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（公財）宇都宮仙太郎翁顕彰会（理事長：瀧澤 義
一）は、新年早々の １月１１日に理事会を開催し、令
和 ３ 年度の宇都宮賞表彰者として酪農経営の部に
士幌町 山岸 均さん、乳牛改良の部に帯広市 野原
幸治さんの ２ 名を決定いたしました。表彰者の決
定の報に併せて、ここに受賞者の功績を紹介させ
ていただきます。なお、酪農指導の部につきまして
は推薦がなく受賞者はありませんでした。表彰式に
ついては本賞の制定以来、宇都宮翁の命日である
３ 月 １日に実施されており、今年度も同様に挙行
する予定としております。

「酪農経営の部」：士幌町　山岸 均さん
山岸さんは、士幌高校専攻科在学中に １年間ア

メリカ・カリフォルニア州にある１,000頭を飼養する
大規模な搾乳専門牧場で実習を経験し、そこで飼
養管理作業上の問題となる搾乳性や肢蹄のことを
精力的に学び、その後のフリーストール導入に役
立つ知識を習得されて帰国、昭和54年に卒業と同
時に就農されました。

常に「現場第一主義」で家族経営を基本に酪農
家の模範となる経営者であることを理念とし、牛群

は、海外から優
良雌牛の導入
や受精卵移植
を活用した遺
伝資源の改良
により、体型得
点のレベルが
高く資質に優
れた搾れる牛
群を整備し、飼
料は高栄養価
で嗜好性の高
い自給粗飼料
を生産し、飼料
分析による適正な飼料調整に努め、乳量、乳成分
や乳価は、地域や全道平均を上回る優れた成績を
上げています。

平成 ７ 年にはフリーストール・ミルキングパー
ラー牛舎を整備し、３１年に既存パーラーに併設し
て搾乳ロボットを導入し、大規模経営にあって家
族による「ゆとりある酪農経営」を実践するなど、
酪農経営の模範として高く評価されています。ま
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た、資源の有効利用を
目指して３１年に建設し
た ２ 戸共同型バイオガ
スプラントからの液体
肥料（消化液）を飼料
畑に還元しており、こ
れまでの土地改良によ
り一番牧草サイレージ
やコーンサイレージの
品質は、町内平均を大

幅に上回り、良質な粗飼料が生産されています。
経営の基礎となる能力については、牛群検定の

令和 ３ 年 ９ 月の成績で経産牛１68頭の平均が個体
乳量で１0,445kg、乳脂肪率4.１8％、乳蛋白質率
３.4２％及び無脂乳固形分率９.0１％の高乳量・高成分

（率）の牛群を形成しており、遺伝評価では耐久性
成分で全国上位 ３ ％、疾病繁殖成分で全国上位
6 ％と長命連産を実現するなど、乳牛の飼養管理
技術は高いものがあり、共進会にも多数出品して
優秀な成績を収め、地元の乳牛改良をリードして
おります。
【地域への貢献】

平成１９年に士幌町酪農振興協議会の会長に就任
し、士幌町酪農ヘルパー事業を有限責任事業組合
にして運営基盤を強化し、ヘルパーの安定雇用の
体制を作り、令和 ２ 年度の農家の平均ヘルパー利
用日数は年間5７日と道内トップレベルであり、「ゆ
とりある酪農経営」の実践に尽力されており、また、
平成２１年からよつ葉乳業十勝主管工場運営協力会
の副会長・会長として、乳業メーカーと生産者が連
携した「酪農生産者研修事業」を創設し、多くの
若手酪農家が海外・道内視察研修に参加するなど
経営改善意欲の向上が図られ、北海道酪農を担う

若手酪農家の育成に多大な貢献をされています。
【経　歴】

S３３　士幌町に生まれる
S54　士幌高等学校専攻科 卒業
　　　（S5２年USA,CA州で １年間酪農研修）
H１5　士幌町酪農振興協議会 副会長（～H１8）
H１９　　　　　　　〃　　　 会長（～H２6）
H１９　士幌町農業協同組合 畜産専門委員会 副会長（～H２6）
H２１　よつ葉乳業㈱十勝主管工場運営協力会 副会長（～H２5）
H２6　　　　　〃　　　　　　　　　　　　 会長（～H３0）
H２6　十勝ホルスタイン協議会 副会長（～H２8）
H２９　　　　　　　〃　　　　 会長（現在）

