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独立行政法人家畜改良センター 平成１３年度業務実績評価シート

〔中期目標・中期計画の各項目ごとの評価〕 （◎大項目、○中項目、◇小項目、□細項目、△微項目、▽微細項目）

中期目標項目 中期計画項目 年度計画項目 評価指標及び評価の方法等 事 業 年 度 報 告 評価結果

第２ 業務運営の効率化に関 第１ 業務運営の効率化に関 第１ 業務運営の効率化に関 ◎業務運営の効率化

する事項 する目標を達成するためと する目標を達成するためと 指標＝各中項目の評価点数 ○業務対象の重点化 ２点 A

るべき措置 るべき措置 の合計 ○業務運営の効率化 ２点

○他機関との連携 ２点

各中項目の評価点数の

区分は以下のとおりと 合計 ６点

する。

Ａ評価：２点、Ｂ評価

：１点、Ｃ評価：０点

Ａ：６点

Ｂ：３点以上６点未満

Ｃ：３点未満

上記の評価結果を踏まえ

つつ

・当該評価を行うに至った

経緯や特殊事情

・中期目標や中期計画に記

載されている事項以外の業

績

・それぞれの項目の機関と

しての業務に占める重要性

等の特筆すべき事項等も総

合的に勘案して、評価を行

う。

その際、上記の留意事項

等についても記載すること

、 、とし 必要がある場合には

業務の適正化を図るために

講ずるべき措置を併せて記

載するものとする。

１ 業務対象の重点化 １ 業務対象の重点化 １ 業務対象の重点化 ○業務対象の重点化

農政の基本方針となる 指標＝各小項目の評価点数 ◇家畜の改良増殖 ２点 （各畜種とも、業務の重点化を計画どおり実施） A

「食料・農業・農村基本 の合計 ◇飼料作物種苗の生産 ２点 （増殖対象品種・系統について計画を上回って削減し、重点化）

計画」に即して畜産にお

ける具体的な政策の方針 各小項目の評価点数の 合計 ４点

として平成１２年４月に 区分は以下のとおりと

策定された「酪農及び肉 する。
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用牛生産の近代化を図る Ａ評価：２点、Ｂ評価

ための基本方針 「家 ：１点、Ｃ評価：０点」、

畜改良増殖目標 「鶏」、

の改良増殖目標 及び 飼 Ａ：４点」 「

料増産推進計画」を実現 Ｂ：２点以上４点未満

する上での課題を踏まえ Ｃ：２点未満

て、国民に対して提供す

るサービスその他の業務 当該評価を行うに至った

の質の向上を効率的かつ 経緯や特殊事情、中期目標

効果的に推進するため、 や中期計画に記載されてい

次の業務に関して業務対 る事項以外の業績その他特

象の重点化を図る。 筆すべき事項等を併せて記

載する。

（１）家畜の改良増殖 （１）家畜の改良増殖 （１）家畜の改良増殖 ◇家畜の改良増殖

家畜の改良増殖業務 指標＝各細項目の評価点数 □乳用牛 ２点 （ジャージー種からホルスタイン種への重点化を実施） A

については、家畜の改 の合計 □肉用牛 ２点 （外国種から黒毛和種への重点化を実施）

良を効率的に推進し生 □豚 ２点 （デュロック種の遺伝的能力評価に向けた業務を実施）

産性の向上を図る観点 各細項目の評価点数の □鶏 ２点 （系統造成の重点化を行うための系統数の絞り込みを実施）

から、畜産物の需要動 区分は以下のとおりと

向、家畜の飼養動向等 する。 合計 ８点

を勘案して、乳用牛、 Ａ評価：２点、Ｂ評価

肉用牛、豚及び鶏の４ ：１点、Ｃ評価：０点

畜種に重点化する。

Ａ：８点

Ｂ：４点以上８点未満

Ｃ：４点未満

以下の４つの細項目

については、それぞれ

、各年度の年度計画に

おいて定められている

具体的目標等に照らし

、達成度の評価を行う

ものとする。

【総括】ア 乳用牛について ア 乳用牛 □乳用牛

は、ホルスタイン種 ジャージー種につ Ａ：計画どおり順調に実施 A乳用牛については、ジャージー種の関係者による会議を開催して遺伝的能力評価による改良の推進

業務に移行する準備を進めるとともに、ジャージー種用の施設等を活用して改良規模を大きくする等に重点化し、ジャー いて、種畜の生産・ された

ホルスタイン種への業務の重点化を計画どおり順調に実施した。ジー種については、 配布業務から広域的 Ｂ：概ね計画どおり順調に

種畜の生産・配布か な遺伝的能力評価に 実施された

ら遺伝的能力評価に よる改良の推進業務 Ｃ：計画どおりに実施され 【説明】

基づく改良の推進に に移行する準備を進 なかった ① ジャージー種の遺伝的能力評価実施に向け、学識経験者、県畜産担当者、農業協同組合担当者

移行する。 め、ジャージー種に 及び生産者等と連絡調整会議を開催した。

振り向けていた施設 ② 従来までジャージー種を飼養していた牛舎をホルスタイン種育成牛、乾乳牛及び候補雄牛繋養

等を活用して改良規 場所として活用した。

模を大きくする等ホ ③ 岩手牧場において、ホルスタイン種を担当していた種畜第一課とジャージー種を担当していた
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ルスタイン種への業 種畜第二課を統合して新たに種畜課に整理し、ホルスタイン種の育種業務の比重を高める体制を

務の重点化を図る。 整備した。

④ これらによりホルスタイン種の育種規模は９９７頭から１，２０６頭へ２１％増加した。

【総括】イ 肉用牛について イ 肉用牛 □肉用牛

は、黒毛和種に重点 外国種について、 Ａ：計画どおり順調に実施 A肉用牛については、外国種の育種改良業務を中止し、黒毛和種生産用の受卵牛としての利用するな

ど、黒毛和種への業務の重点化を計画どおり順調に実施した。化し、外国種（アバ 人工授精用精液及び された

ディーン・アンガス 受精卵を確保した上 Ｂ：概ね計画どおり順調に

種及びヘレフォード で育種改良業務を中 実施された 【説明】

種）の改良業務は中 止し、外国種改良に Ｃ：計画どおりに実施され ① １３年度までに外国種の精液７，７７６本、受精卵４７３個を確保し、育種改良業務を中止し

止する。 振り向けていた施設 なかった た。

等を活用して改良規 ② 外国種育種改良用の雌牛のうち、繁殖能力が良好なものについては、黒毛和種生産のための受

模を大きくする等黒 卵牛として供用した。

毛和種への業務の重 ③ 外国種育種改良に用いていた施設は、黒毛和種生産用受卵牛舎として供用した。

点化を図る。 ④ これらの結果、黒毛和種育種事業用雌牛頭数は１４．２％増加した。

【総括】ウ 豚については、系 ウ 豚 □豚

統造成に引き続き取 系統造成は現在造 Ａ：計画どおり順調に実施 A豚については、系統造成途中であるデュロック種第７世代の生産及び能力検定を実施するとともに

遺伝的能力評価の実施に向け、種豚の導入、関係機関等との協議を行うなど計画どおり順調に実施しり組むとともに、広 成途中にある１系統 された

た。域的な遺伝的能力評 について継続して実 Ｂ：概ね計画どおり順調に

価の体制を整備す 施することとし、広 実施された

る。 域的な遺伝能力評価 Ｃ：計画どおりに実施され 【説明】

の業務に重点化を図 なかった ① 系統造成途中にあるデュロック種１系統について、１日平均増体重の改良に重点をおき、ＢＬＵ

。 、 （ ）、るための体制を整備 Ｐ法 を活用した選抜を継続した １３年度においては 第７世代生産のための交配 ６月～８月☆

する。 分娩（９月～１１月 、一次選抜（１１月～１月 、産肉能力検定（１２月～ ）を行い、計画どお） ）

り順調に実施した。

② 遺伝的能力評価の業務体制の整備については、国、都道府県 （独）農業技術研究機構畜産草地、

研究所 （社）日本種豚登録協会等の関係機関・団体と連携して、業務推進の枠組みを決定した。、

また、能力評価用係数の決定及びプログラムの開発等を行い、併せて、生産者説明会を開催（全国

３箇所）し、新しい評価方法の普及に努めるなど１４年度からの遺伝的能力評価の試行に向けた体

制整備を行うとともに広域的な能力評価に必要な基準豚を造成するためデュロック種及び大ヨーク

シャー種の導入を行った。

☆ＢＬＵＰ法

ＢＬＵＰとは、Best Linear Unbiased Prediction の頭文字をとったもので、与えられたデータと

統計モデルのもとで最も正確な評価値を得ることのできる統計的分析手法。ＢＬＵＰ法には統計モデ

ルの中に含まれる個体の種類によりいくつかのモデルがある。

【総括】エ 卵用鶏及び肉用鶏 エ 鶏 □鶏

については、消費・ 消費・流通ニーズ Ａ：計画どおり順調に実施 A鶏については、鶏改良推進中央協議会等の開催や、アンケート調査の実施により消費・流通ニーズ

の把握を行い、これらに対応した系統の造成に重点化を図るため、系統数の絞り込みを行うなど、計流通ニーズに対応し に対応した系統の造 された

画どおり順調に実施した。た系統の造成に重点 成に重点化を図るこ Ｂ：概ね計画どおり順調に

化する。 ととし、系統数の絞 実施された

り込みを行う。 Ｃ：計画どおりに実施され 【説明】

なかった ① 学識経験者、国産鶏生産者、鶏改良機関等の関係者による鶏改良推進中央協議会等を開催した

ほか、流通関係者を含む関係者に対してアンケート調査を行い、消費・流通ニーズの把握に努め

た。

② この結果、強い卵殻、肉斑・血斑の除去、濃い卵殻色、腹腔内脂肪量の低減等々の意見を集約
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したことに加え、具体的な育種目標についても示唆を得た。

③ こうした意見を踏まえ、１３年度においては、卵用鶏の主要系統については、肉斑・血斑及び

卵殻色に着目した赤玉系統２系統並びに卵重等基本性能及び卵殻質に着目した白玉系統２系統の

造成に重点化を図ることとし、外部からの導入により系統の能力の向上を図った。

④ また、肉用鶏の主要系統については腹腔内脂肪量２系統、遅羽性 及び劣性白 に着目した系統☆ ☆

３系統の造成に重点化を図った。

☆速羽性・遅羽性

ふ化直後の鶏の翼羽の生え揃えに要する時間の早晩により、速羽・遅羽と称される。この形質を支

配する遺伝子は、性染色体上にあることから、雌雄鑑別に利用される。

☆劣性白

常染色体上の劣性遺伝子により、鶏の全身の羽が白色になることから、劣性白色と称される。有色

の在来鶏等特有の羽色を維持しつつ産肉・産卵能力等を改良する場合に、劣性白色の高能力鶏が交配

相手として利用される。

【総括】（２）飼料作物種苗の生産 （２）飼料作物種苗の生産 （２）飼料作物種苗の生産 ◇飼料作物種苗の生産

飼料作物種苗の生産 特に重要な品種・系 増殖対象品種・系統 指標＝増殖対象品種・系統 A飼料作物種苗の生産については、需要調査等を基に、増殖対象品種・系統について計画（基準年対

比２％）を上回る基準年対比１３．８％（１８品種・系統）削減し、最新品種・系統に重点化した。業務については、優良 統を除き、飼料作物種 について、能力の高い の削減数（基準年：

品種の普及を促進し飼 苗の増殖期間を国内流 新品種への重点化を図 平成１２年度）

料自給率の向上を図る 通開始から１０年間に るため、飼料作物種苗 Ａ：増殖対象品種・系統の 【説明】

観点から、飼料作物種 限定し、最新の優良品 の需要調査及び新品種 削減率が基準年比に対し ① （社）日本草地畜産種子協会に対して行った需要調査等に基づき、国内流通から１０年以上を

苗の需要動向を踏まえ 種・系統に重点化す 育成状況調査等を基 て年率１.８％以上削減 経過し、置き換え品種が育成されている品種を中心に２２品種・系統を削除した。

て、増殖対象品種・系 る。 に、国内流通開始から し、最新品種・系統に重 ② （独）農業技術研究機構畜産草地研究所に対して行った新品種育成状況調査に基づき、新しく

統を１０％程度削減 １０年以上経過し、置 点化した 育成された４系統を追加した。

し、最新品種・系統に き換え品種が育成され Ｂ：増殖対象品種・系統の

重点化する。 ている品種を中心に１ 削減率が基準年比に対し

８～２０品種・系統の て、年率１％以上１.８％

削除を行うとともに、 未満で、かつ、最新品種

新しく育成された系統 ・系統に重点化した

の追加を行う。 Ｃ：増殖対象品種・系統の

削減率が基準年比に対し

、 、 、て 年率１％未満 又は

重点化しなかった

２ 業務運営の効率化によ ２ 業務実施の効率化 ２ 業務実施の効率化 ○業務運営の効率化

る経費の抑制 指標＝「小項目の項目数× ◇経費の抑制 対象外（平成１４年度以降適用） A

業務運営の効率化によ ２ 満点 に対する 各 ◇日常業務の点検及び見直しによる業務の効率化 ２点」（ ） 「

る経費の抑制について 小項目の点数の合計値 ◇業務の進行管理 ２点」

は、各事業年度の人件費 （合計点）の比率 ◇組織体制の整備 ２点

を除く運営費交付金で行

う事業について、少なく 各小項目の評価点数の 合計 ６点

とも対前年度比で１％抑 区分は以下のとおりと

制する。 する。

Ａ評価：２点、Ｂ評価

１点、Ｃ評価：０点

Ａ：満点×９／１０≦合計
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点

Ｂ：満点×５／１０≦合計

点＜満点×９／１０

Ｃ：合計点＜満点×５／１

０

当該評価を行うに至った

経緯や特殊事情、中期目標

や中期計画に記載されてい

る事項以外の業績その他特

筆すべき事項等を併せて記

載する。

※「◇経費の抑制」につい

ては平成１４年度以降適用

（１）業務運営の効率化に （１）業務運営の効率化に ◇経費の抑制 【平成１４年度以降適用】

よる経費の抑制 よる経費の抑制 指標＝運営費交付金で行う

コンピュータネット コンピューターネッ 事業の経費（人件費を

ワークシステム等を活 トワークシステムを整 除く）についての対前

用して電子化を進める 備して事務処理の電子 年度抑制率

とともに、日常業務の 化・高速化を進めると Ａ：１％以上

点検及び作業体系の見 ともに、事業の効率化 Ｂ：０.７％以上１％未満

直しを行い業務の効率 を推進・検討する組織 Ｃ：０.７％未満

化を図り、各事業年度 を設置し、日常業務の

（ ）の人件費を除く運営費 点検及び作業体系の見 ※平成１４年度以降適用

いて、少なくとも対前 率化を推進しつつ、当

【総括】年度比で１％抑制す 該中期目標の期間中に ◇日常業務の点検及び見直

る。 おける効率化方針をま しによる業務の効率化 A日常業務の点検及び見直しによる業務の効率化については、コンピュータネットワークシステムの

整備を推進するとともに、業務の効率化を検討するために設置した委員会等で検討を行い、効率化にとめる。 Ａ：計画どおり順調に実施

関する方針をまとめるなど計画どおり順調に実施した。された

Ｂ：概ね計画どおり順調に

実施された 【説明】

Ｃ：計画どおりに実施され ① コンピュータネットワークシステムの整備による事務・業務の高速化については、次のとおり

なかった 実施した。

ａ 会計処理関係の諸規程を新たに制定し、これに基づくコンピュータネットワークシステムを

上記小項目について 活用した会計システムを導入することにより、牧場間支払事務が簡素化された。

は、各年度の年度計画 ｂ 全牧場でインターネットに常時接続する方式を採用したことにより、情報の共有化による業

において定められてい 務の迅速化・効率化がさらに進んだ。

る具体的目標等に照ら ｃ ２牧場で庁舎から畜舎等にＬＡＮを整備し、畜舎等の現場でデータの入力を可能としたこと

し、達成度の評価を行 から、事務及び業務の効率化が進んだ。

うものとする。 ② 事業の効率化を推進・検討するため、関係役職員により効率化推進・検討委員会を設置し、家

畜改良センターにおける事務・業務の効率化及び経費の削減を図る具体的方法、効率化へ向けた

職員の意識向上を図るための方策等を検討し、効率化方針をとりまとめた。

③ このほか、日常業務の点検や作業体系の見直しにより業務の効率化に取り組み、高機能な堆肥

（ ）、発酵・乾燥施設の整備による堆肥製造工程の省力化及び堆肥の敷料リサイクル 戻し堆肥利用

肉用牛人工哺乳ロボットの導入による省力管理の推進等をはじめとする効率化を行った。
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【総括】（２）業務の進行管理 （２）業務の進行管理 ◇業務の進行管理

年度計画を確実に実 年度計画に対する業 Ａ：計画どおり順調に実施 A業務の進行管理については、年度計画に対する業務の進行状況を四半期毎に点検・分析を行い、役

員会・牧場長会議等において検討を行うなど、中期目標・中期計画の達成に向けて年度計画を着実に行するため、平成１３ 務の進行状況を四半期 された

実行し、計画どおり順調に実施した。年度から四半期毎に課 ごとに定期的に点検・ Ｂ：概ね計画どおり順調に

題解決の検討を行う 分析し、的確な進行管 実施された

等、業務の進行管理を 理を行い、計画の達成 Ｃ：計画どおりに実施され 【説明】

、 。行う。 を図る。 なかった ① 各牧場及び本所各部からの進行状況に関する報告について 本所において点検・分析を行った

、 （ ）、 （ ）② 分析結果については 非常勤の外部役員を含む牧場長会議 ７月及び２月 役員会 １０月

上記小項目について での検討に反映し、その検討結果を踏まえて計画達成を図るための対応方針としてフィードバッ

は、各年度の年度計画 クを行った。

において定められてい ③ また、これと併せて、進行管理の定式化を図るため、点検手順、報告様式を定めて実行し、様

る具体的目標等に照ら 式については、逐次改善を加えた。

し、達成度の評価を行

うものとする。

【総括】３ 組織体制の整備 ３ 組織体制の整備 ◇組織体制の整備

機動的かつ効率的に業 独立行政法人としての Ａ：計画どおり順調に実施 A組織体制の整備については、本年度当初に家畜改良センター全体で６６課から５８課への整理統合

を行うとともに、技術の高度化及び専門化に対応するため専門役等のスタッフ制を導入し、組織体制務を推進するため、組織 新たな業務への対応を図 された

の整備を計画どおり順調に実施した。を再編する。 りつつ、業務を機動的か Ｂ：概ね計画どおり順調に

つ効率的に実施できるよ 実施された

う、次の組織の見直しを Ｃ：計画どおりに実施され 【説明】

行う。 なかった ① 業務体制の見直しにより牧場における種畜関係課、飼料関係課の統合を行い９課減となった一

（１）業務運営の効率化を （１）本年度当初に全体で 方、独立した機関としての人事関係事務の増加に対応するため新たに人事課をセンター本所に設

図るため、課の統合を ６６課から５８課への 上記小項目について 置し、差し引き８課減となった。

、 、 、 、図る。 整理統合を行い、業務 は、各年度の年度計画 ② 技術の高度化及び専門化に対応するため 技術協力専門役 改良技術専門役 生産技術専門役

運営の効率化を推進す において定められてい 調査役のスタッフ制を導入し、１８名を配置した。

る体制を整備する。 る具体的目標等に照ら

（２）技術の高度化及び専 （２）技術の高度化及び専 し、達成度の評価を行

門化に対応するため、 門化に対応するため、 うものとする。

スタッフ制を導入す スタッフ制を導入す

る。 る。

３ 他機関との連携 ４ 他機関との連携 ４ 他機関との連携 ○他機関との連携

業務を円滑かつ効率的 指標＝各小項目の評価点数 ◇育種改良 ２点（各畜種において会議等を開催し育種計画等を策定） A

に推進するため、行政機 の合計 ◇飼料作物種苗の生産 ２点（飼料作物種子対策会議における増殖計画の策定等）

関、研究機関、民間、大 ◇調査研究 ２点（新規も含め各種研究機関との共同研究を推進）

学等との連携を図る。 各小項目の評価結果の

区分は以下のとおりと 合計 ６点

する。

Ａ評価：２点、Ｂ評価

：１点、Ｃ評価：０点

Ａ：６点

Ｂ：３点以上６点未満

Ｃ：３点未満

当該評価を行うに至った
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経緯や特殊事情、中期目標

や中期計画に記載されてい

る事項以外の業績その他特

筆すべき事項等を併せて記

載する。

以下の３つの小項目

については、それぞれ

、各年度の年度計画に

おいて定められている

具体的目標等に照らし

、達成度の評価を行う

ものとする。

【総括】（１）育種改良業務につい （１）家畜の育種改良業務 ◇育種改良

ては、行政機関、関係 家畜の育種改良業務 Ａ：計画どおり順調に実施 、 A家畜の育種改良業務については 乳用牛及び肉用牛の後代検定事業における選定基準の作成等につ

き、国、都道府県、関係団体、大学、生産者等との連携を図りながら、計画どおり順調に実施した。団体、大学、生産者等 については、乳用牛及 された

と連携を図りながら、 び肉用牛の後代検定事 Ｂ：概ね計画どおり順調に

事業を効率的に実施す 業における選定基準の 実施された 【説明】

る。 作成、家畜の遺伝的能 Ｃ：計画どおりに実施され 家畜の育種改良業務については次のとおり関係機関と連携を図り実施した。

力評価手法の検討、育 なかった ① 乳用牛については、試験研究機関、大学及び関係団体との連携による遺伝的能力評価における

種改良手法に係る技術 技術的課題の検討、国、都道府県、関係団体、生産者等との連携による乳用牛後代検定事業の実

的検討等につき、国、 施に関する検討等を行った。

都道府県、関係団体、 ② 肉用牛については、試験研究機関、大学及び関係団体との連携による遺伝的能力評価における

大学、生産者等との連 技術的課題の検討、国、試験研究機関、関係団体等との連携による肉用牛広域後代検定事業の実

携を図りながら業務を 施に関する検討、国、都道府県、試験研究機関、関係団体、生産者等との連携による新しい肉用

効率的に実施する。 牛改良体制に関する検討等を行った。

③ 豚については、国、都道府県、試験研究機関、関係団体、生産者等との連携による遺伝的能力

評価の技術的課題及び評価実施体制に関する検討、生産者との連携による育種改良に係る利用者

ニーズの検討等を行った。

④ 鶏については、国、都道府県、試験研究機関、関係団体、生産者等との連携による育種改良技

術の検討、生産者との連携による育種改良に係る消費者ニーズの検討等を行った。

⑤ 馬については、国、大学及び関係団体との連携による牽引力などの評価技術手法の検討等を行

った。

⑥ 山羊については、関係団体及び生産者との連携による乳用山羊改良体制構築のための検討等を

行った。

、 、 。⑦ めん羊については 国 関係団体及び生産者との連携による種畜生産供給体制の検討を行った

⑧ ウサギについては、関係団体との連携による種畜生産供給体制の検討等を行った。

⑨ 小型ヤギについては、大学との連携による生理的特性の検討を行った。

⑩ 小型ブタについては、大学、試験研究機関、関係団体、民間等との連携による育種改良方針の

検討等を行った。

【総括】（２）飼料作物種苗の生産 （２）飼料作物種苗の生産 ◇飼料作物種苗の生産

業務については、行政 ・配布 Ａ：計画どおり順調に実施 A飼料作物種苗の生産については、飼料作物種子対策会議において、行政機関、研究機関、関係団体

等から意見を聴取し増殖計画を立てるなど連携を図り、計画どおり順調に実施した。機関、育成機関、関係 飼料作物の生産・配 された

団体等と連携を取り、 布業務については、需 Ｂ：概ね計画どおり順調に

増殖計画を立てる。 要及び新品種育成状況 実施された 【説明】
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の調査、増殖品種及び Ｃ：計画どおりに実施され 飼料作物種苗の生産・配布業務に係る連携については、次のとおり実施した。

栽培面積の決定並びに なかった ① 需要については、都道府県及び関係団体と協力して調査を行い、全国の需要見込み量を把握し

地域適応性等検定試験 た上で効率的な生産・配布を行った。

計画の作成等につき、 ② 新品種育成状況については、研究機関と協力して調査を行い、全国の公的品種育成状況を効率

国、都道府県、関係団 的に把握した。

体等との連携を図りな ③ 増殖品種及び栽培面積の決定については、国、関係団体等との会議において意見を聴取し、政

がら業務を効率的に実 策、需要等に対応した増殖品種及び栽培面積を決定した。

施する。 ④ 地域適応性等検定試験計画の作成については、研究機関と連携し、全国の公的品種育成機関と

の調整を効率的に実施した。

【総括】（３）調査研究業務につい （３）調査研究業務 ◇調査研究

ては、基礎研究成果を 調査研究業務につい Ａ：計画どおり順調に実施 A調査研究については、年度計画にある共同研究２課題を継続実施すると共に、新たな共同研究にも

積極的に取り組み、合計１１課題の共同研究について計画どおり順調に実施した。保有する畜産関係研究 ては、共同研究２課題 された

機関、大学等との連携 （ ＤＮＡ解析技術を Ｂ：概ね計画どおり順調に「

を行う。 利用した家畜、家禽及 実施された 【説明】

び実験動物の改良増殖 Ｃ：計画どおりに実施され ① 調査研究業務の効率的実施のため、他機関との共同研究１１課題に取り組んだ。その内訳は、

のための技術開発（畜 なかった 家畜育種関連技術６課題、繁殖関連技術２課題、飼養管理関連技術２課題、飼料作物育種関連技

産技術協会 「系統 術１課題であり、相手先は政府１、独立行政法人２、大学３、企業団体４であった。）」、

豚Ｌ－01母豚の連産性 ② （独）農業技術研究機構畜産草地研究所と包括的研究協力覚書を締結し、協力体制を強化した

又は肢蹄得点に関わる ほか、関連雑誌等での調査研究業務紹介、学会・研究会合等での情報交換等を通じて、次年度以

ＤＮＡマーカーの策定 降の新規案件の発掘に努めた。

（全農 ）を継続す）」

るとともに、大学、研

究機関等との新たな共

同研究に積極的に取り

組み、効率的な調査研

究を実施する。

第３ 国民に対して提供する 第２ 国民に対して提供する 第２ 国民に対して提供する ◎業務の質の向上

サービスその他の業務の質 サービスその他業務の質の サービスその他の業務の質 指標＝各中項目の評価点数 ○家畜改良及び飼養管理の改善等 ２点 A

の向上に関する事項 向上に関する目標を達成す の向上に関する目標を達成 の合計 ○飼料作物の増殖に必要な種苗の生産及び配布 ２点

るためとるべき措置 するためとるべき措置 ○飼料作物の種苗の検査 ２点

各中項目の評価点数の ○調査研究 １点（初期胚クローン試験での試験未実施）

区分は以下のとおりと ○講習及び指導 ２点

する。 ○家畜改良増殖法及び種苗法に基づく検査等 ２点

Ａ評価：２点、Ｂ評価

：１点、Ｃ評価：０点 合計 １１点

Ａ：１１点以上

Ｂ：６点以上１１点未満

Ｃ：６点未満

上記の評価結果を踏まえ

つつ

・当該評価を行うに至った

経緯や特殊事情

・中期目標や中期計画に記

載されている事項以外の業
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績

・それぞれの項目の機関と

しての業務に占める重要性

等の特筆すべき事項等も総

合的に勘案して、評価を行

う。

その際、上記の留意事項

等についても記載すること

、 、とし 必要がある場合には

業務の適正化を図るために

講ずるべき措置を併せて記

載するものとする。

１ 家畜改良及び飼養管理 １ 家畜改良及び飼養管理 １ 家畜改良及び飼養管理 ○家畜改良及び飼養管理の

の改善等 の改善等 の改善等 改善等 ◇乳用牛の改良 ２点 後代検定の実施 優良種畜の配布 新評価手法の開発を推進 A（ 、 、 ）

急速に進展する国際化 指標＝各小項目の評価点数 ◇肉用牛の改良 ２点（後代検定の実施に向けた取り組み、優良種畜の配布等）

の流れの中で、我が国畜 の合計 ◇豚の改良 ２点（種豚群の造成、優良種畜等の配布等）

産の発展を図っていくた ◇鶏の改良 ２点（ニーズに応じた系統への絞り込みに向けた系統造成、能力評

めには、畜産の生産性の 各小項目の評価結果の 価の実施）

向上及び畜産物の品質の 区分は以下のとおりと ◇馬等の改良 ２点（優良種畜等の配布と遺伝特性の維持・把握、情報の提供）

向上を推進していくこと する。 ◇種畜検査 ２点（検査参加の種畜全頭に対する検査の実施）

が重要な課題となってい Ａ評価：２点、Ｂ評価 ◇家畜の遺伝資源の保存 ２点

る。 ：１点、Ｃ評価：０点 ◇飼養管理の改善 ２点（業務の質・量双方での向上に向けた全場・職員の取り組み）

特に、進展の著しいバ ◇家畜個体識別事業の推進 ２点（ＢＳＥ発生に伴い、計画を早め、前倒しして実施）

イオテクノロジー等の新 Ａ：１７点以上

技術や情報分析技術等を Ｂ：９点以上１７点未満 合計 １８点

家畜の育種改良に導入し Ｃ：９点未満

て家畜の能力向上を図る

とともに、家畜の能力を 当該評価を行うに至った

発揮させるために必要な 経緯や特殊事情、中期目標

飼養管理の改善を推進し や中期計画に記載されてい

ていく必要がある る事項以外の業績その他特

このため 「酪農及び 筆すべき事項等を併せて記、

肉用牛生産の近代化を図 載する。

るための基本方針 「家」、

畜改良増殖目標 及び 鶏」 「

の改良増殖目標」の達成

に資する観点から、家畜

の能力検定・遺伝的能力

評価の推進を図るととも

に、その所有する畜産基

盤を十分に活かして、よ

り効率的な育種改良手法

の開発・実用化・導入に

積極的に取り組みつつ、

家畜改良増殖法（昭和２

５年法律第２０９号）第

３条の４の規定に基づく



- 10 -

優良な種畜、家畜人工授

精用精液及び受精卵の供

給等に努め、特に次の業

務に重点を置いて家畜改

良を進める。

（１）乳用牛 （１）乳用牛 （１）乳用牛 ◇乳用牛の改良

家畜改良増殖目標 指標＝各細項目の評価点数 □ホルスタイン種 ２点（後代検定、遺伝的能力評価、候補種雄牛の生産等を的確に実施） A「 」

の達成に資するため、 の合計 □ジャージー種 ２点（評価手法の検討、遺伝的能力評価に向けた作業を的確に実施）

主要品種であるホルス

タイン種の改良に重点 各細項目の評価結果の 合計 ４点

を置き、後代検定事業 区分は以下のとおりと

の推進、遺伝的能力評 する。

価の実施及び後代検定 Ａ評価：２点、Ｂ評価

【留意事項等】対象種雄牛（以下「候 ：１点、Ｃ評価：０点

（１） 乳用牛の改良業務について、インターブルによる国際能力評価参加を契機に、その評価結果補種雄牛」という ）。

を活用するなどにより、一層の種雄牛選抜業務の効率性を推進するよう努めること。等の生産・供給に取り Ａ：４点

（２） 乳用牛の遺伝的能力評価について、データ処理の効率化を図るため、関連団体との連携強化組む。 Ｂ：２点以上４点未満

を図ること。Ｃ：２点未満

ア ホルスタイン種 ア ホルスタイン種 ア ホルスタイン種 □ホルスタイン種

指標＝各微項目の評価点数 △後代検定事業の円滑な推進 ２点（期待育種価等の見直し、後代検定の実施を実施） A

の合計 △遺伝的能力評価の実施 ２点（年２回の遺伝的能力評価、評価手法の見直しを実施）

△候補種雄牛等の生産・供給 ２点（候補種雄牛、種畜等を生産・配布し、情報を提供）

各微項目の評価結果の

区分は以下のとおりと 合計 ６点

する。

Ａ評価：２点、Ｂ評価

：１点、Ｃ評価：０点

Ａ：６点

Ｂ：３点以上６点未満

Ｃ：３点未満

（ア）後代検定事業の （ア）後代検定事業の （ア）後代検定事業の △後代検定事業の円滑な推

推進 推進 推進 進 ▽後代検定事業の円滑な推進 ２点（定例会議の開催及び国際能力評価に対する検討会議の開催） A

ａ 候補種雄牛の 全国同一基準で 指標＝各微細項目の評価点 ▽期待育種価等の見直し ２点（国内外から最新の遺伝的能力評価成績を収集して検討）

遺伝的能力を全 候補種雄牛の遺伝 数の合計 ▽後代検定の実施 ２点（１８５頭について実施）

国ベースで同一 的能力評価を行う ▽後代検定の年２回の実施 ２点（前期・後期の２回にわたり実施）

基準により評価 後代検定事業を円 各微細項目の評価結果

を行う後代検定 滑に推進すること の区分は以下のとおり 合計 ８点

事業を推進す とし、次のとおり とする。

る。 行う。 Ａ評価：２点、Ｂ評価

：１点、Ｃ評価：０点

Ａ：８点

Ｂ：４点以上８点未満

Ｃ：４点未満
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【総括】ａ 後代検定事業 ａ 学識経験者、 ▽後代検定事業の円滑な推

