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はじめに

本紙に初めて原稿を書くので筆者の紹介をしたいと思います。筆者は農業共済組合に 15

年間診療獣医師として勤務、その後独立開業して現在は開業獣医師です。しかし開業獣医

師でありながら診療行為は一切せず、現在は酪農家相手のコンサルタント活動を中心にし

て日本全国を歩いています。

現在の主な仕事は、契約した酪農家の「経営改善のためのアドバイス」、乳房炎で困って

いる酪農家の乳房炎対策、搾乳指導、ミルカー点検、“フリーストールを始めたい”酪農家

の相談など幅広く全国の酪農家の相談にのっています。

そこで今回は独立開業してから 4 年半が経ち、その中で経験した「繁殖管理に関する方

法」の一部を紹介したいと思います。

第 1 章 なぜ繁殖が重要か

なぜ繁殖が重要かは酪農家の人であれば判り切ったような事です。しかしここで“酪農

経営から見た場合”、繁殖がどのような位置にあるかということをもう 1 度考えてみたい

と思います。実際に繁殖の成績が良くなれば酪農経営は好転するように思われがちですが、

繁殖の成績が良くなったということは、ただ単に妊娠牛が多くなったということです。妊

娠牛が多くなれば経営的にもうかるというわけではなく、その妊娠牛が無事に分娩し、産

前産後の病気もなく、そして乳房炎もなく、より多くの牛乳をバルクタンクに入れて初め

て儲けが発生します。従って儲けを上手に得るためには、繁殖管理の前に分娩を上手に行

うこと、産前産後の病気をつくらないこと、乳房炎を起こさないことが必要です。これら

一連の事を上手に行うには、乾乳牛をどのように飼うかと言う事が今 1 番問われているこ

とです。

乾乳牛を上手に飼うためには、何時乾乳にするのか、何時分娩するのかが非常に重要な

要素となります。この重要な「何時」は繁殖のデータから得られるのです。繁殖データの

管理が上手にできないと、何時乾乳にするのか何時乾乳後期の餌にするのかが判りません。

従って繁殖の管理というのはただ単に乳牛を妊娠させるということだけでなく、そこから

得られるデータが 1 頭当たりの乳量を高める事、産前産後の病気をなくする事に直結しま

す。

第 2 章 繁殖障害の３大要因

酪農家の皆さんは繁殖障害というとすぐに餌の事を発想します。餌のタンパクが低くて

発情が来ない、餌のバランスが悪くて中々受胎しないなど、すぐにその原因を餌の事に求

めたがります。しかし実際酪農家の指導に入って思うことは、餌に原因があることもあり

ますが、その多くは酪農家の皆さんの「繁殖の管理」に問題があることが多くあります。

今繁殖障害を克服するには３の要因があります。第１は酪農家皆さんの繁殖管理の方法

です。第２は人工授精の技術です。第３は乳牛の状態すなわち牛の健康です。この第１か

ら第３までの順が非常に重要で、この順番を間違うと一向に改善されないことが多くあり

ます。どこから改善するか順序が非常に大切です。

乳牛を妊娠させるためには必ず授精をしなくてはなりません。授精を行うためには酪農

家の皆さんが、発情が来ている牛を発見、捕まえて、人工授精をしなくてはなりません。



この事がうまくできていない農場が数多くあります。乳牛の栄養が悪いからといって（言

い訳に使うことが多い）発情がこないと嘆いているばかりで、発情を発見する努力をして

ない酪農家が多くあります。乳牛は捕まえて人工授精をしないと１００％妊娠はしません。

この妊娠をさせるための最低限の事が、乳牛を捕まえて人工授精をするということです。

人工授精した乳牛が受胎するしないにかかわらず、まず授精してあるかどうかが最重要課

題です。まず酪農家に行って繁殖の相談に乗る場合、この最重要課題の発情発見をどのよ

うにするかということから始めます。このことはコストもかからず、酪農家の繁殖作業の

やり方、行動の仕方を変えるだけでかなり改善することができ、繁殖成績がよくなれば大

いに利益を生む場所です。

第２点は酪農家自身が人工授精をする場合は、その人工授精技術も 1 度検討しなくては

