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黒毛和種牛における発情発見方法と分娩率との関連性

紀野瑛里奈 1) 上松瑞穂 2) 北原 豪 3.4) 

大澤健司 3,4) 佐々木羊介 1.4) t 

1)宮崎大学農学部 畜産草地科学科， 2)NOSAIみやざき

3)宮崎大学農学部 獣医学科， 4)宮崎大学 産業動物防疫リサーチセンター
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要 約 本研究の目的は，黒毛和種牛における発情発見方法と分娩率との関連性を分析することで

ある．宮崎県に所在する黒毛和種牛の繁殖農場 272戸を対象として，発情発見方法に関するアンケート

調査を実施し，各発l胄発見方法の実施手段と分娩率との関連性および複数の発情発見方法の組み合わせ

と分娩率との関連性を分析した発情発見の各方法に関して，実施農場と非実施農場との間で分娩率を

比較したところ，発情発見方法として鳴き声を用いている農場が用いていない農場よりも分娩率が高

かった (53.1士 0.9%vs. 50.2士 0.9%:p< 0.05). また，発情発見方法が「粘液のみ」であった農場は，「粘

液＆行動＆鳴き声」または「粘液＆鳴き声」の組み合わせで実施している農場よりも分娩率が低かった

(p < 0.05). 結論として，本研究では牛の鳴き声を発情発見の一つとして用いることが分娩率と関連し

ており，発情の見落としや遅れを防ぐために，個々の牛に対する観察に十分な時間をかけることが繁殖

成績を向上させるうえで重要であることが示唆された．

—キーワード：黒毛和種牛，飼養管理，発情発見方法，分娩率
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わが国における肉用牛の飼養戸数は小規模農場を中心

に年々減少傾向にある. 2017年の飼養戸数は 50,100戸

であり， 2007年と比較して 39%減少したが， 1戸当た

り飼養頭数は 49.9頭であり， 2007年と比較して 46%増

加しており，大規模化が進展している [ll一方家畜

改良事業団が実施している受胎調査成績によると，肉用

牛の凍結精液を用いて肉用雌牛および乳用雌牛に授精し

た際の受胎率は， 1990年頃から低下傾向にあり，過去

25年間で約 10%低下している [2]. また，宮崎県にお

ける 2008~2017 年度の肉用牛の凍結精液を肉用雌牛に

授精した際の受胎率も 56.1%から 50.6%に低下している

[3]. 受胎率や分娩率（人工授精回数に対する分娩数の

割合）の低下は子牛の生産効率を低下させ，農場経営の

損失へと繋がるため，適切な飼萱管理によって受胎率や

分娩率を向上させる必要がある．

t 連絡責任者：佐々木羊介（宮崎大学農学部 畜産草地科学科）

分娩率に関連している飼養管理として，発情発見方法

が考えられる．宮崎県の黒毛和種牛の繁殖農場を対象と

した調査では，大規模農場の分娩率は小規模農場のそれ

よりも高く[4], その要因として，大規模農場では発l胄

発見方法として牛用の歩数計（牛が発情すると運動量が

増える点に着目した小型の送信機）などの機材を用いる

割合が高かったことが関連していると考えられる特

に近年では様々な情報通信技術 (ICT)機器が開発さ

れており，歩数計や行動量センサなどが発情発見に用い

られている [5]. しかしながら，分娩率と飼養管理の間

における直接的な関連性はあまり報告されていない．そ

こで本研究では，各農場における発情発見方法と分娩率

との関連性を明らかにすることを目的として，農場が実

施している発l胄発見の方法と，各農場における分娩率と

の関係を調査した
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本研究では，宮崎県内における黒毛和種牛の繁殖農場

を対象として発情発見方法に関するアンケート調査を

実施したアンケート調査は 2015年に宮崎県およびみ

やざき農業共済組合の主催で開催された講習会に参加し

た黒毛和種牛の繁殖農場を対象とし，その場でアンケー

ト用紙を配布したアンケートは任意回答とし，その場

で回答用紙を回収したその結果， 331農場より回答が

得られた本調査は，発情発見方法と分娩率の関連性を

調査するため，これら 331農場のうち，発情発見方法に

関する回答と分娩率のデータの両方が得られた 272農場

を分析に用いたなお，本研究ではアンケート調査を用

いているため，各発情発見方法に関する具体的な内容を

把握することはできなかった分娩率のデータは 2011

-2015年までに授精された記録から算出し，各農場に

おいて，上記期間における総分娩頭数を総授精回数で除

して算出した．

統計分析には SASソフトウェア Version9.4 (SAS 

Institute Inc., Cary, NC, USA)を用いた一般化線形モ

デルを用いて発情発見方法に関する各方法の実施手法

と分娩率との関連性および発情発見方法の組み合わせと

分娩率との関連性を分析した有意水準はP< 0.05とした．

表 lには発情発見における各方法の実施手段と分娩率

との関連性を示した発情発見方法の各方法に関する実

施農場の割合は，粘液が82.7%, 行動が71.7%, 鳴き声

が 55.1%, 歩数計が4.4%であった．各方法に関して，

実施農場と非実施農場で分娩率を比較したところ，発清

発見方法として鳴き声を用いている農場が用いていな

い農場よりも分娩率が高かった (53.1土0.9%vs. 50.2土

0.9% ; p < 0.05). しかし，その他の方法と分娩率の間に

は有意な関連性はみられなかった．

表 lで示した発情発見方法は複数回答可としていたた

め，表 2では各農場において実施している発情発見方法

の組み合わせと分娩率との関連性を示した発情発見方

法の組み合わせとして最も多かったのは「粘液＆行動＆

鳴き声」で 31.6%であった発情発見方法の組み合わせ

は分娩率と有意に関連しており，発情発見方法の組み合

わせが「粘液のみ」であった農場は，組み合わせが「粘

液＆行動＆鳴き声」または「粘液＆鳴き声」であった農

場よりも分娩率が低かった (p<0.05). 

