
1　繁殖成績の考え方

（1）繁殖成績の検討
　前号にも記しましたが繁殖成績には実に様々な成
績があります。分娩間隔、空胎日数、授精回数、、、枚
挙に暇がないほどです。どの成績を利用して、何を検
討するのか？を先ず見極めなければなりません。主
な繁殖成績を図1に記しました。
　繁殖成績をこれから改善して良くしていこうと思
った時に、これを管理する指標として最も適切なの
はJMRです。それは、JMRは現時点での未受胎牛を
管理し、いかに早く受胎させるかを切磋琢磨してい
る時点を管理するからです。
　図1で分かるように、分娩間隔や空胎日数は、すで
に受胎してしまった牛の成績であり、繁殖成績を改

善しようと思った時の指標としてはふさわしくあり
ません。極端な例を挙げれば、分娩間隔の良い経産
牛を導入しただけでも、成績表上の分娩間隔は改善
します。しかし、これでは根本の問題の解決にはな
っていないわけです。

（2）経産JMR
　前号のおさらいになりますが、JMRは分娩後日数
からVWPとよばれる授精を行わない期間（初産80日、
2産以上60日）を引いたもので、妊娠するまで増加し
てゆき、妊娠すればゼロとなります。したがって、
JMRが小さい牛群ほど繁殖成績が優れた農家と言え
ます。

（3）繁殖成績のチェックの考え方
　JMRの数値が大きく、繁殖に問題を抱えた農家が、
これから改善していこうと考えた時、JMRは大きな
指針になりますが、JMRだけで、改善を進めるのは
困難です。
　繁殖成績が思わしくない場合、その原因として先ずチ
ェックしなければならないのは次の3つのことです。
　　①分娩後初回授精の遅れ
　　②発情発見の不徹底
　　③受胎率の悪化
　この3項目は、繁殖を検討する時必ずセットで考え
なければならない事項です。例えば、人工授精の技術
が大変に優れ受胎率100％であったとしても、発情発
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　前回はJMRという新しい繁殖管理の方法を紹介しました。JMRは「いま現在」の繁殖状況を知る有効な手段で
あること、また、繁殖の遅延が如何に大きな経済損失を生むかご理解頂けたと思います。さて、今回は、「いま現在」
の繁殖状況を確認出来た後に繁殖遅延の原因がどこにあるか探っていく方法についてご紹介したいと思います。

（参考）JMRについては、本誌前号に掲載しました。次の当団ホ－ムペ－ジで参照できます。　
http://liaj.lin.gr.jp/japanese/kikansiset.html
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見が不充分で、3回に2回は見逃してしまうようであ
れば、受胎率も1 ／ 3である33％と同じ繁殖成績にし
かなりません。分娩後初回授精についても同様です。
これら3項目は繁殖管理の3点セットとして絶対に忘
れないようにしてください。

2　「分娩後初回授精の遅れ」　　をチェックしよう！

（1）分娩後初回授精
　分娩したのちは、生理的空胎日数を経て、初産牛
は分娩後80日ごろ、2産以上の牛は60日ごろから授精
するのが良いとされており、上述のJMRにおいても
VWPとしてその様に設定してあります。しかし、こ
の時期は経産牛にとって泌乳ピ－クの時期でもあり、
栄養バランスが大変に難しい時期です。このことか
ら、子宮回復が充分でなく発情があっても微弱であ
ったりします。単に発情の見逃しという一言でかた
づけられない大きな問題が潜んでいることが往々に
してあります。ですから、分娩後初回授精の現況を
把握することが重要です。図2には分娩後初回授精の
平均開始日数の13カ月間の推移を示しました。この
ように図2を使えば、平均的な分娩後初回授精の日数
を把握出来ます。

（2）授精状況成績を忘れずにチェック
　検定成績表では、上述のようにそれぞれの成績を
平均値として捉えることは大切なことですが、繁殖

成績を考えるときはこれだけでは不充分です。図2の
例では、もともと良好とは呼べない分娩後初回授精
日数ですが、11月検定では55日を示しており、一見、
繁殖成績の改善傾向があるかのようにも見えます。果
たしてそうでしょうか？
　図3を見て下さい。今月の未授精牛の欄を見てみる
と、なんと分娩後80日を越えた未授精牛が4頭もおり、
そのうち2頭は既に分娩後120日を越えていることが
分かります。この農家の繁殖成績は全然改善傾向な
ど無かったというのが事実のようです。このように、
繁殖成績を考える時は、「まず、そもそも授精を行っ
ているのか？」というような根本的問題を解決しな
ければなりません。図3はこの根本をチェックするた
めの成績になります。
　図3の上段の未経産と経産の授精報告とは、妊娠し
たかどうかは不問で、まず授精をしたかどうかだけ
のチェックです。経産牛においては80％以上が授精
していなければなりませんが、この農家はまだまだ
足りないようです。また、前月、3カ月、過去一カ年
と分娩後80日までに授精を開始したのは50％程度に
留まっており、改善を要するものです。