「乳牛改良の部」：帯広市　野原幸治さん
野原さんは、陸別町の酪農家出身で、昭和5９年

に酪農学園大学を卒業
後、 ２ 年間アメリカの
牧場で実習し、世界最
先端の乳牛改良や飼
養管理の技術研鑽を
積まれ、平成元年に結
婚と同時に義父から経
営移譲を受け就農され
ました。経営継承後は
「土づくり・草づくり・
牛づくり」を理念に、特に体型形質に重きを置き長
命連産性に富んだ牛群づくりによる経済性を追求
され、牛群検定や体型審査、優良受精卵の導入・
採卵・移植等に積極的に取り組まれており、自ら生
産した乳牛が全道・全国の共進会等に多数出品さ
れ、数多くの賞を受賞するなど全道を代表する優
秀牛群の一つとなっています。
牛群検定における令和 ３ 年１0月の成績では、経

産牛8１.5頭の平均乳量は９,546kg、乳脂肪率4.２２％、
乳蛋白質率３.３5％及び無脂乳固形分率8.88％で乳
成分（率）の高い牛群を実現し、除籍牛平均産次
は4.２産、産次別牛群構成において ３ 産以上の割合
が45％と、いずれも全道平均を大きく上回る高いレ
ベルにあり、長命連産性に富んだ牛群づくりに努
めています。

牛群体型審査では、これまで３0頭のエクセレン
ト牛を輩出し、令和 ２ 年の5２頭の平均体型得点は
85.９点、平均体型偏差値は１48.8で全国最高レベル
の成績を収めており、遺伝評価においても平均体

山岸　均さん

野原幸治さん

昨年度の表彰式
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型得点はもとより長命性と深く関連する乳器や肢
蹄の評価は群を抜いて高く、特に耐久性成分で全
国上位 １％、疾病繁殖成分で全国上位 6％にあり、
長命連産を実現した牛群となっています。その中
にあって牧場の代表牛である「サニーフイールド 
ブラツド レニー ウイン号」（ 8 歳 ２ヵ月（ 6 産））
は令和 ３ 年１１月に体型審査で全国トップレベルに
当たる９4点（4E）を獲得しています。
自給飼料生産では、平成１5年度に全国草地畜産

コンクール（永年牧草部門）で農林水産省生産局
長賞を受賞し、２6年には耕種農家との委託栽培に
より地域の飼料畑面積の増加に貢献したほか、地
域で当初からイアコーンサイレージの生産・給与を
積極的に行い、乳成分の安定化を実現するなど、良
質飼料の確保と飼料価格変動に対応した先駆的な
取組みは、高く評価されます。
【地域への貢献】

乳牛改良の技術向上に真摯に向き合う信念や取
組姿勢から人望も厚く、川西酪農振興会の乳牛改
良対策部長、十勝乳牛改良同志会連合会理事や十
勝ホルスタイン協議会会長を長く務め、乳牛改良
の仲間とともに共進会の活動を熱心に続けてこら
れ、道内や各県の共進会で審査員としても活躍さ
れるなど、乳牛改良に関する技術の向上や後継者
の育成に尽力されてきました。平成１９年には、市内
の生乳検査・乳牛検定事業を行う組織と酪農ヘル
パー組織を統合し設立された有限責任事業組合帯
広畜産センターの運営委員長として、組合運営に
手腕を振るわれ、２5年からは帯広市農業委員会委

