
1　牛群平均情報

　本連載は、検定成績表の見方を詳細にわたって1個
1個のデータを吟味し判断していく術を紹介してきま
した。しかし、自分の検定成績が良いのか？改善を
要するのか？判断に迷うことがあると思います。こ
ういった時に役立つ情報が検定成績表の各都道府県
の平均値である「牛群平均情報」です。
　この情報は、家畜改良事業団のホームペー
ジに毎月最新情報が公開されています（図1）。
こういった情報と比較検討することで、自分
の県内での位置（ポジショニング）をある程
度把握することができます。
　また、牛群平均情報は平成21年から毎月の
情報が掲載されていますので、県内での生産
動向、例えば我が県の過去において夏季にど
れくらい乳量が落ち込むのか？などの平均的
な動向を把握することもできます。
　なお、牛群平均情報は、各検定組合にも県
別と組合別の平均情報を毎月送付してあります。
http://liaj.lin.gr.jp/japanese/pref/heikin/
prefmain.html

　または、

2　牛群平均情報の活用

　図2と図3には、実際の平成24年9月の牛群平均情報
を掲載しました。検定成績表の様式AとBの1枚目の牛
群成績に相当するものです。自身の検定成績表と比較
してみましょう。全ての比較方法を解説することは
出来ないので、ここでは代表的な事例を紹介します。
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　今回は、これまでと趣向を変えた活用方法を紹介します。インターネット上に「牛群平均情報」というものが
公開されています。これは、毎月検定農家のみなさんに送付されている検定成績表の都道府県別の平均値です。
検定成績表を活用するにあたって各地域での平均を知ることは自分の酪農経営の良いところや改善を要するとこ
ろを赤裸々にします。これまでいろいろな活用法を紹介してきましたが、実はこの「牛群平均情報」と比較する
活用法が最も簡単でわかりやすい方法なのです。
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（1）体細胞数情報
　図4に示したとおり、各農家の検定成績
表には体細胞数については「健康牛」「要
注意牛」「乳房炎」の3通りの区分を設け
ています。当然、健康牛が多く、要注意
牛や乳房炎牛が少ないことが求められま
す。理想は健康牛100%ですが、なかなか
現実はそうもいきません。こういった時
に平均情報が有効です。図5によると、都
府県平均では、おおよそ健康牛の頭数は
全体の45％程度を占めるのが普通のよう
です。すると、この図5に締め示したA農家は、総じ
て体細胞数は優秀ですが、時々健康牛が45%を下回る
ことがあるようなので、注意を要します。乳房炎の
区分も同様に見ます。

　また、乳房炎の欄の隣にある「新規」という欄
も重要です。一般に乳房炎は、夏季が多いと言わ
れています。事実、体細胞数は夏季に高くなりま
す。しかし、新規に乳房炎を罹患するのは、都府
県では季節を問わずおおよそ6 〜 8％の牛が毎月新
規の欄に区分されるようです。それに対し、A農
家では、2、7、9月に新規の乳房炎牛が増えていま
す。7、9月は夏季、2月は冬季のそれぞれの乳房炎
対策を講じる必要があることを示しています。乳
量損失率と損失乳量はそれぞれ体細胞数が高い
場合に、乳量が減量する目安を示したものです。 

（2）検定日乳量階層
　図6に示したとおり、検定日乳量階層では泌乳持続
性（LP）を見ることができます。泌乳持続性は、比
較的新しい概念で、普通や通常と言った数字の感覚 
がまだつかみづらい方が多いと思います。平均情報
を見れば大体の感覚をつかむことが出来ます。本例
のA農家は初産、2産以上がそれぞれ91.7と88.2となっ
ています。平均情報では、それぞれ97.0と93.2ですので、
A農家の泌乳持続性は決して良好なのとものとは言え
ません。なお、泌乳持続性は一般に、初産と2産以上
をわけて考えます。初産が高いことが特徴です。
　次にそれぞれの搾乳日数区分毎の乳量を比較しま
す。初産も2産以上も泌乳ピーク時の乳量は高いので
すが、その後の継続性が続かずに、急落しているこ
とが平均情報と比較することで良くわかります。
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（3）年間追加除籍牛（除籍理由）
　図7に示したとおり、年間追加除籍牛により、疾病
での除籍の状況を把握することができますが、農家
それぞれ特定の疾病に罹患していないか、平均情報
と比較して判断します。この例ではA農家は、乳器障
害と繁殖障害の発生頻度が高いようで、それぞれ6頭、
5頭が年間で除籍されているようです。平均情報から
みてもこの値は、明らかに高いことが分かります。

