
1　JMRの考え方

1）JMRの概念
　JMRの言葉の意味は、フランス語で以下の意味に
なります。
　Ｊ：Jours （日）　 音）ジュ－ル
　Ｍ：Moyen （平均）　 音）モイヤン
　Ｒ：Retard （遅れ）　 音）リタ－
　この言葉の意味からわかるように、JMRとは、分
娩後受胎までに要する日数の目標を定め、その目標
に対して受胎が遅れてしまった日数を平均したもの
です。
　例えば、初産牛は分娩後日数80日までに受胎させ
ると目標値を定めたとします。
100日目で未受胎であれば遅れは20日となり、150日目
でも受胎すれば０日（クリア）となります。こういっ
た数値を牛群頭数で平均したものがJMRとなります。

　２）VWPの概念
　上述では「分娩後受胎までに要する日数の目標を定
める」と記しましたが、この目標値のことを、JMR
ではVWPという言葉で表現します。ややこしいこと
にこちらは英語になります。
　Ｖ：Voluntary （任意） 音）ヴォランタリ－
　Ｗ：Waiting （待機） 音）ウェイティング
　Ｐ：Period （期間） 音）ピリオド

VWPは、分娩後に意図的に授精を行わない期間、お
よび育成牛の意図的に授精を行わない期間を示しま
す。本来のVWPの概念では、各農家の繁殖管理の方
針として自由に設定するものですが、牛群検定では、
推奨できる一般的な繁殖管理の目標として以下の値
を設定（デフォルト値）しています。
　初産牛のVWP　：分娩後日数80日
　２産以上のVWP：分娩後日数60日
　未経産牛のVWP：初回授精月齢14カ月齢（420日齢）

　３）具体的なJMRの計算例
　JMRを計算する際の１頭ごとの受胎の遅れをJMR
ペナルティーと呼びます。
以下に、JMRペナルティーの計算例を記します。
　検定日が11月25日のときの例
　A牛　同年８月25日初産　まだ授精を行っていな

い。 
JMRペナルティー＝ 
　（分娩日〜検定日）−VWP＝93−80＝13

　B牛　同年８月25日初産 
11月検定で、10月25日の授精を報告　妊娠不
明 
JMRペナルティー＝ 
　（分娩日〜授精日）−VWP＝61−80＝０
マイナス計算は行わず、０として計算します。

　C牛　同年５月25日３産 
９月検定で、８月25日の授精を報告 

解説

新しい牛群検定成績表について（その17）
−繁殖遅延による経済損失など−

（JMRの利用）
電子計算センター　電算課長　相原光夫

　牛群検定の機能には、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。今回紹介するのは、繁殖管理の方法としてJMRという新しい概念を紹介します。JMRの概
念は1987年にDr.Roger Martineauというカナダの家畜診療所の獣医師により考案され、1988年にアメリカのDr．
Chester L.Rawsonにより改良されたものです。この繁殖管理方法は、「いま現在」の繁殖の状況を数値で示し、“繁
殖の遅延”を経済損失として把握の出来る従来の繁殖管理方法とは異なるものです。新しい繁殖管理方法として、
大いに活用してください。
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11月検定では受胎確認報告 
JMRペナルティー＝（受胎確認したものは０）
＝０

　４）経産JMRの表示
　このように、受胎の遅れをJMRペナルティーとし
て加算し頭数で除し、求めた平均値がJMRです。牛
群の繁殖成績を総合的に評価することができます。経
産牛と未経産牛は単純に受胎の遅れをみると言う点
で合算しても良いのですが、繁殖成績の利活用を検討
する場合、経産牛と未経産牛は繁殖の特性や飼養管
理が異なるため分けておく必要があります。経産牛
は泌乳に伴う栄養管理等が繁殖成績を左右しますし、
未経産牛では発育育成の栄養管理等が繁殖成績を左
右するからです。こういったことから、JMRは経産
牛と未経産牛を別々に計算するのが一般的です。検
定成績表では図１に示すように経産牛のみを計算し
た「経産JMR」を表示しています。経産JMRの目標は、
もちろん小さい方が望ましいのですが、10 〜 20日に
抑える必要があります。 

