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An atlas on the skeleton of the male and female domestic goat(Japanese Saanen)

was completed in 40 figures.This atlas was intended to use with that of the skeleton of
 

the Japanese serows in the previous papers(J.Fac.Agric.,Shinshu Univ.Vols.20-22,

1983-85).

The bones of the male domestic goat were generally larger and thicker than those
 

of the female domestic goat.

The sexual differences of the skeleton of the domestic goat were clearly noted in
 

the following points:Occipital Bone;squamous part,external occipital crest,inion,

paracondyloid process.Temporal Bone;petrous crest,mastoid process,tympanic
 

bulla.Nasal Bone;anterior end.Incisive Bone;shape.Mandibula;mandibula head.

Cervical and Thoracic Vertebrae;spinous process.Lumbal vertebrae;spinous and
 

transverse processes.Sacrum;shape.Ribs;articular surfaces of head and tubercle.

Scapula;glenoid cavity.Humerus;proximal part.Radius and Metacarpal;shaft.Ulna

(olecranon).Os Coxae;height of ischiatic spine,shape of ilium,symphysis pelvis,

shapes of iliopubic eminence and ischial arch.Pelvis;pelvic cavity.

The tibia was the longest bone in the body of the male and female goats(Japanese
 

Saanen).The length of the long bones of the goats were ordered as follows,tibia,ulna,

os femoris,humerus,radius,metatarsal and metacarpal bones.

(Jour.Fac.Agric.Shinshu Univ.27:133－189，1990)
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要 約

家畜ヤギ（日本ザーネン種）の雌雄の骨格について，肉眼解剖学的に調査研究を行った。

1. 従来行われていない，雄ヤギの骨格の解剖図譜を雌ヤギと並列して作成した。解剖学

的に詳細な部位については，既報のニホンカモシカの骨格図譜（ 献番号７，８，９，

11）によって対比できる。

2. 雄ヤギの骨格は雌のものに比べて，サイズが大形で且，頑丈な外観を呈していた。以

下雌雄差の著しかった部位を列記する。

3. ヤギの頭蓋骨では，後頭部（後頭鱗，外後頭稜，イニオン，顆旁突起）と側頭骨（岩

様部，乳様突起，鼓室部)；顔面骨では鼻骨（幅と先端部)，切歯骨（形態)，下顎骨（下

顎頭）など。

4. ヤギの脊柱では頚椎・胸椎・腰椎の棘突起，腰椎の横突起，仙骨の形態など，肋骨で

は肋骨頭関節面と肋骨結節関節面。

5. 前肢骨では肩甲骨（関節窩)，上腕骨（近位端)，橈骨と中手骨（ともに骨幹部の幅)，

尺骨（肘頭の高さ)。後肢骨では寛骨（坐骨棘の高さ，腸骨は雄は雌よりも太くて短い。

恥骨結合の厚さ，腸恥隆起の突出状態，坐骨弓の形)，骨盤（骨盤腔）などであった。

6. ヤギの長骨はすべて，雄は雌より長かった。雌雄とも長骨では，脛骨が最も長く，次

に尺骨，大腿骨，上腕骨，橈骨，中足骨，中手骨の順であった。これはニホンカモシカと

同じ傾向であった。

緒 言

一般に，家畜解剖学の反芻類家畜の骨格図譜で，性差を明示していない場合は，雌か去勢

雄の材料と推察される。当研究室では先年，長野県の野生のニホンカモシカの雌雄合計245

頭の剖検を行い，その骨格と生殖器の解剖学的特徴と図譜を作成して報告した 。その際，

ニホンカモシカの骨格の特徴は雌雄差の僅少なことを指摘した。

今回は外貌的に明らかに雌雄差の認められる，家畜ヤギについての骨格図譜を雌雄並列し

て作成し，併せて雌雄の骨格について比 解剖学的に研究を行った。

本研究に際し，貴重な登録ヤギの提供をいただいた農林水産省長野種畜牧場の田中藤代治

場長，紹介の労をしていただいた本学部の檀原 宏教授に感謝の意を表します。

材料及び方法

本研究に用いたヤギは農林水産省長野種畜牧場産の日本ザーネン種の雄：生後２年10カ月

のもの１頭（名号83NS538，当研究室整理番号60G04）生後２年４カ月のもの１頭（名号

86NS512：63G02)；雌：生後２年４カ月のもの１頭（名号78NS25：60G01）と日本ザーネ

ン種系の雄２頭（３歳：61G07，４歳：61G09)，雌９頭（２―５歳：57G03，57G05，

62G01―7）の計14頭を用いた。

ヤギの骨格の調査研究に当っては，加藤 (1979),GETTY (1975),MAY (1970),
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Table.1.Measurements of bones of the trunk in adult Japanese Saanen(cm)

Male  Female
 

Mean±S.E. Mean±S.E.

Atlas
 
1.Greatest breadth over the wings 11.78±0.31⑷ 8.39±0.18⑺
2.Greatest length 9.40±0.28⑷ 7.27±0.18⑺
3.Height 5.38±0.23⑷ 4.24±0.21⑺

Axis
 
1.Greatest length in the region of the body including the dens 8.72±0.57⑶ 7.23±0.12⑹
2.Greatest breadth across the Processus transversi 8.17±0.33⑷ 4.97±0.24⑸
3.Greatest height 9.15±0.32⑷ 6.48±0.31⑺

Third cervical vertebra
 

1.Physiological length of the body 4.67±0.13⑷ 4.61±0.09⑺
2.Greatest breadth across the Processus transversi 8.77±0.18⑷ 5.65±0.18⑹
3.Greatest height 8.24±0.31⑷ 4.72±0.14⑺

Third thoracic vertebra
 

1.Physiological length of the body 2.94±0.77⑶ 2.68±0.22⑹
2.Greatest breadth across the Processus transversi 6.14±0.15⑷ 5.06±0.17⑹
3.Greatest height 15.70±0.20⑷ 10.80±0.40⑹

Third Iumbar vertebra
 

1.Physiological length of the body 4.34±0.16⑶ 3.97±0.03⑸
2.Greatest breadth across the Processus transversi 13.14±0.33⑷ 11.77±0.26⑹
3.Greatest height 7.69±0.23⑷ 5.99±0.17⑺

Os sacrum
 

1.Greatest length on the ventral side
 

S1-S4 12.44 ⑴ 11.39 ⑴
S1-S5 14.25±0.05⑵ 13.43±0.48⑹
S1-S6 17.30 ⑴ ―
2.Physiolosical length

 
S1-S4 12.08 ⑴ 10.65 ⑴
S1-S5 13.92±0.84⑵ 12.85±0.48⑺
S1-S6 16.70 ⑴ ―
3.Greatest breadth 9.35±0.30⑷ 9.17±0.31⑸

First,second,or third caudal vertebra
 

1.Physiolosical length of the body 2.47±0.06⑷ 2.20±0.04⑻
2.Greatest breadth across the Processus transversi 3.48±0.19⑷ 2.99±0.12⑻

First rib
 

1.Greatest length of the curve 16.17±0.52⑶ 13.30±0.44⑶
2.Length of the chord 14.27±0.26⑶ 11.90±0.53⑶
3.Greatest breadth of the collum 1.27±0.09⑷ 1.04±0.11⑺
4.Greatest depth of the distal end 1.34±0.17⑶ 0.90±0.05⑶

Eighth rib
 

1.Greatest length of the curve 29.67±0.74⑶ 28.70±1.23⑶
2.Length of the chord 24.07±0.57⑶ 23.10±0.61⑶
3.Greatest breadth of the collum 0.95±0.09⑷ 0.60±0.04⑺
4.Greatest depth of the distal end 0.86±0.09⑶ 0.56±0.02⑷

Sternum
 

1.Greatest length 31.65±0.78⑷ 26.59±0.81⑺
2.Greatest breadth 5.24±0.07⑷ 4.31±0.23⑺

significant differences between both sexes:P＜0.01 ()：case
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N ICKELら (1986),Z IETZSCHMANNら (E LLENBERGER& BAUM 1943)のウシ，ヒツジ，

ヤギ等の反芻類家畜についての記述を基礎事項とし，家畜解剖学用語・改訂３版〔Nomina
 

Anatomica Veterinaria Japonica〕(1987）に準拠した。上記材料との比 のため，研究

室所蔵の雌ウシ，雌ヒツジ及び雌雄のニホンカモシカの骨格を用いた。

骨の計測はノギス，物差，巻尺を使用し，DRIESCH (1976）の反芻類家畜の骨格計測法を

基準とし，DUERST (1926）や斉藤 (1963）の骨格計測法を参考とした。更に，ヤギ特有の

測定部位も設定して測定した。

結果及び考察

Figs.1,2に示したように，日本ザーネン種の雌ヤギは頚が細長く，側面からみた体型は

乳用家畜特有の長三角形（楔形）をしているが，雄ヤギは雌ヤギに比べて，体のサイズが大

きく，頚も太く，体高も高かった。日本ザーネン登録協会の審査標準 (1949年制定，1964年

改正）では，雄は雌よりも前軀と中軀で標点を高くしている。

骨格

ヤギの骨格は雌雄ともに反芻類家畜としての特徴を有し，雄は雌に比べて概観的に大形で，

特に幅や厚さでその差が顕著であった。

ヤギの雌雄の骨格の中で胴骨については環椎，軸椎，第三頚椎，第三胸椎，第三腰椎，仙

骨，第一又は第二又は第三尾椎，第一肋骨と第 肋骨及び胸骨の各部の計測値の結果を

Table 1に示した，前肢骨については肩甲骨，上腕骨，橈骨，尺骨，中手骨の各部の計測値

の結果をTable 2に示した。後肢骨については寛骨，大腿骨，膝蓋骨，脛骨，中足骨の各部

の計測値の結果をTable 3に示した。頭蓋の各部の計測値の結果はTable 4に示した。

胴骨（脊柱・肋骨・胸骨）（Table 1）

ヤギの脊柱は，頚椎が７個，胸椎が13個，腰椎が６個，仙椎が４から６個，尾椎が12から

14個から構成されていた。また肋骨は13対，胸骨は７個の胸骨片から構成されていた。

雄ヤギの脊柱は雌に比べて大きく，特に棘突起と横突起が発達していた。しかしながら，

椎体長については雄は雌に比べて多少長い程度であった。さらに，各椎骨の椎孔の大きさに

ついても雄は雌に比べて多少大きい程度であり，椎骨の大きさからみると雄は椎孔の割合が

小さいことになる。

１ 頚椎 Vertebrae cervicales(C-C)(Figs.3,4,5)

