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泌乳持続性という新しい観点 から の乳 牛改 良(1 ) 

富樫研治$

1 .選抜基準

産乳成分と体型成分に 3・lの重みをつけた牛づ

くりの指標としての NTP(日本総合指数，表1)

は，その選抜効果として 305日乳量を昭和 60年は，

6，983kgであったものを，現在は 9134kgへと著し

く増加させた。一方，平均産次，分娩間隔，飼料

自給率(北海道)は，昭和 60年は， 3. 1産，402 

日， 64%であったものが，現在， 2.6産， 434日，

54%となり頭当たりの乳量は増加したものの繁

殖障害や疾病の増加による産次数の減少，分娩間

隔の増加，個体乳量の増加や多頭化による飼料自

給率の減少をひきおこした。

表 1 NTP (日本総合指数)

NTP=4.5X産乳成分+1.5X体型成分

産乳成分=27X乳脂量/SD白t+73X乳蛋白質量/SDprt

体型成分=15X肢蹄得率/SDn+85X乳房成分/SDud

乳房成分=0.32X乳器得率+0.68(0.16X前乳房の付

着+O.IOX後乳房の高さ+0.28X乳房の懸垂+0.35X

乳房の深さ +O.IIX前乳頭の配置)

選抜指数(基準)の作成は，始めに将来の乳牛

像を示す目的とする総合的育種価がある。これは，

わが国が目的とする将来の乳牛の遺伝子型を示し，

酪農家の経営安定に寄与するさまざまな遺伝形質

と消費者の牛乳や乳製品の消費拡大に寄与するた

めの遺伝形質の組み合わせからなる。次に，その

総合的育種価を実現するために，現在の乳牛集団

において選抜し易い形質が選ばれ，その選抜形質

の最適な組み合わせが計算され選抜基準(日本総

合指数)となる。 ところが，わが国の総合指数は，

本来は，将来の目的とする乳牛をつくるための選

抜基準なのだが，実際は，将来の乳牛の遺伝子像

を示す総合的育種価とそれを実現する選抜基準の 2

つの役割を同時にこなしてきた。

総合的育種価の観点、としての総合指数は，従来

. (独)北海道農業研究センター (KenjiTogashj) 

の乳生産や体型の他に，現在，問題になっている

繁殖，疾病(乳房炎等)の乳牛の健全性や動物福

祉に関連する形質，環境に優しく持続的酪農の根

幹をなす自給組飼料の利用性の向上に関連する形

質など，生産者の経営を安定させ消費者の酪農へ

の理解が得やすく消費拡大に結びつく形質を総合

指数に入れ，わが国が目指す乳牛の遺伝子はこう

あるべきだと世界へメッセージを発信することが

重要と考えられる。次に，選抜基準の観点として

の総合指数においては，多くの形質に優れた総合

的育種価を実現する最大公約数的な選抜基準のみ

ならず，もっと柔軟に，優先的に改良したい形質

に絞った選抜法，選抜指数式の形質を少なくして

乳生産，繁殖，疾病，飼料利用性の改良効率を高

める選抜法等をオプションとして提供していく必

要があろう 。実際，繁殖，疾病といっても何を選

抜形質としてとらえるか，さらに，繁殖，疾病の

抵抗性に関わる形質は遺伝率が低く改良に時間が

かかること ，粗飼料の利用性といってもその広範

囲な正確な計測が困難など，問題が残っている。

選抜指数においては，形質数が多くなればなるほ

ど，各形質の改良量は少なくなる。また，乳量と

受胎性は，負の遺伝的関係 (Collard ら， Jorritsma 

ら， Pryceら)にあるとの報告もある。2つの形質

が正の場合，選抜指数式で選抜された個体は， 2つ

の形質がともに集団全体の中で トップクラスにあ

る個体が選ばれるが，2つの形質の関係が負の場合，

たとえば，集団全体でトップクラスの受胎性が優

れた個体であっても，乳量に受胎性よりも選抜の

重みを高くした場合，その個体が選抜される確率

は 2つの形質が正の場合に比べて小さくなる。選

抜指数に入れる形質が多くなれば，その形質の遺

伝率や形質問の遺伝相聞がわからないと選抜指数

は計算できない，受胎性，疾病，飼料利用性の遺

伝率およびそれらと乳生産，体型の遺伝相関の信

頼できる推定は難しい。

こうして，総合的育種価 としての総合指数と選
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抜基準としての総合指数の概念を分離し，選抜基

