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＜特集北海道における肉用牛生産技術開発の成果と展望II> 

普及と研究による現地活動事例とその成果

はじめに

本道の畜産は，生産者の高齢化や担い手不足，

生産資材価格の高騰による生産コストの上昇，

TP P大筋合意による国際化の進展など，多くの

課題に直面している。

そうした中，普及と試験研究は肉牛を巡る情勢

において現状と課題の認識を共有化した上で，生

産現場の課題とニーズに的確に対応し，スピード

感を持って対応することが求められている。

普及は，試験研究場が開発した研究成果を現地

へ波及することとなっており，その地域で実践で

きる研究成果を現地に提示し，支援・活用を進め

てきた。

研究成果を実践するに当たっては，普及は地域

の課題を把握し，その課題解決を研究に要望とし

て伝え，研究は試験課題として取り上げて課題解

決を図っている。

その研究課題の解決に向けた取組みを進める際

には，現地における対応を普及・試験研究・関係

機関で連携して行っている。

その普及と試験研究が連携して行った，現地活

動事例について紹介する。

1 十勝管内A農協における取組み

北海道の黒毛和種の平均分娩間隔は426日 CH

26年：北海道酪農畜産協会調べ）となっており，

繁殖成績の改善が求めれている。しかし，北海道

の牛群について，データを活用した繁殖形質に関

する遺伝的な検討は行われていらず，また，利用

できる情報も限られている。

そのため，十勝管内A農協において，①牛群に

適した繁殖能力評価法，②繁殖成績と登録審査成

＊釘｜｜路農業改良普及センター Takao NrsHIMURA 
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績の関係，③近交系数が繁殖成績や登録審査成績

に与える影響を調査・分析し，繁殖性及び生産性

を考慮した交配を検討した。

これらの課題を進めるに当たり，モデル農家を

設定し，試験研究，普及センター，農協と役割分

担を明確化して活動を行った。また，地域全体の

底上げを図るため，モデル農家の取組み事例を講

習会で説明し，理解を高めた。

(1) 地域の概要

十勝管内A農協は，畑作を主体とした地域で，

黒毛和種は補完作目として導入されたのが始まり

である。黒毛和種飼養頭数は，十勝管内でも多い

地域で，黒毛和種素牛生産における主産地の一つ

である。

黒毛和種の現状は，繁殖性において北海道平均

よりも良好な成績となっている。

しかし，資質面では若干劣っており，その結果，

家畜市場における市場平均価格を下回っていた。

(2) 活動内容

繁殖性・生産性の改善が必要な黒毛和種飼養農

家2戸をモデル農家として設置した。合わせて，

地域全体の改善に向けて取組んだ。

1)役割分担の明確化（主な役割）

・試験研究（畜産試験場）

モデル農家及び地域の黒毛和種の繁殖性・

生産性・改良度合等の調査・分析

－普及センター・技術普及室

モデル農家調査及び、モデル農家・地域生産

者に対する事後指導

・A農協

モデル農家対応及び地域生産者が所有する

繁殖牛のデータ入力

2）取組内容

①モデル農家に対する取組み
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写真一1 モデル農家での体測

－発育調査および飼養管理指導

モデル農家は，子牛の発育が家畜市場及び

農協平均と比較して劣っており，市場価格が

低い要因となっていた。そのため，生産子牛

全頭の体測を実施し，発育の状況の確認を行っ
f~ 

h』。

写真一2 飼養管理指導

体測の結果をグラフにして，そのグラフを

もとに生産者と発育状況の確認を行い，飼料

給与や飼養環境の問題点や改善方策について

生産者 ・関係機関と共通認識を持って取組み

を行った。指導のポイン 卜しては，①ほ育期，

②離前後後，③育成期，④保留用産子につい

て分けて考え改善を進めた。

特に発育の確認にあたっては，畜産試験場

が開発した「子牛の体重推定尺」を活用した。

（写真一3・4)

