
解説

今回は、牛群検定の帳票のなかで最も新しい牛群改良情報（ゲノミック評価情報）について、その見方と活用
を紹介します。牛群検定に加入している血統登録をもつ未経産牛の毛根を検査することで得られる遺伝的能力評
価（ゲノミック評価）が平成25年度から開始されました。この技術は、未経産牛での従来の遺伝評価より信頼度
が約40％程度と高く、早期に遺伝情報を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。

1 　牛群検定システム高度化支援事業

（1）概　要
�我が国のゲノミック評価については、平成20年か

ら、関係 5 者（（独）家畜改良センター、（公社）畜産技
術協会、（一社）家畜改良事業団、（一社）ジェネティク
ス北海道、（株）十勝人工授精所）で自主的に取り組み
をはじめ、共同研究してきました。平成22年からは、
候補種雄牛の事前選抜としての利用も開始していま
す。こうした取り組みにより、現在は3,735頭の種雄
牛によるリファレンス集団（参照集団）を形成してい
ます。

このリファレンス集団を活用することで、雌牛のゲ
ノミック評価が可能となり、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）で昨年度よ
り未経産牛のゲノミック評価の活用事業が1/2補助で
実施されています。

（2）事業の流れ（図 1 ）
①受付

ゲノミック評価は尾房部の毛根を100本程度採取
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、図 2 ）検査と呼ばれ、（一社）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。SNP検査は次の 2 通りです。
・低密度（LD）チップによる検査
　………………………………………10,025円（税込み）
・中密度（50K）チップによる検査
　………………………………………24,065円（税込み）

LDと50Kでは、50Kが精度が高いとされています。

情報分析センター　次長　相原　光夫

新しい牛群検定成績表について（その33）
－牛群改良情報（ゲノミック評価情報）－

LDであってもインピュテーション（補完）と呼ばれ
る技法で50Kに拡張（推定）するので、50Kとの精度
の差はほとんどないといわれています。しかし、僅か
であってもより精緻な結果が必要な場合は、検査前に
日本ホルスタイン登録協会のホームページ上の「推奨
SNPチップ検索システム」（無料）により、50Kによ
る検査が有効かどうか確認してみると良いでしょう。
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②SNP検査
その後、毛根は当団の家畜改良技術研究所で検査さ

れます。当団の家畜改良技術研究所は、SNP検査等の
遺伝子解析において国際機関のICARで承認された高
い技術を持つ我が国唯一の検査機関です。
③遺伝評価から農家へのフィードバックまで

SNP検査結果に基づき（独）家畜改良センターでゲ
ノミック評価を行った後に、その結果は当団での牛群
検定の遺伝情報として検定農家に返されます。また、
これまで帳票の送付に時間を要していましたが、図 3
に示したようにインターネットを利用した繁殖台帳
Webシステムによる迅速な送信を実現しました。これ
により北海道や沖縄などでもスピーディーな閲覧が可
能となりました。

なお、日本ホルスタイン登録協会からも受付結果と
して牛群遺伝情報が送付されます。

（3）未経産牛のゲノミック評価を受けるために守って
頂きたいこと

①牛群検定
ゲノミック評価の申し込みを行うには、牛群検定へ

の早期未経産加入が絶対条件です。SNP検査申し込み
と同時に必ず牛群検定に加入してください。牛群検定
は生まれて直ぐでも検定加入することができます。な
お、未経産牛の検定料金は無料です。（ゲノミック評
価で良い成績が出た牛のみ、あとで牛群検定に加入す
るという考え方は誤りです。毛根採取時には牛群検定
に全頭加入してください。）
②血統登録

血統登録を必ず行い、初産時には体型審査も受ける
ようにします。
③月齢

遺伝的改良を進めるにあたって世代間隔を短くする

ことは極めて重要なので、生まれて直ぐの検査が望ま
れますが、遅くとも 9 カ月齢までにはSNP検査を受け
るようにします。また、育成牛全頭検査が望ましい姿
です。

