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顕著

豚において産次ごとの産子数における記録数の違いが

遺伝的ノマラメーターの推定精度に及ぼす影響

佐藤正寛・佐々木修・石井和雄

(独)農業・食品産業技術総合研究機構，畜産草地研究所，つくば市， 305-0901 

(2009年 3月 16日受付， 2009年 5月 13日受理)

要約 産次により巽なる記録数が産子数における遺伝的パラメーターの REML推定

値に与える影響を調べるため，モンテ・カルロ法によるコンビュータシミュレーションによっ

て5世代分のデータを発生させた。雄 1頭に雄 10頭を交配し，各腹から雄 l頭雄 2頭を繁

殖用に育成した。記銀の総数が一定の場合 (24，000記録)および初産の個体数が一定の場

合 (8，000頭)の 2通りを想定した。記録を持つ個体の比率は，初産 :2産ニ10: 10， 10: 5， 

10 : 2， 10: 1および初産:2産 :3産=10 : 10 : 10， 10: 5 : 5， 10: 2 : 2， 10: 1 : 1の計 8通

りとした。産子数の遺伝率は 0.1，反復率は 0.15とし，平均産子数は産次の増加とともに

0.5頭増えるものとした。各条件下で 200茂復の記録を発生させ，変量効果(相加的遺伝分

永続的環境分散，誤差分散)の分散成分を推定するとともに，それらの平均平方誤差

の平方根 (SMSE)を算出した。記録の総数が一定のとき，中日加的遺伝分散およびその

S抗SEは，産次数，各産次の記録数における不揃いの躍度および、記録を持つ個体数による

影響を受けなかった。誤差分散はいずれの条件下でも約 1%過大推定された。しかし，過

大推定された量は僅かであったため，遺伝率や反復率への影響は小さいものであった。ま

た，永続的環境分散および誤差分散における SMSEは，各産次の記録数が不揃いになるほ

ど大きくなった。さらに，これらの SMSEは2産次よりも 3産次までの記録を用いた場合

に小さくなった。

緒 言語T
F司

産子数のように産次ごとに記録の得られる形貿

では，永続的環境効果を含むモデルによって遺伝

的パラメーターを推定する場合が多い。これま

で，永続的環境効果を含む REML法アニマルモ

デルにより，産子数の遺伝率 (hりや表型分散に

占める永続的環境分散の割合 (pDを推定した研

究が数多く報告されている(たとえば， ROSENDO 

ら1)， LUKOVICらお， HAMANNら3)，STELLAら.))。

これらの報告では，品種の違いはあるものの，げ

が 0.05~0.1 6， p~ が 0.01~0.1 0 の範囲に推定され
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ており，その多くはげが 0.10，p~ が 0.05~0.07 の

潤辺に推定されている。初産の記録から産子数の

遺伝的パラメーターを推定する場合，記録数の不

足や産子数に対する選抜等により，遺伝的パラ

メーターに編りの生じることや推定誤差を大きく

することが知られている刊。一方，産子数は母豚

の淘汰等により，一椴に産次の増加とともに記録

を持つ{固体数が減少する。このような産次に伴う

記録数の不揃いが遺伝的パラメーターの推定に対

する偏りや推定誤差の増大を招く可能性がある。

しかし，産子数のように豚において l個体から複

数の記録が得られる形質における遺伝的パラメー

ターの誰定精度に関する研究は行われていなし、。

本研究では，産次によって記録を持つ個体数が異

なるとき，それが産子数における遺伝的パラメー

ターの抵定精度に与える影響ついて検討すること

を目的とした。

方 法

モンテ・カルロ法によるコンビュータシミュレー

ションにより， 5世代にわたる世代重複のない産

子数の継代記録を発生させた。基礎集団 (GO)は

記録を持たないものとし，それ以外の世代 (G1~

G5)では繁殖に供したすべての雌が産子数の記録

を持つものとした。雄 l頭に対し錐 10頭を交配

し，各腹から雄 1頭雌2頭を育成した。初産次の

育成豚から次世代を無作為に選抜しこれを 5世

代繰り返した。繁殖集団の大きさは，記録の総数

が一定 (24，000記録)の場合(ケース1)，および

初産の個体数が一定 (8，000個体)の場合(ケース

2)の2通りを想定した。雌殺は，初産および 2産

まで、の記録を持つ場合または初産， 2産および 3

産まで、の記録を持つ場合の 2通りとした。産次に

伴う記録数のばらつきによる彰響を調べるため，

各産次における記録数の比率を，初産 :2産ニ10: 

