
1 　BOSSシステムの始まり

（1）日頃の農作業から
酪農家のみなさん！日頃の農作業で気になっている
ことはありませんか？例えば、どうも最近、乳房炎が
多いような気がする…乳量が減ったような…肢蹄を痛
めている牛が多いような…などなど。そんなときは獣
医さんや営農指導員さん等にご相談し、技術改善に努
めていることと思いますが、その際、当団の種雄牛セ
ンタ－のスタッフにもご一報ください。そんなお悩み
をBOSSシステムによる遺伝的な改良で強力にサポ－
トします。遺伝的改良はその成果が出るまで 3～ 4年
の時間を要しますが、技術改善と一緒に行うことで、
その効果を何倍にも引き上げる確実な方法です。もち
ろん、無料で提供しています。

当団では、従来より乳用牛の適切な交配については、BOSSシステム（交配相談）を提供してきました。しか
し、近年、新しい種雄牛評価値が公表されるなど我が国の改良体制は絶えず進歩しています。そこで、当団では
BOSSシステム作成プロジェクトチームを立ち上げ、新たなBOSSシステムの検討を続けてきました。その結果、
本年 9月より全く新しいBOSSシステムを提供開始することとしました。主な内容は、従来の泌乳能力の交配相談
に加え、体格得点や泌乳持続性、体細胞数はもちろん、体型情報（線形）や難産死産の危険性までも加味するこ
とが可能となりました。近親交配の回避についても（一社）日本ホルスタイン登録協会との連携により精度の高い
近交係数による国内種雄牛からの選定を可能としています。是非とも全く新しくなったBOSSシステムをご利用
ください。

（2）サンプルケース
さて、BOSSシステムを紹介するにあたって、酪農
家Aさんの場合をサンプルケースとします。酪農家A
さんは次のような改善をしたいと考えています。「乳
量はこれからもガンガン搾りたい。でも、乳量が増え
たからといって、乳成分や乳質を悪化させたくない。
最近、アシドーシスなどの周産期病が増えているか
ら、病気に強い牛群にしたいな。難産も多いし…そう
いえば過肥気味の牛が増えたな。もっと、体脂肪の抜
けた締まった体型の牛群にしたいな」良くあるといえ
ば良くある改善希望です。

（3）申し込み（同意）
酪農家Aさんは、前述の改善希望を所属の農協の営
農指導員さんと進めていましたが、よく訪問してくる
当団の種雄牛センターのスタッフにも相談したとしま
す。ここからが当団の新しいBOSSシステムの始まり
です。まず、酪農家Aさんには、牛群検定による遺伝
評価値（牛群改良情報）と血統登録による近親交配情
報などをBOSSシステムの元データとして用いること
にご同意いだきます。
また、前述のような改善したい点をまとめておいて
頂ければスムーズですが、当団スタッフが訪問した際
に一緒に改善点を検討して頂いても結構です。
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BOSS システム（交配相談）が新しくなりました！
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�
� BOSSシステム作成プロジェクトチ－ム



2 　BOSSシステムの流れ

（1）種雄牛センターから情報発信
酪農家Aさんの改善希望を聞き取りしたら、当団種
雄牛センターでBOSSシステムを稼働させ酪農家Aさ
んにベストマッチした種雄牛を選定してお届けしま
す。帳票は 4～ 5枚程度になりますが、納得いくまで
スタッフが丁寧に説明いたします。

（2）人工授精の実施
次に、BOSSシステムで選定された種雄牛をご利用
ください。場合によっては、性選別精液などをご検討
ください。また、必要に応じて牛群検定成績表を使っ
て、繁殖成績等を良好に保つアドバイスも行います。

（3）BOSSシステムの更新
1 年 1 産としても、ひととおり人工授精が行われる

まで、最低でも 1年間を要します。その間、種雄牛の
遺伝評価成績は年 2回更新され、検定牛は年 4回更新
されます。従いまして、理想としては年 4回新しい
BOSSシステムで種雄牛を選定し直すのが理想的で
す。最低でも年 2回更新することをお奨めします。

