
－ 397 －

実験農場における肉用繁殖牛の育種価改善の取り組み

小　川　増　弘
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１ はじめに

                                  

　実験農場（所在地：茨城県つくば市）では、和牛（黒毛和種肉用牛）の繁殖

と肥育に関連した実証研究を進めることに方向を定めて以降、黒毛和種の繁殖

用もと牛を導入して、生産した子牛を家畜市場に販売、肥育後に市場出荷及び

一部を繁殖用もと牛として子牛の再生産に供する、といった一連の飼養管理を

行ってきた。

　基本的な方針としては農場が有する土地資源を有効活用した土地利用型畜産

の推進であるが、これらの取り組みについては概要を前報（小川　2013）に整

理したところである。さらに具体的に課題を絞って整理する必要があり、本報

はその一環として繁殖牛の育種価に焦点を当ててその取りまとめを行ったもの

である。すなわち、繁殖経営において粗収益をあげるためには、①購買者であ

る肥育農家の需要にあった子牛を生産する、②分娩間隔を短くするなどにより

効率的に子牛を生産する、③子牛の事故率を減らす、などの管理を行う必要が
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あるとされているが（（独）農畜産業振興機構　2013）、前報ではその中の②を

中心に取りまとめたが、本稿では①を中心にした取りまとめを行うことになる。

　子牛販売を目的とした子取り経営では飼養する繁殖牛の育種価への関心が高

く、関係団体では飼養している繁殖牛の育種価を経営者に通知するなどの啓蒙

活動をしている。実験農場では2007年以降は繁殖用もと牛を外部から導入せず

に、自家生産牛をそれに充てていた。育種価の算出には長期間を要することか

ら未だに算出できていない更新繁殖牛もいるのでそれら育種価が未確定の繁殖

牛については今回の検討からは除外した。また、2011年以降に肥育牛飼養を中

止し子取り繁殖に特化することとなり優れたもと牛導入を始めたが、これらの

繁殖牛についても現段階では育種価が算出されていないことから今回の検討か

ら除外した。

２　肉用牛飼養の動向

　実験農場における成績の検討に先だって、わが国及び茨城県における肉用牛

飼養の動向について統計資料を中心にして俯瞰する。主な資料は「畜産統計」

（農林水産省）、「飼料をめぐる情勢」（農林水産省のホームページ）、「月別肉用

子牛取引状況表」（（独）農畜産振興機構のホ－ムページ）、「繁殖牛育種価デー

ターについて」（（公社）茨城県畜産協会）である。

　1）飼養戸数と飼養頭数の推移

　全国の肉用牛飼養戸数は2004年が93.9千戸に対して2013年が61千戸であり、

この間に32千戸、率にして35.7％減少した。飼養頭数は、2,788千頭が2,642千

頭となり、減少は146千頭、率にすると4.2％の減少である。飼養戸数がこの期

間内は一貫して減少の傾向であったのに対して飼養頭数は年によって増減があ

り、この期間内では2009年の2,923千頭がピークであった（図１）。1戸当たり

飼養頭数は2004年の30頭から2013年の43頭になりこの間に1.5倍増加した（図

２）。
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　２）子取り経営について

　次に、繁殖経営（統計資料では子取り経営となっている）について2004年か

ら2013年の推移をみると、戸数は77.6千戸が50.3千戸となり27.3千戸減少した。

飼養頭数については図示していないが、子取りめす牛だけを見ると628千頭か

ら618千頭となり、2010年をピークにその後は減少傾向である。１戸あたりの

飼養頭数は2004年は8.1頭、2013年は12.3頭となりこの間50％程度の増頭となっ

たがデータを見る限りではその多くが依然として少頭数規模で飼養されている

ことが伺える（図３）。
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　３）子牛の出荷頭数について

　（独）農畜産振興機構のホームページには過去５年間の全国の家畜市場にお

ける子牛の取引情報が掲載され毎年度更新されている。現時点（2014年９月）

では2009年度以降のデータをみることができる。取引頭数は雌子牛が約177千

頭から162千頭に、雄(去勢）子牛が211千頭から189千頭になりこの間に雌雄合

計の取引頭数は90.4％に減少した（図４）。取引価格（消費税込み）について
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雌子牛は2009年度平均324千円が2013年度平均463千円、雄子牛は394千円が538

千円となり、割合ではそれぞれ143％、136％、雌雄を平均すると139％の上昇

となった。これを月別にみる2012年11月以降に前月と比べてほぼ同額あるいは

プラスとなる月が連続し翌年の12月まで続いた。（図５）。

　４）飼料作物の作付と放牧

　肉用牛経営において飼料作物を作付している戸数や放牧している戸数とそ

れらの割合について、その推移を図６と図７に示した。飼料作物を作付してい
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る肉用牛飼養戸数は減少したが、肉用牛飼養戸数そのものが減少している中で