員として農業行政に参画するなど、地域農業の発
展に多大な貢献をされています。
【経　歴】

S３6　陸別町に生まれる
S5９　酪農学園大学 酪農学部酪農学科 卒業
S5９　清水町　串田牧場実習（ ２ 年間）
S6１　アメリカ　サニーミード牧場実習（ ２ 年間）
H 6　川西酪農振興会 乳牛改良対策部長（～H１２）
H１３　十勝乳牛改良同志会連合会 理事（～H１７）
H１７　十勝ホルスタイン協議会 会長（～H２９）
H１９　有限責任事業組合帯広畜産センター 運営委員長（～H２１）
H２5　帯広市農業委員会 委員（～R１）
H２6　農研機構北海道農業研究センター アドバイザリーボード酪農（現在）
H２8　㈲デーリィサポート 監査役（現在）
H２９　十勝ホルスタイン協議会 監事（現在）
H３0　川西バイオマス株式会社 代表取締役（現在）
R １　帯広市農業委員会農地部会 副部会長（現在）

昨年度の受賞者と顕彰会理事長・副理事長の皆さん

ピッコロ子ども倶楽部（2F入居）でのクリスマス会
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NTPが ７ 年ぶりに改正されることになりました。
前回の改正は２0１5年であり、その間の海外の状況
を窺うと酪農先進諸国の総合指数は生産寿命の改
良を強化する方向に変化しています。わが国は生
産寿命に関連する形質として２006-１１月評価から
在群期間の育種価（EBV）を公表していましたが、
この形質は国際評価（MACE）を行っていなかっ
たため海外種雄牛をEBVで序列することができま
せんでした。しかし、（独）家畜改良センター

（NLBC）は２0２0-8月評価から在群期間に代り在群
能力のEBVを公表し、同時に海外種雄牛のMACE
評価にも参加しました。今回のNTP改正では生産
寿命の改良を強化するため在群能力を追加しまし
た。これに伴い、NLBCでは２0２２-２月評価から
NTP２0２２を公表するための準備が進められていま
す。

在群能力を10%の重みでNTPに追加
NTPは日本ホルスタイン登録協会が開発してい

る指数で、表 １には最初の公表から現在までの
NTPにおける各形質の重み付けの変遷を示しまし
た。今回の改正では在群能力の重みを１0%追加す
る一方、産乳成分を構成する乳脂量と乳タンパク
質量の重みを合計で１0%減らしました。その結果、
NTP２0１5における産乳成分、耐久性成分および疾病
繁殖成分の各重みの比率は７0%：１8%：１２%であっ

たものが、NTP２0２２では60%：２8%：１２%となり、耐
久性成分の重みが増加しました。また、在群能力に
対する１0%の重みは乳タンパク質量の３７.２%、乳脂
量の２２.8%および乳房成分の１１.７%に次ぎ 4 番目に
大きな重みになります。
ここで、今回新しくNTP２0２２に追加した在群能力

について簡単に説明しましょう。在群能力の記録
は、始めに初産から ３ 産をそれぞれ分娩後50日未
満、50日から２4９日および２50日から次産分娩の １
日前までの ３区間に分割し合計 ９区間に分類しま
す。次に各区間において在籍していれば １、除籍し
ていれば 0とします。例えば、 ２ 産の50日から２4９
日の区間において除籍された場合の記録は ２ 産の
分娩後50日未満まで在籍していたので １  １  １  １  
0  0  0  0  0 、4 産以降に除籍されればすべての
区分で在籍していたので １  １  １  １  １  １  １  １  １
となります。このように長く在籍していれば １の記
録が増えるので、在群能力のEBVの値はより高い
値になることがわかります。しかし、在群能力の
EBVは単位がない数値であり当該雌牛の生産寿命
が何ヵ月延びるかなど具体的にはわかりません。そ
こで、今回のNTPの見直しでは生産寿命に関連す
る形質として、在群能力の他に在群期間84と生産
期間84も分析に加えました。在群期間84と生産期
間84の各EBVはNLBCから公表されている形質で
はありませんが、これらの形質は遺伝的に生産寿

NTPを改正・・・2022-2月公表分から
― 在群能力評価を加え生産寿命の改良を強化 ―

表 １．総合指数（NTP）の重み付けの変遷
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命の延長が何ヵ月期待できるかを具体的に示すこ
とができます。ここで、在群期間84と生産期間84は
最大84ヵ月齢まで牛群に在籍した期間および搾乳
した期間を月数で累積した記録です。例えば、３0ヵ
月齢で除籍された雌牛の場合、在群期間84は３0と
なります。一方84ヵ月齢を超えて除籍された雌牛
の場合、在群期間84の記録は最大値の84になりま
す。

