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(一般論文〉

ホルスタインの泌乳量，繁殖性，死産および経済的効果に対する分娩難易の影響
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2公益社団法人北海道酪農検定検査協会，札幌市中央区 060-0004

3国立大学法人帯広畜産大学，帯広市 080-8555

(2012. 10. 17受付， 2013. 4. 9受理)

要約 本研究の目的は分娩難易スコアに対する泌乳量，繁殖性，死産および経済的損失金額の変化を調

査し，それらの経済的損失に基づく難産の取り扱いを明確にすることである.分娩難易スコア 1は自然分娩，

2はごく軽い介助. 3は2から 3人を必要とする助産， 41ま数人を必要とする難産および5は外科処置また

は母牛死亡を伴う難産である.分析では分娩難易スコアの母数効果を含むア二マルモデルを使用した.経済

的損失金額は泌乳量低下に伴う乳代からの損失額，授精回数の増加に伴う経費増および死産の増加による子

牛販売の減収の合計とレた.分娩難易スコア 1の記録の割合は産次の上昇とともに増加した一方，スコア 2
以上では減少した.難産に対する泌乳量の影響はスコア 4以上，繁殖性と死産率の影響はスコア 3以上で顕

著に観測された 経済的損失はスコア 3以上で観測され，スコア 5において最大(約 206，000円)を示した.

それ故，難産と判断できるのはスコア 3以上が妥当と推察された.

我が国の乳牛集団における難産の程度は，乳用牛群検定

の中で分娩難易スコアを利用して調査が行われている.日

本，米国およびフランスなどの分娩難易は 5段階スコア，

カナダ，イギリスおよびオラン夕、などは4段階スコア，

ドイツなどは 3段階スコアが採用されている (Interbull

2012) 日本の場合，分娩難易スコア 1は自然分娩， 2は

ごく軽し1介助， 3は2から 3人を必要とする助産， 4は数

人を必要とした難産および 5は外科処置を必要とした

助産または分娩時母牛の死亡を伴う難産を示している.一

方，米国も同じ 5段階スコアであるが，スコア 1は問題

なし， 2はやや問題あり， 3は介助を要する， 4はかなり

の力を要する難産および 5は極度な難産と表現されてい

る (OematawewaとBerger1997 ; Interbull 2012). 

このように，各スコアにおける分娩の状態表現は各国によ

り微妙に異なるため，厳密に言うならば同じ 5段階スコ

アであっても，同一基準で分娩難易の状態をスコア化され

ているとは限5なしi. しかしながら，スコア 1を安産とし，

スコアの上昇に伴い難産の程度が増加する採点法について

は各国で共通している.

乳牛における難産はその程度にもよるが，分娩後の泌手L
量や繁殖性の低下をもたらすので酪農経営に与える影響は

大きい (Oekkers1994). OematawewaとBerger(1997) 

および Lopezde Maturana 5 (2007a)の報告によると，

難産の出現頻度は初産分娩で多く， 2産以降になると難産
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の出現頻度が減少する傾向があるしかも，難産に対する

泌乳量や繁殖性の影響は初産において大きく，産次が進む

につれて影響力T減少するとの報告がある (Oematawewa

とBerger1997 ; Lopez de Maturana 5 2007a ; Eaglen 

52011). また， Sewalem 5 (2008)は外科処置を必

要とする重い難産，体サイズの大きい子牛の分娩による難

産および死産を伴う難産は淘汰の相対的危険度 (relative

risk of culling)を上昇させ，母牛の生産寿命を短縮させ

る一因である乙とを報告した.

Kawahara 5 (2010)は我が国のデータから分娩難易

の直接効果と母方効果の遺伝率を 0.056および 0.036と

推定した.独立行政法人家畜改良センタ (2011 )にお

ける難産率の遺伝評価も，直接効果と母方効果の遺伝率は

0.06と0.03を利用している.分娩難易に関係する遺伝率

は海外からの報告でも 0.05から 0.10の範囲で低い傾向

にあるから (VanTassell 5 2003 ; Wiggans 5 2003 ; 

Jamrozik 5 2005 ; Cole 5 2007 ; Lopez de Maturana 

5 2007b) ，分娩難易は選抜反応があまり顕著に期待でき

ない形震と考え5れる.遺伝的関係をみると，分娩難易は

低から中程度の範囲で体型形質との遺伝相聞が存在する

との報告がある (Oadatiら1985;Cue 5 1990). ま

た，子牛損耗 (calflivability)の遺伝率は低いが，分娩

難易との遺伝相関が0.66あるとの報告がある (Martinez

ら1983). 一方，分娩難易は泌乳量や繁殖性との閤に無
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から低し1遺伝相関しか推定できないと報告レた研究が多い