．‘ 

写真 3 子牛の体重推定尺

この推定尺は，畜産試験場で生産された黒毛和

種5000頭以上のデータをもとに計算されたもので，

現場において子牛の体重推定に大変役立っている。

特に，分娩直後の産子の体重を推定するに当たり，

これまでは直接体重計で測るしかなかったが，こ

の推定尺を活用することにより，簡易に体重を推

定することができ，分娩前後の飼養管理の確認に

役立てている。

写真 4 体重推定尺活用指導

これまで冬期間の発育が劣っていたことから，

寒冷の影響が出ている冬期間の飼養管理の重点、に，

子牛の発育 ・栄養状態の確認を行い，冬期間は人

工晴育への変更するなどの飼料給与改善，ジャケッ

ト・ 襟巻きの着用および施設改善など寒冷対策に

も取組んだ。
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写真一 5 寒冷対策

－繁殖管理指導

繁殖牛の栄養度が低く，繁殖成績に影響が出

ていることから，繁殖成績の改善を図るため，

分娩前後の栄養改善を進めた。

分娩前2ヵ月前から，増飼いを実施し栄養状

態の改善を図った。

写真一6 繁殖牛に対する増し飼い

写真一 7 増し餌いの効果

栄養改善を進めた結果，分娩前後の栄養度が改

善された。栄養度が良くなったことにより，分娩

後の発情が強く表れるようになった。

また，繁殖管理版の設置を行い，家族の誰もが

繁殖状況を把握できようにしたことにより，繁殖

管理に対する意識が向上し繁殖の見落としが少な

くなった。

これらの取組みにより発情予定牛の確認が行い

やすく，適期授精が可能となり受胎率が向上した。

そのことが，生産頭数の増加につながり販売頭数

はもとより，計画的な淘汰・更新を行うことが出

来るようになった。
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写真一 8 繁殖管理ボード

－交配指導

モデル農家は，これまで種雄牛の選定は市場

性を主に選定しており，繁殖雌牛の血統は考慮

していなかった。

そのため，近交系数の高まりや育成が難しい

種雄牛を交配しており，保留牛が確保出来ず，

また，発育性の低下から市場性を落としていた。

そのため，畜産試験場はモテ‘ル農家が所有し

ている繁殖雌牛の状況を整理し，血統の理解度

向上，体型や育種価など、能力の把握について，

モテール農家へ説明を行い，所有牛の実態につい

て理解度を高めた。

モテ’ル農家には，繁殖雌牛の状況を理解した

上で，種雄牛の選定について支援を行った。

交配指導に当たっては，畜産試験場が開発し，

北海道酪農畜産協会が提供している交配シミュ



西村 普及と研究による現地活動事例とその成果

レーションソフト（図一 1）を活用して，交配

種雄牛ごとに近親交配係数や期待育種価を計算

し，繁殖雌牛に合った種雄牛を選定した。合わ

せて，交配により期待される枝肉 6形質をグラ

フ化 （図－ 2）にして，計画交配の必要性につ

いて理解度を高めた。

また，種雄牛選定にあたって，保留用と コマー

シャノレ用（販売用）の使い分けについても指導

を行った。

繁殖牛Aに対する交配計画

子牛1 の艇力
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図－ 2 種雄牛別交配計画

これまでは，生産された雌子牛の中から，保

留牛を選定してたため，優良雌牛からの産子が

保留されるとは限らず，繁殖雌牛群の資質向上

につながっていなかった。

そのため，繁殖雌牛を育種価，体格等をもと

に優良繁殖雌牛を選定し，その優良繁殖雌牛か

ら後継牛を確保するよう指導した。また，保留

を前提に交配する種雄牛を選定した。保留する

際も，「良い繁殖雌牛から良い子牛が生まれる」
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を基本に，計画交配により生産されためす子牛

をすべて保留するのではなく ，本牛の状態を確

認して発育，体型，資質がしっかりしためす子

牛のみを保留するよう指導した。

3）活動の成果

①畜産試験場が開発した技術の活用

生産者と子牛の状態を確認しながら，畜産試

験場が開発した技術を活用した調査 ・指導によ

り，具体的な指導が行え，子牛の発育向上はも

とより生産者の意識の向上にもつながった。

このことは，生産者，関係機関における畜産

試験場の試験課題に対する理解と現地の距離感

を縮めることに役立っている。

②子牛の発育性向上

飼料給与を含めた飼養管理の改善により，発

育性が改善された。この指導に当たっては，季

節や個体による管理の違いについて理解を深め，

生産者自らが問題点を把握できるよう支援を進

めたことにより，状況把握と課題解決を自ら実

践するようになった。

その結果，改善の取組みを始めて2年が経過し

た平成24年以降，家畜市場に上場された去勢の 1

日増体量が安定して， 1000g前後となっている。

このことから，モデル農家自身が，牛の状態

を確認しながら飼養管理技術は判断ができるよ

うになってきたものと考える。

③繁殖成績の向上

繁殖雌牛の飼養管理と繁殖管理の改善を進め
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図－ 3 モデル農家子牛生産頭数子牛と生産率
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たことにより，繁殖雌牛の増頭を行わなかった