繁殖性の改善、生産寿命の延長を強化
表 ２にはNTP２0１5とNTP２0２２を使用して選抜した

場合の主な形質の予測改良量および実現改良量を
示しました。ここで示したNTP２0２２の変化率とは
NTP２0１5を使用して選抜した場合の予測改良量に
対し、NTP２0２２を使用して選抜した場合の予測改良
量の割合を示しています。NTP２0２２に変更したこと
で、乳量と乳成分量の予測改良量は85%（乳量）か
ら９0%（乳タンパク質量）の範囲で低下しましたが、
２0２0（令和 ２ ）年 ３月に発表された家畜改良増殖
目標値、58.6kg/年（乳量）、２.4kg/年（乳脂量）、
5.７kg/年（無脂固形分量）および２.5kg（乳タンパ
ク質量）よりも予測改良量は上回っています。

肢蹄、乳器および決定得点は在群能力と正の遺
伝相関があることから、NTP２0２２を使用した選抜で
はさらに改良スピードの上昇が期待できます。
NTP２0２２を使用した選抜では空胎日数を短縮方向に
導くまでに至りませんが、遺伝的な延長傾向をほぼ
停止できる可能性があります（年当たり+0.0１日）。

NTP２0１5を使用した選抜では間接反応により生産
期間84を延長方向に改良できましたが、NTP２0２２に
よる選抜では在群能力が組み込まれたことで生産
寿命のさらに大幅な改良が期待されます。NTP２0２２

を使用した選抜では生産期間84において年間

0.45ヵ月（１4日程度）延長できる可能性があり、こ
れはNTP２0１5を使用した選抜と比較し ３ 倍近いス
ピードで改良が進む可能性を示唆しています。

乳用特質の積極的な選抜は避けるべき
NTP２0２２を使用した選抜では、表 ２に示した形質

の他にも多くの形質で望ましい方向に改良が進む
ことが予測されます。図 １にはNTP２0１5とNTP２0２２ 
を使用して選抜した時の各形質の予測改良量を示
しました。NTP２0２２による選抜では前述したように
乳量と乳成分量の改良量は若干低下しますが、乳
成分率の改良量の増加が期待できると共に、体細
胞スコアの減少傾向がより顕著に期待されます。
体型形質では肢蹄や乳器の改良速度が上昇する一
方、高さ、胸の幅、体の深さおよび坐骨幅のような
体の大きさに関係する形質や乳用特質に関係する
乳用強健性や鋭角性では改良量の低下が予測され
ます。在群能力は肢蹄や乳器との間に正の遺伝相
関が存在しますが、体の大きさや乳用特質に関係
する形質は在群能力との間に負の遺伝相関が存在
します。乳用特質は泌乳能力の選抜による間接反
応が期待できますが、生産寿命を短縮方向に導く
ことから乳用特質に対する積極的な選抜は避ける
べきです。NTP２0２２を使用した選抜はNTP２0１5と比較
し、乳用特質の予測改良量が低くなりますが、これ
は産乳成分の重みを少なくしたからであり狙い通
りの傾向と言えます。

大型化傾向へのブレーキになるか
体型の大型化が生産寿命の短縮を促進すること

についてはすでに認知されている事実ですが、
NTP２0２２による選抜では大型化のスピードの鈍化が
期待できます。しかし、大型化を完全に止めるには

表 ２．NTP２0１5とNTP２0２２を使用して選抜した場合の主な形質の予測改良量および実現改良量
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NTPの中に体の大きさに関連する形質を加え直接
選抜する必要があるようです。一昨年、JRA事業

「乳用牛DNA情報による長命連産性向上事業」に
おいて体のサイズ指数を開発しましたが、現在は
それをNTPの見直しの中でどのように利用すべき
かを検討しています。しばらくはNTP２0２２を使用し
た選抜により、体の大きさに関連する形質の改良
傾向を注視していきたいと思います。