80％以上で作付が行われた。作付面積は2007年から2008年にかけて３万haの増

加がみられた。放牧については、2007年から2008年にかけて３千戸近くの増加

がみられ、戸数割合ではこの間に2倍以上に増加した。なお、畜産統計では飼

料作物の作付けや放牧については、「学校や試験場等の非営利的な飼養者を含

まない」とあるので実験農場のデータはカウントされていないと思われる。

　農林水産省のホームページに掲載されている「飼料をめぐる情勢」（2014年7

月）によると、大家畜経営における飼料自家生産の割合（TDNベース）について、

肉用牛の繁殖経営では低下傾向が続いており2009年度以降は50％を切り2011年

度はさらに低下して44.7％となった。大家畜経営における粗飼料給与率の推移

（TDNベース）についてみると、肉用牛の繁殖経営ではやはり2009年度以降は

60％を切りその後もおおよそ59％となっている（表1）。自給飼料生産コスト（生

産費用価、円/TDN kg）をみると、2009年～ 11年については、全国が43 ～ 44円、

都府県だけを見ると50円～ 56円、2011年度は上昇している。購入粗飼料価格

については、ヘイキューブが2009年度と2010年度は80円台の後半であったが、
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2011年度は96円、2012年度は106円となった。牧乾草については2009年度が92円、

2010年度が87円であったが2011年度には97円、2012年度には109円まで上昇し

た。ヘイキューブと牧乾草の2012年度の価格は過去10年間を見ても突出して高

い。稲わらについては、2009年が91円、2010年が92円であったが2011年度は94円、

2012年度は99円と上昇傾向であった。配合飼料価格については、2009年度が73

円、2010年度が72円、2011年度が75円であった（2012年度は集計中のためにデー

タの記載なし）。この間の為替レート（円/ドル）について2010年度からの動き

を見ると、１米国ドルが88円、80円、80円と円高の時期であるにも関わらず輸

入飼料価格は上昇傾向を示し、全国の畜産経営にとって大きな負担となった（表

２）。

　５）茨城県内の動向について

　次に、実験農場が所在する茨城県の肉用牛に関連した統計資料から県内の肉

用牛経営を俯瞰する。肉用牛の経営戸数は2004年1,020戸から2013年616戸に、

60％に減少した。飼養頭数は2004年34千頭から2013年32.6千頭となったが、こ

の間に最も多頭数であったのは2009年の40.6千頭である。飼養戸数はほぼ一貫

して年々減少の傾向であったのに対して飼養頭数については年次によって変動

が見られた。１戸当たり飼養頭数は30頭台から50頭台となった（図８）。肉用

牛経営の内、子取り経営だけをみると、飼養戸数は2004年度の741戸から2013

年の441戸となり60％に減少した。子取りめす牛の飼養頭数は2004年度は3,940
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頭、2010年度には4,370頭となり2010年度はこの期間で最も多頭数であった。

その後やや減少して2013年度には3,830頭となった（図９）。なお、茨城県にお

いては、繁殖雌牛の飼養頭数を2008年の4,070頭から2020年には4,800頭に増頭

する目標となっている（茨城県酪農・肉用牛生産近代化計画書　2012年10月）。

　茨城県内の肉用子牛の市場は全国農業協同組合連合会の家畜市場、大子家畜

市場及び茨城県中央家畜市場である。この内、茨城県中央家畜市場では肉用も

と牛の取引は年間で数頭程度であるから実質は２つの市場で取引されているよ

うである。全県のデータをみると2009年度から2013年度で雌雄合計が2,300頭
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台から2,400頭台となっている。1頭当たりの販売価格は雌子牛に比べて雄子牛

が７～ 10万円高く、全頭の平均価格では2009年度369千円が2013年度498千円

となり135％に増加した。2012 ～ 13年度が特に高い状態となっており、雄子牛

では年平均が50万円を超えた（図10）。

　以上の統計資料に示された状況の中で実験農場において肉用牛の飼養と生産

に取り組んできたわけである。

３　試験方法

　試験方法については、前報（小川　2013）に記した通りであり基本的には変

わりない。今回の報告と関連深い点について示すと次の通りである。

　供試した繁殖牛は導入牛が39頭で前報に準じて第１次導入牛36頭と第２次導

入牛４頭に区分した。第１次導入牛の内、父親が糸福の3頭と金幸の１頭、計

４頭はその中で遅く導入されているが前報に合わせて第１次導入牛に含めてい

る。第２次導入牛は更新牛として扱った。自家産牛は16頭でこれも前報に準じ

て人工授精によって生産した（AI）８頭と受精卵移植によって生産した（ET）

８頭に区分し、いずれも更新用の後継牛である。供試した繁殖牛の合計は55頭

である（表３）。この間に育種価が算出された繁殖牛は40頭で、内訳は導入牛

が32頭、自家産牛が８頭である。自家産牛では生産牛のと畜（漢字表記では‘屠
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畜’であるが、以下、と畜と表記する）成績が現段階で得られないために育種

