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１ 事業

（１）概要
　牛群検定システム高度化支援事業（補助元（独）農
畜産業振興機構）において、平成25年度より未経産牛
のゲノミック評価を実施します。補助事業としては、
サンプルの収集や検査等の取組に対して1/2以内の補
助を行うものですが、ここでは新しい情報である未
経産牛のゲノミック評価の活用法などを紹介したい
と思います。

（２）事業の流れ
　未経産牛のゲノミック評価は図1のような流れで行
われます。ゲノミック評価は、尾房部の毛根を採取し、
検査するところから始まります。その検査はＳＮＰ

（スニップ）検査と呼ばれ、日本ホルスタイン登録協
会の支部または承認団体で受け付けます。その後、毛
根は家畜改良事業団で検査され、家畜改良センター

でゲノミック評価を行った後に、結果は牛群検定の
遺伝情報として検定農家に返されます。（図２）
　
（３）実施時期
①処理を行う時期
・家畜改良センタ−での遺伝評価処理年4回

（8月、11月、2月、5月）
・家畜改良事業団からの検査結果送付

　（9月、12月、3月、6月）
②スケジュ−ル
・日本ホルスタイン登録協会での

　　申し込み受付開始　平成25年8月9日
・家畜改良センタ−の処理開始

平成25年11月（予定）
・牛群検定による検査結果の送付開始

平成25年12月（予定）

２ 酪農家でのゲノミック評価の活用

（１）総合指数（ＮＴＰ）による遺伝的改良
　ゲノミック評価では総合指数が推計されます。総
合指数は泌乳能力、乳器や肢蹄といった体型、そし
て体細胞数を総合的に改良するための指数ですので、
長命性を含めて効率的かつバランスの良い遺伝的改
良を行うことができます。

（２）未経産牛の遺伝情報の精度向上
　牛群検定では、未経産牛の遺伝評価値は、従来、両
親の遺伝的能力の平均（ＰＡ）を牛群改良参考情報
として提供してきました。ゲノミック評価では、Ｐ
Ａより信頼度の高い遺伝情報を早期に推計できるこ
とから、未経産牛を使った効率の良い改良を行うこ
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図1

　牛群検定に参加している未経産牛の毛根を検査することで得られる遺伝子情報を用いた、遺伝的能力評価（ゲ
ノミック評価）が始まりました。この技術は、未経産牛についてこれまでのＰＡ（後述）より信頼度の高い遺伝
情報を早期に推計できるようにする世界的にも注目される最新のテクノロジーです。
　ここでは、牛群検定システム高度化支援事業の概要を紹介し、ゲノミック評価の内容と活用法も併せて解説します。
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とができ、改良速度も高まることが期待できます。
　なお、1頭1頭のＳＮＰ情報が遺伝評価に反映される
ことから、受精卵移植等で生産された全姉妹も、そ
の遺伝的能力の違いを推定することができます。

（３）未経産牛での具体的な活用例
①未経産牛の選択的利用（後継牛生産か？付加価値
生産か？）
　未経産牛への交配では交雑種生産が行われること
が多くなっています。ゲノミック評価を利用すること
で、未経産牛の段階から雌牛を選択的に利用すること
が可能となり、後継牛生産や交雑種生産、受精卵移
植などが計画的な使い分けができるようになります。
②性選別精液の利用
　後継牛の生産には性選別精液を用いることが効率
的です。ゲノミック評価値により遺伝的に優秀な未
経産牛を選定し、性選別精液により後継牛生産を行
えば、最も効率的と言えます。また、未経産牛に性
選別精液を交配することは、受胎率の点でも推奨さ
れます。
③検定未実施農家からの導入牛
　牛群検定を行っていない農家から血統登録された
雌牛を購入した際にも、ゲノミック評価により早期
に遺伝的能力を推定できます。

３ SNP検査用毛根サンプルの
　 採取方法
　（社）日本ホルスタイン登録協会によるＳＮＰ検査
用の毛根サンプルの採取方法を紹介します。
　なお、ゲノミック評価値が該当農家に送付される
まで最大で6カ月程度を要します。従いまして、初回
授精月齢が15カ月齢の農家であれば、遅くとも9カ月
齢までには毛根サンプルを採取してＳＮＰ検査を行

う必要があります。

（１）事務処理
・検査の申込方法
当事業によるＳＮＰ検査申込は、日本ホルスタイン
登録協会の各県支部または承認団体に連絡し、専用
の申込用紙（4枚複写）、試料袋（ビニール袋）、送
付用封筒等を入手してください。

・申込用紙の記入と送付
記入した申込用紙（うち2部）は所定の料金を添え
て日本ホルスタイン登録協会の各県支部または承認
団体に送付します。

・毛根の採取および確認は、登録員、検定員等が行い
ます。

（２）毛根採取ステップ１（図3-ⅰ）
・検査対象の個体を確認してください
・採取部位（尾房全体）をブラシがけし、ゴミや古い

ゲノミック評価の見方

（注１）ゲノミック評価では、当面の間、次にあげる項目を表示することはできません。各乳成分率、無脂固形分量、
乳代効果、泌乳持続性、パ－セント順位、体貌と骨格、乳用強健性など