（4）PDCA
PDCAとはPlan（計画）、Do（行動）、Check（点検）、
Act（改善）を意味し、あらゆる事業における「改
善」の基本となります。BOSSシステムそのものは
Plan（計画）であり、人工授精がDo（行動）にあた
ります。遺伝的改良はその成果が見えるようになるま
で最低でも 3年以上を要する息の長いものです。 3～
4年後に、希望どおりの改善ができたかどうかCheck
（点検）します。もちろん、当団スタッフが立ち会い
Act（改善）を話し合います。

3 　改良希望の設定

（1）改良希望点の設定
BOSSシステムにおいては、改良希望点を第 1～第
3希望として 3点を次の①～③の19部位で設定するこ
とができ、最も効率良く改良できる種雄牛を選び出し
ます。ただし、体格審査を励行されている農家以外
は、体格得点 5部位と耐久性成分について第 3希望の
みのエントリーをおすすめします。

①泌乳能力10部位：
乳量、乳脂量・率、蛋白質量・率、無脂固形分量・
率、体細胞スコア、乳代効果、泌乳持続性
②選抜指数 4部位：
総合指数（NTP）、産乳成分、耐久性成分、疾病繁
殖成分
③体格得点 5部位：
決定得点、体貌と体格、肢蹄、乳用強健性、乳器

（2）選定要件の設定
改良希望点の他に次の19部位から、供用可能な国内
種雄牛に選定要件を設定することができます。選定要
件とは、例えば、過肥の遺伝傾向をもつ種雄牛は選定
の対象外にするなどのある要件で種雄牛を絞り込むこと
を言います。要件を厳しくしすぎると、種雄牛の選択が
狭まり、上述の最も重要な改良希望点で効率良い改良
効果が得られなくなることがあるので注意が必要です。

①体型情報（線形）18部位と長命連産効果 1部位
高さ、胸の幅、体の深さ、鋭角性、BCS、尻の角
度、坐骨幅、後肢側望、後肢後望、蹄の角度、前乳房
の付着、後乳房の高さ、後乳房の幅、乳房のけん垂、
乳房の深さ、前乳頭の配置、後乳頭の配置、前乳頭の
長さ、長命連産効果

（3）その他の設定
①近親交配
近親交配を避けることができます。特に希望がなけ

れば、一般的に避けるべきとされている近交係数6.25以
上となる種雄牛は選定しません。なお、近交係数は（一
社）日本ホルスタイン登録協会の計算によるものです。
②難産と死産
難産または死産の傾向となる交配は選定結果一覧に
＊マークがつきますので、最終的にユーザーが判断し
ます。
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（4）BOSSシステムでの聞き取りから設定へ
このような設定は、当団スタッフが聞き取って行い
ます。さて、酪農家Aさんの改善希望から、当団スタ
ッフが次のように置き換えて種雄牛検索を行います。

①�乳量はこれからもガンガン搾りたい。でも、乳量が
増えたからといって、乳成分を悪化させたくない。
→��種雄牛の遺伝評価成績のうち、「産乳成分」がピ
ッタリです。「産乳成分」は乳成分率を下げずに
最大限の乳量を確保することができる遺伝評価値
です。これを第 1改良希望点とします。

②��アシドーシスなどの周産期病が増えているから、病
気に強い牛群にしたいな。
→��種雄牛の遺伝評価成績のうち、「泌乳持続性」が
ピッタリです。泌乳持続性が高い牛は乳期を通じ
て乳量が下がらないため飼養管理も行いやすいこ
となどから、周産期病等の抗病性に効果があると
言われています。実際に治療費が削減したという
報告例もあります（独立行政法人農業・食品産業
技術総合研究機構北海道農業研究センター 2011
年）。これを第 2改良希望点とします。

③乳質を悪化させない。
→���種雄牛の遺伝評価成績のうち、「体細胞スコア」
を第 3改良希望点として設定します。しかし、緊
急に対策が必要な場合は、牛群検定成績の活用が
特に有効ですから、活用法を当団スタッフがアド
バイスします。