価が得られているのは自家産牛（AI）区がほとんどであった。

　飼養管理については、前報の通りなので省略する。子牛の家畜市場への出荷

については、その多くが全国農業協同組合連合会の家畜市場（常陸大宮市）へ

出荷した。一時期に限って大子家畜市場（大子町）に出荷したこともあるが、

取りまとめに当たって市場の区分はしていない。家畜市場に出荷した子牛はほ

とんどは茨城県内の肥育農家によって購入されたが、県外の肥育農家が購入し

たケースもあった。

　育種価とは何かについては用語解説に後述する。2009年度から毎年度茨城県

畜産協会や茨城県畜産研究所から育種価のデータ提供を受けている。繁殖牛が

子牛を分娩して、その子牛が肥育牛として出荷されて枝肉成績が公表されると

初めて育種価が計算される。仮に繁殖もと牛に対して14カ月齢で人工授精を行

い24カ月齢で分娩したとする。その子牛を肥育して枝肉成績が分かるまでには

２年半程度を要するので、合計４年半を要する。肥育農家が肥育成績の公表に
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同意しない場合には枝肉成績は公表されないので育種価には活かされない。繁

殖農家が所有する雌牛の評価値の公表に関しては、個体が農家の財産であるこ

とから各地域によりさまざまな対応がとられてきたようである。これについて

は、評価結果が育種改良情報に加えて、生産現場において個々の雌牛の価値形

成基準にもなり得るからであり、未評価個体の多くが不利益を被るとの懸念に

起因している（向井文雄　2012）が、取組みが十分ではない現状もあると思わ

れる。

　育種価評価の項目は、枝肉重量（kg）、ロース芯面積（cm2）、バラの厚さ（cm）、

皮下脂肪厚（cm）、歩留基準値及び脂肪交雑である。茨城県畜産協会から提供

される資料では、この内の枝肉重量、ロース芯面積及び脂肪交雑を取りまとめ

たデータなので、主な取りまとめはそれらに合わせて行うこととした。

４　結果と考察

　1）生産子牛について

    (1)生産子牛の概要

　育種価の対象となった繁殖牛は40頭で、その内訳は導入牛32頭、自家産牛

８頭である。これらの繁殖牛が生産してと畜が確認された頭数は204頭である

（（独）家畜改良センターの「牛の個体識別情報検索サービス」によってと畜さ
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れたことを確認することができる）。その詳細を表４に示した。導入した繁殖

牛が生産した牛の内、農場で保留し（子牛を家畜市場に出荷せずに）肥育牛と

して出荷してと畜された牛は99頭であった。市場出荷した子牛を購入した肥育

農家等が肥育後に出荷した牛は70頭であった。農場内で肥育した99頭は全頭に

ついて枝肉成績が入手できた。肥育農家等が肥育した牛については、36頭の枝

肉成績が入手できたのに対して、34頭についてはデータを入手できなかった。

自家産の繁殖牛が生産した牛の内、農場で保留して肥育牛として出荷しと畜さ

れたのは15頭で、すべての枝肉成績が入手できた。一方、子牛を市場出荷して

それを購入した肥育農家等が肥育して出荷した牛は20頭で枝肉成績が入手でき

たのはその内の５頭に過ぎず、15頭についてはデータを入手できなかった。導

入した繁殖牛及び自家産の繁殖牛を合わせると、農場で肥育した生産牛155頭

の肥育データが入手できた。一方、子牛市場に出荷した生産牛の内49頭につい

ては枝肉成績のデータが入手できなかった。

    (2)市場出荷した生産子牛の販売先

　実験農場で生産された子牛で家畜市場に出荷して販売された内、すでに肥育

を完了してと畜された頭数を購入先ごとに左から右に購入頭数が多い順に棒グ

ラフで示した（図11）。購入戸数は不明の５頭を除いて47戸であり、その中で

最も多く購入した農場の購入頭数は24頭であった。５頭以上を購入した農場は

最多購入農場を含めて７戸あり、一方では１頭だけを購入したのは22戸であっ

た。一方、農場産子牛を購入した農家の中で枝肉情報の提供があった戸数は21

戸であり、購入戸数のおおよそ45％で、頭数の割合（市場出荷した90頭中で枝
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肉成績が得られた頭数40頭、44.4％）と同程度であった（図12）。

　枝肉データが入手できた生産牛についていくつかの条件ごとに比較した結果

は次項の通りである（ただし、ETによる産子は分娩した繁殖牛の遺伝的な影響

が異なることから検討から除いている）。

　