ヤギの頚椎は雌雄ともに哺乳類の基本数の７個であった。

ヤギの頚椎（C-C）全長は，雄：29.67cm，雌：28.30cmであった。各椎骨の高さ・幅

・厚さとも雄は雌に比べて著しく発達していた。雄ヤギの棘突起と横突起には顆状の小突起

が存在し，凹凸が著しかった。

1) 環椎 Atlas

信州大学農学部紀要 第27巻第２号（1990）136
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ヤギの環椎を背側からみた場合，雌雄とも四角形であった。ウシでは台形であった。

雄ヤギの環椎は雌に比べて著しく大きかった。すなわち，環椎の最大幅，最長値，最高値

については，雄（それぞれ11.78cm，9.04cm，5.38cm）は雌（8.39cm，7.27cm，4.24

cm）のそれぞれ1.49倍，1.29倍，1.23倍であった。雄ヤギの環椎の横突起〔環椎翼〕

(Processus transversus［Ala atlantis］）は雌に比べて著しく大きく，外側及び後方へ広が

っており，横突起の後端は雌のものよりはるか後方に位置していた。ヤギの環椎翼を側面か

らみた場合，雄では前後に波形に湾曲していたが，雌（特に小型のもの）では直線的であっ

た。

雄ヤギの前関節窩（Fovea articularis cranialis）の最大幅（6.70cm）は雌（6.11cm）の

1.10倍であった。

2) 軸椎 Axis

ヤギの軸椎は雌雄ともに，全椎骨の中で椎体（Corpus vertebrae）が最も長かった。雄ヤ

ギの椎体は雌に比べて大きく，歯突起を含めた椎体の長さ（8.72cm）及び最小幅（3.70

cm）についてはそれぞれ雌（7.23cm，2.73cm）の1.22倍，1.36倍であった。

横突孔（Foramen transversarium）は調査した個体12頭（雄４頭，雌８頭）の全個体の

左右に存在した。しかしながら，H ILDEBRAND (1955）によればヤギ（様々な年齢，性別の

アンゴラヤギと家畜ヤギ９頭，以下同様である）では調査した個体の1/3のもので軸椎の横

突孔が消失していたと記している。

棘突起（Processus spinosus）の前部は雌雄ともに歯突起の上方へ突出していた。雄ヤギ

の棘突起の後部は著しく隆起し，湾曲を示しながら前部へ急激に下降していた。一方，雌の

ものは後部から前部へゆるやかに下降していた。軸椎の最高値については，雄（9.15cm）

は雌（6.48cm）の1.41倍と著しく高かった。棘突起の前後径については，雄（7.49cm）は

雌（6.15cm）の1.22倍であった。ウシやカモシカの軸椎の棘突起については，背縁は前方

へ直線的に傾斜し，後部は断崖状になっていた。

横突起は外側後方へ直線的に突出しており，雄では椎窩よりもはるか後方に位置していた。

横突起間の最大幅については，雄（8.17cm）は雌（4.97cm）の1.64倍であった。

雄ヤギの後関節突起（Processus articularis caudalis）は雌より大きく，横に長い楕円

形を呈し，外側へ広がっていた。一方，雌のものは円形を呈していた。後関節突起間の最大

幅については，雄（5.64cm）は雌（3.84cm）の1.47倍と著しく広かった。H ILDEBRAND

(1955）によれば棘突起の前後径を後関節突起間の幅で除した値はヤギで1.37とあり，本研

究のヤギでは雄：1.32，雌：1.60であった。

3) 第三―七頚椎 Vertebrae cervicalis III-VII

ヤギのC―Cは雌雄ともに，後位に向かうに従って椎体は短く，椎孔（Foramen Verte-

brale）は大きく，腹稜（Crista ventralis）は不明瞭になっていた。

雄ヤギの前端（Extremitas cranialis）及び後端（Extremitas caudalis）はそれぞれ雌よ

りも大きかった。

棘突起は雌雄ともに，Cでは直立し，CからCにかけては前方に傾斜していたが，後位

に向うに従って徐々に直立しながら発達していた。雄ヤギの棘突起を側面からみた場合に，

Cは三角形を呈し，CからCにかけては頂端が側方へ板状に広がり，正中部が隆起して稜
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状を呈していた。さらに，Cでは長い板状を呈し，頂端がやや細くなっていた。一方，雌ヤ

ギの棘突起については，Cはわずかに隆起する程度で，CからCにかけては棘突起を側面

からみた場合，頂端に向かうに従って細くなっていた。CからCの最高値について雄は雌

の1.43～1.65倍と著しく発達していた。ウシの棘突起は太く短く，CとCでは頂端が二叉

に分かれていた。

横突起の背結節（Tuberculum dorsale，横突起部）は，雌雄ともにCからCへと後位に

向かうに従ってその突出方向が後外側から外側へ向いていた。特に雄ヤギのC，Cの背結

節は雌に比べて著しく後方へ突出していた。ヤギの横突起の腹結節（Tuberculum ventrale,

頚肋部）は，Cでは前腹方へ突出しており，C，Cで徐々に前方へ突出し，Cでは腹板と

して大きく発達し，Cでは消失していた。CからCの横突起間の最大幅について，雄は雌

の1.36倍から1.55倍と著しく発達していた。

雄ヤギの前関節突起（Processus articularis cranialis）と後関節突起は雌のものに比べて

それぞれ大きく，外側へ広がっていた。すなわち，前関節突起と後関節突起間の最長値につ

いて，雄は雌の1.03～1.08倍であったが，前関節突起間及び後関節突起間の最大幅について，

雄は雌のそれぞれ1.27～1.50倍，1.31～1.52倍と著しく広かった。

２ 胸椎 Vertebrae thoracicae(T-T )(Figs.6,7)

ヤギの胸椎は雌雄ともに，13個から構成されていた。反芻類家畜の胸椎の数について

N ICKELら (1986）によれば一般に13個で，小型反芻類や稀にウシで12個や14個の場合があ

ると記している。胸椎（T―T ）の全長は雄：39.67cm，雌：36.70cmであった。

雄ヤギの前端及び後端は，それぞれ雌のものより大きく，さらにそれぞれの高さと幅につ

いては前位及び中位の高さで雌雄差が著しかった。

棘突起は雌雄ともにTからTにかけて徐々に後方へ傾斜しており，T からはT は後

方への傾斜から徐々に直立する傾向を示し，T になると直立した対傾椎骨であった。本研

究のヤギでは，棘突起の遊離端に結節状のものが存在したが，前位胸椎では棘突起から分離

している個体が多かった。N ICKELら (1986）によればウシの棘突起の先端には軟骨頭が存

在し，８歳ごろその化骨が完成して棘突起結節になると記しており，筆者らも雌雄のヤギに

ついてほぼ同様のことを観察した。棘突起（T）の最高値について本研究で行ったｔ検定

では著しい雌雄差は認められなかった。しかしながら雄の最高値は雌の1.45倍と著しく高か

ったことから，今後雄の個体数を増すことによって雌雄差の著しい部位となるように推測し

ている。また雄の胸椎の背線は雌のものに比べて後位に向かうに従って急激な下降を示して

いた。特筆すべきは，山根・加藤 (1936）による東アジア牛の胸椎の形態（特に棘突起な

ど）の雌雄差と類似の傾向が今回の家畜ヤギにも認められたことであった。

腹稜は雌雄ともに前位（T―T）では認められず，T・Tから徐々に明瞭になっていた。

雄ヤギの胸椎の腹稜は雌に比べて太く鈍かった。

横突起間の最大幅は前位から中位（T･T）にかけて狭くなり，以後再び広くなっていた。

しかしながらその雌雄差については，雄ヤギの横突起間の最大幅は前位(T)では雌の1.21

倍，中位（T）では1.20倍，後位（T ）では1.18倍であった。ヤギの雌雄の乳頭突起

（Processus mamillaris）はT以降の横突起の背面に存在し，徐々に横突起の前方を向い
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ていた。本研究のヤギ11頭（雄４頭，雌７頭）の乳頭突起は，T （雄１頭)，T （雄１頭，

雌３頭)，T （雄２頭，雌４頭）以降で乳頭関節突起（Processus mamilloarticularis）と

なっていた。N ICKELら (1986）によれば，反芻類家畜の乳頭突起は後位２胸椎でのみ関節

突起と癒合すると記している。雄ヤギの乳頭突起は雌より大きく，背方へ著しく突出してい

た。

３ 腰椎 Vertebrae lumbales(L-L)(Figs.8,9,10)