いけないことがあります。人工授精技術ばかりでなく、精液の取り扱い、ボンベの取り扱

いについても検討する必要があるかもしれません。通常はこの人工授精技術と精液の取り

扱いに関しては、基本的なことを守っていれば問題ありませんので今回は触れません。

第３点は乳牛の健康（乳牛の栄養））についてで、これらは多くの本で書かれていますの

で、ここでは敢えて書きません。敢えて書かないというよりも、酪農家の皆さんの目がす

ぐ栄養という場所に行き、最も基本的な発情の発見ということを最重要視しなくなると困

るからです。餌のせいにして自分責任を逃れて欲しくないからです。餌も本当は誰に問題

がある？

バットは振らなければ当たらない、乳牛は授精をしなければ妊娠しない。

第３章 妊娠率と受胎率

酪農家の皆さんと繁殖の話をするとよく“受胎率”という言葉を耳にします。この受胎

率という言葉がくせものです。“酪農経営から見た場合”受胎率が良いことはが本当に経営

が良いことになるのか疑問です。受胎率というのは人工授精した頭数のうち、何頭が受胎

したかという数字です。

解かりづらくなるといけないので、具体的な数字を挙げて“受胎率と妊娠率”の考え方

の違いを説明します。今妊娠させなくてはいけない乳牛を１００頭飼っているとします。

１００頭の内３０頭の牛に人工授精をしました。非常に調子がよく、３０頭人工授精をし

た牛がすべて妊娠しました。この時３０頭授精し３０頭妊娠したので、受胎率は１００％

となります。受胎率１００％というのは素晴らしく良い成績です。ここで問題点は受胎さ

せなくてはいけない乳牛を１００頭飼っていますが、残りの７０頭はどうなるのでしょう

か。受胎率は１００％であったのに、まだ７０頭も受胎させなくいけない牛が残っていま

す。ここでおわかりの事と思いますが、受胎率というのは授精をした牛の頭数が分母とな

り、妊娠した牛が分子となって計算されます。従って現在何頭を飼っているかということ

は問題となりません。

一方妊娠率というとは、現在飼っている頭数の内何頭が妊娠したかということを考えま

す。現在１００頭飼っている内、１００頭を授精し５０頭妊娠したとします。先ほどの計

算の例でいうと、この時の受胎率は５０％となります。受胎率５０％で、５０頭の妊娠牛



が得られました。先の例では受胎率１００％で３０頭の妊娠牛が得られました。どちらが

多く儲けられる可能性があるでしょうか。

妊娠牛頭数 妊娠頭数

受胎率％＝―――――――― Ｘ１００ 妊娠率％＝―――――――――Ｘ１００

人工授精頭数 妊娠させたい頭数

人工授精頭数 妊娠頭数

妊娠率％＝（発情発見率％）――――――――― Ｘ ―――――――――（受胎率％）

妊娠させたい頭数 人工授精頭数

妊娠率は何頭を捕まえて人工授精をしたか数字（発情発見率）と、人工授精した内の何

頭が妊娠したかという受胎率をかけて出します。この例では１００頭の発情を発見し、人

工授精したので発情発見率は１００％、一方受胎率は５０頭妊娠したので５０％です。妊

娠率を計算すると １００％ｘ５０％＝５０％となります。先の例では発情発見率が３

０％、受胎率が１００％です。妊娠率を計算すると ３０％ｘ１００％＝３０％となりま

す。

この例題では先の方は受胎率１００％、後の方は受胎率５０％です。現実的に受胎率と

いうことを考えますと、どちらの方に現実味があるでしょうか。受胎率１００％を常に維

持することはかなり困難です。酪農現場での現実的な話としては受胎率を上げることはな

かなか困難です。

受胎率を左右する乳牛の栄養を考えてみると、繁殖成績をコントロールするのは乾乳期

から始まります。今現在の受胎率が悪いからといって、現在の餌に問題があるとは限りま

せん。泌乳最盛期の餌が悪くて牛がやせているかもしれません。乾乳時の飼い方が悪くて

病気になって牛がやせているのかもしれません。繁殖と餌の事を考えるには今より２カ月

前の餌の事から検討しなくてはなりません。このように受胎率のことを考えるといろいろ

な要素が絡んできます。そのため受胎率を高い数字で維持することはなかなか困難です。