　２）枝肉成績への影響

　　(1)去勢牛と雌牛の比較

　枝肉成績が入手されている肥育牛155頭を去勢牛（79頭）と雌牛（76頭）に

分けて枝肉成績を比較した（表５）。枝肉重量、ロース芯面積及び脂肪交雑は

去勢牛の方が優れており、特に枝肉重量は去勢牛の方が43kg重かった。Ａ５率

は去勢牛、雌牛それぞれ25.3％と18.4％であった。常陸牛の条件である格付け

がＡあるいはＢで等級が５あるいは４である割合はそれぞれ74.7％と57.9％で
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あり去勢牛の方が優れていた。

   (2)肥育条件の比較

　次に、肥育条件の比較である。ここでの肥育条件とは、具体的には農場に保

留して農場で肥育した場合（以下、農場保留とする）と子牛を家畜市場に出荷

して肥育農家等が（茨城県畜連への販売もあったので’等’とした）が購入し

て肥育した場合（以下、子牛出荷とする）のことである。前者については年ご

とに試行錯誤しながら改善に取り組んでいるので全く同一の条件ではないが肥

育農家の肥育条件と比べた場合にはおおむね同様の条件と判断した。後者につ

いては購入した肥育農家ごとに飼育環境はそれぞれ差異があるであろうと考え

られるが詳細は不明である。また、農場保留と子牛出荷を比較すると前者では

雌牛が多く、後者は圧倒的に去勢牛が多かった。これは偶然ではなくて、去勢

牛の方が子牛の取引価格が高いことから子牛の出荷は去勢牛を中心に行われた

ことによる。前項で去勢牛と雌牛で枝肉成績に差異があったことから、ここで

は雌雄別に分けて比較することとした。

　農場に保留して引き続き農場で肥育した肥育牛115頭と子牛を家畜市場に出

荷し、子牛を購入した肥育農家等が肥育した後にと畜して枝肉成績が入手でき

た肥育牛を性別ごとに分けて比較した（表６）。去勢牛の区分ごとの頭数は農

場保留48頭、子牛出荷31頭、雌牛の区分ごとの頭数は農場保留66頭、子牛出荷

10頭であった。各区分のと畜月齢はおおよそ30カ月齢であるが去勢牛の子牛出

荷では32.1カ月齢であり、他の区分より２カ月齢程度長かった。枝肉重量につ

いては去勢牛の内、場内保留は473.8kg、子牛出荷は473.2kgで両区に差はなく、

雌牛の内、農場保留は432.8kg、子牛出荷は415.4kgで前者がやや高かった。ロー

ス芯面積については去勢牛、雌牛ともに農場保留と子牛出荷の間にはほとんど
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差異はなかった。脂肪交雑については雌牛の農場保留が5.7で他の区と比較し

