解説

BOSSシステム（交配相談）を活用しよう！
－ Best Operation of Super Sire －
⑤種雄牛の選定要件について
BOSS システム作成プロジェクトチーム
酪農家のみなさんにはそれぞれ日頃の経営で潜在的に求めている改良希望点があります。BOSSシステムとは、
農家の改良希望点が最大限に実現できる種雄牛を効率良く選定するシステムです。もちろん近親交配は回避しま
す。これまでの本稿では、BOSSシステムが如何にして積極的に最大限のパフォーマンスを発揮する種雄牛を選
び出すか、また改良希望点をどうやって探しだすか等について解説してきました。今回はBOSSシステムの種雄
牛選定のもう一本の柱である「種雄牛の選定要件」について解説します。これは、みなさんが求めている改良希
望点を積極的に改良していく機能ではなく、補助的なものですが、種雄牛の選定を考える場合に絶対に必要なも
のです。ご不明な点は当団種雄牛センターのスタッフが説明しますので、どうぞお声かけください。

1 「改良希望点」と「種雄牛の選定要

件」について

図1

図 1 にあげたように、
「改良希望点」とは、皆さんが
ご自分の牛群を観察して雌牛達の経営上の弱いところ
等をあげるものです。言わば雌牛側から決定させま
す。それに対し、
「種雄牛の選定要件」は、種雄牛側に
設定するものです。例えば、ボディコンディションが
過肥傾向になる種雄牛は、どんなに乳量や体型が良く
とも選定しないといったように、種雄牛の育種価だけ
で絞り込んでしまう機能です。改良希望点では積極的
に最大の遺伝能力を発揮させるようにシステム化して
いますが、種雄牛の選定要件は利用するレベルのみの
設定です。
「過肥にならないように」と設定したからと
いって、最大限に削痩させるようなことはありません。
これらの対象になる形質は図 2 および図 3 にあげた
とおりです。
「改良希望点」は雌牛側の目標ですから、
雌牛にデータがなければ設定できません。こういった
ことから体型審査を受けていない場合は原則として体
型が関与する形質（図 2 の◎印）は第 1 第 2 の改良希
望に設定することはできません。これに対し「種雄牛
の選定要件」は、雌牛が体型審査を受けていなくと
も、体型関係の形質を設定できます。とりわけ、体型
の中でも「カニグラフ」とも呼ばれる線形審査関連の
形質についても設定できるのが大きな特徴です。体型
審査を受けることが大事ですが、事情により受けてい
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図2

図3

乳代効果は図 4 に示したとおり、泌乳形質の遺伝的
能力を乳代に換算したものです。第 3 改良希望点とし
て、体型の「決定得点」としました。体型は総合指数
でも加味されていますが、総合指数における体型は
「肢蹄」と「乳房」のみで構成されていることから、
牛としてバランスの取れた総合的な体型の改良として
「決定得点」としてみます。
（2）あなたの牛群の推定育種価の推移
図 5 はBOSSシステムによる交配相談で出力され農
家に配布される帳票の一部です。今回はこの帳票のな
かでも「あなたの牛群の推定育種価の推移」を使って
解説します。帳票全体の見方は後述します（図 9 ）
。ま
た、今回は「種雄牛の選定要件」の設定が、牛群の改