なお、今年度の今後のSNP検査の締め切りは次表の
通りです。締切日直前は集中するので、早めに提出す
るようにして下さい。

2 　ゲノミック評価の計算

（1）計算処理のイメージ
毛根のSNP検査から、どうやって遺伝評価ができる

か、その計算処理イメージを図 4 で簡単に紹介してお
きます。これは最も単純化した例としてたった1 個の
SNPでゲノミック評価を行う場合のイメージです。ポイ
ントとして知っておいて頂きたいのは、リファレンス集
団の重要性です。リファレンス集団が無ければゲノミ
ック評価は計算することさえ出来ないことを、図 4 で
ご理解頂きたいと思います。そしてリファレンス集団を
形成している元が、牛群検定や血統登録になります。

仮定の話ですが、もし、誰もが牛群検定も血統登録
も行わずにゲノミック評価を行えば、リファレンス集
団はどんどん古いものとなってしまい、ゲノミック評
価を行えなくなってしまいます。ですから、ゲノミッ
ク評価を行う場合は、牛群検定と血統登録は絶対必須
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なのです。もちろん、体型審査も初産時に受けるよう
にしてください。

（2）信頼度の向上
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、PAよ
りも信頼度の高い約40％の信頼度で遺伝情報を早期に
把握できます。更には、従来のPAでは遺伝的能力の
違いを計算できなかった受精卵移植等で生産された全
姉妹牛についても、ゲノミック評価ではSNP検査から
推定することができます。

牛群検定では次世代診断情報を提供していますが、
その中で「国際評価値を持たない海外種雄牛です」と
いうメッセージが出ることがあります。これは、遺伝
評価値がない若い種雄牛であることが多く、従来の
PAでは遺伝評価値を計算できませんでした。こうい
った種雄牛はリスクが大きいため交配を推奨できませ
んが、もし、使ってしまった場合、その娘牛が未経産
牛のうちにSNP検査を行いゲノミック評価により、そ
の遺伝能力を早めに見極めておくことも必要です。

3 　ゲノミック評価値の特徴

（1）泌乳能力
未経産牛のゲノミック評価が可能な泌乳関連の形質

は、乳量、乳脂量、乳蛋白質量、体細胞スコアの 4 形
質になります。各乳成分率と無脂固形分量、泌乳持続
性、乳代効果についてはゲノミック評価対象外となっ
ています。

（2）体　型
体型審査を受けていない雌牛であっても、ゲノミッ

ク評価では体型情報を把握することが出来ます。これ
はゲノミック評価の優れた部分のひとつと言って良い
でしょう。評価されるのは、肢蹄、乳器、決定得点の
3 形質および線形審査の17形質です。
体貌と骨格、乳用強健性、後乳房の幅についてはゲ

ノミック評価対象外となっています。

（3）総合指数（NTP）
従来の牛群改良情報（EBV）では、雌牛の総合指

数が表示できないものが多かったのですが、ゲノミッ
ク評価では総合指数を利用することができます。もち
ろん、産乳成分、耐久性成分、疾病繁殖成分のそれぞ

れも利用することが可能です。

（4）GPI
ゲノミック評価はGPIと呼ばれる遺伝評価値で表示

されます。GPIは牛群改良情報（EBV）とは考え方が
全く異なるものなので、EBVと値を比較するような
利用は出来ません。ゲノミック評価値を持つ未経産牛
同士で比較しなければなりません。

（5）信頼度
ゲノミック評価のGPIの信頼度は約40％と、従来の

未経産牛の遺伝評価（PA）の信頼度約30％よりは高
いものですが、何産かを実際に検定した雌牛の遺伝評
価値の信頼度約60％と比べれば、決して高いものでは
ありません。

（6）注　意
ゲノミック評価により泌乳形質と体型形質の各評価

値を知ることが出来ます。しかし、血統登録や牛群検
定には必ず加入し、初産時には体型審査を受けること
が必要です。

4 　ゲノミック評価値の見方

図 5 にゲノミック評価値の例を表示しました。ゲノ
ミック評価値には、従来の改良情報と異なる見方のポ
イントがあります。

（1）優秀な成績の見分け方
前述のとおりゲノミック評価はGPIで表示されている

ので、未経産牛のゲノミック評価値同士で比較しなけ
ればなりません。そして、その判断の手助けになるの
が、「％順位」や「牛群内評価」になります。％順位
は、全国での順位（ランキング）をパーセントで示した
ものです。図 5のA牛の総合指数は％順位で1 ％で
す。このときのゲノミック評価の全国での頭数は470頭
ですから、A牛は全国で 4 番以内（470頭×1 ％）の極
めて優秀な成績だったことを意味します。また、牛群内
評価は、総合指数順でみたときに、自分の牛群内で10
段階評価したものです。10が最も良好であることを意味
します。A牛はもちろん最高ランクの10となっています。