一方発情発見率は主に酪農家の皆さんの意識にかかわっており、かなり数字を上げるこ

とが可能です。調べてみますと、発情発見率は５０％に届かないことが多くあります。こ

の発情発見率をできるだけ６０から７０％以上に維持するように努力することが、コスト

を掛けずに繁殖を良くする重要なポイントになります。

妊娠率の目標数値は３５％です。通常発見率７０％受胎率５０％で３５％となります。

受胎率を上げる事が難しければ発情発見率を１０％あげて８０％、受胎率４０％で妊娠率

が３２％となります。

イチロー対ソーサ どのチームが勝つ



第 4 章 繁殖データの分析 分析項目図表参照

繁殖データの分析には３の観点があります。第１点は過去のデータの分析です。第 2 点

は将来の予測です。第 3 点は繁殖データを多方面に利用することです。

第 1 点の過去の分析は、繁殖管理の 3 大要素のどの部分に大きな問題点があるかを検討

します。酪農家の皆さんの繁殖管理手法が良いかどうかを判断します。この繁殖管理手法

を検討することは重要なことで、この事が 1 番大きな問題点である農場が多いのです。乳

牛の栄養に問題がないかも検討します。人工授精の技術に問題があったかもしれません。

さらに分析を進めることで、ある牛群で問題が起きていないかを検討します。例えば初産

牛群の繁殖が悪いという結果が出るかもしれません。原因は初産牛群の餌に問題があるか

もしれません。餌に問題がなくても、牛群管理（構成）に問題があるかもしれません。初

産牛群の繁殖が悪いという結果に対して、いろいろな角度から原因を究明しなくてはいけ

ません。過去を分析することにより、現在の農場の問題点をできるだけ多くを洗い出すこ

とをします。

第 2 点は将来の予測です。繁殖管理データ中から、分娩予定日がわかります。分娩予定

日が分かれば将来にわたる分娩頭数が判り、ある程度の牛乳出荷状況が把握できます。出

荷予測ができれば、今後の経営の中でどのように検討、判断するかの材料のひとつとなり

ます。生む頭数が少なければ導入牛を入れなくてはいけないかもしれません。分娩頭数が

少ないと生まれる子牛の頭数も少なくなり、２年後の初妊牛の分娩頭数も少なくなります。

Ｆ１生産農家であれば子牛の販売金額も低下します。

第 3 点は繁殖データを他の部門に利用することです。先にも書きましたように、牛が妊

娠していることが分かれば、分娩予定日がわかります。分娩予定日が分かれば乾乳の予定

日が判ります。現在の飼養管理の手法では、乾乳牛を２群に分けるように言われています。

何時乾乳にするのか、何時乾乳後期の餌に切り替えるのか。これらのことは分娩後の病気

の予防と、１頭あたりの乳量を高める事では非常に重要なポイントとなります。当然次回

の繁殖にも大いに影響します。

繁殖データ分析上の注意点

繁殖データを分析する上で、重要な注意点があります。通常行われている繁殖成績の分

析の項目は過去のものです。空胎日数、分娩間隔、授精本数などはすべて過去の成績です。

これらの項目は妊娠が確認されないと決まらず、妊娠した牛のみのデータで構成されてい

ます。妊娠した牛のみのデータですので、その成績は良い成績となる事が多くあります。

しかし問題点は妊娠していない牛が多くいる事が問題なのです。この状況が酪農家の現実

を反映している繁殖の成績です。妊娠したことにより確定する数値を繁殖成績の指標とす

ることは、繁殖の現状からするとかなり過去のものとなっています。この過去の成績を見

て、繁殖成績がどのようになっているかを推測することは問題です。過去の成績は半年以

上経たないと数字は動いてはきません。

繁殖データの分析は過去を分析することと、今後どのように繁殖成績が推移するかを推

測することです。過去を分析してその成績が良いとして、今後その成績が良く推移するか

どうかは不明です。繁殖は常に今後がどうなるかが重要であって、過去の成績は過去なの

です。繁殖成績を見る上では、すでに過去になった成績を見るのではなく、今後どのよう