10， 10: 5， 10: 2， 10・1，初産:2産 :3産 10・

10 : 10， 10: 5 : 5， 10: 2 : 2， 10: 1 : 1の8通りに

設定した。したがって，世代あたりの雄の頭数は，

ケース 1の場合，初産・ 2産=10:10，10:5，10:

2および 10: 1のとき，それぞれ 240頭， 320 

400頭および436頭，ケース 2の場合，初産 :2産・

3産 10: 10 : 10， 10・5: 5， 10・2:2および 10: 

1 : 1のとき，それぞれ 160頭， 240頭， 343頭およ

び400頭で，世代あたりの離の頭数は，雄の頭数

の 10告である O ケース 2の場合は，いずれも世代

あたり雄 160頭，雌 1600頭である O また， 2産お

よび 3産の記録を得るための個体は無作為に選ん

だ。

産子数は雄親の能力とした。基礎集団の産子数

は平均 10，表型分散8の正規分布に従うものと

し，小数点第 l位を四捨五入して表型価とした。

また，産子数の遺伝率は 0.1，反復率は 0.15とし

た。産次の効果を母数効果とし，その大きさは産

次が 1増加するごとに， 0.5頭増えるものとした。

各条件下で 200反複のデータセットを無隈遺伝子

座モデルによって発生させた。なお，乱数は 228を

とする混合合同法により発生させ，その初期

値は反後ごとに無作為に害IJり当てた。すなわち数

学モデルは，雌親の産子数のベクトルを yとする

と，

Y Xb+Zu十羽Tt十e，u~N(O， σ~A) ， 

t~N(O， σD)， e~N(O， σm 

で表される。ここで， bは産次の効果(母数効果)

のベクトル， u， tおよび eはそれぞれ育撞儲，永

続的環境効果および誤差(いずれも変量効果)の

ベクトル， X， Z， W はそれぞれ yとb，uおよび

tとの関係を表す生起行列である O また Aは栢

加的IIIl縁係数行列， 1は単位行子Jj， aa， arおよび

σjはそれぞれ相加的遺伝分散，永続的環境分散お

よび誤差ー分散である。

シミュレーションの反復ごとに分散成分を推定

するとともに，遺伝率，反復率 (t2
) および永続的

環境分散の表型分散に対する比 (p~=コザ -hりの推

定値を算出した。以下，分散成分の関数として得

られる値(げ， t2およびpDを， σ aiおよびdと

区別するため，前者を遺伝的パラメーター，後者

を分散成分とよぶこととする。分散成分の推定に

はプログラム VCE68
)を用いた。これらの推定値

を用いて， 200反復のデータセットごとに分散成

分と遺伝的パラメーターの推定平均を求めるとと

もに，推定誤差の指標としてそれらの平均平方誤

差の平方担 (SMSE)を算出した。 SMSEの算出

にあたり， シミュレーションによって発生させた
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真のびa，a~ および σi を皮復ごとに以下の二次形