（3）なぜ分娩後60～80日に初回授精を行えないか？
　授精状況成績で、実態を把握したら、次になぜこう
いった成績になってしまったかを検討します。分娩後
60 〜 80日の発情を見逃していると言うことであれば、
牛の観察を忘れないようにします。やみくもに観察
しても頭数が多くなると観察が行き届きません。図4
の検定成績表（様式A）では、搾乳日数45日目に太い
実線が引かれますので、発情に注意する牛を一目で
把握することができます。
　また、発情そのものを見逃すことは無いけれども、

図2

図3
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非常に弱い発情または、発情が来ないといったことが
継続的である場合は、飼養管理そのものをチェック
する必要があります。分娩時の後産停滞や難産、双
子分娩、また不衛生な分娩房は子宮の回復に悪影響
を及ぼします。また、乾乳期の過肥などのボディコ
ンディションは、周産期病を誘発しやすいものです。
その他にも乳量の急激な低下や、乳成分、P ／ F比、
MUNと検定成績を利用してチェックを続けていくよ
うにします。詳細は、これまでの連載に掲載してあ
ります。（その14、16乳牛の健康管理　http://liaj.lin.
gr.jp/japanese/kentei/kentei.html） し か し な が ら、
検定成績表にも限界があります。どうしても原因を
特定出来ない場合、フレッシュチェックという分娩
後の卵巣や子宮回復状況を検診することも最近は盛
んに行われています。獣医師に相談するということ
も必要でしょう。

3　「発情発見率」をチェックし　　よう！

（1）発情発見率
　次にチェックするのは、発情発見率です。いわゆる

「発情の見逃し」をしていないか？をチェックします。
これも繁殖技術としては極めて重要です。当たり前で
すが、種を付けなければ受胎しないわけで、どんな
に腕の良い授精師を頼んでも発情発見率を向上させ
なければ繁殖成績は改善しません。残念ながら、発
情発見率は検定成績表に表記されておらず、ちょっ
とした計算が必要です。

発情発見率　＝
平均授精回数÷（（空胎日数－分娩後初回授精日数）÷21＋1）

　発情発見率の目標は当然100％です。図5に計算例（注
1）を示したとおり、この農家の例では、発情発見率
も61％と非常に低いものです。これでは、仮に腕の良
い授精師が80％の受胎率を誇っていたとしても、実効
の受胎率は80％×61％＝49％となってしまいます（注
2）。

注1）図5の例では「平均・計」の欄を利用して発情
発見率を計算しました。 
移動13カ月の成績では、一般に妊娠の判定に
時間を要するため最新月での計算は誤差を招
くことが多くあります。

注2）この考え方を妊娠率と言います。 
妊娠率　＝　発情発見率　×　受胎率

（2）発情発見率を高めるには？
　まず必要なことは、単に発情の見逃しなのか？疾
病や栄養管理、衛生、施設といった問題なのか？を
切り分けることです。発情周期が不規則であったり、
発情が不明瞭といった場合は後者の問題となり、既述
の分娩後初回授精日数のチェックと同様に行います。
　前者の発情の見逃し対策として発情発見の効率ア
ップにはいろいろな工夫がなされているところです。
その基本はやはり観察にあります。理想的には1日4
回30分ずつと言われていますが、困難が伴います。
そこで、朝の搾乳前と夜の搾乳後の2回は必ず30分間
観察するようにします（ただし、繋ぎでも運動場を
利用している場合は朝の搾乳後と夜の搾乳後の2回）。
観察としては、スタンディングを特に注意しますが、
繋ぎの場合は外陰部の腫脹などに注意します。いず
れにせよ、検定成績表により未受胎牛のあたりをつ
けて観察すると効率の良い発情発見ができます。
　しかし、頭数が増えてきますと、検定成績表と人
間の観察による発情発見にはやはり限界があります。
後述する牛群検定と連携する繁殖台帳Webシステム
により効率的に繁殖を管理し、発情発見についてもヒ
ートマウントディテクターやテイルペイント、歩数計
といった発情発見補助器具や、発情の誘起および同期
化（イージーブリード等）も検討する必要があります。