に推移するかを見極めることが重要です。

第５章 雄牛の利用

大規模な酪農家においては、人工授精の代わりに雄牛を利用されている方もいます。飼

養頭数が多くなると発情発見ができずに、安易に雄牛を利用するようになります。ここで

は雄牛について考えてみたいと思います。

雄牛の利点

人工授精料金がかからない。

精液代金がかからない。

発情発見がいらない。

繁殖管理が楽になる。

雄牛の欠点

受精が不明なので分娩予定日がわからない。

乾乳時期が判らないので、乾乳期間がまちまちになる。

乾乳後期の時期がわからないので、餌の変更が難しい。結果として周産期病が多発し､

１頭あたりの乳量が伸びない。

妊娠鑑定が難しい。

いつ受精したかわからないので、プロスタグランジン（ＰＧ）を使えない。

予想妊娠日令が難しい。

発情発見、妊娠鑑定を数多く、頻回繰り返さねばならない。

後継牛がいない。（後継牛は導入をするつもりであればかまわないが）

管理者に危害を及ぼすことがある。

雄牛の利用での最大の欠点は、分娩予定日を特定することが難しいことです。何度も書

いていますように、分娩予定日､乾乳予定日は病気の予防、乳量のアップには欠かせない情

報です。１頭あたりの生産性をあげる上では大きな問題点となります。さらに妊娠鑑定を

する立場からすると、卵巣に黄体が存在していれば、前回発情があったかも知れずなかな

かＰＧを注射できないのです。妊娠鑑定を３５日くらいで行えば、妊娠日令はかなりの精

度になりますが、その分毎回かなりの頭数を直検しなくてはいけません。その頻度も最低

で１週間に１度は行わなければいけないでしょう。

雄牛をきちんと利用しようとすればするほど、繁殖管理は難しくなります。おそらく雄

牛利用当初は問題がなかったかもしれませんが、次第に繁殖に関する気が緩み、数年後に

はとんでもない状態となっています。現実にそのような農家を指導した経験もありますが、

かなりの経済的ロスが見られました。しかも繁殖成績を良くするにはかなりの努力が必要

とされますし、エネルギーも時間もお金も必要でした。

また、雄牛を利用している人はＦ１生産農家ではないでしょうか？Ｆ１を少しでも高く

売るのであれば、雄牛の名前が大事ではないでしょうか？あなたの所に市場に名の売れた

雄牛がいるとは思えないのですが。子牛を少しでも高く売ろうと思えば、やはり人工授精

で名のある雄の利用が必要です。

雄牛の利用で勧められるのは、なかなか受胎しない牛に本交することと、妊娠牛群がい



ればその中に入れて、流産、妊娠鑑定ミスなどを発見します。

第６章 繁殖データの整理の仕方 実際編

繁殖の記録は２の面があります。第１は記録を分析して問題点を発見することです。第

２点目は記録より発生したことをいかにして明日に生かすかです。したがって繁殖の記録

は整理の仕方が重要なポイントになります。

①コンピュータの利用

コンピュータの利用は記録の分析には欠かせないものです。しかし実際の現場では問題

がおきていることも多く見られます。多くの問題点はコンピュータを使える人が、農場に

は１人しかいないことです。繁殖のデータは日々発生します。これを常に入力していかな

いとデータの維持ができません。コンピュータが使える人が忙しいと、繁殖データの入力

が止まり、そのデータが信頼できなくなります。また、問題ある牛を探し出すにしても、

繁殖管理担当者一人になってしまい、全員の意識が繁殖には向いていきません。誰でもが

簡単に使えることが大事です。特に受精の記録などがもれてしまい、妊娠しているけど分

娩予定日が不明ということも良く起こりえます。繁殖記録のバックアップがなく、一瞬に

して記録が消えることも起こりえます。

利用方法と活用の仕方

大規模になり、事務専属の人がいる農場では利用が勧められます。事務員がいなくても

かなりコンピュータが好きで、入力作業が苦にならない人には進められます。しかし、家

族全員で利用できるようにするか、もしくは入力用シートなどを作り、コンピュータが使

えない人には記録を残してもらうことが必要です。記録のバックアップは必ず必要です。