準としては，最大公約数的な従来の総合指数が果

たしてきた選抜基準とともに目的を同じくしなが

ら，その目的を実現する過程において，柔軟に他

の選抜法を提供していくことは，幅広い酪農家の

乳牛改良を進め，わが国の乳牛遺伝資源をさらに

拡大し長期に渡る改良に貢献すると思われる。

2. 泌乳持続性という

新しい選抜形 質

従来の 305日乳量や体型以外に酪農経営の安定

や消費者の酪農への賛同を得る動物福祉，環境問

題に貢献する新しい形質のーっとして泌乳持続性

を提案する。なお，新しい形質による選抜は，近

交係数 (YoungとSeykora，1996，河原ら， 2000，表

2) が上昇する現状において，従来と異なる新しい

遺伝資源からの選抜を意味し近交増加の抑制に貢

献する。泌乳持続性とは，ピーク乳量を持続する

能力である。図 1にTogashiら(2007)が調べたわが

国のし 2，3産の 305日までの検定日乳量をもっ

乳牛，約 1万頭の検定日乳量平均値からの 15日移

動平均を (305 日平均乳量.初産 8，000kg，2産

9，500kg， 3産 9，850kg)示した。初産の泌乳曲線

は，ピーク以降の乳量低下が少ない，ところが 2，

3産と進むにつれてピーク乳量の低下が大きい。こ

のようにピーク乳量の持続性は初産が最も高く，

産次が進むにつれて低下する。

つまり，泌乳持続性は，初産

が高く産次の経過とともに低

下する。 ピーク日は 1，2， 3 

産それぞれ，分娩後 45，40， 

36日となり，泌乳持続性が高

いほど，ピーク日は遅れる

(表 3)。一般的に，泌乳持続

性が高いとピーク日が遅れる

45 

切 25

~ 20 

15 

10 

5 

o 

は， 280日乳量一ピーク乳量など差を選抜形質とし

たほうが改良効果は大きい (Togashiら， 2004)。

総乳量は，必須な選抜形質であり必ず選抜形質に

含まれるとともに，総乳量と泌乳持続性の改良に

対する期待(重み)を種々変えてそれにふさわし

い選抜式を求める際は，総乳量と泌乳持続性の特

性を合わせ持つ泌乳中後期乳量/泌乳前期乳量ある

いは 280日乳量/ピーク乳量でなく，総乳量とも必乳

持続性を別々の形質としてとらえ，それらが合わ

さった改良効果を最大にする選抜式を求める方が

総乳量と泌乳持続性の改良効果が大きい (Togashi

ら， 2004)。

表 2 アメリカと日本の近交係数

年 アメリカ 日本

1970 2. 7 0.87 

1980 4.6 1. 27 

1990 5.4 1. 91 

2000 6.8 .33 

2010(理論値) 8.2 (4.88， 2004) 

2020 (理論値) 9. 7 

(Muirら， 2004)。泌乳持続

性の表示は多々あるが， 305日

乳量と泌乳持続性を同時に改

良するには，泌乳中後期乳量/

泌乳前期乳量あるいは 280日

乳量/ピーク乳量を選抜形質に

するのがふさわしいが，泌乳

持続性そのものを改良するに

15 35 55 75 95 115 135 155 175 195 215 235 255 275 295 

分娩後日数

図 1 初産から 3産までの泌乳曲線
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表 3 1， 2， 3産の泌乳曲線パラメータ

