
第２．５．５．４版（平成２７年３月）

（社）日本ホルスタイン登録協会北海道支局

ホルスタイン登録牛近交回避システム

操作マニュアル



ご使用にあたっては下記の「動作環境」、「商標について」をご一読下さい。

１．動作環境

以下の環境にて動作確認しております。

OS WindowsXP、WindowsNT、Windows2000
CPU PentiumIII800MHz以上
メモリ 256MB以上
画面解像度 1024×768以上
＊その他、エクセルによる結果表示を利用する場合は、エクセルソフトが必要です。

２ 商標について

＊

＊

＊

＊

＊

３ 更新情報

Oct-08

（Windows98における動作確認を廃止）

Oct-10 近交回避対象種雄牛リストを複数のファイルに保存できるようにしました。

・総合指数の近交退化量

・乳代効果（および総合指数）のパーセンタイル順位

Mar-12 メニュー画面のレイアウトを変更しました。

前回送付分の選択種雄牛リストを利用できるようにしました。

システムを起動したときに、データファイルをチェックする機能を追加しまし
た。

農家ごとに近交回避システムを複製できる機能を追加しました。

各種雄牛の次世代の近交係数と評価値の成績ごとに種雄牛を選択する機
能（種雄牛選定システム）を追加しました。

－－ ご利用にあたって －－

その他の会社名、製品名は、各会社の商標または登録商標です。本書の説明および所有
者の権利のために使用されます。この使用によって所有者の権利を侵害するものではありま
せん。

Delphiは米国Borland Software Corporationの商標です。

すべてのBorland製品は、米国Borland Software Corporationの米国における商標または登
録商品です。

Microsoft、Windows、Windows NTは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国
における登録商標です。

PentiumはIntel Corporationの登録商標です。

結果表示のオプションを追加しました。

結果種雄牛リストの表示順を略符号・総合指数・乳代効果・次世代近交係
数のいずれかを選択できるようにしました。

結果種雄牛リストで国内種雄牛と輸入精液を別々に表示できるようにしまし
た。
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Oct-12 メニュー画面のレイアウトを変更しました。

複数農家の複製システムを作れるようにしました。

Mar-13 ジャージー種およびブラウンスイス種の情報を追加しました。

Jan-15 種雄牛選択画面に種雄牛の名号で検索できる機能を追加しました。

４ おことわり

（１） 本書の内容に関しては、将来予告なしに変更することがあります。

（２）

（３）

５ ご不明な点がありましたら下記まで問合せください。

『問合せ先』

〒００１－８５５５

札幌市北区北１５条西５丁目

北海道ホルスタイン農業協同組合

改良部改良課：後藤裕作

Mail：goto@holstein.jp

Tel:：０１１－７００－２８３６

Fax：０１１－７２６－３１２４

Copyright(C)2014（一社）日本ホルスタイン登録協会北海道支局 All rights reserved

本ソフトウェア及びホルスタイン登録牛近交回避システム操作マニュアルを運用した結果の
影響については、一切責任を負いかねますのでご了承ください。

本ソフトウェア及び使用説明書の一部又は全部を無断で複写、複製、改変、引用、転載、配
布することはできません。

未経産牛（あるいは本牛が評価成績を持たない場合）は、PAのパーセンタ
イル順位を記載するようにしました。

CSV形式結果ファイルの種雄牛リストを１頭１セルに記載するようにしました。

複数農家の印刷イメージで種雄牛リストと近交回避リストを農家ごとに表示
できるようにしました。

複数農家のCSV形式結果ファイルでは、種雄牛リストを１回のみ記載するよ
うにしました。

近交係数上限の設定を５％から７％まで０.２％間隔に変更しました（初期値
は、６.２５％）。
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ホルスタイン登録牛交配相談システムの操作手順