経産JMR ＝ JMRペナルティーの和 ÷ 経産牛頭数
ただし、繁殖に供さない（コ－ドC）牛は経産牛頭数
に含まないこととしています。

　未経産JMRについては、現在の検定成績表では表
示していません。牛群検定においては、未経産牛の早
期加入を促進していますが、現実問題としてなかなか
未経産加入して頂いていない検定組合が多数有るこ
とに起因します。未経産加入を充分に行っていな
い状態、例えば受胎した未経産牛のみ検定加入し
ているといった場合に未経産JMRを示せば、優良
な未経産牛の繁殖成績となり、実態を反映してい
ないことになるからです。未経産牛の繁殖管理は
極めて重要です。JMRの考え方からも言えるので
すが、繁殖成績というのは、遅れることはあって
も早まることはありません。その意味で、仮に未
経産牛の繁殖が遅れ、初産分娩が遅れてしまえば、
当然２産目の分娩も遅れます。このように、未経
産牛の繁殖成績は一生涯の繁殖成績に影響するも
のです。こういったことからも牛群検定の未経産
牛の早期加入を再度ご検討願います。なお、未経

産牛の牛群検定加入は無料となっています。

　５）JMRペナルティーの表示
　JMRの計算の元となるJMRペナルティーを図２の
ように検定成績表に表示しています。個々のJMRペ
ナルティーを利用する場合に妊娠確認の方法につい
て注意する必要があります。獣医師により妊娠の鑑
定を受けた場合に牛群検定立会日に検定員に報告を
行っていますか？検定成績表の分娩予定日が太字で
あれば、妊娠報告があったことを意味します。もし、
細字であれば要注意です。この場合は妊娠報告がなさ
れずに70日以上経過したこと意味します。すなわち、
妊娠していない可能性もあるのです。その意味では、
成績表に表示されているペナルティーも誤っている
可能性があることに注意して下さい。

図２

図１
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　６）繁殖台帳Webシステム
　繁殖台帳WebシステムにおいてもJMRを計算し
表示することができます。繁殖台帳システムでは、
VWPも自由に設定変更できますので、農家個々の
独自の目標値で計算できます。また、上述の未経産
JMRについても計算表示することができます。（参照 
http://liaj.lin.gr.jp/japanese/cd/cd-info.html）

2　繁殖遅延による経済損失
　JMRの活用法は、「繁殖遅延による経済損失」がど
れほど大きいものかを知るところから始まります。

　１）JMRによる経済損失の概略
　JMRペナルティーは経済損失という意味がありま
す。農家の飼養管理や地域性などでも異なりますが、
受胎が１日遅れることで経産牛１頭あたり年間1200
〜 1500円／日の経済損失をともなうと言われており、
以下の計算式で経済損失を求めることができます。

牛群の年間収益における経済損失 ＝ 
　JMRの数値 × 経済損失 × 経産牛頭数
ただし、繁殖に供さない（コ－ドC）牛は経産牛頭
数に含まないこととしています。

　JMRは妊娠していない牛や授精をまだ行っていな
い牛についてもJMRペナルティーを計算しますので、
従来のような妊娠した牛の空胎日数だけとか、分娩し
た牛だけといった限定した経済損失とは異なります。
また、妊娠した牛についてもJMRペナルティーをゼ
ロ日（クリア）として加算するところに大きな意味
があります。例えば、100頭の経産牛を飼養する農家
の経産JMRが＋１日であったとします。これは、あ
る特定の１頭のみが受胎せずJMRペナルティーが100
日となっているのか、経産牛100頭全頭のJMRペナル
ティーが＋１日になっているのか、いずれにしても
経済損失としては同等であることを意味します。図
１の例の農家は10月検定で経産牛81頭ですので、以
下のとおり「いま現在」年間約300万円もの経済損失
をしていることになります。

JMR29日×（1200 〜 1500円）×81頭 ≒ 約300万円

　２）繁殖遅延による経済損失（経産牛）
　上述の１日あたりの経済損失1200 〜 1500円という
数値は一般的に言われている数値であり、各農家の
地域性や経営形態などにより変化するものです。こ
こでは各農家の経済損失を検定成績表と簡単な推定
値で計算する方法を紹介します。

