
新しい牛群検定成績表について（その12）
−検定成績表の変更について−

（分娩予定日、飼養・搾乳形態、管理状況、品種について）
電子計算センター　電算課長　相原光夫

1　変更の概要
（1）分娩予定日

　妊娠判定について、NR（ノンリターン）法による

ものと、妊娠鑑定報告によるものを区別できるよう

にします。

（2）飼養形態と搾乳形態

　農家の飼養形態と搾乳形態を表示します。また、例

えばタイストールからフリーストールに施設を変更

したときなど、その前後で検定成績がどのように変

化したかわかるように表示します。

（3）管理状況

　除籍牛を除く妊娠頭数、空胎日数、乾乳日数の現

況のみを表示していましたが、繁殖改善の履歴が13

カ月の時系列でわかるようにします。

（4）品種

　新たに品種表示を行い、ジャージーやブラウンス

イスなども区別できるようにします。また、ホルス

タインとジャージーを混飼している場合も、品種別

の平均がわかるようにします。

2　分娩予定日
　妊娠判定された場合に、検定成績表に表示される

最も重要な繁殖情報が分娩予定日になります。

（1）変更点（図1）

　牛群検定で採用している妊娠判定は、次の2通りあ

りますが、今回の検定成績表の変更では区別できる

ようにします。

①NR法（ノンリターン）

　授精を報告して、70日以上次の授精や発情が報告

されない場合、妊娠と判定します。この場合は、分

娩予定日を細字で表示します。

②妊娠鑑定報告

　獣医師により妊娠を鑑定した場合その旨を牛群検

定で報告できます。この場合は、分娩予定日を太字

で表示します。

　今回の変更のねらいは、NR法の欠点を補うことに

あります。たとえが悪いかも知れませんが、仮に、あ

まり熱心でない農家があったとします。授精報告を1

度行って、妊娠鑑定もせずに、放っておいたとします。

すると、妊娠していなくとも検定成績表では、70日

を経過すれば「妊娠」と判定されてしまうわけです。

そうすると、本来、長期不受胎牛として注意喚起しな

ければならない牛を受胎牛として扱ってしまい、放

漫経営を助長してしまうわけです。

　こういったことを防止したいと、各地の熱心な指

導者の方々から強い要望があり今回の検定成績表変

更となりました。「細字の分娩予定日は、妊娠を再度

解説

　牛群検定には、1）飼養（健康）管理、2）繁殖管理、3）乳質・衛生管理、4）遺伝的改良の4つの機能があります。

そのうち、2）繁殖管理に相当する分娩予定日等の表示方法を平成23年2月から変更しますので、その変更内容と

活用方法を紹介します。

　なお、文中の検定成績表様式（A、B、C）については、当団ホームページを参照下さい。

　http://liaj.lin.gr.jp/japanese/kentei/kentei.html
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確認する」という利用法もできます。細字で分娩予