産次 頭数 検定記録数検定日平均乳量 ピーク日 l ピーク乳量 280日乳量l 泌乳持続性2

10400 82737 

2 10408 80532 

26.2i:5.75 

31.1 i:8.29 

310288 75450 32.3i:9.25 

1 15日移動平均による

2 泌乳持続性:280日乳量一ピーク乳量

次に，よく食べよく乳をだすという飼料利用性

に関する形質を検討する。乾物摂取量の遺伝率は，

酪農現場で O.20~0. 25，研究所などの実験では，

O. 35~0. 45 と高い(Jensenet al. (1995)， Lee et 

al. (1992)， Persaud et al. (1991)， Svendsen et 

al. (1994)， Van Arendonk et al. (1991)， 

Veerkamp and Brotherstone (1997)) 。粗エネル

ギー効率と乳生産の遺伝相聞は， O. 88 ~O. 95 

(Korver， 1988) と極めて高く， Veerkamp ら

(1994) は，高遺伝能力群は，平均遺伝能力群よ

りも乳生産性に対して高いエネルギー効率，濃厚

飼料に対する反応が高くなることを示した。現在

の牛は，乳生産に重きをおいて改良を進めている

が，自動的にエネルギー効率を遺伝的に高めてき

たのである。乳量と乾物摂取量との遺伝相関は，

O. 44 ~ O. 95 (Jensen ら (1995)，Lee ら (1992)， 

Persaud ら(1991)， Van Arendo此ら(1991)， 

Veerkamp and Brotherstone (1997)) と高いが lで

はない。つまり，現状である乳量のみの選抜にお

ける間接選抜としての乾物摂取量の改良効果は十

分でなく，分娩後のエネルギーの 40~48犯のみを充

たすにとどまることが多い (VanArendonk ら，

1991)。また， Van Arendo此ら(1991)は，粗飼

料摂取量と 305日乳量との遺伝相関は， 0.55と高

い遺伝的関係を示し，粗飼料摂取量の遺伝率は，

0.46と遺伝的関与が大きいことを示し，飼料摂取

量の中でも粗飼料摂取量の大小が乳量との相闘を

大きくし，今後の改良形質としての重要性を主張

した。Togashiら(2002)は，乳牛の国際評価におい

て国聞の粗飼料と濃厚飼料等の飼養管理の差と乳

生産との反応量との交互作用を考慮した遺伝評価

法を開発した。 しかし，現実の牛群検定の場で

(粗)飼料摂取量を正確に広範囲でとることは極

めて難しい。一方，乳量と乾物摂取量との遺伝相

聞が 1に近く推定された場合があるということは，

民

υ
n
v
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b
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38.9 

40.8 

22.8 

23.2 

23.4 

泌乳前期において飼料からの乳生産が多く，体脂

肪からのエネルギー動員による乳生産が少ない牛

群の存在を示唆している。 とすれば，泌乳曲線と

飼料摂取量曲線を描き，その事離が少ない牛は，

飼料からの乳生産が多く，体脂肪からのエネル

ギー動員による乳生産が少ない牛を示す。すなわ

ち，測定が難しい(組)飼料摂取量を直接，求め

るのでなく泌乳曲線あるいは先ほどの泌乳持続性

から飼料利用性の高低を推定する新しい試みを紹

介する。

3. 泌乳持続性という

新しい選抜形質の特徴

① 飼料の利用性

Dekkersら(1998)は，初産牛(図 2) ， 3産牛(図

3) の泌乳持続性の高い牛と低い牛の乳期中の乾物

摂取量曲線と泌乳曲線を求めた 。305 日乳量は，

持続性に関わらずいずれも初産牛で 6，000kg，3産

牛で 7，500kgを示す。高持続性牛は実線で，低持

続性牛は破線で，乳量は・で，乾物摂取量は実線

で示した。初産， 3産いずれでも乾物摂取量と乳量

の講離をみると，事離は，低持続性牛の方が高持

26 
24 
22 

20 

.ef 18 
16 

14 

12 

10 
30 60 90 120150180210240270305 

DIM 
図2 初産牛における高および低泌乳持続

性牛の乾物摂取量と乳量(305日乳量:6000kg) 

高持続牛摂取量一・一 高持続牛乳量
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図 3 3産牛における高および低泌乳持続性牛の
乾物摂取量と乳量(305日乳量 6000kg) 

