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生産性向上を目的とした牛舎環境指標計の開発

生産性向上を目的とした牛舎環境指標計の開発

鍋西久・重永あゆみ1）・亀樋成美・黒木幹也・中原高士

1）延岡家畜保健衛生所

Hisashi NABENISHI, Ayumi SHIGENAGA, Narimi KAMEBI, Mikiya KUROKI and 

Takashi NAKAHARA 

く要約＞熱環境は家畜の生産性に様々な影響を及ぼし、暑熱や寒冷といった適温域外にお

ける生産効率の低下が、畜産経営に大きな損失をもたらしている。さらに今後、地球温暖化

の進行による気候変動の影響が危倶されることから、その対策が急務となっている。しかし

ながら、暑熱や寒冷の影響については、明確な指標がなく生産者の勘または体感によって管

理されている現状では、効率的な環境制御が実現しているとは言えない。そこで、熱環境が

乳用牛および子牛の生産性に及ぼす影響を明らかにするとともに、熱環境が生産性に及ぼす

影響と畜舎の熱環境を“見える化”できる指標計を開発した。

恒温動物である家畜にとって、熱環境は恒常性の

維持に直接かかわりをもっ環境であるので、他の環

境よりも特に重視する必要がある。ところが、我が

国の気候条件は一年を通して変化に富む明瞭な四季

を有しており、気温の変化が大きいという特徴を持

つことから、熱環境の変化に伴う生産性への影響が

懸念されている。特に、暑熱環境下では、飼料摂取

量低下に伴う増体量の減少や乳生産量の減少、繁殖

成績の低下が深刻な問題となっている。一方、幼畜

1は体温調節機構が未発達なため低温に対する抵抗力

が弱く、寒冷環境下では発育停滞や死亡率が増加す

ることが知られている。このような熱環境の変化に

よる家畜の生産性低下は、畜産経営の不安定化のー

要因として考えられている。したがって、我が国に

おける家畜生産においては、畜舎環境をいかに制御

して家畜の生産性を向上させるかを課題としなけれ

ばならない。

しかしながら、畜産経営における熱環境の制御は

基本的事項として考えられているにもかかわらず、

暑熱・寒冷対策については、多くの場合、生産者の

勘または体感によって管理されており、結果的に生

産性の低下を招いているのが現状である。さらに、

家畜に対する熱環境の影響は、畜種や発育ステージ、

生産物（乳・肉）で異なることから、それぞれの生

産現場において家畜を管理するための熱環境の適正

制御の目安となる指標（計）の開発、普及が望まれ

ている。

そこで、本研究では、熱環境が乳用牛および子牛

に及ぼす影響を評価することによって新たな指標を

策定し、生産現場で活用できる指標計を開発製品化

することを目的とした。

1 乳用牛に対する暑熱ストレスの影響

( 1 ）人工授精成績の季節変動

夏季に乳牛の繁殖性が低下することは、よく知ら

れているが、圏内における人工授精成績の季節変動

に関するデータは少ないのが現状である。そこで本

研究では、西南暖地に位置する宮崎県内で飼養され

ている泌乳牛の人工授精成績を収集・解析し、環境

要因との関係について調査した。
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図1は、 2006年からの 3年間に、宮崎県内の酪農 き、躍内温度は 38.7℃から 0.7℃上昇し、結果とし

家 170戸（県内酪農家の約半数）で飼養されている て受胎率は 40.5%から l1.6%低下した。したがって、

泌乳牛延べ l1,302頭の初回人工授精成績を月毎に THIの増加による泌乳牛の高い深部体温が受胎率低

示したものである。今回の調査結果から、夏季の人 下のひとつの要因であると考えられた。

工授精頭数の減少と受胎率の著しい低下が認められ

た。したがって、環境要因が乳牛の繁殖性に影響を 40・0

及ぼしている可能性が示唆された。さらに、各月の

受胎率は、気温や湿度よりも温湿度指数（THI）の

影響をより受ける結果が得られたことから、泌乳牛

の繁殖性に対する暑熱の影響を評価するうえで THI

を採用することとした。

なお、温湿度指数（THI)は次式で求められるいわ

ゆる不快指数である。

THI=(0.8×温度）＋（相対湿度／100）×（温度－14.4)
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図2 THIと陸内温度との関係