関係者及び大学 関係団体等の参 進 A後代検定事業の円滑な推進については、必要な定例の会議をすべて開催したほか、国際能力評価に

対する我が国の対応方針を検討する会議を開催するなど計画どおり順調に実施した。等の研究者等の 画を得て 「全 Ａ：計画どおり順調に実施、

参画を得て、後 国後代検定推進 された

代検定事業の円 会議 「後代 Ｂ：概ね計画どおり順調に 【説明】」、

滑な推進を図 検定中央推進会 実施された 学識経験者、関係団体等の参画を得て、下記の会議を開催し、後代検定事業計画の検討、候補種雄

る。 議 等を開催し Ｃ：計画どおりに実施され 牛の選定基準、調整交配頭数の配分等について検討し、事業の円滑な推進を図った。」 、

技術的検討、実 なかった

施計画の検討・ 定期的会議

作成等を行う。 上記微細項目について 候補種雄牛選定基準検討会 （１回）

は、各年度の年度計画 後代検定中央推進会議 （１回）

において定められてい 全国後代検定推進会議 （１回）

る具体的目標等に照ら 後代検定運営協議会 （４回）

し、達成度の評価を行 改良関係団体打合せ会議 （１回）

うものとする。 検定材料娘牛生産調整ブロック会議（５回）

新たに開催した会議

乳用牛改良体制検討会 （４回）

【総括】ｂ 遺伝的能力の ｂ 最新の乳用牛 ▽期待育種価等の見直し

改良の進展を踏 の遺伝的能力評 Ａ：計画どおり順調に実施 A期待育種価等の見直しについては、国内外から最新の遺伝的能力評価成績を収集して見直しを行う

など計画どおり順調に実施した。まえ、候補種雄 価値を基に、候 された

牛を選定する際 補種雄牛の選定 Ｂ：概ね計画どおり順調に

の基準である期 基準について見 実施された 【説明】

待育種価等につ 直しを行う。 Ｃ：計画どおりに実施され ① 前期、後期別に国内外から各々最新の遺伝的評価成績を収集しこれを基に候補種雄牛選定基準

いて毎年見直し なかった を見直した。

を行う。 ② 加えて、海外産種雄牛の体型に係る基準について、アメリカ及びオランダ(固定ベース )とカ☆

上記微細項目について ナダ(移動ベース )で異なっているため、不公平が生じないように適正な選定基準となるよう見☆

は、各年度の年度計画 直した。

において定められてい

る具体的目標等に照ら ☆固定ベース・移動ベース

し、達成度の評価を行 個体の遺伝的評価値は、"ある年次"に生まれた全牛(又は分娩した全牛)の平均値を０とし、その差
ゼロ

うものとする。 で示されるが、基準年とは、ここで言う"ある年次"のこと。また、固定ベースというのは、一定の期

間基準年を同一年次で据え置く方法であり、移動ベースというのは、毎年基準年を繰り上げていく方

法。

【総括】ｂ 期待育種価の ｃ 能力の高い新 ｃ 能力の高い新 ▽後代検定の実施

高い候補種雄牛 しい種雄牛を早 しい種雄牛を早 指標＝後代検定実施頭数 A後代検定の実施については、１３年度においても前期・後期に分けて実施し、計１８５頭について

計画どおり順調に実施した。を毎年１８５頭 く選抜、利用す く選抜、利用す Ａ：１６７頭以上

程度確保する。 るため、毎年１ るため、候補種 Ｂ：１３０頭以上１６７頭

８５頭程度の候 雄牛について、 未満 【説明】

（ ） 、 、 。補種雄牛につい 前期 １００頭 Ｃ：１３０頭未満 ① 平成１３年度については 前期１００頭 後期８５頭の候補種雄牛を確保し後代検定に供した

て、前期と後期 と後期 ８５頭 ② これら候補種雄牛の期待育種価は選定基準を大きく上回り、ほとんどが現存雌牛の遺伝的能力（ ）

に分けて後代検 に分けて後代検 評価値の上位１％以上に匹敵するものであった。

定を実施する。 定に供する。 ③ なお 平成１３年度後期については 新たに発見(検査方法の開発)された遺伝性疾患ＣＶＭ(牛、 、

、 。複合脊椎形成不全症) について検査を行い 保因型であったものを除外して後代検定を実施した☆

ＣＶＭ（牛複合脊椎形成不全症）☆
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ＣＶＭは、２０００年にデンマークにおいて発見された遺伝性疾患であり、２００１年８月に原

因遺伝子の検査法が開発された。ＣＶＭの症状は、流産・死産による出生率の低下や新生子の死亡

で 発症牛で生存する個 はない。ＣＶＭ保因型候補種雄牛を後代検定から除外することによっあり、

て、 娘牛のＣＶＭ発症を防ぐことが可能。検定

【総括】ｄ また、平成９ ▽後代検定の年２回 前期（ 、

年度に後代検定 後期）の実施 A後代検定の年二回の実施については、９年度に後代検定を開始した候補種雄牛全頭について能力評

価を行うとともに、公表する基準をクリアした種雄牛については、１３年８月及び１４年２月に結果を開始した候補 Ａ：計画どおり順調に実施

を公表するなど、計画どおり順調に実施した。種雄牛全頭につ された

いて検定成績に Ｂ：概ね計画どおり順調に

基づく遺伝的能 実施された 【説明】

力評価を行い、 Ｃ：計画どおりに実施され ① ９年度に後代検定を開始した１８５頭全頭について、検定成績をもとに遺伝的能力評価を実施

１３年８月及び なかった した。

、 、 、 、１４年２月に結 ② これらのうち 公表基準 を満たしたものは 前期には９７頭 後期には新たに８０頭を加え☆

果を公表する。 上記微細項目について 計１７７頭であった。

は、各年度の年度計画 ③ 評価結果については、前期は１３年８月２４日に、後期は１４年２月２８日に公表した。

において定められてい

る具体的目標等に照ら ☆公表基準

し、達成度の評価を行 異なる農家５戸以上で飼養されている娘牛１５頭以上のデータが揃っていること。

うものとする。

（イ）遺伝的能力評価 （イ）遺伝的能力評価 （イ）遺伝的能力評価 △遺伝的能力評価の実施

の実施 の実施 の実施 指標＝各微細項目の評価点 ▽遺伝的能力評価の実施 ２点（前期・後期の２回、評価可能な雌牛全頭について実施） A

数の合計 ▽評価手法の改善 ２点（牛群内分散及び体細胞数の取り込み方法について検討）

各微細項目の評価結果 合計 ４点

の区分は以下のとおり

とする。

Ａ評価：２点、Ｂ評価

：１点、Ｃ評価：０点

Ａ：４点

Ｂ：２点以上４点未満

Ｃ：２点未満

【総括】ａ 農家において ａ 供用中の種雄 ａ 供用中の種雄 ▽遺伝的能力評価の実施

種畜の導入、交 牛及び検定デー 牛及び検定デー 指標＝年２回行う遺伝的能 A遺伝的能力評価の実施については、前期及び後期の２回にわたり、供用中の種雄牛延べ２１８頭及

び検定データを保有し評価が可能な雌牛延べ７６８，７３０頭に対し、それぞれ全頭（１００％）に配、選抜・淘汰 タの収集可能な タを保有する雌 力評価の実施頭数

ついて実施した。を行う上での基 雌牛全頭につい 牛全頭について Ａ：供用中の種雄牛全頭及

礎となる遺伝的 て、毎年２回定 遺伝的能力評価 び評価が可能な牛群検定

能力について、 期的に評価し、 を行い、１３年 加入雌牛全頭*の１００％ 【説明】

毎年２回、供用 公表する。 ８月及び１４年 Ｂ：供用中の種雄牛全頭及 ① 前期においては、１３年６月までのデータに基づき、当時供用中の種雄牛１１３頭及び遺伝的

中の種雄牛全頭 ２月に結果を公 び評価が可能な牛群検定 能力評価が可能であった雌牛３８１，２４９頭について評価を行い、８月２４日に評価値を公表

（約１００頭） 表する。 加入雌牛全頭の８０％以 した。

及び評価が可能 上１００％未満 ② 後期においては、１３年１２月までのデータに基づき、当時供用中の種雄牛１０５頭及び遺伝

な牛群検定加入 Ｃ：供用中の種雄牛全頭及 的能力評価が可能であった雌牛３８７，４８１頭について評価を行い、１４年２月２８日に評価

雌牛全頭（約４ び評価が可能な牛群検定 値を公表した。
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０万頭）の評価 加入雌牛全頭の８０％未

を実施し、公表 満

する。

*供用中の種雄牛頭数及

び牛群検定加入雌牛頭

数については年度報告

に記載

【総括】ｂ 「家畜改良増 ｂ 評価技術の検 ｂ ホルスタイン ▽評価手法の改善

殖目標」を踏ま 討を行い、評価 種の遺伝的能力 Ａ：計画どおり順調に実施 A評価手法の改善については、 牛群検定データ等の収集・分析により、牛群内分散の取扱い及び体

細胞数の取込み方法の２課題の検討を行い、検討経過については学識経験者等の参集により開催したえ、評価対象形 対象形質として 評価の精度向上 された

評価技術検討会において意見を聴取するなど計画どおり順調に実施した。質として経済的 の体細胞数の追 を図るため、学 Ｂ：概ね計画どおり順調に

価値の高い形質 加、牛群内分散 識経験者及び関 実施された

を追加するとと の補正等評価手 係団体の参画を Ｃ：計画どおりに実施され 【説明】

もに、評価精度 法を改善する。 得て 「評価技 なかった ① （社）家畜改良事業団より提供された牛群検定データ等を分析し、牛群内分散の遺伝的能力評、

の向上等評価手 術検討会」を開 価での取扱い及び乳汁中の体細胞数の遺伝的能力評価への取込み方法について検討を行った。

法の改善を行 催し、 上記微細項目について ② この結果、牛群内分散については、牛群内分散の補正の必要性を確認し、前補正での対応、評

う。 ① 同一生産者 は、各年度の年度計画 価モデル内での対応を検証し、前補正での対応を基本に検討するなど一定の成案を得たが、体細

の飼養する牛 において定められてい 胞数については、直ちに能力評価に取り込むためにはデータの正確性に問題が含まれていること

群の中に存在 る具体的目標等に照ら が判明した。

する成績のバ し、達成度の評価を行 ③ こうした検討の結果を１３年６月２６日に開催した評価技術検討会にて説明し検討を行った。

ラツキ（牛群 うものとする。 ④ この結果、牛群内分散の取扱いについては、提案とは別の手法による取扱いも検討した上で、

内分散）の遺 翌年度以降結論を出すこととなり、体細胞数の取込みについては、引続きデータの精査を行うこ

伝的能力評価 とに同意された。

成績での取扱

い

② 牛乳取引の

指標となって

いる乳汁中の

体細胞数の遺

伝的能力評価

への組込方法

について検討

を行う。

（ウ）候補種雄牛等の （ウ）候補種雄牛等の （ウ）候補種雄牛等の △候補種雄牛等の生産・供

生産・供給 生産・供給 生産・供給 給 ▽候補種雄牛の生産・供給 ２点 国産優良雌牛を素材に 新技術により候補種雄牛を３５頭確保 A（ 、 ）

ａ 我が国の飼養 ａ 遺伝的能力の ａ 遺伝的能力評 指標＝各微細項目の評価点 ▽優良種畜等の配布 ２点（種畜、受精卵、凍結精液の形態で配布を実施）

環境（気候・風 評価値に基づ 価値に基づき、 数の合計 ▽優良種畜等の情報提供 ２点（家畜改良センターホームページ等で情報を提供）

土・飼料・飼養 き、国内の優良 国内の優良雌牛

管理等 、牛群 雌牛を活用した のうち上位１％ 各微細項目の評価結果 合計 ６点）

に適した種雄牛 的確な計画交配 以内の雌牛を育 の区分は以下のとおり

の生産・利用を の実施等によ 種素材として活 とする。

図るため、遺伝 り、雄子牛を毎 用し、計画交配 Ａ評価：２点、Ｂ評価

的能力が高い国 年生産する。 により雄子牛を ：１点、Ｃ評価：０点

内の優良な雌牛 生産する。

を活用して期待 Ａ：６点

育種価の高い候 ｂ 優良な育種素 ｂ 選抜精度の向 Ｂ：３点以上６点未満
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補種雄牛を毎年 材を計画的に導 上及び世代間隔 Ｃ：３点未満

３５頭程度供給 入し、世代間隔 の短縮による改

するとともに、 短縮のための未 良速度の向上を

中期目標の期間 経産採卵・受精 図るため、同一

中に優良種畜等 卵移植による雄 場所での能力検

を１６０頭程度 子牛生産、未経 定及び未経産採

配布する。 産採卵後のドナ 卵等の新技術の

ｂ 効率的な育種 ー検定による精 導入により、効

改良を行うた 度の高い雄子牛 率的に候補種雄

め、実用段階に の期待育種価の 牛を生産する。

入った新技術を 算出等により、

活用した新たな 効率的に候補種

育種改良手法を 雄牛を生産す

導入する。 る。

【総括】ｃ これらによ ｃ 上記ａ及びｂ ▽候補種雄牛の生産・供給

り、期待育種価 により候補種雄 指標＝候補種雄牛生産頭数 A候補種雄牛の生産・供給については、国内優良雌牛を育種素材として活用し、また、新技術を導入

し育種事業を行うことにより、候補種雄牛３５頭を確保・供給した。の高い候補種雄 牛３５頭を確保 Ａ：３２頭以上

牛を毎年３５頭 ・供給する。 Ｂ：２５頭以上３２頭未満

程度供給する。 Ｃ：２５頭未満 説明】【

① 最新の遺伝的能力評価結果を基に、上位１％以内の国内優良雌牛を計画交配対象雌牛として

１４０頭選定した。

② １２年度の計画交配により生産された雄子牛を７１頭導入した。

③ 一方、家畜改良センター所有の育成雌牛から、最新の遺伝的能力評価結果を基に推定育種価の

高いもの５７頭を選定し、平成１３年度末現在で３３０個の受精卵を生産、うち１８１個を移植

した結果７２頭の受胎を確認した。

④ １３年度生産雌牛の世代間隔は４１．１ヶ月であり、このうち未経産採卵由来は２４．６ヶ月

であった。

⑤ 平成１３年度に生産または導入した雄牛は２８０頭であり、推定育種価、発育成績、精液生産

能力等を勘案し、候補種雄牛３５頭を確保・供給した。

【総括】ｄ 候補種雄牛生 ｄ 候補種雄牛以 ▽優良種畜等の配付

産に伴い生産さ 外の優良な種畜 Ａ：計画どおり順調に実施 A優良種畜等の配布については、種畜、受精卵のほか凍結精液の形態で配布を行い、計画どおり順調

に実施した。れる優良種畜等 等について、ホ された

について情報提 ームページ等に Ｂ：概ね計画どおり順調に

供を行い、中期 おいて情報提供 実施された 【説明】

目標期間中に１ を行い、配布す Ｃ：計画どおりに実施され 種畜等としては、種畜１６頭に加え優良受精卵１０１個を配布し、年度計画２０頭を実質的に上回

６０頭程度配布 る。 なかった った。また、本年度後代検定を終了し選抜した検定済種雄牛の凍結精液３，０００本を配布した。

する。

上記微細項目について

は、各年度の年度計画

において定められてい

る具体的目標等に照ら

し、達成度の評価を行

うものとする。その際、

年度計画に具体的数値

が掲げられている年度

においては、以下によ



- 15 -

り評価を行う。

Ａ：年度計画の目標数

値の９０％以上

Ｂ：年度計画の目標数

値の５０％以上９０

％未満

Ｃ：年度計画の目標数

値の５０％未満

【総括】▽優良種畜等の情報提供

Ａ：計画どおり順調に実施 A優良種畜等の情報提供については 家畜改良センターのホームページに種雄牛情報を掲載するなど、 、

計画どおり順調に実施した。された

Ｂ：概ね計画どおり順調に

実施された 【説明】

Ｃ：計画どおりに実施され 優良種畜等の情報については、後代検定を終了し選抜した検定済種雄牛の情報をホームページに掲

なかった 載するとともに印刷物（乳用牛評価報告書及び乳用種雄牛評価成績書）として都道府県、試験研究機

関、後代検定事業実施主体等に配布した。

上記微細項目について

は、各年度の年度計画

において定められてい

る具体的目標等に照ら

し、達成度の評価を行

うものとする。

イ ジャージー種 イ ジャージー種 イ ジャージー種 □ジャージー種

農家において遺伝 （ア）ジャージー種の （ア）遺伝的能力評価 指標＝「微項目の項目数× △評価手法の検討 ２点（所要の会議を開催し、評価上考慮すべき要因等を検討） A

的能力評価値に基づ 主要な飼養地域の の実施に向け、ジ ２ 満点 に対する 各 △遺伝的能力評価の実施 ２点（関係団体から必要な諸データを入手し、基礎データを算出）」（ ） 「

、 、 」く種畜の導入 交配 関係機関等との連 ャージー種の主要 微項目の点数の合計値

選抜・淘汰が行わ 絡調整を行い、デ な飼養地域の関係 （合計点）の比率 合計 ４点

れ、改良が効率的に ータ収集等に関し 機関等の連携・協

進められるよう、平 て関係機関との協 力を得て 「連絡 微項目の評価点数の、

成１５年度までに評 力を図る。 調整会議 及び 評 区分は以下のとおりと」 「

価可能な牛群検定加 価技術検討会」を する。

入雌牛全頭（約５０ 開催し、次のとお Ａ評価：２点、Ｂ評価

０頭）の遺伝的能力 り行う。 １点、Ｃ評価：０点

の評価を実施し、公 （イ）遺伝的能力評価 ａ 連絡調整会議

表する。 について、技術的 においては、ジ Ａ：満点×９／１０≦合計

検討、評価の試行 ャージー種の遺 点

・改善等により、 伝的能力評価に Ｂ：満点×５／１０≦合計

評価手法を確立す ついて、評価値 点＜満点×９／１０

る。 を利用する側か Ｃ：合計点＜満点×５／10

ら、評価を行う

形質、評価結果 以下の２つの微項目に

の提示方法、評 ついては、各事業年度

価の実施時期等 の年度計画において設

について意見・ 定されている具体的目
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要望などの聴取 標等に照らし、達成度

を行う。 の評価を行うものとす

ｂ 評価技術検討 る。

会においては、

連絡調整会議で

【総括】の検討結果を踏 △評価手法の検討

まえ、評価形質 Ａ：計画どおり順調に実施 A評価手法の検討については、所要の会議を開催し、意見・要望の聴取、評価で考慮すべき要因の検

討を計画どおり順調に実施した。並びに飼養管理 された

効果、地域の効 Ｂ：概ね計画どおり順調に

果等評価で考慮 実施された 【説明】

すべき要因につ Ｃ：計画どおりに実施され ① 平成１３年度は、ジャージー種の遺伝的能力評価の取組みにとって初年度であることから、ジ

いて検討を行 なかった ャージー種飼養者等による連絡調整会議と能力評価技術の専門家等学識経験者を中心とした評価

う。 技術検討会を合わせた会議を開催し、遺伝的能力評価事業構想全体を説明して、これに対する要

望、意見及び評価に当たって留意すべき事項等について意見交換を行った。

② この会議において、概ね以下の方針が合意された。

ａ 評価形質については、データ収集状況等の現状を踏まえ泌乳形質のみ評価を実施することと

した。

、 。ｂ 評価結果の提示方法については ホルスタイン種評価結果提示方法に準じて行うこととした

ｃ 評価の実施時期については、ホルスタイン種評価時期に準じて行うこととした。

ｄ 遺伝的能力評価で利用する基礎数値の算出については、血統データが不十分であるなど記録

が十分ではなかったため、１４年度も継続して取組むこととなった。

【総括】（ウ）確立した評価手 （イ）遺伝的能力評価 △遺伝的能力評価の実施

法を用いて、牛群 手法を確立するた Ａ：計画どおり順調に実施 A遺伝的能力評価の実施については、関係団体から血統データ、牛群検定データ等の情報の提供を受

け、使用可能な基礎数値の計算を行う等、計画どおり順調に実施した。検定加入雌牛全頭 め、関係団体から された

について、検定デ 血統データ、牛群 Ｂ：概ね計画どおり順調に

ータ及び血統デー 検定データ等の情 実施された 【説明】

タを収集・分析 報の提供を受け、 Ｃ：計画どおりに実施され ① （社）日本ホルスタイン登録協会及び（社）家畜改良事業団より、血統データ約１６，０００

し、平成１５年度 遺伝的能力評価で なかった 頭分、牛群検定データ約１０，０００頭分のデータの提供を受けた。

から毎年２回定期 利用する基礎数値 ② 得られたデータから遺伝的能力評価で利用する基礎数値の計算を試みた。しかし、血統データ

的に評価し、評価 を算出する。 が不十分であるなど記録が十分ではなかったため、直ちに使用できるものとはならなかった。こ

値を公表する。 のため、１４年度も継続して血統データの充実等に取組むこととした。

（２）肉用牛 （２）肉用牛 （２）肉用牛 ◇肉用牛の改良

家畜改良増殖目標 指標＝各細項目の評価点数 □後代検定事業の推進 ２点（基準種雄牛の選定及び産子の配置計画、調整交配の実施等） A「 」

の達成に資するため、 の合計 □遺伝的能力評価の実施 ２点（広域後代検定の推進に係る中央改良推進会議の開催等）

主要品種である黒毛和 □候補種雄牛の生産・供給 ２点（候補種雄牛の生産、クローン等新技術による検定や候補種雄牛

種の改良に重点を置 各細項目の評価結果の 生産に向けた調査、優良種畜の配布等を的確に実施）

き、遺伝的多様性の確 区分は以下のとおりと

保に配慮しつつ、広域 する。 合計 ６点

後代検定事業の推進、 Ａ評価：２点、Ｂ評価

遺伝的能力評価の実施 ：１点、Ｃ評価：０点

及び候補種雄牛等の生

産・供給に取り組む。 Ａ：６点

ア 後代検定事業の推 ア 後代検定事業の推 ア 広域後代検定を円 Ｂ：３点以上６点未満

進 進 滑に推進することと Ｃ：３点未満

、 。し 次のとおり行う

（ア）候補種雄牛の遺 （ア）広域後代検定事 （ア）関係者及び学識 以下の３つの細項目に
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伝的能力を全国ベ 業関係者及び研究 経験者等の参画を ついては、それぞれ、

ースで同一基準に 者等の参画を得 得て 「中央改良 各年度の年度計画にお、

より評価を行い、 て 事業推進会議 推進委員会 「中 いて定められている具、 、 」、

肉用牛の改良を図 検定技術検討会等 央選抜利用委員 体的目標等に照らし、

るため、広域後代 を開催し、広域後 会」等を開催し、 達成度の評価を行うも

検定事業を推進す 代検定事業の円滑 基準種雄牛の選 のとする。

る。 な推進を図る。 定、当該種雄牛産

子の配置計画等に

【総括】ついて検討を行 □後代検定事業の推進

う。 Ａ：計画どおり順調に実施 A広域後代検定事業の推進については、中央改良推進委員会を開催し、１４年度交配に係る基準種雄

牛の選定及び産子の配置計画の確定を行ったほか、１３年度交配に係る基準種雄牛産子の適正な配置（イ）遺伝的能力評価 （イ）広域後代検定事 （イ）上記会議におけ された

が実行されるよう調整交配を行うなど、計画どおり順調に実施した。に必要な血縁関係 業の関係者との協 る検討結果を踏ま Ｂ：概ね計画どおり順調に

の形成のための基 議を通じ、全国ベ え、参加県に基準 実施された

準種雄牛の産子を ースの同一基準で 種雄牛の産子を配 Ｃ：計画どおりに実施され 【説明】

事業参加県に配置 能力評価を行うた 置する。 なかった ① １４年３月６日に中央協議会を開催し、１４年度の基準種雄牛として奥北国号と波姫号を選定

する。 め、基準種雄牛の するとともに、広域後代検定参加予定の２０県に、基準種雄牛の産子が適正に配置されるよう計

産子を事業参加県 画を示し了承された。

に配置する。 ② １２年度の中央協議会で作成した計画どおりに２０県に基準種雄牛の産子が適正に配置される

よう家畜改良事業団及び関係県と連携の上、進捗状況を把握した。この結果、計画に即した交配

が行われ、基準種雄牛は６６１頭の雌牛に交配が行われた。

イ 遺伝的能力評価の イ 遺伝的能力評価の イ 遺伝的能力評価の □遺伝的能力評価の実施

実施 実施 実施 指標＝「微項目の項目数× △評価手法の検討 ２点 （中央改良推進委員会により基準種雄牛の選定、産子の配置計画 A

（ア）広域後代検定事 （ア）評価技術検討会 平成１５年度から ２ 満点 に対する 各 等を決定）」（ ） 「

業に係る遺伝的能 を開催し、広域後 の遺伝的能力評価の 微項目の点数の合計値 △遺伝的能力評価の実施 対象外（平成１５年度から評価開始）」

力評価手法を平成 代検定事業におけ 実施に向けて、学識 （合計点）の比率

１５年度までに確 る肉用牛の遺伝的 経験者及び関係団体 合計 ２点

立し、広域後代検 能力評価手法につ の参画を得て 「評 微項目の評価点数の、

定候補種雄牛全頭 いて 技術的検討 価技術検討会」を開 区分は以下のとおりと、 、

（約５０頭）につ 評価の試行・改善 催し、評価手法、デ する。

いて評価を実施 により評価手法を ータの収集方法等の Ａ評価：２点、Ｂ評価

し、公表する。 確立する。 検討を行う。 １点、Ｃ評価：０点

（イ）確立した評価手

法を用いて、候補 Ａ：満点×９／１０≦合計

種雄牛全頭につい 点

て、検定データ及 Ｂ：満点×５／１０≦合計

び血統データを収 点＜満点×９／１０

集・分析し、平成 Ｃ：合計点＜満点×５／１

１５年度から毎年 ０

１回定期的に評価

し、公表する。 以下の２つの微項目に

（イ）広域後代検定事 （ウ）遺伝的能力評価 ついては、各事業年度

業における遺伝的 の精度の向上を図 の年度計画において設

能力評価の精度を るため、候補種雄 定されている具体的目

向上させるため、 牛の検定息牛を生 標等に照らし、達成度

候補種雄牛の産子 産し、平成１５年 の評価を行うものとし

を生産し、集合検 度からセンターに する。

定に取り組む。 おいて集合検定を
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行う。

※「△遺伝的能力評価の実

施」については平成１５年

度から評価開始

【総括】△評価手法の検討

Ａ：計画どおり順調に実施 A評価手法の検討については、評価技術検討会を開催し、評価手法について検討を行ったほか、デ－

タ収集の基礎である検定方法の統一について検討し、結論を得るなど、計画どおり順調に実施した。された

Ｂ：概ね計画どおり順調に

実施された 【説明】

Ｃ：計画どおりに実施され ① ９月２７日に評価技術検討会を開催し、評価手法及びデータ収集方法について検討した。

なかった ② 評価手法については、現行の２種類の方法による検定成績を統合して評価するための方法を検

討した。

③ データ収集方法については、データを得るための検定方法の在り方について検討し、現行の２

方法（公立試験場等の調査を行う基地で短期間の検定を行う方法（ステーション検定）及び農家

等の肥育場での一般的な肥育方法で検定を行う方法（フィールド検定 ）のうち、将来的には農）

家等の肥育場を用いる方法に統一していくことが妥当との結論を得た。

△遺伝的能力評価の実施 【平成１５年度から評価開始】

Ａ：計画どおり順調に実施

された

Ｂ：概ね計画どおり順調に

実施された

Ｃ：計画どおりに実施され

なかった

*候補種雄牛頭数について

は年度報告に記載

（※平成１５年度から評価

開始）

ウ 候補種雄牛等の生 ウ 候補種雄牛等の生 ウ 候補種雄牛等の生 □候補種雄牛等の生産・供

産・供給 産・供給 産・供給 給 △遺伝的能力の高い育種素材の収集 ２点（改良ニーズの高い形質や和牛の遺伝的多様性を維持す A

指標＝各微項目の評価点数 るために必要な系統に属するものを収集）

の合計 △候補種雄牛の供給 ２点（遺伝的能力評価に基づく選抜により１１頭供給）

△卵分割クローン牛の生産 ２点（雄双子１７組３４頭を生産）

各微項目の評価結果の △候補種雄牛の生産・選抜 ２点（遺伝的能力評価に基づく母牛の選抜、計画交配、未経

、 ）区分は以下のとおりと 産採卵等により雄子牛を生産し 能力評価により生産

する。 △核移植クローン牛の生産 ２点（３組７頭を生産）

Ａ評価：２点、Ｂ評価 △クローン検定の実用性の検討 ２点（生産されたクローン牛について肥育試験を実施）

（ ）：１点、Ｃ評価：０点 △と場卵巣の利用可能性の検証 ２点 と場卵巣を活用した体外受精卵からの子牛７頭を生産

△と場卵巣の利用可能性の検証 ２点（雄子牛４頭について候補種雄牛として育成を開始）

Ａ：１８点以上 △優良種畜等の配布 ２点（種畜４６頭、凍結精液１，８８０本を配布）

Ｂ：１０点以上１８点未満 △優良種畜等についての情報の提供 ２点（ホームページ等で提供）

Ｃ：１０点未満

合計 ２０点
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【総括】（ア）能力の判明した （ア）生産者ニーズを （ア）脂肪交雑等改良 △遺伝的能力の高い育種素

