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　会員の皆様には日頃から登録事業を通じた和
牛の改良増殖にご理解、ご尽力いただいており
ますことに感謝申し上げます。山は紅葉、里は
黄金色に染まり、実りの秋を迎え、今年も皆さ
ん方の地域からの豊かな恵みに食卓が彩られる
ことを期待しております。
　去る 6 月27日の第68回通常総会に続き開催さ
れました第172回理事会において会長理事に再任
され、いささか時期を失しておりますが、会員
各位にご挨拶申し上げます。口蹄疫の発生、東
日本大震災に追い打ちをかける原発事故、第10
回長崎全共など 6 年間を振り返りつつ、和牛の
国際化が進むなかでの登録協会会長という職責
に大きな責任を感じております。
　今年の夏は、北暑西冷で突発的な豪雨が連日に
わたり全国各地を襲い、人命や建物、農作物へ大
きな被害をもたらし、広島市では山津波により多
数の犠牲者をだす痛ましい惨事を引き起こしま
した。被害にあわれた皆様には心からお見舞い申
し上げ、一日も早い復興をお祈りいたします。
　6 月以降、全国の34ヵ所で24時間降雨量が観
測史上最多となり、西日本の 8 月降水量は平均
で2.74倍、日照時間は48%と観測記録を塗り替
えました。異常気象の背景には、地球規模の二
酸化炭素など温室効果ガスによる温暖化があり、
太平洋赤道付近のインドシナ近海の海水温の上
昇が今年の災いの元凶になったとのことです。
　いずれにしても、化石燃料や森林伐採による
二酸化炭素の増加による温室ガス効果が地球環
境に大きな影響を及ぼしていることは間違いな
く、昭和 9 年11月発行の総合雑誌「経済往来」
に寄せられた寺田寅彦の警句「天災と国防」（寺
田寅彦随筆集第 5 巻、岩波文庫）をあらためて
反芻する必要があるでしょう。少し長くなりま
すが、天災に関する部分を引用しましょう。

「日本はその地理的の位置がきわめて特殊である
ために……、気象学的地球物理学的にもまたき
わめて特殊な環境の支配を受けているために、
その結果として特殊な天変地異に絶えず脅かさ
れなければならない運命のもとに置かれている
ことを一日も忘れてはならないはずである。

