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1. ご利用にあたって 

1-1. 動作環境 

交配相談システムは PC、モバイル端末(スマートフォン)でご利用いただけます。 

PC、モバイル端末(スマートフォン)にはインターネット接続環境が必要です。 

 

交配相談システムは以下の環境にて動作確認しております。 

【PC】 

CPU Core i5-6500T CPU @2.50GHz 

メモリ 8.00GB 

ストレージ HDD 512GB 

OS Windows10 Professional 64bit 

ブラウザ Chrome バージョン 79.0.3945.117 

ディスプレイ 1,920 × 1,080 

  ＊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。 

 

【モバイル端末(スマートフォン)】 

機種名 AQUOS sense lite 

型番 SH-M05 

CPU Qualcomm® Snapdragon™ 430(MSM8937) 

1.4GHz(クアッドコア)＋1.1GHz（クアッドコア） 

メモリ 3GB 

ROM 32GB 

OS Android 8.0.0 

ディスプレイ 5.0 インチ 解像度 1,080 × 1,920 ドット 
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1-2. 交配相談の概要 

‐ 本情報は、理論上、最適な供用種雄牛を推奨するシステムですが、それらを実際に供用

した場合の結果について、または予測できないコンピュータの障害等で、本情報の記載

内容に不備が生じることによって、利用者が被る一切の損害に対して、その責を本組合

は負わないものとします。 

‐ ホルスタイン登録牛交配相談システムは、牛群検定を実施している農家を対象とし、そ

の中で、登録された雌牛のみ実施します。 

‐ 輸入雌牛、輸入受精卵由来の雌牛、さらに、遺伝評価時期等の関係で、交配相談ができ

ない雌牛が存在することがあります。 

‐ 交配相談の対象となる種雄牛は、日本国内の後代検定を終了し、現在、供用可能な種雄

牛です。また、輸入精液は、TPI 上位 100 または SIC（家畜精液輸入協議会）が精液の

輸入を確認した種雄牛を対象とします。なお、輸入精液の中で、遺伝評価成績等により

交配相談に利用できない場合があります。 

‐ 交配相談の結果は、各雌牛に対して、最適な供用種雄牛 3 頭を上位から順に推奨する

方式で表示します。第 1 から第 3 の推奨種雄牛は、改良を希望する形質または指数の

遺伝評価値を利用して、娘牛の遺伝的能力がもっとも発揮される順になります。 

‐ 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。 
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2. 更新情報 

‐ 2020/02/20 交配相談システム Web アプリケーションをリリース 

‐ 2021/03/19 AI 導入によるお勧め種雄牛リストの追加 

‐ 2021/09/10 前回実行条件の表示機能の追加、交配相談結果共有機能の追加 
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3. 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） 本ソフトウェア及びホルスタイン登録牛交配相談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。 

（３） 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。 

（４） 本ソフトウェアは Chrome にて動作確認を行っております。Chrome 以外の Web ブ

ラウザを使用した結果については保証しておりませんのでご了承ください。 

 

3-1. お問合せ 

住所・担当 〒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 

登録部：後藤裕作 

メールアドレス goto@holstein.jp 

電話番号 ０１１－７００－２８３６ 

ＦＡＸ番号 ０１１－７２６－３１２４ 
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4. 交配相談システム 

4-1. Web アプリケーションのアクセスURL 

交配相談システムを利用するには以下の URL にアクセスします。 

https://kouhai.holstein.or.jp/ 

 

4-2. ログイン画面 

事前に登録されたユーザ名とパスワードを入力し、交配相談システムにログインします。 

 

 

4-2-1. はじめてログインする場合 

メールアドレスと初回パスワードの変更を行う画面が表示されます。 

パスワードの要件に従って入力し、パスワード設定ボタンをクリックします。 
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パスワードの設定が完了すると、再びログイン画面が開きます。 

設定したパスワードを入力してログインをクリックします。 

 

 

ログインに成功すると、交配相談システムのトップメニューに移動します。 
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4-3. トップメニュー画面 

 

 

 

交配相談を実行する画面へ移動します。 

 