優良な雌牛を活用 反映した遺伝的能 ニーズ及び遺伝的 材の収集 A遺伝的能力の高い育種素材の収集については、改良ニーズの高い肉質、増体の両形質について特長

を持つもののほか、和牛の遺伝的多様性を維持するために必要な系統に属するものを収集・利用し、して期待育種価の 力の高い育種素材 多様性にも配慮し Ａ：計画どおり順調に実施

計画どおり順調に実施した。高い候補種雄牛を の収集を行う。 つつ、遺伝的能力 された

毎年１０頭程度供 の高い育種素材の Ｂ：概ね計画どおり順調に

給するとともに、 収集とその利用に 実施された 【説明】

中期目標の期間中 努める。 Ｃ：計画どおりに実施され ① 育種素材を導入する考え方としては、育種価又は期待育種価の高いものを導入することとした

、 、 、 、に優良種畜等を１ なかった が 肉用牛においては十分な情報が得られない状況であるため 育種価を持たないものは 増体

２０頭程度配布す 肉質それぞれについて高い能力を持つとされる系統（増体系：気高系、藤良系等、肉質系：田尻

る。 上記微項目について 系、茂金系等）に属するものを選定することとした。

は、各年度の年度計画 ② 凍結精液：

において定められてい 増体系としては、気高系７頭２２５本、栄光系１頭５本、藤良系２頭１３０本、その他１頭

る具体的目標等に照ら １２０本、計４８０本を導入した。このうち気高系及び栄光系については、遺伝的多様性の確保

し、達成度の評価を行 のためのものでもある。

うものとする。 肉質系としては、田尻系２０頭１，０９０本、茂金系７頭１８５本、菊美系３頭３５本、藤良

系５頭２６５本、計１，５７５本を導入した。

③ 凍結受精卵：

増体系としては、栄光系４個、気高系５０個、計５４個を導入した。

肉質系としては、田尻系４８個、茂金系５個、藤良系１５個、計６８個を導入した。

④ 雌牛：

増体系としては、やはり鹿児島県から本牛の枝肉重量期待育種価がＡクラスのもの８頭、その

、 （ 、 、他 期待育種価はないが増体系として血統的に魅力のあるもの１０頭 栄光系４頭 気高系１頭

その他５頭 、計１８頭を収集した。）

肉質系としては、鹿児島県から本牛の脂肪交雑の期待育種価がＡクラスのもの１０頭、うちＨ

クラスのもの５頭、母の脂肪交雑の期待育種価がＨクラスのもの２頭、計１２頭を収集した。

⑤ 収集した育種素材については、基礎雌牛群の造成、候補種雄牛の作出のために供用した。

＊）各都道府県毎の育種価ランク付けについては、Ａクラス：上位２５％以上のもの、Ｂクラス：上

位５０％以上のもの、Ｃクラス：５０％以下のもので区分している。さらに、Ｈクラス：＋１．５σ

以上（およそ上位７％以上に相当）のものを区分している都道府県もある。

【総括】（イ）効率的な育種改 （イ）選抜精度の向上 △候補種雄牛の供給

良を行うため、実 及び世代間隔の短 指標＝候補種雄牛の年間供 A候補種雄牛については、遺伝的能力評価に基づく選抜により、１１頭を供給した。

用段階に入った新 縮による改良速度 給頭数

技術を活用した新 の向上を図るた Ａ：９頭以上 【説明】

たな育種改良手法 め、遺伝的能力評 Ｂ：７頭以上９頭未満 ① 雌牛の遺伝的能力評価を行い、育種価、推定育種価の上位のものを供卵牛として利用した。

を導入する。 価値に基づく選抜 Ｃ：７頭未満 このうち未経産採卵については、遺伝的能力評価による推定育種価等により供卵牛を４４頭選

及び未経産採卵等 畜し、４０９個の受精卵を生産、２１３個を移植し、５８頭受胎した。

の新技術の導入等 ② 候補種雄牛については、１１～１２年度に生産した雄子牛を育成・検定し、血統、直接検定成

により効率的な候 績及び遺伝的能力評価による推定育種価等の優れた１１頭を選抜して、全国で供用する種雄牛の

補種雄牛生産・選 候補として（社）家畜改良事業団に供給した。

抜を行う。

【総括】（イ）必要な受卵牛を （ウ）クローン牛を用 △卵分割クローン牛の生産

確保し、卵分割に いた候補種雄牛の 指標＝卵分割クローン牛の A卵分割クローン牛については、雄双子１７組３４頭を生産した。

よるクローン牛を 予備選抜手法を確 年間生産数

期間内に５０組以 立するため、卵分 Ａ：１０組以上 【説明】

上生産することに 割によるクローン Ｂ：７組以上１０頭未満 卵分割クローン牛の生産については、１２年６月２１日から１３年６月２６日までに４８０頭の移
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より、クローン牛 牛を１０組以上生 Ｃ：７頭未満 植を実施し、１３年度については、雄双子１７組３４頭、雌双子１１組２２頭、雄単子４０頭、雌単

を用いた候補種雄 産する。 子３９頭を生産した。

牛の予備選抜手法

を確立する。

【総括】（ウ）未経産採卵・採 △候補種雄牛の生産選抜

卵後肥育検定及び Ａ：計画どおり順調に実施 A候補種雄牛の生産選抜については、遺伝的能力評価に基づく母牛の選抜・計画交配、未経産採卵等

により雄子牛を生産し、その能力評価に基づき選抜するなど計画どおり順調に実施した。クローン牛による された

予備選抜等母牛の Ｂ：概ね計画どおり順調に

育種価や産子の期 実施された 【説明】

待育種価に基づく Ｃ：計画どおりに実施され クローン検定については、１０頭が実施中であり、３頭が終了した。

候補種雄牛生産・ なかった なお、終了した３頭については、いずれも高い脂肪交雑標点を得るなど優れた結果を示し、間接検

選抜に取り組む。 定との照合によりクローン検定の実証に資するものと期待される。

上記微項目について

は、各年度の年度計画

において定められてい

る具体的目標等に照ら

し、達成度の評価を行

うものとする。

【総括】（エ）検定の効率化を （エ）検定期間の大幅 △核移植クローン牛の生産

図るため、核移植 な短縮及び検定頭 指標＝核移植クローン牛の A核移植クローン牛の生産については、３組７頭を生産した。

技術を活用したク 数の削減を可能と 年間生産数

ローン牛を期間内 するクローン検定 Ａ：２組以上 【説明】

に１０組以上生産 の実用性検証のた Ｂ：１組 体細胞クローン牛の肥育成績からドナー雄牛の遺伝的能力を推定する可能性を解明するため、間接

するとともに、検 め、核移植技術に Ｃ：０組 検定実施中又は実施予定の３頭の種雄牛等の皮膚細胞から、それぞれ３頭、２頭、２頭の計３組を生

定期間を短縮し、 よりクローン牛を 産した。

能力評価精度の向 ２組以上生産し、

【総括】上を図り得るクロ 能力検定を行う。 △クローン検定の実用性の

ーン検定の実用性 検証 Aクローン検定の実用性の検証については、１２年度及び１３年度に生産された体細胞核移植クロー

ン牛について肥育試験を開始し、計画どおり順調に実施した。の検証を行う。 Ａ：計画どおり順調に実施

された

Ｂ：概ね計画どおり順調に 【説明】

実施された 間接検定実施中又は実施予定の３頭の候補種雄牛のそれぞれの分割双子の皮膚細胞から作出した８

Ｃ：計画どおりに実施され 頭のクローン牛について、肥育試験を開始した。

なかった

上記微項目について

は、各年度の年度計画

において定められてい

る具体的目標等に照ら

し、達成度の評価を行

うものとする。

【総括】（オ）と殺される肉用 （オ）と場で廃棄され △と場卵巣の利用可能性の

牛について枝肉成 る卵巣のうち枝肉 検証 Aと場卵巣活用による体外受精卵からの子牛生産については、計画の２頭を上回る７頭の子牛を生産
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した。績の優秀な未経産 成績の優秀な未経 指標＝と場卵巣活用による

肥育牛の卵巣から 産肥育牛の卵巣 体外受精卵からの生産

得られる体外受精 （卵子）を育種素 頭数 【説明】

卵を活用して期間 材として有効に活 ① 黒毛和種については、枝肉成績が優秀（ＢＭＳNo.５以上）な未経産肥育牛８頭から卵巣を採

内に３０頭以上の 用する手法の実用 上記微項目については、 取し、雄３頭、雌３頭を生産した。

牛を生産するとと 化を図るため、枝 各事業年度の年度計画 ② 褐毛和種については、枝肉成績の優秀（ＢＭＳNo．５以上）な未経産肥育牛４頭から卵巣を採

もに、種牛として 肉成績の優秀な未 において設定されている 取し、雄１頭を生産した。

の能力検定を行 経産肥育牛の卵巣 具体的目標等に照らし、

い、育種素材とし から体外受精卵を 達成度の評価を行うも

ての利用技術の実 得て、２頭以上の のとし、その評価方法

用化及び利用の可 子牛を生産し、候 は以下のとおりとする。

能性の検証を行 補種雄牛として育 Ａ：達成度合１００％

う。 成する。 以上

Ｂ：達成度合７０％以上

１００％未満

Ｃ：達成度合７０％未満

【総括】△と場卵巣の利用可能性の

検証 Aと場卵巣の利用可能性の検証については、雄子牛４頭について候補種雄牛として育成を開始するな

ど計画どおり順調に実施した。Ａ：計画どおり順調に実施

された

Ｂ：概ね計画どおり順調に 【説明】

実施された 枝肉成績の優秀な未経産肥育牛の卵巣を活用することにより、体外受精卵から得た７頭の子牛のう

Ｃ：計画どおりに実施され ちの雄子牛４頭については、候補種雄牛としての育成を開始した。

なかった

上記微項目について

は、各年度の年度計画

において定められてい

る具体的目標等に照ら

し、達成度の評価を行

うものとする。

【総括】（カ）候補種雄牛生産 （カ）候補種雄牛以外 △優良種畜等の配布

に伴い生産される の優良な種畜等に 指標＝優良種畜等の年間配 A優良種畜等の配布については、種畜５１頭、凍結精液２，０９５本を配布し、１３年度計画目標で

ある種畜配布２４頭を大きく上回って達成した。優良種畜等につい ついて、ホームペ 布頭数

て情報提供を行 ージ等において情 Ａ：２２頭以上

い、中期目標の期 報提供を行い、配 Ｂ：１２頭以上２２頭未満 【説明】

間中に１２０頭程 布する。また、優 Ｃ：１２頭未満 種畜等としては、種畜５１頭（候補種雄牛１１頭を含む）を配布し、年度計画２４頭を上回って達

度配布する。 良な種畜等に由来 成した。

する凍結精液及び また、凍結精液については、１４年度広域後代検定事業の基準種雄牛として選抜された黒毛和種２

受精卵について 頭について１，５９５本を配布した。その他、褐毛和種について２１５本、日本短角種について１５

も、情報提供を行 ０本、外国種について１３５本を配布した。

い、配布する。

【総括】△優良種畜等についての情

報提供 A優良種畜等についての情報提供については、ホームページ等により優良な種畜等についての情報を
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提供するなど計画どおり順調に実施した。Ａ：計画どおり順調に実施

された

Ｂ：概ね計画どおり順調に 【説明】

実施された ホームページに種畜等の配布に関する欄を設け、配布可能種雄牛の名簿を掲載するなど、情報提供

Ｃ：計画通りに実施されな を行った。

かった

上記微項目について

は、各年度の年度計画

において定められてい

る具体的目標等に照ら

し、達成度の評価を行

うものとする。

（３）豚 （３）豚 （３）豚 ◇豚の改良

我が国の養豚におい 指標＝各細項目の評価点数 □遺伝的能力評価の実施 ２点（種豚群の造成を推進し、評価手法の検討を実施） A

ては、防疫上の観点か の合計 □優良種豚等の生産・配布 ２点（優良種豚等を計画を上回って配布、情報提供を実施）

ら種豚の流通が停滞

し、優良な純粋種資源 各細項目の評価結果の 合計 ４点

が不足している。 区分は以下のとおりと

このため 「家畜改 する。、

良増殖目標」の達成に Ａ評価：２点、Ｂ評価

資するため、次の課題 ：１点、Ｃ評価：０点

に取り組む。

Ａ：４点

Ｂ：２点以上４点未満

Ｃ：２点未満

ア 遺伝的能力評価の ア 遺伝的能力評価の ア 遺伝的能力評価の □遺伝的能力評価の実施

実施 実施 実施 指標＝「微項目の項目数× △種豚群の造成 ２点（デュロック種及び大ヨークシャー種の導入及び育成を推進） A

全国同一基準で種 ２ 満点 に対する 各 △評価手法の検討 ２点（評価の役割分担、評価形質、評価値提示方法等について関係者と」（ ） 「

豚の遺伝的能力評価 微項目の点数の合計値 合意）」

を行う事業を円滑に （合計点）の比率 △基準種豚の配布 対象外（平成１４年度から評価開始）

推進することとし、 △遺伝的能力評価の試行 対象外（平成１５年度から評価開始）

次のとおり行う。 微項目の評価点数の

区分は以下のとおりと 合計 ４点

する。

Ａ評価：２点、Ｂ評価

１点、Ｃ評価：０点

Ａ：満点×９／１０≦合計

点

Ｂ：満点×５／１０≦合計

点＜満点×９／１０

Ｃ：合計点＜満点×５／１

０
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※「△基準種豚の配布」に

ついては平成１４年度から

評価開始

※「△遺伝的能力評価の試

行」については平成１５年

度から評価開始

【総括】（ア）種豚の遺伝的能 （ア）全国ベースでの （ア）学識経験者及び △種豚群の造成

力を全国ベースで 遺伝的能力評価に 関係団体の参画を Ａ：計画どおり順調に実施 A種豚群の造成については、年度計画の目標に基づきデュロック種及び大ヨークシャー種の導入及び

育成を推進し、計画どおり順調に実施した。同一基準により評 必要な種豚群の血 得て 「事業推進 された、

価を行う遺伝的能 縁関係を結ぶた 会議」及び「評価 Ｂ：概ね計画どおり順調に

力評価手法を開発 め デュロック種 技術検討会」を開 実施された 【説明】、 、

・実用化する。 大ヨークシャー種 催し、評価形質、 Ｃ：計画通りに実施されな ① デュロック種については、雄豚１頭、雌豚１３頭を導入し、１２年度に導入した種豚と合わせ

及びランドレース 評価値の提示方 かった て雄豚４頭、雌豚２０頭とした。これらについては、飼養管理牧場の衛生状況（ＳＰＦ ）を保☆

種の純粋種種豚群 法、評価時期、基 持するため、受精卵移植を行い（分娩率５９％ 、基礎豚群構築用として、年度末に育成雄豚２）

を造成する 準豚の配布等につ ４頭、育成雌豚３１頭を確保した。

いて検討を行う。 ② 大ヨークシャー種については、雄豚４頭、雌豚１０頭を導入し、受精卵移植の実施に向け隔離

（イ）全国ベースでの （イ）ブリーダー農場 （イ）遺伝的能力評価 検疫を開始した。

遺伝的能力評価の 関係者等との協議 に必要な基準豚と

開始を目指し、関 により、１５箇所 しての純粋種種豚 ☆ＳＰＦ

係者との連携の下 以上の種豚群間と 群を次のとおり整 ＳＰＦ(Specific Pathogen Free)動物とは、特に指定された微生物・寄生虫のいない動物で、指定

１５箇所以上の育 の血縁関係を結 備する。 以外の微生物・寄生虫は必ずしもフリーではない。豚では５大疾病と言われる、萎縮性鼻炎、豚流行

種機関・ブリーダ ぶ。 ａ デュロック種 性肺炎、豚赤痢、トキソプラズマ症、オーエキー病が指定されることが多い。

ー農場との種豚群 は、種豚１０頭

【総括】間の血縁関係を結 程度を導入し、 △評価手法の検討

ぶ。 種豚の増殖に努 Ａ：計画どおり順調に実施 A評価手法の検討については 「事業推進会議」及び「評価技術検討会」を通じて、事業実施上の役、

割分担、評価形質、評価値の提示方法等関係者との合意がなされ、計画どおり順調に実施した。める。 された

ｂ 大ヨークシャ Ｂ：概ね計画どおり順調に

【 】ー種について、 実施された 説明

種豚１０頭程度 Ｃ：計画通りに実施されな 全国ベースでの同一基準による遺伝的能力評価事業を円滑に立ち上げるため、学識経験者、関係団

を導入し、その かった 体及びブリーダー等の参画を得て 「事業推進会議」及び「評価技術検討会」を開催し、事業実施上、

増殖に努める。 の役割分担、検定方法、測定データの収集方法、評価形質、評価結果の提供方法及び評価時期等につ

いて検討し、関係者との合意形成がなされた。

主な事柄について具体的には、

① 評価形質については、産肉形質は１日平均増体重、背脂肪層の厚さ及びロース断面積、繁殖形

質は産子数、３週時育成頭数、３週時１腹総体重及びＳＰＩ とする。☆

② 評価値の提示方法については、農場毎の評価結果（該当農場のみ提供）と全国ベースでの上位

豚の評価結果を提供する。なお、農家毎の評価結果は全国ベースと比較可能な書式での提供とす

る。

③ 評価時期については、データの収集状況等を考慮しながら年４回以上を目指す。

④ 基準豚の配布については、現在、血縁関係構築の用に供する種豚群を造成中であること及び参

加農場が未定であること等から次年度以降検討することとした。

☆ＳＰＩ（Sow Productive Index：母豚繁殖指数）

母豚について、正常に生産され哺育を開始した頭数、３週時１腹総体重をもとに（産次、測定時日

、 ） 、 。 、 （ ）齢 測定時頭数により補正を行う 指数を積算し 指数８０以上を合格とする なお 合格母豚は 社

日本種豚登録協会の種豚登録規程に基づき繁殖登録を行うことができる。
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△基準種豚の配付 【平成１４年度から評価開始】

Ａ：計画どおり順調に実施

された

Ｂ：概ね計画どおり順調に

実施された

Ｃ：計画通りに実施されな

かった

（※平成１４年度から評価

開始）

（ウ）関係者及び研究 △遺伝的能力評価の試行 【平成１５年度から評価開始】

者等の参画を得 Ａ：計画どおり順調に実施

て 事業推進会議 された、 、

評価技術検討会等 Ｂ：概ね計画どおり順調に

を開催し、全国ベ 実施された

ースでの遺伝的能 Ｃ：計画通りに実施されな

力評価手法につい かった

て、技術的検討及

び試行を行う。 （※平成１５年度から評価

開始）

上記の４つの微項目に

ついては、各事業年度

の年度計画において設

定されている具体的目

標等に照らし、達成度

の評価を行うものとし

、その評価方法は以下

のとおりとする。

①年度計画において数

量目標が定められてい

る場合

Ａ：達成度合１００％

以上

Ｂ：達成度合７０％以

上１００％未満

Ｃ：達成度合７０％未満

②年度計画において定

性的目標が定められて

いる場合

Ａ：計画どおり順調に

実施された

Ｂ：概ね計画どおり順

調に実施された

Ｃ：計画どおりに実施

されなかった
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イ 優良種豚等の生産 イ 優良種豚等の生産 イ 優良種豚等の生産 □優良種豚等の生産・配付

・配布 ・配布 ・配布 指標＝各微項目の評価点数 △優良種畜等の配布 ２点（生体１４０頭、液状精液６２本を配布） A

養豚経営の規模拡 （ア）雄型品種である （ア）肉豚（交雑種） の合計 △優良種畜等の情報提供 ２点（ホームページ等で情報提供を実施）

大に伴い能力ととも デュロック種につ の生産に必要な雄

に斉一性の高い豚群 いて、ＢＵＬＰ法 型品種であるデュ 各微項目の評価結果の 合計 ４点

の確保が必要である （最良線形不偏予 ロック種につい 区分は以下のとおりと

ことから、広域的に 測法）を活用して て、第６世代の能 する。

利用できる雄型系統 平成１７年度まで 力検定を行うとと Ａ評価：２点、Ｂ評価

を平成１７年度まで に系統を完成させ もに、最新の遺伝 ：１点、Ｃ評価：０点

に完成させる。 る。 的能力推定法であ

また、中期目標期 るＢＬＵＰ法を活 Ａ：４点

間中に優良種畜を９ 用して選抜を行 Ｂ：２点以上４点未満

５０頭程度配布す い、第７世代の生 Ｃ：２点未満

る。 産のための交配を

行う。

【総括】（イ）優良種畜につい （イ）優良種豚につい △優良種畜等の配付

て情報提供を行 て、ホームページ Ａ：計画どおり順調に実施 A優良種畜等の配布については、系統造成中のデュロック種第６世代についてＢＬＵＰ法 を活用し☆

て選抜し、第７世代生産のための交配を行い、計画どおり順調に実施した。これらの業務によって生い、中期目標の期 等において情報提 された

産した優良な種畜について、生体１４０頭、液状精液６２本を配布し、１３年度計画目標である種畜間中に９５０頭程 供を行い、種豚及 Ｂ：概ね計画どおり順調に

配布１００頭を大きく上回った。度配布する。 び精液の配布を行 実施された

う。 Ｃ：計画どおりに実施され

】なかった 【説明

① デュロック種の系統造成については、

上記微項目について ａ 第６世代の能力検定（１日平均増体重、背脂肪層の厚さ、ロース断面積）を実施し、その測

は、各年度の年度計画 定結果に基づきＢＬＵＰ法による個体毎の遺伝的能力評価を行い、

において定められてい ｂ 評価値の高い種豚について、雄豚２５頭、雌豚９０頭を選抜し、

る具体的目標等に照ら ｃ 第７世代の生産のための交配を行い、

し、達成度の評価を行 ｄ 第７世代の雄豚８３頭、雌豚１６３頭について能力検定を実施している。

うものとする。その際、 ② これらの能力については着実に目標値に向かって上昇している。

、 、年度計画に具体的数値 ③ 以上の業務により生産された優良種畜の一部は配布を行うこととし 配布先等について調整し

が掲げられている年度 今年度は農協、改良組合、フリーダー等に種畜１４０頭及び液状精液６２本を配布した。

においては、以下によ

り評価を行う。 ☆ＢＬＵＰ法

Ａ：年度計画の目標数 ＢＬＵＰとは、Best Linear Unbiased Prediction の頭文字をとったもので、与えられたデータと

値の９０％以上 統計モデルのもとで最も正確な評価値を得ることのできる統計的分析手法。ＢＬＵＰ法には統計モデ

Ｂ：年度計画の目標数 ルの中に含まれる個体の種類によりいくつかのモデルがある。

値の５０％以上９０

％未満

Ｃ：年度計画の目標数

値の５０％未満

【総括】△優良種畜等の情報提供

Ａ：計画どおり順調に実施 A優良種畜等の情報提供については、ホームページ等により優良種豚についての情報提供を計画通り

順調に実施した。された
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Ｂ：概ね計画どおり順調に

実施された 【説明】

Ｃ：計画どおりに実施され ホームページ及び業務紹介パンフレット等により保有する優良種豚について、品種及び配布時期等

なかった の情報提供を行った。

上記微項目について

は、各年度の年度計画

において定められてい

る具体的目標等に照ら

し、達成度の評価を行

うものとする。

（４）鶏 （４）鶏 （４）鶏 ◇鶏の改良

鶏卵及び鶏肉の消費 指標＝各細項目の評価点数 □育種手法の開発・実用化 ２点 卵用・肉用鶏について評価方法の実用化を図るためデータ蓄積 A（ 、

・流通ニーズは、価格 の合計 ＢＬＵＰ法の開発実用化のためのデータ蓄積を実施）

ばかりでなく、我が国 □優良種鶏の生産・配布 ２点（卵用・肉用鶏についての系統造成、優良種鶏等の配布・情報提

の独特な消費形態や嗜 各細項目の評価結果の 供を実施）

好から、卵質、肉質等 区分は以下のとおりと 合計 ４点

の品質面を重視するよ する。

うになっている。 Ａ評価：２点、Ｂ評価

このため 「鶏の改 ：１点、Ｃ評価：０点、

」 、良増殖目標 を踏まえ

我が国の消費・流通ニ Ａ：４点

ーズへの対応に重点を Ｂ：２点以上４点未満

置き、次の課題に取り Ｃ：２点未満

組む。

ア 育種手法の開発・ ア 育種手法の開発・ ア 育種手法の開発・ □育種手法の開発・実用化

実用化 実用化 実用化 指標＝各微項目の評価点数 △卵用鶏の評価方法の実用化 ２点（ 卵質改良部会」における技術的課題の検討、優良系統造成 A「

卵用鶏における卵 の合計 のためのデータ蓄積等を実施）

殻質・卵内容、肉用 △肉用鶏の評価方法の実用化 ２点（ 高品質肉養鶏部会」における技術的課題の検討、腹腔内脂「

鶏における腹腔内脂 各微項目の評価結果の 肪量簡易測定装置の改良・測定方法の検討を実施）

肪量・食味等の消費 区分は以下のとおりと △ＢＬＵＰ法の開発・実用化 ２点（卵用・肉用いずれも５系統１万羽以上について遺伝的能力評

・流通ニーズに対応 する。 価値を求め、データを蓄積）

した形質の改良を進 Ａ評価：２点、Ｂ評価

めるため、これらの ：１点、Ｃ評価：０点 合計 ６点

形質の測定方法及び

評価方法を実用化す Ａ：６点

る。 Ｂ：３点以上６点未満

Ｃ：３点未満

以下の３つの微項目に

ついて、それぞれ各年

度の年度計画において

定められている具体的

目標等に照らし、達成

度の評価を行うものと

する
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【総括】（ ） 、ア 卵用鶏について （ア）鶏育種の技術的 △卵用鶏の評価方法の実用

卵殻質、肉斑、血斑 課題の検討 化 A卵用鶏の評価方法の実用化については 「卵質改良部会」等を開催し、卵用鶏の育種に係る技術的、

課題について検討するとともに、卵質に優れた系統を造成する手法開発のため、全個体の生産卵個別等の卵質の全数個別 学識経験者、関 Ａ：計画どおり順調に実施

測定により、卵殻質及び卵内容に基づく選抜を行い、データを蓄積するなど、計画どおり順調に実施測定による評価方法 係団体等の参画を された

した。を実用化する。 得て 「卵質改良 Ｂ：概ね計画どおり順調に、

部会 「高品質 実施された」、

肉用鶏部会」等を Ｃ：計画どおりに実施され 【説明】

開催し、卵用鶏及 なかった ① 「卵質改良部会」においては、消費者ニーズに対応した鶏卵（卵質）の改良方向について議論

び肉用鶏の育種に し、卵殻強度、肉斑・血斑の遺伝的改良等卵用鶏の育種に係る技術的課題について検討した。

係る技術的課題に ② 卵質に優れた系統を造成する手法開発のため、全個体の生産卵個別測定により、次のとおり行

ついて検討する。 った。

（イ）卵用鶏 （ａ）卵殻質

ａ 卵質に優れた 卵殻強度４．０㎏／ｃ㎡レベルを改良目標とし、３．０㎏／ｃ㎡未満の個体について独立淘汰

系統を造成する 法 により淘汰を行い、データを蓄積した。☆

手法開発のた また、卵殻光沢度については、光沢度計により測定し、個体差、家系間差等改良の可能性の有

め、全個体の生 無について検討したところ、測定値の個体内の変動が大きく、測定値と視覚による判断が必ずし

産卵個別測定に も一致しないことから、光沢度計による改良は困難であると考えられた。

より、次のとお （ｂ）卵内容

り行う。 肉斑・血斑について、指標を作成して評価し、独立淘汰法による選抜を行って、データを蓄積

（ａ）卵殻質 した。

、 、 。卵殻強度 ハウユニット については 測定値に基づき独立淘汰法による選抜を行い データを蓄積した☆

４．０㎏／ｃ

㎡レベルを改 ☆独立淘汰法

良目標とした Independent culling level selection。多数の形質の改良を図る場合に、各形質に対して淘汰水

選抜を行い、 準を設け、すべての水準を満足した個体を選抜する方法。

選抜の効果を

判定する。 ☆ハウユニット

また、卵殻 アメリカのハウ氏によって考案された、鶏卵の鮮度測定に用いる単位。

光沢度につい 鶏卵一個の重量と、その鶏卵をガラス板状に割り落として測った 濃厚卵白の高さを公式に当ては

ては、光沢度 めて算定する。

を測定し、個

体差、家系間

差等改良の可

能性の有無に

ついて検討す

る。

（ｂ）卵内容

肉斑・血斑

について、指

標を作成し選

抜を行い、選

抜の効果を判

定する。ハウ

ユニットにつ

いては、測定

値に基づく家
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系の選抜を行

い、その効果

を判定する。

ｂ ＢＬＵＰ法を

活用した遺伝的

能力評価に基づ

く育種手法の実

用化を図るた

、 ，め ５系統１０

０００羽以上に

ついてＢＬＵＰ

法による遺伝的

能力評価値を求

め、選抜に利用

し、有用性を検

証する。

【総括】（ ） 、イ 肉用鶏について （ウ）肉用鶏 △肉用鶏の評価方法等の実

近赤外線分光分析 ａ 近赤外分光分 用化 A肉用鶏の評価方法の実用化については 「高品質肉用鶏部会」等を開催し、肉用鶏の育種に係る技、

術的課題について検討するとともに、腹腔内脂肪量の簡易測定装置を改良し測定方法について検討を技術を活用し、腹 析技術を活用し Ａ：計画どおり順調に実施

行うなど、計画どおり順調に実施した。腔内脂肪量の測定 た腹腔内脂肪量 された

方法及び評価方法 の推定法を実用 Ｂ：概ね計画どおり順調に

を実用化する。 化するため、簡 実施された 【説明】

易測定装置を改 Ｃ：計画どおりに実施され ① 学識経験者、関係団体等の参画を得て 「高品質肉用鶏部会」等を開催し、肉質評価、育種改、

良し、測定方法 なかった 良手法等肉用鶏の育種に係る技術的課題について検討した。

について検討す ② 近赤外分光分析技術を活用した腹腔内脂肪量の簡易測定装置を改良し、測定方法について検討

る。 したところ、生体での測定が可能となったことから、成果を２００２年春季家禽学会大会に発表

するとともに（優秀発表賞受賞 、次年度においては一部の系統について簡易測定装置による腹）

腔内脂肪量の測定値を選抜に利用し、有用性を検証することとした。

【総括】（ウ）ＢＬＵＰ法を活 ｂ ＢＬＵＰ法を △ＢＬＵＰ法の開発・実用

用し、遺伝的能力 活用した遺伝的 化 AＢＬＵＰ法 の開発・実用化については、卵用鶏、肉用鶏のいずれについても、５系統１０，００☆

０羽以上についてＢＬＵＰ法による遺伝的能力評価値を求め、選抜に利用してデータを蓄積し、計画評価に基づく育種 能力評価に基づ Ａ：計画どおり順調に実施

どおり順調に実施した。手法を開発・実用 く育種手法の実 された

化する。 用化を図るた Ｂ：概ね計画どおり順調に

め ５系統１０ 実施された 【説明】、 ，

０００羽以上に Ｃ：計画どおりに実施され ① 卵用鶏については、ＢＬＵＰ法を活用した遺伝的能力評価に基づく育種手法の実用化を図るた

ついてＢＬＵＰ なかった め、５系統１０，１００羽についてＢＬＵＰ法による遺伝的能力評価値を求め、特に雄の選抜に

法による遺伝的 利用し、データを蓄積した。

能力評価値を求 ② また、肉用鶏については、７系統１２，１３１羽についてＢＬＵＰ法による遺伝的能力評価値

め、選抜に利用 を求め、年度内における選抜に利用し、データを蓄積した。

し、有用性を検

証する。 ☆ＢＬＵＰ法

ＢＬＵＰとは、Best Linear Unbiased Prediction の頭文字をとったもので、与えられたデータと

統計モデルのもとで最も正確な評価値を得ることのできる統計的分析手法。ＢＬＵＰ法には統計モデ

ルの中に含まれる個体の種類によりいくつかのモデルがある。

イ 優良種鶏の生産・ イ 優良種鶏の生産・ イ 優良種鶏の生産・ □優良種鶏の生産・配布
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配布 配布 配布 指標＝各微項目の評価点数 △卵用鶏の系統造成 ２点（赤玉系：肉斑・卵殻色、白玉系：卵重・卵殻質に着目して実施） A