④���過肥気味の牛が増えたな。もっと、体脂肪の抜けた
締まった体型の牛群にしたい
→���前述の泌乳持続性に加えて、種雄牛の遺伝評価成
績には線形形質のBCS（ボディコンディションス
コア）があります。線形形質の体型は、種雄牛の
選択条件として設定できます。この場合は、BCS
が良好となるように設定します。

⑤難産も多い
→���難産については設定することはできませんが、最
終的に遺伝的に難産傾向になる交配は帳票上で＊
マークが表示され、避けることができます。

4 　BOSSシステムからの新しい情報提供

全く新しく生まれ変わった情報になります。前述し
たような設定のもとで、改良効果が最も大きいベスト
な交配が示されます。

（1）提供される情報1「クイックリスト」（見本1、2）
酪農家Aさんの検定牛 1頭 1頭に、BOSSシステム
により第 1～第 3希望（産乳成分、泌乳持続性、体細
胞）を最も効果的に改良することのできる交配推奨種
雄牛を 2頭選定したリストです。ただし、BOSS①の
方が改良効果が若干高くなります。また、酪農家Aさ
んが避けるべきとした過肥傾向の種雄牛はBOSS①、
BOSS②には選ばれません。
次にあげる「選定結果一覧」のデータを見ながら、
どちらの種雄牛を利用するか、マーカーなどで色をつ
けていき、牛舎に張っておくといいでしょう。

（2）提供される情報 2「選定結果一覧」（見本 3）
BOSSシステムの明細になります。前述のBOSS①と
BOSS②が実際にどのような改良となるかを一覧にし
たものです。生まれてくる娘牛が、人工授精した検定
牛（母牛）より、遺伝的改良が進んでいるものは網掛
け表示されますのでどういった点の改良が進んでいる
か一目で分かります。当然、網掛けが沢山あればより
改良が進んでいることを意味します。
また、右端には分娩時注意情報が表示され、難産や
死産となる可能性の高い交配には＊マークが表示され
ますので、最終的な種雄牛選定の際に避けることも可
能です。しかし、難産は遺伝率も低いことから、過度
に気にされる必要はありません。むしろ、前述の過肥
対策等を十分に施すことが大事です。

5 　BOSSシステムで期待される次世代の姿「総括表」

BOSSシステムによりデザインされる次世代の姿を
当団スタッフが分かりやすく解説します！（見本 4）
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（1）あなたの牛群の推定育種価の推移（図 4－ 1）
BOSS①とBOSS②により改良効果が進んでいるか
を読み取れます。酪農家Aさんがこれまで行ってきた
授精結果とBOSSを比較することもできます。もし、
当団スタッフがあなたの行った授精結果より、理由も
無く劣るような結果を持ってきたときは、どうぞ気兼
ねなく「NG」を出してください。
さて、この帳票は酪農家Aさんの選抜淘汰について
考察できます。実線は除籍牛を除いた改良効果、点線
は除籍牛を含む改良効果です。もし、点線が実線より
上位に表示されていたら、優秀な検定牛を淘汰したこ
とを意味します。一般には疾病が多い酪農家にはよく
見られる傾向です。幸いにして酪農家Aさんは実線が
上位に表示されていますので、こういったことは無い
ようです。

（2）生年別遺伝能力曲線（図 4－ 2）
酪農家Aさんが希望した病気に強い牛群を実現する
遺伝改良です。ちょっと線が交錯して見づらいのです
が、星印を付けたBOSS①の選定牛が、最上段で平に
なることが必要です。矢印を付けたように、酪農家A
さんが行った授精結果以上の改良効果が期待でき、病
気に強く飼いやすい牛群を期待できます。