80 

( 3）乳用牛のための牛舎環境指標計の開発

90 

THIは温度と湿度から数式によって算出 しなけれ

ばならない。しかし、日常の飼養管理において、刻

々と変化する牛舎の温度と湿度から THIを求める

のは現実的ではない。さらに、温度と湿度をもとに

した早見表やチャートについても、一手聞かかるた

め有効に活用されていない。

そこで、牛舎の T回 を一目で把握でき、計測器

としての機能だけではなく、乳牛に対する暑熱スト

図1 宮崎県内における乳牛の人工授精成績 レスの度合いを暑熱対策の目安と して付加した指標

計を開発し、 ”ヒー トス トレスメ ーター”として製品

( 2）乳用牛の陸内温度と受胎率との関係 化した（図3）。

図2は、THIと躍内温度との関係を示したもので なお、本指標計は、（株）エンベックス気象計より

ある。非暑熱期では、 THIと臆内温度との聞に相関 「ヒー トス トレスメーター」として製品化されてい

は認められず、陸内温度はほぼ一定に保たれている る。

が、暑熱期では THIの増加に伴い、睦内温度が有

意に上昇する結果となり、 回帰式の交点から THI:

67.2を境に臆内温度が上昇すると推定した。したが

って、暑熱対策の目安としては THI:67.2が適して

いると考えられた。 THIと受胎率との関係および

THIと深部体温との関係を結びつけて考察すると 、

暑熱に対する感受性が最も高いと推測した人工授精

前日の THIが関値の 66-70を超えて 80くに達すると
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図3 開発した”ヒートストレスメーター”

THIを暑熱対策の目安として活用することのメリ

ットは、牛舎内温度だけでなく湿度も考慮、される点

である。この指標計には温度 ・湿度計のほか THI

表示計が中心に配置され、 THIの表示盤の色分けに

は、これまでに実施した野外調査によって得られた

繁殖や深部体温測定データが反映されている。すな

わち、泌乳牛が暑熱ス トレスとして感じ始めると推

測した THI: 67.2 （ブレーク ポイント）を暑熱対策

開始の目安として表記するとともに、体温上昇と受

胎率低下の度合いに応じて THIを 4段階に分類し

色分けしている （THI・ 65 -70 （黄）、 71 75 （櫨）、

76 - 80 （朱）、 81以上（赤））。つま り、色が濃く

なるにつれて乳牛に対する暑熱ス トレスの度合いが

高まり、体温上昇と受胎率低下の危険性が高くなる

ということを示している。我々が不快さを感じない

温湿度域でも乳牛にはストレスとなっていることを

意識してもらう こともこの指標計開発の狙いであ

る。

2 子牛の健康、発育に対する環境要因の影響

( 1 ）子牛の疾病発生と環境要因との関係

子牛の疾病発生データは、 NOSAi連宮崎の家畜

診療カルテをも とに、都城管内における 2008年 7

月から 3年間の延べ 19,770頭（肉用子牛： 19,313

頭、乳用子牛 ：457頭）の生後 6ヶ月齢までの子牛

の疾病データを供試した。期間中の環境データは、

都城管内のほぼ中心の気象観測データの気温と湿度

を採用するとともに、得られたデータから温湿度指

数（THI）を算出し、階層毎に分類し解析に供した。

調査地域における期間中の 1日当たりの子牛の平

均疾病発生件数は 17.7 ± 0.4件（Mean± SE）で

あった。 1日当たりの子牛の平均疾病発生件数と日

平均 THIとの関係では、 THIが高くなるにつれて

疾病発生件数が減少する有意な負の相聞が認めら

れ、気温や湿度よりも特に THIの影響を受ける結

果となった。これは、乳用牛（泌乳牛）の場合と同

様の結果である。

図4は、 1日当たりの子牛の平均疾病発生件数を日

最低、 日平均、日 最高 THIの階層毎に示したもの

である。 1日当たりの子牛の平均疾病発生件数は、

日最低 T日： 45-50、日平均 T回： 55-60、日最高 THI

・65-70を境に下回ると増加する結果となり、特に

寒冷環境の影響を受けている ことが明らかとなっ

た。
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図4 THIと子牛の日平均疾病発生件数との関係

図5は、今回の調査でみられた疾病のうち大部分

を占めた呼吸器病（n=l0,841）、消化器病（n=6,256）、

寄生虫病（n=878）、皮膚病（n=803）および泌尿器

病（n=l92）の発生割合を日平均 THIの階層毎に示

したものである。もっとも発生件数が多かった呼吸

器病や泌尿器病の発生割合は、 THIの低下に伴い段

階的に増加した。一方で、 THIが 65を超えると寄

生虫感染症の発生割合が増加するとともに、 70を

超えると消化器病の発生割合が高くなる結果となっ

た。したがって、子牛の疾病発生に対する環境要因

の影響が大きいことが明らかとなった。このことは、

熱環境の変化に応じて管理方法を対応させていかな

ければならないということを意味しており 、人間で

いうところのインフルエンザ流行注意報や食中毒注
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0.89 意報のように、子牛に対しても季節特異的に特に注