式によって算出したi)。

σu' A -lu/nO， 

ぴr=t't/nb

σe'e/no 

ただし， nOは全個体数， nlは記録を持つ雌親の数

である O また， SMSE は，

SMSE エ (x一文)2/200

によって算出した。ここで， Xは反復ごとの真鑑，

主はその推定纏を表す。

結果および考察

記録の総数が一定で，各産次における記録数の

比率が異なるとき(ケース1)の分散成分 (a~ ， aL 

dおよびσf， (=σimトσmの推定値における 200

茂復の平均(それぞれ，oL at， o;，および討とす

る)とそれらの SMSEを表 lに，遺伝的パラメー

ターの推定値における 200反復の平均(それぞ

れ，色2，t2およびp;とする)とそれらの SMSEを

表 2に示した。分散成分および遺伝的パラメー

ターの推定平均には，産次数の違いや各産次の記

録数における不擁いの程度による影響はみられな

かった。しかし，針および討の SMSEは2産次

までの記録よりも 3産次までの記録を用いたほう

が小さく，また各産次の記録数における不揃いの

程度が大きくなるほど増加する傾向にあった。こ

の影響により， tzおよび誕の SMSEも同様の傾

向がみられた。一方， oi，付および作の SMSE

には，産次数の違いや各産次の記録数における不

、の程度による影響はみられなかった。推定鎮

の真値との差異をみると， oiおよび針は真値(そ

れぞれ 0.80および 0.40)と同様の値となったもの

の，â~ (ま真値 (6.80)よりも約 1%大きくなる傾向

にあり，結果として討も真櫨 (8.00) と比べて僅

かに大きな値となった。在および t2は真値(それ

ぞれ 0.10および 0.15)よりも僅かに小さな(直と

なったが，これは叫が真値よりも僅かに大きな

値となったためである。 SMSEの真値に対する比

は，。:および â~ で 1~2% 程度と小さいのに対

し，産次間で記録数が揃っている場合でも討で

10% 程度 Mでは 20~40% 程度と大きく， また

各産次の記録数が不揃いになるほど顕著であっ

た。

以上の結果から， ojおよびその SMSEは，記録

総数が一定であれば産次数，各康次における記録

数の不揃いの韓度および、記録を持つ個体数による

影響を受けないことが明らかとなった。一方， 03
はいずれの条件下でも過大推定されたが， この原

表1. 記録の総数が一定で，各産次における記録数の割合が異なるときの分散成分の推定値1)

Table 1. Variance components estimated from the different number of records in each parity 

when the total number of records is constantO 

Number RnuamGo beor 
f 
of Number of rεcords Additiv巴 Permanent 

t genetic ~~~'i;;~;;;'~ntal Error variance Phepotypic 
of pantlESrecol.λds m巴achparity 

vanance variance vanance 

2 10: 10 12000・12000 0.799 (0.078) 0.397 (0.100) 6，876 (0.118) 8，071 (0.099) 

10: 5 16000・8000 0.791 (0.079) 0.394 (0.105) 6.887 (0.138) 8.073 (0，104) 

10・2 20000: 4000 0.788 (0.083) 0.425 (0.154) 6.861 (0.157) 8.074 (0.103) 

10 : 1 21800・2200 0.802 (0.076) 0.403 (0.166) 6.877 (0.182) 8.082 (0.106) 

3 10 : 10 : 10 8000: 8000 : 8000 0.808 (0.083) 0.389 (0.075) 6.887 (0，111) 8，084 (0.113) 

10・5:5 12000 : 6000 : 6000 0.791 (0，076) 0.408 (0.092) 6.883 (0.116) 8.082 (0，108) 

10 : 2 : 2 17150: 3425: 3425 0.800 (0.076) 0.402 (0.105) 6.875 (0.131) 8.077 (0.105) 

10 : 1 : 1 20000 : 2000 : 2000 0，792 (0.078) 0.413 (0.126) 6，870 (0.145) 8.075 (0.102) 

1) Square root of mean square errors in parenthesis 

-154 
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表 2 記録の総数が一定で，各産次における記録数の製合が異なるときの遺伝的パラメーターの推定舘j)

Table 2. Genetic parameters estimated from the different number of records in each parity 

when the total number of records is constantU 

Ratio of Number nu~~，;，~; Number of records TL~'L~T~: 目 2numb巴rof ~:U~~~~l~'::'_，\~~V1U" Heritability (h2) Repeatability (t2) t2-h2 
of parities ~~u;~;rd~; in each parity 

2 10 : 10 12000 : 12000 0.099 (0.009) 0.148(0.009) 0.049 (0.012) 

10 : 5 16000 : 8000 0.098 (0.010) 0.147 (0.012) 0.049 (0.013) 

