
解説

１　分娩間隔と空胎日数とは？
　繁殖成績は図1に示したとおりいろいろなものがあ
ります。その中でも、分娩間隔とは文字通り分娩と分
娩の間隔を表す技術指標で、繁殖の基本と言っても
良いくらいに頻繁に使われるものです。しかし、分
娩間隔という概念には2つの注意点があります。
　第1の注意点ですが、分娩と分娩の間隔ということ
は、最低でも2産以上の産次がなければ計算すること
ができません。従って、分娩間隔で表している数値は
牛群のなかでも2産以上の牛たちの成績であって、未
経産牛や初産牛の繁殖成績は含まれていないという
ことを注意しなければなりません。
　第2の注意点は、少々古い繁殖成績だということで
す。繁殖成績の目的とするところは、効率の良い授精
および受胎にあります。すると、妊娠してから妊娠
期間である280日を経過しなければ計算することがで
きない分娩間隔というのは今現在の授精や受胎の状
況を表しているタイムリ−な値であるとはとても言

うことはできません。約１年近くも昔の繁殖成績だ
ということになります。このように2つの注意点をも
つ分娩間隔ですが、それでも頻繁に利用されるのは、
分娩と分娩の間隔というシンプルで曖昧さの無い値
であることに由来します。牛群全体としての傾向な
どを把握するには、とても優れた技術指標です。
　次に空胎日数ですが、これにも2つの注意点があり
ます。空胎ですから、初産以上の経産牛のみの技術
指標になります。分娩間隔は2産以上でしたが、空胎
日数は初産牛以上が集計対象であるということが第1
の注意点です。
　第2の注意点は、受胎が確定してから計算対象にな
るということです。受胎の判断は獣医師による妊娠鑑
定と、発情が再帰しない70日ＮＲ法（注）の2通りあ
りますが、いずれ最終授精から一定の期間を経ないと
空胎日数の計算対象にならない点に注意が必要です。

（注）牛群検定では、授精後70日間次回授精の報告が
ない場合、妊娠と自動的に判定します。これを70日
ＮＲ法（Non Return）と言います。
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　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。
この4つの機能は検定農家の経営改善を目的にしたものであることは言うまでもありません。今回は、繁殖管理のなか
でも最も頻繁に使われている分娩間隔と空胎日数についての注意点や活用法をお知らせしたいと思います。

い ろ い ろ な 繁 殖 成 績

分娩間隔

(ＡＩ)1
Ｎ

(ＡＩ)2
Ｎ

(ＡＩ)1
Ｎ

(ＡＩ)１
Ｎ

(ＡＩ)２
Ｐ

(ＡＩ)3
Ｐ

搾乳日数

初回授精
月齢

(ＡＩ)2
未確定

ＶＷＰ ＪＭＲ
ペナルティ

妊娠が確定すれば
空胎日数

分娩後
初回授精初産分娩月齢

乾乳
日数

授精回数／受胎率／発情発見率など

０１産 ０２産

(ＡＩ)１
Ｎ

人工授精１回目
Ｎ：不受胎 Ｐ受胎

凡 例

妊娠日数

誕生 分娩 乾乳 分娩 現在
泌乳中

24



２　最近の分娩間隔の傾向
　分娩間隔は近年長期化の傾向にあることは、酪農関
係者であれば誰でも承知されていると思います。図2
に最近の傾向を示しました。平成23年には猛暑等の
影響により過去最高となる全国438日（北海道432日、
都府県449日）を示しましたが、平成24年は全国435日

（北海道430日、都府県446日）と短縮しました。しか
し、全体の傾向としては依然として長期化の傾向は
否めません。この傾向だけをみてしまうと、「繁殖成
績の長期化は全国的な流れであって短縮するには特
別な工夫が必要だ」と感じてしまいがちです。よく言
われるところでは、乳量をたくさん搾っているから、
種がつかないのだ、という話です。しかし、果たし
てそうなのでしょうか？

