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【「岩手の畜産」は、バックナンバーも含め協会のホームページでご覧いただけます。】

岩手県農林水産部　　　　
部長　佐　藤　隆　浩

　この度の令和２年７月豪雨災害で犠牲になられ
ました方々に心から哀悼の意を表しますととも
に、被害に遭われた全ての皆様にお見舞いを申し
上げます。
　さて、国内外で猛威を振るっている新型
コロナウイルス感染症については、地域の
感染状況を踏まえながら、社会経済活動の
活動レベルが段階的に引き上げられてきた
ところですが、７月下旬に県内でも初めて
の感染者が確認されました。地域における
感染防止対策の徹底と社会経済対策との両
立が重要となっていますので、皆様の御協
力をお願い申し上げます。
　また、新型コロナウイルス感染症の感染
拡大により、本県の畜産分野でも大きな影
響を受けており、外食需要の大幅な減少に
より、黒毛和種の枝肉価格や子牛価格が下
落するなどしたところです。
　このため、県では、肉用牛生産者の経営
安定に向け、まずは牛肉の消費拡大が重要
であることから、県内の「いわて牛取扱推
奨店」等において「いわて牛・いわて短角
牛を食べて応援フェア！」を開催するとともに、
県内小中学校等の学校給食で「いわて牛」を提供
する取組を７月から行っています。
　また、肥育牛の経営安定対策、いわゆる「牛マ
ルキン」の活用に加え、肥育素牛の導入等を支援

しており、県内の市町村や農業団体の様々な支援
策も有効に活用できるよう、引き続き、関係機
関・団体の皆様の御協力をお願い申し上げます。
　こうした中、本県畜産の収益力を高めていくた

め、家畜改良分野の取組として、県では、枝
肉重量等の産肉能力が本県種雄牛の中で歴
代最高の成績を収めた「飛良智」の凍結精
液を、本年４月から本格的に供給していま
す。平成30年度以降、「菊勝久」、「安久勝晃」
と、全国トップレベルの産肉能力を有する種
雄牛を造成してきており、このような種雄牛
の利用を拡大し、本県肉用牛の評価をさらに
高めていくことにより、肉用牛生産者の収益
力向上につなげていきたいと考えています。
　また、第12回全国和牛能力共進会（鹿児
島全共）まで、残り２年となりました。現
在、前回大会の結果も踏まえ、上位入賞に
向け計画的・戦略的に取組を進めています
ので、改めて、チーム岩手として、一丸と
なって、取組を進めていくよう関係各位の
御支援と御協力をお願いします。
　また、家畜防疫分野の取組として、豚熱

への対策が極めて重要となっています。養豚場で
の発生について、国内では、３月の沖縄県での確
認が最後の事案となっていますが、野生いのしし
では、15の府県で感染が確認されており、東北地

　　“収益力アップ”へＯＮＥ ＴＥＡＭ！ 岩手の畜産

（次頁へ続く）
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域の近隣では、群馬県や新潟県で野生いのししの
感染が確認されています。
　県では、これまで、侵入防護柵の設置や農場の
定期巡回、いわて花巻空港での水際対策などに取
り組んでいるところですが、引き続き、家畜防疫
対策の徹底への御協力をお願いします。
　本県の畜産は、これまでも幾多の課題を、関係

者が一丸となって乗り越えてきたところです。生
産者をはじめ、畜産に携わる関係機関・団体など
が“ONE TEAM“となって取り組むことにより、
現在の課題も乗り越えていくことができるものと
確信しています。
　生産者、そして本県畜産の収益力アップに向
け、ONE TEAMとなって取り組んでいきましょう。

家畜人工授精用精液流通調整事業における
新型コロナウイルス感染防止対策について

（お願い）
　日頃、家畜人工授精用精液流通調整事業の円滑な実施にご協力いただき、厚く御礼申し上げ
ます。
　さて、最後まで新型コロナウイルス感染が確認されなかった本県においても、７月29日に最
初の感染者が確認され、８月末時点で感染者数の合計は19人になっています。感染者のほとん
どに、感染者多発地域との往来又は当該地域在住者との接触が認められています。
　このため、県民の中には、県外からの訪問者との接触に不安を感じられる方もいらっしゃる
と思います。
　標記事業では、県外に所在する精液等供給事業体の職員を配送業務で同行することがありま
す。国内における新型コロナウイルス感染の拡大を踏まえて、同行される事業体職員には、感
染防止対策の徹底を要請してきたところですが、県内での感染確認を受けて、改めて、次の感
染防止対策７項目の徹底を文書で要請しました。
　つきましては、精液等の配送場所に立会される家畜人工授精師等の方々にも、同様の対策を
講じてくださるようお願い申し上げます。