お わ り に
新しいNTP２0２２は産乳成分の重みを１0%減らし、

在群能力を加えて耐久性成分の重みを１8%から
２8%に増やしました。NTP２0２２を使用した選抜では
生産寿命の改良のみならず、乳器や肢蹄に関係す
る形質、乳成分率および体細胞数の改良が望まし

い方向へ顕著に進むことが期待されます。今後、生
産寿命を一層重視するような改良方針を進めると
したら、産乳成分の重みをさらに減らし生産寿命の
延長に関連する形質を追加する必要があります。
日本ホルスタイン登録協会はJRA事業「乳用牛生
産性長命連産性の遺伝改良研究事業」の中で疾病
関係の遺伝評価法を開発し、生産寿命の改良のた
めこれらの形質をNTPに組み込むための研究を進
めています。また、生産寿命の延長に関連する形質
は比較的信頼度が低いことから、改正のたびに
NTPの信頼度が徐々に低下する可能性があり、こ
れからはNTPと共に信頼度を併示することも検討
していかなければなりません。なお、２0２２-２月評価
はNLBCから ２月１5日（火）に公表される予定です。

 （登録部改良課審査役：河原）

図 １．NTP２0１5とNTP２0２２を使用して選抜した場合の各形質の予測改良量
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RIUS（ライアス：登録情報活用システム）
は、牛群ごとの検定成績証明を申込まれてい
る酪農家を対象に各成績証明をスマートフォ
ンやパソコンで簡単に閲覧できるWebシステ
ムです。

昨年は「共進会賞歴」、「系統譜」、「優秀牛
マーク」を新たに公開したことを機に、利用者
数や各情報画面の閲覧数がともに増えており
ます。今回は、RIUSの利便性向上を中心とし
た機能を追加しましたのでご紹介いたします。

❶ログインが簡単に【図 1 】
これまでのログイン画面は、会員番号の入力欄

が 4 つに分かれていたため、個々に選択して入力

する必要がありました。今回、入力欄を１つにまと
めましたので入力作業の軽減を図るとともに、ス
マートフォンやパソコンなどのパスワード保存機
能を利用することで、次からのログインが簡単にな
ります。

❷拡大 ４ 桁番号でも検索できます
【図 ２ 】

以前、利用者から拡大 4 桁番号で
検索したいとの要望がありましたの
で、証明牛一覧画面の検索条件に追
加しました。なお、トップ画面にも登
録番号で血統情報を検索する機能が
ありますが、拡大 4 桁番号には対応
しておりませんのでご注意ください。

❸共進会賞歴の情報を増やしました
【図 ３ 】

これまで歴代成績の共進会賞歴
は、検索期間を２000年以降としてお
りましたが、 5 年遡り１９９5年以降の
共進会も検索できるようにしました。
また、全日本ブラックアンドホワイト

RIUSをバージョンUP
登録部からのお知らせ

（登録情報活用システム）

ラ イ ア ス

図 １．ログイン画面�

図 ２ ．証明牛一覧画面�
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ショウの各チャンピオンの賞歴データが整いまし
たので、共進会賞歴画面に表示します。

❹血統図にも優秀牛マークを表示【図 ４ 】
昨年は個体情報画面の本牛欄に「優秀牛マーク」

を表示しましたが、今回は血統図の血統 ３ 代（母・
祖母・曾祖母）にも優秀牛マークを表示しました。
これによって 4 代EXなどの優秀な系譜が容易にわ
かるようになります。優秀牛マークの基準について
は【図 5 】をご参照ください。また、外国牛につい
ては表示対象外となります。

RIUSは、酪農家へ有益な情報を提供できるよう
今後も新機能の追加を考えております。ご要望な
どがございましたら、今後のシステム開発の参考
にしたいと考えておりますので、ご連絡いただきま
すようお願いいたします。
なお、まだ利用していない方や興味がある方は、

デモサイト【図 6 】を公開しておりますので、サイ
ト内の「ヘルプ」にある操作手引書をご参照の上、
各情報画面などの表示内容や操作性をお試しくだ
さり、ぜひ、この機会に牛群改良の歴史を紡ぐ
RIUSの利用について、ご検討のほどよろしくお願
いいたします。