（注２）ゲノミック評価値は、従来の牛群改良情報や参考情報（育種価ＥＢＶ）と比較することはできません。
例えば、母親である経産牛の改良情報と比較して、改良が進んだ等の見方はできません。

見本
現在、予定している

帳票です。

図2

※写真等は、HolsteinCanadawebsite
　（https://www.holstein.ca/）を参考にしています
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この部分が重要です。
毛根が付いている事
を確認して下さい。

ＳＮＰ検査用試料ラベル（記入後、試料袋に貼付して下さい）

この試料は下記の牛から採取しました。

個体識別番号／登録番号
雄牛 ・ 雌牛 （該当する方に○を付ける）

採取者
所属 氏名 あ

立会者（確認者）
所属 氏名 あ

ⅶ
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毛などを取り除いてください。
・汚れがひどい場合は、水ですすいでください。
・乾いたタオル等で尾房をきれいにし、乾燥させてか
ら、サンプルを採取してください。

　※ブラシについた毛は、検査には適しません。

（３）毛根採取ステップ２（図3-ⅱ）
・片手で尾骨端すぐ下の尾房をつかみ、もう片方の手
で毛を5本程度、指に巻きつけ毛を引き抜いてくだ
さい。

・約200本の毛根が集められるまで、繰り返し、毛を
引き抜いてください。

・短い毛は、ペンチ等を使用し引き抜いて下さい。

※毛は必ず抜き取ってください。切った毛には毛
根がついていません。

（４）毛根採取ステップ３（図3-ⅲ、ⅳ）
・毛を点検し、毛根が付いていることを確認してくだ
さい。

・毛根はガラス玉に似ています。
・毛根のない体毛は、ＤＮＡを含まないため分析でき
ません。

　※汚れた毛は、検査に適しません。

（５）毛根採取ステップ４（図3-ⅴ）
・一方の端に毛根を揃えてください。
・毛根から約3cmの部分をビニールテープなどで固定
してください。

（６）毛根の送付
・毛根サンプルを試料袋（ビニ−ル袋）に入れてくだ
さい。1袋1個体です。（図3-ⅵ）

・必要事項を記入したラベルを試料袋に貼付してくだ
さい。（図3-ⅶ）

・試料送付書（遺伝子型検査申込書の3、4枚目）を添
えて、（一社）家畜改良事業団家畜改良技術研究所
遺伝検査部に送付してください。

（７）ＳＮＰ検査の検査料
　チップ低密度：　9,750円（消費税5％込）
　チップ50Ｋ　：  23,400円（消費税5％込）
なおＨＤによる検査は当面の間、検査致しません。

（補足）チップ低密度と50Ｋについて
低密度で検査するＳＮＰは約7,000カ所、50Ｋで検査
するＳＮＰは約50,000カ所。50Ｋの方が高精度ですが、
インピュテ−ションという低密度の検査を補うプロ
グラムがあるので、低密度の検査でも50Ｋの検査に
近似した結果を期待できます。

４ ゲノミック評価について

　ここまで、ゲノミック評価の活用法などを紹介し
ましたが、そもそもゲノミック評価とは何でしょう
か？ゲノミック評価とは次にあげるＳＮＰを検査し、
血統情報やこれまでの牛群検定や後代検定で蓄積し
た遺伝情報とあわせて遺伝評価することを言います。
本稿の主旨はゲノミック評価の活用を解説するとこ
ろにありますので、ここでは、その考え方を極簡単
に紹介したいと思います。
　なお、ゲノミック評価はあくまでも、検定牛の泌
乳成績がまだ判明していない未経産牛にとって有益
なものです。検定牛の泌乳成績や体型審査から直接
遺伝評価値を計算する従来の遺伝情報が、その信頼
性において優れたものであることは強調しておきた
いと思います。

（１）ＳＮＰ（スニップ）とは？
　個体のＤＮＡを検査しても、乳量や各形質に関係
する遺伝子は一部は分かっていますが、その全容は
判明していません。そのため、図4のようにＤＮＡの
塩基配列上のある位置のＳＮＰと呼ばれる標識（マ
ーカー）を利用します。
　ＳＮＰは数百万あると言われていますが、その一
部をチップにより検査します。現在、３通りのチッ
プがあり、大きなチップを使用して分析するほど精
度が高くなります。

チップ低密度 ：約 7,000カ所のＳＮＰ
チップ50Ｋ ：約 50,000カ所のＳＮＰ
チップＨＤ ：約 800,000カ所のＳＮＰ

（２）ＧＰＩについて
　事前に遺伝評価が判明しているリファレンス集団
において、ＳＮＰと遺伝評価を結びつけて分析し、各
ＳＮＰの遺伝的な効果を計算することができます。こ
のようにＳＮＰの検査結果を用いて遺伝的能力評価