一高持続牛摂取量 一・一 高持続牛乳量

低持続牛摂取量ー・-低持続牛乳量

続性牛よりも大きい。乾物摂取量と乳量の草離が

小さいということは，飼料の無駄がなく飼料を乳

にかえていることを示す。高持続性牛において，

飼料から乳の生産が高いということは，泌乳前期

では体脂肪からのエネルギー動員が少なく，泌乳

後期では，飼料の多くを乳に仕向けていることを

意味する。逆に低持続性牛は，泌乳前期では体脂

肪動員が多く，種々の分娩後の問題を発生させ，

泌乳後期では，乳量の低下が大きく本来乳生産に

利用できる飼料を利用できずに無駄にしている。

低持続性牛の泌乳後期の乳量の大きな低下は，乳

生産に必要な栄養量以上の栄養を供給することに

なりやすく，分娩後の種々の問題の誘因となる過

肥を導きやすい。こうして，乾物摂取量と乳量の

草離が小さい高持続性牛は，飼料の無駄がなく乳

n
u
n
u
n
u
 

ro

q

J

4
斗

表 4 組飼料DM((kkgg//ccooww//ddaayy) )と
総 DM摂取量

産次分娩後日数 摂取 HG" MG" 有意性

164 GDMlb 14.4 13.7 ***c 

TDMlb 16.0 15.3 *** 
2 161 GDMI 19.3 17.9 *キネ

TDMI 20.5 19.1 *** 

3 114 GDMI 18.0 16.4 *** 

TDMI 20.2 18.6 *** 

"HG:両乳量群， MG平均乳量群

bGDM1:粗飼料DM摂取量， TDMI:i総DM摂取量

c*** P< 0.001. 

生産に占める飼料代が小さくなる。田鎖 (2007)

は，高持続性牛は，低持続性牛よりも同じ 305日

乳量であっても配合飼料を節約できるとした。

Buckleyら(2000)は，アイルラ ンドで， 北米型の

乳牛を遺伝能力の大小で 2群し， 3月初めから 11

月下旬まで，濃厚飼料補給下でベ レニアルライグ

ラスを主体にした放牧試験を行い，粗飼料と総乾

物摂取量を調べた(表 4)。遺伝的にハイレベルな

乳牛は，粗飼料摂取量は平均遺伝レベル乳牛より

高く， トータルとしての乾物摂取量も高かった。

このように粗飼料の食い込み量の大小は乾物摂取

量の大小に強く関連する。 したがって，泌乳前期

では乾物(粗飼料)摂取量が高く，泌乳中後期に

おいても粗飼料の食い込みゃ利用性が高く粗飼料

からの乳生産を主体とする牛は，乾物摂取量の曲

線と泌乳曲線との事離が少ない高持続性牛である。

持続性を高めることは，

間接的に粗飼料の利用

性を高める事に寄与す

ると期待される。

高持続性牛の別な特

徴は，泌乳曲線が乳期

をとおして平準化する

ことである。 したがっ

て ， ピーク乳量が 50~

60kgと大きくなく，そ

の分，中後期の乳量が

大きくて総乳量をカ

バーする。 ピーク乳量

が小さいことは，濃厚

飼料の給与量が少なく

ーー低持続性牛

一-・高持続性牛

..ef 30 

20 

10 

O 

DIM 

5 30 55 80 105 130 155 180 205 230255 280 305 

図 4 305日乳量が 10000kgの高持続性牛と低持続性牛の泌乳曲線
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てすむ。Solknerと Fuchs(1987)は，高持続性牛に