(Meijering 1984 ; Jamrozik 5 2005 ; Lopez de 

Maturana 52007b) それ故，難産の影響に伴う泌乳量

や繁殖性の低下は，安産への遺伝改良のみで解決できるも

のではなく，飼養管理の改善などを含め，総合的な知見に

基つ、く対策が必要である.本研究では，分娩難易スコアに

対する泌乳量，繁殖性，死産および経済的損失金額の変化

を調査し，それらの経済的損失に基づく難産の取り扱いを

明らかにすることで，難産を客観的に判断できる基礎情報

を得ることを目的としている

材料および方法

分析には，公益社団法人北海道酪農検定検査協会に収集

された 1990年 1月か52010年 12月までの泌乳記録と

繁殖記録が利用された.分娩難易は雌牛の分娩年月日，産

次および産子区分(産子の性別 頭数または死産)ととも

に検定員によって記録されている.わが国の乳用牛群検定

で使用している分娩難易はスコア 1から 5の範囲で採点

されている.雌牛の分娩記録には，産子区分記録および当

該分娩の乳期中に得られた泌乳記録と繁殖記録が結合され

た.泌乳形質は 305日乳量， 305日乳脂量， 305日乳タ

ンパク質量および305日無脂固形分量 (SNF量)の4形

質，繁殖形質は空胎回数と授精回数の2形質である.死

産は産子区分の記録か5，死産を 1，それ以外の分娩をO

とする 2値の闇値デタとした.

表1には泌乳形質と繁殖形質の記録数，平均および標

準偏差，さらに死産の記録数と割合を示した.データセッ

ト1165.必乳形質と死産に欠測のない 5，356，123記録で

ある.死産の平均 5.06%は1の割合(死産率)を示して

いる.データセット 2は空胎日数と授精回数に欠測のな

い5，325，290記録である.分娩後365日以上経過した後

に受胎が明らかなもの，または 365日以上経過しても牛

群から除籍されないまま受胎しないものは空胎日数を365

日とした.なお， 365日未満で未受胎のまま授精が経過

中の個体または未受胎のまま牛群から除籍された個体は，

Table 1 Number of records， means and standard 
deviations for 305-d milk， fat， protein and SNF 
(solid non fat) yields， and days open， number of 
services and stillbirth 

Records Mean Standard 
deviation 

Milk， kg 5，356，123 8.453 1.713 
Fat. kg 5.356.123 332 70 
Protein， kg 5，356，123 272 54 
SNF， kg 5，356，123 739 139 
Days open 5.325.290 145 81 
Services， no. 5.325.290 2.21 1.58 
Stillbirth， % 5，356，123 5.06 
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空胎回数が確定していないものとして分析用データから削

除された.乙の空胎回数の編集後のデータセットにおいて

受胎までの最大授精回数は 9回だったので，分娩後 365

日経過しでも受胎していない最終授精はすべて最大の 9

固とした.データセット 2は空胎回数365日未満の未受

胎記録を削除したので，データセット 1よりも記録数が

少なしi.

すべての泌乳記録は，分析前に牛群分散が一様になるよ

うに補正された (WeigelとGianola1993) 泌乳形質と

繁殖形質における難産の影響は以下の混合モデル [1] に

より分析した.

Y肺附 η = YM+AGEj+HYk+OF，加 +alNBn
+un+e肺何η [1] 

ここで， y，州nは4つの泌乳形質と 2つの繁殖形質を示し

ている YMはl番目の分娩年月の母数効果，AG巴はj

番目の分娩月齢グループを示す母数効果，HYkはk番目

の牛群年次サブクラスの母数効果，OF'm 16 I番目産次の

分娩における m番目の分娩難易スコアを示す母数効果，

INBnはη番目個体の近交係数，aは近交係数に対する一

次の母数回帰係数，u仏n1はまn番目個体の相加的遺伝子効果，

さ5 にθ島'/，柿州耐帥lバ州附帥kh帥附/r加f斤mn

1を初産分娩， 2を2産分娩および3を3産以上とした.