ない場合は「種雄牛の選定要件」を設定してください。

良にどのような影響を与えるかを解説しますので、実

BOSSシステムは、この 2 本柱で種雄牛を選定しま

際に選ばれる １ 頭 １ 頭の種雄牛の帳票は割愛します。

すが、どのようにシステム化されているか、順をおっ

少し、本論とは外れますが、図 5 の見方を記しま
す。まず平成19 ～ 24年までのサンプル農家の検定牛

て解説します。

の遺伝的能力の推移が、上下 2 段になって示されてい

2

BOSSを使ってみよう！

（1）改良希望点の設定

ます。これは上段が除籍牛を含むもの、下段が除籍牛
を含まないもの（現役牛）となります。これは、この
農家での選抜の正確性を見るためのものです。農家に

改良希望点の設定の仕方はこれまでの本連載の中で

おける選抜とは、優秀な雌牛を残し、優秀でない雌牛

解説してきましたので、ここでは便宜的に設定します。

は淘汰していくことです。当たり前と思われる方が多

サンプルにあげる農家は体型審査を励行している農

いと思いますが、残念ながら疾病等で牛を失うことが

家であると仮定します。すなわち、ほとんどの牛が体

多いと優秀な牛を残すという当たり前のことが出来な

格得点をもち、総合指数（NTP） が示されているとす

くなります。この農家においては、平成24年生まれの

れば、第 1 の改良希望点は、やはり「総合指数」とし

ものは、除籍牛を含まない（現役牛）の総合指数等の

ます。総合指数は泌乳能力と体型等をバランス良く改

遺伝的能力が、除籍牛を含むものより低く、優秀な若

良するための指数ですので、乳量とか肢蹄とかといっ

い雌牛を失ったことがわかります。また、平成20年以

たように単発的に改良希望をあげるより効率良く改良を

前の雌牛はすでに 1 頭も残っていないことから、疾病

すすめることが出来ます。第 2 の改良希望点は、やは

や長命性に問題があることが推察されます。さて、表

り儲けなければなりませんので、
「乳代効果」とします。

の最下段にはPAの欄があります。PAとはペアレント

※本誌18頁の 3 図参照

アベレージ（両親の平均）という意味で文字通り父牛

※

図4

と母牛の遺伝的能力を平均したもので産子の遺伝的能
力を推定する育種学上の手法です。PAのうち「未経
産」
「授精結果」は、この農家が最近行っている授精で
の種雄牛の選び方などがわかります。本例での傾向と
しては産乳成分が高く出ていますので、泌乳能力を重
視した種雄牛を中心に選んでいることがわかります。
また、無脂固形分率や乳代効果が表示されないのは輸
入精液の利用によるものです。乳価で重要な地位を占
める無脂固形分は我が国独自のものなので、輸入精液
では無脂固形分の遺伝評価を持ちません。BOSS①と
②が、BOSSシステムで選定された種雄牛による産子に
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図5

みますが、設定に入らなかった形質や
重み付けの小さな項目はあまり改良が
進まないといった結果になることは
BOSSシステムの性格上起こりえるの
で注意が必要です。
また、この農家の改良上の問題とし
て、疾病等で早期に牛を失う傾向があ
り、全体的に短命になっている点も前
述の通り浮き彫りになりました。牛の
健康は、改良においても重要です。優
秀な雌牛を健康に長生きさせ、優秀な
雌牛から後継牛を沢山とることが改良
の基本であるからです。優秀な牛を病
気で失ってしまうのは改良上も大きな
損失です。
さて、こういった課題があることか
ら、種雄牛の選定要件として、
「長命

期待される遺伝的能力になります。①と②の 2 つがある

連産効果」が低いものはBOSSの対象外とする、具体

のは、1 頭の雌牛に 2 頭ずつ種雄牛を選定するためで、

的には長命連産効果45,000円以上のもののみをBOSS

どちらかというとBOSS①の方が高能力になります。

で選ぶこととします。長命連産効果は図 4 にあげたと
おり、生涯寿命（耐用年数）の延長等を中心に評価し

（3）改良希望のみで行うBOSS

た遺伝的能力です。これは種雄牛のみ公表されている

さて、話が横道にそれましたが、改良希望点だけで

成績ですので、BOSSにおいても改良希望にあげるこ

行った図 5 のBOSSの結果を見てみましょう。第 1 希

とは出来ませんが、種雄牛の選定要件として設定でき

望と第 2 希望であげた総合指数と乳代効果は、平成19

ます。しかし注意点があります。長命連産効果を重視

～ 24年に生まれた牛や未経産牛等これまでの遺伝的

しすぎて、レベルを上げすぎて例えば80,000円以上の

能力のどれよりも高位にあり、これまでの人工授精よ

み対象とするといったような高いレベルで設定してし

り改良希望が良くなっていることがわかります。ま

まうと、種雄牛がこの要件だけで10頭程度に限定さ

た、乳量、乳脂量、蛋白量といった総合指数や乳代効

れ、充分な改良希望の実現や近交回避ができなくなる

果で大きな重み付けを持つものについても
大きく改良が進むようです。第 3 希望の決
定得点は、この帳票では表示がないのです
が、耐久性成分で体型の状況を読み取れま
す。耐久性成分もかなり良好に改良が進む
ことが示唆されています。
しかし、図 5 の細い矢印の形質（疾病繁
殖成分や乳脂率、無脂固形分率、体細胞ス
コア）はあまり改良が進まないようです。こ
の現象は、改良希望であげた総合指数、乳
代効果、決定得点において、これらの形質
は重み付けが小さいためにおきる現象です。
（4）種雄牛の選定要件を加えると
前述のように改良希望点を設定すれば、
設定した形質については最大限に改良が進
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図6