ヤギの腰椎は雌雄ともに６個であった。加藤 （1979）によれば，反芻類家畜の腰椎は通

常６個で，ヒツジやヤギで稀に７個の場合があると記している。

腰椎（L-L）の全長は雄：25.83cm，雌：24.70cmであった。

椎体は雌雄ともに中位のものが長く，その前後で少し短くなっていた。さらに各椎骨の椎

体は前端及び後端部附近で肥厚し，椎体腹面中央部は背側へ窪んでいた。

雄ヤギの前端及び後端は雌より大きく，それぞれの幅は腰椎の中で最も雌雄差の著しい部

位であった。特に，雄ヤギの後端の最大幅（3.46cm）は雌（2.41cm）の1.44倍と著しく広

かった。

棘突起は雌雄ともに板状で四角形を呈していた。さらに，棘突起の頂端は結節状を呈して

おり，雄ではそれが著しく肥厚していた。N ICKELら (1986）によれば，反芻類家畜の棘突

起の遊離端は稜状に広がり，特にウシでは前後に広がるとあり，本研究のヤギでも雄や大型

の雌でウシと同様の傾向を認めた。腰椎の最高値は雌雄ともにLが最も高かったが，雄

（7.69cm）は雌（5.99cm）の1.28倍と頚椎や胸椎のものと比べて雌雄差が少なかった。

横突起は雌雄ともに板状を呈しやや前方を向いており，特にLでは前方へ湾曲していた。

雄ヤギの横突起は背側へ湾曲していたが，雌では水平あるいは多少腹側へ傾斜していた。横

突起間の最大幅は雌雄ともに中位のもので最も広く，その前・後位のもので次第に狭くなっ

ていた。Lの横突起間の最大幅について，雄（13.14cm）は雌（11.77cm）の1.12倍と頚椎

や胸椎のものに比べて雌雄差が少なかった。

４ 仙骨 Os sacrum(S―S･S･S)(Figs.11,12)

本研究のヤギ12頭（雄４頭，雌８頭）の仙骨については，４個の仙椎から構成されていた

ものが２頭（雄１頭，雌１頭)，５個から構成されていたものが９頭（雄２頭，雌７頭)，６

個から構成されていたものが雄１頭であった。加藤 (1979）によれば，哺乳類の仙骨は最初

原則として２個の仙椎で構成され，後にさらに尾椎も参加して多い場合は６個の椎骨によっ

て構成されるとあり，反芻類家畜は通常５個，ヒツジでは４個から構成されると記している。

ヤギの仙骨の概観は仙骨翼が開いたT字形を呈し，ウシに比べて背側への湾曲が大きか

った。

仙骨翼（Ala sacralis）は，仙骨翼の前縁と後縁が平行で，前縁の幅が後縁の幅より広い

台形を呈し，外側下方へ傾斜していた。雌ヤギの仙骨翼は雄のものに比べて前縁が後縁より

広かった。一方，雄ヤギの仙骨翼は雌のものに比べて，前後に長く，下方に傾斜していた。

H ILDEBRAND (1955）によれば，前端から第四仙椎最後部までの長さを仙骨翼の幅で除した

値はヤギでは0.95とあり，本研究のヤギでは雄：1.26，雌：1.12と雌は雄に比べて相対的に
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仙骨翼の幅が広がった。

耳状面（Facies auricularis）は仙骨翼の背面後外側に存在した。雄ヤギの耳状面は雌よ

り周縁の隆起や凹凸が著しかった。一方，森下ら (1984）はカモシカの耳状面の雌雄差に

ついて，雌の方が雄よりも面が粗く，周縁が隆起して明瞭であると記しており，本研究のヤ

ギで認めた雌雄差と異なっていた。

雄ヤギの腹側仙骨孔（Foramina sacralia ventralia）と背側仙骨孔(Foramina sacralia
 

dorsalia）は雌より相対的に小さかった。

本研究のヤギ12頭（雄４頭，雌８頭）の正中仙骨稜（Crista sacralis mediana）について

は，前位３個の棘突起が癒合していたものが５頭（雄１頭，雌４頭)，前位４個の棘突起が

癒合していたものが７頭（雄３頭，雌４頭）であった。雄ヤギの正中仙骨稜は雌に比べて高

く，頂端が肥厚していた。

５ 尾椎 Vertebrae caudales［Coccygeae］(Ca-Ca )(Fig.13)

ヤギの尾椎は雌雄ともに，12から14個であった。N ICKELら (1986)によれば，家畜ヤギ

の尾椎は12から16個と記している。

尾椎は後位に向かうに従って棘突起，関節突起，横突起が次第に退化し，椎孔はCa附近

から露出していた。

ヤギの尾椎については，著しい雌雄差は認められなかった。

６ 肋骨 Costae(Fig.14)

ヤギの肋骨は雌雄ともに真肋が８対，仮肋が５対であった。加藤 (1979）によれば，反芻

類家畜の真肋は８対（ヤギはしばしば７対)，仮肋は５対と記している。

肋骨の長さは，雌雄ともに第一肋骨が最も短く，後位に向かうに従って徐々に長くなり，

第七・ や第九肋骨で最も長く，その後再び短くなっており，N ICKELら (1986）の反芻類

家畜についての記載とほぼ一致していた。第一肋骨と第 肋骨の湾曲にそった最大長につい

ては，雄（それぞれ16.17cm，29.67cm）は雌（13.30cm，28.70cm）のそれぞれ1.22倍，

1.03倍であった。幅については，雌雄ともに第一肋骨が最も太く，第二肋骨は細く，以後

徐々に太くなり，第六・第七肋骨以降再び細くなっていた。肋骨の湾曲については，雌雄と

もに前位では近位部の湾曲が強く，後位に向うに従って全体的に湾曲していた。雌の肋骨は

雄のものに比べて湾曲が強く，特に雌の中位（第四～ 肋骨）のものは半月状に湾曲してい

た。

雄ヤギの肋骨頭関節面（Facies articularis capitis costae）と肋骨結節関節面（Facies
 

articularis tuberculi costae）は雌のものより著しく大きかった。肋骨結節関節面はヤギの

雌雄ともに第十二肋骨以降で消失していた。

肋骨頚（Collum costae）は前位から後位に向かうに従って長くなっていた。雄ヤギの肋

骨頚は著しく太く，第 肋骨の肋骨頚の幅については，雄（0.95cm）は雌（0.60cm）の

1.58倍であった。

肋骨体（Corpus costae）については，第一肋骨では近位端は細く，遠位に向かうに従っ

て前縁は肥厚し，後縁は細くなっていた。雄ヤギの第二から第 ・九肋骨（雌では第二から
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Table.2.Measurements of thoracic limb in adult Japanese Saanen(cm)

Male  Female
 

Mean±S.E. Mean±S.E.

Scapula
 

1.Height along the spine 21.50±0.18⑷ 18.33±0.32⑺

2.Diagonal height 21.85±0.26⑷ 19.20±0.26⑺

3.Greatest dorsal length 13.79±0.53⑷ 11.78±0.24⑺

4.Smallest length of the Collum scapulae 3.10±0.11⑷ 2.47±0.05⑻

5.Greatest length of the Processus articularis 4.54±0.21⑷ 3.68±0.08⑻

6.Length of the glenoid cavity 3.71±0.20⑷ 2.83±0.13⑻

7.Breadth of the glenoid cavity 3.08±0.07⑷ 2.60±0.04⑻

Humerus
 

1.Greatest length 22.70±0.34⑷ 19.81±0.21⑻

2.Greatest length from caput 19.85±0.33⑷ 17.29±0.22⑻

3.Greatest breadth of the proximal end 5.44±0.19⑷ 4.50±0.08⑻

4.Smallest breadth of diaphysis 2.23±0.11⑷ 1.89±0.05⑻

5.Greatest breadth of the distal end 4.37±0.19⑷ 3.50±0.04⑻

6.Greatest breadth of the trochlea 4.12±0.15⑷ 3.34±0.04⑻

Radius
 
1.Greatest length 21.28±0.42⑷ 18.69±0.30⑻

2.Greatest breadth of the proximal end 4.29±0.17⑷ 3.50±0.08⑻

3.Greatest breadth of the Facies articularis prox-
imalis 4.06±0.17⑷ 3.33±0.15⑻

4.Smallest breadth of diaphysis 2.66±0.08⑷ 1.94±0.04⑻

5.Greatest breadth of the distal end 4.49±0.22⑷ 3.62±0.05⑻

6.Greatest breadth of the Facies articularis distalis 3.56±0.32⑷ 2.99±0.05⑻

Ulna
 
1.Greatest length 26.48±0.47⑷ 23.11±0.34⑻

2.Length of the olecranon 5.97±0.09⑷ 4.99±0.06⑻

3.Depth across the Processus anconaeus 3.84±0.26⑷ 3.04±0.06⑻

4.Smallest depth of the olecranon 3.17±0.07⑷ 2.68±0.05⑻

Metacarpal bone
 

1.Greatest length 13.93±0.10⑷ 12.91±0.17⑻

2.Greatest breadth of the proximal end 3.54±0.15⑷ 2.84±0.10⑻

3.Smallest breadth of the diaphysis 2.21±0.32⑷ 1.72±0.04⑻

4.Smallest depth of the diaphysis 1.47±0.05⑷ 1.09±0.03⑻

5.Greatest breadth of the distal end 3.61±0.20⑷ 3.10±0.06⑻

significant differences between both sexes:P＜0.01 ()：case

松尾・菅澤・大島：家畜ヤギの骨格の雌雄差に関する解剖学的研究 141



14 NO27MSO 0010 030919

第十・十一肋骨）は近位端が柱状で遠位に向かうに従って板状を呈し，第九・十肋骨（雌で

は第十一・十二肋骨）以降は棒状を呈していた。雄ヤギの肋骨体は雌より著しく肥厚してお

り，遠位端の厚さについては，第一肋骨では雄（1.34cm）は雌（0.90cm）の1.49倍，第

肋骨では雄（0.86cm）は雌（0.56cm）の1.54倍であった。雌ヤギでは第五肋骨以降で肋骨

体遠位外側面に肋骨の長軸方向にそった稜状の隆起が存在したが，雄では認められなかった。

７ 胸骨 Sternum(Fig.15)