分娩月齢グループは 18か523ヵ月齢を 1グループとし，

24か547ヵ月齢まで 2ヵ月ごとに 12グル プ， 48か

559ヵ月齢まで 3力月ごとに 4グループ， 60か5

83力月齢まで 6力月ごとに 4グループ， 84から 119ヵ

月齢まで 12ヵ月ごとに 3グループ，さらに 120か5

149ヵ月齢と 150ヵ月齢以上の2グループを加え合計 26

のグループに分類した 分娩難易スコアの効果は OF'mの

代わりに OFmを使用するモデルち用意し，産次区分をせ

ずに全記録 (overall)の影響についてち調査を行った.Un 

とθ仲畑は各々 N (0， Aσ刀と N (0，σe2
) の分布にした

がう変量効果と仮定した Aは分子血縁行列である.死産

率の分析には以下の混合モデル [2]を使用した.

l州 n= YM+AGEj+hYk+OF，m+θINBn 
十un+e，片岡 [2] 

とこで， lijkfmnは雌牛nの分娩の状態を示す闇値記録 (0= 
正常分娩， 1 =死産)を liabilityscaleへ変換した記録

である.hYkは牛群年次サブクラスの変量効果と仮定した

が，その理由は同一サブクラス内のすべての記録が同じ力

テゴリーに偏0，極端な分布を取る場合に対処するためで

ある (Misztal5 1989 ; Luo 5 2001). hYk， Unおよび

θijklmnの各変量効果は各々 N(0，σh/)， N (0， Aσ刀およ

び N (0， 1)の分布にしたがうものと仮定した.

表2には分娩年月と牛群年次サブクラスの水準数，記

録を持つ雌牛数および血縁個体を含む全個体数を示した.

乳量，乳脂量，乳タンパク質量および SNF量の遺伝率と

反復率は各々 0.306と0.450，0.287と0.438，0.255 

と0.419および 0.273と0.428を利用した (1くawahara
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Table 2 Levels of effects for calving year-month 
and herd-year， and cows with records and total 
animals included pedigree 

Items 

Calving year-month 

Herd-year 

Cows with records 

Total animals included 
pedigree 

Dataset副

2 

252 252 

127.505 127.476 

1.901.953 1.869.433 

2，522，889 2.503.559 

a) The records of calving difficulty with milk yields 
and stillbirth for dataset 1 and with fertilities for 
dataset 2. 

ら2006).空胎回数，授精回数および死産の遺伝的パラ

メータは Misztal5 (2002)が開発した BLUPF90ファ

ミリーの THRGIBBS1F90を使用した.これは Gibbs

Sampling)去を応用したフォートランプログラムであり，

遺伝的パラメータは全体で 100.000回のサンブりジグを

行い，最初の 20，000回サンプリングを burn-inした後の

80，000回のサンプルの平均値として推定した 空胎回数

および授精回数の遺伝率と反復率は各々 0.113と0.155

および 0.098と0.129と推定した.死産の遺伝率，反復

率および牛群年次効果の割合は同様にして各々 0.090，

0.134および 0.057と推定した.泌乳形質と繁殖形質に

関係する分析には河原5(2002)が泌乳能力の遺伝評価

に使用したフォートランプログラム，死産率に関係する分

析には河原ら (2010)が受胎率の遺伝評価で使用した

フオートランプログラムが利用された.死産の OFfmの推

定値は，Hastingsの近似関数を利用して死産率(%)に

変換した (Gianolaと Foulley1983) 

分娩難易スコアに対する経済的損失金額は泌乳量低下に

伴う乳代からの損失額，授精回数の増加に伴う経費増およ

び死産の増加による子牛販売の減収の合計により，以下の

式を使用して計算した.

LSij = 32.5 Mij+400 九+400SNFij+5，608 S¥/'j 

+562.6 SBij 

乙こで，LSijはi番目産次グループのj番目分娩難易スコ

アにおける経済的損失金額である Mj，Fijおよび SN九lま

同様の区分において母数効果の推定量として得られた乳

量，乳脂量および SNF量の各損失量である.これらの損

失額は乳脂率3.5%および無脂固形分率8.3%を基準とし，

各々 1%の増減により 4円が加減される以下の乳代の算

出に類似した式を利用した(独立行政法人家畜改良セン

タ-2011) 

m Mj+4(1 00 Fij-3.5) +4 (100 SNFij-8.3)ニ

(m-47.2)Mij+400 Fij+400 SNFij 

mは農業経営統計調査の牛乳生産費(農林水産省大臣官

房統計部 2011)における 2006年度から 2010年度の 5
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年間の平均値を利用し，乳脂率 3.5%および無脂固形分率

8.3%換算の平均乳価 79.66円/kg(= 687，895円/8，635

kg)とした.