 

メニューバーから を選択しても同じことができ

ます。 

 

これまでに実行した交配相談結果の一覧を表示する画面へ移

動します。 

メニューバーから を選択しても同じこと

ができます。 

 

交配相談に関するサポート情報の画面へ移動します。 

 

メニューバーから を選択しても同じことができ

ます。 
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‐ メニューバーの から    

へ移動することができます。 

 

‐ （※ログインしたユーザ名）から へ移動することがで

きます。 

‐ メニューバーの からトップメニューに戻ることができます。 

‐ メニューバーの から交配相談システムをログアウトすることができます。 
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4-4. 交配相談画面 

農場、雌牛、雌牛条件、種雄牛を選択し、交配相談を実行する画面です。 

 

 

4-4-1. 品種選択 

「ホルスタイン」「ジャージー」「ブラウンスイス」から選択します。 

 



交配相談システム 操作マニュアル 

 10 / 44 

Copyright(C)2020 北海道ホルスタイン農業協同組合 All rights reserved 

4-4-2. 農場検索 

農場の をクリックします。 

 
農場一覧の検索画面が表示されます。 

検索条件を入力し、 をクリックします。 

対象の農場が一覧に表示されましたら、 をクリックします。 
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4-4-3. 農場改良情報 

農場を選択後に をクリックすることで、選択した農家の近交係数、各形

質育種価の年次推移を確認することができます。 
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4-4-4. 雌牛検索 

交配相談を実行する雌牛の絞り込みを行います。 

交配相談画面から をクリックすると、雌牛検索の画面が表示されます。 

検索条件を入力し、 をクリックします。 

 

対象の雌牛が一覧に表示されましたら、交配相談を実行したい雌牛の行を選択し、

をクリックします。 
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4-4-5. 雌牛条件選択 

交配相談画面から をクリックすると交配相談の条件となる主要形質や

補助形質を選択する画面が表示されます。 

条件を入力し、 をクリックします。 

 

  



交配相談システム 操作マニュアル 

 14 / 44 

Copyright(C)2020 北海道ホルスタイン農業協同組合 All rights reserved 

4-4-6. 雌牛育種価表示 

雌牛一覧の の列に表示されている番号(例： )をクリックすること

で、雌牛の標準化育種価や過去の体型審査記録を表示することができます。 

この画面から第 2 形質(雌牛ごとの補助形質)を選択する場合は、第 2 形質と重み(%)を入力

して をクリックしてください。 
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4-4-7. 種雄牛選択 

交配相談を実行する種雄牛を選択します。 

交配相談画面から をクリックすると、種雄牛選択の画面が表示されます。 

この画面からは以下の操作ができます。 

‐ 種雄牛の検索画面への移動 

‐ 事前に登録したお気に入りからの種雄牛選択 

‐ 選択した種雄牛のお気に入り登録 

‐ 登録されているお勧めからの種雄牛選択 

種雄牛検索の画面へ移動する場合は をクリックします。 
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4-4-8. 種雄牛検索 

交配相談を実行する種雄牛を検索する画面です。 

検索条件を入力して をクリックすることで、種雄牛が一覧に表示されます。 

 

一覧に表示された種雄牛を選択し、 をクリックします。 
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種雄牛選択の画面に戻り、選択した種雄牛が一覧に表示された状態となります。 
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4-4-9. 種雄牛詳細 

検索結果一覧の の列に表示されている略符号(例： )をクリックするこ

とで、種雄牛の詳細情報を表示することができます。 
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4-4-10. お気に入り呼出 

以前に登録したお気に入りの種雄牛を選択したい場合は をクリック

します。 

 

 

選択種雄牛の一覧に反映されます。 
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4-4-11. お気に入り登録 

選択した種雄牛を次回以降の交配相談時にも利用したい場合は をク

リックし、お気に入り種雄牛一覧として登録しておくことができます。 
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4-4-12. お勧め呼出 

登録されているお勧めの種雄牛を選択したい場合は をクリックします。 

 

 

選択種雄牛の一覧に反映されます。 
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4-4-13. 交配相談実行 