（中　略）
　文明が進むほど天災による損害の程度も累進
する傾向があるという事実を充分に自覚して、
そして平生からそれに対する防御策を講じなけ
ればならないはずであるのに、それがいっこう
にできていないのはどういうわけであるか。
……昔の人間は過去の経験を大切に保存し蓄積
してその教えにたよることがはなはだ忠実で
あった。過去の地震や風害に堪えたような場所
にのみ集落を保存し、時の試練に堪えたような
建築様式のみを墨守して来た。それだからそう
した経験に従って造られたものは関東震災でも
多くは助かっているのである。大震後横浜から
鎌倉へかけて被害の状況を見学に行ったとき、
かの地方の丘陵のふもとを縫う古い村家が存外
平気で残っているのに、田んぼの中に発展した
新開地の新式家屋がひどくめちゃめちゃに破壊
されているのを見た時につくづくそういう事を
考えさせられたのであったが、今度の関西の風
害でも、古い神社仏閣などは存外あまりいたま
ないのに、時の試練を経ない新様式の学校や工
場が無残に倒壊してしまったという話を聞いて
いっそうその感を深くしている次第である。や
はり文明の力を買いかぶって自然を侮り過ぎた
結果からそういうことになったのではないかと
想像される。」
　80年前に出された警鐘ですが、地名を置き換
えれば、そのまま今日の状況に当てはまりそうで
す。災害発生のたびごとに伝承、いわゆる過去か
らの教訓が生かされなかったことへの反省が繰り
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返されます。地名の由来にまつわる伝承を見れ
ば、地名の蛇崩や蛇落等は古来より地滑りによ
る惨事が多発した地帯と言い伝えられてきたよ
うです。牽強付会のような話も多々あるようで
すが、近年は古地名呼称を防災に活用しようと
いう研究も進められています。
　平成の市町村の大合併や呼称の見直しによっ
て地名に込められた地歴が忘れ去られることは
いかにも残念で、登録の世界でもその影響が現
れております。最近の登記・登録証明書を見て
いると、合併によって古くからの和牛産地であっ
た地名が消え、産地の来歴が判然としなくなっ
ており、いささか寂しい思いになります。地名
にかぎらず、種雄牛や雌牛の名号についても、
地域の改良の流れや思いが汲み取れるようなこ
だわりを託していただきたいと考えています。
　「創業者や先人のDNAを引き継ぎ、伝統を糧
にさらに精進し飛躍を目指します」という発言
を耳にします。人の特徴なども「氏か育ちか」
などとしばしば問われます。和牛の改良増殖に
例えれば、氏は系統にあたり、それを裏打ちす
る遺伝の源はDNAであり、育ちは環境、すなわ
ち受け継いできた知恵や技術と言えるでしょう。
古くは、親から子、子から孫へのDNAの流れを
つぶさに見ることはできず、地域内の濃密な血
縁関係にある牛群は「蔓」牛と称し、また、近
年ではその流れを系統と呼んで遺伝子や地縁の
把握に日々活用されています。例えば、兵庫県「ふ
き蔓」は系統としては「熊波系」にあたりますが、
この「熊波」は地名であり、現在の美方郡香美
町村岡区熊波で生産された牛の系統ということ
で、地域と牛の繋がりを示しています。
　また、島根県の「彦右衛門蔓」は妹尾彦右衛
門氏が発展させた系統で、造成者の名前が蔓の
名前となっていますが、この蔓につながるもの
で、系統の特色を備えたものには「ひ」の一文
字と分系の名前を冠し、名号によって血統と能
力の背景を表してきました。「氏」と同時に「育ち」
も示す名付けがされてきた訳です。
　このように「風土が育てた和牛」と語られる
ように、和牛は地域の自然条件だけではなく、
その環境に順応した人々の営みが育んだ産物で
あり、継承されてきた名人、匠の技と時代時代
の新しい技術とがあいまって現代の和牛が生産
されています。
　今日、全国的に系統を把握するのに、兵庫（但

馬）、鳥取、岡山、島根、広島系など伝統的産地
名で大括りにしたり、土井系、気高系・栄光系、
藤良・糸桜系、岩田系など始祖牛名を冠して分
類されています。これら始祖牛の多くは昭和30
年代前後に生産され、昭和37年の育種組合の設
置とともに開始された育種登録牛であり、肉用
牛への脱皮の基礎を築いた始祖牛のDNAが現在
の和牛集団に拡がり混ざりあって全国各地で活
用されているわけです。
　しかしながら、平成に入って枝肉市場で評価
される種雄牛が全国各地で使われ、平成10年頃
には登録される雌牛の約50%が 5 頭の種雄牛の
娘という異常な状態に至りました。このため地
域の系統を掘り起こし、多様な系統を維持する
重要性を再確認するために、第 9 回鳥取全共で
は出品区「系統雌牛群」を新設するなど多様性
維持のための事業を展開しております。5頭の種
雄牛の占める割合は一時的に30%程度に減少し
ましたが、再び50%程度に上昇し、各地に拡散
していた和牛改良の源であるDNAの多様性が急
激に減少していることを懸念しております。
　我々が利用している和牛の外貌の特徴や産肉能
力の多くは繁殖能力を除いて氏（遺伝）と育ち（飼
養管理環境）が半分ずつ関わっていると考えてい
ただいて大きな間違いはありません。したがって、
能力や特徴の青写真、設計図であるDNAが画一
化するということは、建築に例えるなら、設計図
が同じで資材も同じものを使って建てた家屋に似
ています。施主の好みや施工会社によって違いは
あるでしょうが、似たり寄ったりの家屋ばかりが
出来上がり、茅葺き民家や牛舎、高層住宅など多
様な建築は望めません。育種素材の画一性が進め
ば、和食ブームを追い風に、国際的に名声が高ま
る時代の「和牛」に絶対に欠かせない生産性や食
材としての価値を高める美味しさなど幅広いニー
ズに応えるための改良増殖に行き詰まってしまう
ことになります。
　このような懸念から協会では系統再構築や多
様性維持、能力の優れた個体の評価などに活用
していくために和牛DNAデータベースの構築に
取り組んでおります。
　データベースの充実に関しては、会員の皆さ
んはじめ関係者の方々には多大な尽力を願って
いることに心から感謝申し上げます。和牛の
DNAの活用は言うまでもありませんが、名実と
もにわが国の主要作目の生産を担う気概と先人