（4）その他
　牛群平均情報の活用として、3例を紹介しました。
ここに紹介したものばかりでなく、あらゆる情報で牛
群平均情報を利用することが出来ます。「ウチではこ
うだが、ヨソではどうなっているんだろうか？」と疑
問に思うことが発生したときにも、ご利用ください。

3　牛群検定関連の当団ホ−ムペ−ジ

　ここからは、牛群検定関連の当団ホームページに掲
載されているお役立ち情報を紹介します。なお、牛群
検定関連のホームページは、一言だけ連絡頂ければ、
原則として転用、転載、研修会利用はOKです。どん
どん使って、牛群検定を活用しましょう！

（1）牛群検定情報
　牛群検定の各種情報が掲載されているホームペー

ジが「牛群検定情報」です。図8にその内容概略を示し
ました。是非ともご利用頂きたいところを記します。

①検定員や組合担当の方々のためのマニュアル
　PCの操作やハンディーの操作のマニュアルは、も
ちろん、乳量計の操作法やサンプルの取り方、ボディコ
ンディションの判定法など実務のマニュアルは全て掲載さ
れています。また、検定組合での立会計画の作成法、検
定員が搾乳時間に遅刻したときの対処、検定員の服装
や心得といったところまで掲載されています。

②牛群検定関連事業の要領
　牛群検定の試行や乳量計、検定員用ハンディータ
ーミナルのレンタルなどのお得な事業の要領、様式
が掲載されています。

③連載「新しい牛群検定成績表について」
　バックナンバーをすべて掲載してあります。また、
お問い合わせ頂ければ、連載で用いている図表もパ
ワーポイントで無料配布しています

④地域における指導等の取り組み事例
　各地域での優良な取り組みを各県別に紹介してあ
ります。ここにあげたもの以外にも参考となる事例
が満載です。皆さんの地域で牛群検定の工夫や取り
組み事例があれば是非ともご紹介ください。

・検定成績表のテンプレート
→宮城県、愛知県を参照ください。
郵送される検定成績表は数字だらけで嫌になると
いう方に最適です。検定成績表の解説をラミネー
ト（パウチ）して、検定成績表に被せると、余計
な数字を隠して最小限の数字の見方が分かるよう
になっています。

・搾乳手順の指導
→高知県、鳥取県、岡山県、千葉県を参照ください。
大変に詳しく搾乳手順の実際の農家への指導法
が、図をふんだんに使い解説されています。ラク
トコーダーが無い場合でも、十分に参考となる搾
乳手順の指導事例です。
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・繁殖台帳Webシステムの事例
→岡山県、鳥取県、北海道を参照ください。
地域で繁殖台帳Webシステムを上手に取り込んだ
優良な事例です。

・検定員の雇用、地位向上の事例
→熊本県を参照ください。
牛群検定を担う検定員の確保等の熊本県で実施し
ている制度を紹介しています。

⑤その他
牛群検定の普及拡大等に関するリーフレットやパワ
ーポイントが満載されています。

（2）乳牛最新情報
　牛群検定の乳量や乳成分、繁殖などのデータの集
計関係が掲載されているホームページが「乳牛最新
情報」です。図9にその内容概略を示しました。是非
ともご利用頂きたいところを記します。

①乳用牛群検定成績のまとめ
　検定成績や繁殖成績、地域別、月別、過去からの
推移、世界各国の牛群検定の状況まで、冊子にすれ
ば270ページ以上におよぶ牛群検定の集大成です。
平成23年からは、品種別成績など新しい情報を追加
し、パワーアップしました。誰でもダウンロードし
て利用することが可能ですが、印刷製本された冊子
として入手することも可能です（実費負担）。