消費・流通ニーズ の合計 △肉用系の系統造成 ２点（低脂肪、劣性白、遅羽性に着目して実施）

に対応した種鶏生産 △優良種鶏等の配布 ２点（種鶏、種すう、種卵を種卵換算で９５，４２３個配布）

に必要な系統とし 各微項目の評価結果の △優良種鶏等の情報提供 ２点（ホームページ等で情報を提供）

て、卵用鶏において 区分は以下のとおりと

４系統、肉用鶏にお する。 合計 ８点

いて５系統を完成さ Ａ評価：２点、Ｂ評価

せる。 ：１点、Ｃ評価：０点

また、優良な種鶏

を種卵換算で５７０ Ａ：８点

千個程度配布する。 Ｂ：４点以上８点未満

Ｃ：４点未満

【総括】（ ） 、 （ ） 、ア 卵用鶏について ア 卵用鶏について △卵用鶏の系統造成

赤玉系においては肉 赤玉系においては肉 Ａ：計画どおり順調に実施 A卵用鶏の系統造成については、赤玉系においては肉斑及び卵殻色に着目した２系統、白玉系におい

ては卵重等の基本性能及び卵殻質に着目した２系統を選定し、計画どおり順調に実施した。斑及び卵殻色に着目 斑及び卵殻色に着目 された

した２系統、白玉系 した２系統、白玉系 Ｂ：概ね計画どおり順調に

においては卵重等の においては卵重等の 実施された 【説明】

基本性能及び卵殻質 基本性能及び卵殻質 Ｃ：計画どおりに実施され 卵用鶏について、赤玉系においては肉斑及び卵殻色に着目した系統として、ロードアイランドレッ

に着目した２系統を に着目した２系統を なかった ド種のＹ８系統及び白色ロック種のＬ１７系統を、白玉系においては卵重等の基本性能及び卵殻質に

造成する。 造成するための取組 着目した系統として、白色レグホーン種のＭＡ系統及びＭＫ系統を造成系統として選定した。

に着手する。 上記微項目について

は、各年度の年度計画

において定められてい

る具体的目標等に照ら

し、達成度の評価を行

うものとする。

【総括】（ ） 、 （ ） 、イ 肉用鶏について イ 肉用鶏について △肉用鶏の系統造成

低脂肪に着目した２ 低脂肪に着目した２ Ａ：計画どおり順調に実施 A肉用鶏の系統造成については、低脂肪に着目した２系統、劣性白に着目した２系統、遅羽性に着目

した１系統を選定し、計画どおり順調に実施した。系統、劣性白に着目 系統、劣性白に着目 された

した２系統及び遅羽 した２系統、遅羽性 Ｂ：概ね計画どおり順調に

性に着目した１系統 に着目した１系統を 実施された 【説明】

、 （「 」 「 」）を造成する。 造成するための取組 Ｃ：計画どおりに実施され 肉用鶏について 低脂肪に着目した系統として白色コーニッシュ種の２系統 ５３ 及び ５４

に着手する。 なかった を、劣性白 に着目した系統として白色ロック種の２系統（ １３」及び「９８ ）を、遅羽性 に着☆ ☆「 」

目した系統として白色ロック種の１系統（ １６ ）を選定した。「 」

上記微項目について

は、各年度の年度計画 ☆劣性白：常染色体上の劣性遺伝子により、鶏の全身の羽が白色になることから、劣性白色と称され

において定められてい る。有色の在来鶏等特有の羽色を維持しつつ産肉・産卵能力等を改良する場合に、劣性白色

る具体的目標等に照ら の高能力鶏が交配相手として利用される。

し、達成度の評価を行

うものとする。 ☆遅羽性：ふ化直後の鶏の翼羽の生え揃えに要する時間の早晩により、速羽・遅羽と称される。この

形質を支配する遺伝子は、性染色体上にあることから、雌雄鑑別に利用される。

【総括】（ウ）優良な種鶏につ （ウ）造成系統鶏及び △優良種鶏等の配付

いて情報提供を行 育種素材鶏の優良種 Ａ：計画どおり順調に実施 A優良種鶏等の配布については、種鶏、種すう及び種卵を種卵換算で１０１，４２４個配布し、１３

年度の配布計画個数である８８，０００個を上回った。い、中期目標の期 鶏についてホームペ された
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間中に５７０千個 ージ等において情報 Ｂ：概ね計画どおり順調に

程度配布する。 提供を行い、種鶏、 実施された 【説明】

種すう及び種卵の配 Ｃ：計画どおりに実施され １３年度の配付個数は、種卵換算で卵用鶏が４６，６１３個、肉用鶏が５４，８１１個で、合計

布を行う。 なかった １０１，４２４個であった。

上記微項目について

は、各年度の年度計画

において定められてい

る具体的目標等に照ら

し、達成度の評価を行

うものとする。その際、

年度計画に具体的数値

が掲げられている年度

においては、以下によ

り評価を行う。

Ａ：年度計画の目標数

値の９０％以上

Ｂ：年度計画の目標数

値の５０％以上９０

％未満

Ｃ：年度計画の目標数

値の５０％未満

【総括】△優良種鶏等の情報提供

Ａ：計画どおり順調に実施 A優良種鶏等の情報提供については、造成系統鶏及び育種素材鶏の優良種鶏についてホームページ等

において情報提供を行い、計画どおり順調に実施した。された

Ｂ：概ね計画どおり順調に

実施された 【説明】

Ｃ：計画どおりに実施され 卵用鶏、肉用鶏ともに鶏改良推進中央協議会での資料配付、ホームページ等により、保有する造成

なかった 系統鶏及び育種素材鶏の優良種鶏について、品種及び配布についての情報提供を行った。

上記微項目について

は、各年度の年度計画

において定められてい

る具体的目標等に照ら

し、達成度の評価を行

うものとする。

（５）馬等の家畜 （５）馬等の家畜 （５）馬等の家畜 ◇馬等の改良

馬、山羊、めん羊及 指標＝各細項目の評価点数 □馬の種畜及び精液の配布 ２点（希望に応じて種畜４３頭、精液３０８本を配布） A

び実験動物について、 の合計 □山羊の種畜及び精液の配布 ２点（希望に応じて種畜６５頭、精液５１本を配布）

需要の動向を踏まえ、 □めん羊の種畜及び精液の配布 ２点（希望に応じて種畜１６頭を配布）

優良な種畜等の生産・ 各細項目の評価結果の □めん羊飼養者等への情報提供

配布を行う。 区分は以下のとおりと 等を通じた改良への移行 ２点（研修生を受け入れるなどの技術指導、情報提供を実施）

する。 □実験用ウサギの種畜の配布 ２点（希望に応じて４２０頭を配布）

Ａ評価：２点、Ｂ評価 □実験用ウサギのＳＰＦ状態
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：１点、Ｃ評価：０点 での遺伝特性の維持 ２点（遺伝特性を維持しつつ、微生物学的モニタリングを実施）

□実験用小型ヤギの種畜の配布 ２点（希望に応じて種畜３８頭、精液１本を配布 ））

Ａ：１７点以上 □実験用小型ヤギのモニタ

Ｂ：９点以上１７点未満 リングによる遺伝特性の把握 ２点（系統造成が終了し、大学と共同で特性調査を開始）

Ｃ：９点未満 □実験用小型ブタの系統造成 ２点（小型系では次世代を生産、中型系では貧毛・皮膚色に着目

した造成に着手）

以下の９つの細項目に

ついて、それぞれ、各 合計 １８点

年度の年度計画におい

て定められている具体

的目標等に照らし、達

成度の評価を行うもの

とする

【総括】ア 馬について、種畜 ア 馬について、ホー □馬の種畜及び精液の配布

及び人工授精用精液 ムページ等に情報提 Ａ：計画どおり順調に実施 A馬の種畜及び精液の配布については、配布希望に応じて種雄馬、種雌馬及び精液の配布を行い、計

画どおり順調に実施した。の配布を行う。 供を行い、需要に応 された

じた種畜及び精液の Ｂ：概ね計画どおり順調に

配布を行う。 実施された 【説明】

Ｃ：計画通りに実施されな ① 種畜等の配布については、県、農協、関係団体等に対し、種畜４３頭及び精液３０８本を配布

かった した。

② 馬については情報をホームページに掲載したほか、農用馬生産振興中央協議会等の会議の場に

おいて種畜の生産状況の紹介等を行った。

【総括】イ 山羊について、種 イ 山羊について、ホ □山羊の種畜及び精液の配

畜及び人工授精用凍 ームページ等に情報 布 A山羊の種畜及び精液の配布については、希望に応じて種畜及び精液の配布を行い、計画どおり順調

に実施した。結精液の配布を行 提供を行い、需要に Ａ：計画どおり順調に実施

う。 応じた種畜及び精液 された

の配布を行う。 Ｂ：概ね計画どおり順調に 【説明】

実施された ① 種畜等の配布については、県、農協等に対して、種畜６５頭及び精液５１本を配布した。

Ｃ：計画通りに実施されな ② ホームページの開設、リーフレットの配布等により家畜改良センターの山羊の改良についての

かった 情報提供を行った。

また、人工授精講習会の開催や関係誌への投稿、飼養管理マニュアルの発行等により、山羊の

飼養管理等についての情報提供を行った。

【総括】ウ めん羊について、 ウ めん羊について、 □めん羊の種畜及び精液の

種畜の配布を行いつ ホームページ等に情 配布 Aめん羊の種畜及び精液の配布については、希望に応じて種畜の配布を行い、計画どおり順調に実施

した。つ、めん羊飼養者等 報提供を行い、需要 Ａ：計画どおり順調に実施

への情報提供等を通 に応じた種畜の配布 された

じた改良の推進に移 を行う。 Ｂ：概ね計画どおり順調に 説明】【

行する。 また、改良の推進 実施された ① 種畜等の配布については、農協、改良団体等に対して、種畜１６頭の配布を行った。

体制について、優良 Ｃ：計画通りに実施されな ② ホームページ、北海道めん羊協議会等において家畜改良センターのめん羊の改良等についての

種畜の配布を基本と かった 情報提供を行った。

への技術指導及び情

【総括】報提供等によるもの □めん羊飼養者等への情報

に移行できるよう努 提供等を通じた改良への Aめん羊の飼養者等への情報提供等を通じた改良への移行については 技術指導及び情報提供を行い、 、

計画どおり順調に実施した。める。 移行
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Ａ：計画どおり順調に実施

された 【説明】

Ｂ：概ね計画どおり順調に ① 技術指導については、めん羊の飼養管理及び人工授精技術について２名の研修生を受け入れる

実施された とともに （社）日本緬羊協会の行った研修会に講師４名を派遣した。、

Ｃ：計画どおりに実施され また、技術指導体制をより一層強化するため、職員２名にめん山羊人工授精師免許を取得させ

なかった た。

② 情報提供については、日本めん羊研究会での発表や関係雑誌への投稿を行い、めん羊の人工授

精技術及び飼養管理技術に関する情報を提供した。

【総括】エ 実験用ウサギにつ エ 実験用ウサギにつ □実験用ウサギの種畜の配

いて、ＳＰＦ（特定 いて、遺伝特性を維 布 A実験用ウサギの種畜の配布については、配布希望に応じて種畜等の配布を行い、計画どおり順調に

実施した。疾病フリー）状態で 持するとともに微生 Ａ：計画どおり順調に実施

遺伝特性を維持しつ 物モニタリング（汚 された

つ、配布を行う。 染の監視）により特 Ｂ：概ね計画どおり順調に 【説明】

定疾病非汚染（ＳＰ 実施された ① 種畜等の配布については、配布希望に応じて農家及び民間に対して４２０頭の種畜等の配布を

Ｆ）状態の維持を図 Ｃ：計画どおりに実施され 行った。

り、ホームページ等 なかった ② ホームページを開設して、保有系統の能力調査、管理状態等について情報提供を行った。

種畜等の配布を行

【総括】う。 □実験用ウサギのＳＰＦ 特（

定疾病フリー）状態での A実験用ウサギのＳＰＦ 状態での遺伝特性の維持については、遺伝特性を維持するとともに微生物☆

モニタリング（汚染の監視）によりＳＰＦ状態の維持を確認し、計画どおり順調に実施した。遺伝特性の維持

Ａ：計画どおり順調に実施

された 説明】【

Ｂ：概ね計画どおり順調に ① 飼養各系統について近交化の防止に配慮しつつ選抜を行い、系統内交配により遺伝特性を維持

実施された した。

Ｃ：計画どおりに実施され ② また、兎舎の改修等により防疫体制を強化してＳＰＦ状態を維持しつつ、４月・７月・１０月

なかった ・１月の合計４回各５頭ずつの微生物モニタリング（汚染の監視）によりＳＰＦ状態の維持を確

認した。

☆ＳＰＦ

ＳＰＦ(Specific Pathogen Free)動物とは、特に指定された微生物・寄生虫のいない動物で、指定

以外の微生物・寄生虫は必ずしもフリーではない。ウサギでは、センダイウイルス、ワクチニアウイ

ルス、パスツレラ、気管支敗血症菌、サルモネラ、コクシジウム、耳疥癬ダニ等が指定されることが

多い。

【総括】オ 実験用小型ヤギに オ 実験用小型ヤギに □実験用小型ヤギの種畜の

ついて、モニタリン ついて、系統造成を 配布 A実験用小型ヤギの種畜及び精液の配布については、希望に応じて種畜及び精液の配布を行い、計画

どおり順調に実施した。グにより遺伝特性を 完了させる。 Ａ：計画どおり順調に実施

把握するとともに、 また、ユーザー等 された

配布を行う。 に対して配布を行 Ｂ：概ね計画どおり順調に 【説明】

い、性能調査を実施 実施された ① 種畜等の配布については、町、大学、農協等に対して、種畜３８頭及び精液１本を配布した。

するとともに、ホー Ｃ：計画どおりに実施され ② 繋養牧場のホームページを開設して、保有品種の能力等について情報提供を行った。

ムページ等に情報提 なかった

精液の配布を行う。

【総括】□実験用小型ヤギのモニタ

リングによる遺伝特性の A実験用小型ヤギのモニタリングによる遺伝特性の把握については 系統の造成が完了したことから、 、

大学と共同で特性調査を開始するなど、計画どおり順調に実施した。把握

Ａ：計画どおり順調に実施



- 33 -

された 【説明】

Ｂ：概ね計画どおり順調に ① 実験用小型ヤギについて、系統造成の開始から第５世代３１頭を生産して造成を完了した。

実施された ② 東北大学及び東京農工大学と共同で血中成分等の特性調査を開始することとした。

Ｃ：計画どおりに実施され

なかった

【総括】カ 実験用小型ブタに カ 実験用小型ブタに □実験用小型ブタの系統造

ついて、小型系統及 ついて、 成 A実験用小型ブタの系統造成については、小型系（交雑種）の系統造成について、基礎世代の繁殖を

行い次世代を生産するとともに、中型ヘアレス系については、貧毛及び皮膚色に着目した系統造成にび中型・ヘアレス系 ア 小型系 交雑種 Ａ：計画どおり順調に実施（ ） （ ）

着手し、計画どおり順調に実施した。統の造成を行う。 の系統造成につい された

て、基礎世代の繁 Ｂ：概ね計画どおり順調に

殖を行い次世代を 実施された 【説明】

生産する。 Ｃ：計画どおりに実施され ① 小型系（交雑種）の系統造成について、基礎世代の繁殖を行った結果、３８頭の産子を得て、

（イ）中型ヘアレス系 なかった 雄４頭雌１１頭を選抜した。

については、貧毛 ② 中型ヘアレス系について、貧毛及び皮膚色に着目した系統造成に着手し、最終的に貧毛系につ

及び皮膚色に着目 いては雄３頭雌１０頭、淡色系については雄１頭雌４頭を選抜した。

した系統造成に着 ③ ホームページ等で保有系統について情報提供を行うほか、関係雑誌への投稿及び学会発表を行

手する。 い、生体、血液等、合計１７３検体を提供し、種畜１６頭を配布した。

また、ホームペ

ージ等に情報提供

を行い、種畜等の

配布を行う。

【総括】（６）種畜検査 （６）種畜検査 （６）種畜検査 ◇種畜検査

適切な種畜の利用に ア 的確な種畜検査を ア 的確な種畜検査を Ａ：計画どおり順調に実施 A種畜検査については、最終的に申請のあった種畜５,９７１頭全頭について、計画どおり順調に実

施した。より家畜の改良増殖を 行うため、その実施 行うため、実施要領 された

推進するため、家畜改 要領を定める。 を定める。 Ｂ：概ね計画どおり順調に

良増殖法第４条の規定 イ 一定年数以上の経 イ 一定年数以上の経 実施された 【説明】

に基づく種畜検査につ 験者の中から、的確 験者の中から、的確 Ｃ：計画どおりに実施され ① 的確な種畜検査を行うため 「種畜検査及び立入検査等実施要領」を制定した。、

いて、申請のあった種 に検査のできる者を に検査を実施できる なかった ② 種畜検査員としては、平成１３年４月１６日付けで１３７名、４月２０日付けで１名、１４年

畜の全頭について種畜 種畜検査員として任 者を種畜検査員とし １月２９日付けで１名の計１３９名を任命した。なお、人事異動により９名を免じたため、１３

検査を的確に実施す 命する。 て任命する。 上記小項目については 年度末現在の種畜検査員は１３０名となった。

る。 ウ 申請のあった種畜 、各年度の年度計画に ③ 平成１３年度に申請のあった種畜（申請書提出後に取り下げて検査に参加しなかったものを除

全頭について検査を おいて定められている く）は 乳用牛８５９頭、肉用牛２,１３８頭、馬１,２２８頭、豚１,７４６頭であり、その全

実施する。 具体的目標等に照らし、 頭について検査を実施した。

達成度の評価を行うも

のとする。

【総括】（７）家畜の遺伝資源の保 （７）家畜の遺伝資源の保 （７）家畜の遺伝資源の保 ◇家畜の遺伝資源の保存

存 存 存 Ａ：計画どおり順調に実施 A家畜の遺伝資源については、農林水産関連動植物の遺伝資源保存に関するセンターバンクである

（独）生物資源研究所と受託契約を締結して連携しつつ、８牧場で分担し、遺伝資源の導入１４点、家畜の遺伝資源につ 家畜の遺伝資源の維 農林水産関連動植物 された

保存５３点及び特性調査８８点を行い、計画どおり順調に実施した。いて、独立行政法人農 持保存及び特性調査に の遺伝資源保存に関す Ｂ：概ね計画どおり順調に

業生物資源研究所（以 ついて、繋養畜種を配 るセンターバンクであ 実施された

下 生物研 という 慮し、８牧場で分担し る独立行政法人農業生 Ｃ：計画どおりに実施され 【説明】「 」 。）

と連携しつつ、収集、 て行う。 物資源研究所と連携し なかった ① 遺伝資源の導入については、牛７点、めん羊１点、山羊４点、豚１点、鶏１点を実施した。

維持保存及び特性調査 つつ ８牧場で分担し ② 遺伝資源の保存については、牛２０点、馬５点、めん羊２点、山羊４点、豚４点、鶏１５点及、 、

を実施する。 遺伝資源の導入３点以 上記小項目については びウサギ３点を実施した。
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上、遺伝資源の保存５ 、各年度の年度計画に ③ 特性調査については、牛１３点、馬１５点、めん羊５点、山羊９点、豚３点、鶏３２点及びウ

３点以上及び特性調査 おいて定められている サギ１１点を実施した。

６６点以上を実施す 具体的目標等に照らし、 ④ この結果動物遺伝資源の保存にかかる総点数は、計画（導入３点以上、保存５３点以上、特性

。る。 達成度の評価を行うも 調査６６点以上）を上回る導入１４点、保存５３点、特性調査８８点となった

のとする。

（８）飼養管理の改善 （８）飼養管理の改善 （８）飼養管理の改善 ◇飼養管理の改善

家畜の飼養管理技術 家畜の管理、粗飼料 家畜管理の改善、粗 指標＝各細項目の評価点数 □家畜の飼養管理技術の改善 ２点（業務の質・効率・経済性等の向上を図る視点から様々な技術 A

の改善に努め、併せて 生産・利用、家畜排泄 飼料生産・利用技術の の合計 改善に取り組み、その成果は見学者等に積極的に紹介）

その技術を実証展示し 物処理・利用等の飼養 改善、家畜排泄物処理 □実証展示の見学者の受入 ２点（全牧場で業務紹介等に取り組み、１，９０３名を受入）

て、見学者を毎年６５ 管理に関する技術の改 ・利用技術等の飼養管 各細項目の評価結果の

０名以上受け入れる。 善に努め、畜産関係者 理技術の改善に努め、 区分は以下のとおりと 合計 ４点

にその成果を情報提供 その成果を畜産関係者 する。

するための実証展示を に情報提供するととも Ａ評価：２点、Ｂ評価

行う。 に実証展示を行い、６ ：１点、Ｃ評価：０点

５０名程度の見学者を

受け入れる。 Ａ：４点

Ｂ：２点以上４点未満

Ｃ：２点未満

【総括】□家畜の飼養管理技術の改

善 A家畜の飼養管理技術の改善については、家畜改良センターの業務の質、効率、経済性等の向上を図

る視点から、家畜管理、畜舎管理、粗飼料生産、家畜排泄物処理等の技術改善に取り組み、その成果Ａ：計画どおり順調に実施

は見学者等に積極的に紹介するなど、計画どおり順調に実施した。された

Ｂ：概ね計画どおり順調に

実施された 【説明】

Ｃ：計画どおりに実施され ① 家畜改良等の業務を行う中で得られるデータやニーズに基づき、家畜管理等をより効果的、効

なかった 率的に行うための飼養管理技術の改善に積極的に取り組んだ。１３年度は、豚舎汚水の処理施設

について既存の貯留槽を自力で改造することにより安価に設置したことが関係者から高く評価さ

上記細項目について れたことを始めとして、牛受精卵移植、種卵の長期保存、畜舎消毒、牛堆肥製造等の技術改善に

各年度の年度計画にお 一定の成果を得た。

いて定められている具 ② また、センターにおける家畜管理や粗飼料生産の現場で生まれるニーズや発想を技術改善に結

体的目標等に照らし、 びつけるため、１３年度から新たに「効率化・コスト低減対策提案支援対策」として、職制に関

達成度の評価を行うも わらず身近な業務改善企画の提案を募集し、これに対し、企画実現のための経費を配布する仕組

のとする。 みを導入した。

③ この結果、職員等から１２件の提案があり、そのうち畜舎への持込物品の消毒方法の改善、飼

料作物種子生産用除草剤散布機の開発、堆肥腐熟度判定法の改善等の６件を採択し、技術改善の

取り組みに着手させた。

【総括】□実証展示の見学者の受入

指標＝実証展示の見学者数 A実証展示の見学者の受入れについては、全牧場で周辺の関係者への業務紹介等に取り組んだ結果、

目標を大きく上回る１，９０３名の見学者を受け入れる実績を上げた。Ａ：６５０名以上

Ｂ：４５５名以上６５０名

未満 【説明】

Ｃ：４５５名未満 ① センター本所・各牧場の飼養家畜・施設を活用した飼養管理技術の実証展示を行い、家畜防疫

に配慮しつつ、積極的に見学者を受け入れた。

② その結果、センター全体で１，９０３名の畜産関係者が、家畜飼養や畜産施設利用の現場を訪
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れ、個別技術の説明や資料の配付により、技術成果の情報提供に努めた。

【総括】（９）家畜個体識別事業の （９）家畜個体識別事業の （９）家畜個体識別事業の ◇家畜個体識別事業の推進

推進 推進 推進 Ａ：計画どおり順調に実施 A家畜個体識別事業の推進については、当初は当面システムの試行を行い１７年度を目標に全国展開

する予定であったが、牛海綿状脳症（ＢＳＥ）の発生を契機として１３年度中に全国一斉に実施する家畜の個体識別シス 関係機関と協議し、 関係機関と協議し、 された

テムの確立・普及に資 個体識別に必要なデー 個体識別に必要なデー Ｂ：概ね計画どおり順調に 、緊急対策が実施されることとなったことから、制度の運営・管理主体として本事業を推進するなど

当初の計画をはるかに超える規模で実施した。するため、家畜の個体 タの収集、送受信、デ タの収集、送受信、デ 実施された

識別事業の推進を図 ータベースの構築等電 ータベースの構築等電 Ｃ：計画どおりに実施され

る。 算処理システムの開発 算処理システムの開発 なかった 【説明】

、 、（ ） 、を推進し、当該システ ・改善を推進し、この ① 当初計画のシステム試行については １道５県のモデル地域を対象に 社 家畜改良事業団

ムを試行する。 システムを試行する。 上記小項目について （社）日本ホルスタイン登録協会等関係機関と協議しつつ、農家等からのデータの収集方法、フ

各年度の年度計画にお ァックス、パソコン及び音声入力によるデータの送受信システム、データベースの構築等につい

いて定められている具 て技術的開発・改善を行った。

体的目標等に照らし、 また、モデル地域において、約３６万頭の乳用牛を対象にシステムの試行を行った。

達成度の評価を行うも ② １３年９月に牛海綿状脳症（ＢＳＥ）の摘発に伴い、関連牛追跡システムを早急に確立するた

のとする。 め、個体識別事業を１３年度中に行うこととされた。

即ち、１３年度中に全国約４５０万頭の全牛に個体識別耳標を装着するとともに、そのデータ

ベースを構築し、出生・移動履歴の追跡システムを開始した。

、 、 。家畜改良センターは 当該対策の運営・管理主体として位置付けられ 次の事項に取り組んだ

・緊急対策の円滑な実施のため、家畜個体識別センター設立準備室に５人の職員を派遣し、

企画、運営・管理、関係機関との調整、データ処理システムの開発支援を行った。

・家畜個体情報管理センターの設置のため、用地の一部を貸付した。

・各牛関係牧場は地元都道府県における推進協議会に参画した。また、地元県の要請を受け

て、個体識別耳標の一斉装着作業に協力した。

２ 飼料作物の増殖に必要 ２ 飼料作物の増殖に必要 ２ 飼料作物の増殖に必要 ○飼料作物の増殖に必要な

な種苗の生産及び配布 な種苗の生産及び配布 な種苗の生産及び配布 種苗の生産及び配布 ◇優良種苗の生産・配布 ２点（最大供給可能量、年間供給能力ともに計画を上回り確保） A

指標＝各小項目の評価点数 ◇難増殖種子の採種性の向上 ２点（採種技術に関する４課題に取り組み、成果）

の合計 ◇高品質な種苗の生産・配布

のための取り組み ２点（３課題の技術改善に取り組み、成果）

各小項目の評価結果の ◇飼料作物の遺伝資源の維持

（（ ） 、 ）区分は以下のとおりと ・保存 ２点 独 農業生物資源研究所と連携し ４牧場で分担して実施

する。

Ａ評価：２点、Ｂ評価 合計 ８点

：１点、Ｃ評価：０点

Ａ：８点

Ｂ：４点以上８点未満

Ｃ：４点未満

当該評価を行うに至った

経緯や特殊事情、中期目標

や中期計画に記載されてい

る事項以外の業績その他特

筆すべき事項等を併せて記

載する。

【総括】（１ 「飼料増産推進計画」 （１）需要の高い品種の優 （１）飼料作物種苗の生産 ◇優良種苗の生産・配布）
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等に即して自給飼料の増 先的な生産、一定量の 及び配布 指標＝採取用・普及用種子 A優良種苗の生産・配布については、計画を上回る最大供給可能量１０９品種７８トン、年間供給能

力１０９品種２６トンと計画を上回る数量を確保した。産を推進し、飼料自給率 在庫確保等により需要 飼料作物種苗の年間需 供給能力の確保

の向上を図るためには、 に応じた種苗の配布を 要量、適正在庫量及び種 Ａ：７２品種１８トン以上

飼料作物の優良品種の普 行う。 苗の生産体系（土地の制 Ｂ：５６品種１４トン以上 【説明】

及による生産性の向上が 約から品種毎には３年に Ｃ：５６品種１４トン未満 ① １３年度は３８品種１１トンの種苗を生産し、１３年度当初在庫数量９３品種６７トンと合わ

不可欠である。 １度程度の種苗生産とな せて、１０９品種７８トンの最大供給可能量を確保した。

このため、国際水準に る）を勘案し、本年度は 当該基準値は、当該年 ② これにより１３年度の供給能力として１０９品種２６トンを確保した（土地の制約等から品種

適合する高品質な種苗を ４０品種１４トン程度の 度末在庫水準とする。 毎に３年に１度程度の種苗生産となることから、１３年度供給能力は最大供給可能量の１／３と

生産し、毎年８０品種、 種苗の生産を行い、最大 （在庫量の１／３を供 なっている 。）

２０トン程度の採種用・ 供給可能量１０４品種７ 給能力とする ）なお、 ③ また、配布については、イタリアンライグラスの海外増殖において前年度播種分が豊作であっ。