ヤギの胸骨は雌雄ともに，７個の胸骨片（Sternebrae）から構成されていた。

ヤギの胸骨はカモシカよりも大きく，剣状突起（Processus xiphoideus）が細長かった。

雄ヤギ４頭の剣状突起は細長いものが３頭，幅広いものが１頭であった。

雄ヤギの胸骨の最長値（31.65cm）及び最大幅（5.24cm）は，それぞれ雌（26.59cm，

4.31cm）の1.19倍，1.22倍大形であった。

四肢骨格 Skeleton Appendicular

前肢骨 Ossa membri thoracici(Table 2)

ヤギの前肢骨は肩甲骨，上腕骨，橈骨，尺骨，手根骨，中手骨，指骨及び種子骨から構成

され，副蹄内には各１個の小骨片が存在していた。

１ 肩甲骨 Scapula(Figs.16,17)

ヤギの肩甲骨は鋭角的な二等辺三角形を呈していたが，ヒツジでは正三角形であった。

H ILDEBRAND (1955）によれば，肩甲骨の長さ（肩甲棘にそった高さ）を幅（背縁の長さ）

で除した値はヤギでは1.57とあり，本研究のヤギでは雄：1.56，雌：1.54とほぼ同様であっ

た。

肩甲骨の前角の遊離端には小さな突起状の骨が存在し，その最大長については雄：2.33

cm，雌：2.32cmと雌雄差は認められなかったが，最大幅については雄：0.84cm，雌：

0.50cmであった。

ヤギの肩甲棘（Spina scapulae）は直線的で上方1/3でわずかに前方へ傾いていた。

H ILDEBRAND (1955）によれば肩甲棘の長さを高さで除した値はヤギでは4.00とあり，本研

究のヤギでは雄：4.35，雌：4.84と雄は肩甲棘が高かった。

関節窩（Cavitas glenoidalis）の最長値については，雄（3.71cm）は雌（2.83cm）の

1.31倍あり，本研究で計測した肩甲骨の各部位の中では最も雌雄差の著しい部位であった。

雄ヤギの前縁（Margo cranialis）及び後縁（M a r g o c a u d a l i s)，前角（A n g u l u s
 

cranialis）及び後角（Angulus caudalis）はそれぞれ雌のものより著しく肥厚していた。さ

らに，雄ヤギの前縁及び後縁は外側へ湾曲していた。

雄ヤギの棘下窩（Fossa infraspinata）は平坦であったが，雌では中央部が隆起している

個体が多かった。

鋸筋面（Facies serrata）は，前部が線状，後部は三角形を呈していた。しかしながら，
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N ICKELら (1986）によれば，反芻類家畜の鋸筋面は前部が方形で，後部が三角形と記して

いる。雄ヤギの鋸筋面の前部は雌のものに比べて著しく隆起した粗面であった。

２ 上腕骨 Humerus(Fig.18)

ヤギの上腕骨は雌雄ともに，ウシやヒツジのものに比べて細く，骨幹部が長かった。

上腕骨の最長値については，雄（22.70cm）は雌（19.81cm）の1.15倍あり，本研究で計

測した上腕骨の各部位の中では最も雌雄差が少なかった。一方，最も雌雄差が著しかった部

位は近位端の最大幅で，雄（5.44cm）は雌（4.50cm）の1.21倍であった。

ヤギの上腕骨頭（Caput Humeri）はウシ，ヒツジやカモシカのものに比べて扁平で，後

下方に傾斜していた。

雄ヤギの上腕骨頚（Collum humeri）の窪みの程度は雌のものより浅かった。

ヤギの大結節稜（Crista tuberculi majoris）はウシ，ヒツジやカモシカのものに比べて著

しく隆起し，粗面状であった。

三角筋粗面（Tuberositas deltoidea）については，観察した個体12頭（雄４頭，雌８頭）

の中に，明瞭に認められた８頭（雄３頭，雌５頭）の中では，雄は雌に比べて隆起した粗造

面であった。

ヤギとカモシカの骨幹内側には，上腕三頭筋内側頭と烏口腕筋の終止部を示す粗造な線が

存在し，その上方に雌雄ともに認められた大円筋粗面とも連続していた。

雄ヤギの上腕骨体（Corpus humeri）は雌よりも太く，遠位1/3で内側に湾曲していた。

すなわち，H ILDEBRAND (1955）によれば上腕骨の長さを，上腕骨近位端と遠位端の外側端

間を結ぶ線から上腕骨体外側部までの垂線の長さで除した値はヤギでは11.1とあり，本研究

のヤギでは雄：12.07，雌：15.12と雄は著しく内側に湾曲していた。さらに，雄ヤギの骨幹

部は上腕骨稜附近を頂点として三角形状を呈していたが，雌では丸みを帯びていた。反芻類

家畜の上腕骨についてN ICKELら (1986）は，ウシの骨幹部は三角形であるが，小型反芻

類では円形または楕円形と記しており，本研究の雄ヤギはややウシに類似していた。

３ 前腕骨 Ossa antebrachii(Fig.19)

本研究で観察したヤギ12頭（雄４頭，雌８頭）の全個体で，橈骨と尺骨は近位部，体部，

遠位部で密接に癒合していた。一方，ヒツジでは生後三年以上の成獣でも橈骨と尺骨は分離

していた。また，カモシカについて松尾ら (1983）は，成獣でも橈骨と尺骨が完全に癒合し

ていない状態のものがかなりみられ，癒合する場合は遠位端の方から先に始まると記してい

る。以上のように橈骨と尺骨の癒合の程度は動物種による差違を認めた。

1) 橈骨 Radius（Fig.19）

橈骨の最長値については，雄（21.28cm）は雌（18.69cm）の1.14倍あり，本研究で計測

した橈骨の各部位の中では最も雌雄差が少なかった。一方，最も雌雄差が著しかった部位は

骨幹部の最小幅で，雄（2.66cm）は雌（1.94cm）の1.38倍であった。H ILDEBRAND

(1955）によれば橈骨の長さを幅で除した値はヤギでは8.43とあり，本研究のヤギでは雄：

8.00，雌：9.63であった。

雌ヤギの橈骨は骨幹部が細いために近位端と遠位端が肥大した印象を受けるが，それぞれ
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の最大幅については，雄（5.44cm，4.37cm）は雌（4.50cm，3.50cm）の1.23倍，1.24倍

であった。

ヤギやヒツジの橈骨頭（Caput radii）の外側部には第四指伸筋の起始部である丸みを帯

びた小さな結節状のものが存在したが，ウシやカモシカでは著しく大きかった。

2) 尺骨 Ulna（Fig.19）

尺骨の最長値については，雄（26.48cm）は雌（23.11cm）の1.15倍あり，本研究で計測

した尺骨の各部位の中では最も雌雄差が少なかった。

ヤギの肘頭（Olecranon）は橈骨の長軸と同様の方向を向いていたが，ウシやヒツジでは

後方に屈曲していた。ヤギの肘頭の長さについては，雄（5.97cm）は雌（4.99cm）の1.20

倍あり，本研究で計測した尺骨の各部位の中では最も雌雄差が著しかった。H ILDEBRAND

(1955）によれば，肘頭の前後径を幅で除した値についてヤギでは2.65とあり，本研究のヤ

ギでは，雄：1.91，雌：2.06であった。

ヤギの滑車切痕（Incisura trochlearis）は半月状を呈していたが，カモシカでは半球状で

あった。さらに，ヤギの滑車切痕の外側には窪みが存在した。

ヤギの内側鈎状突起（Proc.coronoideus medialis）及び外側鈎状突起（Proc.cor-

onoideus lateralis）の橈骨との関節面はヒツジやカモシカに比べて広く，橈骨と密接に癒

合していた。

ヤギの尺骨体（Corpus ulnae）はウシやヒツジのものに比べて湾曲が全体的にゆるやかで

あった。しかしながら，雄ヤギのものは雌に比べると湾曲が強かった。すなわち，尺骨の最

長値を尺骨の近位後端と遠位後端を結ぶ直線から尺骨体までの垂線の長さで除した値は，

雄：9.70，雌：11.00であった。尺骨体と橈骨体との角度について，ヤギでは雌雄ともに，

遠位に向かうに従って尺骨体は外側へ傾き，中央部以降で橈骨とほぼ平行になっていた。一

方，カモシカの尺骨体は近位から遠位にかけてほとんど変化はなく，橈骨とほぼ垂直に接し

ていた。

４ 手根骨 Ossa carpi(Fig.20)

ヤギの手根骨は，橈側手根骨（Os carpi radiale)，中間手根骨（Os carpi intermedium)，

尺側手根骨（Os carpi ulnare)，副手根骨（Os carpi accessorium)，第四手根骨(Os car-

pale IV)，第二・三手根骨（Os carpale II et III）の６個から構成されていた。

ヤギの第四手根骨はヒツジやカモシカのものに比べて扁平であった。

ヤギの手根骨については，サイズ以外に著しい雌雄差は認められなかった。

５ 中手骨 Ossa metacarpalia(Fig.20)

ヤギの中手骨は，第三（Os metacarpale III）と第四中手骨（Os metacarpale IV）が癒

合していた。

中手骨の最長値については，雄（13.93cm）は雌（12.91cm）の1.08倍あり，本研究で計

測した中手骨の各部位の中で最も雌雄差が少なかった。一方，最も雌雄差の著しかった部位

は骨幹部の最小径で，雄（1.47cm）は雌（1.09cm）の1.53倍であった。H ILDEBRAND

(1955）によれば中手骨の長さを幅で除した値はヤギでは6.46とあり，本研究のヤギは雄：
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Table.3.Measurements of pelvic limb in adult Japanese Saanen(cm)

Male  Female
 

Mean±S.E. Mean±S.E.

