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当団は、平成24年度に農林水産省の家畜改良推進事業のうち肉用牛検定システム高度化事業により生産性向上
データの収集分析を行ってきました。北海道十勝管内24組合、岡山県下3組合がモデル参加し、肉用牛の繁殖にか
かわる結果がまとまりましたのでお知らせします。
なお、本分析は家畜改良事業団が行ったものです。農林水産省の見解ではありませんので、ご意見ご質問等は
以下にお問い合わせ頂ければ幸いです。
電子計算センター 〈Ｅメール toiawase@liaj.or.jp・電話 03-5621-8921〉

１

事業について

（１）概

タで突合し精液の流通管理を行うことを目的として

略

いました。本事業では、従来システムにおける処理上

繁殖性の向上は、農家のコスト低減等にとって極

の様々なチェックに利用していた牛個体識別情報を

めて重要な課題のひとつです。

分娩情報としてとらえることで、繁殖関連の様々な

本事業は、当団が実施した和牛精液等流通管理体

情報分析を可能としました。さらには、その分析内

制構築推進事業を母体にして、図1に示したように発

容を人工授精結果を報告している団体を経由し、各

展的に行っている新たな事業です。

農家にまでインターネットを通じてフィードバック

従来の事業では、肉用牛繁殖農家における人工授精

するというものです。

に使用した精液データと人工授精所の精液生産デー

図1

肉用牛検定システムの高度化事業（生産性向上デ－タ収集分析）
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現在、本事業で分析ができるものは、
① 妊娠期間

② 未経産初回授精日齢

③ 初産分娩時日齢／未経産妊娠時日齢

産次を重ねるほど若干ではありますが、妊娠期間が
延びる傾向が見られます。
本分析はデータ件数が2万件以上という莫大なデー

④ 分娩後初回授精日

タ件数ではありますが、地域が北海道と岡山県に限

⑤ 空胎日数

定されていることから、今後はさらに詳細な分析を

⑥ 初回授精受胎率

⑦ 受胎に要した授精回数

⑧ 分娩間隔

行い、正確な妊娠期間を求めていきたいと思います。

⑨ 供用年数／生涯産次
⑩ 各分娩時月齢
といった肉用牛繁殖農家にとっては、極めて重要な経

（２）未経産初回授精日齢
通常は月齢で示される値ですが、ここでは精度を高

営的技術指標に相当するものになります。現時点では

めるため日齢で分析したものです。未経産初回授精

まだ農家が直接利用できるものに至っていませんが、

は、闇雲に早くすれば良いというものではなく、発育

飼養管理や繁殖管理等を農家指導に役立てることの

が伴っていなければなりません。未経産初回授精時の

出来る分析結果がまとまりました。ただし、北海道

発育の目安は、体重約300kg、体高約115cm程度とさ

と岡山県の一部地域におけるモデル地域での分析で

れています。その意味で、未経産初回授精は実際に受

すのでご注意ください。

胎したかどうかを見るものではなく、授精や妊娠に耐
えうる体格に達したかどうかを繁殖農家が判断した

（２）分析に用いたデータ

月齢を意味し、雌子牛の発育の程度を示すものです。

平成24年度肉用牛検定システム高度化事業のうち

本分析では図3に示すとおり未経産初回授精日齢は

生産性向上データの収集分析による以下のデータを

437.0日齢（14.3カ月齢）という結果でした。データ件

利用しました。
①時

期

図2

平成22年1月1日〜平成24年12月31日までの人工
授精データ。ただし、牛個体識別情報は必要に応
じてさかのぼったデータを使用しました。
②地

域

北海道十勝管内24組合
岡山県下3組合
③品

種

黒毛和種

２

分析結果

（１）妊娠期間
妊娠期間は肉用牛繁殖経営における重要な数値の
ひとつです。肉用牛繁殖農家にとって最も大切なこ
とは、元気な子牛を生産することです。そのためには、
妊娠している母牛については、胎子の成長にあわせた
飼料設計や削蹄、適切な運動、清潔な分娩房の準備等
の綿密な飼養管理が必要となります。こういった作業
スケジュールは分娩予定日を基準として作成しなけ
ればならないからです。そのもととなる妊娠期間に
ついては、最も正確性が求められるところです。従来、
黒毛和種についての妊娠期間は285日とされてきまし
たが、本分析では図2に示すとおり291日という結果
であり、従来言われていた値とは＋6日遅いという結
果となりました。また、産次別に妊娠期間を分析し
たものでは、データ件数が減少しますが、初産から
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図3

数が2,405件と少なめですが、特に偏った分布にもなっ

（４）分娩後初回授精日数

ていないことから、従来言われていた授精月齢の目

分娩後何日目で授精を行ったかを示す値で、妊娠

安よりも牛の発育が良くなり早熟化しているのかも

していない牛も含みます。図6では平均73.2日となっ

知れません。ただし、繁殖農家が十分に発育してい

ていますが、これは子宮回復が思わしくなく日数が

ないうちに誤った授精を行っている可能性もありま

長くなってしまっている牛を含んでいます。頭数の

すので、現場での実態調査等が必要です。

最も多い最頻値は55日ですので、子宮回復が順調で
健康な牛であれば、55日程度で授精が開始されてい

（３）初産分娩時日齢／未経産妊娠時日齢
通常は月齢で示される値ですが、ここでも精度を高
めるために未経産初回授精と同様に日齢で分析して
います。効率良く子牛生産を行うには、まず初産分娩
を安全かつ適切に行うことが大切で、そのためには体

