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種┃雄┃牛┃情┃報┃ 

━┛━┛━┛━┛━┛ 

◇Ｓｏｒｔ９０取り扱い牛◇ 

雌性選別精液を使うことで、後継牛を効率よく生産することが出来ます。

現在、ＮＴＰトップ４０位内でＳｏｒｔ９０が利用可能な当団種雄牛の

特徴を簡単にご紹介します。 

 

ＪＰ５Ｈ５５５５２ エモーシヨン 

長命連産効果第２位と乳代効果第７位の抜群の収益性が魅力です。サイ

ズは中程度で気質は穏やかと、飼養管理面にも優れています。 

 

ＪＰ５Ｈ５６４６５ アリー 

アウトクロスとして幅広く交配可能なスーダン息牛。乳脂量第１位の圧

倒的な改良力を誇り、乳成分改良に最適です。 

 

ＪＰ５Ｈ５６３０４ ジエラルド 

高乳量かつ乳成分率オールプラス、泌乳形質の総合的な改良に優れてい

ます。産子難産率が低く、未経産牛にも安心してご利用いただけます。 

 

ＪＰ５Ｈ５６７１７ レーン 

長命連産効果第６位の収益性に加え、体細胞スコアの低さも魅力です。

気質は穏やかで産子難産率も低く、飼養管理面でも優れています。 

 

ＪＰ５Ｈ５５９７３ エヴアン 

高い泌乳持続性と良好な繁殖性、飼いやすさが魅力です。理想的な後乳

頭の配置で、内付の乳頭配置の改善にも適しています。 

 

ＪＰ５Ｈ５５８７９ ヴエラーノ 

アウトクロスブルの血統構成が魅力のアイオーン息牛。体型改良に特に

力を発揮し、泌乳持続性の高さも魅力です。 

http://liaj.lin.gr.jp/uploads/H30.12_Sortlineup_.pdf 

 

◆茂晴花 ゲノミック育種価どおりの実力発揮！◆ 

 

前号で平成３０年度全国肉用牛枝肉共励会に出品された茂晴花（Ｐ黒８

２９）の産子６頭のＢＭＳＮｏ．の平均が１１．２（６頭中５頭がＮｏ．

１２）であったことをご報告しましたが、その後１２月１２日に開催さ

http://liaj.lin.gr.jp/
http://liaj.lin.gr.jp/uploads/H30.12_Sortlineup_.pdf


れた第１８回中核和牛生産者枝肉共励会においても最優秀賞、優良賞を

受賞した２頭を含む出品された３頭すべてがＢＭＳＮｏ．１２となるな

ど、茂晴花の産子が各地の共励会、一般出荷でも素晴らしい成績を出し

ております。 

そこで当団がこの１２月までに収集している茂晴花産子１２０頭の枝肉

成績を分析してみたところ、その成績の平均値は、ＢＭＳ８．９（去勢：

９．０、雌：８．６）、枝肉重量５０２kg（去勢：５４４kg、雌：４６

０kg）、 ロース芯面積７０．６cm2（去勢：７４．０cm2、雌：６７．

２cm2）、 バラの厚さ８．３cm（去勢：８．７cm、雌：８．０cm）で、

全体のＡ４・５率が９３．２％と非常に素晴らしい成績でした。ここに

きてまた注目の的になっている「茂晴花」から、ますます目が離せませ

ん。 

 

＜最近の茂晴花産子の主な成績＞  

○平成３０年度伊予牛「絹の味」愛枝肉共励会（１０／４） 

最優秀賞：ＪＡ愛媛たいき畜産センター 雌 母の父 美津照 

ＢＭＳ11、枝肉重量 452kg、ロース芯 75cm2、バラ厚 7.8㎝ Ａ5 

 

○第５０回「いわて牛」産地和牛枝肉販売会（第６２回県共）（１０／

２０） 

１等賞：（有）千葉畜産 去勢 母の父 安福久 

ＢＭＳ12、枝肉重量 558kg、ロース芯 84cm2、バラ厚 9.0㎝ Ａ5 

 