Ossa coxae
 

1.Greatest length 28.55±0.31⑷ 24.70±0.51⑹

2.Length of the acetabulum including the lip 4.03±0.18⑷ 3.28±0.07⑻

3.Length of the symphysis 8.69±0.32⑶ 6.99±0.24⑸

4.Smallest height of the shaft of ilium 2.37±0.11⑷ 1.68±0.06⑺

5.Smallest breadth of the shaft of ilium 1.31±0.12⑷ 0.94±0.03⑻

6.Smallest circumference of the shaft of ilium 6.60±0.31⑷ 4.64±0.21⑺

7.Inner length of the foramen obturatum 5.12±0.14⑷ 5.00±0.06⑻

8.Greatest breadth across the Tubera coxarum 18.97±0.74⑶ 17.10±0.58⑸

9.Greatest breadth across the acetabula 12.92±0.57⑶ 12.07±0.24⑸

10.Greatest breadth across the Tubera ischiadica 12.36±0.69⑶ 12.32±0.47⑸

11.Smallest breadth across the bodies of the ischia 9.25±0.53⑶ 8.79±0.27⑸

12.Greatest breadth across the ischiatic spine 6.40±0.37⑶ 8.62±0.33⑸

13.Thickness of pubis 2.71±0.17⑷ 1.44±0.20⑹

Os femoris
 

1.Greatest length 24.53±0.33⑷ 21.85±0.31⑻

2.Greatest length from caput femoris 23.93±0.23⑷ 20.96±0.27⑻

3.Greatest breadth of the proximal end 5.82±0.37⑷ 5.09±0.08⑻

4.Greatest depth of the Caput femoris 2.89±0.13⑷ 2.43±0.03⑻

5.Smallest breadth of the diaphysis 2.39±0.10⑷ 1.98±0.07⑻

6.Greatest breadth of the distal end 5.43±0.19⑷ 4.37±0.06⑻

Patella
 
1.Greatest length 4.21±0.13⑷ 3.60±0.10⑺

2.Greatest breadth 3.08±0.13⑷ 2.40±0.05⑻

Tibia
 
1.Greatest length 27.78±0.42⑷ 24.73±0.44⑻

2.Greatest breadth of the proximal end 5.90±0.29⑷ 4.90±0.06⑻

3.Smallest breadth of diaphysis 2.23±0.11⑷ 1.67±0.04⑻

4.Greatest breadth of the distal end 3.65±0.10⑷ 3.10±0.06⑻

Metatarsal bone
 

1.Greatest length 15.02±0.32⑷ 13.85±0.18⑻

2.Greatest breadth of the proximal end 2.82±0.13⑷ 2.42±0.05⑻

3.Smallest breadth of the diaphysis 1.78±0.07⑷ 1.36±0.04⑻

4.Smallest depth of the diaphysis 1.48±0.06⑷ 1.14±0.03⑻

5.Greatest breadth of the distal end 3.17±0.21⑷ 2.80±0.04⑻

significant differences between both sexes:P＜0.01 ()：case
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6.30，雌：7.51と雄は骨幹部が著しく太かった。

雄ヤギの内側縁（Margo medialis）及び外側縁（Margo lateralis）の湾曲は，雌に比べ

て骨幹部が太いためにゆるやかであった。

本研究で観察したヤギ12頭（雄４頭，雌８頭）について，第五中手骨（Os metacarpale
 

V）は，雄では全個体に存在し，その長さは1.90～4.70cmであった。一方，雌では６頭に

存在し，長さは1.50～3.10cmであった。

６ 指骨 Ossa digitorum manus(Fig.20)

ヤギの指骨は，第一，第二，第三指骨を観察した。さらに，左右の前肢にはそれぞれ近位

種子骨（４個)，遠位種子骨（２個）と２個の副蹄内に各１個の小骨片（合計２個）が存在

していた。

ヤギ，ヒツジ，カモシカの指骨は細長く，ウシは太く短かった。

第三指骨を側面からみた場合，ヤギの雌雄やヒツジのものは方形状を呈していたが，ウシ

やカモシカでは鋭角的な三角形であった。このように反芻動物の第三指骨は動物種によって

差違を認めた。

ヤギの指骨については，サイズ以外に著しい雌雄差は認められなかった。

後肢骨 Ossa membri pelvini(Table 3)

ヤギの後肢骨は寛骨（腸骨，恥骨，坐骨)，大腿骨，膝蓋骨，脛骨，腓骨，足根骨，中足

骨，趾骨および種子骨から構成され，副蹄内には各１個の小骨片が存在していた。

１ 寛骨 Os coxae(Figs.21,22)

ヤギの寛骨の縦軸（腸骨と坐骨の軸）はヒツジやカモシカのものに類似して直線的であっ

た。しかしながら，雄ヤギの寛骨は雌のものと比べると両端が多少背側へ湾曲していた。

H ILDEBRAND (1955）によれば，寛骨の最長を後腹側腸骨棘と坐骨結節背側部を結ぶ線から

寛骨臼までの垂線の長さで除した値はヤギでは11.64とあり，本研究のヤギでは雄：15.11，

雌：14.88であった。

ヤギの寛骨はカモシカのものに類似し，ウシやヒツジのものより前後に長かった。寛骨の

最長値については，雄（28.55cm）は雌（24.70cm）の1.16倍であった。本研究で計測した

左右の寛骨間の幅の中では，坐骨棘間の最大幅について著しい雌雄差を認めた。すなわち，

雌（8.62cm）が雄（6.40cm）の1.35倍であった。

雄ヤギの坐骨棘（Spina ischiadica）は雌のものに比べて高く発達し，骨盤腔を囲むよう

に多少とも内側に傾いていた。一方，雌では直立しているものや外側へ開いているものが多

かった。ヤギの寛骨には坐骨棘から寛骨臼にかけて稜状の隆起が存在し，深殿筋の起始部を

示していた。

1) 腸骨 Os ilium

雄ヤギの腸骨体（Corpus ossis ilii）は雌に比べて太くて短かった。さらに，腸骨体の最

小高，最小周囲長については，雄（それぞれ2.37cm，6.60cm）は雌（1.68cm，4.64cm）

のそれぞれ1.41倍，1.42倍と著しい雌雄差を認めた。
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雄ヤギの腸骨翼（Ala ossis ilii）は雌に比べて，大坐骨切痕が後位にあり，腸骨体から後

腹側腸骨棘にかけて大きく湾曲しているために，著しく大きかった。

雄ヤギの仙結節（Tuber sacrale）は雌のものよりやや後方に位置していた。耳状面

（Facies auricularis）の位置は雄のものは雌のものよりよく発達していた。

雄ヤギの大坐骨切痕（Incisura ischiadica major）は雌のものより後位に位置し，強く湾

曲していた。一方，雌のものは浅くゆるやかな湾曲を示していた。

2) 坐骨 Os ischii

雄ヤギの坐骨板（Tabula ossis ischii）は雌のものより前後に長く，骨盤面は窪んでいた。

一方，カモシカの坐骨板の骨盤面は雌の方が窪んでいた。

雄ヤギの小坐骨切痕（Incisura ischiadica minor）は雌のものより切れ込みがやや深かっ

た。

3) 恥骨 Os pubis

雄ヤギの恥骨前肢（Ramus cranialis ossis pubis）の前縁は肥厚していたが，雌では窪ん

でいた。恥骨結合の厚さ〔雄（2.71cm）は雌（1.44cm）の1.88倍である〕を骨盤結合の長

さで除した値は，雄：0.31，雌：0.21と雄は著しく大きかった。

雄ヤギの恥骨櫛（Pecten ossis pubis）は腸恥隆起から恥骨結合にかけて直線的であり，

前縁は著しく肥厚していた。一方，雌の恥骨櫛は腸恥隆起からゆるやかな湾曲を示して恥骨

結合に達しており，前縁は前腹方に傾斜していた。反芻類家畜についてN ICKELら (1986）

は，ウシの恥骨櫛は厚いが，小型反芻類では鋭くなっていると記しており，本研究の雄ヤギ

は多少ともウシについての説明と一致していた。

雄ヤギの腸恥隆起（Eminentia iliopubica）は腹側へ突出し結節状を呈して肥厚していた

が，雌では板状を呈して前方へ突出していた。

本研究では松尾ら (1984）によるカモシカやヤギについての記載に従って，雌雄ヤギの閉

鎖孔（Foramen obturatum）の周縁に背側閉鎖結節（Tuberculum obturatorium dorsale）

と腹側閉鎖結節（Tuberculum obturatorium ventrale）を確認した。さらに，本研究で観

察したヤギの12頭（雄４頭，雌８頭）中３頭（雄２頭，雌１頭）で背側閉鎖結節と腹側閉鎖

結節が癒合して小孔を造っているものを確認した。

雄ヤギの大腿骨副靱帯溝（Sulcus ligamenti accessorii ossis femoris）は両側の腸恥隆起

間に認められたが，雌では腸恥隆起附近にのみ存在した。カモシカについてもほぼ同様の雌

雄差を認めた。

２ 骨盤 Pelvis（Figs.21,22）

雄ヤギの坐骨弓（Arcus ischiadicus）はV字形を呈し，遊離縁は外側へ湾曲していた。

一方，雌のものは開いたU字形を呈するものが多かった。

ヤギの結合稜（Crista symphysialis）は雌雄ともに，坐骨弓を翼とした逆Y字形を呈し

ていた。特に雄ヤギでは結合稜の後端部（坐骨結合腹面）が肥厚して結節状を呈していた。

一方，カモシカでは雌の方が肥厚し，隆起していた。

雄ヤギの骨盤腔（Cavum pelvis）は雌に比べて全長が長く，高さ（真結合線）も高かっ

た。
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H ILDEBRAND (1955）によれば，結合部長を恥骨後枝の幅で除した値はヤギでは5.29とあ