　今年度は、いっそう厳しい協会運営が予想され
ますが、農林水産省をはじめ行政機関や関係諸団
体との連携を強め、世界に誇れる遺伝資源、国際
競争力を持つ和牛の発展に貢献する登録事業の展
開を推進して参ります。

■集団育種事業の推進と現地調査及び指導・援助
育種組合活動の強化を図り、産肉能力の維持
とともに、繁殖性や飼料利用性等の改良を促
進し、生産性の向上を目指します。また、遺
伝的多様性の確保のため、地域の系統再構築
への支援等に取り組みます。

■各種遺伝情報の解析とその有効利用について
各研究機関と連携し、和牛DNAデータベース
の構築に努め、遺伝的多様性の検討や経済形
質に係わる育種・改良方法の検討を行うとと
もに、遺伝子型検査の充実を図ります。

■和牛改良組合の育成強化
和牛改良組合育成強化研修会を、今年も 4 ブ
ロックで開催します。東部:青森県（10/20〜21
日）/中部:富山県（10月29〜30日）/中四国:山
口県（11 月 17〜18 日）/ 九州 : 鹿児島県（12 月 2
〜3日）
また、相互交流のための女性部研修会を平成
27年3月5日に京都市で開催します。

■優良和牛遺伝子の保留強化
和牛の優良遺伝子の保留を強化するととも
に、国内活用を図り、遺伝資源としての重要
性について啓発・普及活動に取り組みます。

■現場後代検定合同調査会・シンポジウムの開催
現場後代検定法による検定調査牛をおもな対
象として下記の通り開催します。
開催日:平成27年2月12〜13日
場所:神戸市

　「認定和牛改良組合および育種組合表彰規程」
並びに和牛改良組合強化委員会の推薦に基づ
き、平成25年度の優良和牛改良組合の表彰を行
いましたので、表彰組合をお知らせします。

①分娩間隔の部
　組合内供用中雌牛の平均分娩間隔の平均値が
全国の上位15組合について表彰を行いました。

北 海 道　 新冠町和牛生産改良組合
　 〃 　　 今金町和牛生産改良組合
山 形 県　 真室川町和牛改良組合
岐 阜 県　 南飛騨和牛改良組合
　 〃 　　 郡上和牛改良組合
兵 庫 県　 美方郡和牛改良組合
島 根 県　 西いわみ和牛改良組合
　 〃 　　 能義郡安来市肉用牛改良組合広瀬支部
　 〃 　　 弥栄村和牛改良組合
長 崎 県　 鷹島町和牛改良組合
　 〃 　　 小値賀町和牛改良組合

長 崎 県　 今福・調川地区和牛改良組合
　 〃 　　 宇久町和牛改良組合
　 〃 　　 大島村和牛改良組合
鹿児島県　 根占町和牛改良組合

②子牛生産指数・飼養管理技術の部
　子牛生産指数の育種価評価において、組合内
の農家による農家の効果が高かった５組合につ
いて表彰を行いました。

宮 城 県　 東松島市和牛改良組合
秋 田 県　 ＪＡ秋田しんせい和牛改良部会
福 島 県　 大玉村和牛改良組合
岡 山 県　 新見市和牛改良組合
長 崎 県　 上志佐地区和牛改良組合

