
解説

１　BCSの利用

　ボディコンディションスコアは単なる肥満度の判
定に止まらず、飼養管理技術上の実用的なツ−ルと
なります。例えば、泌乳ステ−ジに応じた体脂肪の
蓄積を捉えることで、各ステ−ジでの適切な飼養管
理を検討することができ、結果として周産期病など
の少ない健康な牛群管理を行うことができます。
　昭和50年代前半ころまでの飼養管理の基本概念は

「乾乳牛は肥って当たり前」とし、泌乳初期の産乳は
蓄積体脂肪の動員を前提とした考え方が大勢だった
ので、乾乳牛は現在よりも肥っている牛が多く見受
けられました。しかし、現在では図1に示したように
乾乳時の過肥は分娩後に急激に削痩し体脂肪動員さ
れて、大量の遊離脂肪酸を発生させ脂肪肝やケトー
シス、低カルシウム血症等のいろいろな周産期病の
原因となりうるものとされています。しかも、こう
いった過肥牛は、図1のように分娩後100日を越えた
泌乳中後期ごろから、いわゆるリバウンドで再度肥
り出す傾向があり、次の産次で同じことを繰り返し
てしまいます。
　乾乳期に入ってから給与飼料制限によりボディコ
ンディションの調整を行うことは、流産、死産を誘
発することがあるため、乾乳前の泌乳後期までに調
整することが望ましいとされています。乾乳期を良
いボディコンディションに保つことが､ 次産におけ

る充分な泌乳能力の発揮し、良好な健康状態や繁殖
成績につながります。乾乳期に過肥とならないよう
泌乳後期の検定時に検定員とともにボディコンディ
ションスコアを判定するようにします。過肥気味で
あれば濃厚飼料の給与制限し乾乳前までに調整を完
了するのが理想です。

２　BCSの判定方法

（１）概　要
　乳牛には健康、泌乳、繁殖などが順調に推移してい
る時の ｢栄養状態」というものがあります。栄養分に

新しい牛群検定成績表について（その26）
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　牛群検定におけるボディコンディションスコア（ＢＣＳ）は、平成23年度から開始した最も新しい検定項目で
す。その活用法は、牛群検定の4つの機能（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）
のいずれにも密接な関係をもち、非常に応用性の高い活用が可能です。しかし、まだ検定項目として日が浅いた
め、その判定方法に苦慮される検定員、検定農家が見られます。そこで、今回はその活用法は概略に留め、ボデ
ィコンディションの判定方法を中心に紹介したいと思います。
　なお、本紙の中で使用している見本写真はどうしても印刷の関係で粗いものとなってしまいます。見本写真は
すべて当団ホームページ（http://liaj.lin.gr.jp/japanese/kentai/BCScomp2.pdf）からカラ−高画質でダウンロー
ドできるようにしてあります。また、ＣＤ−Ｒにより配布もしますので、14ペ−ジをご参照ください。
　また、本編については、畜産経営支援協議会（事務局：中央畜産会）において、実際の乳牛を用いてビデオ化
されています。インターネットを通じて誰でも自由に視聴できるようになっていますので、あわせてご覧になっ
てみてください（19ペ−ジ参照）。
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分娩直後 最小値 （要した日数） 件数

乾乳期間中のBCSが４以上になった牛 3.59 3.04 (115日) 54,609

上記以外の牛 3.12 3.00 (103日) 559,942
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過不足がなく代謝が順調であれば能力を十分発揮す
ることができます。その時の牛体はスッキリとした輪
郭が鮮明なものとなります。こういった乳牛の栄養
管理状態を見極める方法がボディコンディションス
コアと呼ばれる方法になります。ボディコンディシ
ョンとは、「体脂肪の蓄積状態」を意味し、ボディコ
ンシションスコアとは「体脂肪の蓄積状態を数値化」
したもので、視診や触診により判定します。
ボディコンディンスコアの判定方法は、いろいろな方
法が提唱されています。ここではＵＶ法とも呼ばれ
るファ−ガソン方式を中心に紹介したいと思います。
牛群検定においては、簡易ＢＣＳとして「2：削痩」「3：
普通」「4：過肥」と判定しても良いことにしていま
す（後述）。しかし、こういった簡便な方法であって
も基本となる削痩や過肥の見方はやはり統一されて
いなければなりません。普段、簡易ＢＣＳで判定さ
れている場合であっても、以下の判定方法を本来の
基準としてください。
　もちろん、簡易ＢＣＳでなく、本格的なＵＶ法判定
により牛群検定で報告することが望ましいことです。

（２）判定の基本
　体脂肪の蓄積は、肝臓などの内臓への蓄積に始ま
って皮下への蓄積で終わります。肥満牛の場合は既
に内臓に多く脂肪が沈着した後に皮下に蓄積します。
触診はこの皮下脂肪により過肥状態を判定します。概
して、左側の皮膚にゆとりと弾力があるので、牛の
左側に立ち、必要に応じて右手を使って触診します。
ＵＶ法は、図２に示したとおり腰角と坐骨の間の体
表上にできるラインを基準にボディコンディション
を判定します。

（３）骨　格
　ＵＶ法に必要な骨格部位を図3、4に示しました。こ
こで最も大切な部位が、腰骨と坐骨になります。

（４）Ｖ字の判定（簡易ＢＣＳ＝2の例）
①Ｖ字
　図5に示したとおり腰角と坐骨を結ぶラインが大腿
骨のつけ根を頂点にＶ字を描いています。Ｖ字を描
いていれば、その段階でボディコンディションスコ
アは3.00以下ということになります。
②痩せていく順番
　Ｖ字判定された牛がどのくらいのレベルの痩せな
のかを判定するにはやはり骨格を把握しておかなけ
ればいけません。
・痩せていく順番はまず腰角から痩せていきます。痩