次に，SVijとSBijはそれぞれ l番目産次グループのj番

目分娩難易スコアにおける授精回数と死産率を示してい

る 5年間の牛乳生産費から，年間の経産牛 1頭当たりの

産子頭数と授精料金はそれぞれ平均 0.89頭と 11，479円

である.これらを使用し， 1回の分娩当たり授精料金は

12，898円(ニ 11，479円/0.89頭)になる.ここで，双子

以上の分娩割合は本分析のデ タから 2.5%に過ぎないの

で，授精料金の設定では 1分娩 1頭の生産と仮定した

乳用牛群検定の集計(社団法人家畜改良事業団 2011)か

5週去5年間の分娩当たり平均授精回数は平均 2.3固な

ので，授精当たり経費は5，608円/回(=12，898円/2.3回)

増加するものと設定した.次に，経産牛 H頁当たりの年

間子牛価格は雌雄関係なく牛乳生産費か5平均 50，068

円なので，子牛 1頭当たりの販売価格は 56，256円(ニ

50，068円/0.89頭)である.その結果，子牛販売による

収益は死産率 1%の上昇当たり 562.6円(=56，256円/

100)減収するものとした.

乳用牛群検定記録の集計から過去5年間の平均除籍産

次数を 3.4産とし(社団法人家畜改良事業団 2011)，損

失額の合計 (total)はLSIJX1 +LS2jx 1 +LS3jx 1.4から

計算した.全記録 (overall)の損失額は LSjを 3.4倍し

たものである.

結 果

表 3にはデータセット 1と2における分娩難易スコア

別の記録の分布を示した データセット 1と2の記録の

分布に大きな違いがないので 乙こではデータセット 1

で説明する.分娩難易スコア 1か55の記録の割合は全

記録において各々 58.8%，34.8%， 5.0%， 1 .2%および

0.2%であり，スコアの上昇に対して記録の割合が減少し

た.スコア 1における記録の割合は初産， 2産および3

産以上において各々 51.7%，60.8%および 62.2%と増

加したが，スコア2以上の記録の割合は減少傾向を示した.

特にスコア 3から 5における記録の割合は初産で合計

10.5%を占めたが， 2産はその半分以下の 4.9%，3産以

上では 4.7%に低下した

表4には初産の分娩難易スコアに対する初産乳期の乳

量，乳脂量，乳タンパク質量， SNF量，初産分娩後の空

胎回数と授精回数および初産分娩時の死産率における各効

果の推定値を示した.括弧内|ま各形質の標準化効果である.

各スコアに対する効果の推定値はスコア 1の推定値を基

準 (0.00)にして表示した.表5から表7には， 2産， 3 

産以上および全記録における同様の効果の推定値を示し

た

泌乳形質の減少量は必ずしもスコア 1が最も低くなら

なかったが，その理由は明らかではない しかし，標準化
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Table 3 Frequencies (%) of records for calving difficulty scores 
with each parity group and overall in each dataseta

) 

Calving difficulty score 
Parity Records 

2 3 4 5 

Dataset 1 

1 st 51.7 37.8 8.2 2.0 0.3 1.587.636 
2nd 60.8 34.3 3.8 0.9 0.2 1.312.809 
3rd壬 62.2 33.1 3.6 0.9 0.2 2，455，678 
Overall 58.8 34.8 5.0 1.2 0.2 5，356，123 

Dataset 2 

1 st 51.2 38.1 8.4 2.0 0.3 1.571.309 
2nd 60.5 34.5 3.8 1.0 0.2 1.316.448 
3rd豆 61.9 33.3 3.6 0.9 0.2 2，437，533 
Overall 58.4 35.0 5.1 1.3 0.2 5，325，290 

a) The records of calving difficulty with milk yields and stillbirth 
for dataset 1 and with fertilities for dataset 2. 
b) Calving di背icultyscores : 1 = natural calving or unassisted， 2 = 
moderate assistance， 3 = assistance by two or three farmers 
staff， 4 = difficult extraction by several farmers staff， 5ニ

extreme difficult calving by veterinary assistance including 
caesareans or death of dam 

Table 4 Estimated effects of calving difficulty on 305-d milk， fat， protein and SNF (solid non fat) 
yields， days open， number of services and stillbirth in first parity cows 

Trait 
Calving difficulty scorea) b) 

2 3 4 5 

Milk， kg 0.00 (O.OO)C) 16.61 (0.01) -18.69 (-0.01) -139.56 (-0.08) -248.58 (一0.15)
Fat， kg 0.00 (0.00) 0.89 (0.01) 0.04 (-0.00) -4.13 (一0.06) 7.63 (-0.11) 
Protein， kg 0.00 (0.00) 0.53 (0.01) 0.17 (-0.00) -3.02 (一0.06) 5.67 (-0.11) 
SNF， kg 0.00 (0.00) 0.76 (0.01) -1.51 (-0.01) 8.84 (-0.06) -15.58 (-0.11) 
Days open 0.00 (0.00) 2.71 (0.03) 7.7 (0.10) 20.55 (0.25) 29.18 (0.36) 
Services， no. 0.00 (0.00) 0.04 (0.03) 0.12 (0.08) 0.34 (0.23) 0.47 (0.32) 
Stillbirth. % 。o。 1.50 26.68 64.69 63.92 

a) Calving difficulty scores : 1 = natural calving or unassisted， 2 = moderate assistance， 3 = 
assistance by two or three farm staffs， 4 = di粁icultextraction by several farm staffs， 5 = extreme 
di刊cultcalving by veterinary assistance including caesareans or death of dam 
b) Estimates for score 1 (natural or unassisted) were set to 0 
C) The numerical values in the brackets are standardized losses for milk， fat， protein， SNF and days 
open and standardized increase for number of services. 

