
家畜改良事業団では、去る11月28日（金）、本部会議
室（東京都江東区）において、2014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の
方々をお招きし、「2014年検定済種雄牛生産者感謝状
贈呈式」を開催しました。
今回対象となったのは、以下の 7人です。
2014－ 2 月選抜・・・・・・・・・・・・・・・・・
●アクシード号生産の㈲三好牧場（富良野市）
●ビースター号生産の（農）J リード（豊頃町）
2014－ 8 月選抜・・・・・・・・・・・・・・・・・
●タブロイド号生産の遠藤潤一さん（天塩町）
●エデイー号生産の小椋義則さん（枝幸町）
●��フラツト�テレサ号生産の鹿児島県酪農業協同組合
（鹿児島市）
●スマーク J号生産の小椋義則さん（枝幸町）
●ジユニパー号生産の㈲ノースグランド（西興部村）
●金花国号生産の金澤慎治さん（大樹町）
当日は、信國理事長から各生産者に感謝状と記念品が
贈られました。これは、我が国の乳用牛および肉用牛の
改良を牽引する検定済種雄牛の生産に携われた皆さんに
対して心からの敬意と、後代検定事業へのご協力に対し
深甚なる謝意を併せて表すものです。
さらに、乳用種雄牛後代検定事業における計画交配
により作出され、独立行政法人家畜改良センターによっ

て検定に供されたアクシードおよびエデイーの2頭につ
いては、同センター理事長の表彰状が贈られました。
式典開催に際し信國理事長が、生産者の皆様への謝
辞に加え、「現在フィールドで利用されている輸入精
液は全体の 4割以上を占めており、その 7割程度は国
内で広く推奨されているNTP�Top40に及ばないとい
う状況にある中で、非常に長い年月と多くの方々の努
力によって選抜された優秀な国産種雄牛が、フィール
ドで 1頭でも多くご利用いただけるよう引き続き努力
をしていくので、今後とも皆様の力をお借りしたい」
と協力を求めました。また、家畜改良センター佐藤英
明理事長は、「当センターが行ってきた民間候補種雄
牛の選抜は、次年度で最後となるが、引き続き酪農経
営の発展に資するため、生涯生産性に優れた種雄牛、
飼料効率などの効果が改善できる種雄牛、さらには泌
乳持続性に優れた種雄牛の生産に取り組んでいく」と
挨拶されました。
式の最後に、乳用種雄牛生産者を代表して三好孝行
さんからは、「北海道で酪農家が年間200戸のペースで
減少し続けており深刻だ。乳量の減少を食い止めるた
めには約 3 ％、つまり 1日 1頭当り 1 kgの増産がで
きれば今の頭数でも牛乳不足は解消できるが、これは
改良の力でクリアできると思う。そのためにはどのよ
うな種雄牛を選ぶかということが大事で、国内の後代
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検定により選抜された種雄牛にも素晴らしい牛がい
る。このような皆さんに利用される国産検定済種雄牛
を望んでいるので、今後も国内の改良に期待した
い。」と挨拶されました。
また肉用種雄牛生産者の金澤美智雄さんからは、
「昨今、素牛生産者は市場性の良い種雄牛に心を奪わ
れ、素牛が高く販売できる種雄牛に飛びついてしまう
傾向があるが、肥育して枝肉販売まで考えると、脂肪
交雑だけではだめで、枝肉重量が収益性を大きく左右
する。こうした中、非常に高いハードルをクリアして
選抜された「金花国」は、質・量の両方を兼ね備えて
いる素晴らしい種雄牛ですので、肥育農家の救世主に
なってくれるのではと期待しています。」と喜びを表
しました。

受賞者の紹介（種雄牛略号順）
贈呈式に出席したのは、㈲三好牧場からは三好孝行
さんと京子さんご夫妻、（農）J�リードからは井下英透
さんと寿加子さんご夫妻、遠藤牧場からは遠藤潤一さ
んと光江さんご夫妻、小椋牧場からは小椋義則さんと
尚美さんご夫妻、鹿児島県酪農業協同組合からは、新
川豊巳さんと橋和幸さん、㈲ノースグランドからは森
誉隆さん恵美さんご夫妻、金澤牧場からは、金澤慎治
さんの子息の美智雄さんの13人でした。