①　配送業務同行日の前二週間以内に、感染リスクが高いとされる施設（接待を伴う飲食
店、カラオケ店、パチンコ店等）の利用がないこと。

②　２メートル以内の距離で会話を行う際には、必ずマスクを着用していること。
③　不特定多数が出入りする施設において、施設内の物に触れた場合には、速やかに、手

洗い・消毒を行っていること。
④　毎日、体温を測定し、記録を取っておくとともに、発熱（平熱より0.5℃高い場合を

含む。）が確認された時には、当協会職員にその旨を伝え、配送業務に同行しないこと。
⑤　配送業務同行日の前一週間以内に発熱があった場合には、その後に解熱した場合で

あっても、配送業務に同行しないこと。
⑥　発熱以外にも、倦怠感、息苦しさなど、体調不良の時には、配送業務に同行しないこと。
⑦　配送業務同行日の前二週間以内における他都道府県との往来の有無、訪問先・用務に

ついて、当協会職員に情報提供を行うこと。
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１　二戸地域の酪農経営
　二戸地域の酪農経営は、戸数は減少していま
すが、中核経営体の規模拡大が進み、１戸当た
りの経産牛飼養頭数は増加傾向にあります。平
成12年の平均飼養頭数が36頭であったものが、
平成31年の平均飼養頭数は47頭になっています。
　また、二戸普及センターが実施した「大規模
経営体アンケート」では、「現状で労働力が不
足している」の回答が44％、「現状では足りて
いるが規模拡大には労働力不足」の回答が55％
あり、労働力の確保・補完は酪農経営の存続に
関わる課題です。

表１�　二戸普及センター管内の乳用牛飼養戸数・頭数及
び１戸あたり頭数

２　大規模酪農経営体へのICT導入
　普及センターでは、こうした課題解決に向け
た技術の１つとして、飼養管理の効率化・軽労
化を可能にするICTに着目し、繁殖管理の効率
化を目的にICT機器（ A社ウェアラブルシステ
ム）を導入した二戸地域の大規模酪農経営体（総
飼養頭数330頭規模）における活用指導と効果

検証を行いました。
　このシステムは、「加速度センサ」「気圧センサ」
等の複数のセンサを用いて「反芻」「横臥」「起立」
「動態」といった牛の主な行動を記録・測定しま
す。過去の行動パターンとの違いを確認し、発
情・疾病の発生が予測される場合にアラートで通
知するほか、乳量連携により、短期間で乳量の大
きな変化があったときにアラートで通知します。

３　活動内容
　繁殖成績等の技術指標の振り返りを行いなが
らICTの導入効果を調査し、経営的な評価を行
いました。また、定期的な検討会の場で農場構
成員および関係者と連携しながら、システムの
活用状況の確認や課題の整理、有効活用の提案
を繰り返し行いました。
　その中で、初めは農場従事者内で温度差が
あったものを、皆で取り組むことで管理の精度
が上がることを伝え、全体で取り組む意識を醸
成しました。
　さらに、得られる情報が膨大で、様々な場面へ
の活用が期待できますが、まずは導入目的の達成
を目指すことを一同で確認し、取り組みました。

４　活動成果
　成果の１つ目は、繁殖成績の向上です。ICT
システムを導入後、発情発見率の向上傾向を確

認しました（図２）。
　また、乳用牛群検定成績から
導入前後の繁殖成績を確認した
ところ、導入後、分娩後初回授
精日数が７日間、平均空胎日数
が８日間短縮されました。平均
空胎日数が８日間短縮したこと
を搾乳できる日数が増えたと捉

