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バイオマーカー解析技術を活用した肉用牛枝肉形質の生体評価手法の確立事業

現在：経験(暗黙知)に基づく肉用牛生産

肉用牛生産農家の期待：

肥育素牛の持つ産肉形質の能力を十分発揮できる適切な

飼養管理を行い、安定的に肉用牛の生産をしたい。

背景

国の施策：生産性や収益性の向上を通じた肉用牛生産基盤の強化
「酪農及び肉用牛生産の近代化を図るための基本方針」（農林水産省、平成27年3月）「食料・農業・農村基本計画」（農林水産省、平成27年3月）より

研究成果の畜産現場への普及・波及効果
肉用牛の生産性向上 ・ 畜産経営の安定化 ・ 畜産業界の活性化

達成目標： 科学的根拠に基づく肉用牛生産方法の確立と全国普及に向けた取組の実施

バイオマーカータンパク質を利用し、肥育中に肉用牛の産肉能力を生体評価する手法の確立

タンパク質の同時多項目定量解析方法
(定量プロテオミクスSWATH法)の確立

従来の統計解析手法及び
AIの機械学習から、肉用
牛産肉形質を生体評価す
る予測モデル式を作成

生体評価用
ビッグデータの基盤構築

肉用牛産肉形質の予測
モデル式の発見・同定

補完

研究開発

肉用牛の血清１μlから
質量分析により種々の
バイオマーカータンパ
ク質を同時定量解析
する方法を開発

肉用牛の出荷時の枝
肉形質情報と肥育期
間中の血清バイオ
マーカータンパク質
の定量情報を蓄積

はじめに 日本の肉用牛生産の競争力を強化するためには、畜産の収益性の向上と肉用牛生産基盤の
強化を図ることが優先課題の一つとなっています。しかしながら、肉用牛生産現場で個体

の肥育状況を把握する科学的根拠（形式知）となる管理指標は充分に確立されておらず、各肥育農家は長
年の経験（暗黙知）によって農業経営を行なっているため、安定した肉用牛生産経営とはなっていないの
が現状です。近畿大学を実施主体とする研究グループは参画機関（和歌山大学、岐阜県畜産研究所、鳥取
県畜産試験場、宮城県畜産試験場）の協力を得て、平成２８－３０年度に日本中央競馬会畜産振興事業
「バイオマーカー解析技術を活用した肉用牛枝肉形質の生体評価手法の確立事業」を実施しました。本
ニュースレターではその事業成果とともに、畜産分野への生体バイオマーカー解析技術の応用とその可能
性について紹介します。

どうかな？



肥育期間中の血清バイオマーカータンパク質情報の解析によ
り、ウシ血清中には血清生化学値と高い相関性を示すタンパク
質や（図２）、遺伝的背景や環境効果を反映するタンパク質が
（図３、図４）、多数含まれることが明らかとなりました。
まず、血清中タンパク質と各種血液生化学検査値の相関分析

および動態解析では、アポリポタンパク質Ａ１とＣ３の濃度は、
血中総コレステロール濃度と高い相関を示しました（図２）。
この様に、肥育期間中の個体の生理状態を反映する血清タンパ
ク質が認められたことから、肥育期間中に肉用牛の産肉形質が
形成される産肉生理状態は血清バイオマーカータンパク質情報
から生体評価することが可能であると考えられます。
また、主成分分析の結果から、ウシ血清中の種々なタンパク

質の量は遺伝的背景や環境効果を反映していることが示唆され
ました（図３と図４）。牛個体群17頭のタンパク質測定データ
を主成分分析した結果では、第１主成分（ＰＣ１）は遺伝的背
景、ＰＣ２は農家の違いを反映していました（図３）。
さらに、同一農家の牛個体群10頭の10～28ヶ月齢のタンパク

質測定データの主成分分析により、月齢の変化・肥育の進行に
伴なって血中タンパク質量が変動することが示唆されました
（図４）。

ウシ血清中タンパク質の多項目同時定量解析方法(SWATH法)の
確立と生体評価用ビッグデータの基盤構築

質量分析SWATH法を用いて、１回
のアッセイ（約３時間）で１μlのウシ
血清から多項目（135種類）のタンパ
ク質を同時に定量解析する方法を確立
しました。解析対象の135種類のタン
パク質をその生物学的機能で大別する
と図１のようになりました。
アルブミン（複合系に分類）やグロ

ブリン（免疫系に分類）の他に、脂質
輸送に関連するアポリポタンパク質や
ビタミン輸送タンパク質，ホルモンや
脂質代謝調節および細胞分化に関与す
るタンパク質等も含まれていました。
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研究成果