　図3に分娩間隔と空胎日数の度数分布を示しまし
た。これらが左右対称の正規分布ではなく偏った分布
となっていることがわかります。このような分布につ
いて、その特性を表記する際は、平均値ではなく最頻
値や中央値を示す必要があります。平成24年の全国
での最頻値は361日、中央値は409日となっています。
最頻値361日とは、1頭1頭の分娩間隔では361日付近
の経産牛が最も多いことを表し、また、中央値409日
とは、経産牛の半数は分娩間隔が409日以下であるこ
とを表しています。なお、最頻値は北海道361日、都
府県360日、中央値は北海道406日、都府県416日です。
また、空胎日数についても同様の傾向で、平均値は
全国163日（北海道159日、都府県173日）、最頻値は
全国84日（北海道84日、都府県75日）、中央値は全国
136日（北海道132日、都府県143日）です。
　繰り返しになりますが、分娩後84日目で受胎して、
分娩間隔が361日となる牛が最も多いケ−スであるこ
と、全国の半分の牛が分娩後136日目までに受胎して、
分娩間隔が409日であることをそれぞれ意味している
のです。これは、一部の繁殖成績が著しく長期化し
ている牛が平均値を引き上げているために生じる現

象なのです。逆に言えば、繁殖成績をしっかり管理し、
長期不受胎牛がないようにできれば、繁殖成績を短
縮化出来ることを意味しています。

３　乳量と繁殖の関係
　よく聞くところでの乳量との関係ではどうでしょ
うか？乳量が多いと繁殖成績は長期化する関係があ
るという報告もされているようです。このようなこと
を聞くと、乳量と繁殖は相反して両立しないとつい考
えがちです。しかし、搾乳量の多い生産農家では繁殖
管理も適切に行われています。ですから、乳量が多い
から繁殖の長期化は仕方がないといって諦める必要
は全くありません。乳量と繁殖の両方を一緒に改良・
改善すれば良いのです。
　図4に、分娩間隔の中央値でわけた409日以下グル
−プと、410日以上グル−プのそれぞれの305日乳量
の分布と差異を示しました。結果は、409日以下のグ
ル−プが、各産次とも約100ｋｇ乳量が低いようです。
しかし、図4に示したとおり2つの分布を重ね合わせ
ると、100ｋｇの差などほとんど問題とならないこと
がわかります。また、409日以下のグル−プの305日
乳量には、同時並行で妊娠が進んでいますので、ど
うしても泌乳末期には妊娠による乳量の減少が伴う
というハンディもあります。
　このように、確かに409日以下のグル−プの乳量が
低いのは事実ですが、僅かなものであって、繁殖成績
をあげて連産させることの方が経営に有利だという
ことがご理解頂けると思います。また、分娩間隔が
長期化した場合の泌乳後期はどうしても肥りやすく、
次産の周産期病の原因になることも知られており、こ
ういった意味でも分娩間隔の短縮化は有利です。
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　なお、本分析は分娩間隔を基点に集計したもので
す。従いまして、繁殖障害等で不受胎のまま淘汰と
なり、分娩間隔が不成立となった牛の泌乳能力は対
象外になっています。

４　検定成績表の活用
　さて、このような偏った分布となる繁殖成績です
が、検定成績表ではどのように利用すれば良いでし
ょうか？検定成績表では、こういった偏った分布に
ついても利用出来るようになっていますが、このま
までは利用しずらいので牛群平均情報と比較してみ
るのが良いでしょう。牛群平均情報は当団のホ−ム
ペ−ジに掲載されています。

　　　

（１）分娩間隔
　図5は検定成績表（様式Ａ，Ｂ）の１枚目の中ほど
に示される分娩間隔です。上段が都府県平均、下段
がある農家の例になります。都府県平均は図２とは
時点が異なるので平均値は445日とちょっとずれてい
ますが気にしないで下さい。
さて、全国での中央値は409日だったわけですが、都
府県の平均情報でも、全体の53％の牛が424日までに
カウントされていることがわかります。455日以上の
区分に35％がカウントされていますが、これは延々
と延びる裾野を足し算すると35％という大きな数字
になりますが、実際には365日未満の区分の22％がも