令和元年度岩手県獣医畜産業績発表会

岩手県畜産協会長賞受賞（畜産部門）

大規模酪農経営体におけるICT導入による個体管理の効率化
令和元年度：二戸農業改良普及センター　主査農業改良普及員　小　松　真　弓　

図１　A社ウェアラブルシステム

【二戸普及センター管内】 H7 H12 H17 H27 H31

乳用牛飼養戸数（戸） 250 170 143 86 69

乳用牛頭数（頭） 7,190 6,040 5,610 3,824 3,249

１戸あたり頭数（頭） 29 36 39 44 47
（ H7〜17：農林水産省畜産統計、H27・31岩手県家畜飼養頭数羽数調査より）



令和２年９月１日 岩　手　の　畜　産 隔月 １日発行 第５６２号⑷

●動物用医薬品販売の全国ネットワークを駆使し、
あらゆる動物の健康維持に貢献します。

動物の健康は人の健康につながる

本社：北海道北広島市大曲工業団地6-2-13　盛岡支店：TEL 019（638）3291

動物用医薬品・畜産用資材・器材・医療機器・医薬品

え、生乳出荷額が363万円増加し、導入経費等
を差し引いて年183万円の経済効果があると試
算しました（図３）。
　成果の２つ目は労働時間の短縮です。繁殖管
理については、発情アラートの活用により対象
を絞って重点的に観察するので効果的になり、
朝夕２回実施する個体観察の時間が約10分/回
短縮したため、１年間で約122時間の観察時間
短縮に繋りました。
　成果の３つ目は、疾病アラート及び乳量ア
ラートの活用です。対象牛を絞り込んだうえで
牛の異常を確認し、状況により早期の獣医師の
診断・治療に結びつけています。

５　導入の留意点と今後の展望
　導入の留意点は、①導入目的を明確にし膨大
なデータに優先順位をつけて活用すること、②
情報の一元化のためには分娩・人工授精・治療
といった関連データを入力する必要があるこ
と、③あくまで人の見る目を補うものでありア
ラートで検知後に牛の状態を確認する人の目は
必要であること、以上の３点です。
　今後も大規模農場の生産性向上のための導
入、活用を支援するとともに、中小規模の酪農
経営体を含めて、導入志向者に対しそれぞれの
経営に適する技術の検討を支援し、ICTシステ

ム導入による労働力補完の仕組みづくりを支援
していきます。

図２　発情発見率の推移

図３　空胎日数の短縮による経済効果の試算

家畜伝染病予防法の一部
改正に伴う家畜伝染性
疾病の名称変更について

　家畜伝染病予防法は、今年（令和２年）に入っ
てから２回の一部改正が行われました。
　１回目は、平成30年９月に我が国で26年ぶりに
発生が確認された豚熱（旧名称：豚コレラ）の野
生イノシシによる拡散、アジア地域におけるアフ
リカ豚熱（旧名称：アフリカ豚コレラ）発生拡大
に対処するために行われました（令和２年２月５
日）。
　主な改正点は、飼養衛生管理基準の順守に係る
規定の強化、野生動物による拡散防止のための経

口ワクチン散布の規定新設、予防的殺処分対象疾
病へのアフリカ豚熱の追加等ですが、それらに合
わせて、豚熱・アフリカ豚熱への名称変更が行わ
れました。この名称変更理由は、国際的に使用さ
れている名称に統一するためでした。
　２回目は、飼養衛生管理基準に係る規定の拡
充、消毒範囲の拡充、飼養衛生管理基準順守に係
る改善勧告・命令等の規定新設に合わせて、家畜
伝染性疾病の名称全般について改正が行われまし
た（令和２年４月３日）。
　名称全般の変更については、公益社団法人日本
獣医学会等からの提言等を踏まえたもので、その
視点は、１回目と同様に国際的な名称への統一の
ほか、漢字の適正使用、名称の社会に与える影響
への配慮などです。
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今までもこれからも｡｢生命の未来｣のために尽くしたい。 ＜動物用医薬品･ワクチン･プレミックス･器具機材＞

本　社　〒025-0311花巻市卸町66番地　TEL 0198-26-4151㈹
　花　　巻(営）　0198－26－4700 ㈹　八　戸(営）　0178－34－2284 ㈹
　大 船 渡(営）　0192－26－4740 ㈹　