②牛群検定実施状況
牛群検定の各都道府県別の普及率関係が掲載されて
います。牛群検定は、一般に北海道、九州（沖縄）、
中国地方が高いと言われています。その推移が2000
年（平成12年）から掲載されています。

③牛群検定月別集計
　牛群検定の平均の乳量や乳成分の最新集計値が見
たいと思ったらコレです。北海道と都府県の2区分で
常に先月までの結果を表示してあります。

④牛群検定におけるBCS推移
　平成23年に開始された最も新しい情報であるボデ
ィーコンディションの集計結果です。まだ、始まっ
たばかりの検定項目で十分に解析されていませんが、
ボディーコンディションは今後とも集計分析を強化
していく予定です。

⑤その他
　泌乳曲線や体細胞数の推移など

（3）繁殖台帳Webシステム
　牛群検定情報を自宅のPCら利用することの出来る
繁殖台帳Webシステムの専用のホームページです。
プロモーションビデオを入門編6本、応用編3本を掲載
しています。1本5分程度ですので、お気楽にご覧にな
ってください。ビデオを見れば、自然とシステムを利
用することが出来るようになっています。体験版もあ
ります、IDとパスワードは、図10に示したとおりです。 
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各地域での活用事例や、各種専門雑誌に掲載された
関連記事など参考となる情報が満載です。

（4）乳用牛群検定全国協議会
　乳用牛群検定全国協議会は、各都道府県の乳用牛
群検定実施団体を中心に昭和58年3月に設立された牛
群検定の円滑な実施と発展を通じて酪農経営の安定
向上を図ることを目的とした組織です。AT検定の実
施方法をはじめとする牛群検定における各種の規程
などが図11のとおり紹介されています。

①牛群検定事業に関する規程など
   乳用牛群検定には、いろいろなルールがありま
す。そのルールブックに相当するものが掲載されて
います。牛群検定のルールはICAR（International 
Committe for Animal Recording家畜の能力検定に関
する国際委員会 本部：イタリア）に定められたガイ
ドラインに沿ったものです。世界中の酪農家が一定
のルールで牛群検定を行っているわけです。だから
こそ、日本の種雄牛が遺伝的に世界でも優れている
といった国際間の比較も可能となります。ルールを
自分勝手に解釈することは出来ませんので、疑問が
生じたときはこちらをご覧ください。

②本会の活動
　牛群検定と後代検定の関係を、各組織間の関係や役
割で図解説明した資料などが掲載されています。とり
わけ、乳用牛群検定全国協議会が長年力を注いできた
のが、「優秀検定員」の表彰です。これは、牛群検定
実施の原動力として重要な役割を担う検定員を表彰
するものでが、人格見識ともに高く検定農家の信望が
厚い5年以上毎月の立会業務に携わった検定員のみが
対象となる大変に栄誉なものです。表彰が開始され
た平成元年からの受賞者全てのご芳名を掲載してお
ります。平成23年度までに742名が表彰されています。

4　牛群検定Q＆A

本誌にかかる質問や乳用牛群検定にかかる質問を
Q&Aとして公開しています。
疑問点などはドンドンお寄せください。
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牛群検定Q & A 検索

答）１ ③　２ ①　３ ①　４ ③

力試し！これであなたも牛群検定マスター！ 　Ｎｏ.１3

１　牛群検定成績表の見方として、○○○と比較することで、
　　経営上の改善を要するところなどを見つけることができます。

① 毎月配布される検定情報サマリ－
② 4半期に一度配布される改良情報
③ インタ－ネット上で公開されている牛群平均情報

２　検定員が立会に遅刻したときの対処法などのマニュアルは
　　インタ－ネットで公開されている○○○を見ると良い

① 乳用牛群検定の手引き（検定員マニュアル）
② 家畜改良事業団の電話番号
③ 後代検定情報

３　牛群検定事業におけるル－ルは、乳用牛群検定全国協議会のHPに公開されています。
　　こういったル－ルは○○○に準じた世界共通のものです。

① ICARガイドライン
② インタ－ブル
③ ISO

４　体細胞数情報においてリニアスコア5（283千個）以上を○○○としている。

① 健康牛
② 要注意牛
③ 乳房炎
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