 （登録部証明課　若杉）

図 ３．歴代成績―共進会成績�

図 ４ ．血統図�

図 5 ．優秀牛マークの基準�

図 ６ ．RIUSデモサイトQRコード�
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最近、私たちは経済的観点から最適な生産寿命
の重要性を議論した中で、カナダの平均寿命（２.4
乳期）が理想よりもかなり短いことが挙げられまし
た。結局のところ、このビジネスを継続するために
は、収益を上げることが不可欠であり、長命で生産
性の高い牛が収益の鍵となります。利益率が厳し
くなるにつれ、各生産者は収入を増やし、コストを
削減するために細部にまで気を配るようになって
います。これは洗練された遺伝的改良で差の出る
ところであり、そして経済的指数［カナダではPro$
（プロドル）、米国ではNM＄（ネットメリットドル）］
は、個々の雌牛あるいは交配によって生まれる子孫
の収益性を推定するのに非常に分かりやすいもの
です。

最新のNM$ 計算式 - 生産寿命と収益性を考慮
２0２１年 8 月の初めには、NM$の計算に関連する

変更が加えられて初めての成績証明が行われまし
た。それはカナダの経済的価値を反映したもので
はありませんが、NM$の修正はカナダホルスタイ
ン協会のビジョンと一致しています。その中でも、
生産寿命（PL）をより重視するようになったこと
は、牛の収益性に大きく影響する変更で、それゆえ
に指数のランキングにも影響を与えるものでした。

過去においては、すべての乳期で同じ量の利益
が得られていると考えられており、初産牛は ２ 産目
の牛と同じくらい収益性が高いと考えられていま
した。今日では、遺伝的機会コスト、成熟度コス
ト、減価償却費（または更新費用）のような他の要
因が考慮されるようになっています。

遺伝的機会コスト×成熟度コストで
長命性を調整

遺伝的機会コストとは、より高い遺伝的潜在性
を持つ若い未経産牛と入れ替えるのではなく、今
居る搾乳牛を長く飼育することに伴うコストのこ

とです。乳用種や各牛群に居る雌牛はより生産的
で健康になることで、年々遺伝学的に向上していき
ます。そのため、高齢の牛は、より高い遺伝的メ
リットを持つ若い牛の「スペースを奪っている」こ
とになります。これを牛群レベルで測定するのはそ
れほど簡単ではありませんが、平均的な品種の遺
伝的改良量を基準にすることができます。過去 5
年間のPro$での平均遺伝的改良量は、約２50ドル/
年となっています。現実的には、毎年生まれてくる
未経産牛が、泌乳期ごとに１65ドルほど多くの利益
を生み出すはずです。
しかし、成熟度コストは逆に作用します。これは、

若い牛の産乳量が成熟した牛の産乳量よりも少な
いことに関連するコストです。初産牛の産乳量は、
完全に成熟した牛（ ３～ 4 乳期目）よりも約２0%少
ないことが知られています。生産量が少ないと飼
料コストに対する収益は少なくなります。したがっ
て、若い牛の多い牛群は高齢の牛群ほど好ましく
はありません。なぜなら、より多くの成熟した牛が
いれば、より少ない頭数で同じ量の割当量を満た
すことができるからです。

減価償却は、機械や建物だけではない
牛の減価償却費（または更新費用）は遺伝子の

改良と長命性との折り合いです。トラクターを買う
のと同じように、雌子牛を育て、やがて子牛を産
み、ミルクを生産して収入を得るためには、かなり
の初期投資が必要となります。ある時点でトラク
ターを下取りに出して新しいトラクターに投資し
ます。牛の場合は（淘汰牛を売っている間は）処分
によって余分な収入があり、別の牛と入れ替わりま

