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発見しなければならない。
　

　
酪農家や従業員は発情兆候を観察しよう

としても、発情は夜中から早朝に訪れるこ
とが多いため、数多くの兆候を見逃してい
るのかもしれない。乳牛の40％が夜間に発
情が訪れる。人間は１日24時間、乳牛を観
察するわけにはいかない。歩数計、テール
ペイントなどによってより正確に記録する
ことで発情発見率は大幅に高めることがで
きる。しかし基本は、来る日も来る日も発
情発見に最善の注意を払うことである。

乳価が１kg当たり40ECの場合、発情
の見逃しで失う乳量は250〜300E相当に
もなる。次回の発情までの21日間、空胎
の乳牛のためにストールを用意し、餌を与
えケアもしなければならない。その費用は
１頭当たり500E超にもなるのだ。

　

　
発情の見逃しだけでなく誤認もよくあ

る。酪農家や従業員が兆候を見て発情して
いると判断しても、実際には発情していな
いことがある。興味深いことに発情に熱心
に注意を払っている人たちに誤認が多くみ
られるようだ。熱心な人たちは実際よりも
多くの兆候を観察してしまう。例えば搾乳
や給餌の間、乳牛は発情しているからでは
なく順番争いが原因で、他の乳牛に乗駕さ
れるケースがある。それを発情と誤認し、
乗駕された乳牛に人工授精を施しても受胎
はしない。発情発見に熱心過ぎるのも、あ
まり熱心でないのも共によくない。

発情発見のコツは基本に沿って訓練で身
に付けるしかない。

発情発見をさらに難
しくすることがある。
たくさんの乳牛（10％
を超えるのだが）は、
例えば子宮感染、卵子
の質劣化、卵巣疾患な
どで発情周期に来るべ
き発情がない場合があ
る。

このように酪農家は
発情兆候を誤認する場
合もあることを自覚し
なければならない。

飼養管理において発情の発見は酪農家の
差が最も出る技術の１つである。牛群の規
模が大きくなればなるほど個体の発情発見
は難しい。しかし発情発見は酪農経営にと
って非常に重要である。なぜなら発情を見
逃すたびに受胎が遅れ、その間の費用がか
かるのだから。

乳牛の発情周期は21日とされるが個体差
もあり、前回の発情日から18日後に発情
が訪れる乳牛がいる一方、24日後に訪れる
乳牛もいる。一般に初産（２歳）牛は成牛に
比べて発情周期が短い。それらは全てホル
モンバランスに支配されている。従って、
乳牛が健康であれば発情は早くはっきりと
表れる。

　
乳牛は発情するとさまざまな兆候を示

す。しかし発情を発見しやすい乳牛がいる
一方で、ほとんど何も兆候を示さない乳牛
もいる。その見極めが発情発見の差を生む。

次に重要な発情兆候を挙げた。
・乳牛の活動量が増加する。動き回り歩

　　数が増える。耳がよく動く
・泌乳量が減少する
・採食量が減り始める。ルーメンフィル

　　（充満度）スコアが低下する
・普段に比べ鳴き叫ぶ回数が多くなる
・マウンティング（乗駕＝じょうが、写真

　　１）。ただし発情中の乳牛に乗駕するケ

　　ースもある
・スタンディング。乗駕を許容して立っ

　　ている（写真２の右端の乳牛）
・顎を他の乳牛の尻部に乗せる
・他の乳牛の外陰部の臭いをかいだりな

　　めたりする
・外陰部に腫脹が見られる。尻尾が横方

　　向に動く
・発情粘液を出す。外陰部から細長い糸

　　状の粘液が流れ、色は透明な場合もあ
　　る。ただし発情粘液以外の粘液もある
　　ので判別は難しい

・休みなく動き、他の乳牛と争い始める
　　こともある

これらのうち最も重要なのはスタンディ
ングとマウンティングである。スタンディ
ングとマウンティングが観察されると、そ
の間はほとんど発情している。マウンティ
ングは12時間、スタンディングは６時間
続く。

　

雄牛は牛群内の雌牛の発情にとてもよく
気付く。雄牛は発情牛に付いて歩き、頸を
伸ばし上唇で雌牛の外陰部をなめようとす
る。発情牛もつがいを見つけようとする。
なお分娩直前の雌牛もこうした雄牛の行動
を示す。

ただし人工授精が広く普及している現
在、雌牛と雄牛が同一牛舎で飼われるケー
スはほとんどなく、代わりに人間が発情を

オランダの酪農誌ビープロマガジン７月号は授精適期を見極め良好な繁殖成績を得
るため、発情発見に関して特集している。　　　　　　　　　　　　　　　　  （訳者）

ビープロマガジン（オランダ）

海外の
酪農雑誌から

     This article and these photographs are reprinted from the July 2014 edition of “Veepro Magazine” with permission. It was originally titled as “Heat detection not easy, yet of utmost 
importance”. We, DAIRYMAN Corp makes a cordial acknowledgement to Veepro Holland. Translated by Y. SENO.