　（その１）考え方
　繁殖が遅延することで損失する要素は次の５点を
あげることができます。
　①泌乳に関わる損失：泌乳期間の延長化による損失
　②分娩に関わる損失：子牛販売数の減少
　③受胎に関わる損失：授精料金の増加
　④乾乳に関わる損失：乾乳期間の延長化による損失
　⑤更新に関わる損失：後継牛の減少による損失
いずれも本来は長期的に農家調査して求める数値に
なりますが、あえて牛群検定成績表で求めるために
ここでは、④⑤は無視し、①〜③について計算します。
　というのは、④は①の泌乳期間の延長と密接に関係
があります。受胎しないことで泌乳期間が延長すれ
ば、当然10kg程度の泌乳末期牛も増えるわけで、こ
ういった牛は繋ぎ飼いであれば、搾乳施設の都合から
早期乾乳してしまう場合もあり得ますが、ここでは、
話を単純化するためにすべて①の泌乳期間の延長と
して計算します。また⑤については、繁殖の遅延に
より後継牛が不足した場合に、購買により後継牛を
導入する経費を意味しています。これも数年にわた
る調査期間を必要とする項目なので話を単純化する
ために無視します。

　（その２）モデル計算
　まず、図３のような簡単な１頭レベルでのモデル
を紹介します。このモデルからわかるように、泌乳
期間が延長したことで一見増収しているように見え
ますが、
　年間の収益という点で試算すると、25,508円減収し
ていることになります。
　この減収は、繁殖が21日間遅延したことによります
ので、25,508÷21日＝1,215円となり、繁殖が１日遅延
するたび1,215円づつ損するという計算結果になりま
す。しかし、実際には、上述で無視した④⑤の損失や、
本計算で含まれていない地代、光熱水費など加算す
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れば、もっと大きな数字になることが予測されます。

　（その３）簡易計算
　上述のようにモデル計算できる１日あたりの経済
損失ですが、牛群検定成績表を利用して図４のように
簡易に計算することもできます。検定成績表におい
て、繁殖成績が良好で分娩間隔が380日になれば、年
間成績と年間305日乳量がほぼ同一になることが知ら
れています。そこで、年間305乳量9,102kgから年間成
績8,869kgを減算した233kgが繁殖の遅延にともない
生じた損失とみなすことができます。この値を図４
のように計算することで、１日あたりの損失1,421円
を計算することができます。この値に先のモデル計
算のように、人工授精の費用や、子牛代金などを加
算すれば良いことになります。
　ただし、導入や淘汰が頻繁に行われていないこと、
検定を休止していないことが要件になりますので、ど
の農家でも用いることの出来る方法ではありません。
　この１日あたりの経済損失は、各農家の地域性や
経営形態などにより大きく変化するものです。もし、
みなさんの地域で調査に基づく指導事例等の数値が
あれば、　そちらを優先するようにお願いします。

　３）繁殖遅延による経済損失（未経産牛）
　未経産JMRは表示しておりませんが、参考までに
経済損失の考え方を示します。未経産牛の場合も農家
の飼養管理や地域性などでも異なりますが、受胎が
１日遅れることで未経産牛１頭あたり年間350 〜 450
円／日（１カ月11000円程度）の経済損失をともなう
と言われています。そのモデル的な計算方法は図５
の通りですので、参考にして下さい。また、この数
値も上述のとおりに、もし、地域で調査に基づく指
導事例等の数値があれば、そちらを優先するように
お願いします。
　なお、お示ししたモデル計算では、年間収入の計
算過程を分かりやすくするため、便宜上の計算の起
点を約11カ月齢としました。

図３

図４

図５
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3　JMRを活用した技術的検討
　１）JMRの数値の見方
　　　（もし、「あなた」が指導者だったら...）
　図１の経産JMRと空胎日数をグラフ化し図６とし
ました。さて、ここでクイズです。仮に、本稿を読ん
で頂いている「あなた」が牛群検定の指導者だった
とします。あなたは図６の繁殖成績の農家を誉める
べきでしょうか？注意すべきでしょうか？代表的な
繁殖の技術指数である空胎日数がここ最近は悪化し
ているようです。しかし、経産JMRは好転しています。
厳密には詳細なデ－タ確認が必要ですが、ここでは