○日胆枝肉共励会（１１／２４） 

優秀賞１席：（有）北翔産業 去勢 母の父 茂勝栄 

ＢＭＳ12、枝肉重量 572kg、ロース芯 74cm2、バラ厚 7.8㎝ Ａ5 

 

○第１８回全国中核和牛生産者枝肉共励会（１２／１２） 

最優秀賞：（株）松永牧場 去勢 母の父 安福久 

ＢＭＳ12、枝肉重量 593kg、ロース芯 105cm2、バラ厚 10.5㎝ Ａ5 

 

優良賞：（株）松永牧場 去勢 母の父 安福久 

ＢＭＳ12、枝肉重量 599kg、ロース芯 99cm2、バラ厚 9.5㎝ Ａ5 

 

田村畜産 蒲生牧場 雌 母の父 第２平茂勝 

ＢＭＳ12、枝肉重量 551kg、ロース芯 82cm2、バラ厚 8.8㎝ Ａ5 

 

○一般出荷（１２／１３） 

（有）北翔産業 雌 母の父 美津照重 

ＢＭＳ12、枝肉重量 440kg、ロース芯 74cm2、バラ厚 8.0㎝ Ａ5 

http://liaj.lin.gr.jp/uploads/H30.12_SHIGEHAREHANA_2_.pdf 

 

◆幸忠栄も開花の予感！◆ 

 

１２月１９日に開催された平成３０年度松永塾枝肉共励会（交雑種の部）

http://liaj.lin.gr.jp/uploads/H30.12_SHIGEHAREHANA_2_.pdf


で、幸忠栄（Ｐ黒８３８）の去勢産子がＢＭＳＮｏ．１１という結果を

出しました。この夏に公表したゲノミック育種価では６形質すべてが上

位に入る本牛ですが、ここに来て良い成績が出てきています。今回は瑕

疵があり惜しくも最優秀賞は逃しましたが、ＢＭＳＮｏ．ではダントツ

の成績であることはいうまでもなく、他の形質も枝肉重量６２９ｋｇ、

ロース芯８９ｃｍ２、バラ厚９．１ｃｍとゲノミック育種価どおりの素

晴らしい成績です。今後は幸忠栄にも注目です。 

http://liaj.lin.gr.jp/uploads/H30.12_YUKITADASAKAE_F1-BMS11_.pdf 

 

 

体┃外┃受┃精┃卵┃情┃報┃ 

━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛ 

◆第３７回受精卵産子和牛枝肉共励会出品者募集◆ 

 

毎年３月に東京都中央卸売市場食肉市場にて開催しております、当団の

種雄牛によって生産された体内および体外受精卵を移植して生まれた産

子のみを集めた共励会が、下記の日程で開催されます。出荷適齢期の該

当牛をお持ちの方はぜひご出品ください。詳しくは、事務局までお問い

合わせ下さい。 

共励会名：第３７回受精卵産子和牛枝肉共励会 

開催場所：東京都中央卸売市場食肉市場 

上場日：平成３１年３月８日（金） 

出品頭数：６０頭（予定） 

主催：（一財）畜産ニューテック協会 

協賛：東京食肉市場株式会社、当団 

事務局：（一財）畜産ニューテック協会東京事務所（Tel03-5463-8951） 

 

◆新鮮体外受精卵の供給について◆ 

 

年末年始の新鮮卵供給は下記のとおりとなります。ご注意ください。 

年末：平成３０年１２月２９日（土）移植まで 

年始：平成３１年 １月１６日（水）移植から 

 

 

牛┃群┃検┃定┃関┃係┃ 

━┛━┛━┛━┛━┛━┛ 

◇牛群検定濃密研修会および優秀検定員表彰式を行います◇ 

 

今年度は以下の通り研修会を行います。検定農家をはじめ検定関係者

であれば、どなたでも参加できます。どうぞ奮ってご参加下さい。 

 

【牛群検定濃密研修会】 

日程：栃木県 平成３１年２月１４日（木）ホテルニュ－イタヤ 

福岡県 平成３１年２月２０日（水）八百治博多ホテル 

講師：広島大学大学院生物圏科学研究科家畜飼養学 教授 小櫃 剛

http://liaj.lin.gr.jp/uploads/H30.12_YUKITADASAKAE_F1-BMS11_.pdf


人氏 

演題：「搾乳ロボットと牛群検定について（仮題）」 

【問い合わせ先】 

toiawase@liaj.or.jp 

 

