
1  ペアレンツアベレ−ジ（PA）の表示 　①ＰＡとは．．．

　育成牛（未経産牛）は、まだ搾乳を行っていません

から、泌乳成績から推定育種価（ＥＢＶ）を計算する

解説

図1　ＰＡ表示の見本

新しい牛群検定成績表について（その15）
－育成牛のペアレンツアベレージ（PA）表示、ボディコンディション管理など－

電子計算センター　電算課長　相原光夫

　牛群検定の機能には、１）飼養(健康)管理、２）繁殖管理、３）乳質・衛生管理、４）遺伝的改良の４つの機
能があります。今回は、本年８月から実施する検定成績表の変更により新たに追加される項目を、この４つの機
能の視点から解説します。
　今回の成績表変更は、①ペアレンツアベレージ（PA）表示、②牛群内評価、③ボディコンディション管理、
④性選別精液、⑤年間乳量、および成績表変更ではありませんが⑥３回搾乳牛群でのAT法と多岐にわたります。
とりわけボディコンディション管理は長年牛群検定関係者からは要望があったもので、この春から新たな検定項
目となったものです。未だボディコンディションの判定など慣れない方も多いかと思われますが、今後の飼養（健
康）管理の大きな柱となるものですから、是非とも継続して頂きたいと思います。
　なお、解説中に出てくる様式A,B,Cについては、当団ホームページに見本を表示していますのでご参照下さい

（http://liaj.lin.gr.jp/japanese/kentei/kentei.html）。
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ことはできません。こういった時に用いるのがＰＡ