10 : 2 20000 : 4000 0.098 (0.010) 0.150 (0.017) 0.053 (0.019) 

10 : 1 21800 : 2200 0.099 (0.009) 0.149 (0.019) 0.050 (0.021) 

3 10:10:10 8000 : 8000 : 8000 0.100 (0.010) O. 148 (0.007) 0.048 (0.010) 

10 : 5 : 5 12000 : 6000 : 6000 0.098 (0.009) 0.148 (0.009) 0.050 (0.011) 

10 : 2 : 2 17150 : 3425 : 3425 0.099 (0.009) 0.149(0.012) 0.050 (0.013) 

10 : 1 : 1 20000 : 2000 : 2000 0.098 (0.010) 0.149(0.015) 0.051 (0.015) 

1) Square root of mean square errors in parenthesis 

ついては不明である。ただし，過大推定され

た量は僅かであったため，自2 や p~ に影響を及ぼ

すものではなかった。また， oiにおける SMSEの

大きさは引のそれよりも僅かに大きいものの，

康次数の違いや産次に伴う記録数の違いに対する

領向は類似している。記録の総数が一定の場合，

産次ごとの記録数における不揃いの器産が大きく

なると， 1掴体の持つ情報量の平均は減少するが，

f自体数は増加する002のSMSEは， 1個体あたり

の情報量の減少と個体総数の増加が椙殺するた

め，産次に伴う記録数の違いによる影響は小さい

ものと考えられる。一方，â1 ゃ â~ における SMSE

の大きさは，個体数の増加よりも l個体あたりの

情報量の減少による影響を受けており，これは，

両者の推定値間に関連性があることを示している

のかも知れない。さらに，各産次の記録数におけ

る不揃いの程度が大きい場合，複数の産次記録を

持つ儲体数は大きく減少する。これは引を推定

するための情報量の減少を意味しており，。iの
SMSEを増大させる原因の lっと考えられる。ま

た， SMSEの真憶に対する相対的な大きさにおい

て，â; や 01 は δi および ô~ よりも大きくなった

が，各効果の分散における SMSEの絶対的な大

きさに大きな違いはみられなかった。したがって，

各効果の分散における SMSEの真値に対する

の違いは，â~ や δ? の設定値の大きさが併や討よ

りも小さいことが主な理由と考えられる。

初産の個体数が一定で，各産次における記録数

の比率が異なるとき(ケース 2) の分散成分の推

定値における 200反復の平均とそれらの SMSE

を表3に，遺伝的パラメーターの推定値における

200反復の平均とそれらの SMSEを表4に示し

た。分散成分および遺伝的パラメーターの推定平

均には，ケース 1の場合と同様，産次数の違いや

各産次の記録数における不擁いの程度による影響

はみられなかった。しかし，分散成分のすべての

SMSEは， 2産次までの記録よりも 3産次までの

記録を用いたほうが小さく，また各産次の記録数

における不揃いの程度が大きくなるほど増加する

傾向にあった。その結果，遺伝的パラメーターの

SMSEにも同様の傾向がみられた。誰定値の真値

との差異をみると â~ および引は真値とほぼ伺

様の{直となったものの，ケース 1と詞様， tは真

値よりも大きな値となり，結果としてoiも真値

と比べて僅かに大きな値となった。 SMSEの真値

に対する比は，ケース lと間接， O?が他の分散成

分と比べて大幅に大きな値となった。

ケース 2の結果から，個体数が一定でも記録総

数の減少に伴い â~ の SMSE は増加した。このこ

とから， oiのSMSEは記録総数が多いほどソトさ
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表 3. 初産における雌親の頭数が一定で，各産次における記録数の割合が異なるときの分散成分

の推定値1)

Table 3. Variance components estimated from the different number of records in each parity 

when the number of dams in the first parity is constant1) 

Number RU atio beof f NLImb巴rof records Additive Permanent Phenotvoic 
f oarities n立lO(ror in each oarit genetic environmental Error varlancevare1-n ancye pl 
OI parmes r巴cor・ds m eacn parny vanance vanance 

2 10: 10 8000・8000 0.796 (0.098) 0.398 (0.105) 6.882 (0.132) 8.075 (0.116) 