普及用種子の供給能力を ３トン程度を確保する。 年度計画に記載される たことから１３年度の採種用需要は緩和したが、需要に応じて、採種用は３９品種７．８トン、

確保する。 これにより、予想年間 生産数量は前年度末在 普及用は４６品種３．７トン、全体で６９品種１１．５トンを配布した。

需要量８０品種２０トン 庫水準及び当該年度配

に対応した配布を行う。 付見込み数量から算出

した当該年度に必要な

見込み数量である。

【総括】（２）難増殖種子の施設栽 （２）難増殖種子に関する ◇難増殖種子の採種性の向

培等効率的な採種技術 技術の開発・実用化 上 A難増殖種子の採種性の向上については、４課題に取り組み、計画どおり順調に実施した。

を導入し、採種性の向 難増殖種子（作物と Ａ：計画どおり順調に実施

上を図る。 しての生産性等が高い された 【説明】

にもかかわらず、脱粒 Ｂ：概ね計画どおり順調に ① ビニールハウス内で寒冷紗を活用したギニアグラスの採種技術

性が高い等の理由によ 実施された ギニアグラス採種用のビニールハウスを整備し、予備採種を行った。この結果、収穫ロス減少の

り増殖が難しい種子） Ｃ：計画どおりに実施され ための改善項目が確認できた。引き続き、収穫ロス減少のための徒長の防止方法、脱粒落下した

について、その採種性 なかった 種子を受けとめる寒冷紗の設置方法等の調査を進める。

の向上を図るため、 ② 種子を分解性のテープで包んだシーダーテープを利用した採種技術

① ビニールハウス内 上記小項目について イタリアンライグラス、トールフェスク及びえん麦で試験を実施し、通常より少ない播種量の

で寒冷紗を活用した は、各年度の年度計画 もとで、通常播種区の５～６倍の増殖率を確保し、実用化の目処を立てた。引き続き、年による

ギニアグラスの採種 において定められてい 変動調査を進める。

技術 る具体的目標等に照ら ③ 従来、気温が低いため増殖が困難と考えられていた十勝牧場におけるイタリアンライグラスの

② 種子を分解性のテ し、達成度の評価を行 採種技術

ープで包んだシーダ うものとする。 イタリアンライグラスの４品種について採種試験を行い、３品種において実用上支障のない採

ーテープを利用した 種量が得られた。また、播種時期について晩秋播きと春播きを比較したところ、春播きのほうが

採種技術 適切であることが確認できた。引き続き、品種特性の変化について調査を行い実用化を進める。

③ 従来、気温が低い ④ 採種網の活用によるカラードギニアグラスの採種技術

ため増殖が困難と考 トラクターのフロントローダーに着脱可能な採種網（シードキャッチャー）を作成するととも

えられていた十勝牧 に予備採種を実施した。この結果、収穫ロス減少のための改善項目が確認できた。引き続き、収

場におけるイタリア 穫ロス減少のために最適なトラクターの走行速度、採種網の角度等の調査を進める。

ンライグラスの採種

技術

④ 採種網の活用によ

るカラードギニアグ

ラスの採種技術

の開発・実用化に必

要な調査を行う。

【総括】（３）品種の遺伝的純度の （３）高品質な種苗の生産 ◇高品質な種苗の生産・配
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確保、雑草種子混入防 ・配布 布のための取組 A高品質な種苗の生産・配布のための取組については、３課題の技術改善に取り組み、計画どおり順

調に実施した。止等により、ＯＥＣＤ ＯＥＣＤ種子制度下 Ａ：計画どおり順調に実施

種子制度下で流通可能 で流通可能な高品質な された

な高品質な種苗の生産 種苗の生産・配布につ Ｂ：概ね計画どおり順調に 【説明】

及び配布を行う。 いて、品種の遺伝的純 実施された ① マグネットセパレータとカラーセパレータを組み合わせた精選技術の導入によるシロクローバ

度の確保、雑草種子混 Ｃ：計画どおりに実施され 種子からの混入土石及び菌体の分離

入防止等を図るため、 なかった 従来のスクリーンセパレータ等にマグネットセパレータとカラーセパレータを組み合わせた精

① マグネットセパレ 選技術を導入した。

ータとカラーセパレ 上記小項目について このことにより、土石及び菌体の混入割合が１．０％程度から０．１％になり、ＯＥＣＤ制度

ータを組み合わせた は、各年度の年度計画 に基づく証明に必要な基準値（１．０％以下）を大きくクリアーした。

精選技術の導入によ において定められてい また、黒く変色した死滅種子をカラーセパレータにより取り除くことにも成功し、発芽率が

るシロクローバ種子 る具体的目標等に照ら ９７％から９９％に向上した。

からの混入土石及び し、達成度の評価を行 ② パレットを活用した種子袋間通気の改善による貯蔵種子の発芽率の低下防止

菌体の分離 うものとする。 パレット及びパレットサポータ（パレット間の空間を確保する枠組）により、通気性を確保し

② パレットを活用し た種子貯蔵体制を導入した。

た種子袋間通気の改 貯蔵室内の保管場所や保管状況による発芽率の経年変化を調査している。

善による貯蔵種子の ③ 移植栽培によるローズグラスの生育期間の確保とメヒシバとの競合回避

発芽率の低下防止 イネ科雑草の除草剤処理後にローズグラスの苗を野菜用の移植機を用いて移植する技術を導入

③ 移植栽培によるロ した。

ーズグラスの生育期 このことにより、十分な採種量を得るとともにメヒシバ等雑草種子の混入率をＯＥＣＤ制度に

間の確保とメヒシバ 基づく証明に必要な基準値（１．０％）以下に抑えた。

との競合回避に取り 引き続き、採種量及び雑草種子混入率の年による変動調査を行う。

組む。

【総括】（２）飼料作物の遺伝資源 （４）飼料作物の遺伝資源 （４）飼料作物の遺伝資源 ◇飼料作物の遺伝資源の維

について、生物研と連 の維持保存及び特性調 の保存 持保存 A飼料作物の遺伝資源の維持保存については、農林水産関連動植物の遺伝資源保存に関するセンター

バンクである（独）農業生物資源研究所と受託契約を締結して連携しつつ、４牧場で分担し、栄養体携しつつ、栄養体保存 査について、地域特性 農林水産関連動植物 Ａ：計画どおり順調に実施

保存４１２系統、種子再増殖１２６系統、特性調査１２７系統を行い、計画どおり順調に実施した。又は種子の再増殖及び を考慮し、４牧場で分 の遺伝資源保存に関す された

特性調査を行う。 担して行う。 るセンターバンクであ Ｂ：概ね計画どおり順調に

る独立行政法人農業生 実施された 【説明】

物資源研究所と連携し Ｃ：計画どおりに実施され センターバンクの主催する有識者を含めた検討の結果を踏まえ、センターバンクとの受託契約に即

つつ、家畜改良センタ なかった して計画を作成し、事業を推進した。

ー４牧場で分担し、栄 栄養体保存４１２系統、種子再増殖１２６系統及び特性調査１２７系統を実施し、いずれも計画に

養体保存４１２系統、 上記小項目について 対し１００％以上の実績を上げた。

種子再増殖１２４系統 は、各年度の年度計画

及び特性調査１２４系 において定められてい

統を行う。 る具体的目標等に照ら

し、達成度の評価を行

うものとする。

３ 飼料作物の種苗の検査 ３ 飼料作物の種苗の検査 ３ 飼料作物の種苗の検査 ○飼料作物の種苗の検査

指標＝各小項目の評価点数 ◇ＯＥＣＤ種子制度等に基づく検査 A

の合計 及び照明の的確な実施 ２点（必要な業務の実施と、検査精度維持のための模擬検査

・異種子データベース等の取組）

各小項目の評価結果の ◇ＯＥＣＤ種子検査精度等に基づく

区分は以下のとおりと 検査通知期間の短縮 ２点（データベース化等により期間を２４％短縮）

する。 ◇地域適応性等の検定の実施 ２点（本所他８牧場において７８系統について実施）
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Ａ評価：２点、Ｂ評価 ◇品種特性等に関する情報の提供 ２点（都道府県試験場等の協力により、３３５品種について

、 ）：１点、Ｃ評価：０点 情報を収集・データベース化し 関係者に情報を提供

Ａ：８点 合計 ８点

Ｂ：４点以上８点未満

Ｃ：４点未満

当該評価を行うに至った

経緯や特殊事情、中期目標

や中期計画に記載されてい

る事項以外の業績その他特

筆すべき事項等を併せて記

載する。

【総括】（１）国際間での高品質な （１）検査精度の確保を図 （１）検査の実施及び検査 ◇ＯＥＣＤ種子制度等に基

飼料作物種苗の流通の り、ＯＥＣＤ種子制度等 精度の維持 づく検査及び証明の的確 AＯＥＣＤ種子制度等に基づく検査及び証明の的確な実施については、必要な検査及び証明をそれぞ

れ的確に実施するとともに、検査精度を維持するため、検査担当職員に対する模擬検査及び異種子検推進を図るため、ＯＥ に基づく検査及び証明を 次の区分の検査を確実 な実施

索データの充実を行い計画どおり順調に実施した。ＣＤ種子制度等に基づ 的確に実施する。 に行う。 Ａ：計画どおり順調に実施

く検査及び証明を的確 検定区分：検定内容 された

に実施する。 ①ほ場検定：生産ほ場に Ｂ：概ね計画どおり順調に 【説明】

その際、種子純度検 おいて花粉汚染源から 実施された ① 国内で育成され、海外で増殖が予定されている種苗等に関し、必要な検査及び証明について、

査及び発芽検査の検査 の隔離が確保されてい Ｃ：計画どおりに実施され ＯＥＣＤ種子制度等に基づき、ほ場検定７１件、種子検定１３１件、事後検定４７件、品種証明

試料入手から結果通知 るか等につき検定 なかった ５８件をそれぞれ的確に実施した。

までに要する期間（国 ②種子検定：生産された ② また、検査精度を維持するため、検査担当職員（１５名）に対して、模擬検査を実施し、その

際種子検査規程に定め 種子について、雑草や 上記小項目について 成績に基づく指導・教育を行う等により技術水準の確保を図った。

られている最低限必要 他作物の種子混入率が は、各年度の年度計画 ③ さらに、異種子サンプルについては、タイ国より５種を収集し、異種子検索データの充実を行

な検査日数を除く ） 基準の範囲内であるか において定められてい った。。

を平均１０日から７日 等につき検定 る具体的目標等に照ら

に短縮する。 ③事後検定：生産された し、達成度の評価を行

種子をほ場で栽培し、 うものとする。

出穂期等品種の特性が

損なわれていないかに

つき検定

また、検査精度を維持

するため、

①種子検査担当職員につ

いての模擬検査（純種

子率、異種子率、きょ

う雑物率、発芽率、雑

草の同定）の実施によ

る検査技術の向上

②異種種子のサンプル収

集による異種子検索デ

ータの充実に取り組

む。

【総括】（２）その際、検査及び事 （２）検査結果通知の迅速 ◇ＯＥＣＤ種子検査制度等

務処理の効率化を図 化 に基づく検査通知期間の AＯＥＣＤ種子検査制度等に基づく検査通知期間の短縮については、検査結果に関する情報をデータ
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、 ． （ ） 。り、検査試料の入手か 検査結果に関する情 短縮 ベース化し事務処理を効率化することにより 計画を上回る平均２ ４日 ２４％ の短縮を行った

ら結果の通知までに要 報をデータベース化 指標＝基準年（平成１２年

する期間を短縮する。 し、証明書の作成並び 度）に対する通知期間 【説明】

に文書処理を効率的に の短縮日数 ① 検査関係事務手続きの合理化を図るため、検査結果に関する情報をデータベース化するととも

行うこと等により、検 に、検査部門から検査結果データベースにアクセスできる電算機ネットワークを構築し、検査の

査結果通知までに要す 上記項目については、 進行状況が速やかに把握できる体制を確立した。

る期間を平均１日（１ 各事業年度の年度計画 ② 検査結果データベースのデータから直ちに証明書及び証明ラベルを連続印刷できるシステムを

０％）程度短縮する。 において設定されてい 構築した。

る具体的目標等に照ら ③ これらを通じて、１３年度には、検査結果通知までに要する期間を平均１０．０日から７．６

し、達成度の評価を行 日とし、２．４日（２４％）短縮した。

うものとし、その評価

方法は以下のとおりと

する。

Ａ：達成度合９０％以上

Ｂ：達成度合５０％以

上９０％未満

Ｃ：達成度合５０％未満

【総括】（２）飼料作物優良品種の （３）飼料作物の新品種育 （３）飼料作物優良品種の ◇地域適応性等の検定の実

育成・普及に資するた 成機関等との調整を行 育成支援 施 A地域適応性等の検定試験の実施については、育成機関との調整を行い、本所他８牧場において計画

を上回る７８系統について実施した。め、毎年７０系統程度 い、新しく育成された 飼料作物の優良品種 指標＝地域適応性等の検定

（標準品種を除く ） 系統のうち７０系統程 の育成・普及に資する 試験の年間実施系統数。

の地域適応性等の検定 度 標準品種を除く ため、新しく育成され Ａ：６３以上 【説明】（ 。）

試験を実施する。 の地域適応性等の検定 る系統について、育成 Ｂ：３５以上６３未満 ① 地域適応性等検定試験については、育成機関との調整を踏まえて、寒冷地適応型２８系統、中

試験を実施する。 機関との調整を行い、 Ｃ：３５未満 間地適応型３２系統、温暖地適応型１８系統を対象に実施した。

本所他８牧場において ② 試験の結果は取りまとめの上、系統選抜及び品種登録審査用資料として育成機関に提供した。

７０系統程度の地域適

応性等の検定試験を実

施し、試験結果を系統

選抜及び品種登録審査

用資料として育成機関

に提供する。

【総括】（３）品種特性等に関する （４）都道府県の試験場の （４）地域に適した飼料作 ◇品種特性等に関する情報

情報提供を行うため、 協力を得て、品種特性 物優良品種の普及支援 の提供 A品種特性に関する情報の提供については、都道府県等の試験場の協力を得て、奨励品種選定試験結

果等飼料作物の品種特性等に関する情報を新たに計画を上回る３３５品種分について収集し、３か月奨励品種選定試験結果 情報のデータベースを 地域に適した飼料作 Ａ：計画どおり順調に実施

以内にデータベース化した上、フロッピーディスク等の媒体を通じて飼料作物奨励品種選定・普及担のデータベースを整備 整備し、情報の提供を 物優良品種の選定・普 された

当者等への提供を行い、計画どおり順調に実施した。し 情報の提供を行う 行う。 及に資するため、都道 Ｂ：概ね計画どおり順調に、 。

府県等の試験場の協力 実施された

を得て、飼料作物の品 Ｃ：計画どおりに実施され 【説明】

種特性等に関する情報 なかった ① 都道府県等の試験場の協力を得て、奨励品種選定試験結果等飼料作物の品種特性等に関する情

を新たに２００品種程 報を、５３場所から３３５品種分（収集データ総数２，０４４件のうち、データの精度が高い品

度分を収集し、データ 上記小項目について 種を選別）のデータを入手した。

入手から３か月以内に は、各年度の年度計画 ② このデータをデータ入手後４３日間でデータベース化した。

データベース化し、飼 において定められてい ③ 都道府県の飼料作物奨励品種選定・普及担当者等に対して、このデータベースをフロッピーデ

料作物の奨励品種選定 る具体的目標等に照ら ィスク等の媒体を通じて６１カ所に送付した。

・普及担当者、需要者 し、達成度の評価を行
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等への情報提供を行 うものとする。

う。

４ 調査研究 ４ 調査研究 ４ 調査研究 ○調査研究

業務を推進する上で 開発、改善という用語 指標＝各小項目の評価点数 ◇育種改良関連技術 ２点（特定形質に強く連鎖するＤＮＡマーカーの特定や枝肉構成推定式の構 B

基盤となる育種改良技術 については、次のように の合計 築等）

（ 、 ）及び繁殖関連技術の開発 定義して使用した。 ◇繁殖関連技術 １点 クローン関連技術のうち 初期胚クローンに関して試験が実施されず

・実用化並びに飼養管理 開発する：利用可能な 各小項目の評価結果の ◇飼養管理関連技術 ２点（超音波診断画像から皮下脂肪の増加状況を推定する式を構築）

に係る次の調査に重点的 段階まで、技術を作り 区分は以下のとおりと ◇技術開発・調査に

に取り組むとともに、調 上げること。 する。 対する支援 ２点（共同研究、家畜・施設の提供、調査協力等６５件に積極的に取組）

査研究を進めるに当たっ 改善する：既に開発さ Ａ評価：２点、Ｂ評価

ては、試験研究機関等と れた技術の技術水準の ：１点、Ｃ評価：０点 合計 ７点

の連携、調査研究の場の 向上又は簡易化を実現

外部機関への提供等を通 すること。 Ａ：８点

して我が国全体の畜産技 Ｂ：４点以上８点未満

術の進展に寄与するよう Ｃ：４点未満

努める。

さらに、行政上緊急に 当該評価を行うに至った

解決しなくてはならない 経緯や特殊事情、中期目標

課題が生じた場合は、優 や中期計画に記載されてい

先的に取り組む。 る事項以外の業績その他特

なお、開発、改善とい 筆すべき事項等を併せて記

う用語について、次のよ 載する。

うに定義して使用した。

開発する：利用可能な

段階まで、技術を作り

上げる。

改善する：既に開発さ

れた技術の技術水準の

向上又は簡易化を実現

する。

（１）育種改良関連技術 （１）育種改良関連技術 （１）育種改良関連技術 ◇育種改良関連技術

家畜の遺伝的能力の 指標＝各細項目の評価点数 □遺伝子育種技術の開発 ２点（特定形質に強く連鎖するＤＮＡマーカーの特定等） A

向上と育種改良の効率 の合計 □形質評価手法の開発 ２点（切断画面像からの枝肉構成推定式の構築等）

化を図る上で必要な育 □血中代謝関連物質の選抜利用 ２点（試験牛からのデータ蓄積・分析作業等）

種改良関連技術を開発 各細項目の評価結果の

し、これを導入・活用 区分は以下のとおりと 合計 ６点

するため、特に、次の する。

課題について取り組 Ｓ評価：３点、Ａ評価

む。 ：２点、Ｂ評価：１点

、Ｃ評価：０点

Ａ：６点以上

Ｂ：３点以上６点未満

Ｃ：３点未満

ア 遺伝子育種技術の ア 遺伝子育種技術の ア 遺伝子育種技術の □遺伝子育種技術の開発
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開発 開発 開発 指標＝各微項目の評価点数 △乳用牛 ３点（泌乳形質及び遺伝病に関して強く連鎖するＤＮＡマーカーを特定） A

の合計 △肉用牛 ２点（遺伝子解析用牛群の造成・肥育試験、ＤＮＡマーカー探索を実施）

△豚 ２点（遺伝子解析用豚群の連鎖解析で、各形質と強く連鎖するＤＮＡマーカーを特定）

各微項目の評価結果の △鶏 ２点（遺伝子解析用牛群の造成・肥育試験）

区分は以下のとおりと

する。 合計 ９点

Ｓ評価：３点、Ａ評価

：２点、Ｂ評価：１点

、Ｃ評価：０点

Ａ：８点以上

Ｂ：４点以上８点未満

Ｃ：４点未満

以下の４つの微項目に

ついて、それぞれ、各

年度の年度計画におい

て定められている具体

的目標等に照らし、達

成度の評価を行うもの

とする。

【総括】（ ） 、 （ ） 、ア 乳用牛について ア 乳用牛について （ア）乳用牛 △乳用牛

経済的に重要な形質 泌乳形質に優れた牛 ａ 泌乳形質のう Ｓ：計画を大きく上回り、 S乳用牛については、泌乳形質及び遺伝病に関して、強く連鎖するＤＮＡマーカーを特定し、計画を

大きく上回る優れた成果が得られた。と連鎖性の高いＤＮ 群と劣る牛群を対象 ち乳房炎の感受 優れた成果が得られた

Ａマーカーを特定す にそれと連鎖性の高 性について、有 Ａ：計画どおり順調に実施

る。 いＤＮＡマーカーを 用なＤＮＡマー された 【説明】

探索する。 カーを探索す Ｂ：概ね計画どおり順調に ① 泌乳形質のうち乳房炎の感受性については、新たなマーカーを追加して連鎖解析した結果、乳

る。 実施された 房炎感受性に関する遺伝子の存在領域を絞り込み、これまでより強く連鎖するＤＮＡマーカーを

ｂ 遺伝病につい Ｃ：計画どおりに実施され 特定した。

て、有用なＤＮ なかった ② 遺伝病のうち遺伝性横隔膜筋症については、当該領域の詳細な物理地図を作製したところ、

Ａマーカーを探 ＤＮＡの欠損による発症の可能性を示唆した。

索する。

【留意事項等】

遺伝性横隔膜筋症について、原因遺伝子を特定して診断に応用できる段階にまで到達するなど、極

めて優れた業績を挙げておりＳ評価に値する。

【総括】（ ） 、 （ ） 、イ 肉用牛について イ 肉用牛について （イ）肉用牛 △肉用牛

経済的に重要な形質 肉質に優れた黒毛和 ａ 黒毛和種とリ Ｓ：計画を大きく上回り、 A肉用牛については 遺伝子解析用牛群の造成及び肥育試験は 牛生産の完了後 肥育試験を開始し、 、 、 、

また、ＤＮＡマーカー探索は、計画以上に遺伝子型判定を実施した。さらに、半きょうだい牛群につと連鎖性の高いＤＮ 種と体格に優れたホ ムジン種交雑第 優れた成果が得られた

いても、１２年度までに検出した経済的に重要な形質と連鎖性の高いＤＮＡマーカーの効果を判定すＡマーカーの探索を ルスタイン種との交 ２世代を４０頭 Ａ：計画どおり順調に実施

るなど、計画どおり順調に実施した。開始する。 雑種を対象に肉量・ 程度生産する。 された

また、遺伝子解析 肉質と連鎖性の高い これにより、２ Ｂ：概ね計画どおり順調に

を推進するための牛 ＤＮＡマーカーを探 ４０頭程度の遺 実施された 【説明】

群（交雑第２世代で 索する。 伝子解析用牛群 Ｃ：計画どおりに実施され ① 黒毛和種とリムジン種の組合せによる遺伝子解析用牛群の造成については、本年度３９頭生産

２００頭程度）を造 また、肉質に優れ の造成を完了す なかった し、合計２０５頭の雑種第２世代牛の生産を行い、中期目標の中で設定した、マーカー探索用牛

成する。 た黒毛和種と肉量に る。また、１１ 群として十分な頭数が確保できたため、牛群の造成を終了した。
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優れたリムジン種を ０頭程度の肥育 ② 肥育試験については、１５８頭について肥育試験を実施した。

交配し、受精卵移植 試験を実施す ③ マーカー探索については、解析マーカーの利用性を判定し、１９６頭を対象として遺伝子型判

技術を利用して第２ る。 定を行った。

世代で２００頭の群 上記牛群のう ④ ホルスタイン種の半きょうだい牛群については、娘牛数の多い種雄牛２牛群の再解析により、

を造成する。 ち１１０頭程度 これまで検出した生産形質関連遺伝子の効果を判定した。

を対象として、

有用なＤＮＡマ

ーカーの探索を

開始する。

ｂ 黒毛和種とホ

ルスタイン種の

半きょうだい家

系を対象に、枝

肉重量、牛脂肪

交雑基準（ＢＭ

Ｓ 、ロース芯）

面積、バラ肉の

厚さについて、

有用なＤＮＡマ

ーカーの絞り込

みを行う。

【総括】（ウ）豚について、既 （ウ）豚について、遺 （ウ）豚 △豚

に造成した遺伝子 伝子解析用の豚群 ａ 梅山豚とデュ Ｓ：計画を大きく上回り、 A豚については、遺伝子解析用豚群の連鎖解析は、それぞれの形質に連鎖するＤＮＡマーカーを検出

し、計画を上回る優れた成果を上げた。また、半きょうだい豚群の肢蹄得点については、有意に連鎖解析用の群を用い を対象にロース芯 ロック種から造 優れた成果が得られた

するＤＮＡマーカーを検出するなど、計画通り順調に実施した。て経済的に重要な 脂肪量等と連鎖性 成した遺伝子解 Ａ：計画どおり順調に実施

形質と連鎖性の高 の高いＤＮＡマー 析用豚群を対象 された

いＤＮＡマーカー カーを探索する。 に、ロース芯粗 Ｂ：概ね計画どおり順調に 【説明】

を特定する。 脂肪含量と管 実施された ① 遺伝子解析用豚群の粗脂肪含量については、新たなＤＮＡマーカーを含め再解析を行い、遺伝

囲、総産子数及 Ｃ：計画どおりに実施され 子の存在する領域を絞り込んだ。さらに、この候補領域についてＢＡＣクローン による整列地☆

び黄体数につい なかった 図 を作製した。☆

て、有用なＤＮ ② 管囲については、第７番染色体上の新たなＤＮＡマーカーの遺伝子型判定を行い、強く連鎖す

Ａマーカーの絞 るＤＮＡマーカーを検出した。また、連鎖の認められたＤＮＡマーカー近傍に存在する候補遺伝

り込みを行う。 子を選定した。

ｂ ランドレース ③ ランドレース種の半きょうだい豚群の肢蹄得点については、合計５４２頭の解析を行い、複数

種の半きょうだ の染色体上に有意に連鎖するＤＮＡマーカーを検出した。

い家系４家系を

☆ＢＡＣクローン対象に、肢蹄得

ＢＡＣは細菌人工染色体（Bacterial Artificial Chromosome）の略で、大きなＤＮＡ断片（約１点について有用

０万～３０万塩基対）を挿入する目的で用いられる。ＢＡＣベクターは、細菌の遺伝子を利用してなＤＮＡマーカ

細菌の菌体内で染色体同様に挙動するよう開発されたベクター系である。このため、大きなＤＮＡーの探索を行

断片を挿入でき、菌体内での安定性も高く、ＤＮＡの取扱いの容易で、直接塩基配列の決定にも使う。

用できる特徴を持つ。大きなＤＮＡ断片を挿入できるため、酵母人工染色体（ＹＡＣ）同様に整列

地図作製に利用されている。

ベクター系としては、この他にプラスミド系（数千塩基対）やコスミド系（数万塩基対）などが

あるが、遺伝子の単離や塩基配列の決定には適しているものの、整列地図の作製には不適である。

それぞれのベクター系には長所短所があり、研究目的により使い分けられている。
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☆整列地図

マップした遺伝子と遺伝子の距離を塩基の数であらわしたものである。これをつくるにはゲノム

のＤＮＡをクローニングし、それぞれのクローンがカバーしている領域を調べ、それを重ねてひと

つながりの地図をつくる。

【総括】（エ）鶏について、既 （エ）鶏について、卵 （エ）鶏 △鶏

に造成した遺伝子 殻質、腹腔内脂肪 ａ 卵殻の強い群 Ｓ：計画を大きく上回り、 A鶏については、卵殻強度解析用鶏群は形質とＤＮＡマーカーの連鎖解析、脂肪蓄積鶏群はＤＮＡマ

ーカーの遺伝子型判定、腫瘍退行性鶏群については親世代及び雑種第１世代の評価試験及び、交雑第解析用の群及び新 量に関しては既に と弱い群の交雑 優れた成果が得られた

２世代の生産をそれぞれ行うなど、計画通り順調に実施した。規に造成する群を 造成した鶏群を対 鶏群を対象に、 Ａ：計画どおり順調に実施

用いて経済的に重 象に、抗病性に関 有用なＤＮＡマ された

要な形質と連鎖性 しては遺伝子解析 ーカーの探索を Ｂ：概ね計画どおり順調に 【説明】

の高いＤＮＡマー 用群を新たに造成 行う。 実施された ① 卵殻強度解析用鶏群については、雑種第２世代を用いて連鎖解析を行い、卵形質に緩く連鎖す

カーを特定する。 し、それら形質と ｂ 腹腔内脂肪蓄 Ｃ：計画どおりに実施され るＤＮＡマーカーを検出した。引き続き、連鎖性の高いＤＮＡマーカーを探索するために、新た

連鎖性の高いＤＮ 積の多い群と少 なかった なＤＮＡマーカーの型判定を行い、連鎖解析を実施する。

Ａマーカーを探索 ない群の交雑鶏 ② 腹腔内脂肪蓄積解析鶏群については、親世代におけるＤＮＡマーカーの利用性を判定し、約２

する。 群を対象に有用 ／３のマーカーの遺伝子型判定を行った。

なＤＮＡマーカ ③ 腫瘍退行性解析鶏群については、５９０個の鶏卵を準備した。疾病対策の加温処理により孵化

ーの探索を行 率が予想を遙かに越えて低下したが、解析には十分な１７３羽を生産できた。一方、親世代３個

う。 体及び雑種第１世代４６個体の腫瘍退行性能力の評価を行った。

ｃ ラウス肉腫ウ

ィルスを原因と

する腫瘍の退行

性について、退

行性のある群と

ない群の交雑第

２世代２００羽

程度の造成を行

う。造成した鶏

群を対象に腫瘍

退行性の評価試

験を開始する。

イ 形質評価手法の開 イ 形質評価手法の開 イ 形質評価手法の改 □形質評価手法の開発

発 発 善 指標＝各微項目の評価点数 △牛、豚及び鶏の肉質評価法の開発 ２点（パネルの精度向上と、近赤外線分析用装置の改良によ A

の合計 り、水分・脂肪・蛋白含量の推定で精度が向上）

△牛の簡易な肉量推定技術の開発 ２点（枝肉切開画面像による枝肉構成推定式を作成し、当て

各微項目の評価結果の はまりのよい式を構築）

区分は以下のとおりと

する。 合計 ４点

Ｓ評価：３点、Ａ評価

：２点、Ｂ評価：１点

、Ｃ評価：０点

Ａ：４点以上

Ｂ：２点以上４点未満

Ｃ：２点未満

以下の２つの微項目に
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ついて、それぞれ、各

年度の年度計画におい

て定められている具体

的目標等に照らし、達

成度の評価を行うもの

とする

【総括】（ア）牛、豚及び鶏の （ア）肉質について、 （ア）肉質 △牛、豚及び鶏の肉質評価

肉質評価法を開発 牛、豚、鶏肉の官 ａ 牛肉、豚肉及 法の開発 A牛 豚及び鶏の肉質評価法の開発については 牛肉 豚肉 鶏肉あわせて６４名のパネルを確保し、 、 、 、 、

トレーニングによるパネルの精度向上を図り、官能検査結果と理化学分析値との関係を調査した。分する。 能検査用パネルを び鶏肉の官能検 Ｓ：計画を大きく上回り、

析の簡易化のための近赤外線分析用装置の改良にも取り組み、ややばらつきは見られるものの、水分養成するととも 査用パネル形成 優れた成果が得られた

・脂肪・蛋白含量の推定では精度の向上が見られるなど、計画どおり順調に実施した。に、近赤外線分光 のための訓練を Ａ：計画どおり順調に実施

分析技術等を活用 行う。 された

した筋肉内脂肪含 これらのパネ Ｂ：概ね計画どおり順調に 【説明】

量やアミノ酸等を ルは、脂肪・蛋 実施された ① パネル形成のための訓練については、牛肉用パネルを30名、豚肉用を10名、鶏肉用として24名

測定する手法によ 白・水分組成、 Ｃ：計画どおりに実施され を選定し、牛肉40回、豚肉14回、鶏肉40回のトレーニング及び官能検査を実施してパネルの養成

り、簡易に計量及 脂肪酸組成、ア なかった を図った。

び評価できる手法 ミノ酸組成及び ② 牛肉の組成解析用簡易装置の改良については、ブロック肉分析のため、近赤外線分光分析装置

の開発に取り組 剪断力価等の測 のプローブ に外光遮断用器具を取り付ける改良を行った。この結果、ややばらつきは見られる☆

む。 定値と官能検査 ものの、水分・脂肪・蛋白含量については理化学分析値との間の相関係数が高くなるなど、推定

との関係を明確 精度の向上が認められた。

にする調査に利 ③ 牛肉の組成等と食味との相関については、脂肪酸組成の分析を行い、①の官能検査結果と脂肪

用する。 酸組成分析値との関係について解析した。この結果、官能検査総合判定値はパルミチン酸（C16:

ｂ 近赤外線分光 0）とは正の、オレイン酸（C18:1）とは負の相関がそれぞれ見られた。また、アミノ酸組成分析

、 、 。 、分析技術を利用 については 測定機器を導入して技術の安定化を行い 測定を開始した 食味との相関の分析は

した牛肉の組成 １４年度に引き続きデータを集積した上で行う。

解析用簡易装置 ④ 豚肉の組成等と食味との相関については 脂肪酸組成分析技術の安定化を図った上で 豚肉(中、 、

の改良を行う。 ヨークシャー種）の分析を実施した。食味との相関の分析は、14年度に引き続きデータを集積し

黒毛和種牛肉を た上で行う。

対象に近赤外線

分光分析による ☆プローブ

水分・脂肪・蛋 光ファイバーケーブルを通して近赤外線を照射する探触子で、ブロック肉の断面に接触させる部分

白組成推定に必

要な調査を行

う。

また、近赤外

線分光分析によ

る脂肪酸組成推

定に必要な調査

を行う。

ｃ 牛肉の脂肪酸

組成測定値及び

アミノ酸組成測

定値と食味との

相関について調

査する。

ｄ 豚肉の脂肪酸
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組成測定値及び

物理的性状測定

値と食味との相

関について調査

する。

【総括】（イ）牛の簡易な肉量 （イ）肉量について、 （イ）肉量 △牛の簡易な肉量推定技術

推定技術を開発す 枝肉断面写真の画 牛のと体につい の開発 A牛の簡易な肉量推定技術の開発については、肉用牛の遺伝子解析用牛群の肥育牛を対象として、枝

肉切開面画像による枝肉構成推定式の作成を試み、非常に当てはまりの良い推定式ができるなど、計る。 像解析により、筋 て枝肉切開面写真 Ｓ：計画を大きく上回り、

画どおり順調に実施した。肉脂肪構成比を推 画像による筋肉・ 優れた成果が得られた

定する技術を検討 脂肪量推定に必要 Ａ：計画どおり順調に実施

し、実際の筋肉分 な調査を行う。 された 【説明】

離による肉量との Ｂ：概ね計画どおり順調に ① 肉用牛の遺伝子解析用牛群の肥育牛について、枝肉切開面を写真撮影した後、枝肉を解体し脂

関連を調査し、枝 実施された 肪・筋肉・骨に分離してそれぞれの重量を測定した。

肉段階の簡易な肉 Ｃ：計画どおりに実施され ② 次に、画像解析ソフトを用いて写真から枝肉切開面の筋肉・脂肪等の面積を測定し、これらと

量測定技術の開発 なかった 枝肉解体結果との関係から、牛枝肉切開面の写真による牛枝肉構成の推定式を検討した。

に取り組む。 ③ 作成した筋肉重量及び筋肉割合の推定式は、いずれも寄与率（当てはまりの程度）が98%を超

え、非常に精度の高い推定式を作成することができた。脂肪及び骨でも同様の結果であった。

④ なお、黒毛和種についてもさらにデータ数を確保するため、筋肉分離及び切開面写真等のデー

タ収集を実施した。

【総括】ウ 血中代謝関連物質 ウ 血中代謝関連物質の ウ 血中代謝物質の選抜 □血中代謝関連物質の選抜

の選抜利用 選抜利用 利用 利用 A血中代謝関連物質の選抜利用については、引き続き育成牛から絶食下での採血を行い、血中代謝物

質を測定してデータの蓄積を行うなど、計画どおり順調に実施した。血中代謝関連物質 血中代謝関連物質の 各種代謝関連物質の Ｓ：計画を大きく上回り、

を指標とした選抜法 選抜指標への利用性を 血中含量と泌乳能力成 優れた成果が得られた

の開発を試みる。 検証するため、それと 績の相関について調査 Ａ：計画どおり順調に実施 【説明】

泌乳能力との相関につ し、選抜技術としての された ① １３年度は引き続き生後９０日齢及び１５０日齢の育成牛２３４頭について絶食状態で採血

いて調査を行う。 利用可能性を検討す Ｂ：概ね計画どおり順調に し、血糖、コレステロール、遊離脂肪酸、総蛋白質、中性脂肪、尿素窒素、ケトン体の７項目に

る。 実施された ついて分析し、データを蓄積した。

Ｃ：計画どおりに実施され ② また、１１年度に同様に採血を行った１２４頭については、泌乳成績を収集、整理し、１４年

なかった 度からの分析に備えた。

上記細項目については、

各年度の年度計画にお

いて定められている具

体的目標等に照らし、

達成度の評価を行うも

のとする。

（２）繁殖関連技術 （２）繁殖関連技術 （２）繁殖関連技術 ◇繁殖関連技術

受精卵移植技術等を 指標＝各細項目の評価点数 □家畜の受精卵移植技術の改善 ２点 卵子の保存・処理法の改善 技術実証のための産子生産 B（ 、 ）

活用した種畜の生産、 の合計 □クローン技術の改善 １点（初期胚クローンに関して試験が実施されず）

クローンを用いた検定 □牛以外の人工授精技術等の改善 ２点（家畜改良センターが開発した手法の効果の実証等）

等より効率的な育種改 各細項目の評価結果の

良手法の確立、優良家 区分は以下のとおりと 合計 ５点

畜の増殖、生産現場で する。

のコスト低減等に資す Ｓ評価：３点、Ａ評価
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る繁殖関連技術の高度 ：２点、Ｂ評価：１点

化を図るため、特に、 、Ｃ評価：０点

次の課題について取り

組む。 Ａ：６点以上

Ｂ：３点以上６点未満

Ｃ：３点未満

ア 家畜の受精卵移植 ア 家畜の受精卵移植 ア 家畜の受精卵移植 □家畜の受精卵移植技術の

技術の改善 技術の改善 技術の改善 改善 △牛の受精卵移植技術 ２点（卵子の採取、保存、処理、受卵牛の処理方法について知見） A

指標＝各微項目の評価点数 △切断等受精卵の操作技術 ２点（凍結保存に勝るガラス化保存技術の実証）

の合計 △豚の受精卵移植技術 ２点（凍結保存法、ガラス化保存法を実施。産子を得た）

各微項目の評価結果の 合計 ６点

区分は以下のとおりと

する。

Ｓ評価：３点、Ａ評価

【留意事項等】：２点、Ｂ評価：１点

と場卵巣を活用した育種及び調査研究業務について、ＢＳＥの発生に伴う材料入手上の管理・規制、Ｃ評価：０点

が恒常化したことを踏まえ、これに伴い必要となる対策を講ずること。

Ａ：６点以上

Ｂ：３点以上６点未満

Ｃ：３点未満

以下の３つの微項目に

ついて、それぞれ、各

年度の年度計画におい

て定められている具体

的目標等に照らし、達

成度の評価を行うもの

とする

【総括】（ア）牛について、受 （ア）牛の受精卵移植 （ア）家畜の受精卵移 △牛の受精卵移植技術

精卵移植関連技術 関連技術につい 植技術の改善 Ｓ：計画を大きく上回り、 A牛の受精卵移植技術については、以下のとおり、計画どおり順調に実施した。

ａ 卵胞波及び性ホルモンの動態についての調査は、37頭の乳用育成牛について連続過剰排卵処理をの改善を図り、子 て、過剰排卵処理 ａ 乳用育成牛の 優れた成果が得られた

行い、一部の牛について卵胞波及び性ホルモンの測定を行った。牛を安定的に生産 技術、生体卵胞卵 連続過剰排卵処 Ａ：計画どおり順調に実施

ｂ 肉用育成牛の生体卵胞卵子採取技術の効率化については、過剰排卵処理による採卵との組み合わできる技術体系を 子採取技術、卵凍 理技術に関し、 された

せにより胚生産を効率化する可能性を追求する試験を行い、新たな処理方法の開発には至らないも開発する。 結保存技術、受精 卵胞波及び性ホ Ｂ：概ね計画どおり順調に

のの、受胎牛を得ることができた。卵移植技術及び受 ルモンの動態に 実施された

ｃ ガラス化保存技術の改善については、センターが開発した培養液の改善のため浸透性耐凍剤と糖卵牛管理・選定技 ついて調査を行 Ｃ：計画どおりに実施され

類についてそれぞれの構成を検討し、より適切な構成についての知見を得た。術の各技術の改善 う。 なかった

ｄ ホルモン処理による効率的な受卵牛の利用方法については、１２年度に胚移植への利用可能性をに取り組む。 ｂ 肉用育成牛の

明らかにしたＯｖｓｙｎｃｈと呼ばれるホルモン投与プログラムにおける投与量等につき試験を行生体卵胞卵子採

い、投与量低減の可能性等を明らかにした。取技術に関し、

ｅ 受卵牛の選抜法の開発については、移植前の頚管粘液のｐＨ・核崩壊率、血液の生化学分析等とより効率的な処

、 。理方法について 受胎率との関連を調査し 移植前の頸管粘液の核崩壊像と受胎率に関連性があることが示唆された

ｆ 体外受精手法及び培養液改善のための調査については、浸透圧平衡化物質であるベタインの体外の調査を行う。

受精培地への添加の効果を調査し、胚盤胞への発生率や胚の品質改善に効果が認められたうえ、至ｃ ガラス化保存
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適濃度についても知見を得た。技術に関し、培

養液改善のため

の調査を行う。 【説明】

ｄ 受卵牛管理技 ａ

術に関し、ホル ① １３年度の試験においては処理間隔の長短によって採卵成績には差が認められなかった。この

モン処理による ことから、乳用育成牛について初産妊娠前の短期間に複数回の採卵を済ませることにより、早期

効率的な受卵牛 受胎と初産月齢の遅延防止を図る可能性が示唆された。

の利用方法につ ② 卵胞波 及び性ホルモンの測定については、１４年度にも引き続き実施の上、とりまとめを行☆

いて調査を行 う。

う。

ｅ 受胎率の良好 ☆卵胞波

な受卵牛の選抜 卵巣内には数多くの小卵胞が存在するが、一性周期の中でこれらが通常２～３回の波状の発育を繰

法を開発する。 り返す。過剰排卵処理時の卵胞波の状態が処理成績に影響を与えていると考えられている。

ｆ 体外受精卵培

養技術に関し、 ｂ 肉用育成牛の生体卵胞卵子採取技術の効率化については、以下の２つの試験に取り組んだ。

体外受精手法及 ① 通常の採卵では十分な数の受精卵を得られなかった牛に対して採卵直後に連続して生体卵胞卵

び培養液改善の 子を採取する技術を確立するため、２回採卵後７日間隔で３回生体卵胞卵子採取を行う場合、Ｐ

ための調査を行 ＭＳＧ投与の効果を調べる試験に取り組んだ。

、 、 。う。 この結果 ＰＭＳＧ投与の効果は 採卵個数と胚盤胞発生率の両者間で逆の傾向が認められた

また、生体卵胞卵子採取を行った後に交配した６頭のうち３頭は６０日以内に受胎した。

② 受精卵採取個数の増加を図るため、過剰排卵処理による人工授精の４８時間後に生体卵胞卵子

採取を行い、その後７日目に通常の方法で採卵を行う試験を行った。

この結果、過剰排卵処理と生体卵胞卵子吸引を組み合わせたものを４６頭について実施し、平

均７．７個の卵子を得た。その後の採卵成績への影響は認められなかった。

このうちの２２頭分について体外受精を実施したところ、胚盤胞の発生率は１０．４％であっ

た。発生した胚盤胞を７頭に移植し３頭の受胎を得た。

ｃ
☆① ガラス化保存技術に関する培養液改善のための調査については、センターで開発した培養液

について、凍結保存における融解後の胚の生存率を高めるために必要な浸透性耐凍剤と糖類の構

成の検討を行った。

② その結果、浸透性耐凍剤については、エチレングリコールとグリセリンの比率を、現行の２０

％：２０％から、３０％：１０％にする方が融解後の胚の生存率が優れている傾向にあるが、ま

た、糖類については、ショ糖とキシロースの比率は現行の０．３Ｍ：０．３Ｍから変更しても大

きな改善にはつながらないことが判明した。

☆培養液の組成

２０％エチレングリコール＋２０％グリセリン＋０．３Ｍショ糖＋０．３ＭMキシロース＋３％ポ

リエチレングリコール

ｄ

① ホルモン処理による効率的な受卵牛の利用方法については、Ｏｖｓｙｎｃｈ と呼ばれるホル☆

モン投与プログラムが排卵の同期化と定時人工授精に有効であることが知られているが、１２年

度には胚移植の場合にも有効であることを示した。１３年度はさらにそのホルモン投与量の検討

と、長期空胎牛における利用について調査を行った。

② ＯｖｓｙｎｃｈにおけるＧｎＲＨ(性腺刺激ホルモン放出ホルモン)の投与について、定法どお

り（１００μｇ）投与と、半量（５０μｇ）投与での調査を実施した。３牧場において、総計１

５０頭の受卵牛を用いて比較したところ、半量の区でも移植受胎率に差が認められず、コスト低
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減の可能性を示した。

各牧場の受胎率は、半量区と対照区（全量区）でそれぞれ新冠６４．７％：６６．７％、十勝

４５．０％：５１．２％、奥羽３０．４％：５５．６％であった。

③ 肉用牛の育種プログラムの都合により長期間空胎であった牛を受胎させる上で、Ｏｖｓｙｎｃ

ｈの効果を試験したところ、空胎期間が３６か月を越えるものには効果がないものの、３６か月

未満のものに対しては、Ｏｖｓｙｎｃｈの効果があり、良好な受胎率を上げることができること

を示した。

☆Ｏｖｓｙｎｃｈ

Ｐｕｒｓｌｅｙが１９９５年に発表した牛の排卵を必要な時に起こさせるための方法（排卵同期化

処理法）の一つ。ＧｎＲＨ（性腺刺激ホルモン放出ホルモン）という排卵を起こすホルモンと、ＰＧ

（プロスタグランディン）という黄体を退行させるホルモンとを使って行われる。

ｅ

① 受卵牛の選抜法の開発については、高い受胎率が期待出来る受卵牛を客観的に選定できる指標

を得るために、４０頭のホルスタイン種受卵牛について、移植前の頚管粘液のｐＨ・核崩壊率、

血液の生化学分析値等と受胎率との関連を調査した。

② その結果、移植前の頸管粘液の核崩壊率については、８０％以上のものでは受胎率が低下する

傾向がみられ、１１～１２年度の成績と合わせ受卵牛の選別に用いる可能性が認められた。

③ また、その結果、頸管粘液のｐＨ及び生化学分析値と受胎率との関連は認められなかった。

ｆ

① 体外受精手法及び培養液改善のための調査については、浸透圧平衡化物質であるベタインを体

外受精培地に添加することが、胚の発生に関して及ぼす影響について調査した。

② その結果、１，０７７個の卵子を、３種類の濃度のベタインを添加した体外受精用培地で培養

し、初期発生率・胚盤胞発生率・胚の細胞数等の測定を行ったところ、初期発生率、胚盤胞発生

率ともに、ベタイン３ｍＭの添加が最も優れていた。

胚盤胞発生率

ベタイン１ｍＭ添加区 ：３９．２％（供試卵子数＝２６３）

３ｍＭ添加区 ：５１．９％（ ＝２６２）

５ｍＭ添加区 ：４３．２％（ ＝２８５）

対照区（ベタイン無添加 ：３６．０％（ ＝２６７））

③ これらのことにより、ベタインが胚盤胞への発生率や胚の品質の改善に効果のあることを明ら

かにすると共に、その至適濃度量についても一定の成果を得た。

【総括】（イ）切断等受精卵の （イ）切断等受精卵の （イ）操作後の受精卵 △切断等受精卵の操作技術

操作技術につい 操作技術につい 保存法 Ｓ：計画を大きく上回り、 A切断等受精卵の操作技術については、操作後胚、特に切断二分離胚の保存技術として、ガラス化保

存技術 が、通常行われている凍結保存よりも高い生存性を示すことができ、計画どおり順調に実施て、操作後の受精 て、ガラス化法を 切断等の操作後 優れた成果が得られた ☆

した。卵の保存技術を改 応用した操作受精 の受精卵（切断二 Ａ：計画どおり順調に実施

善する。 卵の保存技術の改 分離胚、性判別の された

善に取り組み、受 ためのバイオプシ Ｂ：概ね計画どおり順調に 【説明】

胎率の向上を図 ー胚及び核移植に 実施された ① 切断等の操作を行った後の受精卵（切断二分離胚及び性判別のためのバイオプシー胚 ）の保☆

、 （ ） 。る。 よる再構築胚）の Ｃ：計画どおりに実施され 存技術に関して ２種類の保存法 凍結保存法とガラス化保存法 の比較のための調査を行った

保存技術に関し、 なかった ② この結果、体外受精（卵から作成した）由来切断二分離胚２０ペア（４０個）を凍結保存とガ

２種類の保存法の ラス化保存の２種類の方法で超低温保存し、生存性を比較した試験において、ガラス化保存のほ

比較のための調査 うが生存性の高い傾向が認められた（生存率７１．４％：５５．０％ 。）
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を行う。 一方、バイオプシーした胚については、保存方法による差は認められなかった。

☆ガラス化保存

細胞を壊すことなく受精卵を凍結させる技術。従来の凍結法では、凍結の際、含まれる水分が氷と

なり、細胞内小器官などを物理的に破壊して細胞を壊し、受精卵移植後の着床率の低下を招いていた

が、ガラス化保存法の場合、この細胞破壊が全く起こらず、保存前の受精卵の性質を保ったままの凍

結保存が可能となる。

これは、水に特定の物質を加えた場合、凍りにくくなる性質を利用し、水が氷になることを防いだ

。 、 。もの ガラス化保存を行った受精卵の細胞の形態的損傷は認められず 高い生存率が期待されている

☆バイオプシー胚

生体から各種検査のために組織の一部分を切り取ることをバイオプシー（生検）というが、この場

合は、胚から一部の細胞を性別判定のために切り取ることを意味しており、バイオプシー胚とはこう

いった処置を加えた後の胚を指す。

【総括】（ウ）豚について、受 （ウ）豚の受精卵移植 （ウ）豚の受精卵移植 △豚の受精卵移植技術

精卵移植の受胎率 技術について、凍 技術 Ｓ：計画を大きく上回り、 A豚の受精卵移植技術については、凍結保存法とガラス化保存法を比較するため、両方法について、

ウィルス汚染を防ぐ意味で重要な受精卵の透明帯を傷つけずに保存する最適の方法を開発する試験をを改善する。 結保存技術の改善 豚受精卵の低温 優れた成果が得られた

行い、いずれの方法によっても産子を得るなど、計画どおり順調に実施した。を図るとともに、 保存技術に関し、 Ａ：計画どおり順調に実施

簡易な移植技術の ２種類の保存法の された

開発にも取り組 比較のための調査 Ｂ：概ね計画どおり順調に 【説明】

み、凍結卵移植の を行う。 実施された ① 牛と異なり保存が極めて困難な豚胚について その原因とされる細胞質中の脂肪滴を除かず 透、 （

受胎率の向上を図 Ｃ：計画どおりに実施され 明帯を穿孔せず）に保存する技術を、凍結保存法、ガラス化保存法のいずれにも確立した上で両

る。 なかった 法を比較するため、保存前に胚を遠心処理する効果を調査した。

② 遠心処理の効果は、ガラス化保存法においては、ふ化率を下げる影響が認められた一方、凍結

保存法においては、発育の進んだ胚ではふ化率を下げる影響が認められたのに対し、発育の遅れ

た胚では生存率を高める効果が認められた。

、 、 、③ １４年度は この知見を踏まえて 引き続き両方法において最善の手法の確立を図るとともに

両方法間の比較を行う。

イ クローン技術の改 イ クローン技術の改 イ クローン技術の改 □クローン技術の改善

善 善 善 指標＝各微項目の評価点数 △初期胚クローン １点（胚分割技術に関する培養液改善のための調査が実施されず） B

（ ）の合計 △体細胞クローン ２点 クローン胚受胎牛の胎盤由来血中酵素成分と非正常胎子の関連性を示唆

△牛のクローン ２点（正常性の確認及び相似性の確認に係る血中成分データ分析等を実施）

各微項目の評価結果の

区分は以下のとおりと 合計 ５点

する。

Ｓ評価：３点、Ａ評価

：２点、Ｂ評価：１点

、Ｃ評価：０点

Ａ：６点以上

Ｂ：３点以上６点未満

Ｃ：３点未満

以下の３つの微項目に

ついて、それぞれ、各

年度の年度計画におい
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て定められている具体

的目標等に照らし、達

成度の評価を行うもの

とする。

【総括】（ア）牛のクローン技 （ア）初期胚クローン （ア）初期胚クローン △初期胚クローン

術について、同時 について、 割球 ａ 割球分離技術 Ｓ：計画を大きく上回り、 B初期胚クローンについては、以下のとおり概ね計画どおり順調に実施した。

ａ 割球分離胚の培養条件の検討については、割球分離胚の培養方法について、共培養の方法につい期に２頭以上のク 分離技術、胚の分 に関し、培養条 優れた成果が得られた

て調査を行い、卵管上皮細胞をシート状にしたものとの共培養で胚盤胞への発生率が高まることがローンを安定的に 割技術及び栄養膜 件検討のための Ａ：計画どおり順調に実施

判明した。生産できる技術体 細胞の核移植技術 調査を行う。 された

ｂ 胚分割技術に関する培養液改善のための調査については、供卵牛の状態不良から材料胚を入手で系に改善する。 の３手法につい ｂ 胚分割技術に Ｂ：概ね計画どおり順調に

きず、実際の試験については、実施されなかった。て、技術の改善に 関し、培養液改 実施された

ｃ 胚盤胞期の胚の栄養膜細胞をドナー細胞として、核移植を試み、２頭の受胎に成功するなど、肉取り組み、最も効 善のための調査 Ｃ：計画どおりに実施され

用牛の育種プログラムへの応用の可能性が開かれた。果的なものを見極 を行う。 なかった

ｄ 栄養膜小胞の共移植が操作胚の移植受胎率に及ぼす影響を切断二分離胚を用いて試験したが、良める。 ｃ 栄養膜細胞の

好な受卵牛を確保できなかったことから、全体として受胎率が低く、共移植による受胎率向上の傾核移植技術法の

向は見られたものの、可能性が示唆されるにとどまった。開発のため、栄

養膜細胞をドナ

ー細胞とした核 【説明】

移植に取り組 ａ 割球分離技術に関する培養条件の検討については、割球分離胚の培養方法について、共培養の

む。 方法について調査を行った。

ｄ 栄養膜小胞の ６３個の体外受精由来の初期胚を四分割し、対照区を含めて共培養に関する３種類の培養方法

共移植が操作胚 で胚盤胞への発生率を比較し、胚盤胞の細胞数を計測した。

の移植受胎率に その結果、卵管上皮細胞との共培養において、細胞を浮遊状態にさせるよりもシート状態に細

及ぼす影響につ 胞培養したほうが胚盤胞への発生率は高かった。

いての調査を行

、 、う。 ｂ 胚分割技術に関する培養液改善のための調査については １２年度における実施結果を踏まえ

１３年度は例数を増やす意味からショ糖液中切断とＰＢＳ（－） 中との比較を行う調査計画を☆

作成したが、供卵牛の状態不良から材料胚を入手できず、次年度回しとした。

☆ＰＢＳ（－）

。 。 。phosphate buffered saline 滅菌リン酸緩衝生理食塩水 細胞培養等の緩衝液として用いられる

ｃ

① １つの胚から、通常の受精卵移植で生産される個体と、核移植によって生産される複数の個体

を同時に生産することができれば、肉用牛育種プログラムの短縮に大きな効果をもつ。

② このため、胚盤胞期（受精卵移植の適期）の胚から栄養膜細胞（胎盤になる部分）の一部を切

除し、この細胞から体細胞クローン技術により子牛を得る試みを行った。

③ この結果、核移植胚の胚盤胞への発生率は、体外受精胚を用いた場合で２１．２％、体内受精

胚を用いた場合は３０．０％と、成牛の体細胞を用いた核移植の成績と遜色なかった。

④ また、作成した胚の一部を試みに移植したところ、２頭の受胎例を得、両方とも後に流産した

ものの、本技術を肉用牛育種プログラムへ応用する可能性を示した。

ｄ

① 切断二分離等の操作によりダメージを受けた胚の受胎率を向上し、肉用牛のクローン検定の安

定化を図るため、切断二分離胚と栄養膜小胞を同時に移植する効果を調査した。

② 体外受精胚もしくは生体胚由来の栄養膜小胞を切断二分離胚と共移植した結果、体外受精胚由
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来栄養膜小胞では共移植区の方が受胎率の高い傾向を見せたが、生体胚由来のものでは、差が認

められなかった。

【留意事項等】

供試材料の不足により一部の計画が実施できなかったことに鑑み、類似業務との供試材料の併用等

を図るとともに、進行管理の徹底により確実、かつ、効率的な業務の遂行を図ること。

【総括】（イ）体細胞クローン （イ）体細胞クローン △体細胞クローン

について、核移植 体細胞クローン Ｓ：計画を大きく上回り、 A体細胞クローンについては、クローン胚を受胎している雌牛について胎盤由来の血中酵素を測定し

たところ、正常な産子を生産した場合には異常が認められないが、過大胎子や臍帯異常の認められた技術の改善に取り 胚妊娠牛の血中物 優れた成果が得られた

場合には妊娠期の血中耐熱性アルカリフォスフォターゼ活性が明らかに高くなることが認められるな組むとともに、体 質を定期的に測定 Ａ：計画どおり順調に実施

ど、計画どおり順調に実施した。細胞クローンの発 し、クローン胚の された

生率及び流産率に 成長及び流産状況 Ｂ：概ね計画どおり順調に

与える要因分析を との関連を調査す 実施された 【説明】

行い、技術全体の る。 Ｃ：計画どおりに実施され ① 体細胞クローン胚受胎牛１８頭および切断二分離胚受胎牛３５頭について胎盤由来の血中酵素

安定化に取り組 なかった 等を測定した。

む。 ② その結果、症例数は少ないが、産子が過大であったり臍帯異常の認められた場合には、妊娠牛

血中の耐熱性アルカリフォスフォターゼ活性が妊娠中期に通常と比較して明らかに高くなること

が観察された。

③ このことから、妊娠中期の血中耐熱性アルカリフォスファターゼ活性を測定することにより、

胎盤の形成状態が推定でき、異常産を予知する可能性が示唆された。

【総括】（イ）牛のクローンに （ウ）生産されたクロ （ウ）クローン牛の発 △牛のクローン

ついて、従来手法 ーン牛の発現形質 現形質及び特性の Ｓ：計画を大きく上回り、 A牛のクローンについては、次のとおり、計画どおり順調に実施した。

ａ クローン牛の正常性を確認するための調査については、体細胞クローン牛１８頭について経時的で生産された牛と 及び特性を調査 調査 優れた成果が得られた

に、血中代謝産物を始めとする５項目についてデータの集積を継続しており、これまでのところ、比較した場合の特 し、相似性を確認 ａ クローン牛の Ａ：計画どおり順調に実施

通常牛との明らかな差は認められていない。性及び遺伝的に同 するとともに、そ 正常性と相似性 された

ｂ クローン牛の相似性を確認するための調査については、黒毛和種の体細胞クローン雄牛９頭を生一とされるクロー の利用価値の検討 を確認するた Ｂ：概ね計画どおり順調に

産して、その肥育における相似性調査を実施し、データの集積を継続した。ン個体間等の相似 を行う。 め、生産形質及 実施された

性を確認する。 び生理機能につ Ｃ：計画どおりに実施され

いて調査を行 なかった 【説明】

う。 ａ

、 、 、ｂ 体細胞クロー ① 体細胞クローン計１８頭(４組)について 血中代謝産物の測定 代謝および繁殖機能負荷試験

ン雄牛とそれに 繁殖機能の詳細観察、飼養状態の詳細記録、発育記録、泌乳量測定を実施した。

細胞を提供した ② 試験は継続中であるが、これまでのところ(a)ジャージー種４頭、及び(b)ホルスタイン種６頭

種雄牛との間の の組で以下のような結果が得られた。

相似性を確認す ［1］発育については(a)(b)の全ての牛で標準発育の上限に近い良好な発育を示した。

るため、各子畜 ［2］代謝・繁殖機能の負荷試験では異常な点は見あたらず、通常の牛と同程度のばらつきを示し

を生産し、生産 た。

形質及び生理機 ［3］観察できた３頭のホルスタインで、春機発動日齢が極めて近似していた。

能について調査 ［4］(a)(b)の牛全てが通常の人工授精で受胎し、1頭の死産を除き全てが正常分娩で正常な子牛を

を行う。 分娩した。

［5］プロジェステロン推移を比較した結果、一性周期中のプロジェステロン分泌量の推定累計値

は(a)では個体差が認められなかったが、(b)では個体間に差が認められた。

［6］泌乳量について、(a)では細胞提供牛より高く、(b)では低い結果であった。乳成分について

は(a)(b)のそれぞれで細胞提供牛と似通った傾向が見られた。

ｂ
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① クローン牛の相似性を確認する調査については、黒毛和種の体細胞クローンについて、去勢牛

３組９頭について、特にその肥育における相似性調査を実施した。

② 試験は開始したばかりであるが、これまでのところ、去勢したクローン牛については発育良好

で斉一性が高かった。

ウ 牛以外の家畜の人 ウ 牛以外の家畜の人 ウ 牛以外の家畜の人 □牛以外の人工授精技術等

工授精技術等の改善 工授精技術等の改善 工授精技術等の改善 の改善 △精液の広域流通をめざした技術の改善 ２点（精液の保存方法について各種の知見） A

牛以外の家畜につ 指標＝各微項目の評価点数 △めん羊・ヤギの産子の生産技術の改善 ２点（家畜改良センターで開発した手法の効果を実証）

いて、人工授精技術 の合計

の改善や季節外繁殖 合計 ４点

等の関連技術を改善 各微項目の評価結果の

する。 区分は以下のとおりと

する。

Ｓ評価：３点、Ａ評価

：２点、Ｂ評価：１点

、Ｃ評価：０点

Ａ：４点以上

Ｂ：２点以上４点未満

Ｃ：２点未満

以下の２つの微項目に

ついて、それぞれ、各

年度の年度計画におい

て定められている具体

的目標等に照らし、達

成度の評価を行うものと

する

【総括】（ア）牛以外の家畜に （ア）人工授精技術の △精液の広域流通をめざし

ついて、精液の広 改善 た技術の改善 A精液の広域流通をめざした技術の改善については、次のとおり、計画どおり順調に実施した。

ａ 豚については、精液の低温保存において長鎖アルコールを用いた番場らの方法が有効であること域流通をめざした ａ 豚精液の低温 Ｓ：計画を大きく上回り、

を確認した。技術の改善に取り 保存技術に関 優れた成果が得られた

ｂ 山羊については、牛用の希釈液を用いて凍結精液を作成し、その受胎試験を行ったところ、３７組む。 し、個体毎の精 Ａ：計画どおり順調に実施

％が受胎した。液の耐低温性に された

ｃ めん羊については、２種類の希釈液を用いて凍結精液を作成して比較したところ、トリス・グルついての調査を Ｂ：概ね計画どおり順調に

コース・卵黄希釈液では受胎例が得られ、より優れていることが示唆された。行う。 実施された

ｄ 馬については、精液の保存について、凍結、冷蔵の両方法を検討したが、冷蔵保存試験においてｂ 山羊の人工授 Ｃ：計画どおりに実施され

は、経時的に活力が著しく低下することが明らかとなった。精技術に関し、 なかった

凍結精液の保存

性についての調 【説明】

査を行う。 ａ 豚については、８頭の種雄豚について季節毎に採精と精液の低温保存を行い、２種類の保存液

ｃ めん羊の人工 を比較した。ベルツヴィル融解液（ＢＴＳ）を対照区、ＢＴＳに長鎖アルコールと脂質を加えた

授精技術に関 保存液(番場らの方法)を試験区として、３～５℃で精液を１４日間保存する試験を実施したとこ

し、凍結精液の ろ、試験区で有意に優れていることが明らかとなった。

保存性について

の調査を行う。 ｂ 山羊については、牛用とめん羊用の希釈液を用いて凍結精液を製造し、比較したところ、牛用
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ｄ 馬の人工授精 の希釈液では融解後に６０+++～７０+++の活力が見られ、より優れていた。受胎試験を実施した