図4
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4　「受胎率」をチェックしよう！

（1）初回授精受胎率
　牛群検定においては初回授精受胎率を表示してい
ます。これは、初回授精のみを集計したものになり
ます。受胎率の集計方法はいろいろあり、授精3回ま
での受胎率や、受胎に要した授精回数といったもの
も知られています。しかし、こういった授精回数を
複数回用いる受胎率は、雌側の繁殖障害等の疾病が
大きく影響することがあるため、適期授精などの授
精にかかる基本的な技術をチェックするには初回授
精受胎率が向いています。
　また、受胎率の判定方法にも注意が必要です。図6
に示したとおり、牛群検定における妊娠は、妊娠鑑定
報告と70日NR法の両方を採用しています。もちろん、
妊娠鑑定が優先しますが、実際の牛群検定において
は、妊娠鑑定報告より70日NR法による妊娠判定が多
いという実態があります。従いまして、検定月から
さかのぼって約3カ月間は妊娠判定がなされず、受胎
率が表示されない場合があります。

注）70日NR法（ノンリタ－ン法） 
妊娠判定法のひとつ。授精を行って、その後70日
間、次の授精報告や発情がなければ、妊娠したも
のとみなして判定します。検定成績表上では図7の
ように分娩予定日の太字／細字で区別ができるよう
になっています。発情の見逃しや報告忘れでも妊娠
の判定になるという欠点がありますので、妊娠鑑定

報告を積極的に行いましょう。

（2）検定成績の受胎率の見方
　図6の例で、受胎率の毎月の変化を見るとすれば、やは
り注目点は夏季の受胎率と言うことになると思います。本
例で夏季の受胎率を見る場合、9月はNR法にかかるので、
利用することはできません。8月以前の成績をみると、6月7
月と受胎率0％のものが8月に100％と急激に回復したように
見えます。しかし、この数字により、8月には暑熱の影響は
回復したと判断するのは早計です。受胎率とあわせて授
精を行った回数も一緒にみると6月は3頭、7月は2頭、8月
は2頭というように授精そのものの数が減っているからです。
受胎率はあくまでも授精を行ったものの結果ですので、こ
のように夏季に発情が弱くなったまたは見逃したというような
事象は加味されません。8月に授精した2頭は100％受胎し

図5

図6

図7
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たかも知れませんが、それは決して暑熱の影響が回復し
たためとは断定出来ません。このように繁殖成績は受胎率
のみで検討することはできませんので注意が必要です。

（3）受胎率向上のために
　受胎率の向上については、多くの研究者をはじめ、現
場の獣医師・授精師においても日々 様 な々研究がなされて
います。凍結精液の扱い、注入部位など仔細にわたるも
ので、本稿のような検定成績の利活用の域をこえるもので
す。そこで、ここでは酪農家が承知しておくべき基本技術
として授精適期について紹介します。
　例えば、発情のピ－クを午前8時に確認したとします。排
卵は発情開始30時間で排卵し、さらに受精能を獲得する
のに2時間を要し、8時間受精能を維持します。
　反面精液は授精後10時間で受精能を獲得し、20時間
受精能を維持します。
　これらのことから、発情ピ－クに達するまで8時間を要した
と仮定すれば、午後4時に授精を行うのが最も授精に適し
ていることになります。このように授精適期を割り出すには
極めて面倒な計算を行わないといけません。簡便化する
ために、AMPM法という簡易な方法も提唱されています。
AMPM法とは、1）発情を午前9時以前に発見した場合
は同日の午後に授精、2）発情を午前9時から正午に発見
した場合は同日夕刻あるいは翌日の早朝に授精、3)発情
を午後に発見した場合は翌日の午前中に授精するというも
のです。
　しかしながら、授精適期を簡易に推定するのには、当
団が扱っている「授精適期推定尺」（図8）を用いるのが、
もっとも簡便です。これを用いれば、「時間尺」「雌尺」「雄
尺」の3枚の定規をスライドさせるだけで、簡単に授精適
期を割り出すことができます。詳細は当団ホ－ムペ－ジをご
覧下さい。
　リーフレット http://liaj.lin.gr.jp/suitei2.pdf
　詳　細 http://liaj.lin.gr.jp/suitei.pdf 

5　未経産牛の繁殖管理

（1）未経産JMRの実態
　未経産牛についてもJMRは計算することは可能で
す。しかし、未経産JMRは現在、成績表示していま
せん。牛群検定として未経産の積極的加入を呼びかけ
て久しいのですが、現在でも牛群検定組合のなかに
は、未経産加入を行っていない組合が多数あるのも
事実です。受胎した未経産牛のみ牛群検定に加入さ
せているような場合にJMRを表示すると、検定成績
として優良な検定成績となり、実態を反映していない
成績になってしまうからです。しかし、未経産の繁殖
の遅れは、初産の遅れになり、初産の遅れは2産の遅
れ、、、とつながっていくので、未経産牛の繁殖管理は
極めて重要です。そこで、成績表示はしていませんが、
未経産JMRの考え方をもとに、未経産牛の繁殖管理
のポイントを記します。
　なお、こういったことからも牛群検定に未経産牛
の早期加入を再度ご検討願います。未経産牛の牛群
検定加入は無料となっています。