有限会社　三好牧場（北海道富良野市）
●三好孝行・京子ご夫妻
JP5H54812
　RCA　アクシード　サーテイ　ET

有限会社�三好牧場は、
大正時代に徳島県より酪
農を志して上富良野町に
入植し、その後富良野市
内への移転を経て、昭和
38年に現在地に牧場を新
設されました。また、平
成5年には有限会社とし
て法人化されています。
同牧場の冠名である
「RCA」は、1900年代後半に同牧場に導入された基
幹雌牛「ロクシー」の”R”、「シヤルロ」の“C”、そ
して「アニー」の”A”に由来しているそうで、現在
は、更にクリスマス・クッキーの娘たちがファミリー
を増しています。これまでに三好牧場からは、アニー
の血統から10頭、シヤルロ、ロクシーの血統から 1頭

ずつ検定済種雄牛が輩出されています。今回のアクシ
ードは、アニー・ファミリーから選抜された11頭目の
種雄牛で、三好牧場における記念すべき10頭目の表彰
対象牛となります。
同牧場は、経産牛148頭、未経産牛160頭の308頭を
飼養し、その平均乳量が12,774kg（H26.9現在）とい
う国内屈指の高能力牛群を、代表の孝行さんご夫妻、
長男の正倫さんご夫妻、次男の史晃さんご夫妻と従業
員で管理しています。飼養管理に関することは主に正
倫さんが、哺育育成・圃場管理に関することは史晃さ
んが担当し、交配種雄牛の選定等の改良に関すること
はご兄弟で話し合いながら進められているそうです。
また、牛群改良に受精卵移植技術を積極的に利用し
て、導入した受精卵と自家採卵した受精卵を移植して
います。このような熱心な改良への取り組みは、確実
に乳量にも表れていますが、さらなる飼養管理のレベ
ルアップと繁殖成績の向上によって個体の能力を伸ば
すことに挑戦されています。

農事組合法人　J リード（北海道中川郡豊頃町）
●井下英透・寿加子ご夫妻
JP5H54851
　Jリード　テレサ　ビースター　ET

�

農事組合法人　J�リー
ドは、北海道十勝地方の
東南端に位置する豊頃町
にあります。同牧場は、
平成17年 4月に 4戸の酪
農家により農事組合法人
として設立されました。
現在は、経産牛730頭、�
未経産540頭の1,270頭を
飼養し、平均乳量10,000�
kgという高能力を実現しています。また、牧草300ha、
デントコーン100haを作付し、一度に40頭の牛を回転さ
せながら搾乳するロータリーパーラをはじめ、環境に
配慮した施設を完備しています。この牛群と圃場の管
理を 4名の共同経営者と従業員22人で効率的に進めて
います。
同牧場は、牛乳生産を主体とし、信頼される牛乳を
責任を持って消費者にお届けする本来の酪農を心がけ
ており、改良においても同様の考え方を踏襲されてい
るそうです。こうした改良効果は、生涯乳量ベスト
100の中に 2頭の雌牛がランキングされていることか
らもうかがえます。

17  − LIAJ News No.150 −



遠藤牧場は、北海道西
北部天塩郡の中央にある
天塩町にあります。本牧
場は、曾祖父が、明治時
代中期に山形県の天童市
から入植し、畑作とデン
プン工場を経営し、祖父
の代から種牛の飼育を始
めました。昭和30年代に
父親が酪農専業に転向
し、潤一さんで 4代目になります。
現在、経産牛80頭、未経産牛70頭の150頭を飼養し、
平均乳量は13,000kg（H26.10現在）と非常に高いレベ
ルの牛群を有しており、74haの牧草と10haのデント
コーンを作付し、これらを潤一さん夫婦と息子さんご
夫婦の 4人で管理しています。搾乳牛の管理は主に息
子さんご夫婦が、未経産牛の管理は潤一さんご夫婦が
担当していますが、改良に関しては潤一さんと息子さ
んの 2人で決めています。
本牧場では、現状の13,000kg牛群を維持しつつ、こ
の高能力牛群からさらなる種雄牛生産にも積極的に取
り組んでいます。将来的には、牛舎の新築も考えてい
るそうで、家族経営という形態の中で最も効率的な方
法を模索中とのことです。一方、共進会にも積極的に
参加するなど、体型的な改良についても意欲的に取り
組み、こういった改良効果は、生涯乳量ベスト100に
3 頭ランキングされていることからも十分にうかがえ
ます。