特に多くの人が使う場合は。

記録データの分析は、自分でするよりも委託したほうが良いでしょう。分析の仕方も年々

進歩します。コンピュータは日々進歩します。これに付いていけないといけないので、委

託をして分析をしてもらうほうが懸命です。

②黒板利用（ホワイトボード）

大きな黒板（ホワイトボード）の利用も見受けられます。これらの問題点は、頭数が多

くなると利用しづらいことと、分娩予定の牛の順番、今日妊娠鑑定をする牛などが調べづ

らいことにあります。乾乳作業、分娩、妊娠鑑定、問題牛の検診などはかなりの頻度で発

生することです。その都度時間をかけて調べていては、なかなか作業をしようという気に

なれません。特に忙しいとつい後で、になってしまうようですデータはいつでも簡単に取

り出せるようにすることが重要です。

また、淘汰牛、導入牛がいたりすると黒板の広さが不足したり、妊娠して時間が経つと字

が不鮮明になったりします。記録をきちんと取り、残すことも繁殖データの分析には重要

です。



利用方法と活用の仕方

あまり頭数の多くない農家（最大でも５０頭くらい）が利用できます。利用の仕方は、

黒板を縦に１２分割し、さらに横に２分割します。見出しに１月から１２月までを記入し

ます。分娩したら今月の欄に順に上から記入していきます。これにより各月分娩順に牛番

号は記録されます。受精記録は台帳（紙）に記録します。もしくは黒板が大きければ記録

も可能です。（消える可能性が高い）妊娠鑑定後、分娩予定日が分かれば２分割した下の欄

にチョークの色を変えて、分娩予定月欄に、分娩予定日順に記録していきます。妊娠した

牛は、上の段に記録してあった分娩月の欄の牛番号は消します。

上の段は分娩日順に、下の欄は分娩予定日順に記録されます。上の段に消えないでいつ

までもいる牛は、農場の中で一番空胎日数の長い牛となり、一目瞭然となります。１年以

上分娩後経た場合などはチョークの色を変えて再度記録します。どの牛が妊娠していない

かがすぐわかります。下の段は分娩予定の牛の一覧となり、上下の段を比較することによ

り繁殖成績の大まかなことは常にわかります。下の段の牛が多ければ来年は大丈夫でしょ

う。受精の記録は書きづらいので、紙に残すことが必要です。あくまでも備忘欄として活

用すること（記録ではない）が望まれます。（チョーク、マジック、マグネットの利用があ

る）

③一覧表

紙に書いてある一覧表は、２年に渡って書かなくてはならず、問題の多い記録の仕方で

す。少ない頭数であればいいのですが、頭数が少しでも増えると記録が長くなります。特

に不受胎牛がいつまでも残るとその分の記録用紙は捨てることができません。繁殖検診時

のデータもきわめて拾い出すのが難しい記録方式です。

利用方法と活用の仕方

先の黒板方式を紙の上で行う。しかし、分娩した牛を消すことができないので、分娩日

順に記載し、妊娠したら色を付けて消すようにする。

④カレンダー

カレンダーを記録の台帳代わりに使用している農家も見られます。一番問題の農家です。

カレンダーは本来予定を書いていくものです。記録を残すのは日記です。カレンダーに書

いてある受精記録、分娩月から繁殖管理作業をし易くするデータを選び出すことは困難で

す。選び出すのが困難であるので、繁殖管理をしなくなり繁殖成績が悪くなります。

２１日周期のカレンダーも同じです。普段の生活でなれていないので使いづらいのと、

常に記録台帳の代用となってしまいます。

利用方法と活用の仕方

アクションカレンダーとして後述

⑤繁殖管理ボード（円形）

この方式の難しさは、その維持管理にあります。繁殖管理ではどれでも同じですが、維



持管理が難しいのです。受精後、ピンの移動などなかなか難しいものがあります。最大の

欠点は記録がなくなることです。分娩して受精すればその牛の分娩日は不明となります。

何時まで受精を繰り返すのですか？

利点は現在の農場の状態が一目でわかることです。維持管理がよければ“

利用方法と活用の仕方

あくまでもデータの記録とはならず、現状を認識するための道具を考える。記録は台帳