泌乳能力についても、％順位を利用すれば、乳量、
乳脂量、乳蛋白質量の形質について、優秀な成績を見
分けることができます。しかし、体細胞スコアは数値
が小さいものほど体細胞数が低く乳質が良いことを示
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すものなので、％順位は示されません。

（2）体型情報
肢蹄、乳器、決定得点の 3 項目については、前述ど

おり％順位を利用すればよいでしょう。しかし、線形
審査の対象となる体型の項目は、％順位で単純に順位
づけできません。特に＊印をつけた項目は、中程度が
良いとされている項目です。図 5 のB牛のように、一
見体型では何の問題もないようなものでも、詳細項目
を一つずつ見ていくと課題がある場合もあります。

5 　ゲノミック評価値の活用

（1）未経産牛の選択的利用
未経産牛の遺伝能力が早期に判るので、未経産牛の

選択的利用が可能になります。選択的利用とは、当該
の未経産牛への人工授精を後継牛生産とするのか?F 1
生産を行うのか?受卵牛として利用するのか?などを選
択することです。これまで、未経産牛については遺伝
情報がPAしかなく、総合指数などもなかったことか
ら、未経産牛の段階で遺伝的改良を充分には行えませ
んでした。しかし、遺伝的改良は、世代間隔を短くす
ることが効果的な方法と言われています。そこで、遺
伝的に優秀な未経産牛をゲノミック評価により早く見
出し、その未経産牛への交配で後継牛を生産するの
が、最も世代間隔を短くした効率的な改良といえます。

（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。ゲノミック評価値の高い未経産牛を選定し、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、未経産牛への性選別精液の利用は、受
胎率の点でも推奨されます。

（3）過剰排卵処置やOPU（超音波誘導経膣採卵法）
特にゲノミック評価値の高い未経産牛がいたら、過剰

排卵処置により多くの受精卵を生産するのも良いでしょ
う。特殊な例になるかも知れませんが、最近注目されて
いるOPUを用いれば、8カ月程度の若齢牛や妊娠牛か
らでも採卵することが可能で、体外受精（IVF）により
受精卵を生産できます。このことは少しでも世代間隔を
短くするという視点から注目されています（図 6 ）。

以上、未経産牛のゲノミック評価について紹介しま
した。ゲノミック評価は、まだ始まったばかりの新し
い技術で、評価できない遺伝形質があるなどの課題も
多く発展途上といえます。本稿で紹介した内容につい
ても今後はどんどん発達すると思われますが、その都
度紹介していきたいと思います。

力試し !これであなたも牛群検定マスター　No.19

1 　��ゲノミック評価は毛根による検査結果
から行いますが、その検査とは?

　　①SNP検査
　　②NTP検査
　　③TPP検査

2 　ゲノミック評価の信頼度は?
　　①PAより高く約40％程度
　　②PAより低く約40％程度
　　③PAより高く約70％程度

3 　ゲノミック評価による遺伝評価値は
　　①��EBVであり、種雄牛や雌牛の遺伝評価値と比較できる
　　②��PAであり、種雄牛や雌牛の遺伝評価値と比較できる
　　③��GPIであり、種雄牛や雌牛の遺伝評価値と比較できない

4 　未経産牛のゲノミック評価を行う場合は
　　①��結果をみた後、必要に応じて牛群検定加入と血統登録を

行う
　　②牛群検定の未経産加入と血統登録が必要である
　　③��補助事業を利用しない場合、牛群検定加入は不要である

答）１①　２①　３③　４②

図 6

13  − LIAJ News No.149 −


