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黒毛和種繁殖雌牛における分娩間隔延長要因の分析と対策

鍋西久・亀樋成美・坂口浩平・黒木幹也・中原高

（宮i崎県畜産試験場）

Factorial analysis and practical approaches to improve reproductive performance in Japanese black cattl巴．

Hisashi NABENISHI, Narimi KAMEBI, Kouhei SAKAGUCHI, Mikiya KUROGI and 

Takashi NA五AHARA 

＜要約＞県平均の分娩間隔は約 414日となっており、所得確保のためにも分娩間踊の短縮

が急、務である。そこで、分娩開隔延長の要因を明らかにする目的で県内の人工授精成績を詳

細に解析し、現状の把握と問題点の抽出を行った。さらに、得られた結果から、勺年 l産”

を実現するために考えられる対策について検討した。平成 12年から 23i:j三までに人工授精さ

れた肉用牛繁殖雌牛延べ 101,416頭の成績を用いて繁殖成績の現状を分析したところ、各農

家の平均初回授精羽数と分娩間関との間には有意な正の相闘が認められた（i=0.85,pく0.01）。

また、平均実空胎日数についても分娩間隔との聞に有意な正の相関が認められたが（r=0.67,P 

く0.01）、受胎率は実空胎日数に影響せず、発情発見効率の低下が実空胎日数の延長に影響し

ていることが明らかとなった。以上のことから、初回授精日数の短縮、発情発見効率の改善

が分娩間隔を短縮するための近道になると考えられた。そこで、この二つの課題を解決する

ために、牛群の繁殖状況を把指し、発情や人工授精などの繁殖イベントを自発的に管理でき

る繁殖管理スマートフォンアプリと繁殖管理由転盤を開発した。

本県は全国有数の蜜産県であり、県内の農業産出 姿として、分娩間隔の短縮に耳元り組んでいる。そこ

額に占める畜産の割合は 55%と重要な産業のひと

つとして位霞付けられている。なかでも肉用繁猫雌

牛の飼養戸数は 7,280戸、銅養頭数は 78,800頭で、

いずれも鹿児島県に次ぐ全医第 2位で、内用子牛の

生産地として高い位置づけとなっている。一方で、

肉用牛の初回人工授精受胎率は全国的に低下傾向に

あり、近年では 60%を下回っていることが報告さ

れている。宮崎県内における肉用牛の平均分娩開隔

もれ3日（H24）となっており、繁殖経営の目標と

されている 365s （：年 l産）にはほど速い状況で

ある。

宮崎県では、平成 22年の口蹄疫発生からの復興、

さらに新たな成長に向け、音産新生の取り組みを進

めている。そのなかで、「宮崎県畜産新生プランJ

を策定し、肉用牛繁殖経営ではつ年 l産”を目指す

で、県内における肉用牛の繁殖成績改善を達成する

ため、分娩間隔延長の要因を明らかにする話的で県

内の人工授精成績ーを解析し、現状の把握と問題点の

抽出を行った。さらに、勺年 l産”を実現するため

に考えられる対策について検討した。

I. 宮崎県内における繁殖成績の現状

調査対象は県内の肉用牛繁殖経営 594戸で、平成

12年から 23年まで、に人工授精された肉用牛繁殖雌

牛延べ 101,416頭の成績を用いて繁殖成績の現状を

分析し、分娩開隔に影響を与えている主要因の解析

を行った。さらに、繁殖成績が良好な農家とそうで

ない農家とを比較することで、分娩間陪が延長して

いる農家ではどこに開題があるのか検討した。



黒毛和種繁殖雌牛における分娩間隔延長要因の分析と対策

( 1 ）初回授精日数と分娩間隔との関係

図 1-1に初回授精日数と分娩間隔との関係を示し

た。初回授精日数と分娩間隔との間には有意な正の

相闘が認められ（r=0.85 Pく001）、初回授精日数が

短い農家ほど分娩間隔が短く、日数が長い農家ほど

分娩間隔が延長 していた。
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図ト1初回授精日数と分娩間隔との関係

また、分娩間隔が 365日以下（I年 l産）の農家で

は初回授精日数は 2ヶ月以内であるのに対し、 425

日以上の農家では初回授精までに約 4ヶ月も要して

いることが明らかとなった（図 ト2）。つまり 、分

娩間隔の差は、分娩から初回授精までの日数の差と

も言える結果となった。
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図1-2分娩間隔365日以下と425日以上農家の比較

た。そのためには、分娩後 20～ 40日までに初回発

情を確認することが重要であり、早期に初回発情が

回帰するような飼養管理が最低限求められる。 しか

しながら、初回授精日数の長短に影響を及ぼしてい

る主な要因は、農家の意識によると ころが大きいの

ではなし、かと考えられた。

( 2）実空胎日数と分娩間隔との関係

図 2-1に初回授精から受胎するまでの日数（実空

胎日数）と分娩間隔との関係を示した。実空胎日数

と分娩間隔との聞には有意な正の相関が認められ

(r=0.67, pく0.01）、実空胎日数が短い農家ほど分娩

間隔が短く、 実空胎日数が長い農家ほど分娩間隔

が延長しているという結果になった。
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図2-1実空胎日数と分娩間隔との関係
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したがって、分娩間隔が延長している農家において、 図2-2分娩間隔365日以下と425日以上農家の比較

分娩間隔を短縮するための最初の解決策は、初回授

精までの日数を短縮することではなし、かと考えられ また、分娩間隔が 365日以下（1年 l産）の農家の
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実空胎日数は一発情周期内であるのに対し、 425 日 く、発情発見効率が低い農家ほど分娩間隔が延長し