てやや低かった。Ａ５率については、子牛出荷の方がわずかであるが高い傾向

であった。等級４以上の割合は去勢牛と雌牛で傾向が異なり、前者では農場保

留が高く、後者では子牛出荷が高かった。これらの結果については、特に雌牛

の子牛出荷が10頭と他と比べて少なかったったことに留意する必要がある。

    (3)と畜年度の影響

　次にと畜年度の影響を検討する。農場で和牛飼養を始めた時点で繁殖牛、子

牛及び肥育牛の飼養いずれについても施設や飼い方の条件が揃っていたわけ

ではなく既存の条件の中で試行錯誤を繰り返しつつ改善を重ねてきた経緯が

ある。子牛出荷の場合は肥育については肥育農家が行う場合でも当然のこと

であるが飼養管理については絶えず試行錯誤を繰り返してその改善に取り組ん

でいるであろうが肥育農家に委ねられていることであり詳細は不明である。こ

の場合についても、市場出荷前までの子牛飼養は農場において行っていたわけ

であるがこの期間の飼養については農場における試行錯誤で改善が図られた結

果が反映されているはずである。これらの影響がどうかは興味深い点であるこ

とからと畜された年度の違いを検討することとした。この場合も去勢牛と雌牛

を分けて比較することとした。その結果区分が細分化されて頭数の少ない区分

もあったが単純に区分ごとの平均値を比較した。2013年度と2014年度の途中の

データはデータ数が少ないこともあって一括りとした（表７）。

　と畜月齢は各区ともに29 ～ 31カ月齢であった。枝肉重量は去勢牛では2010

年度以降480kgかそれ以上で推移したが、雌牛では年度の差異が大きく一定の

傾向はみられなかった。ロース芯面積と脂肪交雑は去勢牛、雌牛ともに2008年

度ないしは2009年度以降に改善の傾向が示された。Ａ５率については一概に言

えないがおおむね2009年度頃から改善傾向が見られた。等級４以上の割合は

2009年度が去勢牛で90％、雌牛で81.8％と高かったが年度によって差異が見ら

れた。この間、農場保留と子牛出荷の頭数が年度によって異なり、一時期は一

貫経営を目指して農場保留がほとんどを占めた時期があり、その後は繁殖経営

に特化して生産した子牛すべてを市場出荷しており、経年効果を検討する場合

には、農場保留と市場出荷の比率の変化を合わせて検討する必要があると思わ

れる。
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　３）繁殖牛の育種価について

  農場の生産子牛が肥育されてと畜後に枝肉成績が明らかとなりデータを得る

ことができた繁殖牛についてはその育種価に関するデータの提供を受けている

ことはすでに既述した通りである。

    (1)育種価が算定された繁殖牛の頭数

　茨城県内で飼養されている繁殖牛の内、育種価が算定されている頭数は2008

年が1,791頭、その後は回を重ねるごとに増頭し2014年３月には2,919頭となり、

この間に１千頭以上の増加となった（図13）。既述した統計資料（図９）に茨

城県における子取り用めす牛頭数を示したが４千頭程度であったことから育種

価が算定されている頭数割合は当初の50％以下から現在は70％程度に増加した

と思われる。但し、関係者からの聞き取りによると、繁殖牛の動向については

完全に把握しきれないシステムとなっているようで、例えば農場内で繁殖牛を

飼い直して肥育牛として引き続き飼養している場合には実態としてはすでに繁

殖牛ではなくなっているがそれを把握することはできないために育種価をその

まま掲載している場合も考えられる。

 

    
    

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       



－ 413 －

　農場で初めてその提供を受けたのは2008年６月である。最新の2014年３月の

データまで合計すると10回の提供があった。この間に育種価の提供を受けた繁

殖牛の頭数は、2008年６月が25頭、その後に漸増して最多は2014年10月の32頭

であった。この間の増減は淘汰によって算定から削除される一方で更新牛が新

たに追加された結果である。育種価が算定された総頭数は45頭、この期間を通

して全時期に算定された頭数は16頭であった。

    (2)効果について

　枝肉重量、ロース芯面積及び脂肪交雑について項目の効果（平均値）につい

て提供された時期ごとの変化を図14 ～ 16に示した。枝肉重量についてみると、

2011年度まではプラス20 ～ 25kgであったが、2012年３月以降はプラス30kg程

度に上昇した。ロース芯面積についてみると、この期間内は５cm2台で推移した。

脂肪交雑についてみると、2009年５月のデータまではプラス0.9台であったが

その後改善がみられ、2010年８月以降はプラス1.1 ～ 1.2となった。このよう

に県の基準値に比べて枝肉重量、ロース芯面積、脂肪交雑ともにプラスであり、

さらに枝肉重量や脂肪交雑については一定の改善がみられたていることは評価

できることと思われる。

　育種価については、茨城県内の該当する繁殖牛がその時期ごとにランク付

けされており、ランクの上位1/4以上をＡランク、1/4 ～ 1/2をＢランク、1/2

未満をＣランクとしている。そこで、農場内の育種価が示されている繁殖牛
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について、Ａ、Ｂ及びＣランクの割合の推移を図17 ～ 19に示した。枝肉重量

については、2008年６月及び2009年２月にはＢランクが50％以上を占めていた

がその後はＢ評価の割合が減少した。一方でＣ評価が増加し、2011年10月以降

は70％以上を示す結果となった。ロース芯面積については、Ａランクが20 ～

30％、Ｂランクが30 ～ 40％、Ｃランクが30 ～ 50％でこの期間の変化は比較的

小さかった。脂肪交雑については、Ａランクがおおむね10 ～ 20％であり、Ｂ

ランクは減少傾向で2008年6月の56％から2010年8月には17％に減少し、その後

は30％近い割合であった。Ｃランクについては増加傾向であった。このように

ランクの構成割合をみるとＡランクの減少とＣランクの増加からみて脂肪交雑
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は全体に低下の傾向にあり、各経営がしのぎを削って切磋琢磨している中では

もっぱら自家生産を中心とした更新牛確保では育種価、中でも脂肪交雑の育種

価の比率を維持することが難しいことを示していると言えよう。

５　育種価改善に向けた取り組み

　そのような現状ではあるが、農場では育種価が低いと判断された繁殖牛を淘

汰しながら更新用もと牛を導入しその後は自家産牛を後継牛として飼養するな

ど、育種価の改善に向けたいくつかの取り組みを行ってきた。本項ではその効

果について処理区分ごとに検証する。

　１）経年の影響

　仮に同じ繁殖牛を継続して飼養した場合に、牛群としての育種価（繁殖牛の

平均値）がどうなるであろうか。2009年５月と2013年８月の二つの時期に共通

して育種価データを有する繁殖牛18頭について、育種価の影響を枝肉重量、ロー

ス芯面積及び脂肪交雑について図20 ～ 22に示した。

　2009年５月の効果及びＡ、Ｂ及びＣのランク割合に対する2013年８月の差異

をみると枝肉重量ではその効果がともに29.7kgで差異はなかったが、Ａ、Ｂ及

びＣの構成割合を見るとＡが21.1％から10.5％へ、Ｂが36.8％から5.3％にそ

れぞれ減少し、Ｃの割合が42.1％から84.2％へ大きく増加した。ロース芯面積
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についてその効果は5.7で差異がなく及びＡ、Ｂ及びＣの割合に明確な傾向は