～近親交配とハプロタイプを理解する～

カナダの報告から

収益性の高い長命な牛を生産する

新しい経済価値であるPL（生産寿命）は、
長命性による価値と収益を反映するため
の多くの要因を考慮しています。
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す。育成費と販売価格の差は減
価償却費であり、これは牛の生
涯の長さによって薄められます。
トラクターの場合、ディーラー
から「5,000ドル高いけど、 ３ 年
長く持ちしますよ。」と言われた
ら、コストが高くなることはどれ
だけ多くのお金をもたらすかに
は関係ないので、確かにその方
がいいですよね。乳牛の場合も
似たようなものです。しかし、あ
る時点ではこれからの搾乳キャ
リアを考えると、より高い遺伝
的メリットを持つ若い牛を飼った方が経済的に有
利となります。毎年新しいモデルのトラクターが発
売され、部品の摩耗速度が遅くなるのと同じです。
重要なのは遺伝的利益と寿命のバランスが取れた
スイートスポットを見つけることです。

経済的概念を利用して、収益性を高める
一言で言えば、育成費が高く、淘汰牛の価格が

低いと、生産量の増加と寿命を長くすることで減価
償却費を薄めることが出来ます。つまり、毎年その
牛を更新するために必要な金額が最も少なくて済
むのです。表 １は寿命の長さや、育成・淘汰牛の
価格の違いが、減価償却費にどのように影響する
かを示しています。現在の飼料コストの高さと淘汰
牛（および初妊牛）の価格の低さを考慮すると、乳
期を伸ばすことが経営を変える転機となる可能性
があります。
この表から得られるもう一つの明確な結論は、特

に現在の市場の成り行きでは、乳期回数が多いほ
ど、減価償却費を大幅に削減できるということで
す。高い減価償却費を相殺する方法としては 初産
から非常に高い生産量を得ることです。しかし、若
い牛は成熟した牛よりも生産量が少ない（初産牛は
２0%減）というのが一般的な常識です。遺伝的な進
歩を遂げていても、成熟していない牛はそれほど
多く産乳しない可能性が高く、投資額（繁殖・育成
コスト）に対するリターンは、マイナスではないに
しても低いものになるでしょう。

持ち帰りのメッセージ
酪農は他のビジネスと同様、事業を継続するた

めには高い収益性が不可欠です。難しいのは、コ
ストの大部分が飼料に起因していることです。飼
料は部分的に商品で構成されており、生産者がコ
ントロールできるものではありません。収入は販売
された牛乳によるものですが、これも自分ではコン
トロールできません。１ドルの投資から最も多くの
収入を得られるようにすることが、最良の方法で
す。そのためには育成コストを複数の乳期にわたっ
て薄めることが最も良い道のようです。
【ホルスタインカナダ機関誌
　Info HOLSTEIN Sep/Oct ２0２１より】
 （訳：JHBS取締役本部長　藤澤）

表 １．生産寿命と減価償却の関係
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未経産牛GNTP上位200（2021年12月追加牛）
独立行政法人家畜改良センターから、未経産牛 2,165 頭のゲノミック評価成績の追加計算が提供されましたので、2021-12 月公表分に追
加し再度ランキングされた上位 200 相当の未経産牛を掲載します。