「誉めるべき」を正解とします。この例は、繁殖成績
をみるときに最も注意しなければならない典型的な
パタ－ンです。この現象は、発情の見逃しを含めて
なかなか種がとまらない検定牛を多く抱えていた農
家が、暑熱もあるなか６月以降にドンドン受胎し始め
たことを意味する場合が多いからです。JMRは計算
式の特性上、妊娠した時点でゼロとなります。そして、
それまで長期にわたった空胎期間は、空胎日数とし
て新たに計上されることになります。すなわち、種
がつかないという大きな問題を抱えていた農家が好
転する時に見られる現象なのです。この現象の農家
に対しては「種がとまるようになって良かった」と
誉めるべきなのです。
　このように、JMRは農家の繁殖の傾向が、最も早
期に現れる技術指数として知られています。反面、空
胎日数では受胎して初めて加味されるため、農家の

「いま現在の繁殖成績」をみることはどうしてもでき
ません。

　２）「いま現在」を管理するJMR
　酪農経営を行うなかでは、「どうしてもこの牛から
の後継牛が欲しい。例え何回授精を繰り返しても」
という場合があります。ある意味採算性を度外視し
ているわけです。そうした時に「あなた」が、もし
指導者であれば、授精を繰り返すことの不採算性は
当然指導すべきです。JMRもどんどん数値が上がっ
ていくと思います。しかし、「一念岩をも通す」で無
事に受胎がなったとします。空胎日数や分娩間隔は、
この採算性を度外視した授精が反映され、その後数
ヶ月から数年にわたり当該農家の繁殖成績を悪化さ
せることになります。採算性を度外した結果であり、

「それでも後継牛が欲しかった」という事情が反映す
ることはありません。こういった場合、空胎日数や
分娩間隔の値を良好に維持するには繁殖をあきらめC
報告（繁殖に供さない）を行うしかないのです。
　しかし、果たしてそうでしょうか？異論のある方も
いらっしゃると思いますが、どんなに問題があった牛
でも受胎したということは喜ばしいことです。JMR
は受胎した時点でペナルティーがゼロとなり、これま
で繰り返した授精はクリアされます。すなわち、受
胎した時点で当該牛の繁殖成績は過去のものとなり、
常に「いま現在」を管理するのがJMRなのです。

　３）検定成績表を活用した具体的な繁殖性の技術
　　　診断
　繁殖性の技術診断としては、まずはJMRペナルテ
ィーの数値の悪い牛から調査検討します。また、全般
的に牛群検定成績を検討することも必要になります。
　①JMRペナルティーの数値の高い各個体の原因の
　　チェックと対策
特定の検定牛が極端に高いJMRペナルティーを計上
することにより、経産JMR全体を引き上げているよ
うであれば、１頭のために経済損失を増大させてい
ることになります。場合によっては、受胎をあきら
めて「C報告（繁殖に供さない）」を選択することも必
要です。
　②牛群全体で経産JMRが高い場合は次のように牛
群検定成績を利用したチェックを行うようにします。
・分娩後60 〜 80日の授精適期時の乳蛋白質率のチェ
ック

図６
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・MUN、P ／ F比のチェック
・分娩後の初回授精までの期間、発情発見率、適期授
精のチェック
・繁殖台帳Webシステムによる実空胎日数のチェック
　これらの繁殖指導については、以下のようにこれ
までも記してきましたが、今後再整理して、それぞ
れ紹介していきたいと思います。

　（参　考）
　LIAJニ ュ － ス 掲 載 記 事　http://liaj.lin.gr.jp/
japanese/kentei/kentei.html
＝新しい牛群検定成績表について＝
No127平成23年３月　繁殖台帳Webシステムについて
No128平成23年５月　乳牛の健康管理について①
　　　　　　　　　　（乳脂肪率と蛋白質率）
No130平成23年９月　乳牛の健康管理について② 
　　　　　　　　　　（MUN、P ／ F比、周産期病）