効果で比較した場合，スコア 1から 3までの泌乳形質の

低下量は産次に対し，最大で-0.02の変化に過ぎないの

で，スコア 1から 3は難産の影響がほとんどないものと

推察されたスコア 4における泌乳形質の低下量は初産

(一0.06から-0司08)か53産以上 (-0.08から-0.10)

まで，産次の上昇とともに顕著な傾向を示した.同様に，

スコア 5の低下量は初産において 0.11から一0.15の範

囲であったが， 3産以上では-0.14から一0.20の範囲で

より顕著に認められた 乳量は4つの泌乳形質の中で最

も大きい低下量が観測された.
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標準化効果で比較した場合，スコア 1と2における空

胎日数と授精回数の上昇量は0.00から 0.04の範囲にあっ

たが，スコア 3か55では上昇量が顕著に観測された.

空胎日数の初産の上昇量はスコア 3か55において 0.10

か50.36へ，授精回数の上昇量は同様に 0.08か50.32

へ顕著に増加した.スコア 3における空胎日数は産次に

対し 0.10から 0.14，授精回数では 0.08か50.13に増

加を示したが¥スコア 5では産次に対し空胎回数で 0.36

か50.26，授精回数で 0.32か50.23に上昇量の低下が

認められた.また，繁殖形質は泌乳形質よりも分娩難易ス
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Table 5 Estimated effects of calving di汗icultyon 305-d milk， fat， protein and SNF (solid non fat) yields， 

days open， number of services and stillbirth in second parity covvs 

Trait 
Calving difficulty scoreal 

bl 

2 3 4 5 

Milk， kg 0.00 (O.OO)CI 12.66 (0.01) -25.32 (-0.01) -166.93 (-0.10) 311.53 (-0.18) 

Fat， kg 0.00 (0.00) 0.06 (-0.00) 1.66 (一0.02) -6.06 (-0.09) 10.57 (一0.15)

Protein， kg 0.00 (0.00) 0.00 (0.00) 0.96 (-0.02) -4.05 (-0.08) -7.12 (-0.13) 

SNF， kg 0.00 (0.00) 0.38 (0.00) 2.11 (-0.02) -10.21 (-0.07) 18.16 (-0.13) 

Oays open 0.00 (0.00) 2.75 (0.03) 9.94 (0.12) 23.68 (0.29) 25.2 (0.31) 

Services， no. 0.00 (0.00) 0.05 (0.03) 0.18 (0.12) 0.46 (0.32) 0.44 (0.30) 

Stillbirth. % 0.00 -1.14 34.14 65.77 67.12 

al Calving di背icultyscores : 1 = natural calving or unassisted， 2 = moderate assistance， 3 = assistance 
by tvvo or three farm staffs， 4 = di刊cultextraction by several farm staffs， 5 = extreme difficult calving 
by veterinary assistance including caesareans or death of dam 

bl Estimates for score 1 (natural or unassisted) vvere set to O. 
cl The numerical values in the brackets are standardized losses for milk， fat， protein， SNF and days 

open and standardized increase for number of services 

Table 6 Estimated effects of calving difficulty on 305-d milk， fat， protein and SNF (solid non fat) 

yields， days open， number of services and stillbirth in third or later lactations 

Trait 
Calving difficulty scoreal 

bl 

2 3 4 5 

Milk， kg 0.00 (O.OO)cl 24.13 (0.01) -30.37 (-0.02) -176.69 (-0.10) -345.22 (一0.20)

Fat， kg 0.00 (0.00) 0.52 (0.01) 1.66 (一0.02) -6.67 (-0.10) 12.06 (-0.17) 

Protein， kg 0.00 (0.00) 0.36 (0.01) -1.01 (-0.02) -4.22 (一0.08) -7.62 (-0.14) 

SNF， kg 0.00 (0.00) 0.89 (0.01) -2.42 (-0.02) -10.76 (-0.08) 19.89 (-0.14) 

Oays open 0.00 (0.00) 3.07 (0.04) 11.38 (0.14) 21.93 (0.27) 21.28 (0.26) 

Services， no. 0.00 (0.00) 0.04 (0.03) 0.19 (0.13) 0.39 (0.27) 0.33 (0.23) 

Stillbirth. % 0.00 0.64 35.48 64.21 66.00 

al Calving difficulty scores : 1 = natural calving or unassisted， 2 = moderate assistance， 3 = 
assistance by tvvo or three farm sta汗s，4 = difficult extraction by several farm staffs， 5 = extreme 
di刊cultcalving by veterinary assistance including caesareans or death of dam. 

bl Estimates for score 1 (natural or unassisted) vvere set to 0 

cl The numerical values in the brackets are standardized losses for milk， fat， protein， SNF and days 

open and standardized increase for number of services. 