（3）あなたの牛群の改良方向（図 4－ 3）
BOSS①による改良方向を 3つの視点でグラフ化し
ています。

①泌乳能力と体型の改良方向
②泌乳能力と体細胞数の改良方向
③改良希望点の改良方向

黒点が次世代なので、これらはいずれも右肩あがり
に改良が進む必要があります。また、現世代の白点よ
りも黒点はギューッと縮小したほうが将来的に斉一性
の高い牛群になることを意味します。最も大事なの
は、③のグラフです。これはBOSSシステムとして酪
農家Aさんの第 1、第 2改良希望点だからです。この
グラフは他のグラフより、ドンと右肩上がりになって
いなければ希望に沿った改良になっていないことにな
ります。酪農家AさんのBOSSの結果では第 1希望（産
乳成分）と第 2希望（泌乳持続性）は大きく右肩上が
りになっています。
以上、この様に酪農家Aさんの改善希望は、BOSS
システムで全て良い方向に遺伝的改良が進むことがグ
ラフで示されています。 3～ 4年後が楽しみですね。

図4 見本④　総括表から抜粋
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6 　BOSSシステムの考え方

（1）効率的な改良
酪農家AさんをサンプルケースにBOSSシステムの
効果を解説してきました。近親交配を避けた最適な種
雄牛が選定され、しかも次世代では斉一性のそろった
牛群が期待できることをその結果をとおしてご理解頂
けたかと思います。ここでは、何故このように効率的
に改良の進む種雄牛が選定できるか、その理由を以下
に解説します。

（2）牛群の区分と方向性
現在の牛群を、第 1希望と第 2希望から図 5のよう
に区分します。酪農家Aさんは第 1希望が産乳成分、
第 2希望が泌乳持続性でした。各検定牛の産乳成分と
泌乳持続性の遺伝情報を、酪農家Aさんの牛群検定情
報である牛群改良情報から抜き出して、それぞれプロ
ットしていきます。この場合のグラフの中心は産乳成
分と泌乳持続性の各平均値となります。すると、この
区分にはある特徴があることがわかります。
牛群管理に役立てることもできますので、前述のク
イックリストや選定結果一覧にも能力区分を表示して
います。なお、遺伝評価値がない場合は能力区分は
「他」と表示されます。

（3）各区分の性質と改良の方向性
AA区分：酪農家Aさんの牛の中でも、 2つの改良
希望をクリアしたエリート牛群です。 2つの改良希望
が同程度で進むように改良方向を設定します。
A区分： 2つの改良希望点をそこそこクリアしたり
しなかったりですが、一般的には、牛群の核となる中
心的な区分です。改良方向は、ほぼAA区分と同じで
すが、酪農家Aさんが重視する第 1希望にやや重きを
置きます。
B区分：第 1希望はクリアしているものの第 2希望
はクリアできていません。第 2希望に重きを置いた改
良方向としています。
C区分：第 2希望はクリアしているものの第 1希望
をクリアできていません。酪農家Aさんは第 1希望を
より重視しているわけですから、B区分より劣る集団
となります。第 1希望に重きを置いた改良方向として
います。
D区分： 2つの改良希望をともにクリアしていませ
ん。本来F 1生産や受精卵移植も視野に入れた交配を

検討すべき区分ですが、ここでは先ず第 1希望に重き
をおいて方向性を定めています。

以上、このように改良の方向性を設定することで、
斉一性が生まれてきます。なお、第 3希望については
割愛しましたが、同様の考え方に基づきます。

7 　さいごに

酪農家AさんをサンプルケースにBOSSシステムの
効果を解説してきました。今回開始した新しいBOSS
システムは、牛群検定と血統登録の両方を実施してい
る農家のみが対象となります。次世代を予測しながら
BOSSシステムを運用するには、どうしても牛群検定
と血統登録は必須となります。現在、無登録の場合や
牛群検定を行っていない場合などのパターンに関する
BOSSも検討には入っていますが、やはり正確性はど
うしても欠けてしまいます。牛群検定に未加入の農家
は是非、これを機会に牛群検定加入を検討して頂きた
くお願い申しあげます。血統登録も併せてお願いしま
す。
なお、本件について興味のある方、ご質問のある方
は、お近くの当団種雄牛センターおよび事業所、駐在
所にご連絡ください。不明な場合は、下記にご連絡く
ださい。

家畜改良事業団　事業部
Tel03-5621-8912　Fax03-5621-8917
Eメールwebmaster@liaj.or.jp
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