◇牛群検定通信（検定成績表の裏面）を更新しました◇ 

 

Ｎｏ．１０４ 平成３０年１２月号 記事  

～ライナースリップとドロップレッツ現象～ 

１ ライナースリップ 

２ ドロップレッツ現象 

３ ライナーゴムの交換 

http://liaj.lin.gr.jp/uploads/gyukentusin104.pdf 

 

◇増刊牛群検定通信を更新しました◇ 

 

Ｎｏ．９５ 平成３０年１２月号 主な記事 

１ 乳用メス子牛の生産が増頭傾向に！ 

２ 牛群検定点検シート！（その９）～搾乳機器のチェック～ 

今回は搾乳機器の調子が悪くないかチェックします。このチェックで問

題なしとなっても、定期的な点検を励行しましょう！他

http://liaj.lin.gr.jp/uploads/zoukan95.pdf 

 

◇検定員の方々へのお知らせ◇ 

 

Ｎｏ．８６ 平成３０年１２月号 主な記事 

繁殖コード「Ｃ」（繁殖に供さない）を報告してください。他 

http://liaj.lin.gr.jp/uploads/osirase086.pdf 

 

 

遺┃伝┃子┃の┃は┃な┃し┃ 

━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛ 

◆ゲノミック育種価◆ 

 

これまでのＢＬＵＰ法による遺伝的能力評価は、血統情報と枝肉成績の

みで計算していました。今回開発したゲノミック評価法では、これらの

情報に加え雄や肥育牛のＤＮＡ情報を用いることで、より正確度の高い

遺伝評価値（＝ゲノミック育種価）を求めること可能となります。 

今年８月に選抜した２６現検後期より種雄牛の選抜にゲノミック育種価

を取り入れました。ゲノミック評価法でより正確な評価ができるように

なりました。詳しくは当団の「黒毛和種種雄牛案内２０１８（改訂版）」

をご覧下さい。 

http://liaj.lin.gr.jp/index.php/detail/data/d/6084543764 

 

 

http://liaj.lin.gr.jp/uploads/gyukentusin104.pdf
http://liaj.lin.gr.jp/uploads/zoukan95.pdf
http://liaj.lin.gr.jp/uploads/osirase086.pdf
http://liaj.lin.gr.jp/index.php/detail/data/d/6084543764


肉┃牛┃ト┃ピ┃ッ┃ク┃ス┃ 

━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛ 

◆私が選んだ今年の肉牛業界の主なニュース◆ 

私が今年の肉牛業界で気になったニュースをお知らせします。まず第１

は、マルキン（肉用専用種）が３年５ケ月ぶりに発動されたことです。

第２は、最も高い素牛（約８２万円）が出荷されたこと。第３は、次代

を担う有力な種雄牛が、当団の福之姫をはじめ、宮城県等でも出現した

ことです。第４は、和牛を中心に肉質成績がアップしたことです。１０

月の全国肉用牛枝肉共励会では、ＢＭＳ№１２が３４％（１４５頭／４

３０頭）も占めたことが代表的でした。第５は、畜産関係のＩＣＴ機器

が、注目されました。第６は、年末に、平成２８年以来の堅調な牛枝肉

相場になったことです。来年も良いニュースが沢山あることを期待しま

す。（寺島） 

 

 

事┃業┃関┃係┃ 

━┛━┛━┛━┛ 

◇３０後検（前期）調整交配（乳牛）◇ 

３０後検（前期）の調整交配が１１月から始まっています。交配期間は

平成３１年２月までです。期間内での交配をお願いいたします。 

 

◆２７現検（前期）枝肉調査終了（肉牛）◆ 

 

２７年度前期候補種雄牛の現場後代検定調査牛のすべての枝肉調査が終

了しました。このあと、選抜に向けて成績の集計およびゲノミック評価

を利用した遺伝的能力評価を行い、平成３１年２月に選抜を予定してい

ます。種雄牛別の枝肉成績については、ホームページに掲載しています。 

http://liaj.lin.gr.jp/index.php/detail/data/d/1643658396 

 