おける濃厚飼料の節約を実証した。 305 日乳量が

10，000kgの泌乳曲線(図 4) において，自給飼料

から生産できる 1日乳量を種々設定して，たとえ

ば 25kgとすると 305日乳量生産に占める自給飼料

の割合は，高，低持続性牛でそれぞれ 75.25，

70.99%と高持続性牛の方が低持続性牛と比べ飼料

自給率は， 4%ほど高くなる(富樫， 2007)。こう

して，より自給飼料利用性の高い牛を提供し，今

まで以上にいかに良質な食い込みのよい粗飼料を

生産し，それを多く食べさせる飼養管理技術，つ

まり良質な粗飼料から酢酸，プロピオン酸等のエ

ネルギー，菌体タンパクを多く生産させるという

乳牛の本来の生理にあった技術を向上させること

によって，わが国の酪農がより足腰が強く，消費

者に理解される酪農になると思われる。乳期に伴

う乳量の変化が少ないので，飼料設計も極めて簡

単になる。このことは，エネルギー，たん白の過

不足を少なくし，それらの要求量に対する充足率

を高め，乳脂肪率，乳たん白質率を向上させるこ

とができる。SOLKNERと FUCHS (1987) は，高

持続性牛の脂肪率，乳たん白質率の向上を実証し

た。飼料設計が極めて簡単になることは，残j宰を

少なくし，牛群のグループ化も容易になり，乳量

が平準化されるため，食い込み量も比較的平準化

され乳牛問の競争も少なくなり ，落ちこぼれ牛の

発生も少なくなる。 とくに，ピーク乳量が高くな

く乳期を通じて乳量が平準化しているので， TMR 

の飼料設計も容易になり，エネルギ一価の高い単

価の高い配合飼料成分だけでなく ，カス類などの

エネルギー価がそれほど高くなく単価が比較的安

い配合飼料成分の利用も今まで以上に高めること

ができょう。

② 繁殖や疾 病 の 影 響

泌乳初期の負のエネルギーバランスが受胎性を

低下させ (Butler，2003) ，とくに，分娩後 28日ま

での泌乳初期の負のエネルギーバランスが受胎性

を低下させた (Patton ら， 2007)と ，泌乳初期の

負のエネルギーバランスが卵胞の初期発育を促進

する IGF一1(イン、ンュリン様成長因子1)分泌を低

下させ，卵胞の初期発育，その後の卵巣機能を低

下させ，受胎性の低下につながると恩われる。ま

た，エネルギー不足の状態で、は，脂肪組織からの

表 5 泌乳持続性，ピーク乳量日，初産 305日乳量
と経産牛の繁殖形質との遺伝相関

泌乳持続性ピーク乳量日 初産305日乳量

NRRC 0.32 0.11 0.02 

分娩間隔 0.17 0.31 0.51 

NRRC:分娩後56日までの受胎の有無

レプチンの分泌が抑制 され，レプチンが視床下部

内部のレプチン受容体と結合する量が減少するた

めに， GnRH (性腺刺激ホルモン放出因子)産生

ニューロンの活動が抑制され卵巣機能の回復を遅

延させるともいわれている。原始卵胞が発育，成

熟し排卵にいたるには， 60~80 日かかるといわれ，

授精時期が分娩後 60~80 日の場合は，まさに原始

卵胞の初期発育が分娩後の負のエネルギーバラン

ス時にあたり，負のエネルギーバランスの影響を

受けやすくなる。ここで，よく食う牛あるいはよ

く食わせる飼養管理は，負のエネノレギーバランス

の影響を少なくし繁殖の悪影響を少なくする。 し

かし，一般に分娩前後の飼養管理は難しく現実に

は，受胎の低下や第 4胃変位等の疾病を誘発しや

すい。そこで，多くの酪農家が容易に分娩前後の

飼養管理ができるような牛あるいは飼養管理の開

発が重要になる。その一つの回答が「低ピーク高

持続型乳生産」と思われる。 Muirら(2004)は，泌

乳持続性と分娩後 56 日までの受胎の有無である

NRRCとの遺伝相闘を 0.32 (表 5) ， BAR-ANAN 

ら(1985)は，泌乳持続性と受給率の遺伝相関を

0.42とした。Kawashimaら(2007)は，分娩後 3週

間までに排卵した牛と排卵しなかった牛のピーク

までの乳量増加を調べた結果，排卵群は， 1. 71 

kg/day，無排卵群は，2.54 kg/dayとピークまでの

乳量の増加速度が遅い牛の方が負のエネルギー負

荷が少なく排卵し易いことを示した。一般に，低

ピーク高持続型乳牛は，図 1に示すようにピーク

までの乳量増加が遅く，ピークが低いとともに

ピーク日が遅くなる (Muirら， 2004) ので負のエ

ネルギー負荷が少なく，このことが繁殖に有利に

働くと思われる。

先に，乳量と繁殖性とに負の遺伝関係が報告さ

れているとしたが，これが正しいとしても，大事

なことは乳量に左右されにくい繁殖性の良し悪し

の直接的要因は何かということであろう。この回

答が得られれば，たとえ高平L量であっても高い受
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胎性が可能になる。 その回答のーっとして，図 2~

