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1　はじめに

代謝プロファイル試験の基礎を解説する連載、その
3 回目は、いよいよ具体的な検査内容に入ります。代
謝プロファイル試験は、原則、血液検査ですが、必要
に応じて血液以外の検査も行っていきます。それらの
項目の多くは目的や必要に応じて加えていくものです
が、ボディーコンディションスコア（body condition 
score, BCS）だけは、ほぼ必要で行われています。ご
存知の方も多いかと思いますが、血液検査に入る前
に、まずはBCSから解説します。

2　BCS（body condition score）とは何だろう

BCSとは、体脂肪の蓄積の程度を外的に判定した指
標です。平たくいえば、「太っている」「痩せている」
を数値化したものです。体脂肪の蓄積を判定する方法
は、様々な方法が検討されています。その中には、脂
肪の厚みを超音波画像診断装置で測定したり、身体の
電気抵抗から脂肪の蓄積率を類推したりする方法など
もありますが、代謝プロファイルで利用する場合、短
時間で多くの頭数をチェックしないといけないため、
手間のかかる方法はとれません。そこで外観（見た
目）の観察や軽く牛の身体に触れる程度で体脂肪蓄積
を判定する手法が必要になります。BCSは正にこのよ
うなニーズに応えるように発達した手法です。

ところで、「太った」「痩せた」を判定者がそれぞれ
の感覚だけでスコア化してしまうと、判定者の個性が
強く出てしまうため、牛群を客観的に判断する指標には
なりません。このため、どの様にすれば客観的なスコア
リングができるかという方法論は古くから研究されて来
ました。例えば、1980年代にWildmanやEdomonsonら
が、脂肪の蓄積が判りやすい部位十数箇所に、具体的
な判定基準を儲けてスコアリングしていく方法を提唱
しました。この方法が発表された当初は、非常に画期

的なもので、広く受け容れられ、この方法をベースに
その地域に適合した様々な変法も作られるなど、それ
なりに発展もしました。しかし、この方法の欠点は、
検査部位が多く、迅速な判断ができなかいことに有り
ました。また、同じ牛でありながら見る部位によって
極端に異なる判定がでることもあり、最終的なスコア
をどうしたら良いかという判断に困ることもありまし
た。更に、こういった複数個所を個別に判定し、総括
してスコア化するという複雑なシステムですと、判定
者毎に重視する項目が異なり、判定に個人差がでやす
いという欠点もありました。

そこで、1994年にFergusonらによって、より系統
的にスコアリングを行う方法が提唱されました。この
方法は、これまでのどの方法に比べても、短時間かつ
的確に牛の状況を判定できる上、主観や先入観が入り
にくく、個人差が少ないと言う特長がありました。こ
のため、現在では標準的な判定方法として広く普及し
ています。ということで、今回はFergusonらの方法
によるBCSの判定法を詳しく解説します。

ところで、牛の場合、BCSのスコアは「痩せすぎ」
を 1 に、「太りすぎ」を 5 とする 1 から 5 の段階スコ
アで表現するのが一般的です。これも当初は 1 きざみ
の 5 段階評定でしたが、現在では、その間を0.25から
0.5で刻み、合計15-17段階で評価する方法が定着して
きています。Fergusonらの方法では、1.0から2.0は0.5
きざみ、それ以上は0.25きざみとなっています。

3　Fergusonらの方法（UV法）によるBCS判定

Fergusonらが唱えた方法の大きな特長は、これま
で普及していたBCSの採点基準を大幅に整理し、系統
化して評価した事です。とくに観察ポイントをぐっと
減らし、更にチェックしていく順番を指定することに
よって、一連の流れの中でスコア化出来るようにした
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ことで、現場での実用性を高めています。原理的に
は、これまで様々な方法で用いられてきた観察ポイン
トの中で、とくに牛の状況を反映している部位のみに
焦点をしぼり、明確な判定基準を基に、フローチャー
ト式に判定を進めていくというものです。こうするこ
とによって判定者によって重視するポイントが変わっ
たり、判定基準が揺らいだりする事が無くなるので、
判定者間の差も少なくなるというメリットがありま
す。具体的に解説していきましょう。

