
解説

新しい牛群検定成績表について（その29）
−繁殖台帳Ｗｅｂシステムの新機能−

電子計算センター　次長　相原　光夫

1　�Top40から近交を避けた�交配種雄牛の選定が簡易に！���
（1）交配種雄牛情報
　交配種雄牛の選定は、国内種雄牛の総合指数（NTP）
ランキングが上位のものから優れたものを選定すれ
ば良いのは自明のことです。しかしながら、総合指数
が上位の種雄牛でも泌乳能力や体型にそれぞれに特
徴があり、更には各農家には重視したい改良希望点

もあります。その上、近親交配を避けるというやっ
かいな問題もあります。そこで、繁殖台帳Webシス
テムでは、血統登録をもったあなたの牛群の検定牛1
頭1頭について、国内種雄牛トップ40を交配した場合
の近交係数を一覧（図1）にして表示します。これに
よって、どの種雄牛を交配すれば、近交を回避でき
るかが一目瞭然です。さらに、種雄牛の遺伝評価値
で並べ替えができますので、乳量や肢蹄といった特
定の形質を重視しながら近交を避ける種雄牛も容易
に検索できます。

　繁殖台帳Webシステムは牛群検定農家であれば誰でも無料で利用できるシステムとしてご好評頂いています。
ご自宅のパソコンやスマ−トフォン、iPadなどにより牛群検定成績を利用できる画期的なものです。紙で送付さ
れる牛群検定成績表ではできないグラフや並べ替え等の様々な機能により牛群検定成績を活用できます。この度、
新しい機能がいくつか追加されましたので紹介したいと思います。
　なお、今回の新機能をはじめ繁殖台帳Webシステムの数々の機能や操作方法はプロモ−ションビデオ化（動画）
して、インタ−ネット公開していますので、ご参照下さい。

（本稿末尾にURLアドレスが記載されてます）

図１

ワンタッチで
耐久性成分に

並べ替え

牛コード0068号に国内種雄牛Ｔｏｐ40
を交配した場合の近交係数

総合指数（ＮＴＰ）
の優秀な種雄牛を
牛コード0068号
に交配したい場合
は種雄牛Ｃが近交
も低く適切です。

乳器や肢蹄を改良
する耐久性成分の
優秀な種雄牛を
牛コード0068号
に交配したい場合
も種雄牛Ｃが近交
も低く適切です。

どちらも種雄牛Ｃが適切に
見えますが・・・？
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※表示される近交係数は（社）日本ホルスタイン登録協会において計算されたものです。
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（2）牛群近交回避頭数
　前述のように1頭の雌牛について、種雄牛の選定を
できても、多頭化の進んだ現代酪農では1頭1頭を吟味
していくことはあまり効率的と言えません。牛群全体
での近交を回避しながら、優れた種雄牛の選定ができ
るシステムが必要になります。そこで、新しく導入
した「牛群近交回避頭数」という考え方を紹介します。
この新機能では、検定農家で飼養する検定牛全頭のう
ち、何頭まで近交回避できるか、牛群全体としての
近交回避を世代別（産次別）に検討できます。例えば、
図2のように検定牛を5頭繋養している農家で、種雄牛
Aを全頭に交配したと仮定して、その時に生まれてく
る子牛の近交係数を1頭づつ計算します。一般に推奨
されている近交係数6.25%未満の頭数が3頭であれば、
3頭÷5頭＝60%がこの種雄牛Aの牛群近交回避頭数と
なります。
　交配種雄牛情報では、牛群近交回避頭数を20 〜
80%で自由に設定できます。例えば、牛群近交回避頭
数を60%と設定したとき、本例である種雄牛Aには○
印がつきますが、70%と設定したときは○印はつきま
せん。また、世代として「未経産」「初産」「2産以上」
の3区分になっていますので、1頭の種雄牛で世代別に
何頭まで近交回避することができるかを把握するこ
とができます。牛群近交回避頭数の設定は、20%とか
30%といった小さい設定であれば、たくさん○印がつ
きます。70%とか80%といった大きい設定にしますと、
○印はあまりつかなくなりますが、もし○印であれ
ば牛群内ではたくさんの検定牛に交配できる利用し
やすい種雄牛となります。