Ａ Ｇ

ＣＴ

アデニン グアニン

シトシンチミン

ＤＮＡの塩基

乳用牛の改良に欠かせない遺伝
子情報は、各検定牛の体の中の
細胞ひとつひとつにＤＮＡの塩基
配列として書き込まれています。Ｓ
ＮＰとは左図のように塩基が各検
定牛で異なる部分のことで、ＤＮＡ
上に数百万あると言われており、
標識（マ－カ－）として用いられて
います。

ＳＮＰについて

図4

11  − LIAJ News No.141 −



することをゲノミック評価と言います。ゲノミック
評価により得られた遺伝的能力評価値はＧＰＩで表
されます。ＧＰＩは図5に示した処理により求められ
ます。
　ＧＰＩの信頼度は40%程度です。これは従来評価に
よる経産牛の信頼度より劣るものの、これまでの未
経産牛の遺伝情報にあるＰＡの信頼度より高くなり
ます。

（３）ゲノミック評価の留意点
①検査対象牛
　ゲノミック評価値を正しく活用するには、該当農
家で飼育されている育成牛全頭を検査の対象とする
ことが望まれます。
②遺伝評価値の比較
　ゲノミック評価値は、従来の育種価（経産牛の改
良情報や未経産牛の参考情報（ＰＡ））と比較するこ
とはできません。
③牛群検定の継続
　ゲノミック評価は未経産時にのみ利用します。分娩
後は従来どおり牛群検定を実施し、搾乳記録から計算
される精度の高い遺伝評価を利用することが必要で
す。なお、ゲノミック評価では当面の間、各乳成分率、
無脂固形分量、乳代効果、泌乳持続性、パーセント
順位を計算することができません。
④体型審査の実施
　ゲノミック評価は未経産時にのみ利用します。初産
時には、体型審査を受けて審査成績から得られる精
度の高い遺伝評価を利用することが必要です。なお、
ゲノミック評価は当面の間、体貌と骨格、乳用強健
性を計算することができません。

ゲノミック評価

２２ ああるる未未経経産産牛牛のの毛毛根根のの検検査査

ある未経産牛
のＤＮＡ

ＳＮＰ１

リファレンス集団でＳＮＰ１が のとき、遺伝評価は＋１１０が期待できることが
わかっているので、この未経産牛の遺伝能力は＋１１０と推定される

未経産なので、
従来の遺伝評価は不明 この場合に期待できる

遺伝評価の効果は？

１１ 事事前前ののＳＳＮＮＰＰのの検検査査結結果果（（リリフファァレレンンスス集集団団））

乳牛001のＤＮＡ

ＳＮＰ１
乳量＋１２０

乳牛002のＤＮＡ
乳量＋１００

乳牛003のＤＮＡ
乳量＋５０

乳牛004のＤＮＡ
乳量－１０

乳牛005のＤＮＡ 乳量－３０

乳牛006のＤＮＡ 乳量－９０

ＳＮＰ１が のときに期待できる
効果は、(120+100)/2＝＋１１０
と推定される

ＳＮＰ１が のときに期待できる
効果は、(-30-90)/2＝－６０
と推定される

検定で得られている遺伝評価

ＳＮＰ１が のときに期待できる
効果は、(50-10)/2＝＋２０
と推定される

（注）考え方を簡略化したもので、
実際の計算方法とは異なります

３３ 遺遺伝伝評評価価（（イイメメ－－ジジ））

①前述までのＳＮＰ検査で判明した遺伝評価＋１１０

②従来の遺伝評価ＰＩ （Ｐｅｄｉｇｒｅｅ Ｉｎｄｅｘ）
ＰＩ＝1/2父牛ＥＢＶ＋1/4母の父牛ＥＢＶ＋1/8母方母牛の父牛＋・・・５代祖まで
仮に＋８０だったとします。ＰＩ＝＋８０

③信頼度の重み付けによる遺伝評価の統合
仮にＳＮＰ検査で判明した遺伝評価の信頼度３０％、ＰＩの信頼度２０％とすれば、
ＧＰＩ＝（３０／５０）×（＋１１０）＋（２０／５０）×（＋８０）＝＋９８
このようにして計算した遺伝評価をＧＰＩと言います。

４４ ＧＧＰＰＩＩのの信信頼頼度度のの向向上上（（試試行行））

乳量 信頼度＋１８％
乳脂量 信頼度＋２２％
蛋白質量 信頼度＋１７％
体細胞スコア信頼度＋１５％

乳器 信頼度＋１８％
肢蹄 信頼度＋１３％
決定得点 信頼度＋１９％

家畜改良センタ－分析

（注）集団での実現信頼度ですので、各個体での信頼度は異なります

図5
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