
平成２３年７月

(増刊)牛群検定通信 Ｎｏ７
家畜改良事業団

１月から社団法人全国開拓振興協会様のご協力を得て、「開拓情報」に連載中の「新牛群検定成績表
の実践活用法」をお届けしております。本紙についてのご質問ご意見は以下にお願いします

toiawase@liaj.or.jp Tel03-5621-8921 / 050-5536-8027 / Fax03-5621-8922問い合せ

８月から検定成績表が一部変更となります！
主な変更点は以下のとおりです。詳しくは今月末に発行されるＬＩＡＪニュ－スＮｏ１２９
をご参照下さい。当団ホ－ムペ－ジにも掲載予定です。

１ 育成牛のペアレンツアベレ－ジ(ＰＡ)が表示されます
ＰＡとは、育成牛の遺伝評価値の期待値です。将来の経営の中心となる牛を適切な飼養管理のもとで
育成することを可能とします。

２ ボディコンディションが表示されます
今春より新規採用となった新検定項目！過肥や削痩を正確に記録することで、飼養管理を適切なも
のにできます。

３ 性選別精液の表示
種雄牛略号を１２桁表示として、性選別精液の性についてもしっかり表示します。

牛群検定の利活用について解説記事を掲載しています

１ 平成２２年１１月号から好評連載中！「開拓情報（全国開拓振興協会 」）
タイトル 新牛群検定成績表の実践活用法
７月号 その９ 牛群の生産性と損失乳量②

本誌にて配布中ですが、最新版は左記へアクセス！http://www.kaitakusya.or.jp/

２ 平成２３年１月号から好評連載中！「ＤａｉｒｙＪａｐａｎ（デーリイジャパン社 」）
タイトル 今日も明日も牛群検定が約束するあなたの酪農経営
７月号 その７ 遺伝情報の活用
１，２，３月号の記事をホ－ムペ－ジ掲載しました！
http://liaj.lin.gr.jp/japanese/kentei/kentei.html

３ 平成２３年７月号に掲載 「畜産技術（畜産技術協会 」）
用語解説 繁殖台帳Ｗｅｂシステム

129４ 平成２１年３月号から好評連載中！「ＬＩＡＪニュース（家畜改良事業団 」Ｎｏ）
タイトル 新しい検定成績表について

育成牛のペアレンツアベレ－ジ(ＰＡ)、ボディコンディション管理の表示など７月号 その１５
最新刊の入手については、最寄りの種雄牛センターまたは事業所にお問い合わせ下さい。
在庫分を無料でお送りします。バックナンバーは当団ホームページをご参照下さい。
http://liaj.lin.gr.jp/japanese/kentei/kentei.html

ＬＩＡＪニュ－スにおけるこれまでの連載記事で使用されている図表を
パワ－ポイント形式で しております。無料配信
今回の成績表変更など、どうぞ地域の研修会などで紹介して下さい！
使用目的を添えて、 までメ－ルを下さい。toiawase@liaj.or,jp

えっ？牛群検定を無料で体験できる？
（ 「 」） 。本年度も牛群検定を無料で体験できる牛群検定の試行 通称 お試し検定 を実施いたします

牛群検定にかかる諸経費を、最大６ヶ月間、家畜改良事業団がサポートするというお得な事業で
す。お知り合いの検定未加入の酪農家に「今がチャンス！」とお伝え下さい。

牛群検定を始めれば、自宅のパソコンや携帯電話で検定データを活用できる「繁殖台帳 シWeb
toiawase@liaj.or,jpステム」も使い放題です。詳しくはお問い合わせ下さい。
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