です。ＰＡは、父牛と母牛のＥＢＶの平均値のことを

言います。このＰＡは、本牛のＥＢＶの期待値とし

て、ＥＢＶと同様に扱うことの出来る数値です。ただ

し、泌乳成績をもった雌牛のＥＢＶの信頼度が５０～

６０％であることに対して、ＰＡは信頼度が４０％程

度と、若干低めですので注意する必要があります。

　②変更点

　これまでＰＡは牛群改良情報のうち参考情報として

年に４回検定農家に送付させて頂いていましたが、牛

群検定に加入してからＰＡが判明するまで数ヶ月を要

していました。今回は、このタイムロスを大幅に短縮

することに成功し、検定立会時に未経産加入して頂け

れば、その数日後の検定成績表にはＰＡが表示される

ように改めたものです。ただし、父母が明らかで遺伝

評価値をもっていることという要件がありますのでご

注意下さい。

　③表示内容

　図１の見本のとおり、乳量、各乳成分、体細胞スコ

アの各ＥＢＶを始め、総合指数およびその各成分、産

乳成分の牛群内評価も表示します。一部スペ－スの関

係で図２のように記号化されています。

　④ＰＡの利用

　ＥＢＶの期待値であるＰＡが高い育成牛は、高い遺

伝的能力が期待されます。しかし、実際の農家の飼養

環境での生産効果は、先天的な能力であるＥＢＶに育

成の影響など後天的なものが加わります。この育成の

影響は、恒久的環境効果と呼ばれ、大きく作用するこ

とがありますので注意が必要です。例えば、育成牛を

群管理するとき等は、牛群内の序列は遺伝的能力の優

劣とは無関係ですから、高い遺伝的能力を期待できる

育成牛が他の牛からのいじめを受けていないか、喰い

負けしていないか等を絶えず観察し対処しなければ、

せっかく高い遺伝的能力を持っていても、充分にその

力を発揮できないことになります。

　また、育成牛への交配を難産回避の目的で、肉用種

を授精される方も多いようです。しかし、改良の最も

進んだ育成牛であれば、まずは後継牛を残したいとこ

ろです。分娩難易（補足参照）が良好な種雄牛や性選

別精液などを利用して育成牛からも後継牛を取るよう

にしましょう。

　このように育成牛のＰＡは、飼養管理および遺伝的

改良には欠かせない大切な情報です。育成牛は検定費

用も無料ですので、育成のごく初期から牛群検定に加

入して、ＰＡ情報を活用しましょう！

（補足）

　現在、種雄牛の遺伝評価に表示されている分娩難易

は、胎児の父の分娩難易（産子難産率）になります。

分娩難易には、もうひとつ母体側の分娩難易（娘牛難

産率）があります。これはまだ公表されていませんが

死産率とあわせて、２０１１－８月評価より公表する

予定になっております。

2　牛群内評価の変更
　　図１には「牛評」の欄があります。そこには、乳

量と遺伝評価の２項目が表示されています。牛評の

乳量は補正乳量、遺伝評価は産乳成分の牛群内評価

です。乳量についてはこれまでＡ～Ｆの６段階評価

でしたが、今回の検定成績表の変更で、ともに１～

１０の１０段階評価に変更しました。

　乳量の牛評と、遺伝評価(産乳成分)の牛評は、土台

になる数式や考え方が根本的に異なり、比較するこ

とができません。しかしながら、極端にずれる場合、

例えば遺伝評価が牛評で良好な８、９、１０といった

図2　検定成績表に表示されるＰＡ値の略称
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ものが、乳量の牛評で良好とは呼べない５以下に評

価されているような場合は、やはり遺伝的能力を充

分引き出していないと考えられます。例えば、上述

したような育成期間中の喰い負け、または周産期病

などの疾病や事故が考えられます。こういった牛へ

の人工授精は、表面上の能力は劣っていても、その

原因は飼養管理の失敗にあるので、後継牛を取るよ

う優秀な国産種雄牛を利用すると良いでしょう。た

だし、牛評のみでの種雄牛選定は情報が少ないため、

別途送付している牛群改良情報を再確認するように

してください。牛群改良情報の利用法は、http://liaj.