り，本研究のヤギでは雄：5.02，雌：4.21と雄は結合部長が長かった。さらに，寛骨臼切痕

から坐骨結節後部までの長さを，寛骨臼切痕から恥骨結合部までの長さで除した値はヤギで

は1.99とあり，雌は恥骨が相対的に長いので値が小さい傾向があると記している。本研究の

ヤギでも雄：2.07，雌：1.80と同様の傾向を認めた。

３ 大腿骨 Os femoris(Fig.23)

大腿骨を側面からみた場合に，ヤギ，ヒツジ，カモシカの大腿骨体（Corpus ossis femo-

ris）は前方へゆるやかに湾曲していたが，ウシでは直線的であり，N ICKELら (1986）や

Z IETZSCHMANNら (1943）による反芻類家畜であるウシや小型反芻類についての記載と一

致していた。

ヤギの大腿骨の最長値については，雄（24.53cm）は雌（21.58）の1.14倍であり，本研

究で計測した大腿骨の各部位の中で最も雌雄差が少なかった。一方，最も雌雄差が著しかっ

た部位は遠位端の最大幅で，雄（5.43cm）は雌（4.37cm）の1.24倍であった。

雌ヤギの大腿骨頚（Collum ossis femoris）は雄より明瞭で，特に背外側部が細かった。

内側顆と外側顆の外側端間の幅を100とした場合の顆間窩（Fossa intercondylaris）の最

大幅の比率については，雄：24，雌：27と多少とも雌の方が広い傾向を認めた。

ヤギやヒツジの大腿骨滑車（Trochlea ossis femoris）は大腿骨の長軸方向に対して内側

に傾いていたが，カモシカではほぼ長軸と平行であった。

ヤギの大腿骨滑車下部の中央部には窪みが存在したが，その大きさについては雌雄ともに

個体差を認めた。N ICKELら (1986）やZ IETZSCHMANNら (1943）によれば，この窪みは

滑液溝（Synovial groove）で，１歳以上のヤギの特徴であると記している。

４ 膝蓋骨 Patella(Fig.24)

ヤギの雌雄，ヒツジやカモシカの膝蓋骨は底辺の短い二等辺三角形であったが，ウシでは

不規則な四角形であった。

ヤギの膝蓋骨の最長値及び最大幅について，雄（それぞれ4.21cm，3.08cm）は雌（3.60

cm，2.04cm）のそれぞれ1.17倍，1.28倍であり，雄は幅広かった。

５ 下腿骨 Ossa cruris(Fig.25)

1) 脛骨 Tibia（Fig.25）

ヤギやカモシカの脛骨はウシやヒツジのものに比べて細長く，脛骨を前方からみた場合に

多少S字状に湾曲していた。

ヤギの脛骨の最長値については，雄（27.78cm）は雌（24.73cm）の1.12倍あり，本研究

で計測した脛骨の各部位の中では最も雌雄差が少なかった。一方，最も雌雄差が著しかった

部位は骨幹部の最小幅で雄（2.23cm）は雌（1.67cm）の1.34倍であった。

ヤギの脛骨体（Corpus tibiae）の中央外側面には雌雄ともに腓骨靱帯（Ligamentum
 

fibulae）との癒着を示す粗面が存在した。

2) 腓骨 Fibula（Fig.25）
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ヤギの腓骨は雌雄ともに反芻動物としての特徴を示して退化しており，脛骨の外側下端に

小突起様の腓骨頭（Caput fibulae）と，下腿遠位端外側に外顆（Malleolus lateralis）とし

て存在するだけで，腓骨体はほとんど退化して腓骨靱帯となっていた。本研究で観察したヤ

ギ12頭（雄４頭，雌８頭）中７頭（雄３頭，雌４頭）では，腓骨頭から３～４cmの部位か

ら腓骨靱帯の一部が化骨して，雌雄ともにきわめて細長い（長さ５～９cm，幅２～３

cm）棒状の骨となっていた。腓骨靱帯と脛骨との間𨻶は骨間膜によって満たされていた。

N ICKELら (1986）によれば，反芻類家畜の腓骨の退化の程度は種間差だけでなく個体によ

っても異なり，腓骨靱帯についてはウシではしばしば近位部が化骨するが，小型反芻類では

稀であると記していた。また，TAYLER (1970）によれば，ウシやヒツジの腓骨体は，発

生初期には軟骨の形態をとるが，稀に近位部の一部が化骨すると記している。このように反

芻類家畜の腓骨体は一般に退化しているが，稀に化骨する場合もあるわけである。

６ 足根骨 Ossa tarsi(Fig.26)

ヤギの足根骨は距骨（Talus)，踵骨（Calcaneus）第一足根骨（Os tarsale I)，第二・三

足根骨（Os tarsale II et III）中心第四足根骨（Os centroquartale）から構成されていた。

ヤギやヒツジの距骨は，カモシカのものに比べて相対的に脛骨，踵骨や中心第四足根骨と

の関節面が小さく，従って，反芻類の特徴である近位及び遠位距骨滑車も小さかった。また，

ヤギやヒツジの踵骨は，カモシカのものに比べて相対的に距骨との関節面や載距突起が小さ

く，深趾屈筋が通る溝も狭かった。以上のことは家畜ヤギなどに比べて山岳地帯に棲む野生

動物であるカモシカの運動能力の大きさを示しているものと考察した。

第一足根骨は，動物種によって差違を認めた。すなわち，ヤギでは雌雄とも扁平な三角形，

ヒツジでは中央部が窪んだ楕円形，カモシカでは三角柱を呈していた。

雄ヤギの足根骨は雌のものに比べて著しく大きかったが，サイズ以外には差違は認められ

なかった。

７ 中足骨 Ossa metatarsalia(Fig.26)

ヤギの中足骨は雌雄ともに第三（Os metatarsale III）と第四中足骨（Os metatarsale
 

IV）が癒合していた。

中足骨の最長値については，雄（15,02cm）は雌（13.85cm）の1.08倍であり，本研究で

計測した中足骨の各部位の中では最も雌雄差が少なかった。一方，最も雌雄差が著しかった

部位は骨幹部の最小幅で，雄（1.78cm）は雌（1.36cm）の1.31倍であった。

雄ヤギの内側面（Facies medialis）及び外側面（Facies lateralis）の湾曲は，雌に比べ

て骨幹部が太いためにゆるやかであった。

ヤギの第二中足骨（Os metatarsale II）については本研究で観察した12頭（雄４頭，雌８

頭）中９頭（雄３頭，雌６頭）に独立した扁平な骨片として存在していた。松尾ら (1984）

のヤギの中手骨と中足骨の形態による著しい差違を雌雄のヤギで再確認した。

８ 趾骨 Ossa digitorum pedis(Fig.26)

ヤギの趾骨は雌雄ともに前肢の指骨と同様の構成であった。しかしながら，副蹄内の小骨
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Table.4.Measurements of cranium in adult Japanese Saanen(cm)

Male  Female
 

Mean±S.E. Mean±S.E.

Cranium
 
1.Profile length 26.00±1.00⑵ 24.00 ⑴

2.Basal length 23.75±0.09⑵ 22.25±0.09⑵

3.Premolare-Prosthion 7.35±0.03⑵ 6.85±0.16⑶

4.Neurocranium length 14.43±0.28⑷ 11.98±0.15⑹

5.Viscerocranium length 15.62±0.89⑷ 15.77±0.14⑶

6.Median frontal length 15.73±0.33⑷ 12.83 ⑴

7.Greatest length of the nasals 8.76±0.33⑷ 9.27±0.21⑺

8.Greatest breadth of the nasals 4.30±0.16⑷ 3.30±0.20⑹

9.Dental length 15.15±0.85⑵ 13.93±0.09⑶

10.Lateral length of the premaxilla 9.52±0.51⑵ 8.90±0.19⑶

11.Length of the cheektooth row 7.87±0.27⑷ 7.20±0.10⑺

12.Greatest mastoid breadth 10.28±0.20⑷ 8.59±0.17⑶

13.Greatest breadth of the occipial condyles 6.81±0.13⑷ 6.38±0.07⑹

14.Greatest breadth at the bases of the paraoccipital processes(processus paracondylaris) 10.16±0.28⑷ 8.17±0.32⑷

15.Greatest breadth of the foramen magnum 2.32±0.07⑷ 2.23±0.07⑷

16.Height of the foramen magnum 1.81±0.04⑷ 1.92±0.12⑶

17.Least breadth of parietal 2.71±0.28⑵ 2.33±0.11⑸

18.Greatest neurocranium breadth 7.14±0.12⑷ 6.68±0.14⑶

19.Greatest breadth across the orbits 13.37±0.20⑶ 12.31±0.22⑵

20.Greatest breadth across the premaxillae 4.13±0.22⑵ 3.78±0.21⑶

21.Greatest breadth across the zygomatic arch 12.37±0.16⑷ 11.53±0.27⑹

Mandible
 

1.Length from the angle 21.18±0.27⑷ 20.18±0.34⑸

2.Length of the cheektooth row 8.30±0.18⑷ 7.65±0.15⑺

3.Length of the diastema 5.32±0.11⑷ 5.15±0.20⑺

4.Aboral height of the vertical remus 8.64±0.29⑷ 7.81±0.16⑹

5.Middle height of the vertical remus 8.28±0.25⑷ 7.52±0.15⑺

6.Oral height of the vertical ramus 11.87±0.12⑷ 10.61 ⑴

7.Height of the mandible behind M 4.90±0.14⑷ 4.01±0.07⑺

8.Greatest breadth of the Caput mandible 3.35±0.13⑷ 2.67±0.06⑹

significant differences between both sexes:P＜0.01 ()：case
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片については，雌雄ともに後肢のものは前肢のものより著しく大きかった（約２倍)。