表 1. 各農場における発情発見方法の実施手段と分娩率との関連性 (n=272)

実施農場 非実施農場
発情発見方法

%1 分娩率 2

p値
n 分娩率 2 n %1 

粘液 225 82.7 51.9土0.7 47 17.3 51.4土1.6 0.76 

行動 195 71.7 51.4土0.7 77 28.3 52.8土1.4 0.37 

嗚き声 150 55.1 53.1土0.9a 122 44.9 50.2土0.9b 0.02 

歩数計 12 4.4 49.7土2.4 260 95.6 51.9土0.7 0.31 

1各方法に関する農場割合

2平均土標準誤差

a. b異符号間に有意差あり (p< 0.05) 

表 2. 各農場における発情発見方法の組み合わせと分娩率との関連性 (N=272)

発情発見方法の組み合わせ n %1 分娩率 2

粘液＆行動＆鳴き声 86 31.6 52.4士 1.2a

粘液＆行動 54 19.9 51.1土 l.2ab

粘液＆嗚き声 38 14.0 56.1士 2.2a

粘液のみ 34 12.5 48.3土 1.7b

その他 60 22.0 50.9土 1_4ab

1各組み合わせに関する農場割合

2平均土標準誤差

a, b異符号間に有意差あり (p< 0.05) 

-208-



本研究の解析結果より，発情発見の際に牛の鳴き声を

指標とすることが分娩率と関連していたこの結果は，

発l冑時の鳴き声に気が付くためには，牛舎の近隣に居住

しているなど，牛の鳴き声が聞こえる距離（範囲）に畜

主や従業員がいる時間が長いことと関連していると推察

される．鳴き声での判定には熟練を要するため，時間を

かけて行動観察することが重要であり [6]. 個々の牛に

対する観察に十分な時間をかけることが重要であること

が示唆された特に，近年は農場の大規模化が進んでお

り，その弊害として，過去の調査では発情発見の見落と

しや遅れ，農場での従事者人数の不足から授精時に農場

の担当者が不在となり，人工授精師が牛の状態を聞け

ない場合が多いことなどが報告されている [6]. このた

め，分娩率向上に向けた飼養管理技術改善の目標を設定

するだけでなく，その目標を遂行・徹底することも重要

であると考えられる．

また，発情発見方法が「粘液のみ」であった農場は，

複数の手法を組み合わせていた農場よりも分娩率が低

かったこのことから，個々の観察を行う際には，より

多くの手法を組み合わせて用いることで発情の見逃しを

防ぐことができ，受胎率，そして分娩率の向上に繋がる

と考えられる．

発情発見方法として，歩数計を用いた農場割合は全体

で5%弱と低かった．歩数計による発l青発見は鳴き声や

行動観察よりも客観的な指標であるが，その導入コスト

が高いことから普及に至っていないと考えられる．今回

の調査では，歩数計導入典場における分娩率が高いとい

う結果は得られなかったものの，解析するには十分とは

いえないサンプル数であった． これまでの報告では，歩

数計を用いることで歩数の変動から発情管理が容易にな

り，省力化および分娩率向上につながるため更なる普及

が推奨されている [5]. 歩数計の使用以外の正確な交配

適期の判断方法として発清時に乗駕されたことによっ

て色調が変化するヒートマウントデイテクターやテール

ペイントなどの視覚的資材の活用や 1日複数同の観察実

施などがあげられる [7J. また，発情牛は尾根部や座骨

部周辺の被毛の逆立ちゃ傷がみられることがあるため

[8]. こうした徴候も観察することで発情の見逃しを防

ぐことができると考えられる．

今後の展望として，個々の牛に対する管理手法（目視

やICTにより発情を発見した時刻，行動観察を実施し

た時間帯など）と分娩率との関連性を調査する必要があ

る．また，これらの記録は生産現場において記帳してい

る生産者が少ないため，個々の牛に関するデータを記録

することも推奨していく必要がある．
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Associations of estrus detection procedures with the 
calving rate in Japanese Black cattle 
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ABSTRACT The objective of the present study was to assess the relationship between the estrus 

detection method and the calving rate in Japanese Black cattle in 272 farms in Miyazaki Prefecture. 

Farms that used bellowing to detect estrus had a higher mean calving rate than those that did not rely 

on bellowing (53.1土 0.9%vs. 50.2土 0.9%;p = 0.02). In addition, farms that detected estrus based on 

mucus characteristics alone had a lower mean calving rate than those that used multiple procedures 

such as bellowing, behavioral assessment and mucus characteristics (p < 0.05). In conclusion, heat 

detection based on bellowing was one of the good methods that was associated with high calving rate. 

―Key Words : beef cattle, calving rate, estrus detection, breeding management 
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