にも関わらず，生産頭数を増やすことができた

（図－ 3）。

これにより，これまで経済性を優先し販売頭

数の確保をしていたが，生産頭数の増加により，

淘汰 ・更新を第ーとした生産を考えられるよう

になった。

④計画交配による種雄牛の選定

これまで市場性の高い種雄牛を主体として，

交配する種雄牛を授精師等任せていたことによ

り，種雄牛の偏りがあった。このことは，改良

の偏りと遅れにつながることから，生産された

子牛の目的（販売用 ・保留用），所有する繁殖雌

牛に合わせた交配から，種雄牛を選定し計画交

配を行った。その際，交配シミュレーションを活

用し，期待される効果を見せたことにより，計画

的な改良の必要性と計画交配の重要性が理解さ

れ，積極的に種雄牛選定に関わるようになった。

280% 
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140% 

120% I ー1100~~ 
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256% 
一 一一一一、
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H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 

図－ 4 モデル農家年次別販売価格

1日増体量 成績

⑤市場成績の向上

発育性向上および計画交配の実施により，家

畜市場での取引価格が向上した。

（図－ 4) 

また，生産頭数が増加したことにより，販売

できる頭数も増加し，市場価格の向上と合わせ

経済性が改善された。

⑥自主性の養成

畜産試験場の開発した技術をそのまま生産者

や地域に支援しただけでは，継続性に不安があ

52 

る。そのため，常日頃から生産者の支援を行っ

ている普及センタ ーと連携した活動により，単

に技術の伝達だけではなく，生産者に対し継続

した支援を行うことができる。その際，生産者

の意識の変化を把握できるため，生産者の意欲

の向上を図ることができる。

(2) 地域への支援

モデル農家の支援と合わせ，地域全体の底上

げと技術の平準化も支援した。

1 ）繁殖台帳の整備

黒毛繁殖 台帳ソフト

｜ 池 田 町 ｜ 十勝池田町線 I~

｜ 鰻皇室選択 i戸＂湘醐柑惜 乙JI

繁殖台帳
｛芭賠殖能牛の分焼成捕など〕． 

医2ヨ

牛群情報

曾唱e．． 
図－ 5 繁殖台帳

黒毛和種は生産者各自が繁殖関連データを整

理しており，統一された様式がないのが現状で

ある。

そのため畜産試験場で，繁殖台帳ソフ トを開

発し，地域内繁殖雌牛の管理を進めた。

この繁殖台帳は，l頭ごとの繁殖雌牛の繁殖

成績の確認はもとより，牛群としての状況をグ

ラフ化して確認することもできる。また，育種

価も入力することができ，繁殖雌牛の資質に対

する能力も確認することができる。

この繁殖台帳の大きな特徴は，入力された繁

殖成績，育種価について，各項目の高能力牛，

低能力牛を一覧表で表示することができること

である。これにより，高能力牛の把握ができ，

後継牛生産のための計画交配を検討することが

できる。

また，淘汰牛の選定にも利用することができ，

繁殖雌牛群全体のレベルアップに活用すること
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ている繁殖雌牛産子からの保留割合が増えた。

このことは，繁殖雌牛の能力の重要性の理解

が高まったことによるもとと考えられる

（図－ 7)。
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この繁殖台帳を活用して十勝管内A農協では，