名称変更のあった家畜伝染性疾病一覧

１　家畜伝染病
変更前 変更後

① 水胞性口炎 水疱
ほ う

性口内炎

② ブルセラ病 ブルセラ症

③ 結核病 結核

④ ピロプラズマ病 ピロプラズマ症

⑤ アナプラズマ病 アナプラズマ症

⑥ 豚コレラ 豚熱

⑦ アフリカ豚コレラ アフリカ豚熱

⑧ 豚水胞病 豚水疱
ほ う

病

⑨ 家きんサルモネラ感染症 家きんサルモネラ症
※⑥、⑦については、令和２年２月５日から変更

２　届出伝染病
変更前 変更後

① 牛ウイルス性下痢・粘膜病 牛ウイルス性下痢

② 牛白血病 牛伝染性リンパ腫

③ 牛丘疹
し ん

性口炎 牛丘疹
し ん

性口内炎

④ トリパノソーマ病 トリパノソーマ症

⑤ トリコモナス病 トリコモナス症

⑥ 馬モルビリウイルス肺炎 ヘンドラウイルス感染症

⑦ トキソプラズマ病 トキソプラズマ症

⑧ 山羊関節炎・脳脊髄炎 山羊関節炎・脳炎

⑨ 豚エンテロウイルス性脳脊髄炎 豚テシオウイルス性脳脊髄炎

⑩ 伝染性気管支炎 鶏伝染性気管支炎

⑪ 伝染性喉頭気管炎 鶏伝染性喉頭気管炎

⑫ 鶏結核病 鳥結核

⑬ 鶏マイコプラスマ病 鳥マイコプラスマ症

⑭ ロイコチトゾーン病 ロイコチトゾーン症

⑮ あひる肝炎 あひるウイルス性肝炎

⑯ 兎
うさぎ

ウイルス性出血病 兎
うさぎ

出血病

⑰ バロア病 バロア症

⑱ ノゼマ病 ノゼマ症
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　岩手県バークシャー種研究会が、令和２年７月
30日に岩手県農業研究センター畜産研究所で開催
されました。
　冒頭、菊池伸也畜産研究所長から、「岩手県の

養豚は、県農業算出額2,700億
円の約１割282億円で、戸数は
約100戸ながら、頭数の40万頭
は、全国第７位を誇っている。
　バークシャー種は、９戸ほど
の生産者で、種雄約100頭、雌
約300頭 が 飼 養 さ れ、 年 間 約

3,000頭が肉豚として出荷されている。
　肉のきめが細かく味が良いという特徴を持った

豚なので、生産技術の向上等で支援していきた
い。」という趣旨のご挨拶がありました。
　研究会では、畜産研究所から、「バークシャー
種供給実績について」及び「バークシャー種の背
脂肪厚抑制技術について」、中央家畜保健衛生所
から、「飼養衛生管理基準の改正に伴う農場での
対応について」の説明があったのち、生産農家の
ほか、盛岡農業高校の生徒も参加して意見交換が
行われました。

令和２年度岩手県 
バークシャー種研究会

生産基盤拡大加速化事業（肉用牛）

　この事業は、令和２年度畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業の一メニューで、国の令
和元年度補正予算（令和２年１月30日成立）において創設されました。日米貿易協定の発効
（令和２年１月１日）を前にして、総合的なＴＰＰ等関連政策大綱が改定（令和元年12月５日）
され、その大綱の中に盛り込まれた和牛の増頭対策が予算化されたものです。
　事業の内容としては、肉専用種の繁殖雌牛を増頭した場合に奨励金が交付されるものです。
増頭奨励金を交付する類似の事業に、肉用牛経営安定対策補完事業（中核的担い手育成増頭推
進）があります。二つの事業の主な違いは次のとおりで、生産基盤拡大加速化事業では、特
に、中小規模の経営体に手厚い内容となっています。

　本年５月には、本県における要望頭数を取りまとめ、中央団体に提出していますが、８月末
現在、限度数量等の内示はまだ届いていません。全国的に需要が多く、調整が難航しているも
のと考えられます。
　当協会としては、内示が届き次第、所要の事務処理を迅速に進めて、本事業の活用による本
県肉用牛生産基盤の強化につなげて参ります。

生産基盤拡大加速化事業 中核的担い手育成増頭推進

・増頭後の頭数条件　なし

・導入時月齢　満14か月未満

・交付金単価

　24.6万円／頭（飼養規模50頭未満）

　17.5万円／頭（飼養規模50頭以上）

・育種価　脂肪交雑価上位1/2ほか

・増頭後の繁殖雌牛頭数　10頭以上

・導入時月齢　満72か月未満

・交付金単価

　８万円又は10万円

・育種価　枝肉重量上位1/2ほか

事業紹介コーナー
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創業110年品質第一手造りの店

岩手県指定店 塩 釜 馬具店
盛岡市大沢川原２丁目２の32　ＴＥＬ019-622-5393 (労働福祉会館隣)