せた牛の腰角は図6のように台形のような形状にな
り角張ってしまい触っても皮と骨しか分からなくな
ります。

・次に坐骨がやせていきます。坐骨には図6、7に示し
たように３つの先端があり、ＡＢＣの順番で痩せて
いきます。

・同時に横突起もやせていきます。図8、9のように横
突起の外側がハッキリ見えてくるようになります。

③判　定
・BCS＝3.00　腰角が丸みを帯び、触診すると脂肪が

認められる
・BCS＝2.75　腰角が台形のように角張り、触診して

も脂肪が認められない。坐骨の3つの先端が脂肪で
丸みがあり隠れているか、図6のＡ、Ｂまでは見え
てＣは脂肪に隠れている

・BCS＝2.50　ABCがはっきり見えるが、また触診で
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脂肪が認められる。
・BCS＝2.25　ABCがはっきり見えるが、また触診で

も脂肪がまったく認められない。図8の①のように
横突起が1/2程度見える

・BCS＝2.00　ABCがはっきり見えるが、また触診で
も脂肪がまったく認められない。図8の②のように
横突起が3/4程度見える

牛群検定では簡易に判定するので、2.00未満は必要に
応じて判定してください。

（５）Ｕ字の判定（簡易ＢＣＳ＝4の例）
①Ｕ字
　図10に示したとおり腰角と坐骨を結ぶラインが大
腿骨のつけ根におよばずＵ字を描いています。Ｕ字
を描いていれば、その段階でボディコンディション
スコアは3.25以上ということになります。
②肥っていく順番
　Ｕ字判定された牛がどのくらいのレベルの体脂肪
の蓄積なのかを判定するには、2つの靱帯の状態を観
察します。
・肥っていく順序はまず腰角と坐骨が図10のように丸くな

っていきます。
・図11のように次に尾骨靱帯が脂肪に隠れていきます。
・さらに肥ると仙骨靱帯も脂肪に隠れていきます。
・同時に横突起も脂肪に隠れていき、図12ように全く見

えなくなり、背骨の高さと同じくらいに丸くなります。
③判　定
・BCS＝3.25　尾骨靱帯が見える
・BCS＝3.50　尾骨靱帯がわずかに見える。仙骨靱帯

は見える。
・BCS＝3.75　仙骨靱帯がわずかに見える。横突起は

見える。
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・BCS＝4.00　仙骨靱帯は見えない。横突起がほとん
ど見えない。

牛群検定では簡易に判定するので、4.00より大きいも
のは必要に応じて判定してください。

（６）まとめ
　ここに紹介したＵＶ法の判定方法を文章でまとめ
ると図13のようになります。

３　簡易ＢＣＳについて

　牛群検定においては、今回紹介したような0.25刻み
のＵＶ法で判定することになりますが、簡易的に以
下のように判定しても良いこととしています。

　しかし、この場合であっても徐々にＵＶ法で判定出
来るように練習してください。簡易ＢＣＳとＵＶ法
の間には、厳密な意味での定義づけはありませんが、
以下のような目安としても良いでしょう。

　以上、本稿の作成には以下のとおり写真撮影のご
協力を賜りました。この場をもって厚く感謝申し上
げます。（敬称略）
日本大学生物資源科学部博物館
栃木県畜産酪農研究センター
農業・食品産業技術総合研究機構畜産草地研究所
西浦 明子 主任研究員
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ボディコンディションスコア判定法のまとめ

３.００ 以下 腰角と坐骨で判定する

３.２５ 以上 尾骨靱帯と仙骨靱帯で判定する

図10

図13

図11

図12

簡易ＢＣＳの判定

２：削痩 ３：普通 ４：過肥

簡易ＢＣＳ２ → ＵＶ法２.５０以下が相当する

簡易ＢＣＳ３ → ＵＶ法２.７５～３.２５が相当する

簡易ＢＣＳ４ → ＵＶ法３.５０以上が相当する

簡易ＢＣＳの判定

２：削痩 ３：普通 ４：過肥

簡易ＢＣＳ２ → ＵＶ法２.５０以下が相当する

簡易ＢＣＳ３ → ＵＶ法２.７５～３.２５が相当する

簡易ＢＣＳ４ → ＵＶ法３.５０以上が相当する
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４　付録　簡易BCSの比較
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お知らせ

牛群検定関連のパワーポイント等を無料で配布しております
　デーリィ・ジャパン社より発行している牛群検定解説書「今日も明日も牛群検定が約束するあなたの酪
農経営！」は、おかげさまで大変ご好評を頂いています。さらにご活用いただくために、本解説書と本誌
で使用した全ての図表のパワ−ポイント等について以下のように無料配布することとしました。編集も可
能なパワ−ポイントですので、各地域で行われる研修会等でご利用ください。もちろん、昨年度にパワー
ポイントをお申し込み頂いた方も利用できます。

〈配布する内容（1枚のCD−Rにまとめて配布）〉
1）「今日も明日も牛群検定が約束するあなたの酪農経営！」（デーリィ・ジャパン社）　で使用している全

ての図表のパワ−ポイント
2）本誌連載「新しい牛群検定成績表について」その1 〜 26で使用している全ての図表のパワ−ポイント
3）本号で紹介したボディ−コンディションスコア記事の高画質デジタル写真
4）繁殖台帳Webシステムのプロモ−ションビデオ入門編①〜⑥、応用編①〜③

ただし、1）と2）は原図ですので、掲載のものとは少々デザイン
が異なります。

CD−R無料配布のお申し込み
家畜改良事業団電子計算センター
TEL : 03-5621-8921
Email : toiawase@liaj.or.jp
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