小椋　義則 牧場（北海道枝幸郡枝幸町）
●小椋義則・尚美ご夫妻
JP5H55084
　オムラ　スイート　エデイー　ET
JP5H55214
　オムラ　スイーテイー　スマーク　J　ET

�

小椋牧場のある宗谷管内枝幸町の歌登地区は、道内
でも特に酪農の盛んな地域です。
義則さんは、高校を卒業後福屋牧場での実習を経て
昭和54年に実家の牧場に戻りました。昭和57年に23才
で公社リース事業を利用して初妊牛30頭を導入して独
立し、現在では経産牛70頭、未経産牛60頭を飼養し、

20年間連続で平均乳量
10,000kgを超える牛群を
維持しています。独立当
初より改良に熱心に取り
組み、平成 7年に受精卵
導入事業に参加された時
に、導入した受精卵より
本牧場の基幹牛となるス
イートネスが誕生してい
ます。これまでに小椋牧
場から生産されたスイートネス・ファミリーの検定済
種雄牛は、今回のエデイーとスマーク�Jを加えて14頭
となり、当団での受賞は 6頭となりました。これらの
種雄牛作出は、「新需要適合型乳牛改良モデル事業」
を通じ、JA南宗谷（旧JA歌登）をはじめ地域の酪農
家が一体となって取り組まれた結果とのことです。
また、義則さんは歌登においてホルスタイン改良同志
会会長、平成18年からは歌登乳牛検定組合長、宗谷南
農業協同組合理事、宗谷南乳牛検定組合長を歴任し、
地域の酪農発展に尽力してきました。その結果、本地
域の多くの牛がNTPトップ100位にランクインするとい
う全国屈指の酪農地帯として周知されるまでになりまし
た。このような長年の功績が高く評価され、平成24年度
の第45回宇都宮賞を受賞しています。

鹿児島県酪農業協同組合
（鹿児島県鹿児島市）
●新川豊巳氏・橋和幸氏
JP5H55103
　J　リード　フラツト　テレサ

鹿児島県酪農業協同組
合は、県内に複数あった
酪農協を「 1県 1酪農
協」を目指して昭和50年
前半より組合組織の合併
に取り組んできました。
長きにわたって幾多の困
難を乗り越えて合併を実
現され、平成19年 4月 1
日より現体制で業務を開
始しています。
同組合は、乳用牛改良に関する業務として改良登録
事業、牛群検定事業、乳用種雄牛後代検定事業、精液
事業に取り組んでいます。中でも精液事業については、
平成 9年 4月より鹿児島県から精液窓口を委嘱され、

遠藤　潤一 牧場（北海道天塩郡天塩町）
●遠藤潤一・光江ご夫妻
JP5H55072
　エンドリツチ ブラツク マーシヤル タブロイド ET
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乳用牛の遺伝的能力を雄側からの改良を通じて先進地
に近づくことを第一義とし、各AI事業体と同じスタ
ンスで臨むことに加え、登録・牛群検定・後代検定の
三位一体で実施してきました。
鹿児島県では、長年の改良への取り組みにより県内

の乳用牛の遺伝能力は、年々向上してきましたが、厳
しい酪農状況を受け、一段と優秀な乳用牛を確保し、
生産性を高めていくことが必要不可欠であったことか
ら、優秀な乳用牛（スーパーカウ）を導入し、畜産新
技術を活用した受精卵による乳用子牛の生産・確保を
図るために、「平成18年度スーパーカウ受精卵活用特別
対策助成事業」にて前述の農事組合法人J　リードより
導入した「J　リード　ゴールド　テレサ」より作出さ
れたのが、今回選抜されたフラツト　テレサです。
また、長年にわたる県酪連の熱心な取り組みによっ
て、同県の牛群検定加入率が73.7％と全国第 3位の高
レベルとなっています。
�

有限会社　ノースグランド
（北海道紋別郡西興部村）
●森誉隆・恵美ご夫妻
JP5H55240
　ノースグランド　マセラテイ　ジユニパー

有限会社ノースグラン
ドは、網走管内紋別市か
ら北西へ50kmほどの西
興部村にあります。同牧
場は、父親が平成10年に
有限会社として法人化
し、誉隆さんは当時から
専務として経営に参画し
てきました。平成16年に
は誉隆さんが代表取締役
に就任され、冠名の「ノースグランド」にあるように
“北の大地”にどっしりと根を張り巡らせた、大規模
な酪農経営を展開しています。
現在は、経産牛260頭、未経産牛150頭で、平均乳量
9,800kg（平成26年10月現在）の高能力牛群をヘリン
ボーン式10頭ダブルのパーラーで搾乳しています。
また、220haの耕作地を、10戸の農家が参画してい

る地域のTMRセンターである株式会社西興部グラス
フィードファクトリーに管理を委託してTMRの供給
を受けています。この400頭規模の牛群を誉隆さんご
夫婦と従業員 4名の 6名で管理しており、繁殖管理は
専務の恵美さんが、飼料給与、搾乳、哺育育成などは
全員がこなせるようローテーションを組んで作業を行
っています。改良面では、常に牛群全体の乳量、長命
性に重きを置いた改良を心がけ、特に肢蹄管理には細
心の注意を払い、削蹄は年 4回実施しています。

金澤　慎治 牧場（北海道広尾郡大樹町）

●金澤美智雄氏
P黒795　　金花国

金澤牧場があるのは、
北海道の東部、十勝の南
に位置し、東は太平洋、
西は日高山脈に接し、中
央部は広大な十勝平野が
広がる大樹町です。昭和
26年に酪農家として入植
し、それからおよそ半世
紀をかけて搾乳牛 3頭か
ら52頭にまで規模を拡大
しています。一方、平成 6年より個体販売と繁殖雌牛
確保を視野に入れ、ホルスタインに黒毛和種の受精卵
移植を開始するとともに、和牛の素牛市場より雌牛を
導入し始めました。平成 8年には、繁殖雌牛を16頭に
まで拡充し、和牛素牛市場への上場も開始し、同年に
はホルスタインをすべて売却して和牛繁殖農家として
経営を一つにまとめました。
その後繁殖農家として順調に繁殖雌牛を増頭し、平
成20年には82頭にまで増すことに成功しました。この
間に、今回選抜された金花国の母「かねふく」をはじ
め、数多くの優秀な産子を輩出してきました。平成22
年には子息の美智雄さんが、優秀な雌牛を伴って、農
事組合法人サンエイ牧場へ移りました。「かねふく」
は、同牧場で14才となった今も健在です。
� （事業部　石濱　賢）
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去る11月27日（木）、岡山種雄牛センターは、恒例の
和牛改良講演会と 5年ぶりとなった種雄牛展示会を開
催しました。どちらの会場も、寒空の中、中国地方を
中心に約300人の農家や関係者の皆さんにご参集いた
だき熱気溢れるものとなりました。

同センターを会場とした種雄牛展示会では、昨年秋
に22後期現検で選抜された「茂晴花」「福増」「茂晴
国」等新進の種雄牛たちと、「菊知恵」「花平国」とい
った最近産子が市場に上場されはじめ期待の高まる種
雄牛たち、そして共励会等でも定評のある「福安照」
「茂花国」を、その特徴や最近の枝肉成績等とともに
紹介しました。これら個体の展示とは別に、「茂花国」
「茂晴花」「茂晴国」を「みついく」ファミリーとし
て一緒に披露したところ、血縁関係の違いによって特
徴の異なるところを比較できて良かったとの声があり
ました。展示した繋養牛たちそれぞれに大きな歓声を
いただいた展示会でした。