lin.gr.jp/japanese/kentei/kairyo_2209.pdfを参照下さ

い。

　また、上述１で紹介した未経産牛のＰＡ表示にお

いても、遺伝評価の牛評が表示されますので、将来

高能力を期待できる育成牛かどうかの判断の目安に

なります。

3　ボディコンディション管理
  ①ボディコンディションの判定

　以前より、牛群検定関係者から牛群検定への導入が

熱望されていたボディコンディションが、今春より

新しい検定項目として実現しました。ボディコンディ

ションとは、牛体の体脂肪蓄積などを観察管理するこ

とで、牛群の栄養管理などに利

用する酪農技術です。ボディコ

ンディションの判定方法は、ボ

ディコンディションスコア（Ｂ

ＣＳ）としてファーガソン博士

が提唱したＵＶ法が一般的に知

られておりますが、この度の牛

群検定ではＵＶ法にこだわらず、

もっと広く簡易的な方法を利用

しても良いこととしております。

なぜならば、これまで各酪農家

または地域ごとで独自に行って

いたボディコンディションの管

理方法も有用な方法として経営

に役立っていたわけですから、

その方法を否定してまでＵＶ法を導入する必要はな

いからです。極めて簡易的に、削痩（２）、普通（３）、

過肥（４）の３段階で判断する簡易ＢＣＳや、よりルー

メンの張り出し状態を重視するルーメンスコア（RS）

法、その他全く独自の牛体管理法を使用しても良い

こととしています。（ただし、ルーメンスコア法や独

自の牛体管理法を使用している場合は、別途家畜改

良事業団にお知らせ下さい。）

　検定成績表の表示は、簡易ＢＣＳを用いたものを

図４（様式A、B）に示しました。ボディコンディショ

ンは毎月の検定時に全検定牛を報告することも可能

ですが、規模が大きい酪農家などでは作業的に困難が

伴います。そういった場合は例えば牛群の半分は今月

ボディコンディションの測定を行い、残り半分は来

図3　牛評における１０段階評価の出現頻度

図４　ボディコンディション管理（様式A、B）見本

7  － LIAJ News No.129 －

P05-11 LIAJ NEWS 129_ .indd   7 11/07/29   15:3



月実施するといった隔月での実施も可能です。検定

成績表では図４のとおり先々月までに判定された値

を表示するようにしていますので、最大３カ月に一

度の判定でも検定成績表に表示されます。（図5参照）

　牛群検定においてはこのように幅広い判定法を可

能としていますが、泌乳末期～分娩前後の判定は重

要ですので欠かさないようにしましょう。

 　②ボディコンディションの利用

　さて、このように判定し検定成績表に表示されるボ

ディコンディションですが、その利用は多岐にわたり

ます。もっとも大事なことは、飼料を過不足なく給

与しているかどうかの判断を行うことです。そして、

もっとも注意すべき点が分娩前の過肥にあります。

過肥自体がまず飼料の無駄であり経営上の損失であ

ることは言うまでもありませんが、分娩前の過肥はケ

トーシス、低カルシウム血症や、第四胃変位などの

周産期病の温床となり、さらには分娩後の繁殖成績

に悪影響をおよぼすことが知られています。こういっ

たことから、以前は乾乳牛は太っていた方が良いとす

る方もいましたが、現在では乾乳期であっても過肥は

禁物とされています。さらには、乾乳期に入ってから

のボディコンディションの調整は、妊娠末期でもあり

流産死産といった事故を招く危険性があることから、

泌乳末期までにボディコンディションの調整を完了

させる必要があります。このことは、検定成績表に表

示される分娩予定日の近い検定牛のボディコンディ

ションをより注意する必要があることを示していま

す。搾乳日数順で牛が並んでいる様式Ａでは、泌乳末

期や乾乳期の検定牛が検定成績表の下部に集まって

表示されますので、より管理しやすくなっています。

　なお、より詳しいボディコンディションの具体的

な利用方法については、誌面の都合上改めて紹介し

たいと思います。

（補足）

　前述した検定時のボディ

コンディションとは別に日

本ホルスタイン登録協会が

行う体型審査時のボディコ

ンディションスコアを利用

した遺伝評価を２０１１－

８月評価より公表する予定

となっています。

4　性選別精液等
　現在は性選別精液や体

外受精卵も一般的に使用

図５　ボディコンディションの判定
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することが出来るようになりました。性選別精液は、

９０％の確率で雌雄を生み分けできる画期的な精液

です。遺伝能力が高く後継牛を是非とも取りたい時

などに、使用すると大変に便利です。雌用の精液の

場合は、人工授精所により種雄牛略号の末尾にＳＸ、

ＳＸＦ、Ｘ、Ｆ等の記号が表示されます。今回の検定

成績表の変更では、図６（様式A、B）のように種雄

牛略号末尾の記号まで正しく表示されるように種雄

牛略号の欄を１２桁にしました。検定成績表では妊

娠すれば、分娩するまで種雄牛略号が表示され続け

ますので、忘れることなく対処することが可能にな

ります。なお、牛群検定における性選別精液等を使

用した場合の報告方法を図７に示しましたので、正

しく報告するようにしましょう。

5　経産牛１頭当たり年間乳量
　①成績表示の変更点

　様式Ａ、Ｂの１枚目牛群成績に表示される成績で、

図８に見本を示しました。この成績は、ロ－リングハ

－ドアベレ－ジ(移動年間平均)と言われるものです。

毎月それぞれ過去１２カ月間を遡って年間乳量を計

算しているので、記録的な猛暑など無ければ季節変

化などを無視して安定した牛群の生産能力の推移を

見ることができます。ところが、これまでこの成績

には大きな課題がありました。それは、牛群検定を

開始して１年未満の場合や、検定立会を休んでしまっ

た場合に、１年間を推定して年間乳量を表示していた

図６　種雄牛略号の見本図

図７　性選別精液等の報告方法
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ため、推定誤差が大きい場合が発生していました。今

回の成績変更では、過去１カ年の年間乳量の計算上、

このような推定が入ってしまった場合、数字の表示を

「細字」として、推定誤差を含んでいることを示すよ

うに改善しました。このことにより、成績の大きな

変化があった場合に、推定誤差も考慮してその要因

を探ることを可能とし、より使いやすくしました。

　②使い方のポイント

　年間乳量は、３０５日乳量とは異なり、繁殖成績を

色濃く反映する乳量です。繁殖成績が良好でなければ

年間乳量が向上しない理由を１２カ月間乳量として、

本 誌No.120（http://liaj.lin.gr.jp/japanese/kikansiset.