家畜ヤギの四肢骨（長骨）について

Tables 2,3で見られるように，ヤギ（日本ザーネン種）の長骨はすべて雄は雌のものよ

りも各部位で長かった。ヤギの長骨では雌雄ともに，脛骨が最も長く，次に尺骨，大腿骨，

上腕骨，橈骨，中足骨，中手骨の順であった。これは既に報告したニホンカモシカの長骨と

同じ傾向であった 。

頭蓋 Cranium(Table 4）

ヤギの頭蓋は他の家畜と同様に頭蓋骨（Ossa cranii）と顔面骨(Ossa faciei）に分類され

る。

頭蓋骨はさらに後頭骨（Os occipitale)，頭頂間骨（Os interparietale)，底蝶形骨（Os
 

basisphenoidale)，前蝶形骨（Os Presphenoidale)，翼状骨（Os pterygoideum)，側頭骨

（Os temporale)，頭頂骨（Os parietale)，前頭骨（Os frontale)，篩骨（Os ethmoidale)，

鋤骨（Vomer）から構成されている。

顔面骨は，鼻骨（Os nasale)，涙骨（Os lacrimale)，上顎骨（Maxilla)，腹鼻甲介骨

（Os conchae nasalis ventralis)，切歯骨（Os incisivum)，口蓋骨（Os palatinum)，頰骨

（Os zygomaticum)，下顎骨（Mandibula)，舌骨（Os hyoideum）から構成されている。

ヤギの頭頂間骨は，成獣では後頭骨や頭頂骨と癒合するため不明確であった。

ヤギの頭蓋の概観は雌雄ともに，ヒツジやカモシカのものに類似していた。しかし，後頭

骨のサイズについてヤギの雌雄ともヒツジやカモシカに比べて著しく大きかった。さらに，

ヤギの頭蓋の中では，後頭骨の部位で多くの雌雄差を認めた。

雄ヤギの頭蓋の概観は雌に比べて大きく，特に骨板が厚いことであった。

１ 頭蓋の背面 （Fig.27)

ヤギの頭蓋の背面は雌雄ともに後部を底辺とする二等辺三角形を呈し，後頭骨後頭鱗（頭

頂部)，頭頂骨，前頭骨，鼻骨及び切歯骨から構成されていた。

雄ヤギの後頭鱗は雌より広く，項稜（Crista nuchae）も雌に比べて凹凸が著しく，後方

へ突出していた。

外後頭隆起の頂点であるイニオンInionは雄ヤギでは項稜よりも後方へ突出していたが，

雌では項稜よりも窪んでいた。

頭頂骨の側頭線（Linea temporalis）の最小幅について，松尾と森下 (1985）によればカ

モシカでは雄（28.25mm）は雌（25.69mm）の1.09倍とカモシカの頭蓋の中で最も雌雄差

の著しい部位である。一方，本研究のヤギでは雄（2.71cm）は雌（2.33cm）の1.16倍であ

り，カモシカに比べて雌雄差はさらに大であったが，ヤギの頭蓋の中で雌雄差の著しい部位

ではなかった。

ヤギの頭蓋の最大幅は雌雄ともに左右の眼窩下縁（Margo infraorbitalis）間の距離で，

雄（13.37cm）は雌（12.31cm）の1.09倍であった。本研究で用いた日本ザーネン種系のヤ
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ギ11頭（雄４頭，雌７頭）の中で角突起（Processus cornualis）が存在したのは雌２頭であ

った。無角のもので本来角のある部位は左右等しく隆起している場合が多い。松尾と森下

（1985）に従って，前頭骨に認められるこの隆起に〝前頭骨角隆起"(Protuberantia cor-

nualis）という用語を用いた。

ヤギの鼻骨については著しい雌雄差を認めた。すなわち，鼻骨の最長値について雌（9.27

cm）が雄（8.76cm）の1.06倍であった。一方，最大幅については，雄（4.03cm）が雌

（3.30cm）の1.30倍であり，本研究で計測したヤギの頭蓋の各部位の中では最も雌雄差が

著しかった。さらに，雄ヤギの鼻骨の先端はジグザグ状であったが，雌では平滑であった。

雄ヤギの前頭鼻骨縫合（Sutura frontnasalis）は雌に比べて不明瞭かつ強固であった。さ

らに，雄ヤギの前頭鼻骨縫合の方向は雌に比べて外側へ広がっていた。

雄ヤギの切歯骨は先端部が外側へ板状に広がっていたが，雌では外側への広がりを認めな

かった。

２ 頭蓋の側面 （Fig.28)

ヤギの頭蓋の側面は前頭骨角隆起を頂点とする三角形であった。特に雄ヤギについては，

後頭骨の項稜から顆旁突起（Processus paracondylaris）の先端まで垂直で，著しく長かっ

た。また，雄は雌に比べて頂点の位置が高く，頭頂部から前方への傾斜が大きかった。さら

に，雄ヤギの神経頭蓋長（14.43cm）及び内臓頭蓋長（15.62cm）は雌（それぞれ11.98cm，

15.77cm）のそれぞれ1.20倍と0.99倍であった。すなわち，雄ヤギの頭蓋は雌に比べて神経

頭蓋が発達していた。ヒツジの頭蓋の側面は雌ヤギよりも頂点の位置が低く，頭頂部から前

方への傾斜がゆるやかであった。さらに，ヒツジでは神経頭蓋よりも内臓頭蓋が著しく大き

かった。

雄ヤギの切歯骨及び上顎切歯骨縫合（Sutura maxilloincisiva）の線は雌に比べて下方へ

急傾斜していた。

雄ヤギの鼻骨の正中部は雌に比べて隆起していた。

雄ヤギの前頭骨及び前頭骨角隆起は雌に比べて大きく，凹凸や背方への突出が著しかった。

ヤギの眼窩口（Aditus orbitae）は雌雄ともにほぼ円形を呈していたが，雄は雌に比べて

やや上下に長かった。雄ヤギの頰骨の眼窩下縁は雌に比べて肥厚しており，特に胸骨下顎

（頰骨）筋の附着部である後外側部は著しく肥厚（腹方へ突出）していた。ヤギの眼窩後縁

後端と頰骨弓（Arcus zygomaticus）との交点の角度は雄：50°，雌：60°程度であった。

雄ヤギの側頭骨は雌に比べて著しく大きく，特に岩様部（Pars petrosa）と乳様突起

（Processus mastoideus）は雌の約２倍程大きく，凹凸が著しく，且粗造であった。雌ヤギ

の側頭骨の頰骨突起（Processus zygomaticus）は前方へほぼ水平に突出していたが，雄の

ものは雌に比べて多少とも前下方へ傾斜していた。

ヤギの後頭骨の顆旁突起について，本研究で観察したヤギ11頭（雄４頭，雌７頭）のうち，

腹方へほぼ垂直に突出していたものが７頭（雄２頭，雌５頭)，後腹方へ突出していたもの

が４頭（雄２頭，雌２頭）であり雌雄差は認められなかった。しかし，雄ヤギの顆旁突起は

雌のものに比べて著しく大きく，太かった。
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３ 頭蓋底 （Fig.29)

ヤギの頭蓋底は雌雄ともに外頭蓋底（Basis cranii externa）と内頭蓋底（Basis cranii
 

interna）に分けられる。内頭蓋底は信大農紀要22巻107頁 に記載したので省略する。

外頭蓋底は，頭蓋腔底部，後鼻孔部，口蓋部に分けられる。

1) 頭蓋腔底部

ヤギの卵円口（Foramen ovale）は雌雄ともにほぼ円形を呈し，雄は雌に比べて多少大き

い程度であった。

雄ヤギの側頭骨鼓室胞（Bulla tympanica）は扁平であり，雌のものは丸みを帯びていた。

すなわち側頭骨鼓室胞を観察することによって，ヤギの雌雄の判別ができるわけである。雄

ヤギの側頭骨の下顎窩（Fossa mandibularis）の面積は雌の1.5倍程であった。

ヤギの後頭骨底部の筋結節（Tuberculum musculare）は前部と後部に１対（計４個）存

在していた。雄ヤギの筋結節は雌に比べて大きく，粗造な面であった。

雄ヤギの後頭骨後頭顆（Condylus occipitalis）は，腹面からみた場合に雌に比べて丸み

を帯び，前後に長かった。さらに，雄の後頭顆の稜は粗造な面であった。

2) 後鼻孔部

ヤギの後鼻孔（Choanae）は雌雄ほぼ同大であった。従って，頭蓋の大きさからみると，

雄ヤギの後鼻孔の割合は小さいことになる。

3) 口蓋部

ヤギの口蓋部には著しい雌雄差は認められなかった。

４ 頭蓋の後面 （Fig.30）

ヤギの頭蓋の後面は雌雄ともに後頭骨と側頭骨で占められ，後頭鱗（Squama
 

occipitalis)，外側部（Pars lateralis)，底部（Pars basilaris）の３部に分けられる。

雄ヤギの後頭骨と側頭骨は雌に比べて著しく大きく，特に後頭骨はヤギの頭蓋の中で最も

雌雄差の著しい部位であった。

1) 後頭鱗

雄ヤギの後頭鱗は雌に比べて凹凸が著しく，面積については約２倍程あった。

雄ヤギの外後頭隆起（Protuberantia occipitalis externa）は雌に比べて，大きく隆起し

ていた。さらに，雄ヤギの外後頭隆起は凹凸が著しく，後面からではイニオンの位置は不明

確であった。

ヤギの項稜は結節状を呈し，後方へ幾分突出していた。雄ヤギの項稜は雌に比べて大きく

突出し，凹凸が著しく，周縁は不明瞭であった。

雄ヤギの外後頭稜（Crista occipitalis externa）は雌に比べて大きく隆起していた。

2) 外側部

ヤギの後頭顆を後面からみた場合，雄は雌に比べて多少大きい程度であり，両側の後頭顆

間の最大幅については，雄（6.81cm）は雌（6.38cm）の1.07倍であった。

雄ヤギの顆旁突起は雌のものに比べて著しく発達していた。すなわち，雌ヤギの顆旁突起

の先端は後頭顆の先端とほぼ同じ高さであったが，一方，雄は後頭顆の先端よりもはるか腹

方に突出していた。両側の顆旁突起間の最大幅については，雄（10.16cm）は雌（8.17
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cm）の1.24倍となり，著しく広かった。