以上の農家ではそれよりも約 lヶ月も延長している ている結果となり、 425 日以上の農家の発情発見効

ことが明らかとなった（図 2-2）。 率は、 365日以下（1年 l産）の農家よ りも著しく

図 3-1は受胎率と分娩間隔との関係を示したもの 低かった （図 4・2）。

であるが、受胎率は分娩間隔に影響せず、425 日以

上の農家の受胎率も、分娩間隔が 365日以下（1年 l

産）の農家とほとんど差がなく、（因 子2）今回の

ケースでは分娩間隔の延長に受胎率は影響していな

いということが明らかとなった。
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図3-1受胎率と分娩間隔との関係
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図 4-1は実空胎 日数に影響するもう一つの要因で

ある発情発見効率（＝授精回数／初回授精から妊娠

までの理論的な発情回数× 100）と分娩間隔との関

係を示したものである。発情発見効率と分娩間隔と

の問には有意な負の相闘が認められ（r=-0.75,pく

0.01）、発情発見効率が高い農家ほど分娩間隔が短
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図4-1発情発見効率と分娩間隔との関係
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図4-2分娩間隔365日以下と425日以上農家の比較

以上のことから、分娩間隔が延長している農家で

は、受胎率が低いのではなく、発情発見効率が低い

ということが明らかとなった。 したがって、実空胎

日数を短縮するための近道は、発情発見効率の改善

に尽きる結果となった。

II. ”1年 1産”を実現するための繁殖管理ツール

の開発

( 1 ）繁殖管理スマートフォンアプリ

身近となっているスマートフォンを意識的な発情

管理を行うための繁殖管理ツールとして活用するた
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め、これまでになかったスマートフォン等の携帯端

末用の繁殖管理アプリを開発した。

繁殖管理アプリ開発のコンセプトは、繁殖管理の

みに絞った”単純な機能と簡単な操作性”で、スマー

トフォンの機能と機動性を生かすとともに、忙しい

農家でも無理なく操作できるように入力作業を極力

省くこと、普及性を高めるために低コスト化を図る

ことを念頭に置いた。一方で、これまでの調査結果

を反映させ、分娩間隔短縮の近道である分娩後初回

授精日数の短縮と発情発見効率の改善を達成するた

めに有効と考えられる機能を盛り込んだ。

図5 開発したスマートフォンアプリの概要

圃園時

- Al対象牛
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開発した繁殖管理アプリは、起動時には発情予定

牛、人工授精対象牛や分娩予定牛など、その日に注

意する牛のリストが表示される警告画面が必ず出る

ようにした（図 5-1）。警告画面を閉じるとアプリ

の基本画面になり、管理している牛の一覧が表示さ

れる（図 5-2）。この画面では繁殖状況に応じて五

色の色分けで表示される。色分けは、赤色：分娩後

人工授精待ち、黄色．人工授精後妊娠鑑定待ち、緑

色 妊娠鑑定済み（＋）、灰色：妊娠末期、白色：

育成牛とし、特に赤色と黄色で表示されている牛に

ついて注意しなければならない。

基本画面の牛の名号をタップすると、その牛の繁

殖状況が詳細に表示される（図 5-3）。この画面か

ら繁殖管理画面に進み、繁殖イベント（分娩、発情、

人工授精、受精卵移植、妊娠鑑定）を選択、入力す

るが（図 5-4）、過去の繁殖状況（産歴、種付記録、

分娩間隔）を記録、確認することもできる。

さらに、複数の管理者（例：家族、従業員問）に

よるデータ共有も可能となるほか、農家が入力した

データをテキスト形式で出力できるようにしたた

め、普及指導員や JAの技術員等が、繁殖改善のた

めのコンサノレティングにも効果的に活用できるよう

に設計している点も大きな特徴である（図 5-5）。

( 2）繁殖管理回転盤

携帯端末を持っていない農家や携帯端末の取扱い

に不安を唱える農家のため、繁殖管理アプリと同様

の性能を持つアナログ的な繁殖管理ツーノレ（繁殖管

理回転盤）も新たに製作した（図 6）。繁殖管理回

転盤自体は今から 50年近くも前にアメリカで開発

され、様々な改良がなされ今日に至っている。一 日

に一目盛り回転させる手間は必要になるが、ホワイ

トボードやノートでは実現できない牛群の繁殖状況

の動きを直感的に知ることができる。

図6.“1年1産”を実現するための繁殖管理回転盤

今回製作した繁殖管理回転盤にもこれまでの調査

結果を反映させ、繁殖管理（分娩から妊娠が確定す

るまで）のみに特化している点が大きな特徴であり、

”l年 l産”を実現することを意識して製作した。そ

のため、目盛り間隔が広いため視認性が高くシンプ

ルな文字盤となっている。製作の背景と狙いは、ス

マートフォンアプリの開発と同様であり、分娩日を

起点として分娩後の経過日数の把握、発情予定牛、

観察注意牛の表示や繁殖状況による色分けにより、

牛群の繁殖状況の”可視化”を回転盤によって図って

いる。色分けは、四面がそれぞれ赤色：分娩後人工

授精待ち、黄色：人工授精後妊娠鑑定待ち、緑色：
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妊娠鑑定済み（十）、白色：発情予定牛からなる匹｜

角柱の牛 No. （名号）タグによって行い、繁殖状況

に応じてタグを回転させて色を変える仕組みであ

る。この｜豆｜転般を使用することで、牛群の繁殖状況

が痘感的に把握できるようになる。

菰．まとめ

これまでの調査結果から、繁殖成績を改善するた

めには、まず牛群の繁殖状況を農家自身が把握する

ことが必要であり、そのためのひとつの手段として

今田紹介した繁殖管理ツーノレを提案することに主っ

た。今回開発した繁殖管理ツールはいずれも製品化

され、普及が広まりつつあるところである。
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