｝　　　　　馬・乳牛　用頭絡手綱・馬衣・乳牛用新型牛衣・
　　　　　肉牛　　　肉牛用牛衣
●普通乗鞍・ウエスタン鞍・ポニー用鞍等乗馬具・輓馬具一式・畜犬具　
●電気工事用革ケース・カバン・ズック製袋カバン・リュックサックバンド・安全帯
●せんてい鋏ケース他造園工具ケース類　●その他特別御注文のカバン等承って居ります

●共進会用 ●牛馬手入用毛ブラシ
　・根ブラシ・金ぐし

報情 （80）産畜 術技

飼料用トウモロコシの収穫

１　収穫適期について

　収穫は、飼料用トウモロコシ全体の乾物率が28％以上になり、子実が「黄熟期」になった時に
行います。この時期は、排汁がほぼなくなるので、収穫時の栄養分ロスを低減できます。これより
早いと、でんぷんの蓄積が不十分であったり、栄養が排汁とともに流出したりします。また、黄熟
期より遅れると、消化率が低下するほか、水分が下がりすぎて発酵品質が低下しやすくなります。

２　収穫適期の判定方法

　黄熟期の判定は、「ミルクライン」による方法が簡単です（図１）。トウモロコシの雌穂（実）の
中程を折って子実の断面を見ると、黄色い部分と乳白色の部分に分かれています。この境目を「ミ
ルクライン」と言い、熟度が進むにつれて子実の外側から中心に向かって、黄色い部分が増えてい
きます。収穫適期である黄熟期は、ミルクラインが子実の外
側から40～50％に達した頃です。
　開花期の3 週間後くらいから時々圃場に入り、実をつぶし
てみて、熟度の進み具合を確認する方法もあります。実から
ゆるい固まり（糊状物）が出るのが糊熟期ですが、それが出
にくくなるのが「糊熟後期」です。その時期から積算平均
気温で100℃ほどたつと（日平均気温が15℃なら、約１週間
後）、「黄熟初期」になります。
　なお、破砕処理を行う場合、消化率の改善が図られるので、
収穫期を後に拡大することが可能です。

３　サイレ－ジ調製作業

（１）作業の留意点は以下のとおりです。
ア　降雨直後には刈らないようにします（露付きは最悪です）。
イ　切断長は約10㎜程度に調整します。切断長を長くしても反芻時間は増加せず、かえって家
畜の採食量が低下したり、子実の部分だけを選び食いしたりしますので、サイレージの発酵品
質の点のみならず、乳牛の採食性の観点からも、10㎜程度が推奨されています。プロセッサを
利用する場合の切断長は、20㎜程度がよいとされています。
ウ　サイロは１日１本が原則。２日にまたがるときは、品
質劣化を防ぐために、原材料を堆積する繋ぎ目にプロピ
オン酸やギ酸を添加します。
エ　ハ－ベスタの刃は予めよく研磨し、切断面を鋭利にし
ましょう（図２）。作業中にも収穫物の切断状況を確認
し、こまめにハーベスタの刃を研磨しましょう。ギザギ
ザの状態は採食量低下や排汁による栄養分ロスを招きま
す。

図１

図２　切断の状況

ギザギザ
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一般社団法人 家畜改良事業団盛岡種雄牛センター

家畜改良事業団では、牛凍結精液の他、全国的な評価が高まっている体外受精卵（ＩＶＦ卵）、発情周期の同調鈍性発情・卵巣
停止に効果を発揮するイージーブリード、凍結精液の保存容器（ＭＶＥ社製）を取扱っております。ご利用についてのお問い合
わせ・パンフレットのご請求は、盛岡種雄牛センターまでお願い致します。

〒028-4134 岩手県盛岡市下田字柴沢301-5
TEL 019-683-2450 FAX 019-683-1334 http://liaj.or.jp/morioka/

家 畜 の 保 健 衛 生（131）

牛のサルモネラ症とルーメン
の密接な関係 

～牛の健康を保つ重要性～

　今年も県内で乳牛のサルモネラ症が散発してい
ます。本症は、サルモネラ属の細菌を原因とする

感染症で、牛に発熱を伴う下痢を引き起こしま
す。従来、子牛に多発していましたが、1990年代
頃から搾乳牛での発生が増加しています。その背
景には、濃厚飼料の多給によるルーメン発酵の異
常や免疫の低下など、牛側の要因があると考えら
れています。
　口から体内に入ったサルモネラは、正常なルー
メン環境では増殖が抑制され、腸管には到達しに
くいことがわかっています。しかし、濃厚飼料の