に記録する。

⑥お勧め台帳 頭数が多くても少なくても可能 台帳の作り方参照

準備するもの

２６穴のバインダー数冊（頭数による） 厚さも頭数を見て

４色ボールペン数本 ルーズリーフのノート ２６穴のファイル用袋（透明）頭数分

口取り紙（インデックス）数種類

利用方法と活用の仕方

バインダー数冊を受精牛用、妊娠牛用、育成牛用、廃用淘汰牛用に分ける。その他牛群

構成により、乾乳牛、初産牛用などと分けても良い。

バインダーには２６穴のファイル用袋（透明）に牛の繁殖記録を記載したルーズリーフ

のノートを入れる。その他病気の記録、登録書などその牛に関する記録をすべて入れる。

（ワクチン、パーネット、病気、乳房炎記録などの記載）

口取り紙（インデックス）は各袋の片側に牛番を書いて取り付ける。その際に判りやす

くするように取り付ける位置をきちんと決める。下１桁を利用する場合は上から０の付く

番号は一番上に取り付け、９の番号の牛番は一番下に取り付けます。番号は下２桁を利用

する場合もあります。頭数により変えます。桁が変わったら口取り紙（インデックス）の

色を変えて、番号を探しやすくします。

準備ができたら、妊娠牛は分娩予定日順（一番新しいものを最後に綴じる）に並び替え

てバインダーに綴じます。受精牛は分娩日順（一番新しいものを最後に綴じる）に、育成

牛は誕生日順（一番新しいものを最後に綴じる）に綴じます。先の黒板であったように、

妊娠が決まったら受精牛台帳から妊娠牛台帳の最後にファイルを移動します。これで常に

分娩予定日順になります。表紙を開けたら一番上の牛が、一番分娩が近い牛になります。

分娩したら受精牛台帳の最後にファイルを移動します。表紙を開けたら一番上の牛が一番

空胎の長い牛になります。妊娠牛の台帳はさらに色台紙を入れて月毎に分類もできます。

繁殖データの実際の記載方法は別紙参照してください。

１）受精牛台帳の利用

常に分娩予定日順なので、分娩後６０日以降の牛はすぐに探し出せ、未受精かどうか調

べます。妊娠鑑定牛は分娩後６０日までの牛の台帳は見る必要はなく、それ以降の牛の台

帳を見て、鑑定可能牛を探します。これらの作業を２週間に１度行います。通常は曜日を

決めて行います。頭数が多い場合は週１回とします。



２）妊娠牛台帳の利用

頭数が少ないときには大きな問題があると思わなくてはいけません。この台帳の重さが

来年の儲けを左右します。分娩予定日順なので、乾乳にする日、乾乳後期用餌の切り替え

などの予定を立てるときに使います。

３）育成牛用台帳の利用

生年月日順に並んでいるので、月齢を見て受精します。妊娠牛とは分けるようにします。

４）廃用淘汰牛用台帳の利用

年当初からの牛を発生順に並べて綴じます。淘汰が発生した時間の順に並んでいますの

で、税金の申告に便利に使えます。ファイルの中には共済金額の証明書、販売先、販売金

額などを記載するようにします。

第７章 発情発見の仕方

①何時行うか

牛が発情兆候を示すのは、朝晩が多いといわれています。しかし、その時間帯に餌の給

与などをすると発情兆候は見せなくなります。そのために発情観察は朝一番の他に何も作

業をしてないときに行います。フリーストールなどでは牛を移動するときに一番見られま

す。夜も牛が落ち着いているときに行います。最低朝晩は観察します。

②どの牛を見るか

繋ぎであれば、妊娠した牛はきちんと判るように印をつけます。何であってもかまいま

せんが、布製のガムテープにマジックで書くのが使いやすそうです。この時必ず年度を入

れることと、分娩日とは異なる色を使います。見ないでも良い牛をはっきりさせることで

見るべき牛もはっきりとなります。すべての牛を見るようでは時間がかかります。

③必ず観察する牛

毎日必ず観察しなくてはいけない牛もいます。受精後２１日目の牛です。少し２から３

日余裕をおいてみなくてはいけません。発情発見の事をくどくどと書いていますが、発情

がないということも発情発見では重要な部分です。また、３日前にＰＧを投与した牛も見

ます。

④アクションカレンダーの利用