っとも多い区分であることはもうおわかり頂けると
思います。
　さて、あなたの牛群ですが、分娩間隔としては２
産と３産までは極めて良好なのですが、４産以上で
は455日以上の区分でカウントされる頭数が多く、３
産目での人工授精の結果が思わしくなかったと考え
られます。また、カッコ書きで予定とあります。
　これは現在妊娠中の牛が分娩予定日どおりに分娩
したときに想定される分娩間隔です。将来の分娩間
隔を予測しているわけですが、あなたの牛群では急
激に分娩間隔が長期化して、次産がそろうころには
476日まで悪化してしまう可能性が高いことを読み取
ることができます。（その後の妊娠の状況や淘汰、導
入等で変動します。）　

（２）空胎日数
　図6は検定成績表（様式Ａ，Ｂ）の1枚目の中ほど
に示される13カ月移動の空胎日数部分です。左が都
府県平均、右がある農家の例になります。空胎日数
の都府県の中央値は143日ですから、145日以上の区
分は約50％程度になります。
　あなたの検定成績表では最近の1月の平均で197日
ですから平均にお及びもしません。11月位から空胎
日数145日以上のものが急増して繁殖成績が急速に悪
化しています。また空胎日数84日までの授精も最近
は5％と極端に少ないようです。空胎日数はまだ分娩
していない妊娠牛について計算していますので、上
述の分娩間隔で長期化が予測されたのは、こういっ
たことが原因と考えられます。

分娩間隔中央値（409日）で区分した時の３０５日乳量の度数分布
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（３）初回授精
　図7は検定成績表（様式Ａ，Ｂ）の1枚目の下段に示
される授精報告です。過去1カ年では初回授精の成績
は都府県平均以上に良く79日までに全頭の74％に授
精しているようです。しかし、最近は初回授精がドン
ドン遅れているのがわかります。分娩後100日以上の
長期にわたり授精を行っていない牛も4頭いるようで
す。こういった初回授精の遅れが、前述の空胎日数の
遅れにつながっていることは言うまでもありません。
また、初回授精の遅れは単に発情の見逃しではないこ

ともあります。分娩前後のカルシウムコントロ−ル
などの処置が不十分な場合や難産や死産、後産停滞
などの場合に、分娩後の子宮の回復が遅れ、良い発
情が60日ごろでは未だ再帰しないことも見られます。
初回授精が遅れている場合はこういった点を確認し
て下さい。

５　まとめ
　牛群検定成績表の分娩間隔、空胎日数、初回授精の
３つの成績に、日数による細かい区分が設けてある理
由がおわかり頂けたでしょうか？あなたの牛群でも
分娩間隔が３９５日までの検定牛が一番多いはずで
す。繁殖成績の悪化を乳量のせいにしてしまうこと
は簡単ですが、今一度、検定成績表を見てみて下さい。
高乳量であるにも関わらず、分娩間隔が良好な検定
牛がたくさんいるはずです。そして、繁殖成績が長
期化している牛の飼養管理上の課題を検定成績表か
ら洗い出してみて下さい。
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答）１ ②　２ ③　３ ②　４ ①

 力試し！これであなたも牛群検定マスタ ！  Ｎｏ.１７  

３　平成24年の全国の空胎日数の平均値は163日であったが、

　　半数の牛は○○日までに妊娠している。

① 平均値163日付近

② 中央値136日付近

③ 最頻値84日付近

４　検定成績表の分娩間隔の予定の欄は、

① 現在妊娠している初産以上の牛が分娩したときに

　 予測される分娩間隔

② 現在妊娠している未経産の牛が分娩したときに

　 予測される分娩間隔

③ 現在授精している牛がすべて妊娠したと仮定したときに

　 予測される分娩間隔

１　分娩間隔デ−タを利用するときの注意点は？

① 分娩間隔は初産以上の牛の繁殖成績である

② 分娩間隔は2産以上の牛の繁殖成績である

③ 分娩間隔は分娩予定を勘案することで、

　 未経産牛も含む繁殖成績である。

２　平成24年の全国の分娩間隔の平均は435日であったが、

　　分娩間隔ごとに該当する頭数を数えたとき、

　　一番多い頭数となる分娩間隔は？

① 平均値435日付近

② 中央値409日付近

③ 最頻値361日付近
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