意を払うべき疾病に対し、対処法を明確にする必要

性が求められる結果となった。 nMJ
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図 7は、子牛出生後 4～ 6ヶ月間の平均 THIと

セリ出荷時の DGとの関係を示したものである。出

生後 3ヶ月までとは対照的に、出生後 4～ 6ヶ月間

は THIが高くなるにつれてセリ出荷時の DGが低

下する結果となった。このことから、出生後 4～6

ヶ月間は、寒冷環境の影響よりはむしろ暑熱環境の

影響を受け易いのではなし、かと推察された。生後間

もない子牛は皮下脂肪が少なく、体表面積が容積に

比べて大きいことから、特に寒冷ストレスに敏感で

あるが、子牛の低温臨界温度は発育につれてより低

くなる。今回の調査においてもこれを裏付ける結果

となった。
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( 2 ）子牛の発育と環境要因との関係

子牛の発育データは、 JA都城家畜市場における子

牛セリ成績をもとに、 2006年 4月からの 3年間に

開催された 62回分のセリ成績を採用し（n=39,174）、

セリ出荷時の体重と日齢から DG (1 日増体重）を

算出した。なお、期間中の環境データは気象庁観測

データから気温と湿度の月平均値を採用し、得られ

たデータから THIを算出して階層毎に分類後、子

牛の発育との関係について検討した。

期間中のセリ成績の平均は、出荷体重 281.3kg（去

勢 ：292.3kg、雌： 269.9kg）、出荷日齢 286.5 日（去

勢： 282.7日、 雌： 290.5日）、 DG0.88kg／日（去勢：

0.93kg／日、雌： 0.83kg／日）であった。

図6は、子牛出生後 l～3ヶ月間の平均 THIと

セリ出荷時の DGとの関係を示したものである。出

生直後の 3ヶ月間は THIが高くなるにつれてセリ

出荷時の DGが増加するのに対し、 THI:60以下で

は平均値を下回る結果となった。したがって、出生

後 3ヶ月齢までは寒冷環境の影響を受けていること

が明らかとなった。

図5

0.86 

>75 

出生後 4～ 6ヶ月の平均 THIとセリ出荷時

のDGとの関4系
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( 3 ）子牛のための牛舎環境指標計の開発

本研究において、 6ヶ月までの子牛の疾病発生に

対する環境要因の影響としては、気温や湿度そのも

のよりも THIの影響を受けることが明らかとなり、

日平均 THI: 60 （最低： 50、最高 70）を境に、 THI

の低下に伴い 1日当たりの疾病発生件数が有意に増

加した。また疾病別では、呼吸器病や泌尿器病の発

生割合は、 THIの低下に伴い増加するのに対し、消

化器病や寄生虫感染症の発生割合は、 THIの増加に

伴い増加するといった季節性の疾病発生傾向が明白

に認められた。

一方、子牛の発育に及ぼす環境要因の影響として

は、特に出生後 3ヶ月までは寒冷環境の影響を受け

易く、 4～ 6ヶ月までは逆に暑熱環境の影響を受け

易いという発育ステージによって反応性の違いがみ

られた。

以上のことから、子牛の疾病発生と発育に対する

環境要因の影響が明らかとなったことから、季節や

発育ステージに応じた適切な飼養管理（寒冷 ・暑熱

対策）が求められる。

そこで、今回得られた結果をもとに、子牛の健康

維持と発育改善を目的とし、飼養管理の目安として

活用できる指標計を開発し、”子牛のス トレスメー

ター”として製品化した（図 8）。この指標計には、

子牛の健康と発育に影響を及ぼす牛舎内の温度、湿

度、 THI域を危険度ごとに色分けで表示している。

生産者はこの指標計によって牛舎内環境が一目で分

かり、危険域に達した場合に寒冷または暑熱対策を

施すことができるというものである。

なお、本指標計は、「こうしのストレスm e t e 

r」として特許申請されている。

図8 開発した”子牛のストレスメーター”

31 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