『操作：１』 送付されたＣＤ－ＲＯＭをパソコンにＳＥＴして下さい。 P04

『操作：２』 近交回避システムを利用する農家を選択して下さい。

（１） 農家選択 P06

（２） 近交回避システムの複製 P07

『操作：３』 表示条件を選択して下さい。 P09

『操作：４』 種雄牛を選択して下さい。 P10

『操作：５』 表示方法を選択して下さい。 P18

（１） 印刷用画面 P19

（２） 編集用画面 P21

『操作：６』 「終了」を押下してシステムを終了して下さい。 P22

『問合せ用紙』 P23
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メニュー画面（１）

操作１ CD-ROMをセットすると、自動的にメニュー画面が起動します

＊自動的に起動しない場合は、CD-ROMの中にある“kinkai2330.exe”をダブルクリックしてください

操作２
農家選択

操作３
リスト表示選択

操作４
種雄牛選択

操作５
結果表示

操作６
終了

起動の際、前回送付分の種雄牛リストが

ある場合は、バックアップ後、更新されます。

前回の選択種雄牛リストの中で、今回の
システムで対象外となった種雄牛が画面に
表示されます

前回の後代検定候補種雄牛は、すべてリスト
から削除されます
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メニュー画面（２．ジャージー種およびブラウンスイス種）

＊ ジャージー種およびブラウンスイス種は、遺伝評価値が公表されていないので、評価成績による種
雄牛選択や近交退化量、パーセンタイル順位の表示はできません。

ジャージー種またはブラウンスイス種を飼養
している農家を選択すると、品種選択のボッ
クスが開きます

品種のボタンをクリックすると、該当品種の画面に変わります
後の操作は、ホルスタイン種と同様です
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農家選択

＊ “農家コード”・“氏名”をクリックすると並べ替えられます

次頁へ

近交種雄牛のリストを作成する農家を選択してください

（複数の農家を選択することもできます）

農家ごとにシステムを複製します

システムの複製は、１戸ずつ行います
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近交回避システムの複製

指定したフォルダ内に、「近交回避複製」フォルダが生成され、 システムのコピーが保存されます

フォルダ内のすべてのファイルおよび dataフォルダをCD-Rに収録してお使いください

その他のメディア（フラッシュメモリーなど）をご利用の場合は、Kinkai2330.exeを実行して下さい

指定したフォルダにシステム

のコピーが存在する場合は、

システムプログラムのみで約４MBあるため

フロッピーディスクには保存できません

システムのコピーを保存する

フォルダを指定します
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近交回避システムの複製（補）

CD-Rへの書き込みは、各自お使いのライティングソフトをご利用ください

「近交回避複製」フォルダ内のすべてのファイル
およびdataフォルダをCD-Rに書き込んでください

フラッシュメモリー等

をご利用の場合は、
Kinkai2330.exeを
実行してください
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条件選択

雌牛ごとに近交種雄牛を表示するか

種雄牛ごとに近交雌牛を表示するか
選択してください

リストする組合せの近交係数（％）の上限または下限を選択してください

近親交配になる組合せをリストしたい場合は“以上”を、 近親交配に

ならない組合せをリストしたい場合は“未満” を選択してください

該当牛がいない牛を表示しない
場合チェックを入れてください

表示項目、雌牛の表示順、種雄牛の表示順と国内種雄牛・海外種雄牛を
分けて表示するか、一緒に表示するかを選択してください
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種雄牛選択（１）：種雄牛選定システム（１）

＊ 詳細な使用方法は、このCD-ROMに同梱されている「種雄牛選定システムマニュアル」

を参照してください。

近交回避システムに戻る場合は、 を押して下さい

を押すと、

近交回避システム用の種雄牛選定システムが
起動します

種雄牛を選定する条件を絞り込んで、 を 押して下さい（次頁参照）
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種雄牛選択（２）：種雄牛選定システム（２）