定日が表示された後に、妊娠を改めて報告頂ければ、

細字から太字の分娩予定日に変更になります。

　ただし、繁殖関係の各種集計では、従来通り細字

も太字も区別せずに集計していますので、ご注意下

さい。是非とも妊娠報告をよろしくお願いします。

（2）分娩予定日の見方と活用

　図1に示した例は、搾乳日数順に牛を並べた個体検

定日成績様式Aになります。この場合は、農家の繁殖

の状況が一目でわかるようになっています。太い実線

が分娩後45日目と150日目に引かれていますので、こ

の太い実線の間で、全ての牛が受胎し、分娩予定日

が表示されなければなりません。

　ただし、太い実線の利用には、若干の注意が必要

です。まず、45日目の太い実線は、「そろそろ授精適

期ですよ」という注意喚起と考えれば良いでしょう。

実際に検定が終了して、検定成績表が手元に到着す

るまで1週間程度経過することを考えれば、太い実線

の下に記載されている牛379号と371号牛は、発情発

見の観察を一層強化しなければならない牛であるこ

とを意味します。

　次に、分娩後150日目の太い実線ですが、この実線

より以前に、分娩予定日が表示されなければなりませ

ん。分娩後150日目までに、分娩予定日が表示される

ということは、従来のNR法では、分娩後80日目まで

に受胎しないといけないことを意味します。しかし、

今後は妊娠鑑定報告としての太字での分娩予定日に

なるので、分娩後150日では繁殖目標としてかなり遅

いため、最終デッドラインとしての太い実線として、

考えるようにお願いします。そうしますと、327号牛

などはすでにデッドラインを越えた問題牛であると

わかります。牛の繁殖障害等の疾病をチェックする

必要があります。

（3）分娩予定日の重要性

　図2に示した例は、個体累計成績になり様式Aおよ

びB共通です。個体累計成績でも分娩予定日は太字と

細字の2通りで表示されます。分娩予定日は、最も重

要な繁殖情報です。なぜならば、分娩予定日が表示

された段階で、当該牛のその後の約1年間のスケジュ

ールが決定するからです。例えば、分娩予定日の2カ

月前が乾乳予定日ですし、それにあわせて削蹄の時

期なども芋づる式に決まってくるわけです。このよ

うに重要な分娩予定日ですが、次のような場合注意

が必要です。

①肉用種を交配させたとき（F1）

　分娩予定日はホルスタインを交配させたことを前

提に妊娠期間280日で計算しています。一般に肉用種

を交配させたときは、2 〜 3日妊娠期間が延長するこ

とが知られていますので、分娩予定日に加算して利

用して下さい。

②受精卵移植を行ったとき

　牛群検定のルールでは、受精卵移植を行ったとき

図1 図2
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の報告は、直近発情日を報告することになっていま