オ　サイロ内の空気を排除し詰めこみ密度を高めるため十分に踏圧します。バンカーサイロやス
タックサイロにサイレージ原料を詰め込む時のポイントは、図３のように緩やかで長いスロー
プをつくり、材料を薄く広げて踏圧することです。この場合、材料拡散厚はできれば20㎝を目
安とし、最大でも30㎝以内で十分に踏圧することが重要です。次に搬入するダンプを待機させ
てでも踏圧を優先するようにしましょう。このことは作業に関わるメンバー全員が共通意識と
して持っていることが求められます。

カ　サイロへの土壌の混入を防ぎます。
　バンカーサイロではエプロン部分を整備することや、バンカーの奥まで運搬車を入れないこ
とが土壌の混入防止になります。
キ　詰め込み終了後、速やかにサイロを密封して嫌気状態を作り、乳酸発酵を促します。

（２）台風対策
ア　牧草地、飼料畑とも、滞水している場合は速やかに排水するよう努めます。収穫時には、飛
来物が混入しないように注意します。
イ　強風により、とうもろこしの折損や倒伏が懸念されますが、子実の登熟初期までに倒伏した
個体は、折損していなければ立ち直る場合があるので、そのまま　の状態にしておきます（手
で直すと茎・根などが折れることが多く、この場合の被害は逆に多くなります）。
ウ　倒伏したとうもろこしの収穫は、ハーベスタの収穫方向をよく考え、作業機の運行速度を控
えめにし、高刈りとするなど収穫時の土壌などの混入を避けます。また、切断長が粗くなりや
すいことから、詰込み密度を確保するために、十分な踏圧と早期密封に努め、発酵品質の低下
を防ぎます。

材料拡散厚

図３　踏圧のポイント
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豊かな大地を育む B.B. 肥料

〒025-0312 花巻市二枚橋第５地割146番地　TEL0198‒26‒3313 FAX0198‒26‒3316

○カリ過剰対策に

草地NP260号
草地NP420号

12－６－０－９

24－12－０－７

ﾁｯｿ ﾘﾝｻﾝ ｶﾘ ｸﾄﾞ

○草地造成地用に

草地484号 14 ‒ 28 ‒ 14
ﾁｯｿ ﾘﾝｻﾝ ｶﾘ

○苦土の補給に

草地211号 20 ‒ 10 ‒ 10 ‒ ５
ﾁｯｿ ﾘﾝｻﾝ ｶﾘ ｸﾄﾞ

畜 産 の 研 究（127）

日本短角種一産取り肥育で 
生産された牛肉の消費者嗜好

　日本短角種の飼養頭数減少が続く中、雌牛資源
の有効活用と肥育素牛の安定確保のため、一産取
り肥育を行い、一産を経験した牛と未経産牛の牛
肉について、消費者の嗜好性に差があるかどうか
を調べました。また、同じ赤身肉で競合が予想さ
れる市販の米国産牛肉及び国産乳用種牛肉とも同

様に比較しました。
【方法】

　一産取りを行う雌牛は肥育が受胎と分娩に及ぼ
す影響を考慮して、高栄養区と低栄養区に区分
し、飼養しました（表１）。嗜好調査は41名によ
る官能評価とし、「味や香り」「食感」「全体」の
三項目について８段階から選択する評点法により
実施しました。サンプルは、解凍したサーロイン
を規定法により焼いて用いました。
【結果】

　「味や香り」、「食感」、および「全体」の評価で

表１　飼料メニュー

多給によりルーメン内が酸性（ルーメンアシドー
シス）になる環境では、第一胃運動機能が減退
し、VFA産生が低下することにより、サルモネ
ラが増殖します。さらにルーメンアシドーシス下
では、ルーメン内の微生物が死亡した際に毒素が
放出され、牛の免疫をかく乱します。
　これとは逆に、溶解性蛋白が多給された場合、
ルーメン内でアンモニアが過剰に産生され、ルー
メン内pHが上昇（ルーメンアルカローシス）し、
アルカリ環境を好むサルモネラが定着しやすくな
ります。また、アンモニアは肝臓で無毒な尿素に
変換されますが、この際に肝臓に負担がかかり、
免疫にも悪影響を与えます。
　実際に、飼料給与内容を見直しすることにより
本症の清浄化を達成した事例では、牛群における
サルモネラ保菌率が低下するとともに、血液中の
尿素窒素の低下、肝機能の改善及び免疫細胞の活
性化が認められています。