コアに対する影響力t大きし1と推察された.

スコア 1と2における死産率は産次を通じて -1.50%

か50.00%の範囲にあったが，スコア 3から 5では死産

率の急激な上昇が観測された.スコア 3における死産率

は産次を通じて 26.68%か535.48%の範囲にあったが，

スコア 4と5における死産率は 63.92%から 67.12%の

範囲に上昇し，スコア 3の約 2倍になった.

表8には告分娩難易スコアにおける経済的損失金額を

示した.初産， 2産および3産以上から推定した損失額の

合計 (total)は全記録の損失額 (overall)と比較し，大き

な差異はなかった.損失額が最も低し1分娩難易はスコア 2

であったが，スコア 1と比較した場合，その差は-4，803

円から-901円の範囲にすぎなかった.スコア 3以上にお

ける各スコアの損失額は産次の上昇とともに増加する傾向
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が観測された.全記録の損失額はスコア 3で73，132円で

あったが，スコア 4と5では各々 172，664円と 206，317

円に損失額が増加した.顕著な損失額を示した分娩難易ス

コアは 4以上と考えられるが，スコア 3の段階で既に難

産の影響力T観測された.

考察

本分析のように，自然分娩のような安産の出現頻度が最

ち高し1一方で，極度な難産ほど出現頻度が低下する傾向は

米国，カナダおよびイギリスなどのホルスタイン集団でも

観測されている (OematavvevvaとBerger1997 : Eaglen 

52011 : Lombard 52007 : Sevvalem 52008).また，

本分析では産次の上昇に伴し1 自然分娩のような安産の増

加と人為的な介助が必要な分娩および難産の減少傾向が認
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Table 7 Estimated effects of calving difficulty on 305-d milk， fat， protein and SNF (solid non fat) 
yields， days open， number of services and stillbirth in overall lactations 

Calving difficulty score") b) 

5 

-307.69 (-0.18) 

10.36 (-0.15) 

6.99 (一0.13)

18.50 (-0.13) 

25.48 (0.31) 

0.40 (0.28) 

65.58 

4 

-169.42 (-0.10) 

5.91 (-0.08) 

-4.04 (-0.07) 

-10.90 (一0.08)

21 .89 (0.27) 

0.37 (0.26) 

64.84 

3 

-37.25 (一0.02)
-1.46 (-0.02) 

-1.07 (-0.02) 

3.26 (-0.02) 

9.64 (0.12) 

0.15 (0.10) 

31.23 

2 

14.01 (0.01) 

0.28 (0.00) 

0.15 (0.00) 

0.27 (0.00) 

3.05 (0.04) 

0.04 (0.03) 

-0.97 

0.00 (O.OO)C) 

0.00 (0.00) 

0.00 (0.00) 

0.00 (0.00) 

0.00 (0.00) 

0.00 (0.00) 
0.0。

Milk， kg 

Fat， kg 

Protein， kg 

SNF， kg 

Days open 

Services， no 

Stillbirth， % 

Trait 

a) Calving difficulty scores : 1 = natural calving or unassisted， 2 = moderate assistance， 3 = 
assistance by two or three farm sta汗s，4 = difficult extraction by several farm staffs， 5 = extreme 
difficult calving by veterinary assistance including caesareans or death of dam. 
b) Estimates for score 1 (natural or unassisted) were set to O. 
C) The numerical values in the brackets are standardized losses for milk， fat， protein， SNF and days 
open and standardized increase for number of services. 

Table 8 The economic losses (yen) associated with calving difficulty 
scores calculated for each parity group， totala

) and overallb
) 

calving difficulty scorec)， d) 

5 

55.957 

61，844 

62，982 

205，976 

206，317 

4 

48，020 

51，514 

51，023 

170，967 

172.664 

3 

16，909 

22.545 

23.646 

72，558 

73，132 

2 

-1，821 

-901 

-1，486 

-4.803 

-3.397 

円

u
n
u
n
U

ハU

ハU

1 st 

2nd 

3rd ~玉

total 

overall 

parity 

a) Total loss is the sum of products of 1 st， 2nd and 3rd豆 parity
losses each multiplied by the corresponding 1， 1， 1.4 led by average 
parity， 3.4， removed from herd. 
b) Overall loss is the value multiplied by 3.4 (average parity removed 
from herd) to the losses calculated by using respective overall 
estimates. 
C) Calving difficulty scores : 1 = natural calving or unassisted， 2 = 
moderate assistance， 3 = assistance by two or three farm staffs， 

4 = difficult extraction by several farm staffs， 5 = extreme difficult 
calving by veterinary assistance including caesareans or death of 
dam 
d) Estimates for score 1 (natural or unassisted) were set to O. 