「品種」「農場」「雌牛」「雌牛条件」「種雄牛」のすべてが選択されている状態であれば、交

配相談実行のボタンがクリックできる状態となります。 

クリックし、交配相談を実行します。 

 

・クリックできる状態 

 

 

・クリックできない状態 

選択していない項目がないか確認してください。 
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4-4-14. 前回実行条件の表示機能について 

交配相談画面を開いたとき、または「品種」を選択したときに、前回交配相談を実行したと

きに選択していた種雄牛が自動的に表示されます。 

前回条件は直近の相談実行時の条件のみ適用されるため、「品種」＝ホルスタインで交配相

談実行したあと、「品種」＝ジャージーを選択した場合は、種雄牛の自動表示は行われませ

ん。（前回条件としてホルスタイン用の種雄牛を保持している為） 

また「農場」を選択したとき、該当の農場で前回交配相談を実行した際に設定していた「雌

牛条件」が自動的に表示されます。 
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4-5. 交配相談結果画面 

交配相談の結果を確認し、帳票印刷や CSV 出力を実行する画面です。 

 

 

4-5-1. 件名の追加・更新 

実行された交配相談結果に好きな名前を付けておくことができます。 

以下の件名の欄に入力し、 をクリックしてください。 
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4-5-2. 選択種雄牛一覧 

交配相談実行時の選択種雄牛を表示させることができます。 

をクリックします。 
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4-5-3. 帳票印刷 

交配相談結果画面の をクリックします。 

ステージ選択の画面が表示されます。 

特定のステージを選択することで、帳票に出力する雌牛を絞り込むことができます。 

選択後は をクリックします。 

 

 

帳票 PDF の画面が表示されます。 
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プリンターで印刷したい場合 

ブラウザ右上に表示されるプリンターのアイコン( )をクリックします。 

で出力するプリンターを選択し、 をクリックします。 

 

 

PDF ファイルとして保存したい場合 

ブラウザ右上に表示されるプリンターのアイコン( )をクリックします。 

で「PDF に保存」を選択し、 をクリックします。 
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4-5-4. 雌牛ごとの印刷 

雌牛ごとの登録番号の右に表示されているアイコン をクリックします。 

確認画面が表示されるので をクリックします。 

 

 

雌牛ごとの帳票 PDF の画面が表示されます。 

 

プリンターで印刷したい場合、PDF ファイルとして保存したい場合は「帳票印刷」を参照

してください。 
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4-5-5. CSV 出力 

交配相談結果画面の をクリックします。 

ステージ選択の画面が表示されます。 

特定のステージを選択することで、帳票に出力する雌牛を絞り込むことができます。 

選択後は をクリックします。 

 

 

画面下部にて CSV ファイルの出力が確認できます。 
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ブラウザの設定によっては以下のファイル保存先ダイアログが表示されます。 

保存先を選択して「保存」をクリックします。 
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4-5-6. 結果共有 

交配相談結果画面の をクリックします。 

共有用 URL 画面が表示されます。 

共有 URL はこの共有用 URL 画面以外では参照できない為、画面を閉じる前に表示された

URL をコピーしてメモ帳に貼り付ける等、任意の方法で保存してください。 

 

表示された共有 URL にアクセスすることで、交配相談システムのユーザでは無いどなた

でも交配相談結果を参照できます。 

通常、交配相談結果は交配相談を行ったユーザ以外は参照できませんが、この結果共有機

能を使用することで、交配相談結果を共有することが出来ます。 

画面に表示された URL を共有したい相手にメール等で送付し、参照してもらう事を想定

しています。 

共有 URL は画面に URL が表示された時点から 7 日間のみ有効です。それ以降にアクセス

した場合は有効期限切れとなり交配相談結果を参照できなくなります。 

再度結果共有をしたい場合は、改めて「結果共有」をクリックし新しい共有 URL を表示

し、その URL を利用することで結果共有が可能になります。 
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4-6. 交配相談結果画面（モバイル） 

モバイル端末ではモバイル用の交配相談結果画面が表示されます。 

交配相談条件            推奨種雄牛 

    