html）に解説してありますので、ご参照下さい。

　さて、見方のポイントですが、図８中に同一農家

での年間３０５日成績を示しました。

仮に理想的な繁殖成績として分娩間隔３８０日を達

成した場合、この３０５日乳量と年間乳量はほぼ同一

の値を示すことになります。逆に言えば、３０５日

乳量と年間乳量の差は、繁殖成績の悪化による損失

乳量と言えます。ただし、前提としては、記録的猛

暑や、大きな飼養管理の変化、牛群の大規模な更新

などが１カ年の間になかった場合の見方となります

ので注意が必要です。この例では、９, ６２４ｋｇ－

１０,３１０ｋｇ＝－６８６

ｋｇなので、繁殖成績によ

り６８６ｋｇを損失してい

ると言えます。

　乳成分については、乳量

とは別の見方をします。と

いうのは、３０５日乳量と

は異なり、年間乳量には、

３０５日を越えた泌乳末期

の生乳も計上されているた

め、一般的には、３０５日

成績の乳成分値より高めに

表示されるからです。この

成績での乳成分値は、むし

ろ、年間の出荷乳の乳成分

値の推移を示しています。安定した乳成分値で出荷

できているかなどをチェックします。低成分値など

異常値を示している場合は、飼養管理に問題がある

ことが多いので改善するようにして下さい。

6　３回搾乳牛群におけるＡＴ法
　検定成績表の変更ではありませんが、この春から

新しく採用になった３回搾乳牛群におけるＡＴ法を

図８　年間成績の見本
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紹介します。このＡＴ法は、昼、夜、朝と１日に３

回行われる搾乳のうち１回ないし２回を検定立会す

る方法です。３回搾乳は比較的規模の大きな酪農家

で行われていることが多く、図９のとおり順繰りに

検定を行うことが必要ですが、その検定に対する労

力は大幅に削減されます。昨年度まで行われた試験

実施に参加した酪農家や検定組合からは検定に対す

る負担が大いに軽減されたとの声が寄せられていま

す。もし、３回搾乳の酪農家で、「検定は面倒で大変だ」

とお思いの方などには最適です。毎年恒例の牛群検

定を半年間無料で実施できる検定試行（詳しくは裏

表紙INFORMATION参照）を本年も実施しますので、

是非とも検定加入をご検討下さい。

　図１０に本検定法の要件を記しました。本検定法

は全頭が３回搾乳を実施している酪農家に限る検定

方法です。牛群の中に２回搾乳牛が混在する場合は

適用になりませんのでご注意下さい。詳細について

は別途お問い合わせ下さい。

図9　３回搾乳のAT法

図10　3回搾乳牛群におけるAT法の実施要項

遺伝評価成績に変更があります
(独)家畜改良センターでは、2011-8月の遺伝評価より、遺伝評価成績の変更を行います。  
詳しくは(独)家畜改良センターのホームページをご覧下さい。(http://www.nlbc.go.jp) 
また、2011-8月の乳用種雄牛評価成績（赤本）や次号以降の本誌においてご紹介する予
定になっています。
変更形質：●分娩難易　●ボディコンディションスコア　●気質及び搾乳性他  

 

力試し！これであなたも牛群検定マスタ－！ Ｎｏ６ 

 

 １ ペアレンツアベレージ（ＰＡ）とは、○○と○○の推定育種価(ＥＢＶ)の平均値 

   のことで育成牛などの遺伝能力の期待値として、ＥＢＶと同様に利用できる。 

   ①父牛と母方祖父牛 ②父牛と娘牛 ③父牛と母牛 ④父牛と授精する種雄牛 

 

 ２ 牛群内評価（牛評）は１～１０の１０段階評価となるが、最も良好であるときは？ 

   ①１  ②５  ③１０  ④場合による 

 

 ３ ボディーコンディションの測定はＵＶ法が一般的知られているが、牛群検定での 

   測定は、ＵＶ法以外の簡易的な測定でも良い。簡易的なボディコンディションの 

   測定値として正しいのは？ 

   ① ２：削痩 ３：普通 ４：過肥  ② １：削痩 ２：普通 ３：過肥 

   ③ Ａ：削痩 Ｂ：普通 Ｃ：過肥  ④ ３－：削痩 ３：普通 ３＋：過肥 

 

 ４ 性選別精液は、９０％の確率で雌雄の産み分けを行える精液である。国産精液で

答え： 1）③　2）③　3）①　4）②

 

   種雄牛略号の末尾にＳＸ，ＳＸＦ、Ｘ、Ｆとあった場合の産み分けできる性は、 

   ○である。  

   ①雄用 ②雌用 ③双子用 ④肉用種 
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