4　他の繁殖成績とJMRの違い
　繁殖を管理する牛群検定成績と言えば、みなさん
は何を思い浮かべますか？牛群検定成績では分娩間
隔や空胎日数、受胎率などが一般的です。もちろん、
これらの繁殖成績は繁殖を管理する極めて重要な技
術指数でありますが、その利用においては、それぞ
れに一長一短があります。JMRをより理解して頂く
ために、主だった繁殖成績を図７に紹介します。

　①分娩間隔
　文字通り分娩と分娩の間隔を示し、最も確実に乳期
乳量という生産性と連携して見ることのできる技術
指数です。しかし、２産以上の牛しか成績計算されず、
初産、未経産牛の繁殖が加味されません。泌乳末期
〜乾乳中の牛にとっては、おおよそ１年も以前の古
い繁殖成績であり、現在の繁殖成績を示すものでは
ありません。

　②空胎日数
　受胎に要した分娩後の日数を示していますので、分
娩後の授精時期、泌乳ステージといった毎日の作業
と連携して繁殖成績を検討できる技術指数です。し
かし、これも未経産牛の繁殖が加味されません。また、
図１に示すとおり検定成績表１枚目の農家成績では

妊娠確認された牛のみで集計しています。従いまし
て、長期未授精牛や生理的空胎期間の牛や、妊娠確
認が取れていない牛については加味されていません。
　（注：検定成績表３枚目の個体累計成績（図２）で
は妊娠確認されていない牛については最終授精日ま
でを、また未受精牛については検定日までを空胎日
数としています。）

　③受胎率
文字通り、１回の授精に対する受胎の比率です。受胎
するまでに要した授精回数の逆数です。この技術係
数は、人工授精のテクニック的なものをみるには最
適です。しかし、農家の繁殖成績とは、受胎率だけ
でなく発情発見率などの実際に授精という行為に及
んだかどうかも大きなファクタ－（要因）になります。
すなわち未授精牛が加味されていないので、受胎率
のみでは繁殖を管理することはできません。
       
　④搾乳日数
　理想的な繁殖が行われ分娩間隔が380日を達成し維
持していれば、牛群の平均搾乳日数が160日になるこ
とが知られています。その意味で搾乳日数も繁殖成績
のひとつとして考えることができます。しかし、現
乳期での搾乳日数は受胎した人工授精年月日により
決定されますが、成績表示される搾乳日数には受胎
等の情報は加味されていません。また、周産期病等
により早期乾乳されることも多く、正確な繁殖成績
と言う点では課題のある成績になります。

　以上、このようにいろいろな繁殖成績があります
が、いずれも一長一短があります。
　JMRも同様ではありますが、繁殖成績を経済損失
に換算できること、未授精牛も加味していること、そ
してJMRの何よりも特徴的なところは、いま現在の

お知らせ
　本連載でこれまで使用している図表を研修会等
で利用できるパワ－ポイント形式で無料配信して
います。ご希望の方は、希望の号数と利用目的を
記載のうえ次のアドレスにメ－ルで申し込み願い
ます。　toiawase@liaj.or.jp
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進行形の繁殖状況を数値化して早期に管理できると
ころにあります。



 

答）１ ②　２ ①　３ ①　４ ③

 力試し！これであなたも牛群検定マスタ　！ Ｎｏ.８  

３　JMRペナルティーの計算例として正しいのは、

①受胎したものは０となる

②受胎したものは、分娩から受胎までの日数である

③授精を実施していないものは０である

４　JMRおよびJMRペナルティーの利用方法として不適切な利用法は、　

①繁殖性を経営的損失として具体的な金額を計算できる

②繁殖の遅れている牛の発見

③泌乳持続性の向上

１　JMRの値が大きいものであれば、

①繁殖成績が良好であることを示す

②繁殖成績が遅延していることを示す

③泌乳能力の伸びを期待できる

２　VWPとは、

①経産牛については分娩後に意図的に授精を行わない期間を示す

②空胎日数のことである

③未経産牛の初回授精月齢のことである

図７
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