す。正確に報告されていれば良いのですが、誤って

移植日を報告されている場合があります。この場合、

修正申請書で訂正頂くのが本来ですが、その修正申

請が処理されるまでは、分娩予定日は1週間程度早く

考えて下さい。また、肉用種の受精卵移植を行った

ときは上述①と同様に加算して下さい。

③�事前に双胎妊娠（双子）であることが判明してい

るとき

　双胎妊娠では一般に分娩予定日が早まり早産する

ことが知られています。事前に双胎妊娠が判明して

いるときは、その危険性を常に注意して下さい。双

胎妊娠は難産、死産、後産停滞などが発生する危険

性も高いので、細心の注意と準備が必要です。

3　飼養・搾乳形態
　飼養形態と搾乳形態は図3のとおりマスター登録さ

れています。今回の改正では、

　これを検定成績表上に標記しますので、牛舎を改

築されたときなどは、忘れずに報告して下さい。

（1）変更点（図3、4）

　飼養形態または搾乳形態を変更した時期に、移動

13カ月成績中に太い実線を引き、施設を変更した前

後での検定成績の変化が一目でわかるようにします。

（2）飼養形態と搾乳形態の見方と活用

　農家情報として最も基本となる情報です。通常は

検定成績表に表示などしなくとも、農家は当然わか

っています。しかし、県情報分析センターの方などが、

県内を総合的に分析し、指導指針を作成するときな

どどうしても必要になる基本情報ですので、今回か

図3

図4

13



ら検定成績表に表示することとしました。

　また、農家の方もこの情報を必要とするときがあ

ります。それは牛舎や搾乳施設を改築したときです。

多額の費用をかけて施設を改築するわけですから、そ

の前後での検定成績の変化は見逃せません。そこで、

図4のとおり、いつ施設の変更が行われたかわかるよ

うにしました。

　太い実線の前後での乳量、乳成分、体細胞、繁殖

などあらゆる成績を比較してください。その中でも、

標準乳量の比較は大きな意味があります。標準乳量

は、季節、産次、分娩後日数などを補正した乳量です。

施設改築の前後であっても、同じ土俵で能力を比較す

ることができます。（標準乳量について、LIAJニュ−

スNo116，117，118を参照下さいhttp://liaj.lin.gr.jp/

japanese/kikansiset.html）

4　管理状況
　管理状況は妊娠頭数、空胎日数、乾乳日数などの

常に把握していなければならない情報を表示してい

ます。

（1）変更点（図5）

　これまでの管理状況は、現在の繋養牛を最終授精月

または、分娩月別に表示していました。今回の変更で

は、除籍牛を含め各検定月別に管理状況がどう改善

されてきたか？改善の履歴を表示することとします。

これにより、季節的な管理状況の変化など問題点を

より見いだしやすくなります。

（2）妊娠頭数の見方と活用

　妊娠頭数は通年的に一定の頭数を保つことが求め

られます。季節により極端に増減する場合は、発情

発見率や受胎率などの繁殖技術に問題があることを

示します。

　妊娠頭数において、よく質問を受けるのは、「1牛

群において、理想的な妊娠頭数の割合（妊娠牛率（注））

は何％か？」逆に言えば「妊娠牛率は何％を目標とす

れば良いか？」というものです。現在の検定成績表に

おいては、妊娠牛率は表示しておりません。それは2

つの問題があるからです。

　ひとつは、育成牛の検定加入が充分に行われてい

ないことがあります。妊娠牛率を求める場合、分母

となる数字は当然、14 〜 15カ月齢以上の繁殖供用開

始されたすべての雌牛となります。現状での未経産

加入は、分娩直前（または直後）に検定加入させて

いる実態が多く、この状態では妊娠牛率を計算する

ことはできないのです。未経産牛の牛群検定経費は、

分娩するまで無料です。ドンドン早期に未経産加入

するようお願いします。

　もうひとつは、妊娠鑑定の報告が充分でないことに

よります。今回の検定成績表変更から、既述したと

おり70日NR法と妊娠鑑定の報告を太字と細字で区別

するようにしました。図6にこれらの妊娠判定の違い

図6

図5

14  − LIAJ News No.126 −



による妊娠牛率の違いを示しました。このように妊

娠判定の方法により妊娠牛率が動いてしまい、全農

家共通での理想の妊娠牛率を提示することは難しく、

現在の検定成績表は妊娠牛率は表示しておりません。

（注） 妊娠牛率＝妊娠牛頭数／繁殖供用している頭数

（未経産含む）

　　（参考：妊娠率＝発情発見率×受胎率とは異なる）

（3）空胎日数の見方と活用

　空胎日数は図5に示すとおり、平均値と分布の両方

が表示されています。平均値は農場の特徴をつかむ

のに便利ですが、繁殖成績の改善を実施しようとし

た場合は、分布を活用しなければなりません。空胎

日数の分布は5区分で表示されていますが、この区分

の活用法を紹介します。

　図7は、栄養バランスと卵胞の発育過程を示したも

のです。分娩前後から泌乳ピークにかけては、栄養バ

ランスが負になってしまいます。この時期に発育を開

始した卵胞は栄養的にダメージを受けていることが、

近年判明しています。卵胞は約80日間かけて発育を

続け排卵しますので、逆に言えば、授精日の約80日

以前の栄養状況が受胎に影響することを意味します。

　従いまして、空胎日数の各区分で、60 〜 84日に多

く分類されているときは、分娩前後、産褥期の栄養

管理が良好であったことを示します。こういった農

家は、繁殖成績は抜群に良好で1年1産を着実にこな

せます。逆に「115日〜」や「145日以上」にばかり

区分されている場合は、分娩前後〜泌乳ピーク（場

合によっては、泌乳ピーク期を越えて）の栄養管理

が充分でなかったことを示します。

　こういった農家の分娩直後の牛は、削痩が激しく、

体脂肪動員により乳脂率が5％を越えている場合が多

く見受けられ、明らかに栄養バランスがマイナスで

あることが少なくありません。

　「種がつかない」というのは、いろいろな要因が複

雑に絡んでいることが少なくありません。今回紹介

した空胎日数の80日前の時期を考察することで、全

てが解決するわけではありませんが、ひとつの活用

法として紹介しました。

（4）乾乳日数の見方と活用

　乾乳が見直されています。現在は、乳期の終わりに

乾乳があるのではなく、乳期の始まりに乾乳がある

とさえ言われています。研究も日進月歩であり、最

近では乾乳を全く行わない飼養管理方法も一部検討

されていますが、ここでは従来の乾乳の考え方を元