　最も重要な兆候は
　　スタンディングとマウンティング

まずは最善の注意を払うことから

熱心なあまり兆候の誤認も

雄牛は発情によく気付く

写真１　マウンティングする乳牛 写真２　スタンディング（右端の乳牛）

飼養管理の差が出る発情発見
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さまざまな手段・用具が発情発見に
役立つ。中でも歩数計が最もよく使わ
れ、その他テールペイントやヒートマ
ウントディテクターも有効だ。できれ
ばパソコンが望ましいが、正確に記録
することはこれらと同様に重要であ
る。新しい方法として生乳中のホルモ
ン検出がある。

■歩数計

歩数計（写真３）は電子機器の小さな
もので乳牛の活動を記録する。発情す
ると乳牛は活動量が増える。歩数計は
発情していない状態の活動量と比べる
機能があり、その結果に基づき特定の
乳牛に注意を払うようパソコンに情報
を送信する。

歩数計には肢に装着するタイプと頸
に装着するタイプの二種類がある。頸
に装着するタイプの新機種は採食行動
も記録する。なお肢に装着するタイプの
方が信頼できる。酪農家は歩数計から
の情報を正しく見ていれば90％の発情
発見が可能だ。

■テールペイント、
　ヒートマウントディテクター

テールペイント（他の乳牛に乗駕さ
れると腰部に塗った塗料が薄くなった
り消えたりすることで発情が分かる。
写真４）やヒートマウントディテクタ
ー（着色料が入ったプラスチック製の
カプセルを背腰部に装着する）の効果
は同じである。他の乳牛に乗駕される
と、被毛に明らかな色の染みができる。
しかし他の乳牛が乗駕するとは限らな
いので、その場合はこれらの方法はう

発情は約30時間続く。続いて乳牛
は受精可能な卵子を子宮内に放つ。受
精が可能なのは８〜12時間である。そ
の後、受精しなければ卵子は死に、新
たな21日間の発情周期が始まる。

卵子が子宮内に放たれた後に受精の
ため雄牛の精液が利用されなければな
らない。目標は排卵前約12〜24時間
で人工授精することである（写真６）。
　精子は卵子にたどり着くまで６時間
が必要である。この後、精子は18〜24
時間活動を続け、またそれより長く活
動をすることがある。つまりタイミン

グよく人
工授精さ
れれば排
卵後、受
精する機
会が十分
にある。

まくいかない。また酪農家が乳牛にブ
ラシ掛けをすると、ブラッシングでテ
ールペイントが消えたりやヒートマウ
ントディテクターの着色を引き起こす
ので役立たなくなってしまう。

■携帯情報端末

飼養管理とは現在生じている事柄を
把握することである。パソコンか書類
で、個体ごとの発情予定日を正確に記
録する。発情予定日前後の乳牛は普段
よりさらに注意が必要である。PDA（携
帯情報端末、写真５）を使うと、牛群
内の特定の乳牛を探したり、乳牛の行
動に関してその場で記録することも可
能になる。

■生乳中ホルモンの検出

発情中、生乳中にホルモンの１種で
あるプロジェステロンが放出される。
最近はこれを検出することも可能で、
新たな発情発見手法として期待され
る。

■15分の観察を１日４回

発情発見は普段から不可欠な作業で
なければならない。酪農家や従業員は
牛群100頭当たり１日４回・各15分
ずつ観察しなければならない。最も良
い時間帯は午前６時、午後10時である。

歩数計やテールペイント、ヒートマ
ウントディテクターを使うと、発情発
見にあまり時間を割く必要がなくな
る。「１日４回・各15分」に加えて、
搾乳や給餌の間、注意を払うことが重
要である。搾乳や給餌中、乳牛が普段
よりも活発ならば、それは発情兆候で
当該乳牛が発情していないかどうか検
査が必要である。

写真３　肢に装着するタイプの歩数計

写
真
６　

適
期
に
人
工
授
精
を
す
る

写真４　乳牛腰部にテールペイントを塗る

発情発見のための手段・用具 受精を成功させる

写真５　携帯情報端末を使って飼養管理する
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海外の
酪農雑誌から

発情開始（写真７）から２、３日後、
ほとんどの乳牛は外陰部に出血が見ら
れる（発情後の性器出血）。子宮から出
た少量の血は膣を通って外陰部から排
出される。受胎がうまくいったかどう
かの兆候は一切ない半面、発情後出血
は発情していることを示す。この日か
ら酪農家や従業員は次の発情周期を数
えることができる。なお妊娠している

か否かは、人工授精後12日以降でな
ければ分からない。

■兆候の概要

発情には３段階がある（表）。「前発
情期」は約８時間続き、「発情期」その
ものは18時間で、「後発情期」は12時
間である。各段階はそれぞれの兆候の
後に続いて出現する。

　　　　　 （許可を得て翻訳・転載）
　　　　　　　　　 【訳・瀬野　裕】

写真７　発情中の乳牛

発情後の出血

表　前発情期・発情期・後発情期における兆候

前発情期

継続時間：８時間

神経質な行動

鳴き叫ぶ、牛群から離れる

他の乳牛の外陰部の臭いをかぐ

マウンティング

他の乳牛には乗られない

外陰部が赤く腫れる

軟らかく伸びる発情粘液がある。色は透明なことがある

泌乳量が減少する 

採食量が減少する

継続時間：18時間

スタンディング

神経質で興奮する

鼻を鳴らして他の乳牛の外陰部の臭いをかぐ  

マウンティング

他の乳牛に乗られる

外陰部が赤く腫れる

透明で軟らかく伸びる発情粘液があり、さらに牛床まで伸びることも

泌乳量が減少する

採食量が減少する

継続時間：12時間

スタンディングは全くない

―

―

マウンティングをすることがある

―

多くの場合発情後出血（80～85％）が陰部に見られる

発情粘液が見られることもある

泌乳量に変化なし

採食量に変化なし
出典：CRV

発情期 後発情期