10: 5 8000: 4000 0.794 (0.103) 0.418 (0.143) 6.866 (0.154) 8.078 (0.122) 

10: 2 8000 : 1600 o . 793 (0. 119) 0 . 392 (0.207) 6.893 (0.222) 8.078 (0.126) 

10 : 1 8000: 800 0.800 (0.123) 0.423 (0.277) 6.858 (0.275) 8目080(0.133) 

3 10: 10・10 8000: 8000: 8000 0.793 (0.081) 0.405 (0.074) 6.877 (0.114) 8.075 (0.110) 

10: 5 : 5 8000 : 4000 : 4000 0.797 (0.092) 0.398 (0.107) 6.890 (0.135) 8.084 (0.120) 

10: 2 : 2 8000: 1600: 1600 0.794 (0.108) 0.394 (0.145) 6.890 (0.172) 8.077 (0.126) 

10 : 1 : 1 8000 : 800 : 800 0.797 (0.118) 0.409 (0.183) 6.869 (0.189) 8.076 (0.129) 

J) Square root of mean square errors in parenthesis. 

表 4. 初産における雌親の頭数が一定で，各産次における記録数の割合が異なるときの遺伝的

パラメーターの推定値1l

Table 4. Genetic parameters estimated from the differ巴ntnumber of records in each parity 

when the number of dams in the first parity is constant 1) 

Ratio of 
NumbeT numberof Number of records Efelttab111ty(h2)Repeata13lilty(t2)t2h2 
of parities ~';;;'rd'-'; V"  in each parity 

0.099 (0.012) 0.148 (0.011) 0.049 (0.013) 

0.052 (0.018) 

0.048 (0.026) 

O .052 (0.034) 

0.050 (0.009) 

0.049 (0.013) 

0.049 (0.018) 

0.051 (0.023) 

10 : 10 8000: 8000 

10 : 5 8000・4000 0.098 (0.013) 0.150(0.016) 

10 : 2 8000 : 1600 0.098 (0.014) 0.147(0.024) 

10 : 1 8000: 800 0.099 (0.015) 0.151 (0.032) 

10: 10・10 8000 : 8000 : 8000 0.098 (0.010) 0.148 (0.008) 

10 : 5 : 5 8000 : 4000 : 4000 0.099 (0.011) O. 148 (0.011) 

10 : 2 : 2 8000 : 1600 : 1600 0.098 (0.013) 0.147 (0.017) 

10 : 1 ・1 8000・800:800 0.099 (0.014) 0.149(0.021) 

3 

1l Square root of mean square errors in parenthesis. 

くなると考えられる。一方，各産次の記録数が不

揃いになるほど，。iや併における SMSEの増加

量は，ケース lよりもケース 2のほうが大きくなっ

た。また，ケース 1と同様， oiは真値に対し過大

推定されたものの，自2 や þ~ に影響を及ぼすほど

の大きさではなかった。ケース 2では，各産次の

記録数における不描いの程度の増加により，全産

次の記録を持つ個体数だけではなく記録総数も減

少する O このことがケース lに比べ，。1ゃoiの

SMSEをより大きくする原因であると考えられ

るO

REML法による分散成分の推定値はパラメー

ター空間内に存荘し，推定のための情報量が多い

ほど分散成分の推定精度は高くなる等の科点があ

ρ
h
u
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る9.10)。しかし，記録数が少ない場合や選抜がなさ