図7

ついては「★印周辺までの棒が良い」
とされています。BCSはこの★印がつ
いている形質ですので、-2.0 ～ +1.0と
設定します。牛群が過肥傾向であると
したので、削痩側は-2.0までとしてみ
ました。
さて、種雄牛の設定要件は 3 つまで
設定できますが、特に強い希望がなけ
れば 2 つまでにしておくと後々便利で
す。ここでは長命連産効果とBCSの 2
つの設定要件でBOSSを実施してみた
のが、図 7 になります。すると、BOSS
①と②については、総合指数について
はほとんど変わらず、乳代効果は多少
落としたものの、疾病繁殖成分、無脂
固形分率、体細胞スコアが大きく改良
しました。これらは長命連産性とBCS

図8

を種雄牛の選択要件に設定した効果と
なります。
（5）種雄牛の設定要件による補足と調整
あくまでも仮定での話ですが、ここ
までのBOSSは農家の改良希望と牛群
検定成績からみた改良を要する点から
種雄牛を選定してきました。一応これ
ですべての希望が叶ったことになりま
す。しかし、図 7 を見直すと、乳脂率
の改良が充分に進んでいないことがわ
かります。ここまで設定した乳代効果
や長命連産効果において、乳脂率の改
良も勘案されていますが、オールマイ
ティな種雄牛ばかりではないので、偶
然に乳脂率が低めの種雄牛が選ばれた
ものと考えられます。前述したように
3 つまで設定できる種雄牛の選定要件

ことがあります。適度な設定が必要です。

を 2 つまでにしておくと、こういった偶然的に望まし

次に、もし、雌牛たちが短命になってしまう原因

くない結果がでてしまった時に補足や調整を行うこと

が、牛群検定成績により過肥にあるとわかっていると

が出来ます。乳脂率については、遺伝的改良が極端に

します。こういうときは、過肥傾向となる種雄牛は

低い-0.2未満はBOSSに利用しないと設定します。この

「利用しない」と直接的に選定要件に設定してしまい

ような補足調整をした結果が図 8 になります。図 8 に

ます。ボディコンディション（BCS）は種雄牛の評価

おいては、乳脂率についてもプラスとなり改良が進む

成績としては、線形形質でありよく言われるところの

ようになっています。

図 6 のカニグラフ（SBV）で示されています。このカ

以上、ここまで述べましたとおり、
「改良希望点」

ニグラフは、一般には「右側へ棒が伸びた方が良い」

と「種雄牛の選定要件」の 2 本柱をうまく設定するこ

と言われていますが、棒のなかに★印がついたものに

とで、牛群の遺伝的改良が効率よく進むことがご理解
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いただけたでしょうか？「種雄牛の選定要件」は、体

種価の推移」が右肩上がりで、とりわけBOSS①と②

型審査を受けていない農家であっても、牛群を上手に

が一番高位となり、改良が進むことが必要です。ま

観察することで、改良を要する点を見いだして設定す

た、データ分布の「あなたの牛群の改良方向」につい

ることが可能となる利便性の高いものです。

ても同様に右上に矢印が強く出ることが必要です。
さて、牛群検定においては、検定農家に「牛群改良

3

BOSSシステム検索種雄牛リスト総括表

情報」を年 4 回発行しています。その中には今回紹介
した「あなたの牛群の推定育種価の推移」に相当する

図 9 はBOSSシステムによる交配相談で出力される

デ－タも表示されています。ですので、検定農家のみ

リストのひとつで、
「総括表」と呼んでいるもので

なさんであれば、お手元にある「改良情報」を開いて

す。BOSSにより選ばれた種雄牛を利用することで、

みてください。乳代効果は十分に改良が進んでいます

牛群の改良がどのように進むかを図示している帳票に

か？乳脂率などの各遺伝形質で大きくマイナスになっ

なります。今回紹介した「あなたの牛群の推定育種価

ている箇所はありませんか？折れ線グラフは右肩上が

の推移」はこの総括表の一部です。今回実施したサン

りになっていますか？もし、気になるところがあると

プル農家の「総括表」が図 9 です。図 9 のポイントと

きは、お気楽に当団種雄牛センターのスタッフにご相

しては、左上の折れ線グラフ「あなたの牛群の推定育

談下さい。

図9
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