る状況をみることができます。
また、図は省略しましたが、産次別でみても同様の
傾向が見られました。

図6

格が伴っていない初産分娩は好ましくはありません。
図4図5は、未経産牛の繁殖成績を示したものです。初
産分娩時月齢は760.6日齢（24.9カ月齢）ですので、従
来から言われている24 〜 25カ月と、ほぼ変わらない
数値といえます。また、妊娠時日齢は470.1日齢（15.4
カ月齢）で、これも従来から言われている値とほぼ
変わらない値でした。

図4

（５）空胎日数
前産分娩から受胎するまでの日数です。この値も
前述の分娩後初回授精日数と同様、求められた平均
値94.4日には空胎日数が長くなった牛を含んでいま
す。最頻値の58日は、分娩後初回授精日数の最頻値
とほぼ同様の結果となっており、子宮回復が順調で
健康な牛であれば、初回授精で多くが妊娠し、1年1
産を果たしているとみることができます。

図5

図7
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（６）補足
分娩後初回授精日数と空胎日数は、どちらも分娩後
の授精を示す値ですが、次の点で繁殖管理上の異なっ
た意味があります。
①分娩後初回授精日数

した。ただし、肉用牛繁殖農家においても最近は早期
離乳、早期母子分離される方も増えてきているので、
（2）であげた未経産初回授精が早いこととあわせて
実態調査が必要です。
（８）各産次における受胎に要した授精回数

受胎したかどうかは問わずに、分娩後何日目で初

妊娠するまでに行った人工授精の回数を分析した

回授精を行ったかを集計します。繁殖雌牛が効率良

ものです。ただし、一度の発情で複数回の授精を行っ

く子牛を生産するには、分娩後に生理的な空胎を経

たものは除外してあります。本分析では図9に示した

て、子宮が健康的に回復し、正常に発情回帰すること

とおり、受胎に要した授精回数は1.55回という結果で

が求められます。いわゆる産後の肥立ちが順調かど

した。この受胎に要した授精回数の平均値の逆数は、

うかということです。初回授精は、正常な発情があっ

受胎率と近似することが従来から知られています。図

て行われるものですから、分娩後初回授精により産

9に示したとおり、逆数を求めたところ、前述の初回

後の肥立ちの状態の目安とすることができます。こ

授精受胎率と同程度の値であることがわかります。

の数値が延伸している農家は、分娩前後の繁殖雌牛
の飼養管理に問題があり、難産や後産停滞などを繰
り返している場合があります。

図9

②空胎日数
分娩後何日目の授精が受胎したかを集計します。繁
殖雌牛が一生涯で多くの子牛を生産するには、分娩
後短期間で受胎しなければならないことは自明のこ
とです。この数値が延伸している農家は、前述の分
娩後初回授精日数が原因で延伸していることもあり
ますが、発情の見逃しや低受胎率といった繁殖管理
上の問題をかかえている場合があります。
（７）初回授精受胎率
肉用子牛は5 〜 6カ月齢になるまで母牛と一緒に過
ごすので、母牛の授精適期での生理的負担が大きく
なり、経産牛の受胎率が低いとされていました。し
かし、本分析では図8に示したとおり通説とは逆で、
未経産牛の受胎率が最も低いという結果が得られま

図8

（９）分娩間隔
繁殖成績として頻繁に用いられている数値になり
ます。本分析では図10に示したとおり平均値は401.8
日という結果になりました。しかし、分娩間隔が極め
て長い牛もいることからデータが偏った分布になっ
ているので注意が必要です。この意味ではデータ件
数が最も多い最頻値は345日、中央値は372日である
ことから、大半の繁殖雌牛は1年1産を達成している
ことが分かります。また、産次別に分析した結果では、
初産−2産の分娩間隔が他と比べてやや長い傾向が見
られます。
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図10

なっていることがわかります。この傾向は6産くらい
までは、十分に読み取ることができます。
肉用牛繁殖農家においては、繁殖雌牛ごとに子牛
の生産台帳を記帳されていると思います。図12の資
料は、飼養されている各繁殖雌牛の産次が月齢に応
じた生産性の高いものとなっているか生産台帳と比
較検討する材料にできます。また、これまで子牛の
生産台帳を整理されていない方で、産次数が不明な
場合はこのような資料により産次の目安とすること
もできます。

図12
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（１０）供用年数と生涯産次
図11は、授精や分娩の履歴を持つ雌牛（繁殖用雌牛）
が死亡した年齢および産次を分析したものです。平
均では、9.5才、4.5産となっていますが、14才、8産位
までは同じような頭数分布であることから、この程
度の年齢産次までは、繁殖上、何ら問題がないこと
が分かります。

図11

３

おわりに

以上、平成24年度に行った肉用牛検定システム高
度化事業による生産性向上データの収集分析の結果
を示しました。ここで示したものは、分析対象となっ
た北海道十勝地域と岡山県の2つの地域における繁殖
の傾向を示すものとなります。従って、この2つの地
域での肉用牛繁殖農家への指導資料として利用でき
ますが、全国平均ではないので、他の地域では参考程
度と留めて頂ければ幸いです。現在は、更に発展的に
各繁殖農家における同様の統計的な分析や、繋養され
ている繁殖雌牛ごとに生産された子牛の履歴や繁殖
成績なども、とりまとめているところです。こういっ
た肉用牛繁殖農家の経営改善を行うための基礎資料
を、インターネットを通じて直接配信できるような
システム的な準備についても進めているところです。
（１１）各産次の分娩時月齢
図12は各産次の分娩時月齢の頭数分布です。1 〜

関心のある方は本稿冒頭の問い合わせ先までご連絡
ください。

3産目位まではかなりはっきりとした一定の月齢と
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