技術に関し、凍 ところ、３７．３％の受胎率が得られた。

結精液の保存性

についての調査 ｃ めん羊の精液の凍結保存方法と受胎率の向上を図るため、２種類の希釈液による凍結融解後の

を行う。 活力と受胎性の比較を実施した結果、トリス・グルコース・卵黄希釈液の方が、ラフィノース・

トリス・ラクトース・卵黄希釈液より凍結融解後の活力は優れており、受胎例が得られた。

ｄ 馬については、耐凍性の個体差が大きいが、安定的な技術を確立するため、冷却遠心後希釈

液を加え、４℃で保存し、活力とｐＨの変化を４８時間まで調査した。しかし、４８時間後の活

力は低く、授精したが受胎しなかった。凍結精液の受胎試験については熊本県に対して３０本の

精液を提供し、試験を行っているところである。

【総括】（イ）めん羊・山羊は （イ）めん羊・山羊の △めん羊・山羊の産子の生

繁殖季節以外の時 季節外繁殖 産技術の改善 Aめん羊・山羊の産子の生産技術の改善については 海外開発の膣内挿入型発情誘起器具と比較して、 、

家畜改良センターで開発した膣内クリーム法（河野式）の効果を調査したところ、めん羊、山羊いず期に確実な産子の ａ めん羊の繁殖 Ｓ：計画を大きく上回り、

れについても遜色ない成績が得られ、計画どおり順調に実施した。生産をめざした技 季節外発情誘起 優れた成果が得られた

術の改善に取り組 に関し、ホルモ Ａ：計画どおり順調に実施

む。 ンを利用した２ された 【説明】

つの手法を比較 Ｂ：概ね計画どおり順調に ａ

、 （ ） 、するための調査 実施された ① めん羊について ニュージーランドで開発された膣内挿入型発情誘起器具 ＣＩＤＲ－Ｇ と

を行う。 Ｃ：計画どおりに実施され 家畜改良センターで開発した膣内クリーム法（河野式）についての比較調査を行った。

ｂ 山羊の繁殖季 なかった ② ３６頭の雌羊に対し、２種類の方法で発情を誘起させ、受胎試験を行ったところ、発情誘起率

節外発情誘起に には差が無く（両区ともほぼ１００％ 、受胎率（３７．５～５７．１％）にも大きな差は見ら）

関し、ホルモン れず、両者ともに季節外に発情誘起させるのに有効であることが示された。

を利用した手法

の改善のための ｂ

調査を行う。 ① 山羊について、ニュージーランドで開発された膣内挿入型発情誘起器具（ＣＩＤＲ－Ｇ）と、

めん羊用の膣内クリーム法（河野式）についての比較調査を行った。

② １０頭のザーネン種雌を用い、繁殖季節外にＣＩＤＲ－Ｇ区と膣内クリーム区とに分けて誘起

発情および人工授精の実施、性ホルモン測定用の採血を同時に行ったところ、例数は少ないもの

の両者の受胎率（２０％、２０％）に差は見られず、めん羊用の膣内クリーム法が山羊に適用で

きる可能性が示唆された。

（３）飼養管理関連技術 （３）飼養管理関連技術 （３）飼養管理関連技術 ◇飼養管理関連技術

優良家畜の効率的利 指標＝各微項目の評価点数 □ロボット搾乳に関する調査 ２点（ロボット搾乳による泌乳記録の収集） A

用等を図るため、家畜 の合計 □肥育期間及び栄養水準に関する調査 ２点（育成期・肥育中期のビタミンＡコントロール試験の

の経済的な飼養管理を 実施）

行う上で必要な調査を 各微項目の評価結果の □肥育方法の改善のための調査 ２点（超音波診断画像から皮下脂肪増加状況を推定する式

実施する。 区分は以下のとおりと の構築）

また、家畜の管理、 する。 □マニュアルの作成 ２点（堆肥化処理技術、畜舎設計、ヤギの飼養管理につい

粗飼料の生産・利用、 Ｓ評価：３点、Ａ評価 て作成）

家畜排せつ物の処理・ ：２点、Ｂ評価：１点

利用等の実用化された 、Ｃ評価：０点 合計 ８点

飼養管理技術につい

て、マニュアルを作成 Ａ：８点以上

する。 Ｂ：４点以上８点未満

Ｃ：４点未満
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以下の４つの細項目に

ついて、それぞれ、各

年度の年度計画におい

て定められている具体

的目標等に照らし、達

成度の評価を行うもの

とする

【総括】ア ロボットによる搾 ア ロボット搾乳導入 □ロボット搾乳に関する調

乳が泌乳成績に及ぼ 支援 査 Aロボット搾乳に関する調査については、牛群検定に適用する方式の開発のため、雌牛の血統情報、

ロボット搾乳による泌乳記録を収集し、計画どおり順調に実施した。す影響を調査する。 ロボット搾乳成績 Ｓ：計画を大きく上回り、

を牛群検定に適用す 優れた成果が得られた

る方式の開発のた Ａ：計画どおり順調に実施 【説明】

め、ロボット搾乳成 された ① 宮崎牧場から８１頭のロボット搾乳記録を収集したほか、８か所から６４８頭のロボット搾乳

績の調査を行う。 Ｂ：概ね計画どおり順調に 記録を収集した。

実施された ② 収集した記録について、搾乳時間、搾乳間隔等について、データの有効性等のチェックを行っ

Ｃ：計画どおりに実施され た。

なかった

【総括】イ 肥育期間及び栄養 イ 適切な肥育期間及 □肥育期間及び栄養水準に

水準について、クロ び栄養水準の設定 関する調査 A肥育期間及び栄養水準に関する調査については、一卵性双子のペアを用い、ビタミンＡコントロー

ル下での給与飼料比較試験を終了したほか、育成期における濃厚飼料給与水準比較試験を継続し、肥ーン牛を使った精度 肉用牛肥育時の適 Ｓ：計画を大きく上回り、

育中期のビタミンＡ投与効果の解明試験を開始するなど、計画どおり順調に実施した。の高い調査を行う。 切なビタミンＡ水準 優れた成果が得られた

を決定するため、ク Ａ：計画どおり順調に実施

ローン牛のペアを使 された 【説明】

った精度の高い肥育 Ｂ：概ね計画どおり順調に ① 今までの試験結果で、肥育期間中期にビタミンＡをコントロールすることにより脂肪交雑は向

試験を行う。 実施された 上するものの、増体性及び食味性の低下が窺えることから、ビタミンＡコントロール下での増体

Ｃ：計画どおりに実施され の改善のため、クローン牛（切断二分離胚由来の一卵性双子）を用いて、肥育前期に高蛋白飼料

なかった を給与する効果を調査する試験を行った。結果は、高蛋白飼料による増体の改善は見られなかっ

たものの、皮下脂肪が薄く、飼料効率の向上が確認された。

② また、ビタミンＡコントロール下で食味性の向上のため、肥育中後期に高デンプン飼料を給与

する効果を調査する試験を行った。結果は、官能検査の総合評価で差は見られなかったものの、

高デンプン飼料では筋肉重量が重い傾向が見られた。

③ このほか、増体を改善するため、昨年度開始した育成期に濃厚飼料を多給する効果を調べる試

験を継続中であり、肥育開始後１３ヶ月を経過し、試験区の体重は対照区を上回っている。さら

に、本年度は肥育中期にビタミンＡを投与することが牛の健康に与える効果を解明するための試

験を開始した。

【総括】ウ 肥育方法改善のた ウ 超音波診断技術等 □肥育方法の改善のための

め、超音波診断装置 を利用した肥育方法 調査 A肥育方法の改善のための調査については、超音波診断装置を用いて得られた画像データから皮下脂

、 、 。等による肥育期間中 の改善 Ｓ：計画を大きく上回り、 肪の増加状況を推定する式において 高い当てはまりが確認できるなど 計画どおり順調に実施した

の肉量・肉質判定結 上記イの（ビタミ 優れた成果が得られた

果と肥育方法及び枝 ンＡ制限による肉質 Ａ：計画どおり順調に実 【説明】

肉成績の関係につい 改善）の調査と併せ 施された ① センター内及び協力農家の肥育牛について経時的に撮影した超音波診断画像から皮下脂肪の増

て調査する。 て、超音波診断装置 Ｂ：概ね計画どおり順調に 加曲線を推定するため、直線回帰、２次多項式、３次多項式、指数曲線の各方法について検討を

等の断面画像による 実施された 行った。

、 （ ） （ ． ）筋肉・脂肪増加曲線 Ｃ：計画どおりに実施され ③ その結果 ３次多項式による推定値は寄与率 当てはまりの程度 ９８％ 相関係数０ ９９
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推定のための調査を なかった を超え、非常に高い当てはまりを示した。

行う。 ④ また （社）畜産技術協会で開発された「家畜生体用Ｘ線ＣＴスキャン」の実証試験を同協会、

と共同して取り組み、肥育牛及び子牛の撮影を行った。その結果、断面の明瞭な画像が得られ、

生体での肉量把握の可能性が見出された。このことから、子牛を経時的に撮影し、筋肉・脂肪・

骨の増加状況の追跡を行っていくこととし、その撮影を開始した。子牛の筋肉の経時変化では、

撮影したＣＴ画像からロース芯、僧帽筋等の面積の計測が可能であった。

【総括】エ 家畜の管理、粗飼 エ 家畜の管理、粗飼 □マニュアルの作成

料の生産・利用、家 料の生産・利用、家 Ｓ：計画を大きく上回り、 Aマニュアルの作成については、堆肥化処理技術及び畜舎設計に関する技術手引書を作成したほか、

山羊の飼養管理に関する技術手引書を作成し、計画どおり順調に実施した。畜排泄物の処理・利 畜排泄物の処理・利 優れた成果が得られた

用等、実用化技術に 用等の実用技術の普 Ａ：計画どおり順調に実

ついて、家畜の改良 及支援を行うととも 施された 【説明】

増殖業務に取り組む に、堆肥化処理技術 Ｂ：概ね計画どおり順調に ① 家畜飼養に関する実用技術の普及支援として、技術講習会の開催、実技研修・見学の受入れ、

中で得られた工夫や 及び畜舎設計に関す 実施された 畜産専門誌・ホームページ等での技術紹介、外部機関への講師派遣等を行った。

データの積み重ね及 る技術手引書を作成 Ｃ：計画どおりに実施され ② 技術手引書については 「堆肥化処理技術 「牛舎設計の考え方 「山羊の飼養管理」の３編、 」、 」、

び調査結果を基にマ する。 なかった を新たに作成し、既存手引書と併せて畜産関係者等に配布した。

ニュアルを作成す

る。

【総括】（４）技術開発・調査に対 （４）技術開発・調査に対 （４）技術開発・調査に対 ◇技術開発・調査に対する

する支援 する支援 する支援 支援 A技術開発・調査に対する支援については、我が国の畜産振興に寄与すると判断されるものを対象と

して、共同研究、家畜等の提供、施設の提供、調査協力等に積極的に取り組み、総件数は１０～１２外部機関が行う技術 ア 大学・民間企業等 ア 大学・民間企業等 指標＝平成１０年から１２

年度の平均件数（３２件）比で２０５％となる６５件となった。開発及び調査に対しセ が実施する技術開発 が実施する技術開発 年の平均件数に対する

ンターの保有する施設 及び調査のうち、我 及び調査のうち、我 実績件数の割合

・ほ場・家畜を利用さ が国の畜産振興等に が国の畜産振興等に Ａ：１１０％以上 【説明】

せる等、可能な限りこ 寄与すると判断され 寄与すると判断され Ｂ：１００％以上１１０％ ① 外部機関との共同研究については、家畜育種に関する技術開発を中心に、継続課題３件、新規

れらを支援する。 たものについては、 るのものについて、 未満 課題８件に取り組んだ。

センターの本来業務 共同で行う。 Ｃ：１００％未満 ② 大学・畜産関係団体等が実施する技術開発・調査に対し、試験材料・教材としてセンター保有

に支障を来さない範 また、大学・民間 家畜の生体、血液等を１８件、施設・土地等を８件提供した。

囲で、共同研究の実 企業等が実施する技 ③ 外部機関が行う畜産関連調査への協力として、土地改良調査等１６件の出張調査を受託したほ

施又は施設・圃場・ 術開発及び調査のう か、新たに豚肉の肉質分析を受託する体制を整備し、１２件の分析調査を受託した。

家畜等の提供などの ち、我が国の畜産振 ④ １０～１２年度におけるこれら外部支援は年平均３１．７件であり、１３年度は６５件、

方法により、積極的 興等に寄与すると判 ２０５％となった。

に支援を行う。 断されるものについ

て、センター保有の 技術開発・調査に対する支援の実績

家畜等を提供する。

イ 国等外部機関か イ 他の機関から依頼 区分 10年度 11年度 12年度 13年度 13年度実績

ら、畜産に関する調 のあった場合には、 10～12年度平均

査の依頼があった場 業務に支障のない限

合には、可能な限り り積極的に対応す 共同研究 ３ ７ ７ １１ １９４％

これに協力する。 る。 家畜・施設等の提供 ７ ２０ ２２ ２６ １５９

畜産関連調査への協力 ８ ６ １５ ２８ ２９０

計 １８ ３３ ４４ ６５ ２０５

５ 講習及び指導 ５ 講習及び指導 ５ 講習及び指導 ○講習及び指導

調査研究や技術の開発 指標＝各小項目の評価点数 ◇成果等の発表 ２点（学会、報道機関、専門誌での発表、一般公開日による広範な情報提供） A
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・実用化の成果等の普及 の合計 ◇技術の普及指導 ２点（講習会の開催、講師の派遣、委員等の応嘱に積極的に応諾）

を図るため、特に次の事 ◇国内研修 ２点（中央畜産研修、個別研修、実技研修ともに計画を上回る講座数・研修生

項に積極的に取り組む。 各小項目の評価結果の 数を達成し、施設の改善等を実施。他団体が実施する研修にも施設・講

区分は以下のとおりと 師を提供）

する。 ◇海外技術協力 ２点（専門家の派遣及び派遣前研修、海外からの研修生の受入等に要請に基づ

Ａ評価：２点、Ｂ評価 き積極的に応じ、研修内容についても満足度調査を行うなど改善）

：１点、Ｃ評価：０点

合計 ８点

Ａ：８点

Ｂ：４点以上８点未満

Ｃ：４点未満

当該評価を行うに至った

経緯や特殊事情、中期目標

や中期計画に記載されてい

る事項以外の業績その他特

筆すべき事項等を併せて記

載する。

（１）成果等の発表 （１）成果等の発表 （１）成果等の発表 ◇成果等の発表

指標＝各細項目の評価点数 □調査研究等の成果の発表 ２点（学会報への投稿、口頭・ポスター発表等６１件を発表） A

の合計 □技術開発・実用化に係る

情報の提供 ２点（報道機関・専門誌への提供、ホームページでの公開、各場所で

各細項目の評価結果の の一般公開日等を活用し積極的に実施）

区分は以下のとおりと

する。 合計 ４点

Ａ評価：２点、Ｂ評価

：１点、Ｃ評価：０点

Ａ：４点

Ｂ：２点以上４点未満

Ｃ：２点未満

【総括】ア 学会、紙誌類、ホ ア 調査研究の結果得 ア 技術開発・実用化 □調査研究等の成果の発表

ームページ等を活用 られた成果について の成果のうち学術的 指標＝調査研究等の学会、 A調査研究等の成果の発表については、家畜改良センターで実施した調査研究及び育種事業の成果に

ついて、学会報・研究会報への投稿発表、学会・研究会での口頭又はポスター発表、センター報告書し、調査研究等の成 は、その都度、関連 な価値の高いものに 紙誌類、ホームページ

等により、６１件の発表を行った。果を毎年５０件以上 学会における口頭発 ついて、日本畜産学 等への年間発表件数

発表する。また、畜 表又は論文発表を行 会を始めとする学会 Ａ：５０件以上発表

産技術に関する情報 い、当該技術の研究 等において発表を行 Ｂ：３５件以上５０件未満 【説明】

提供に努める。 ・開発に携わる関係 うとともに、学術誌 Ｃ：３５件未満 ① 調査研究の成果については、学会報・研究会報での発表４件（うち１件は未掲載 、その他の）

者からの批評を受け に論文を発表する。 学術誌等での発表８件、学会・研究会での口頭又はポスター発表４４件を行った。

て、学術的な理解を ② 育種事業の成果については、乳用種雄牛の遺伝的能力評価値を２件（上期及び下期 、センタ）

深める。 ーの監修する乳用種雄牛評価成績として発表した。

③ 飼料作物種子生産事業の成果については、調査成績書３件を作成し、公表した

④ これらにより、計画５０件に対して６１件の発表を行った。

【総括】イ 成果が顕著でかつ イ 技術開発・実用化 □技術開発・実用化に係る

実用化が進んだ技術 の成果のうち、広く 情報の提供 A技術開発・実用化に係る情報の提供については、報道機関への広報、専門誌等への公表を行うとと
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もに、ホームページ、印刷物等による情報提供に努めたほか、センター本所、牧場で一般公開日を設については、プレス 公表し普及が急がれ Ａ：計画どおり順調に実

けて一般消費者に対し新技術等に関する情報提供を行うなど、計画どおり順調に実施した。発表やホームページ るもの等について、 施された

等による公開を行 報道機関への広報を Ｂ：概ね計画どおり順調に

う。また、畜産に関 行うとともに、技術 実施された 【説明】

する情報を広く提供 誌及び専門誌等に公 Ｃ：計画どおりに実施され ① 技術開発・実用化の成果のうち、広く公表し普及が急がれるものをはじめとして、畜産技術に

することに努める。 表又は取材を受けて なかった 係る情報の積極的な提供に努めた。

発表し 普及を図る ② このうち、報道機関に対しては、当方から積極的に情報提供した１１件に加えて５５件の取材、 。

また、当センター 上記細項目については、 に応じた。

が開設しているホー 各年度の年度計画にお ③ 畜産・農業関係の技術誌、専門誌等に対しては、投稿又は依頼に応じて積極的に執筆させた結

ムページ等におい いて定められている具 果、畜産技術に関して職員が執筆した件数は７８件であった。

て、技術開発実用化 体的目標等に照らし、 ④ ホームページ上に新たに掲載し又は更新した畜産技術関係の情報は９４件であった。

の成果等新たに６０ 達成度の評価を行うも ⑤ 技術の普及のため 「クローンとは？」のリーフレットを作成し、関係者に配布した。、

件以上の情報提供を のとする ⑥ 一般消費者に対して新技術をはじめ畜産全般にわたる情報を提供するため、センター牧場公開

行う。 日を設け、パネル展示、化学実験デモンストレーション等を行ったほか、所在地域の企画展示に

さらに、業務内容 参加し、業務紹介を行った。

のＰＲ、技術の普及 ⑦ 家畜クローン技術をはじめとする畜産新技術について、消費者団体の現地研修を受け入れ、積

を目的としてリーフ 極的に情報提供を行った。

レット、冊子等の印 ⑧ 小中学校の総合学習等に対応し、校外授業への協力、職場体験学習の受入等を行った。

刷物を作成し、都道

、 、府県 畜産関係団体

生産者団体等に配布

する。

ウ 家畜クローン技術

を始めとする畜産新

技術等について、ホ

ームページ等を活用

し広く情報の提供に

努める。

（２）技術の普及指導 （２）技術の普及指導 （２）技術の普及指導 ◇技術の普及指導

毎年２００名以上を 指標＝各細項目の評価点数 □技術講習会の受講状況 ２点（１２講座７５８名が受講 ） A）

対象に技術講習会を開 の合計 □技術講習会の開催 ２点（畜産新技術普及セミナー等を開催）

催するとともに、外部 □他機関への講師の派遣 ２点（要請に積極的に応じ７２名を派遣）

機関から要請のある講 各細項目の評価結果の □各種委員会の委員等への応嘱 ２点（要請に積極的に応じ１０４件に応嘱）

師派遣等についても積 区分は以下のとおりと

極的に対応する。 する。 合計 ８点

Ａ評価：２点、Ｂ評価

：１点、Ｃ評価：０点

Ａ：８点

Ｂ：４点以上８点未満

Ｃ：４点未満

【総括】ア 成果が体系化され ア 畜産新技術の普及 □技術講習会の受講状況

た技術について、当 のため、畜産新技術 指標＝技術講習会の年間受 A技術講習会の受講状況については、１２講座において７５８名が受講した。

該技術の普及を担う 等に関する情報交換 講者数

技術者を対象に講習 及び手技の実見・実 Ａ：２００名以上 【説明】

会を開催する。 施を含めた技術の伝 Ｂ：１４０名以上２００名 「畜産新技術普及セミナー・技術講習会」は計５９８名、その他の飼養技術講習会は計１６０名が受
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達を内容とする「畜 未満 講し、年間目標２００名を大きく上回った。

産新技術普及セミナ Ｃ：１４０名未満

ー」及び「技術講習

【総括】会」を、北海道、東 □技術講習会の開催

北、関東・中部、近 Ａ：計画どおり順調に実 A技術講習会の開催については、畜産新技術普及セミナー及び畜産新技術講習会のほか、家畜飼養技

術に関する講習会を開催し、計画どおり順調に実施した。畿・中国四国及び九 施された

州のブロック別に開 Ｂ：概ね計画どおり順調に

催するほか、必要に 実施された 【説明】

応じ飼養管理技術や Ｃ：計画どおりに実施され ① 牛受精卵移植や搾乳ロボット等新技術に関する技術伝達を目的とした畜産新技術普及セミナー

人工授精技術に関す なかった 及び技術講習会を５ブロックで開催した。

る講習会を開催す ② 体系化された飼養技術に関する講習会として、人工授精師免許取得のための山羊人工授精技術

る。 上記細項目については、 講習会や、牛削蹄技術講習会、牧場技術向上対策研修会、牛の毛刈りセミナー、豚繁殖技術セミ

各年度の年度計画にお ナー、山羊飼養管理技術講習会を開催した。

いて定められている具

体的目標等に照らし、

達成度の評価を行うも

のとする

【総括】イ 他の機関が講習会 イ 家畜改良センター □他機関への講師の派遣

に講師等の派遣を要 の業務や技術を対外 指標＝平成１０年から１２ A他機関への講師の派遣については、要請に積極的に応じた結果、年間派遣者数は、１０～１２年度

の平均対比２６７％に当たる７２名となった。請された場合には、 的に紹介する機会の 年の平均派遣数に対す

可能な限りその求め 一つである外部から る実績数の割合

に応じ技術の普及に の講演依頼等につい Ａ：１１０％以上 【説明】

努める。 て、可能な限りこれ Ｂ：１００％以上１１０％ ① 畜産関係団体、行政機関等からの講師派遣要請が４０件あり、適任者を選定して、延べ７２名

に対応する。 未満 の役職員を派遣した。

Ｃ：１００％未満 ② これは、１０～１２年度における年間平均派遣人数２７名に対し、２６７％となった。

【総括】ウ 他の機関が開催す ウ 家畜改良センター □各種委員会の委員等への

る各種委員会の委員 職員が有する専門的 応嘱 A各種委員会の委員等への応嘱については、要請に積極的に応じた結果、年間応嘱数は、１０～１２

年度平均対比４１６％に当たる１０４件であった。等に職員の委嘱を要 な知識を活用するた 指標＝平成１０年から１２

請された場合には、 め、外部から当該分 年の平均応嘱数に対す

可能な限りその求め 野の検討を行う委員 る実績数の割合 【説明】

に応じて職員を派遣 会の委員等への就任 Ａ：１１０％以上 ① 畜産関係団体、行政機関等が開催する各種委員会の委員等への就任要請に対しては、１０４件

する。 を依頼された場合に Ｂ：１００％以上１１０％ を応嘱し、延べ２０５名の役職員を派遣した。

は可能な限りこれに 未満 ② これは、１０～１２年度の年間平均応嘱数２５件に対し、４１６％であった。

応ずる。 Ｃ：１００％未満

（３）国内研修 （３）国内研修 （３）国内研修 ◇国内研修

農林水産省が計画を 国内の畜産技術者を 指標＝各細項目の評価点数 □中央畜産技術研修の実施 ２点 計画以上の講座を開設 要望を把握し 研修施設の改善を実施 A（ 。 、 ）

策定する研修を開催す 対象とした次の各種技 の合計 □その他の研修の実施及び

るほか、都道府県・民 術研修を開催し、研修 改善 ２点（個別研修７８名、実技研修２０名を実施。施設の改善を実施）

間技術者への伝達が必 生を受け入れるととも 各細項目の評価結果の □畜産関係団体等の主催

要とされる畜産新技術 に、研修生の満足度を 区分は以下のとおりと 研修会への施設の提供 ２点（１５団体に対して２５講座で提供し、６名の講師を派遣）

について、センター主 調査して、次年度以降 する。 □農林水産省主催及び

催で技術研修を開催す の研修会運営の改善に Ａ評価：２点、Ｂ評価 センター主催の研修者数 ２点（計画を上回る７８４名が研修を受講）

る。 資することとする。 ：１点、Ｃ評価：０点

また、都道府県、民 合計 ８点
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間機関、大学等の依頼 Ａ：８点

による個別研修につい Ｂ：４点以上８点未満

ても可能な限り受け入 Ｃ：４点未満

れる。

研修施設には、農林 ア 農林水産省が計画 ア 中央畜産技術研修 □中央畜産技術研修の実施

水産省主催の研修、セ を策定する研修につ 中央畜産技術研修 指標＝各微項目の評価点数 △年間実施講座数 ２点（計画を上回る２３講座を実施） A

ンター主催の研修等合 いて、年間２０講座 会については、２１ の合計 △研修の実施及び改善 ２点（満足度調査における不満評価はわずか。施設整備等の改善を実施）

わせて毎年７５０名程 程度を実施して研修 講座を開催し、計７

度の研修生を受け入れ 生を受け入れるとと ００名程度の受講生 各微項目の評価結果の 合計 ４点

る。 もに、研修生に対し を受け入れる。 区分は以下のとおりと

さらに、畜産関係団 て研修環境について 各講座毎に受講生 する。

体が畜産振興に寄与す の満足度を調査し、 を対象に、研修環境 Ａ評価：２点、Ｂ評価

る技術研修会等を開催 その改善に役立て に対する満足度を８ ：１点、Ｃ評価：０点

（ 、 、する際に、可能な範囲 る。 項目 教室 宿泊室

で施設の提供を行う。 食堂・食事 トイレ Ａ：４点、 、

浴室、談話室、図書 Ｂ：２点以上４点未満

室、運動用具）につ Ｃ：２点未満

いて５段階評価で調

【総括】査するとともに、改 △年間実施講座数

善すべき事項に関し Ａ：１８以上 A農林水産省が計画を策定する研修（中央畜産技術研修会）の年間実施講座数は、計画を上回る２３

講座であった。て要望を聴取し可能 Ｂ：１４以上１８未満

なものは対応する。 Ｃ：１４未満

【説明】

① 農林水産省生産局が当初に策定した実施計画に基づき、畜産新技術ほか２２講座を開催した。

② １３年９月の牛海綿状脳症（ＢＳＥ）の発生に対処するため、農林水産省生産局が緊急に計画

したＢＳＥ特別コースを開催した。

③ この結果、１３年度の中央畜産技術研修会の年間実施講座数は２３講座となった。

【総括】△研修の実施及び改善

Ａ：計画どおり順調に実 A研修の実施及び改善については、全研修生を対象に満足度調査を行い、いずれの項目についても不

満の評価はごくわずかであったが、施設の整備、備品の充実等の改善を行うなど計画どおり順調に実施された

施した。Ｂ：概ね計画どおり順調に

実施された

Ｃ：計画どおりに実施され 【説明】

、 （ 、 、 、 、 、 、 、なかった ① 満足度調査については ８項目 教室 宿泊室 食堂・食事 トイレ 浴室 談話室 図書室

運動用具）について 「良い、やや良い、普通、やや悪い、悪い」の５段階の評価を実施した。、

上記細項目については、 ② その結果、良い又はやや良いの評価は、最低５１％（食堂・食事 、最高７９％（教室）であ）

各年度の年度計画にお ったのに対し、悪い又はやや悪いの評価は最高９％（食堂・食事 、最低２％（運動用具）で次）

いて定められている具 いで３％（教室、談話室）であった。

体的目標等に照らし、 ③ また、改善すべき事項に関する要望の調査を踏まえて （ア）インターネット端末パソコン４、

達成度の評価を行うも 台を備えたビジネスルームの設置 （イ）各階洗面所の給湯施設の整備 （ウ）各宿泊室に扇風、 、

のとする 機の設置 （エ）高解度の液晶プロジェクターの設置等の改善を行った。、

【総括】イ 実用化された技術 イ 個別研修及び実技 □その他の研修の実施及び

を民間技術者に伝達 研修 改善 Aその他の研修の実施及び改善については、個別研修７８名、実技研修（受精卵移植指導者研修）は

２回２０名に対して実施し、満足度調査（個別研修のみ）を行ったところ、不満の評価はごくわずかするため、個別の研 個別研修について Ａ：計画どおり順調に実施

であり、具体的な要望に対しては、施設の改善を行うなど計画どおり順調に実施した。修の受入れや家畜を は、要請に基づき受 された
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使った実践的な研修 け入れ、各研修毎に Ｂ：概ね計画どおり順調に