図１ SWATH法によって定量される血清中タンパク質の機能分類

図２ 血中アポリポタンパク質濃度と
総コレステロール濃度の動態

① アポリポタンパク質Ａ１

② アポリポタンパク質Ｃ３

図３ 血清バイオマーカータンパク質の
主成分分析結果①（ＰＣ１と２）

図４ 血清バイオマーカータンパク質の
主成分分析結果②（ＰＣ２と３）

岐阜県
解析結果より

これらの結果から、ウシ血清中の種々のタンパク質が遺伝的背景や肥育期間中の生理状態を反映している
ことが明らかとなり、タンパク質測定データに基づく個々のウシの生体評価の可能性が示されました。
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研究成果

研究成果

鳥取県
解析結果より

宮城県
解析結果より

図８ 通常肥育と早期肥育のウシ個体群におけるタンパク質の動態

肉用牛産肉形質の予測モデル式の作成

早期肥育体系における血清タンパク質の動態の調査

通常肥育と早期肥育のウシ
個体群の間で、血清中タンパ
ク質の量を比較したところ、
34種類のタンパク質に差が確
認され（P<0.01）、その内輸
送系のタンパク質は６種類で
した（図８）。
脂質輸送に関連するアポリ

ポタンパク質３種類は、早期
肥育によって増加時期が前倒
しになっていました。鉄やビ
タミン類輸送に関与するヘモ
ペキシン，トランスサイレチ
ン，アファミンは、早期肥育
と通常肥育の間で異なる量・
動態を示しました。このこと
から、これらのタンパク質が
関与する生理機能は早期肥育
の影響を受けている可能性が
示されました。

図５ タンパク質の値を用いた重回帰分析による
枝肉形質の予測モデル式の作成結果

（ロース芯面積、バラの厚さ）（計35頭）

図６ タンパク質の変化量を用いた重回帰分析による
枝肉形質の予測モデル式の作成結果

（枝肉重量、ＢＭＳナンバー） （計35頭）

図７ タンパク質の値を用いた重回帰分析による
脂肪酸含有割合の予測モデル式の作成結果

機械学習の一種であるLASSO分析（※）を利用した
重回帰分析により、産肉形質の予測モデル式を作成
しました。ロース芯面積はタンパク質項目４種類の
値、バラの厚さではタンパク質項目５種類の値を用
いた重回帰式（予測モデル式）が得られました（図
５）。枝肉重量とBMSナンバーについては、それぞ
れタンパク質２種類，６種類の変化量を用いた予測
モデル式が得られました（図６）。さらに、食味と
深く関連する脂肪の質の１つであるオレイン酸含有
割合の予測モデル式も得られました（図７）。いず
れも予測値と実測値の間には高い正の相関がありま
した。現在これらモデル式の他地域への適用や予測
精度について検証しています。
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枝肉重量 BMSナンバーロース芯面積 バラの厚さ

※ LASSO：機械学習の計算手法の一つで、過学習を防ぐため「要

素のなかで真に効果を持つパラメーターは少数である」という仮

定のもと、パラメーターの絶対値の和を小さくするという条件を

課す（正則化する）ことで高速に最適解を得ようとする解析法。

タンパク質項目：４種類 タンパク質項目：５種類 タンパク質項目：２種類 タンパク質項目：６種類
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開催日・場所：2019年1月28日(月）東京、2019年2月1日(金）大阪
参加者：のべ 8機関 31名

研究交流会開催報告

本事業の研究成果に関する研究交流会を東京
と大阪で開催しました。大学や県畜産試験場な
どのべ8機関からのべ31名が参加し、研究成果
報告ならびに今後の研究の展開と現場実装に関
する活発な意見交換が行なわれました。
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将来の展望

今後の展開として、血清バイオ
マーカータンパク質の情報を基盤
とした肉用牛の産肉形質を肥育期
間中に生体評価する技術を現場実
装するために、ＡＩを用いた機械
学習や深層学習による生体評価法
の検証を積み重ね、同時に血清バ
イオマーカータンパク質の機能と
動態のデジタル解析情報に基づい
た、飼養管理制御による新しい肥
育方法の開発を進める計画です。
これら技術の現場普及から、
「データ駆動型スマート肉用牛肥
育システム」の確立につなげたい
と考えています。
本システムの具体的な現場実装

イメージは右図の通りです。肥育
期間中に採取した血液サンプルを
検査機関に送付し、ＡＩによる生
体評価結果を検査結果として肥育
農家に返します。検査結果が良好
な場合は飼養管理方法を変更せず
に継続、検査結果が良好でなかっ
た場合は早期出荷や飼養管理の変
更等の選択肢を提示します。
最終的にはこのような取り組み

を通じて、現在の経験（暗黙知）
に基づく肉用牛生産から科学的根
拠（形式知）に基づく肉用牛生産
への転換を後押しし、Society5.0
時代の新しい畜産経営を提言する
ことを目標としています。

※ 将来は同技術を全国に普及したいと考えております。是非ご意見等を下記お問い合わせ先にお寄せください。