    雌牛詳細情報( で表示)       推奨種雄牛別詳細情報( で表示) 

     



交配相談システム 操作マニュアル 

 33 / 44 

Copyright(C)2020 北海道ホルスタイン農業協同組合 All rights reserved 

4-7. 交配相談結果一覧画面 

これまでに実行した交配相談結果を一覧で確認できる画面です。 

交配相談結果を確認したい場合、対象をダブルクリックすることで交配相談結果画面を表

示させることができます。 

 

 

複数の結果を画面表示、または CSV 出力したい場合、対象のチェックボックスを選択し、

または をクリックしてください。 
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4-8. 交配相談結果一覧画面（モバイル） 

モバイル端末ではモバイル用の交配相談結果一覧画面が表示されます。 

 

をタップすることで、交配相談結果を表示することができます。 

をタップすることで、交配相談実行時の条件を表示することができます。 
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4-9. 種雄牛お気に入りマスタ画面 

本機能では、ユーザが交配相談時に登録した種雄牛のお気に入り一覧を確認・整理すること

ができます。 

4-9-1. 一覧画面 

 

4-9-2. 編集画面 

お気に入り名の変更、不要な種雄牛の削除、お気に入り自体の削除が可能です。 
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4-10. 独自指数マスタ画面 

本機能では、ユーザが改良したい指数形質を好みの割合で設定し、独自の指数形質を作成す

ることができます。作成した独自指数は交配相談時に形質の条件として利用可能です。 

4-10-1. 一覧 

 

4-10-2. 追加 
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4-11. 精液価格マスタ画面 

本機能では、種雄牛に対してユーザ独自の精液価格を設定することができます。 

精液価格を設定しておくことで、種雄牛検索画面の検索の絞り込み条件として利用するこ

とが可能です。 

4-11-1. 一覧 

 

4-11-2. 追加 

「種雄牛検索」をクリックします 
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検索条件を入力し、「検索」をクリックします。 

検索結果から種雄牛を選択します。 

 

 

価格を設定し、「確定」をクリックします。 
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4-12. サポート情報 

本操作マニュアル、改良のサポート情報などを PDF ファイルとしてダウンロードすること

ができます。 
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4-13. ユーザ情報変更 

ユーザのメールアドレス、パスワードを変更することができます。 

メニューバーより をクリックします。 

 

メールアドレス、パスワードを入力し、 をクリックします。 
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4-14. ログアウト 

交配相談システムからログアウトすることができます。 

ログアウト後はログイン画面に移動します。 
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5. 付録 

5-1. ブラウザで「ポップアップがブロックされました」が表示された場合 

複数件の交配相談結果表示や交配相談結果 CSV 出力を同時に行うと、ブラウザの URL 表

示部にポップアップがブロックされた旨のアイコンやメッセージが表示されます。 

その場合、ポップアップブロックのアイコンをクリックし、以下の画面のように「ポップア

ップとリダイレクトを常に許可する」を選択し、「完了」をクリックしてください。 

 

  

交配相談システムのＵＲＬ 

交配相談システムのＵＲＬ 
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5-2. パスワードを忘れてしまった場合 

交配相談システムでお使いのユーザ名に対してメールアドレスを登録されている場合、パ

スワード再設定の案内をメールで受信することが可能です。以下、手順となります。 

 

ログイン画面にある「パスワードを忘れた方はこちら」をクリックします。 

 

交配相談システムでお使いのユーザ名を入力し、「送信」をクリックします。 

 
 

登録していたメールアドレスにパスワードリセット用の URL が送信されます。 

 

 

ご利用のメールアドレス宛に「【交配相談システム】パスワード再設定のご案内」のメール
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が届いていることを確認し、メール本文中の「パスワード再設定 URL」をクリックします。 

 

パスワード再設定画面に移動します。 

新たなパスワードを入力し、「パスワード変更」をクリックします。 

 

パスワード変更が完了すると、ログイン画面に移動します。 

新たなパスワードを入力し、ログインできることを確認します。 

 

 