①Step 1
まず、牛の横側の少し離れた位置に立ち、牛の臀部

を眺めます。注目するポイントは腰角・股関節・坐骨
結節を結ぶラインです。図 1 は、腰角・股関節・坐骨
結節の位置が分かるように骨格と外観をかさねて描い
た概略図です。通常、股関節付近はへこんでいますか
ら、腰角から股関節付近を通って坐骨結節にいたるラ
イン（下向きに凹んだライン）となります。このライ
ンが、V字形に見えるかU字形に見えるかを判定しま
す。仮にV字形に見えたなら、BCSは3.00以下と判定
し、Step 2 - 1 へ進みます。逆にU字形に見えたなら
3.25以上が決定です（Step 2 - 2 へ）。更に皮下脂肪が
厚く付いてくると股関節付近が窪まずに平坦に見える
様になると4.5以上となりStep 2 - 3 へ進みます。さら
に丸く盛り上がってしまうと5.00となります。

このように、第一段階で臀部の脂肪の載り方をシル
エットがU字に見えるかV字形に見えるかで判定するの
で、Fergusonらの方法を一般にUV法と呼んでいます。

②Step 2-1 （Step1でV字だった場合）
図 2 のようにStep 1 で

V字と判定した場合、次
に観察するポイントは腰
角と坐骨結節になります。

図 3 に腰角と坐骨結節
の位置を示します。この
時、腰角と坐骨結節がと
もに丸まって見えたら
3.00と判定し、坐骨結節
は丸いが次に腰角が骨張
って見えたら2.75と判断
します。さらに坐骨結節
も骨張って見えるなら2.50以下とし、この段階で坐骨
結節に手を当て、皮下に薄いパッドのような脂肪の層
が残っているようなら2.50とし、それがないなら2.25
以下とし、次のチェックポイントに移動します。

次のチェックポイントは、腰椎の横突起です。牛の
腰椎には 1 つの腰椎から左右に飛行機の羽根のような
突起物がついていて、この上に筋肉や脂肪の層が乗っ
ています。この部分を観察すると根元側（脊柱側）は
筋肉や脂肪の層が厚いのですが、先に行くに従って筋
肉や脂肪の層が薄くなり、 1 本 1 本の骨が区別できる
ようになってきます。この 1 本ずつ見える部分がどれ
くらいの割合になっているかを判定します。 1 本ずつ
の骨として認められる部分が全長の半分未満なら

図1　�腰角・股関節・坐骨結節の位置�
（CTの画像をもとに模式化したもの）

図3　�腰角と坐骨結節の位置
この牛は、腰角、坐骨結節、ともに角張っていると判定。更に、坐
骨結節の触ると皮膚を通して羽を直に触れるような感覚であった
為、脂肪パットなしと判定。

図2　�Step1でV字と
判定した例
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2.25、それ以上見えるなら2.00以下と判定します。2.00
以下の判定に関しては、Fergusonらは研究する上で
の基準を設けていましたが、多くの牛で適用できる有
効な分類法を設定することができなかったようで、横
突起の全長が見えていたら1.50以下という中途半端な
基準しか示していません。診療においては、病的に削
痩していて2.00以下の判定をしないといけない事もあ
りますが、MPTの対象になる牛に、そこまで痩せて
いる牛はまずいませんので、2.00未満の基準がなくて
も大きな問題になりません。Step 1 でV字だった場合
の判定法を表 1 にまとめました。

今説明した方法はFergusonらのオリジナルの方法
ですが、実際に運用するにあたって、牛に触れられな
かったり、2.5以下の判定の部分が判りにくかったり
と、現場で運用しにくいこともあるので、一部の地域
では2.75以下の部分に少し手を加えて、以下のように
することもあります。

まずは坐骨結節と腰角のどちらかが骨張って見えた
ら2.75とし、両方とも角張って見えたら2.50以下とし
て、腰椎横突起背側面を見ます。横突起が全体の1/4
見えていたら2.50とします。また、全体の1/2 〜 2/3
見えていたら2.25、3/4見えていたら2.00とし、さらに
先端部がのこぎりの歯のようになっていたら2.00以下
と判定するというものです。

③Step 2-2 （Step1でU字だった場合）
今度はStep 1 でU字だった場合（図 4 ）の説明をし

ます。この場合、次に観察するポイントは仙骨靱帯と
尾骨靱帯をみることになります。

仙骨靱帯とは、腰角から仙骨に向かっている靱帯
で、いわゆる十字部を形成する靱帯です（図 5 の薄グ
レー矢印）仙骨靱帯という言葉はどちらかといえば俗
称に近い用語で、解剖学で背側仙腸靱帯と呼ばれてい
る大きな靱帯の一部（背側端の皮膚に近い部分）にな
ります。 