◆２７現検（後期）枝肉調査中（肉牛）◆ 

 

２７年度後期候補種雄牛の現場後代検定調査牛の枝肉調査が平成３０年

１０月より開始しました。このあと、平成３１年４月末まで全国各地で

調査牛の枝肉調査を実施します。 

種雄牛別の枝肉成績については、ホームページに掲載しています。 

http://liaj.lin.gr.jp/uploads/n27-2r_gaiyo.pdf 

 

 

お┃知┃ら┃せ┃ 

━┛━┛━┛━┛ 

◇２０１８年検定済種雄牛生産者感謝状贈呈式を開催◆ 

 

この感謝状贈呈式は、当団がその年に選抜された検定済種雄牛のうち計

画交配による作出牛の生産者をお招きして開催するものです。今回は、

去る１１月３０日（金）、当団会議室(江東区)において開催しました。 

http://liaj.lin.gr.jp/index.php/detail/data/d/1643658396
http://liaj.lin.gr.jp/uploads/n27-2r_gaiyo.pdf


今回対象となったのは、下記の皆様です。 

 [２０１８－８月選抜] 

●マツセイ マーシヤル号（ＪＰ０Ｈ５６７３６）生産の坂口和彦さん 

（雄武町） 

●マシス号 （ＪＰ５Ｈ５６６８２）生産の永利嘉成さん（中標津町） 

 [２６現検前期選抜] 

●福之姫号（Ｐ黒９４８）生産の川上偉功さん（大田原市） 

※詳細はＬＩＡＪ Ｎｅｗｓ１７４(2019.1.25発行)に掲載いたします。 

 

◇２０１８ 各地の共進会報告 その３◇ 

 

今季、開催された共進会における当団種雄牛の娘たちの活躍をご紹介し 

ます。（開催日時順） 

 

平成３０年度兵庫県乳牛共進会▽とき １１月１０日 

▽９～１１月 １位▽ 

シユークリン（ＪＰ５Ｈ５５３８９）の娘▽出品 島田一郎 氏 

 

第３７回熊本県乳牛共進会▽とき １１月１１日 

▽後検２才 １位▽ 

カーライル（ＪＰ５Ｈ５５１４５）の娘 

▽出品 （有）モーモーファーム竹原牧場 

 

第３２回徳島県乳牛共進会▽とき １１月１７日 

▽９～１１月 １位▽ 

エモーシヨン（ＪＰ５Ｈ５５５５２）の娘▽出品 片岡寛之 氏 

 

 

 

編集後記 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

わたしが住んだり、通った町で見つけた新鮮で美味しい食べものについ

て紹介します。門前仲町（東京）=>豊洲市場直送の魚介類の「お刺身」。

北海道（江差）=>朝、家まで売りにくる「活イカ」。北海道（別海）=>

搾りたての生乳を注ぎ足し、注ぎ足してつくる「自家製ヨーグルト」。

新潟市=>ヨモギ団子を数枚の笹の葉でくるみスゲやイグサの紐で束ねた

自然派の「笹団子」。岡山（津山）=>カラフルで鮮度がよく、ぷりぷり

しているところを鉄板に山盛りにして食べる「もつ焼き」。ぜひ、ご堪

能ください。（Ｍ） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

┏┓┏┳━┓┏┓発行元：一般社団法人 家畜改良事業団 

┃┃┃┃┃┃┃┃サイト：<http://liaj.lin.gr.jp/> 

┃┗┫┃ ┣┛┃メール：<webmaster@liaj.or.jp> 

┗━┻┻┻┻━┛電話（代表）：03-5621-8911  

 

http://liaj.lin.gr.jp/


★万一、当メールがご迷惑をおかけしている場合や連絡先等の変更など 

がある場合は、大変お手数ですが折り返し下記アドレスまでご連絡くだ 

さい。<webmaster@liaj.or.jp> 

★このメールマガジンにはファイルは添付されていません。 