雄ヤギの側頭骨の乳様突起間の最大幅（10.28cm）は雌（8.59cm）の1.20倍と広かった。

側頭骨については頭蓋の側面の項に記してある。

3) 底部

ヤギの頭蓋後面の底部は後頭骨底部にあたる。

ヤギの後頭骨の大孔（Foramen magnum）は，雌雄ほぼ同大であった。従って頭蓋の大

きさからみると，雄ヤギの大孔の割合は小さいことになる。

ヤギの腹顆窩（Fossa condylaris ventralis）は三角形を呈し，雄のものは雌に比べてやや

大きかった。

５ 下顎骨 Mandibula(Fig.31)

ヤギの下顎骨は雌雄ともに逆L形（先端を左前にした場合）を呈し，左右一対からなり，

それらの先端部が下顎間軟骨結合（Synchondrosis intermandibularis）で結ばれていた。

下顎骨は下顎体（Corpus mandibulae）と下顎枝（Ramus mandibulae）に分かれ，下顎

体はさらに切歯部（Pars incisiva）と臼歯部（Pars molaris）を区別する。

ヤギの下顎体の長さについては雄（21.18cm）は雌（20.18cm）の1.05倍であった。

ヤギのオトガイ孔（Foramen mentale）及び下顎孔（Foramen mandibulae）の大きさに

ついては，雌雄差は認められなかった。

雄ヤギの臼歯歯槽部の厚さは雌より厚かった。

ヤギの下顎体の第三後臼歯（M ）後部の高さについては，雄（4.90cm）は雌（4.01

cm）の1.22倍と著しく高かった。

ヤギでは下顎結節（Tuber mandibulare）のよく発達した個体を認めたが，大きさ及び隆

起の程度には，雌雄ともに個体差が認められた。ヤギの咬筋窩（Fossa masseterica）には

著しい雌雄差は認められなかった。ヤギの翼突筋窩（Fossa pterygoidea）は雌雄ともに非

常に浅く，周縁が隆起する程度であった。雄のものは雌に比べて周縁の隆起が明瞭であった。

ヤギの筋突起（Processus coronoideus）は関節突起（Processus condylaris）よりも高く

発達しており，全体的に後外側に湾曲していたが，先端部は多少とも内側に湾曲していた。

ヤギの関節突起の下顎頭（Caput mandibulae）は細長い四角形を呈し，内側部は肥厚し

て結節状を呈していた。雄ヤギの下顎頭は雌に比べて著しく大きい。下顎頭の幅については，

雄（3.35cm）は雌（2.76cm）の1.27倍と本研究で計測した下顎骨の各部位の中では最も雌

雄差が著しかった。

雄ヤギの頰歯列の長さ（8.30cm）は雌（7.65cm）の1.08倍であった。

６ 舌骨 Os hyoideum(Fig.32)

雄ヤギの舌骨は雌よりもやや大形であったが，類似し，先に調査したカモシカの舌骨にも

類似していた 。
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家畜ヤギの骨格図譜

Atlas of the Skeleton of the Domestic Goat

(Japanese Saanen)

註：下記 献と併用のこと，及び各標本の個体番号

Plates ２―６：ニホンカモシカの骨格に関する研究， ．胴骨について．

(信州大学農学部紀要 21巻，２号，119―148，1984）

Plates ７―９：同上主題， ．前肢骨について．

(信州大学農学部紀要 20巻，２号，173―192，1983）

Plates 10―12：同上主題， ．後肢骨について．

(信州大学農学部紀要 21巻，１号，59―90，1984）

Plates 13―16：同上主題， ．頭蓋について．

(信州大学農学部紀要 22巻，２号，99―138，1985）

Figs.３―32：雄の個体番号・60G04：農林水産省長野種畜牧場・名号83NS538．

Figs.３―15：雌の個体番号・60G03：業者より購入．

Figs.16―32：雌の個体番号・60G01：農林水産省長野種畜牧場・名号78NS25．

Notice:This atlas is intended to use with the atlas of the Studies on the Skeleton of
 

Japanese Serows(Capricornis crispus), - ”(Jour.Fac.Agric.Shinshu Univ.

Vol.20;173-192,1983,Vol.21;59-90,119-148,1984,Vol.22;59-90,1985).
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PLATE 1
 

General characteristics of male and femal Japanese Saanen.

日本ザーネン種の外貌による雌雄の比

Fig.1.Female Japanese Saanen.雌ヤギ（個体番号62G02）

Fig.2.Male Japanese Saanen.雄ヤギ（個体番号61G02）
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PLATE 2
 

Cervical vertebrae of male and female Japanese Saanen.

ヤギの頚椎（雌雄の比 ）

Fig.3.Dorsal view.背 面

Fig.4.Lateral view(left).左 側 面

Fig.5.Third cervical vertebra,cranial view.第三頚椎，前面
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PLATE 3
 

Thoracic vertebrae of male and female Japanese Saanen.

ヤギの胸椎（雌雄の比 )：左 側 面

Fig.6.Lateral view(left).左 側 面

Fig.7.Third thoracic vertebra,cranial view.前 面
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PLATE 4
 

Lumbar vertebrae of male and female Japanese Saanen.

ヤギの腰椎（雌雄の比 ）

Fig.8.Dorsal view.背 面

Fig.9.Lateral view(left).左 側 面

Fig.10.Third lumbar vertebra,cranial view.第三腰椎，前 面
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PLATE 5
 

Os sacrum and caudal vertebrae of male and female Japanese Saanen.

ヤギの仙骨と尾椎（雌雄の比 ）

Fig.11.Os sacrum,dorsal view.仙 骨，背 面

Fig.12.Os sacrum,cranial view.仙 骨，前 面

Fig.13.Os sacrum and caudal vertebrae,dorsal view.

仙骨と尾椎，背 面

信州大学農学部紀要 第27巻第２号（1990）166



15 MSOPL 0011 030919

松尾・菅澤・大島：家畜ヤギの骨格の雄雌差に関する解剖学的研究 167



15 MSOPL 0012 030919

 

PLATE 6
 

Left ribs and sternum of male and female Japanese Saanen.

ヤギの肋骨と胸骨（雌雄の比 )：左 側

Fig.14.First,third,fifth,seventh,ninth,eleventh,

and thirteenth ribs(from left),lateral view.

第一，三，五，七，九，十一，十三肋骨（左から)，外側面

Fig.15.Sternum,dorsal view. 胸 骨，背 面
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PLATE 7
 

Left scapula of male and female Japanese Saanen.

ヤギの肩甲骨（雌雄の比 )：左 側

Fig.16.Lateral view.外 側 面

Fig.17.Ventral view.腹 側 面
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PLATE 8
 

Left humerus,radius and ulna of male and female Japanese Saanen.

ヤギの上腕骨，橈骨と尺骨（雌雄の比 )：左 側

Fig.18.Humerus,cranial view.上腕骨，前 面

Fig.19.Radius and ulna,lateral view.橈骨と尺骨，外側面
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PLATE 9
 

Bones of distal part of thoracic limb of Japanese Saanen.

ヤギの前肢遠位部の骨（雌雄の比 ）

Fig.20.Left carpal bones,metacarpal bones and phalanges
 

of male and female Japanese Saanen.

ヤギの手根骨，中手骨，指骨（左 側）
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PLATE 10
 

Ossa coxarum of male and female Japanese Saanen.

ヤギの寛骨（雌雄の比 ）

Fig.21.Dorsal view.背 面

Fig.22.Ventral view.腹 面
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PLATE 11
 

Left os femoris,patella,tibia and fibula of male and female Japanese Saanen.

ヤギの大腿骨，膝蓋骨，脛骨と腓骨（雌雄の比 )：左 側

Fig.23.Os femoris,cranial view.大腿骨，前 面

Fig.24.Patella,cranial view.膝蓋骨，前 面

Fig.25.Tibia and fibula,cranial view.脛骨と腓骨，前 面
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PLATE 12
 

Bones of distal part of pelvic limb of Japanese Saanen.

ヤギの後肢遠位部の骨（雌雄の比 ）

Fig.26.Left tarsal bones,metatarsal bones and phalanges of male
 

and female Japanese Saanen.

ヤギの足根骨，中足骨，趾骨（左 側）
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PLATE 13
 

Cranium of male and female Japanese Saanen(without mandibula).

ヤギの頭蓋（雌雄の比 ）

Fig.27.Dorsal view.背 面
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PLATE 14
 

Cranium of male and female Japanese Saanen(without mandibula).

ヤギの頭蓋（雌雄の比 ）

Fig.28.Lateral view.側 面
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PLATE 15
 

Cranium of male and female Japanese Saanen(without mandibula).

ヤギの頭蓋（雌雄の比 ）

Fig.29.Ventral view.腹 面

Fig.30.Caudal view.後 面
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PLATE 16
 

Mandibula and os hyoideum of male and female Japanese Saanen.

ヤギの下顎骨と舌骨（雌雄の比 ）

Fig.31.Left mandibula,lateral view.下顎骨（左側)，外側面

Fig.32.Hyoid bone.舌 骨
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