数 受胎頭数（％） 出生頭数 雌牛頭数（％）

 未経産牛 987 45 465（49.4）

 経 産 牛 641 17 496（31.4） 174 157（90.2）

 合　　計 1628 62 661（42.2）

（平成22年2月22日調べ）

表3．Sort90 による人工授精後の受胎率および生産子牛の性比

養関係に違いがあるとされる答えが2箇所、育成牧場

での授精を中心に行われている箇所では、哺育育成時

の差が入牧後にさらに開くことが指摘されています。

　また、生産者の発情の見立て（あるいは判断）が早

くなっている傾向にあると指摘される方があり、年々

増加傾向にあるとも述べられました。

　同一地域内の受胎率の高い生産者と低い生産者を

比べると、前者は後者に比べて発情観察が丁寧であ

り、発情観察時間が総じて長い、あるいは過去の繁

殖記録が残されているという回答があり、人工授精

の基本が発情観察にあることが改めて示されたと考

えられます。
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