カレンダーの利用法を書きます。通常良く見られるのに、カレンダーに受精の記録を書

いてあったり、５０番出血と書いたりします。また牛舎の牛名盤や柱に記載してある例も

あります。今日の受精を書いてあって、２１日後にそれがわかるでしょうか？

あなたは子供の運動会が終わってから、カレンダーに運動会と記載しますか？なぜ繁殖

だけは作業が終わってからカレンダーに記載するのですか？簡単なことですが、もう一度

カレンダーの使い方を真剣に検討してみてください。

用意するカレンダーは「横書き」の「ひにち」のスペースが大きく、記載する部分が大

きくあるものを利用します。縦書きはだめです。当然「もらいもの」を利用します。

カレンダーは常に予定を書いていきます。記録は先のお勧め台帳に記載します。具体的

には、今日受精したらカレンダーの今日に「受精」と書くのではなく、３週間後の同じ曜



日にその牛の番号を書きます。（同じ曜日の３段下 横書きカレンダーの理由）分娩と書く

のではなく、７週後の（分娩後の４９日）同じ曜日にその牛の番号を書きます。今日ＰＧ

を注射したら、今日に書くのではなく、３日後にその牛の番号を書きます。このように常

に今日おきた事から発生する予定をカレンダーには記載します。このカレンダーの記載が

あれば、常に今日見なくてはいけない牛は、今日の日付に記載されています。２から３日

余裕を見てみますが。このようにできると牛のことを良く知らないでも、発情を観察する

牛は毎日漏れがなくなります。牛の性周期が２１日であることに感謝。曜日で考える。

記載にあたっては、ボールペンの色を変えて色によりその内容がわかるようにします。

（別紙参照）

記載事例

分娩 ７週後（４９日）の同じ曜日 受精開始を知らせる。

受精 ３週後（２１日）の同じ曜日 次回の発情予定日

出血 １週後（ ７日）の同じ曜日 ＰＧを注射するまたはＥＴ

ＰＧ注射 ３日後 発情予定

その他 治療の予定など

⑤牛群構成

フリーストールなど大規模酪農家では、牛群構成の中で繁殖も考えます。搾乳群を２群

に構成できるのであれば、１群目は受精牛群とし、２群目を妊娠牛群とします。これによ

り発情発見する牛群は頭数が少なくなります。これができれば雄牛は妊娠牛群に入れて、

妊娠鑑定ミス、流産の発見に努めてもらいます。

第８章 具体的行動の仕方 フライデーモーニングプログラム参照

では実際にどのように具体的に行動するのかを書きたいと思います。

①毎日朝晩

本日見なくてはいけない牛を（アクションカレンダーより）観察、その他受精期間の牛

を観察する。

②２週間に一度 （繁殖検診日）頭数が多いところでは１週間に一度 曜日を決める

以下の条件で繁殖台帳より探し出す。

１）妊娠鑑定牛 受精より３５日以上の牛

早期妊娠鑑定で重要なのは、妊娠していることでなく不妊を発見することです。

２）未授精牛 分娩後５０日経て、発情がわからない牛―――ＰＧ投与へ

３）２週前 PG 投与後授精ができなかった牛 ―――再度ＰＧ投与

４）３回ＰＧ投与した牛

５）治療予定牛

６）乾乳予定牛

分娩６０日前を乾乳予定日として、予定日前後１週間の牛を乾乳します。これに

より５３日から６７日間の乾乳が取れます。

７）乾乳牛から乾乳後期の牛を拾い出す。



８）その他牛群移動をするのであれば、この時にする。

以上を別紙用紙に書き出し獣医師より治療妊娠鑑定を受ける。これを繰り返しつづける。

ＰＧの投与に関しては、治療という側面より、積極的繁殖管理になるので共済保険適用は

難しいと思ったが良い。ＰＧの注射は受胎率を改善するものではなく、発情発見率を上げ

るための道具である。（使い方を変えれば受胎率の向上にもなるが）卵巣の状態による使用

の有無を判断するより、積極的に使うべきものである。その他新しい方法としては、発情

発見率１００％の「オブシンク」という方法もある。

以上現場での繁殖管理での基本的なことを書きました。難しいことよりもきちんと繁殖

管理をこなすことが重要です。筆者契約農家の言葉より

“毎月来るからこそ、毎月整理ができる”