一方、尾骨靱帯は坐骨
結節から尾根部に延びて
いる靱帯です。この靱帯
は、分娩時に大きく緩む
ので、分娩徴候のチェッ
クに利用している方も多
いと思います。尾骨靱帯
というのも俗称に近い用
語で、解剖学で広仙結節
靱帯と呼ばれている靱帯
の一部になります（図 5
の濃い矢印）。実際の判

定法では、この靱帯がはっきりと判るか判らないかを
基準にします。図 5 では靱帯の位置が非常に分かりや
すいので、あえて図 3 と同じ写真を用いていますが、
この牛はStep 1 でV字と判定されていますので、仙骨
靱帯・尾骨靱帯によるBCS判定は行ないません。実際
にU字と判定された図 6 の牛の場合は、仙骨靱帯・尾

表1　V字型の場合
BCS 腰角 坐骨結節 腰椎横突起
3.00 丸みをもつ

丸みをもつ
判別可能 
1/2未満

2.75

角張る
2.50 角張る 

脂肪パッドあり
2.25

角張る 
脂肪パッドなし2.00 判別可能 

1/2以上

図4　�Step1でU字と
判定した例

図5　仙骨靱帯と尾骨靱帯の位置：図3と同一牛

図6　BCS�3.25の例
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骨靱帯もともにはっきりと尾根のように見えます。
このよう 2 つの靱帯がともに明瞭な場合には3.25と

判定します。通常、十字部より尾根部の方が、脂肪が
つきやすいので、太り始めると先に尾骨靱帯が判別し
にくくなります。何とか尾骨靱帯が判別できるような
状態になると3.50と判定し、脂肪に埋まってしまい判
別できなると3.75以上になります。この時、仙骨靱帯
を見て、何とか仙骨靱帯が何とか判別できるようなら
3.75になり、できないようなら4.00以上になります。図
7 の牛の尾骨靱帯は全くわからないものの、仙骨靱帯
はまだわかるので、3.75と判定します。

ここまでの過程で4.00以上になった場合、次はV字
の時と同じ要領で腰椎横突起が判別できるかを見ま
す。この時、背側面で横突起が確認できるようなら
4.00ですが、もっと皮下脂肪が厚くなり先端部のみで
しか横突起が確認できないなら4.25になり、更に先端
部でも横突起が確認できなく判らないのであれば4.5
以上ということでStep 2 - 3 に移行します。

なお、一部地域で利用されている
改良法では、Step 1 のU字を、通常
のU字となだらかなU字（平坦なU
字）に分け、平坦なU字だった場合
は4.00以上としています。

④Step 2-3平坦だった場合
Step 1 で平坦と判定された場合、

次に確認する部位はV字の時（Step 
2 - 1 ）と同じ腰角と坐骨結節にな
りますが、この段階で、坐骨結節は
ほとんど判別出来なくなっていま
す。もし坐骨結節が明瞭であるな
ら、Step 1 の判定がおかしいという

ことになります。ですので、実際に確認するのは腰角
が判るかどうかです。腰角が判別できるなら4.5とな
り、判らないなら4.75以上になります。なお、5.00は
前述のようにStep 1 の段階で平坦を越えて丸く盛り上
がっている状況です。また、この状態だと、腰角、坐
骨結節、仙骨靱帯、尾骨靱帯と言った、本来盛り上が
っている部分が全く判別できなくなっています。

4　おしまいに

FergusonらのBCS判定方法（UV法）をフローチャ
ートにまとめ、図 8 に示します。この方法は、第一段
階の側望の観察が重要な鍵を握っています。ここで失
敗すると、実際と大きくかけ離れた判定をする事があ
るので、注意が必要です。とくに、判定する場所の明
るさや陽射しの方向などで影響されることがあるの
で、慣れないうちは、できるだけ明るくて、可能なら
明暗の差が少ない場所で判定すべきでしょう。

今回はUV法によるBCS判定法に付いて解説しまし
たが、次回は、MPTにおけるBCSの活用法について
解説します。

図7　BCS�3.75の例

表2　U字型の場合
BCS 仙骨靭帯 尾骨靭帯 腰椎横突起
3.25

明瞭
明瞭

背側面で 
識別可能

3.50 わずかに見える
3.75 わずかに見える

識別不可能

4.00

識別不可能4.25 先端のみ 
識別可能

≧4.50 先端でも 
識別不可能

図8　UV法によるBCS判定