3に示すように，同じ 305日乳量で、あっても，高持

続性牛は低持続性牛よりも受胎性が高いというこ

とが考えられる。

負のエネルギーバランスは，免疫システムを抑

制する (Lyons ら， 1991)。 したがって，エネル

ギーバランスが負になるほど乳房炎や子宮内膜炎

等の感染症への感受性がますと考えられる。山崎

ら (2007) は，泌乳前期 (30~100 日)の乳房炎発症群

と非発症群の分娩後 30日までの乳量増加速度を調

べた所，非発症群は発症群より乳量増加速度が小

さいことを認めた。乳量増加速度が小さいことは，

負のエネルギー負荷が小さく，その結果，乳房炎

の発症が少なくなると思われる。ただ， Jakobsen 

ら(2003)は，泌乳持続性と疾病のかかりやすさの

遺伝相関を調べたが，マイナスの小さな値であり，

統計的には O と変わらずとくに関係があるとはい

えないとした。 これは，疾病によりも必乳曲線自体

が変わること，つまり代謝病なら本来遺伝的に

もっているピーク乳量よりも少ない乳量，泌乳中

後期の疾病なら，疾病により本来遺伝的にもって

いる乳量よりも低下し，結果として泌乳持続性が

低下してしまい，遺伝的関係の解析が難しくなる

ことによる。ただ，疾病になってしまった後の

フィールドでの遺伝解析は難しいが，泌乳持続性

の高低 2牛群を用意し，疾病の感受性を調べれば

回答が得られると思われるが，負のエネルギー負

荷が小さい高持続性牛は疾病が少ないと期待され

る。

③ 放牧 で の 泌 乳 持 続性

Zwald ら(2001)は，ニュージーランド，オース

トラリア，アメリカ，カナダ，イスラエルの乳量，

搾乳期間，ピーク乳量，ピーク日，泌乳持続性，

初産分娩月齢を示した(表 6)。放牧国ニュージー

ランドは，季節繁殖を行い，草地の生産と泌乳曲

線を合致させる生産システムであり，搾乳期間は，

放牧時期であり， 220日と最も短い。分娩後，放牧

地での草地を利用するため，多くの牛が季節繁殖

で同じ時期に生まれ，閉じように草地利用を行わ

なければならない。 したがって，多くの牛が 24ヶ

月齢で初産をむかえ，分娩間隔は， 368 日

(LIC， 2003)であり，その後 1年 l産を繰り返す。

一方，乳量と泌乳持続性は最も小さい。 ピーク日

も一番早く，その後，泌乳持続性が小さく，急激

に乳量が低下する低ピーク低持続型乳牛を示す。

一方，わが国でも放牧が利用され，その生産性

をあげている。この場合，完全な季節繁殖でなく，

放牧利用のみならずサイレージや若干の配合飼料

も利用している。牛群の分娩を春に合わせられな

い危険の回避，たとえば，春分娩でな く夏に分娩

がずれても草のみならず草と良質自給飼料による

乳生産の観点から，放牧草に依存した搾乳期間が

短い乳生産よりも搾乳期間を長くした高泌乳持続

型の乳生産が選択枝のーっと考えられる。搾乳期

間が長いので，当然，乳量は多くなる。また，

ピーク乳量も小さいので濃厚飼料に依存しない放

牧での乳生産に向いている。つまり，わが国の放

牧においてもニュージーランドの低ピーク低持続

型乳生産のみならずわが国の放牧飼養管理により

合った低ピーク高持続型乳生産技術も選択枝のーっ

と考えられる。

表 6 各国の初産牛の搾乳期間，乳量，ピーク，泌乳持続性 (240日乳量/60日乳量)等

オーストフリア カナダ イスフエル ニュージーフンド アメリカ

搾乳期間 271 282 281 220 283 

平均乳量(kg) 4805 7567 8850 3541 8329 

平均乳量(kg)の標準偏差 771 1057 1076 564 1189 

ピーク日 76 70 102 60 92 

ピーク乳量 21.1 28.4 31.4 17.1 30.5 

w、乳持続性:(240日乳量160日乳量) 0.68 0.78 0.9 0.59 0.86 

初産分娩月齢 27.1 27.7 24.2 24.2 26.7 

脂肪/タンパク 1.27 1.15 1.05 1.32 1.15 

種牛育種価

(アメリカをベースにしたインターブ、ル評価値) 276 608 1742 474 1568 
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