みられなかった。脂肪交雑について、その効果は1.11が1.07となり若干の減少

であったがＡランクは10.5％が0％、Ｂランクは52.6％が21.1％にそれぞれ大

きく減少し、Ｃランクは36.8％から77.8％に大きく増加した。このように枝肉

重量と脂肪交雑については、効果の減少は小さかったがランクの比率からみた

評価は大きく低下した。

　２）淘汰の効果

　牛群全体の育種価改善には、生産牛の肥育成績や繁殖牛の育種価データを考

慮して特定の系統を優先的に淘汰することが必要と考えた。ここでは「北国４

の３」という種雄牛を父に持つ４頭を淘汰した事例であるが４頭の淘汰が完了

してデータに反映されたのは2012年３月であり３年を要した。淘汰に長い期間

を要したことから、2009年５月に得られた育種価データについて該当する４頭

を含めた場合とそれらを除いた場合について比較することとした。繁殖牛４頭

を淘汰したと仮定して除いた21頭の育種価（枝肉重量、ロース芯面積及び脂肪

交雑）への影響を図23 ～ 25に示した。枝肉重量についてはその効果は26kgが

30kgとなり、Ｃランクの割合は50％から40.9％へと若干の改善が見られた。ロー

ス芯面積については、その効果とＡ、Ｂ及びＣの割合にほとんど差異が認めら

れなかった。脂肪交雑については、その効果が0.99から1.07となり若干の改善

がみられ、Ｃの割合が50％が40.9％となり若干ではあるが改善がみられた。25
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頭中の４頭だけを除いたことからその影響は小さいながら一定の改善が認めら

れることは注視する必要があろう。

　３）更新牛の効果

　次に更新牛が追加された場合の効果について検証する。更新牛の内、導入牛

４頭の父親は「第１花国」が１頭、「平茂勝」が３頭である。自家産牛については、

それらの父親が、「北湖２」、「北仁」、「藤平茂」、「安茂勝」２頭、「第６栄」、「平

茂勝」（ET）、「大船７」（ET）、（安茂勝以外は各１頭）の８頭である。

　2013年８月の31頭から上記の更新牛12頭分を除いた19頭の育種価と更新牛12
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頭を含めた31頭の育種価、更新牛の内、導入牛４頭だけを含めた23頭の育種価、

さらに更新牛の内、自家産の後継牛8頭だけを含めた27頭の育種価について、

それぞれの平均値を比較して図26 ～ 28に示した。

　枝肉重量については、29.7kgから32.8kgになり約４kg増加した。その内、更

新が導入牛だけの場合には34.0kgと大きく増加したが反対に更新が自家産牛だ

けの場合には29.4kgとわずかながら減少した。Ａランクでは10.5％が16.1％に

Ｂランクは5.3％が12.9％にわずかながら増加し、Ｃランクは84.2％から71％

に減少し改善の傾向が認められた。改善効果としてＣランクの比率減少は導入

牛だけの場合には73.9％であったのに対して自家産牛だけの場合には77.8％に
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とどまり減少の程度は小さかった。ロース芯面積については更新の効果は5.7

でＡランクが31.6％であり、Ｃランクが42.1％であったことからもともと育種

価が高かったこともあり更新の改善程度は小さかった。脂肪交雑については、

更新の効果が1.07から1.24に増加し、脂肪交雑の効果には更新牛による改善

がみられた。導入牛だけの更新では1.16、自家産牛の更新だけでは1.18の増加

となった。ランクの比率では更新牛を含まなければＡランクが０（０頭）に対

して更新牛を含めると16.1％となり導入牛だけでは8.7％、自家産牛だけでは

12.0％であったことから更新によって一定の効果があったと言えよう。

　このように、12頭の更新牛によって繁殖牛全体の枝肉重量と脂肪交雑の育種

価は改善したが、中でも４頭の導入牛の効果は大きく８頭の自家産牛による効

果より大きかったようである。仮に１頭当たりの効果として比較すると導入牛

の方が圧倒的に大きかった。子牛市場から購入した導入牛は全国的な視点から

各地の市場でより優れた子牛を購入の可能性がある。今回対象とした導入牛４

頭についてみても１頭は青森県からの導入であり３頭は北海道からの導入であ

る。一方、自家産牛についてはもともと農場内で飼養している繁殖牛が基になっ

ており選択に当たって一定の範囲内に留まらざるをえないし、ETについては別

の試験目的を併せて実施された経緯があったことを考慮すると、導入牛で効果

がより大きかったことは当然の結果と言えよう。
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　４）肥育地の効果