　乳牛では、乳成分の成績から、おおよそのルー
メン環境を推察することができます。具体的に
は、乳蛋白率/乳脂肪率の比（ P/F値）が用いら
れ、この値が0.7〜0.9であればエネルギーバラン
スが良い状態とされています。サルモネラ保菌牛
では、P/F値が0.67未満（エネルギー不足）又は0.91
以上（ルーメンアシドーシス）の場合、菌が生き
残りやすくなります。溶解性蛋白の指標には乳中
尿 素 窒 素（ MUN ） が 用 い ら れ、 一 般 に10〜
14mg/dlが適正値です。
　もちろん、本症の対策には病原菌の侵入防止が
最も重要です。過去の発生事例においては、集乳
車、農場入場者、野鳥等が農場への侵入の原因と
考えられています。
　また、本症を含む多くの疾病対策に共通して言
えることですが、常に家畜が健康で抵抗力のある
状態を維持することが重要です。
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新鮮 安心 ヘルシー
岩手県産チキン！！

岩手県チキン協同組合
岩手県盛岡市盛岡駅前北通6-47

TEL 019-624-2870　FAX 019-625-0486

枝肉重量と肉質に優れる 
新規県有種雄牛「飛

ひ

良
ら

智
と も

」号
　令和２年３月、県では枝肉重量と肉質に優れる
「飛良智」号（写真）を県有種雄牛に選抜しました。
　「飛良智」号の現場後代検定成績（去勢９頭、
雌10頭の計19頭）は、これまで県が実施した検定
種雄牛の中で、枝肉重量やロース芯面積が歴代第
１位、Ａ５等級率は「安久勝晃」号の68％に続き、
歴代第２位となりました（表）。
　また、「飛良智」号の成績は、平成30年度に本県
から出荷された一般肥育牛11,660頭の枝肉成績と
比べても、良好となっており、「いわて牛」の品質
向上に寄与する種雄牛となることが期待されます。

１　生年月日・血統
　平成26年12月17日生
　父：飛良美継、母の父：安茂勝、
　　　母方祖母の父：茂勝

図１　８段階評点法結果（味や香り、食感、全体）※異符号間に５％水準で有意差あり

は、一産取り肥育と未経産の間に有意な差はみら
れず（図１）、嗜好において遜色ないことがわか
りました。また、市販の牛肉との比較では、一産

取りおよび未経産は米国産よりも有意に好まれ、
国産乳用種は短角と米国産の間に位置づけられま
した（図１）。

表２　官能評価で用いた牛肉サンプル
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位と非常に高く、娘牛は中程度のサイズで足腰が
強く、前乳房の付着の強さ、後乳房の高さに非常
に優れた、乳房底面の高い乳器を持っていること
が特徴です。

E黒035　美国白清
　本牛は岐阜県有牛の“白清85の３”を父に持つ
“きよひらしげ”に、全国で活躍している“美国
桜”を交配し生産された種雄牛で、平準化事業初
の“美国桜”息牛です。現場後代検定でのBMS
は雌・去勢平均で9.2（歴代２位）と非常に高い
成績で選抜されました。
　当団が公表しているゲノミック育種価ランキン
グでもBMSにおいて“福之姫”や“知恵久”に
続く第3位と高い評価を得ています。また、ロー
ス芯面積やバラの厚さ、皮下脂肪の薄さや歩留の
良さに優れており、バランスの良い改良が期待で
きます。枝肉に関しては、小ザシとモモ抜けの良
さにおいて高い評価を得ています。
　特に気高系の雌牛との相性が良い、当団期待の
種雄牛です。本牛は鳥取県との県・事業団協力事
業で作出されています。

２　飛良智号の現場後代検定成績（去勢9頭、雌10頭）及び一般肥育牛の成績との比較

名号等 頭数
（頭）

枝肉重量
（㎏）

ロース芯
面積

（㎠）

バラの
厚さ

（㎝）

皮下
脂肪厚
（㎝）

歩留
基準値
（ % ）

脂肪交雑*
（ BMSNo. ）

上物率
（％）

４等級≦

A5率
（％）

飛良智 19 514 66 8.6 3.0 74.6 7.8 95 63

全　県※ 11,660 481 62 7.9 2.6 74.4 7.1 83 39

※全県は、平成30年度に本県から出荷された一般肥育牛の枝肉成績（畜産課調べ：データ収集に同意が得られた農家の成績）

家畜改良事業団 
秋の新規選抜種雄牛

　８月４日（火）、家畜改良センターより2020−８
月乳用種雄牛評価成績が公表され、各社より計９
頭（ LIAJ：２頭、GH：６頭、TAIC：１頭）の
種雄牛が新たに選抜されました。
　今回は当団から新規選抜された２頭のうち
NTP第３位の“ハウル”をご紹介いたします。
　また、黒毛和種においても新たに2頭の種雄牛
が選抜されましたので併せてご紹介いたします。