に検定成績表の見方と活用法を紹介します。

　また、上述の空胎日数と同様ですが、乾乳日数も、

平均値は農場の特徴をつかむには便利ですが、しっ

かりと農場の経営改善に役立てようと思った場合は、

やはり分布を用いなければなりません。

　まず乾乳の期間ですが、一般的には乳腺組織の退縮

と再生のために初産牛で最低60日、2産以上の経産牛

で最低40日が必要と言われています。ですから、図5

の検定成績表では、10日間の余裕をつけて40 〜 69日

という区分を設けてあります。ここで注意が必要で

す。乾乳期間は、牛群検定をしっかり利用して、キ

チンとした分娩予定日をもとに乾乳していれば、100

％の牛がこの40 〜 69日の区分に分類されなければな

りません。左隣りの空胎日数の分布のように、「種が

つかなくて仕方なく」という理由で分布が広がって

いるわけではないのです。ということは、40 〜 69日

以外の区分に分類された場合、どういったことが考

えられるのでしょうか？

①39日以下の区分に分類されているとき

　考えられることは、大きく2つです。ひとつは早産

であったとき、もうひとつは乾乳時期を誤ったときで

す。ここで怖いのは、乾乳軟膏、乳房炎軟膏の休薬

図7
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期間です。乾乳期間中に乳房炎を治療するのは、す

でに常識化していますが、乾乳期用乳房炎軟膏の多

くは休薬期間が30日となっています。

　治療中のマーキングなどもいい加減ですと、抗生物

質の残留事故につながっていきます。このことは、改

良とか改善とか言う以前の、食の安全安心をになう者

としてもっとも基本的なことです。ご注意ください。

②70日以上（90日以上）に牛が区分されているとき

　考えられることは、何らかのトラブルが発生してい

るということです。トラブルとしては、大きな疾病や

事故があり搾乳を中途で断念してしまった場合、体

細胞数が高く出荷を断念し治療に専念している場合、

長期にわたり受胎できず乳量が低下してしまい乾乳

せざるをえなかった場合などが考えられます。すなわ

ち、この区分とりわけ90日以上の区分に多くの牛が分

類されている農家は、周産期病や、乳房炎、繁殖障

害が多発している問題のある農家と言えるわけです。

まれにドナー牛として長期乾乳を行っている場合が

ありますが、これはごくごく稀な話になります。

5　品種
（1）変更点（図8）

　最近、ブラウンスイスなどこれまで我が国ではあま

り飼養されていなかった品種が見直され、繋養頭数が

増えつつあります。従来、こういった頭数の少ない品

種については区別することなく検定成績表に表示し

ていましたが、今回の変更では、10頭以上繋養され

ている品種については、平均情報などを表示します。

　また、品種構成を表示し、様式Aでは乳脂率と蛋白

質率のグラフの目盛を適切なものにします。

（2）ホルスタイン、ジャージー以外の品種の検定方法

　今後、牛群検定で区分できるようになった品種を

図9に示します。これらの品種を検定する場合、当面

の間は従来通り品種コード3「その他」として検定加

入願います。そのうえで、Fax様式を準備しておりま

すので、Faxによる報告をお願いします。

6　�ご意見とご質問をお待ちして
います

　以上、今回の牛群検定成績表の主だった変更点を

紹介しました。今回の変更は、ユーザーである検定

農家や地域指導者の方々から寄せられた声を反映し

ています。検定成績表の内容に対して、実に様々な

方から貴重なご意見ご指導を賜っています。中には

「何度言ってもダメなんだ」と思われているときもあ

るかもしれません。しかし、時間はかかるかも知れ

ませんが、できるところから一歩ずつをモットーに、

検定農家や地域指導者のみなさんが、利用しやすく愛

される検定成績表を作っていくつもりですので、今

後ともご意見をお願いします。

　ご意見ご質問はtoiawase@liaj.or.jpまで

図8

図9
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平成22年度全国畜産横断いきいきネットワーク全国大会開催される
　平成22年12月7日（火）、中野サンプラザにおいて「畜産横断いきいきネットワーク　平成22年度大会」が
開催された。今年は6月に開催される予定であったこの大会も、「口蹄疫」発生により開催を見合わせていた。
半年遅れでの開催となったが、大会のサブタイトルを「がんばれ宮崎！口蹄疫について考える。」と題し、今
年度起こった大惨事を正面から捉え大いに議論された。
　大会は、新たに会長に就任された佐藤弘子会長のあいさつに始まり、埼玉県の元酪農家でシンガーソング
ライターの「ミルク082（おやじ）」こと村川徳浩氏のライブ、前会長の那須真理子さん台本の寸劇「カラス
はみた！」、シンポジウム「口蹄疫について考える」、毎年恒例の2分間スピーチと盛り沢山の内容で、涙あり
笑いありの中で口蹄疫について考え、被災された仲間にエールを送った。
　シンポジウムでは、宮崎県で実際に被害にあわれた会員の小守敏子さんと、最前線へ派遣され口蹄疫に立
ち向かった（独）家畜改良センター　岩手牧場場長の白戸綾子さんによって実体験が語られた。お二人の体
験談は、報道等で耳にしていた内容よりも壮絶で、会場のいたるところからすすり泣く声も聞かれた。
　最後には、三重県の小林陽子さんから大会宣言が読み上げられ今年度の大会は終了した。

佐藤弘子新会長 シンポジウムで口蹄疫を語る小守敏子さん

力試し！これであなたも牛群検定マスタ−！　No4

問１）妊娠鑑定を行い受胎が判明した場合に、牛群検定での報告は？
①：妊娠報告する　　②：NR法が効くので報告の必要は無い　　③：授精報告をする

問２）事前に双胎妊娠（双子）と診断されたとき、検定成績表に掲載されている分娩予定年月日で注意することは？
①：遅れることがある　　②：分娩予定は狂わない　　③：早まることがある

問３）未経産牛の検定加入について誤っていることは？
①：検定費用は無料である
②： 未経産牛を検定加入させても意味はない
③： 未経産牛は生まれて直ぐに検定加入することもできる

問４） 体細胞数が高く泌乳期の途中で乾乳して治療に専念するような牛が多い農家の検定成績表での特徴は？
①：空胎日数が短くなる　　②：乾乳日数が短くなる　　③：空胎日数が長くなる　　④：乾乳日数が長くなる

答え：問1）①　、問2）③　、問3）②　、問4）④
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