順位 登録番号 総合指数 名　　　号 所有者
１２ １64７３３4688 +３,７0７ アミスターT キヤプテン クロム 中標津町 有限会社　工藤牧場

１4 １5２08１50１３ +３,6７１ サミツトリー アンジエラ S プリンコ 1 ET 豊浦町 株式会社　山口牧場

１6 １65３6086９8 +３,5９6 デイベロツプ ハイパー ボヤンカ 0869 ET 美瑛町 稲川　利昭

２３ １３９644２86３ +３,56３ バルト TTM ヘリツクス マージヤン 384 ET 千葉県 花澤　一弘

３0 １48１5１７３60 +３,506 ピース リレイ エマ ET 稚内市 西　大翔

4３ １6２84３0３７8 +３,4１6 アミスターTK カナ サハブ ET 中標津町 株式会社　さいとうFarm

50 １605805９5３ +３,３９6 デイベロツプ ビゲロ プリン 0595 ET 美瑛町 稲川　利昭

64 １5３86１７64７ +３,３45 ラヴリツチ ビゲロ リチゲイト ET 広尾町 斉藤　美富

７２ １6３68３4１8２ +３,３３１ アミスターT キヤプテン クローン ET 中標津町 有限会社　工藤牧場

７３ １３７３７３１３７９ +３,３３0 ネザーランドT ライン CP ET 中標津町 株式会社　さいとうFarm

７5 １6２84３0460 +３,３２6 ネザーランドT フアースト エア ET 中標津町 株式会社　さいとうFarm

７７ １6３68３３8９5 +３,３２２ アミスターT キヤプテン クロ ET 斜里町 株式会社　工藤牧場

85 １654１0９606 +３,２９6 ライスター JMRC ルーナ ET 熊本県 飯星　徳雄

９１ １64７３３44９７ +３,２７4 アミスターT キヤプテン シエル ET 中標津町 有限会社　工藤牧場

９4 １5２5１１4１66 +３,２6１ マギーデール J E フラワー 池田町 中野　義嗣

１３９ １40７９７７３5３ +３,１6３ WHG ロクシー スワアーヴ ラスター ET 福島県 独立行政法人　家畜改良センター

１45 １３９７6３１２5９ +３,１5７ BRF レネゲード M クリス ユリアン ET 美瑛町 株式会社　ベイリッチランドファーム

１5３ １３９７6３08３２ +３,１３4 BRF ビゲロ ヨーフー サラダ ET 美瑛町 株式会社　ベイリッチランドファーム

１66 １6３68３３９３２ +３,１１5 アミスターT キヤプテン クロロ ET 斜里町 株式会社　工藤牧場

１85 １65３60880３ +３,0９７ デイベロツプ ザズル プリン 0880 ET 美瑛町 稲川　利昭

１8９ １4７04１8１９７ +３,0９4 ハツピネス RAL RNG フエイス ET 池田町 有限会社　ハッピネスホルスタインズ

１９8 １３９4３３6９80 +３,088 BL ヒーリクス モジー 3698 ET 清水町 株式会社　大槻牧場

１９９ １5２３９１4065 +３,08７ プレイン ラークレスト シリ ET 豊富町 平野　洋巳

１９９ １60580604２ +３,08７ デイベロツプ ラダー リデイア 0604 ET 美瑛町 稲川　利昭
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ホルスタイン通信� 令和 4 年 2 月 １ 日発行

昨年１１月、北海道日本ハムファイターズの新監
督が決まりました。スポーツ雑誌の表紙、スポーツ
新聞、スポーツニュース。いや、スポーツ関連にと
どまらず、通常ニュースやワイドショー、年末年始
もメディアに引っ張りだこのエンタメ精神満載の
新監督「BIG BOSS」。私も年末年始に何度かテレ
ビ番組でお見かけしました。

最初に新監督就任の噂を耳にしたときは驚き、
「球団の狙いはどこにあるのだろう」と思いました。
しかしBIG BOSSのニュースを見ていると、近年の
チームの状況を踏まえ、ファイターズの雰囲気をガ
ラッと変えたいのかなと。球団に限らず、何年も同
じ体制が続くと新陳代謝は起きにくくなるので、活
性化するためにはときには思い切った発想も必要
だと思います。
しっかり自分の考え方を持っていて、厳しさもあ

るBIG BOSS率いる２0２２年のファイターズがどの
ようなチームになるのか。それはまだわかりません
が、これだけ「BIG BOSS」の呼称が浸透している
となると、野球ファン以外の方からも注目されてい
るのは確かです。新しい球場「エスコンフィールド
HOKKAIDO」も１年後にはオープン予定。変わり
ゆく北海道日本ハムファイターズに興味を持って
くれる人が少しでも増えたら嬉しいです。

今年は私も新しいものを取り入れ、「昔からこう
だから」という考え方をやめて、真っ新な気持ちで
大切なものを見失わず、より良いものをどんどん吸
収しながら様々なことにチャレンジする１年にし
たいです。

２0２２年もひと月が経ちましたが、落ち着いてきた
かと思っていたコロナも再び感染が拡大してきて
います。健康には十分気を付けながらも実りのある
１年になりますように。
 （牛乳を飲もう男。）