コア 1と比較した時の低下量)を-710kg，米国からの報

告 (Dematawewaと8erger1997)では-325kgから

-684kg，カナダからの報告 (Mangurkar5 1984)で

は-300kgから-500kgの範囲と推定している.一方，

本分析における乳量の最大低下量は-249kgから-345

kgの範囲にあり，泌乳量に対する難産の影響が認められ

たものの，海外からの報告と比較すれば影響が若干小さい

と考えられた.本分析では 305日乳量のみを利用したが，

Thompson 5 (1983)によると，難産に伴う低下量は分

娩後 30日までの乳量で大きく， 90日および 305日乳量

では分娩難易の顕著な影響が観測されなかったと述べてい

め5れた.換言すれば，未経産牛の分娩(初産分娩)は比

較的難産が多し1一方で，経産牛の分娩は比較的難産が少な

いことを示唆している.安産と難産の産次に対する出現頻

度の変化は，海外からの調査結果でも本分析と同様な結果

が得られている (Dematawewaと8erger1997 ; Van 

Tassell 5 2003 ; Lopez de Maturana 5 2007a). そ

のことか5，このような産次に対する変化は，乳用牛が持っ

ている普遍的な生物的特徴と考えられる.

分娩難易に対する泌乳量の低下という現象は幾つかの研

究報告がある.イギリスからの報告 (Eaglenら2010)

では極度な難産の影響による 305日乳量の最大低下量(ス
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る. Mangurkarら (1984)は90日と 305日の各泌乳量

において難産の明らかな影響を観測している. Eaglenら

(2010)は難産の影響により，その後の乳量や乳成分量の

泌乳曲線が変化することを指摘し，特にピーク乳量が低く

なることで分娩後 90日までの乳量が有意に低下すること

を報告している Berryら (2007)は60日乳量と 270

日乳量を比較し. 60日乳量における難産の有意な影響を

報告した.さらに，乳量の低下は難産によって臨床性乳房

炎のJ寵患する危険性が増加することも一因との指摘がある

(Berry 5 2007). 泌乳量における難産の影響は泌乳曲線

を詳細に検討することで，その傾向や原因が判明してくる

ものと推察された.

分娩難易の影響による繁殖性の低下現象は，本分析同様

に海外からも報告例がある. Eaglen 5 (2011) は極度

な難産の結果，最大で初産分娩後の授精回数が受胎まで

0.7回，分娩後初回授精まで 8日，さらに分娩間隔が 28日，

それぞれ増加すると試算している. Dematawewaと

Berger (1997)は安産(スコア 1)と比較し，スコア 4

または 5の難産において空胎日数が最大 28日か541日，

授精回数が 0.18固からな31回の範囲で上昇することを

報告した.さらに.Thompson 5 (1983). Mangurkar 5 

(1984). Berry 5 (2007)および Lopezde Maturana 

ら (2007a)も，影響の程度に若干の差異があるものの，

難産に伴う繁殖性の低下について報告している.本分析の

結果において泌乳量はスコア 4の段階か5難産の影響力T

認められたが，繁殖性は泌乳量よりも難産の程度が軽い状

態，すなわちスコア 3の段階から影響が観測された.繁

殖性は泌乳量よりも分娩難易の影響を受けやすい傾向があ

ると推察された.

Martinez 5 (1983) によると，分娩難易と死産とは

表型的のみならず遺伝的にも関連性があると指摘してい

る.本分析では，死産についても泌乳能力や繁殖性で使用

した同様の統計モテ、JレによO分析を行った.そのため，死

産と分娩難易の聞に遺伝相聞が存在する場合，これらの形

質問に共通に関与する遺伝子の影響が分娩難易スコアの効

果から除去されている可能性がある.ホルスタインの死産

と分娩難易における遺伝率や遺伝分散は非常に小さいこと

がわかっているので、 (Kawahara5 2010). この削除さ

れた効果はそれほど大きなものではないと考え5れる.こ

のことから，本分析で推定した分娩難易スコアに対する難

産の影響は実際よりも若干低く推定されていることを考慮、

すべきであると考察された.また. Lombard 5 (2007) 

は極度な難産を伴う初産分娩は死産率が非常に高いことを

指摘した.本分析の結果，死産率に対する分娩難易の影響

は必すしち初産分娩のみではなく. 2産以降の分娩におい

ても分娩難易スコアの上昇に伴う死産率の上昇傾向が明確

に認められた.さらに，分娩難易スコア 4以上では 60%

を越える確率で死産が発生する傾向を示したが，スコア 3

の死産率はスコア 4以上の 1/2の確率に過ぎないが，死
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産が起こる可能性が認められた.スコア 3からすでに一

定の頻度で死産が観測されることから，スコア 3程度の

助産であっても難産の影響があるものと推察された.