（3）具体例
　具体例について考えてみます。繰り返しになります
が、図1の交配種雄牛情報は0068号牛に国内種雄牛ト
ップ40を交配した時の一覧表で、近交係数は0068号牛
とそれぞれの種雄牛を交配した時の係数です。0068
号牛については、総合指数（NTP）の優れた種雄牛
を交配したい場合は3番目の種雄牛Cが近交も低く適
切と考えられます。しかし、種雄牛Cは牛群近交回避
頭数で初産に○印がついていませんので、種雄牛Cを
初産牛全頭で利用しようとした場合に近交を避けた
交配ができる頭数は60%以下になります。そこで、多
頭化が進んだ農家で種雄牛を選択する場合は、2番目
の種雄牛Bもあわせて選べば、他の各産次で広く交配
することができます。
　また、この農家の改良方針として、仮に乳器や肢蹄
の改良を重視したい場合を考えます。この場合、乳
器と肢蹄をバランス良く改良するための係数である
耐久性成分で交配種雄牛情報を並べ替えをするとい
いでしょう。図1のように容易に並べ替えができます。
　すると、種雄牛Cが耐久性成分も優れ近交を避けた
適切な交配ということになります。
　しかし、やはり同じく各産次で広く使うというこ
とであれば、種雄牛Jが利用しやすいことになります。
また、種雄牛Gは耐久性成分では種雄牛Jより若干劣
りますが、総合指数では勝ります。種雄牛Gも各産次
で近交を避けた交配ができる種雄牛なので、種雄牛G
とJをあわせて利用すると良いでしょう。

図2 牛群近交回避頭数とは？

種雄牛Ａ

検定牛ａ

検定牛ｂ

検定牛ｃ

検定牛ｄ

検定牛ｅ

交配ａ

種雄牛Ａとの近交係数 ４．２５

種雄牛Ａとの近交係数 ６．５０
好ましくない交配

種雄牛Ａとの近交係数 ８．７５
好ましくない交配

種雄牛Ａとの近交係数 ３．００

種雄牛Ａとの近交係数 ０．２５

ある農家に５頭の検定牛（ａ～ｅ）
が繋養されていたとします。

種雄牛Ａと検定牛の近交係数が
６．２５未満となる好ましい交配は
３頭です。この農家の繋養牛は
全部で５頭ですから、種雄牛Ａの
牛群近交回避頭数は
３頭÷５頭＝６０％となります。

交配ｂ

交配ｃ

交配ｄ

交配ｅ
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（4）調整交配情報
　候補種雄牛の調整交配が11月から開始されていま
す。調整交配は将来の国内種雄牛を作出するための大
変に重要なものですので、ご協力をよろしくお願いし
ます。今回の繁殖台帳Webシステムでは、候補種雄
牛の調整交配についても、近交回避できるようにシス
テム化しました。候補種雄牛は、最新の若雄ですので、
血統的にも近交回避に利用できる魅力的なものが揃
っています。遺伝的な能力についても図3に示すよう
に候補種雄牛のPA（注）を表示できますので、交配
の際の参考にすることができます。ただし、PAでの
並べ替えはできません。また、候補種雄牛の血統図
もワンタッチで表示できるようになっています。
 　なお、候補種雄牛の調整交配用精液は、偏りが生
じないようにランダムに各都道府県に配布されてい
ます。そのため、各都道府県での候補種雄牛の種類
は異なります。本システムでは当該都府県に配布さ
れている候補種雄牛に絞り込んであるので、より使
い易くなっています。北海道については組合単位で
絞り込んであります。
　（注）PA：父牛と母牛の遺伝評価値の平均値、信頼
度は低いが遺伝評価値として利用できる。

２　帳票管理機能

（1）検定情報サマリ−（検定終了通知書）の変更
　検定情報サマリ−は、乳期の終了（乾乳）を報告
すると発行される帳票です。図4のとおり、1頭につ
き1枚発行されます。帳票の内容としては、検定牛の

これまでの履歴がほぼ網羅されていますので、次回
分娩後に交配する種雄牛の選定の際に雌側のデ−タ
として利用するのが一般的です。
　平成25年11月より、検定情報サマリ−にボディコン
ディションスコア（BCS）を追加します。図4のとおり、
検定日記録とグラフに表示されます。BCSは乾乳期に
肥らせないこと（できれば3.25以下、高くとも3.50以下）
が、重要です。ただし、乾乳期間に入ってからのBCS
調整は、妊娠末期の栄養コントロ−ルとして望まし
くありません。泌乳後期に肥り出すことが多いので、
泌乳後期の栄養バランスを十分に配慮しなければな
りません。検定情報サマリ−では、乳期を通じてBCS
の調整がうまく行ったかどうかを飼料給与や乳量と
の関係などといっしょに1つのグラフのなかで表示さ
れ、その結果を確認できます。