NTP第３位　JP5H57685
ﾋﾟﾕｱｿｳﾙ ﾋﾞｼﾞﾖﾝ SI ﾊｳﾙ ET
　国内種雄牛初の“シルバー”息牛が選抜されま
した。本牛は飛び抜けた耐久性成分（公表種雄牛
60頭中１位）を持ち、在群能力も高く優れた長命
連産効果が期待できます。また、全ての乳成分率
において高い値を示しています。
　体型面においては、乳器（GEBV）+2.14と国内
種雄牛 第１位であるとともに、決定得点も第４

娘牛：アイコール��ハウル��マリナー　所有：竹本牧場（北海道）
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⑿

市場
（月日）

上　場
地　域

性
別 頭数 最　高

（円）
最　低
（円）

平　均
（円）

平均
体重

㎏当
単価

県南
8/5
㈬

胆　 江

気　 仙

♀ 100 991,100 451,000 662,266 290 2,281

♂♂

♂- 122 970,200 473,000 694,578 328 2,117

計 222 991,100 451,000 680,023 311 2,186

県南
8/6
㈭

磐　 井

♀ 114 1,027,400 430,100 647,273 286 2,263

♂♂

♂- 138 985,600 442,200 677,831 318 2,132

計 252 1,027,400 430,100 664,007 303 2,188

中央
8/19

㈬

宮 古

北 部

奥 中 山

久 慈

♀ 106 1,114,300 299,200 621,313 285 2,180

♂♂

♂- 151 854,700 425,700 658,208 318 2,073

計 257 1,114,300 299,200 642,991 304 2,114

中央
8/20

㈭

滝 沢
雫 石
八 幡 平
玉 山
岩 手
葛 巻

♀ 142 992,200 388,300 600,639 274 2,189

♂♂

♂- 199 888,800 440,000 654,179 298 2,196

計 341 992,200 388,300 631,884 288 2,193

中央
8/21

㈮

紫　 波
盛　 岡
花　 巻
北　 上
遠　 野

♀ 118 787,600 305,800 592,742 284 2,084

♂♂

♂- 153 983,400 226,600 677,327 319 2,125

計 271 983,400 226,600 640,496 304 2,108

合　　計

♀ 580 1,114,300 299,200 622,602 283 2,197

♂♂

♂- 763 985,600 226,600 670,356 314 2,132

計 1,343 1,114,300 226,600 649,732 301 2,158

令和２年８月和牛子牛市場成績〈税込〉
（全農岩手県本部）

令和２年８月岩手県内指定家畜市場取引成績
公益社団法人岩手県農畜産物価格安定基金協会

区　　分
指　定　肉　用　子　牛

頭 数 金　　　　額 平均価格（１頭当り）

黒 毛 和 種 885頭 559,993,500円 632,761円

褐 毛 和 種

日 本 短 角 種

ホルスタイン種（雌を除く）

交 雑 種・ 乳 7頭 1,923,900円 274,843円

（注）：金額、平均価格は消費税込み

P黒1068　平糸福
　本牛は“平茂晴”を父にもつ“たかはる”に、
“糸福（大分）”の流れを汲む大分県有牛“平福安”
を交配し生産された種雄牛です。藤良系ですが北
国７の８の血が入ってないことも特徴です。
　現場後代検定では雌において、より優れた成績
を示しており、BMS平均9.4、枝肉重量平均510㎏
といった結果になっています。全体でもBMS平
均8.0、枝肉重量平均493㎏となっており、質と量
を兼ね備えた種雄牛です。
　また、ゲノミック育種価ランキングでもBMS
第10位、枝肉重量第15位、バラの厚さ第14位とバ

ランスが良いのが特徴です。枝肉に関してはカブ
リの大きさやモモ抜けの良さが評価されている、
血統面からも使いやすい種雄牛の１頭です。