本分析では，難産の影響をより明確にするために経済的

損失金額という考え方を導入した.しかし，この損失額は

すべての経済的要素を加味したものではない 例えば，繁

殖性の遅滞による次産の遅れに伴う減収，死産率の上昇に

伴う更新牛の損失などは本分析の経済的損失金額に考慮さ

れていなし1 それ故，実際の難産による経済的損失金額と

は若干の遣いがあると考えられる.しかし，本研究の目的

は難産における経済的損失を正確に求めることではなく，

難産の程度を判断するための目安として経済的損失金額を

利用することである.分析結果では経済的損失金額の変化

から，すでにスコア 3において難産の影響が認められ，

スコア 4以上になるとさらに顕著な影響力T現れた.何ら

かの経済的損失などの危険性を伴う分娩が難産と仮定する

ならば，難産と定義できるのは前述した泌乳量，繁殖性お

よび死産率の影響なども総合的に考慮し，スコア 3以上

が妥当と推察された.

前述したように，難産に関係する形質は遺伝率が非常に

低<.表現型に反映できるくらいの選抜反応量を期待する

ことはできないが，酪農経営において無視できない影響が

あることから，難産率の遺伝評価値を公表している国は多

い (VanTassel15 2003: Interbull 2012). わが国の難

産率における種雄牛の遺伝評価値は，スコア 3以上の遺

伝的な確率として予測しているが(独立行政法人家畜改良

センター 2011).一方で米国のように難産率の遺伝評価

値をスコア 4以上の確率と定義している固など様々であ

る.その中で，わが国の分娩難易スコアの場合，スコア 3

の状態は 2か53人を必要とする助産であって，難産と

明確に定義されたスコアではないが，わが国の遺伝評価で

はスコア 3以上を難産とし，さらにその理由について，

今まで明らかにしてはこなかった.本分析の結果は，わが

国で遺伝評価に利用されているスコア 3以ょを難産とす

る定義が¥正しし1ことを裏付けられたものと推察された.
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The objectives of this study were to investigate the influence of calving di汗icultyon milk production 

yields. fertilities and stillbirth， and to clarify the definition of calving difficulty using the economic loss 

associated with calving scores. The records used for this analysis were collected by the Hokkaido Oairy 

Milk Recording and Testing Association from January 1990 to Oecember 2010. Each calving was scored 

on a scale of 1 to 5 as follow : 1 = natural or unassisted， 2 = moderate assistance， 3 = assistance by 
two or three farm workers， 4 = difficult extraction by several farm workers， 5 = extremely difficult 
calving with veterinary assistance including caesareans or death of dam. This calving difficulty scale 

was used to analyze two datasets. Oataset 1 had 5，356，123 records of calving scores with 305-d milk， 

fat， protein and SNF yields and stillbirth， and dataset 2 had 5，325，290 records with days open and 

number of insemination services. The influences of calving difficulty on milk production yields， fertilities 

and stillbirth were analyzed using an animal model. The economic losses from calving di背icultywere 

calculated by adding the losses from lower milk prices because of decreases in milk， fat and SNF yields， 

an increase in the cost because of increases in number of services and the decline in income from calf 

sale because of a stillbirth. The frequencies of records for scores 1 to 5 in all lactations were 58.8%， 

34.8%， 5.0%， 1 .2% aηd 0.2%， respectively. Although the frequency for score 1 increased with advancing 

parity， the frequencies for scores 2 to 5 decreased. The losses in milk production yields were more 

obvious with scores 4 and 5. On the other hand， the influence of calving di汗icultyon fertility could be 

seen when score reached 3 and it became more remarkable when scores were 4 and 5. The 

remarkable impact of st川birthwas observed in scores 3 to 5. Stillbirth for cows with scores of 4 and 5 

were 60% or more for every parity group. The economic losses observed for cows with scores 3 or 

greater were remarkable. The greatest amount of economic loss was about 206，000 yen for cows that 

scored 5. Hence， it was considered that scores 3 or greater can be judged as calving di汗iculty.
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