平成25年度優良和牛改良組合の表彰について

平成26年度事業計画について（抜粋）

から引き継ぐ和牛人としての「DNA」を発揮し、
第11回宮城全共のテーマ「高めよう生産力　伝
えよう和牛力　明日へつなぐ和牛生産」に込め

られた和牛の総合能力の改良改善、和牛維新の
達成に向けて取り組んでいただくことをお願い
致します。



登録規程の改正について（お知らせ）
　このたび、全国和牛登録協会では、平成27年
4月1日付けで登録規程を改正することとなりま
した。今回の改正は、平成12年以来の大きな改
正であり、おもに、本原登録と高等登録の審査
得点の条件を改正します。
　平成 3 年以降、産肉能力の育種価を活用した
和牛改良が定着し、飼養管理の改善もあいまっ
て、和牛は肉質、肉量ともに改良が進みましたが、
これからの社会情勢の変化にも対応していくた
めには、効率的な牛肉生産を目指し、生産効率
の向上とともに経済能力の斉一性を高めていく
必要があります。
　このようななか、第10回全国和牛能力共進会
種牛の部の審査では、平成24年度に改正された

「種牛審査標準」が適用されました。「種牛審査標
準」においては、各審査項目と和牛の特性あるい
は能力との結びつきを整理し、「総称（能力）」と
して示したほか、肉用種の特徴と種牛性の配点
を 1：1 とするなど、肉用種の特徴を維持しなが
ら種牛性の改良にも重点を置いていくことを意
識した改正を行いました。この種牛審査標準改
正の主旨を活かし、今後、生産効率を向上させ
ていくためには、和牛界全体で、種牛能力改良
への意識をいっそう高めていく必要があります。
　そこで、今回の規程改正においては、本原登録・
高等登録の審査得点の条件を中心に改正します。
この改正により、本原登録・高等登録のレベル
がさらに引き上げられることになります。その
ねらいは、レベルを引き上げることによって、
本原登録・高等登録の価値観を高め、種牛能力
の向上に繋げていくことです。改正による効果
を高め、地域の雌牛集団全体のレベル向上に繋
げていくためには、会員の皆様一人ひとりが種
牛審査標準に基づく産肉能力と種牛能力のバラ
ンスの取れた多くの優良牛の保留に取り組んで
いただくことが重要です。とくに、改良組合の
ある地域においては、今一度、改良組合活動の
原点に立ち返って、集団でよりよい牛をつくっ
ていくという基本姿勢のもと、本原登録や高等
登録を目指し、改良増殖基盤の安定・強化を図っ
ていただきたいと考えます。
　おもな改正のポイントは次の通りです。

■本原登録
①父牛、母牛の審査得点

現 行 改 正
父 ８０点 ８１点
母 ７８点 ８０点

②本牛の審査得点
現 行 改 正

雄 ８２点 ８３点
雌 ８０点 ８１点

■高等登録
①本牛の審査得点

現行 改正
雄 ８２点 ８３点
雌 ８０点 ８１点

②産子の得点条件（雌）
　ア本牛が本原登録 :

［現行］81点以上を 1 頭以上生産
［改正］変更なし

　イ本牛が基本登録 :
　　⒜父牛（高等または本原登録）・
　　　母牛（高等または本原登録）
　　　［現行］81点以上を 1 頭以上生産
　　　［改正］変更なし
　　⒝その他（父牛または母牛が基本登録）
　　　［現行］80点以上を 2 頭以上生産　
　　　［改正］81点以上を 2 頭以上生産

　平成26年6月27日の第68回通常総会において
理事・監事の改選が行われ、新任役員会で会長、
副会長、専務理事が決定されました。

会　　長　　  向　井　文　雄　　  常　勤
副 会 長　　  高　橋　　修　　　  非常勤
専務理事　　  吉　村　豊　信　　  常　勤
理　　事　　  新　藤　秀　逸　　  非常勤
理　　事　　  福　田　　稔　　　  非常勤
理　　事　　  渡　部　幹　雄　　  非常勤
理　　事　　  平木場　宗　一　　  非常勤
理　　事　　  穴　見　盛　雄　　  非常勤
理　　事　　  松　田　辰　郎　　  非常勤
理　　事　　  永　福　喜　作　　  非常勤
理　　事　　  北　村　　健　　　  非常勤※

監　　事　　  高　嶺　英　康　　  非常勤
監　　事　　  本　田　良　智　　  非常勤

　　　　　　　　　　　　※印は新任　　

本会新役員体制について