を実施するととも 研修内容に対する満 実施された 【説明】

に、研修生に対して 足度について調査す Ｃ：計画どおりに実施され ① 個別研修は、本所ほか５牧場で１３機関から要請のあった７８名に対して実施した。

研修内容についての るとともに、改善点 なかった ② 実技研修は、受精卵移植指導者研修会を２回開催し、都道府県及び関係団体２０名に対して実

満足度を調査し、そ に関して要望事項を 施した。

の改善に役立てる。 聴取し可能なものは 上記細項目については、 ③ 個別研修の研修生に対しては、５段階の満足度調査を行ったところ、良い又はやや良いが

対応する。 各年度の年度計画にお ３１．８％、悪い又はやや悪いが４．６％であった。

また、実技研修に いて定められている具 ④ 個別研修の研修生から寄せられた要望に対して、研修生宿泊施設のトイレ、シャワー室の改修

ついては、受精卵移 体的目標等に照らし、 等を行った。

植指導者研修会を開 達成度の評価を行うも

催する。 のとする

【総括】ウ 畜産関係団体等に ウ 畜産関係団体研修 □畜産関係団体等の主催研

対し、施設利用可能 畜産関係団体に対し 修会への施設の提供 A畜産関係団体等の主催研修会への施設の提供については、１５団体に対し２５回行い、６名の講師

派遣するなど計画どおり順調に実施した。時期、利用条件等の ては、中央畜産技術 Ａ：計画どおり順調に実施

情報提供を積極的に 研修会の実施計画 された

行い、可能な範囲で （研修施設の利用状 Ｂ：概ね計画どおり順調に 【説明】

団体主催研修会に施 況）を提示して、団 実施された ① 畜産関係団体に対しては、個別に研修施設の概要及び年間使用計画を紹介して利用を案内した

設利用を提供する。 体研修実施希望期間 Ｃ：計画どおりに実施され ところ、１５団体から利用希望があり、施設を提供した。

を聴取して極力、研 なかった ② 研修の内容は、畜産環境保全関係技術、粗飼料生産利用技術、酪農ヘルパー養成等の畜産振興

修施設を提供すると 上重要な内容にわたり、のべ２５講座に９８９名が参加した。

ともに、業務に支障 上記細項目については、 ③ これらの研修のうち、依頼のあった３講座に６名の講師を派遣したほか、実地研修について、

のない限り講師等の 各年度の年度計画にお 要請に応じて対応した。

派遣依頼についても いて定められている具

対応する。 体的目標等に照らし、

達成度の評価を行うも

のとする

【総括】□農林水産省主催及びセン

ター主催の研修者数 A農林水産省及びセンター主催の研修生数については、のべ７８４名となり、計画（７５０名）を上

回った。Ａ：６７５名以上

Ｂ：５２５名以上６７５名

未満 【説明】

Ｃ：５２５名未満 ① 農林水産省主催の研修の参加者は、のべ７４９名であった。

② センター主催の実技研修（受精卵移植指導者研修）の参加者は２０名であった。

③ 個別研修生の研修施設利用は、１５名であった。

④ １３年度の研修生数は、計画の７５０名に対し７８４名であった。

（４）海外技術協力 （４）海外技術協力 （４）海外技術協力 ◇海外技術協力

国際協力事業団等の 海外技術協力に係る 指標＝各細項目の評価点数 □海外への専門家の派遣 ２点（３３名の要請に対し３３名を派遣） A

要請に基づいた海外技 専門家及び調査団員の の合計 □専門家の派遣前研修 ２点（４名の要請に対し４名を受入）

術協力に係る専門家の 派遣等については、可 □海外からの研修生の受入 ２点（要請に基づき８０名を受入）

研修、派遣及び調査団 能な限り国際協力事業 各細項目の評価結果の □集団コース及び個別コース

員の派遣等について、 団等からの要請に応え 区分は以下のとおりと の研修内容の改善 ２点（満足度調査を実施し、要望事項に関して改善）

可能な限りその要請に ることとし、今年度に する。

応える。 ついては、次の取組を Ａ評価：２点、Ｂ評価 合計 ８点
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また、海外からの研 行う。 ：１点、Ｃ評価：０点

修員の受入れについ

て、国際協力事業団等 Ａ：８点

からの要請に応え、毎 Ｂ：４点以上８点未満

年６０名程度の研修生 Ｃ：４点未満

を受け入れる。

【総括】ア プロジェクト専門 ア 専門家及び調査団 □海外への専門家の派遣

家、個別派遣専門家 員の派遣 指標＝需要に対する派遣割 A海外への専門家の派遣については 国際協力事業団等から３３名の要請を受け ３３名 １００％、 、 （ ）

を派遣した。及び調査団団員の派 要請に基づき、長 合（ただし需要とは、

遣等について、要請 期派遣専門家、短期 当該年度の派遣要請数

に応じその分野につ 派遣専門家及び調査 とする） 【説明】

いて十分な知識及び 団員を派遣する。 Ａ：９０％以上 ① 海外への専門家及び調査団員の派遣については、要請に基づき、長期派遣専門家６名、短期派

技術を有する者を可 Ｂ：５０％以上９０％未満 遣専門家１２名、調査団員１５名を派遣した。

能な限り派遣すると Ｃ：５０％未満 ② 要請先別には、国際協力事業団から２９名、(財)亜細亜農業技術交流協会から３名 （社）韓、

ともに、他機関所属 国種畜改良協会から１名であった。

限り要請に応える。

【総括】イ 派遣前研修 □専門家の派遣前研修

要請に基づき、派遣 指標＝需要に対する受入割 A専門家の派遣前研修については、国際協力事業団から４名の要請を受け、４名（１００％）を受け

入れて研修を行った。前研修員を受け入れ 合（ただし需要とは、

る。 当該年度の受入希望者

数とする） 【説明】

Ａ：９０％以上 ① 海外技術協力に係る派遣前研修の受入については、国際協力事業団からの要請に基づき、専門

Ｂ：５０％以上９０％未満 家の派遣前研修３名、青年海外協力隊員の技術補完研修１名を受け入れた。

Ｃ：５０％未満 ② 研修内容は、畜産関連機関の運営管理、凍結精液製造技術、山羊飼育一般であった。

【総括】イ 国際協力事業団集 ウ 集団コース □海外からの研修生の受入

団コース及び個別研 要請に基づき、研 れ A海外からの研修生の受入については、集団コース及び個別の研修員について、８０名を受け入れ、

研修を実施した。修について、要請に 修員を受け入れる。 指標＝集団コース及び個別

応じ可能な限り受け また、研修内容及 研修の受入研修生数

入れるとともに、受 び研修環境について Ａ：５４名以上 【説明】

講者に対して研修内 は、中間評価会及び Ｂ：３０名以上５４名未満 ① 海外技術協力に係る集団コースの受入については、国際協力事業団からの要請に基づき、５コ

容及び研修環境につ 最終評価会を開催し Ｃ：３０名未満 ース計４０名の研修員を受け入れた。

いての満足度を調査 て要望事項を聴取 ② 海外技術協力に係る個別研修の受入については、国際協力事業団からの要請に基づき、滞在型

し、その改善に役立 し、可能なものにつ ２６名、視察型１４名の計４０名を受け入れた。

てる。 いては改善する。 ③ 集団コース及び個別の研修員の受入は、計画の６０名に対して８０名となった。

【総括】エ 個別研修 □集団コース及び個別研修

要請に基づき、滞 の内容の改善 A集団コース及び個別研修の内容の改善については、集団コースの全研修員及び個別研修のうち滞在

型の研修員について中間評価会及び最終評価会を開催して研修について満足度や要望事項を調査した在型及び視察型の個 Ａ：計画どおり順調に実施

結果、いずれの研修も研修内容には高い評価が得られたが、要請のあった事項のうち、直ちに改善可別研修員を受け入れ された

能だった施設や研修内容の修正に応じるなど、計画どおり順調に実施した。る。 Ｂ：概ね計画どおり順調に

技術習得を目的と 実施された

した滞在型個別研修 Ｃ：計画どおりに実施され 【説明】

員に対しては、研修 なかった ① 集団コースの研修員については、計４０名を受け入れ 「非常に良い、良い、普通、悪い、非、

内容について中間及 常に悪い」の５段階評価で研修に関するアンケート調査を実施したところ、研修内容の満足度に

び最終評価会を開催 上記細項目については、 ついては「良い」以上が１００％（ 非常に良い」は８２．５％ 、研修環境の満足度について「 ）

して要望事項を聴取 各年度の年度計画にお は「良い」以上が９７．５％（ 非常に良い」は６７．５％）との評価を受けた。「

するとともに、可能 いて定められている具 また、中間及び最終評価会で指摘された事項のうち可能なものについて改善した。特に研修員
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なものについては改 体的目標等に照らし、 から要望の強かったインターネットの設備を海外研修施設に整備した。

善する。 達成度の評価を行うも ② 個別研修員については、滞在型２６名、視察型１４名を受け入れ、滞在型研修生の研修内容に

のとする 対する満足度は 「良い」以上が１００％（ 非常に良い」は８３．９％）であった。、 「

③ 中間評価会及び最終評価会を開催し、要請のあった事項は国際協力事業団へ通知した。

６ 家畜改良増殖法及び種 ６ 家畜改良増殖法及び種 ６ 家畜改良増殖法及び種 ○家畜改良増殖法及び種苗

苗法（平成１０年法律第 苗法に基づく検査等 苗法に基づく検査等 法に基づく検査等 ◇家畜改良増殖法に基づく立入検査等 ２点（実施要領を制定、検査員を選任・通知） A

８３号）に基づく検査等 指標＝「小項目の項目数× ◇種苗法に基づく指定種苗の収取及び検査 ２点（種苗検査職員を配置し、大臣からの指示に基づ

２ 満点 に対する 各 き１０４業者１，２６２点について収取・検査」（ ） 「

小項目の点数の合計値 ・通知）」

（合計点）の比率

合計 ４点

各小項目の評価点数の

区分は以下のとおりと

する。

Ａ評価：２点、Ｂ評価

：１点、Ｃ評価：０点

Ａ：満点×９／１０≦合計

点

Ｂ：満点×５／１０≦合計

点＜満点×９／１０

Ｃ：合計点＜満点×５／１

０

当該評価を行うに至った

経緯や特殊事情、中期目標

や中期計画に記載されてい

る事項以外の業績その他特

筆すべき事項等を併せて記

載する。

以下の２つの小項目に

ついて、それぞれ、各

年度の年度計画におい

て定められている具体

的目標等に照らし、達

成度の評価を行うもの

とする

※以下の各小項目は農林

水産大臣の指示に従い

。実施した場合のみ適用

【総括】（１）家畜改良増殖法に基 （１）家畜改良増殖法に基 （１）家畜改良増殖法に基 ◇家畜改良増殖法に基づく

づく立入検査等 づく立入検査等 づく立入検査等 立入検査等 A家畜改良増殖法に基づく立入検査については、実施要領を制定のうえ、検査員の選任及び通知を行

い計画どおり順調に実施した。家畜改良増殖法第３ 農林水産大臣の指示 家畜改良増殖法に基 Ａ：計画どおり順調に実施
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５条の２の規定に基づ に従い的確に検査・報 づく農林水産大臣の指 された

く農林水産大臣からの 告が行える体制を整備 示により行う立入検査 Ｂ：概ね計画どおり順調に 【説明】

指示に従い、的確な立 する。 について、指示があっ 実施された ① 的確に検査・報告が行えるように「種畜検査及び立入検査等実施要領」を制定した。

入検査等を行う。 た場合に迅速な対応が Ｃ：計画どおりに実施され ② 平成１３年４月２日付けで２０名を選任し、名簿を生産局畜産部畜産技術課に通知した。

できるよう次のとおり なかった ③ なお、１３年度には農林水産大臣から立入検査の指示はなかった。

行う。

ア 立入検査実施要領

を作成する等農林水

産大臣の指示に従い

的確に検査・報告が

行える体制を整備す

る。

イ センターの種畜検

査員の中から、立入

検査を的確に行える

者として年度当初に

家畜改良センター職

員（改良業務関連及

び衛生関連）を選定

の上名簿を作成し、

生産局畜産部畜産技

術課に通知する。

【総括】（２）種苗法に基づく指定 （２）種苗法に基づく指定 （２）種苗法に基づく指定 ◇種苗法に基づく指定種苗

種苗の集取及び検査 種苗の集取及び検査 種苗の集取及び検査 の集取及び検査 A種苗法に基づく指定種苗の集取及び検査については、種苗検査職員を配置するとともに、農林水産

大臣からの指示に従い１０４業者１，２６２点の種苗について集取、検査及び結果の通知を行い、計種苗法第５３条の２ 農林水産大臣の指示 種苗法に基づく農林 Ａ：計画どおり順調に実施

画どおり順調に実施した。の規定に基づく農林水 に従い的確に検査・報 水産大臣の指示により された

産大臣からの指示に従 告が行える体制を整備 行う指定種苗の集取及 Ｂ：概ね計画どおり順調に

い、指定種苗の集取及 する。 び検査について、指示 実施された 【説明】

び検査を的確に行う。 があった場合に的確な Ｃ：計画どおりに実施され ① 種苗検査職員として十勝牧場に２名、長野牧場に３名、熊本牧場に２名を配置し、検査職員の

対応ができるよう、十 なかった 人事異動及び海外出張に際しては必要に応じて補充を行った。

勝、長野及び熊本牧場 ② また、農林水産大臣からの指示（１０４業者８０４点以上の種苗の集取）に対して、１０４業

， 、 。に種苗検査職員を配置 者１ ２６２点の種苗について集取を行い 必要な検査及び業者への結果通知を的確に実施した

し、必要な検査の実施

及び結果の通知を行

う。

第３ 財務内容の改善に関す 第３ 予算、収支計画及び資 第３ 予算、収支計画及び資 ◎予算、収支計画及び資金

る事項 金計画 金計画 計画 ○経費節減に係る取組 ２点 A

適切な業務運営を行う 指標＝各中項目の評価点数 ○法人運営に係る資金の配分状況 ２点

ことにより、収支の均衡 の合計

を図る。 合計 ４点

各中項目の評価点数の

区分は以下のとおりと

する。

Ａ評価：２点、Ｂ評価

１点、Ｃ評価：０点
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Ａ：４点

Ｂ：２点以上４点未満

Ｃ：２点未満

上記の評価結果を踏まえ

つつ・当該評価を行うに至

った経緯や特殊事情

・中期目標や中期計画に記

載されている事項以外の業

績

・それぞれの項目の機関と

しての業務に占める重要性

等の特筆すべき事項等も総

合的に勘案して、評価を行

う。

その際、上記の留意事項

等についても記載すること

、 、とし 必要がある場合には

業務の適正化を図るために

講ずるべき措置を併せて記

載するものとする。

法人の作成した予算に関

する執行の実績や財務諸表

を調査・分析し、以下の指

標で評価を行う。

【総括】○経費（業務経費及び一般

管理費）節減に係る取り A予算、収支計画及び資金計画については、事務の効率化を推進することで経費の節減を図るととも

に、業務の進行管理を適切に行うことにより業務が効率的に運営できるよう資金の配分を適切に行っ組み

た。（支出の削減についての具

体的方針及び実績等）

【 】Ａ：取り組みは十分であっ 説明

た。 ① 予算の運営費交付金については、１３年度は積み上げ方式で算定され、収支計画及び資金計画

Ｂ：取り組みはやや不十分 はこの予算ベースで計上した。

であった。 ② 予算の収入については、運営費交付金及び施設整備補助金は当初の計画どおりであったが、

Ｃ：取り組みは不十分であ １４年２月の第２次補正予算において、国から約１７億円の無利子貸付を受けることとなり、年

った。 度計画を変更した。受託収入については、業務の一環として受託を積極的に行ったことにより予

算に対して約２９％、また諸収入については、農畜産物売払代のうち特に製品等売払代が当初の

※ なお、本指標の評価に 計画より伸びたことにより約２７％それぞれ増収した。

当たっては、中期計画に ③ 支出のうち業務経費については、一般管理費の節減を図るとともに、その削減分及び諸収入の

定める「業務運営の効率 増額分を事業費に充てることにより、業務を重点的、効率的に行うことができた。

化による経費の抑制」の ④ また、施設整備費については、できるだけ一般競争契約に付す等適切な契約に努め、その結果

評価結果に十分配慮する 生じた残額は、追加の施設整備に回すことにより、当初の計画以上の施設整備を行うことができ

ものとする。 た。

⑤ なお、予算の節減分及び収入の増分は事業費に充てることにより業務を重点的、効率的に行い

当該評価を行うに至った 収支の均衡を図ったが、損益計算の結果、約１億７千万円の当期純利益を計上した。

経緯や特殊事情、中期目標 ⑥ 資金の配分については、事業が効率的に行われるよう、年度計画に対する業務の進行状況を定
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や中期計画に記載されてい 期的に点検・分析し、事業の進捗状況等に応じて、年４回に分けて配分することにより、資金を

る事項以外の業績その他特 柔軟に使用することができ、より効率的な事業の運営を図ることができた。

筆すべき事項等を併せて記

載する。

○法人運営における資金の

配分状況 A

（人件費、業務経費、一

般管理費等法人全体の

、資金配分方針及び実績

関連する業務の状況、

予算決定方式等）

Ａ：効果的な資金の配分は

十分であった。

Ｂ：効果的な資金の配分は

やや不十分であった。

Ｃ：効果的な資金の配分は

不十分であった。

当該評価を行うに至った

経緯や特殊事情、中期目標

や中期計画に記載されてい

る事項以外の業績その他特

筆すべき事項等を併せて記

載する。

【総括】第４ 短期借入金の限度額 第４ 短期借入金の限度額 ◎短期借入金の有無、借入

１１億円 １１億円 に至った理由等 A運営費交付金の受入れの遅滞はなく、また、予算の執行を適切に行ったことにより、短期借入は行

わなかった。（想定される理由） （想定される理由） （当該年度に係る短期借

運営費交付金の受入れ 運営費交付金の受入れ 入金についての借入の

が遅滞。 が遅滞。 有無、借入に至った理

由及び使途、金額及び

金利、返済の状況と見

込み）

、Ａ：借入は行われなかった

又は借入に至った理由等

は適切であった。

Ｂ：借入に至った理由等は

やや不適切であった。

Ｃ：借入に至った理由等は

不適切であった。

上記の評価結果を踏まえ

つつ

・当該評価を行うに至った

経緯や特殊事情

・中期目標や中期計画に記

載されている事項以外の業
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績等の特筆すべき事項等も

総合的に勘案して、評価を

行う。

その際、上記の留意事項

等についても記載すること

、 、とし 必要がある場合には

業務の適正化を図るために

講ずるべき措置を併せて記

載するものとする。

【総括】第５ 剰余金の使途 第５ 剰余金の使途 ◎剰余金の使途

業務運営の効率化及び 業務運営の効率化及び 剰余金の使途について、 A損益計算において生じた約１億７千万円の利益のうち約３５百万円を剰余金の使途に充てるために

積み立てる。業務の質の向上を図るた 業務の質の向上を図るた 中期計画に定めた使途に充

めの育種素材の導入、機 めの育種素材の導入、機 てた結果、当該事業年度に

械及び車輌の更新・修 械及び車輌の更新・修 得られた成果に関して、以 【説明】

理、施設の改修、草地の 理、施設の改修、草地の 下の指標にて評価を行う。 損益計算において生じた約１億７千万円の利益のうち約３５百万円は、経営努力により生じたもの

整備・更新及び事務処理 整備・更新及び事務処理 Ａ：得られた成果は十分で であるので、業務運営の効率化及び業務の質の向上を図ることを目的とし、剰余金の使途に充てるた

ソフトの導入。 ソフトの導入。 あった。 め積み立てる。

Ｂ：得られた成果はやや不

十分であった。

Ｃ：得られた成果は不十分

であった。

上記の評価結果を踏まえ

つつ

・当該評価を行うに至った

経緯や特殊事情

・中期目標や中期計画に記

載されている事項以外の業

績等の特筆すべき事項等も

総合的に勘案して、評価を

行う。

その際、上記の留意事項

等についても記載すること

、 、とし 必要がある場合には

業務の適正化を図るために

講ずるべき措置を併せて記

載するものとする。

第６ その他農林水産省令で 第６ その他農林水産省令で ◎その他農林水産省令で定

定める業務運営に関する 定める業務運営に関する める業務運営に関する事 ○施設及び設備に関する計画 ２点（効率かつ低コストでの整備を計画的に実施） A

事項 事項 項 ○職員の人事に関する計画 ２点（業務の効率化等に配慮した適正配置、技術水準の調査等）

指標＝各中項目の評価点数

の合計 合計 ４点

各中項目の評価結果の

区分は以下のとおりと

する。
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Ａ評価：２点、Ｂ評価

：１点、Ｃ評価：０点

Ａ：４点

Ｂ：２点以上４点未満

Ｃ：２点未満

上記の評価結果を踏まえ

つつ

・当該評価を行うに至った

経緯や特殊事情

・中期目標や中期計画に記

載されている事項以外の業

績・それぞれの項目の機関

としての業務に占める重要

性等の特筆すべき事項等も

総合的に勘案して、評価を

行う。

その際、上記の留意事項

等についても記載すること

、 、とし 必要がある場合には

業務の適正化を図るために

講ずるべき措置を併せて記

載するものとする。

【総括】１ 施設及び設備の整備に １ 施設及び設備に関する ○施設及び設備に関する計

関する計画 計画 画 A施設及び設備に関する計画については、効率かつ低コスト整備を基本に実施し、改善の成果は十分

であった。業務の適切かつ効率的 業務の適切かつ効率的 中期計画に定められてい

な実施の確保のため、業 な実施の確保のため、業 る施設及び設備について、

務実施上の必要性及び既 務実施上の必要性及び既 当該事業年度における改修 【説明】

存の施設・設備の老朽化 存の施設・設備の老朽化 ・整備前後の業務運営の改 ① 施設の整備：

等に伴う施設及び設備の 等に伴う施設及び設備の 善の成果に関して、以下の 本所及び新冠牧場の人工ほ育施設、茨城牧場の隔離検疫豚舎、宮崎牧場の豚関係施設整備につ

整備・改修等を計画的に 整備・改修等を計画的に 指標について評価を行う。 いては、計画どおり実施し、今後の業務の成果に期待ができる状況となった。

行う。 行う。 Ａ：改善の成果は十分であ 十勝牧場の堆肥舎（堆肥盤屋根掛け）については、安価に施工でき畜産環境整備が着実に進ん

った。 でいる。

Ｂ：改善の成果はやや不十 ② 施設の改修：

分であった。 奥羽牧場の浄水設備改修工事は、クリプトスポリジウム汚染対策として実施し、計画どおりの

Ｃ：改善の成果は不十分 稼働が確認されている。

であった。

当該評価を行うに至った

経緯や特殊事情、中期目標

や中期計画に記載されてい

る事項以外の業績その他特

筆すべき事項等を併せて記

載する。

２ 職員の人事に関する計 ２ 職員の人事に関する計 ○職員の人事に関する計画



- 68 -

画 画 指標＝各小項目の評価点数 ◇職員の人事に関する方針 ２点（業務の重点化・効率化を考慮し、適正な配置を実施） A

の合計 ◇人員に関する指標 ２点（常勤職員数の計画どおりの削減）

◇人材の確保、人材の養成の計画 ２点（業務上必要な研修の受講、技術水準調査の実施等）

各小項目の評価結果の

区分は以下のとおりと 合計 ６点

する。

Ａ評価：２点、Ｂ評価

：１点、Ｃ評価：０点

Ａ：６点

Ｂ：３点以上６点未満

Ｃ：３点未満

当該評価を行うに至った

経緯や特殊事情、中期目標

や中期計画に記載されてい

る事項以外の業績その他特

筆すべき事項等を併せて記

載する。

以下の３つの小項目に

ついて、それぞれ、各

年度の年度計画におい

て定められている具体

的目標等に照らし、達

成度の評価を行うもの

とする。

【総括】（１）方針 （１）方針 ◇職員の人事に関する方針

業務の重点化及び効 業務の重点化及び効 指標＝人員の適正配置、必 A職員の人事に関する方針については、業務の重点化及び効率化のための 課の整理・統合に伴う職

員の配置換を行ったほか、常勤職員数を削減する方針の下で適正な人事配置を行うなど、計画どおり率化に努め、職員の適 率化に努め、職員の適 要な人員の確保状況

順調に実施した。正な配置を進めるとと 正な配置を進めるとと Ａ：計画どおり順調に実施

もに、定員の合理化を もに、定員の合理化を された

図る。 図る。 Ｂ：概ね計画どおり順調に 【説明】

実施された ① 業務体制を見直し、牧場における種畜関係課、飼料関係課の統合を行い９課削減し、業務の重

Ｃ：計画どおりに実施され 点化・効率化の視点から、所要の配置換を行った。

、 、 、 、なかった ② 技術の高度化及び専門化に対応するため 技術協力専門役 改良技術専門役 生産技術専門役

調査役のスタッフ制を導入し、知識と経験を有する職員１８名を配置した。

③ その他、業務の進行状況、畜産情勢の推移等を勘案して常勤職員数を削減する方針の下で適正

な人事配置を行った。

【総括】（２）人員に関する指標 （２）人員に関する指標 ◇人員に関する指標

期末の常勤職員数を 年度末の常勤職員数 指標＝年度末の常勤職員数 A人員に関する指標については、年度末の常勤職員数は９５０人と年度当初比９９．４％となり、人

件費は、計画を下回る５，５５９百万円と計画どおり順調に実施した。期初の９６．４％とす を年度当初の９９．４ Ａ：計画どおり順調に実施

る。 ％とする。 された

（参考） （参考） Ｂ：概ね計画どおり順調に

期初の常勤職員数 年度当初の常勤職員数 実施された
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９５６人 ９５６人 Ｃ：計画どおりに実施され

期末の常勤職員数の見 年度末の常勤職員数 なかった

込み ９５０人

９２２人 人件費総額見込み

人件費総額見込み ５,６４２百万円

２７，８９１百万円

【総括】（３）人材の確保、人材の （３）人材の確保、人材の ◇人材の確保、人材の養成

養成の計画 養成の計画 の計画 A人材の確保、人材の養成の計画については、職員の技術水準及び事務処理能力の向上等を図るため

７６８名に９８の研修を受講させ、１４５名に２４種の免許・資格等を取得させたほか、業務推進上ア 職員の技術水準及 ア 職員の技術水準及 指標＝職員の任用、研修へ

必要な技術について検討し、その水準を調査する様式を定めるなど技術向上の仕組みを導入するととび事務処理能力の向 び事務処理能力の向 の職員の参加、国の機

もに、人材の適正な配置と養成を図る観点から、行政機関 （独 、特殊法人等との人事交流を積極上等を図るための研 上等を図るための研 関等との人事交流の実 、 ）

的に行い、計画どおり順調に実施した。修や必要な資格の取 修や必要な資格の取 施状況

得を計画的に進め、 得を計画的に進め、 Ａ：計画どおり順調に実施

人材の育成を図る。 人材の育成を図る。 された 【説明】

イ 業務推進上必要な イ 業務推進上必要な Ｂ：概ね計画どおり順調に ① 人材の養成のための研修については、管理者・事務担当者関係の研修（１１種３７名 、業務）

技術について、定期 技術について、定期 実施された 関連技術向上関係の研修（８０種７１０名 、安全衛生・施設管理関係の研修（７種２１名）を）

的に技術水準を調査 的に技術水準を調査 Ｃ：計画どおりに実施され 受講させた。

・改善する仕組みを ・改善する仕組みを なかった ② また、免許・資格の取得等については、安全管理関係資格（５種１５名 、特殊作業技能講習）

平成１３年度に導入 平成１３年度に導入 （８種７９名 、作業機械等運転・操作資格講習（８種３７名 、機械整備士資格講習（１種２） ）

する。 する。 名 、畜産技術関係資格（２種１２名）を取得させた。）

ウ 畜産行政との連携 ウ 畜産行政との連携 ③ 牛の受精卵移植技術等業務推進上必要な技術の水準を把握して適正な人員配置や人材養成の資

及び業務の高度化・ 及び業務の高度化・ 料とするため、技術職員に対する調査を行うこととし、対象技術の絞り込み、評価の基準等につ

専門化に対応するた 専門化に対応するた いて検討し、調査の骨格を決定した。

め、行政部局及び他 め、行政部局及び他 ④ 畜産行政との連携や技術の高度化に対応する観点から、他機関との人事交流を積極的に行い、

機関との人事交流を 機関との人事交流を 農林水産省本省（転出１８名、転入２２名 、地方農政局（転出１４名、転入６名 （独）農業） ）、

図る。 図る。 技術研究機構（転出２名、転入１名）をはじめ、転出４０名、転入３３名の人事交流を行った。
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〔総合評価〕

評価にあたっての考え方 評価結果及びその要因等

上記各項目ごとの評価を踏まえつつ、 初年度の業務に対する取り組み結果をみると、従来ややもすると総花的だった業務体系をいち早く重点化し、効率的な業務推進のための体制づくりに着手し業務内容及び財政

・当該評価を行うに至った経緯や特殊事情 の両面において着実に成果を挙げつつあり、独法化の所期の目的に適うものとして評価に値する。

・中期目標や中期計画に記載されている事項以外の業績そ

の他の特筆すべき事項 まず、効率化に対する取り組みについて見てみると、①重点化・効率化のための体制整備を速やかに達成するとともに、②着実かつ効率的な業務の遂行を確保するために民間

等も総合的に勘案して、評価を行うものとする。 企業並みの進行管理体制を構築したこと等、職員一丸となって業務の改善に前向きに取り組んでいる姿勢が顕著である。

なお、必要がある場合には、業務の適正化を図るために講

ずるべき措置等も併せて記載するものとする。 つぎに、業務の質の向上に対する取り組みでは、①最大の業務である家畜改良の分野において今後の育種改良上の基盤となる優良種畜の大幅な増頭に向けて抜本的な改革に着

手し具体的な成果を挙げつつあること、②一方で、優良種畜の確保及び人材養成に対する予算のメリハリを付けた重点配分による中・長期的な視点に立った基盤づくりに投資す

るなど、独法化に伴うメリットを活用した積極的な取り組みが認められる。

ただ、調査研究のうち、微項目のひとつで進行管理の不徹底等により計画一部未達のものがあった。Ｓ評価となる項目があるなど調査研究全体としては優れた成果であっただ

けになおのこと残念であった。今後の速やかな改善を期待するところである。

財務面においても、こうした全職員の熱心な取り組みの結果は現れている。

、 、 、 。まず 収入面では 運営費交付金及び施設費補助金が当初予算どおりであった一方で 畜産物の売り払い代金をはじめとする諸収入及び受託収入はそれぞれ約３割増となった

一方、支出面では、一般管理費の節減、業務の進捗状況に応じた資金配分を行う等、経費の柔軟かつ効率的な運用に努めた。

こうした業務全般にわたる改革を進め、効率的な業務運営と経費の節減に努めるなど積極的な経営努力を進めた結果、当期純利益として約１億７千万円を計上し、このうち約

３５百万円については経営努力の結果として確保した。

、 、 、 、また 当初計画で想定していなかった突発的な業務として ①１３年度後半に我が国初のＢＳＥが発生したことに伴い 家畜個体識別制度の運営管理主体として位置づけられ

当初計画をはるかに超える業務量を投入し、その体制を短期間で構築したことは特筆に値する。②さらに、１３年度末に我が国が乳用牛の遺伝的能力の国際評価の仕組み（イン

ターブル）に参加することを決定するに当たり、技術的課題の検討及び国内関係者の合意形成に中心的な役割を果たしたことも大いに評価する。今後、具体的な国際基準に則っ

た能力評価業務の実施とその活用面において家畜改良センターが果たす役割に大いに期待するものである。

以上、項目別評価の結果及びそれぞれの項目の重要性、その他の特筆すべき事項等を総合的に考慮すると、平成１３年度の業務実績は、全体として当初計画を上回る順調なす

べりだしと評価するものであり、今後のなお一層の飛躍を期待する。