会場を津山市大田のグリーンヒルズ津山リージョン
センターに移した講演会は、「枝肉成績から見えてく
る儲かるための種雄牛選びについて」と題して当団の
寺島家畜改良アドバイザーが担当しました。

肉牛をめぐる情勢
≪牛枝肉相場≫
最近の相場を見ると、平成24年11月から高値で推移
し、この傾向は今後も続くと思われる。
この背景には、出荷頭数の減少、家計消費の伸び、
焼き肉店や量販店の好調な売り上げ、輸出が実現した
ことなどが影響している。かつて、全国の屠畜頭数が
6,000頭を下回ると、牛枝肉価格が上がると言われた
が、今年の秋までは、5,000頭を下回る日が続いた。和
牛の出生頭数の減少、素牛高では、今後肥育農家の離
農傾向も予想される。
≪牛枝肉をめぐる動き≫
5 等級、肩ロースの売れ行きが不振で、 2、 3等級

の引き合いが強くなっている。
また、生産者は高い素牛代を解消するための方策と
して、枝肉重量を大きくする傾向が強まっている。
平成24年の枝肉共励会で最大枝肉重量は、765kgで
あった。そして枝肉重量が600kg以上は、7.5％（334
頭）にもなっている（JACCネットデータ）。また、
新たな取り組みとしては、オレイン酸の表示の実施
等、おいしさへの関心が高まってきている。

平成26年度和牛改良講演会を開催しました

茂晴国・茂花国・茂晴花
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大事な肉牛経営の課題
≪和牛と牛肉の薄切り文化を世界に普及しよう≫
それぞれの国には、それぞれの食文化がある。アメ
リカ等の牛肉文化は厚切りのステーキ文化で、脂肪が
少なくやわらかい牛肉を好む赤肉志向の文化である。
日本の場合は、サシが入った旨味豊かな牛肉を薄く
切って、野菜やキノコ、シラタキ等と一緒に食べる薄
切り文化ある。この味・文化は、食べて見ないとわか
らない。これを国内で広めない限り、日本産牛肉の未
来はない。
2020年に東京でオリンピックとパラリンピックが開
催される。日本の食文化を知ってもらうまたとないチ
ャンスである。しかし、最も大切なことは、日本国内
に、日本の牛肉のおいしさ、スキヤキ、シャブシャブ
等を食べる文化を広めることである。ハレの日には、
家族や友人と、それらでお祝いをする風習を広めるこ
とが肝要である。
≪90歳まで、牛を飼おう≫　
繁殖農家の廃業、減少が増加している。しかし、新
たに後継者を獲得することは、非常に困難である。
今、60歳、70歳の方が、あと30年、20年間、牛飼いを
続ければ、後継者を一人確保したことになる。
従って、あと30年、20年間も牛を飼えるような条件
づくりが大切である。牛飼いを続けるための障害にな

っているのは、飼料給与と糞出し等の重労働である
が、そのことを含めて、90歳まで牛飼いを続けるため
は、どのような設備投資が必要なかを、部会内で、地
域で、農場毎に検討することが大切である。そして、
90歳で牛を出荷できたら、みんなでお祝いをしよう。

話題の芳之国、光平照について
各地の枝肉共励会で確かな力を示す 2頭について、
その活躍の中で感じた特徴として、芳之国について
は、枝肉重量が大きく、ビタミンA欠乏にも強い傾向
があり、その枝肉は光沢テリがあり、カブリの厚さが
目立つ。
また、光平照は、脂肪交雑能力、脂質・モモ抜けが
良く、交配する母体は増体系が望まれ、資質系が強い
血統構成だが、枝肉重量500kg以上を目指ざしたい。

その他、繁殖経営の基本や俵牛づくりを目指した肥
育技術など盛りだくさんの内容で、時折、笑い声が聞
こえる和気あいあいとした雰囲気の中、皆さんが真剣
に耳を傾けていたのがとても印象的でした。
最後になりましたが、遠方よりご参集いただいた皆
さんに、誌面をお借りしてお礼を申し上げます。あり
がとうございました。　　　
� （岡山種雄牛センター　大島　朋和）
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