（2）検定情報サマリ−のカラ−画面表示
　前述のようにBCSを追加した検定情報サマリ−につ
いて、帳票は従来どおり白黒印刷ですが、繁殖台帳
Webシステムではカラ−画面での閲覧を可能としま
した。図5のように検定記録が望ましくない値であっ
たときに青文字または赤文字で示されます。課題があ
れば、次期乳期では繰り返さないように注意します。
青文字赤文字の主な見方を紹介します。
　ただし、カラ−画面表示は11月発行分からのもの
が対象です。

①乳脂率
　一般に粗飼料の給与状況を示します。青文字の場
合は粗飼料の不足を意味します。また、乳量が伴っ

図3
牛コード0068号に候補種雄牛
を交配した場合の近交係数

候補種雄牛
の血統を

表示できます
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ていれば赤文字でも問題はありませんが、乳量が伴
わずに乳脂率5％を越えるような場合は、脂肪肝など
にも注意が必要です。
②蛋白質率とP ／ F比
　一般に濃厚飼料の給与状況を示します。青文字の
場合は濃厚飼料の不足を意味します。また、赤文字
の場合は濃厚飼料過給であることが多く、過肥を伴
っている場合もしばしばです。
③MUN（乳中尿素態窒素）
　一般に蛋白飼料（大豆粕や豆科飼料など）の給与
状況を示します。赤文字の場合は蛋白飼料の過給で
あることが多く、繁殖障害や肢蹄の腫れを伴うこと
があります。
④体細胞数と体細胞リニアスコア
　赤文字である283千個またはスコア5以上の場合は、
乳房炎の罹患が考えられます。分娩直後に赤文字の
場合は育成期や乾乳期管理に課題があり、泌乳後期
に赤文字になる場合は搾乳方法や手順に課題がある
ことが多く見られます。
⑤BCS（ボディコンディションスコア）
　分娩直後からピ−ク期にかけて、青文字で削痩が
激しくないかどうか、泌乳後期に赤文字で過肥にな
っていないかなどを確認します。これらは繁殖成績

を悪化させる要因となります。
⑥その他（繁殖成績など）
　一般に言われている繁殖成績を大きく外れた時に
赤文字になります。

図5

検定情報サマリ－でカラ－表示化する項目

１ 乳成分等

２ その他

ボディコンディ
ションスコアが
表示されます

図4
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繁殖台帳Webシステム
プロモーションビデオ（動画）　　　

http://liaj.lin.gr.jp/japanese/cd/cd-info.html

検索

（3）牛群改良情報と次世代診断
　これまで牛群改良情報と次世代診断は帳票（紙）の
みの提供でしたが、繁殖台帳Webシステムでも自由
に閲覧することができるようになりました。図6に示
しましたとおり、授精結果による次世代診断は過去
約6カ月分、次世代診断情報（総合診断）や牛群改良
情報は過去2回分を閲覧できますので、遺伝能力の推
移なども確認することができます。牛群改良情報と
次世代診断の活用方法については、次の当団ホ−ム
ペ−ジをご覧下さい。

３　試してみよう！（操作方法）

　今回紹介した新機能の操作方法を図7にまとめまし
た。パソコンやiPad、スマ−トフォンで利用出来ます。
既に繁殖台帳Webシステムを利用されている方はご
自分のIDとパスワ−ドをご利用下さい。まだ、お持
ちでない方は、体験版のIDとパスワ−ドが準備され
ていますので、体験してみてください。本機能以外に

もすべての繁殖台帳Webシステムの魅力を体験でき
ます。操作方法を解説したプロモ−ションビデオ（動
画）もあわせて、ご覧になってください。これから
繁殖台帳Webシステムを、本格的に使ってみたい方
でIDとパスワ−ドがご不明の時は、検定組合もしく
は当団電子計算センタ−までお知らせ下さい。

問合せ T 03–5621–8921
 F 03–5621–8922
 Eメール　toiawase@liaj.or.jp

 体験版ID D000000002
 パスワード D000000002

図6

「表示」をワンタッチ
で各種帳票を閲覧

できます

繁殖台帳Ｗｅｂシステムでの帳票選択画面

牛群検定情報　　検索
各帳票の見方使い方

http://liaj.lin.gr.jp/japanese/kentei/kentei.html
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図7
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