　育種価の構成要因の一つに肥育地の効果がある。これは肥育した農場の効果

を数値化したのもであり、当実験農場におけるデータは茨城県畜産協会より提

供されたものである（表８）。頭数とは農場で生産されて肥育牛としてと畜さ

れ肥育地の効果の算出に利用された頭数である。枝肉重量については、この期

間中はプラスを示しているが2011年～ 2012年をピークにして減少傾向がみら

れる。ロース芯面積はプラスとマイナスが交錯しており、2013年１月以降はマ

イナスの状態が続いている。皮下脂肪厚はプラスが続いており変動は少ない。

皮下脂肪厚は低い値が望ましいので、この項目がプラスであることは一つの問

題点である。歩留基準値はマイナスが続いておりこれも問題点である。脂肪交

雑は2009年５月まではマイナスであったがその後はプラスに転じ、その後は増

加しており一定の成果が得られている。このように、皮下脂肪厚と歩留基準値

には県全体を押し下げる傾向であることから今後の課題として牛群の改善が必

要であり、枝肉重量と脂肪交雑は県全体にわずかながら一定の貢献をしている

と言えよう。

　５）生産子牛の期待育種価

　繁殖牛の育種価については、農場ごとにデータが通知されるので他農場の繁

殖牛の育種価を知る機会は今までのところはない。しかし、このデータと種雄

牛の育種価を基にして算出された子牛が有する期待育種価は、子牛せり市場出

場名簿にその一部が表示される。全国農業協同組合連合会の茨城県家畜市場が

市場開催ごとに発行する名簿（子牛せり市場出場名簿）によると、期待育種価

の内、枝肉重量、ロース芯面積及び脂肪交雑がＡランク及びＢランクの入場子

牛についてのみそのランクが表示されている。ただし、「脂肪交雑がＣランク（県
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平均以下）の場合は他の２形質も含めて表示しない」と記されている。

　子牛の期待育種価はそれが算出されている場合には登録証の欄外に記入され

ている。茨城県内では2004年から記載されているとのことであるが、農場の出

荷牛については2012年頃から記載されているようである。2012年２月～ 2014

年７月までに生産された子牛は120頭余であるが、期待育種価が記載されてい

るのは68頭で記載の割合は約56％である。期待育種価が記載されるためには原

則として父牛の県内での育種価が明らかになっていることと母牛の育種価が明

らかになっていることが必要である。農場で飼養されている繁殖牛のうち育種

価が算出されている頭数は直近（2014年３月）で32頭であり、飼養している経

産牛57頭の56％に留まっていることが期待育種価の記載されていない子牛が多

いことの一つの理由であろう。

　名簿の欄外に記載されている枝肉成績の６項目は枝肉重量、ロース芯面積、

ばらの厚さ、皮下脂肪厚、歩留基準値、脂肪交雑であり、この順に記載されて

いる。農場で生産された子牛の内、期待育種価が記載されている68頭について、

Ａ評価、Ｂ評価及びＣ評価の割合を表９に示した。枝肉重量については、Ａ評

価が少ない。同様の傾向がばらの厚さ及び皮下脂肪厚で見られた。一方、脂肪

交雑はＡ評価の割合が57％と多く、Ｃ評価の割合は７％に過ぎなかった。先の

市場出場名簿に育種期待値が記載される条件はに照らしてみると、仮にすべて

を市場出場したとしてもその1/2は未記載になっていることになる。

　農場生産の子牛が139頭販売されているが枝肉成績が明示されて母牛の育種

価算定に活かされているのは41頭に留まっている（既述の図11、12に示した通

り）ことから、一部保留して繁殖牛として飼養している牛を除いて全頭出荷を

原則にしているので、今後育種価の算出されない繁殖牛が多くなれば育種期待

値が記載されない子牛が多くなるという流れが危惧されるところである。
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６　おわりに