繁殖雌牛の資質向上及び生産性の向上に取組み，

地域として資質向上を進めることができた。

この繁殖管理ソフトの欠点としてデータ入力

の煩雑さがある。 A農協では，担当者を決めて

データの更新を行っているが，多くの時聞を要

しているのが現状である。

今後，多くの地域での活用を図るには，関係

機関と連携し，データ入力の簡略化を進める必

要がある。 20 

10 

巳豆コ 亡互日 仁豆E
育種価判明率雌牛からの保留率

これまで，更新牛の 2割を道外からの導入

に頼っていた（図－ 8）。このことは，導入経

費など経営的負担も大きなものとなっていた。

しかし，所有牛の優良繁殖雌牛を知ること

で，所有牛を活用した保留牛造成を進めたこ

とにより，地域内保留率が高まり，道外から

の導入がなくなった。このことは，能力が把

握できているめす牛を保留することができ，

また，他地域からの導入を少なくすることに

より，疾病牛の導入を避けることができるな

どのメリットがある。

口道外導入

ロ道内導入

ロ地域内保留

図－ 7
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2）繁殖雌牛の資質向上

「良い繁殖雌牛のからは，良い子牛が生ま

れる」を基本に，繁殖雌牛の淘汰 ・保留対策

を進めた（図－ 6）。

対策を進めるに当たり，畜産試験場が地域

内の繁殖雌牛から育種価や体型，繁殖性など

から選定した優良雌牛を農協が高能力牛とし

て認定し，後継牛保留推進や産子の市場上場

情報の提供などを行い，出来る限り地域に高

能力牛産子が地元に残るよう取組みを行った。

また，各生産者が所有している牛群の中で

能力が高い繁殖雌牛がおり，その繁殖雌牛を

生産者へ周知し，後継牛の保留推進を図って

いる。生産者単位の優良雌牛選定にあたって

も，畜産試験場がデータを整理し，その結果

を農協に報告し，生産者へ優良雌牛の理解と

活用について周知を図っている。

池田全体

‘明、時
・後継牛の保留推主 唱
・市場出荷事前情報 約30頭

圏

認定罰
JA 

農家単位

、 崎 明 ー 一
司明ど～3胡

~ ~ 日記
更新牛導入割合

地域全体の繁殖雌牛の資質の変化として育

種価評価で縦軸に脂肪交雑，横軸に枝肉重量

として，繁殖雌牛をプロットに落としグラフ

図－ 8

繁殖雌牛の選定

育種価が判明し

－後継牛の保留推進

図－ 6

この取組みを進めた結果，
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に整理した（図－ 9）。

1年目

目旨

-SO 0 so 100 
枝肉重量の育種価（kg)

2年目

・so 0 so 100 

3年目

脂 2.5

（雲タ
基 ：；；： .... 

準~ ~· 

理者之：3
・＇・重..k.・
価 l・。

ーso

枝肉重量の育種価（kg)

0 so 100 
枝肉重量の育種価（kg)

図－ 9 育種価分布の推移

その結果，低能力牛の計画的な淘汰・更新

が進んだことから，全体的に右上にプロット

が移動していることが理解できる。

54-

右上にプロットが移動していることは，繁

殖雌牛の資質が向上していることがいえる。

また，ばらつきが少なくなっていることも，

改良の成果としてあげられる。

地域全体の繁殖雌牛の資質を向上とばらつ

きを少なくすることは，家畜市場における信

頼につながり，販売価格を含めた家畜市場に

おける評価を高めることにつながる。

3）研修会の開催

モデル農家，地域の取組成果について，研修

会を開催し，成果の確認と今後の活動について

説明を行った（写真一 9）。

生産者の方々の活動成果を整理し，見てもら

うことにより生産者が成果を実感できるように

した。成果を実感することにより，継続的な改

善が可能となる。

写真一9 研修会の開催

4）活動の成果

①地域支援の目指す姿

モデル農家及び、地域への支援を実践し，地

域と連携した取組み進めた成果として，地域

支援の目指すべき姿を検討し提示した。

この支援体制は，試験研究，普及が目指してる

姿でもあり，今後，現地支援を行うにあたり役

割分担を明確にして進めることが重要と考える。

このように，協力体制が地域の課題を解決

する大きな力となり，地域の農業発展につな

がる。
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地域支援の目指している姿

一一r 分娩記録

J Aデータ管理

I 置 牛群情報

普＆（~_igj 育種価

E
飯
倉
，

畜試

図 10 地域支援の目指すべき姿

②交配計画法の作成と

今回の現地での取組みと成果を踏まえ，畜

産試験場では「後継雌牛生産における交配計

画法」を作成した。

交配計画法を活用の際に，「繁殖雌牛の育

種価が判明している場合Jと「繁殖雌牛の育

種価が判明していない場合」に分け，後継牛

生産のための考えを示している。

この交配計画法は，現地でも実践されてお
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り，北海道内の繁殖雌牛の資質向上，その繁

殖雌牛を活用した種雄牛候補造成による種雄

牛の能力向上など，北海道内の黒毛和種改良

に大きく役立っている。

2 まとめ

今回の取組みは，試験研究と普及，関係機関が

連携して行った事例の一つである。

この他にも，畜産試験場独自事業として道内 3

地区での取組みゃ試験研究の現地試験，普及セン

ターからの技術支援要請など多くの現地課題に対

し，試験研究，普及センターが連携して支援を行っ

ている。

現場の課題解決に当たって，普及は地域ニーズ

の把握と試験研究への伝達，試験研究は，地域ニー

ズに対する実証と活用手法の開発が求められてい

る。

試験研究と普及は「車の両輪」であり，お互い

の役割を理解し，それぞれの立場に即した指導を

行うことが重要と考える。
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