＊ “略符号”、“雌牛頭数”または各形質ごとに並べ替えられます

を押すと、すべての該当種雄牛が保存されます

何頭かの種雄牛を選択して保存したい場合は、必要な種雄牛を選択して

を押して下さい （次頁参照）

選定条件を変更する場合は、 を押して下さい

11



種雄牛選択（３）：種雄牛選定システム（３）

選択した種雄牛を するか、 かを選択し、

別の条件で種雄牛選定システムを実行する場合は を、

種雄牛選定システムを終了する場合は

を押してください

または を押すと、

処理選択画面が開きます
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種雄牛選択（４）：種雄牛選定システム（４）

種雄牛の略符号をダブルクリックすると、

次世代の近交係数の分布が表示されます
（登録団体ごとに集計しています）
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種雄牛選択（５）

＊ “略符号”・“名号”をクリックすると並べ替えられます

を押すと、

種雄牛選択画面が開きます

供用を考えている種雄牛を選択して

を押して下さい

右側の枠に、選択した種雄牛が表示されます
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種雄牛選択（６）

枠の中に半角のカタカナ・アルファベット
・数字を入力すると、その文字が名号に
含まれる種雄牛がリストアップされます
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種雄牛選択（７）

選択が完了したら、 を押して下さい

・選択した種雄牛をすべて削除したい場合

最初から選び直したいときは、 を押して再度選択して下さい

・選択した種雄牛から削除したい種雄牛がいる場合

削除したい種雄牛をクリックして青色反転させ、 を押して下さい
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種雄牛選択（８）

＊ “略符号”・“名号”をクリックすると並べ替えられます

を押すと、

現在選択されている種雄牛が表示されます
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種雄牛選択（９）

を押すと、

指定したフォルダに種雄牛リストが保存

を押すと保存されている種雄牛リストを呼び出します
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結果の表示

印刷用画面

編集用画面

を押すと、

印刷する場合と同じイメージで

を押すと

結果がエクセルに取り込まれて

表示されます

エクセルファイルで保存することで
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印刷用画面（１）

総ページ数 を確認して、印刷ボタン を押して下さい
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印刷用画面（２）

選択種雄牛の一覧

雌牛ごとの種雄牛リスト

種雄牛ごとの雌牛リスト

選択種雄牛の一覧は、結果

のはじめにかならず表示さ
れます

以降のリストでは、近親交配

になる組合せか、ならない

組合わせかを注意してくだ
さい

雌牛ごとの種雄牛リストは、

他に雌牛の名号や近交係数
を追加表示することもできます

また、左のリストから生年月日

産子の近交係数をはずして
表示することもできます

左に表示した種雄牛ごとの

雌牛リストは、雌牛を拡大４桁
で示していますが、登録番号
（１０桁）でも表示できます
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編集用画面

編集用画面は、

タイトル・バージョン・データ送付年月・印刷年月
↓

選択種雄牛一覧
↓

農場コード・氏名・表示条件に沿った雌牛または種雄牛リスト

の順に表示されます

テキストファイルをエクセルで表示したものなので、エクセル形式で保存し直した後、
お好みのレイアウトに変更して印刷してください
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終了

選択種雄牛を変更した場合は、次のようなメッセージが表示されます

今回、最後に使用した種雄牛の一覧を保存するかどうかを選択して下さい

＊ で終了させると種雄牛の一覧を保存しませんのでご注意下さい

を押すと、このマニュアルが開きます
（＊AcrobatReaderが必要です）

を押すと、近交回避システムが終了します
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FAX 送付先 ： ０１１－７２６－３１２４ 『改良部改良課宛』

送信日： 年 月 日

：

：

：

：

：

（内 容）

（システムが稼動しない場合ご記入下さい）

機種名

OS

CPU

メモリ

ホルスタイン登録牛近交回避システムの問合せ用紙

E－ｍail

(社)日本ホルスタイン登録協会北海道支局（TEL ０１１-７００-２８３６・電算課・改良課）

所 属

お名前

電 話

F A X
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