　わが国の肉用牛飼養動向をみると、規模拡大を上回る飼養戸数減少のために

飼養頭数は2009年をピークとして減少傾向にある。子取りめす牛の飼養頭数を

みても2010年の68万４千頭をピークにして減少傾向が続いている

　農場で黒毛和種繁殖牛の飼養を始めてから10年余が経ち、この間に育種価の

算定対象となった繁殖牛は導入牛32頭、自家産牛8頭の計40頭であった。これ

らによって生産されてと畜が確認された205頭のうち肥育後に枝肉成績が得ら

れた頭数は155頭であった。枝肉成績が明らかな生産牛について枝肉成績を去

勢牛と雌牛に分けて比較すると去勢牛で枝肉重量、ロース芯面積及び脂肪交雑

について去勢牛の方が優れる結果を示した。

　繁殖牛の育種価について、肥育地の効果をみると、枝肉重量、バラ厚さ、及

び脂肪交雑については、一定の貢献があったのに対して皮下脂肪厚と歩留基準

値については反対の傾向を示した。農場保留して農場で肥育した生産牛は雌牛

が多く、子牛を市場出荷して肥育農家等が肥育した牛は去勢牛が多かった。子

牛出荷した場合には枝肉成績が得られないケースが多く、早期に育種結果が得

られるような地域内の体制整備（向井文雄　2012）といった全県的な取り組み

が望まれる。

　本稿では実験農場で飼養した繁殖牛の育種価を検討対象としたが、繁殖牛に

は前報（小川　2013）で検証した繁殖成績、あるいは分娩後に子牛の世話を良

くするか、管理者にとって飼養がしやすいかといった気質など評価には多くの

側面があることを留意する必要がある。農場においてはリピートブリーダー（臨

床的な異常は認められず、正常な間隔で発情周期を反復し、かつ明瞭な発情

徴候を示すが、３回の連続する発情周期で適期に人工授精をしても受胎しない

ウシを指す）や長期不受胎牛（明確な定義はないが、リピートブリーダーと同

義、あるいはリピートブリーダーのまま放置され長期間にわたって受胎の機会

を失っているウシを指し、肉用牛に多いと思われる）（小島敏之、広岡博之　

2013）と言える繁殖牛が飼養されており、現在もゼロではないことから、それ

らについては淘汰を進めているところである。

　実験農場においてはそれまでの繁殖と肥育の一貫飼養から、2010年後半以降
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には子取り繁殖に特化するように方向転換し、それに合わせて新たに市場評価

が期待できる繁殖用もと牛を購入して、市場評価の高い子牛生産を目指してい

る。育種価の算定はすでに既述した通り繁殖牛の飼養年数を経て得られるもの

であることから、これら新規の導入牛について今回はその結果を示すには至っ

ていない。今後、これらの新規導入した繁殖牛の効果が明らかとなり、一方で

産次が進んで10産以上となった高齢の繁殖牛については淘汰を進めていること

から、繁殖牛群の構成が大きく変化する時期に差し掛かっていると言うことが

でき、それに伴う牛群の育種価の動向について、一層注視していく必要がある。

　2013年頃から肉用子牛の市場における取引価格が上昇した現状を紹介した

が、将来にわたって高止まりするとは考えられず低価格となることを想定した

対応が必要である。久保田・上原によると、市場が高価格の頃は優良和子牛の

出荷割合を高めることが経営の安定に貢献しているが取引価格が低迷した場合

は優良和子牛の価格水準が低下することから長期的にはコスト低減等の方策が

より重要性を増す（久保田・上原　1999）。このことによれば、農場において

は高育種価の繁殖牛づくりとともに自給飼料の安定生産、繁殖牛の繁殖率向上

と耐用年数の増加、子牛の損耗防止、医療費の削減などが一層重要になるであ

ろう。
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８　用語の解説

・育種価

　育種価とは親から子に伝わる遺伝的能力のこと。子は父と母の遺伝能力のそれぞれ半分

ずつを受け継ぎ、様々な環境の影響を受けて育つ。肉用牛の場合、枝肉重量、ロース芯面積、

脂肪交雑、バラの厚さ、背脂肪の厚さ、枝肉歩留等の数値を観察値と言う。観察値は季節、

性、肥育技術、飼料などによって影響を受ける（環境要因）。これらの関係を論理的に示すと、

肥育されて枝肉になった牛の観察値は次の式で表すことができる。

    牛の観察値＝1/2父の育種価+1/2母の育種価+環境要因（環境効果）

　子牛せり市出場名簿には、【育種価とは？、「親から子へ伝わる平均的な遺伝的能力のこ

とを『育種価』といい、子牛が持っていると期待される育種価を『期待育種価』といいます。
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父牛と母牛の両方の育種価が判明していなければ、期待育種価は算出できません。どんな

に供用の多い父牛でも、茨城県内での肥育結果が出てこないと育種価は判明せず、子牛の

期待育種価は算定出来ません」】と記述されている。

・育種価の項目

　枝肉重量、ロース芯面積、脂肪交雑、バラの厚さ、皮下脂肪の厚さ、枝肉歩留が育種価

の項目でありその数値を観察値という。この内、皮下脂肪以外は数値が大きいほど評価は

高くなり、皮下脂肪厚だけは反対に数値が小さい方が評価が高くなる。基準となる値を基

準値と言い、都道府県ごとに設定されている。

・BLUP法アニマルモデル

　変量効果の推定法の一つで、農家、年次、季節、月齢など環境要因の影響を除いて、正

確かつ偏りのない個体の遺伝的能力すなわち育種価を推定する方法である。さらに血統記

録を利用することができ、これによってさらに正確度を上げることができる。

・常陸牛の定義： 茨城県常陸牛振興協会による常陸牛の定義は以下の通りである。

  常陸牛とは，指定生産者が茨城県内で最も長く飼育した黒毛和牛の内，（社）日本食肉格

付協会の枝肉取引規格が歩留Ａ等級又はＢ等級かつ肉質等級が５等級と４等級のもので，茨

城県常陸牛振興協会が認定したものとする。
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