（2）未経産牛の繁殖管理
　未経産JMRにおけるVWPは14カ月齢（420日齢）と
して設定されています。すなわち、このころまでに授
精受胎させ24カ月齢までに初産分娩させるのが理想
的な繁殖管理で、図2のように検定成績表で見ること
ができます。ここで大事なことは、13カ月〜 15カ月
齢でやみくもに授精し妊娠させれば良いと言うもの
ではありません。ここが、経産牛と異なる点で、未経
産牛の場合は必ず発育が伴わなければならないとい
う点が重要です。充分に発育していない状態で授精
を行えば、難産等の事故を生むばかりか、分娩後の
泌乳にも影響します。従って、発育成長曲線に見合
ったフレ－ムサイズとボディコンディションを判定
することが重要です。一般には、14カ月の授精時期で、
体高が125 〜 130cm、体重350 〜 400kgが必要とされ
ています。また、体重を目標とするあまりに過肥に
してしまってはいけません。逆に削痩させるような
管理も行ってはいけません。

① 時間尺に雌尺を合わせる

② 雄尺を合わせる

図8
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6　繁殖台帳Webシステム
　さて、ここまで検定成績表を利用しての、繁殖遅延
の原因と対策を紹介してきました。検定成績表はどう
しても数字で捉える内容が多く、わかりずらいところ
があったかと思います。しかし、既に利用されてい
る方もいらっしゃると思いますが、当団が無料で提
供する繁殖台帳Webシステムを利用すれば、今回述
べたような内容は、グラフにより、まさに“一目瞭然”
で見ることができますので、これを紹介して終わり
たいと思います。

（1）グラフの構造　
　図9に示すとおり妊娠牛、未妊鑑牛、未授精牛と大
きく3つにグラフは分かれています。JMRにより管理
されている「いま現在」を示すのは未妊鑑牛と未授
精牛の2区分です。妊娠牛のグラフは、過去の繁殖成
績であり、これから改善を図ろうとする場合はあま
り関係ありません。グラフの下部が分娩を意味し空
胎日数0日です。また、棒グラフの中にある黒い点は、
授精を意味しており授精点と言います。

（2）繁殖管理の3点セット
①分娩後初回授精の遅れ 

棒グラフの下部が空くことで、初回授精の遅れ
を視覚的に捉えることができます。 
農家全体として、初回授精が遅れ気味なのかど
うか一目瞭然です。

②発情発見の不徹底 
授精点がまばらに空いている時は、発情の見逃

しです。これも農家全体を視覚的に捉えること
ができ、一目瞭然です。

③受胎率の悪化 
何度も授精点がつき授精を繰り返すのは、受胎
率に問題があるからです。 
これも農家全体を視覚的に捉えることができ、
一目瞭然です。

　いかがでしょうか？検定成績表で分析するより、こ
のグラフで繁殖状況を確認した方が如何に簡単に問
題の洗い出しができるか、ご理解頂けたでしょうか？
繁殖台帳Webシステムは、牛群検定を実施している
農家であればどなたでも無料で利用出来るインタ－
ネット上のシステムです。詳しくは当団ホ－ムペ－
ジを参照下さい。
http://liaj.lin.gr.jp/（「家畜改良事業団」で検索して下さい。）
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力試し！これであなたも牛群検定マスタ！ 　Ｎｏ.９

3　妊娠鑑定報告は牛群検定で行うことは？
　　　①NR法により判定出来るので不要である
　　　②70日を過ぎた場合は必要ない
　　　③積極的に行うことが必要である

4　繁殖台帳Webシステムの実空胎日数グラフを
　 利用すればどんなことができますか？
　　　①産次別空胎日数を見ることができる
　　　②繁殖上の問題点を視覚的に
　　　　捉えることができる
　　　③遺伝的に改良することができる　

1　分娩間隔を繁殖改善の指標にするのは？
　　　①今後の変化をみるので望ましい
　　　②導入牛の過去の分娩間隔も
　　　　加算するので望ましい
　　　③過去の記録なので望ましくない

2　繁殖の遅延の原因追求には、
     次の3点を考えると良い。正しいのは？
　　　①分娩後初回授精日数、発情発見、受胎率
　　　②空胎日数、分娩間隔、授精回数
　　　③乾乳日数、平均月齢、平均産次
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