れている場合などの条件下では，分散成分の推定

値に偏りの生じる場合が報告されている5.6)。本研

究では，記録総数が一定であっても，各産次にお

ける記録数のばらつきは，。?の SMSEだけでは

なく， oiの SMSEにも影響を与えることが明ら

かとなった。また，永続的環境効果を含むモデル

では，討がやや上方に舗ることが示唆された。し

かし，偏りの程度は小さかったため， このことに

よる作や説への影響は小さいものと考えられた。

REML法は分散成分の推定に用いる記録数が

多いほど，推定精度は高くなることが知られてい

る9.10)。本研究では，産次ごとの記録数の違い(デー

タの構造)が分散成分の推定稽度に与える影響を

調べるため，記録の総数を一定にした場合を想定

するとともに(ケース1)，産次に伴う記録数の減

少の程度が分散成分の推定精度に与える影響につ

いて調べた(ケース 2)ものである。ケース 2の結

果から，産次に伴う記録数の減少は，すべての変

量効果における分散成分の推定精度を低下させる

ことが明らかとなった。現在実施されているわが

国の豚遺伝的能力評儲では， 2007年以降，産子数

の遺伝的パラメーターの推定には子豚登記情報を

加えているため，用いられている記録の多くは初

産次のものである O もし，記録の収集量に労力的

な限界(上限)があったり，コンビューターの能

力を超える記録が収集されるならば，産次ごとの

記録数の差を小さくすることで，より精度の高い

遺伝的パラメーターが推定できると考えられる。

しかし，初産の記録は他の産次に比べて収集しや

すいという違いはあるものの，現段階において記

録の収集量やコンピューターの能力に隈界がある

わけではなし、。ケース lの結果から，データの構

造にかかわらず，記録数が多いほどぱの推定精

度は高くなると予想される。したがって，産次を

関わず，できるだけ多くの記録を収集すること

で，より精度の高い σiの推定値を得ることがで

きると考えられる O

産子数は限性形震で遺伝率が低く，また発育形

質や産肉形質に比べ記録を得るまでの時間が長い

などの理由から，育語改良は独立淘汰等の緩やか

な選抜を中心に行われてきた。しかし， ラン
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ドレース種等の雄系品種では，国際的にも繁殖能

力を改良する気運が高まっており，今後はさらに

より積極的な選抜が行われるであろう。分散成分

の推定には当該集罰における選抜の有無が影響し

ていると考えられている 11)。特に産子数等の繁殖

形質を譲数康次の記録によって選抜する場合，個

体関で記録数のばらつきが大きくなる。そのた

め，今後は産子数に対する選抜と遺伝的パラメー

ターの堆定精度との関係について検討する必要が

あると考えられる。
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E宜ectsof Number of Records in Each Parity on Accuracy of 

Genetic Parameter Estimates for Litter Size at Birth in Pigs 

Masahiro SATOH， Osamu SASAKI and Kazuo ISHII 

National Institute of Livestock and Grassland Science， Tsukuba-shi 305-0901， Japan 

The e百ectsof unequal number of records of litter size at birth in each parity on 

estimates of variance components using REML estimation were assessed by a sto-

chastic computer simulation. One male was randomly mated to ten females and 

each mating produced one male and two females as candidates for selection， as-

suming six generations including a base population without overlap. Two schemes 

were used : total number of records was constant (24，000 records) and total number 

of first-parity dams was constant (8，000 dams) through all generations. The number 

of records was assumed to be in the ratios 10 : 10，10 : 5， 10 : 2 or 10 : 1 in the first and 

second parities or in the ratios 10 : 10 : 10， 10 : 5 : 5， 10: 2 : 2 or 10 : 1 : 1 in the first 

three parities. The heritability and repeatability of litter size at birth were assumed 

to be 0.1 and 0.15， respectively. Mean litter size at birth was increased with a 0.5 in叩

crease in parity as a fixed e妊ect.Two hundred replications were simulated for each 

combination of scheme and ratio of number of records in different parities. For each 

replicate， variance components were estimated， and the means and square root of 

their mean square errors (SMSE) were calculated. When the total number of records 

is constant， the number of parities， variation of number of records in each parity， 

and number of dams with records did not affect estimates of additive genetic vari-

ance and their SMSEs. Error variance estimates were always an upward bias of 

approximately 1%. However， the values of heritability and repeatability were 

slightly affected from error variance estimates because the amount of overestimate 

was small. SMSEs of permanent environmental variance and error variance in-

creased with degree of unequal number of records in each parity. They were more 

accurate using the first three parity records than using first two parity records. 

Jpn. J Swine Science， 46， 3: 152-158 

Key words : variance component estimates， REML， litter size at birth， number of parities 

-158 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

