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独立行政法人家畜改良センター 平成１４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）

評
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 価

結
果

第２ 業務運営の効率 第１ 業務運営の効 第１ 業務運営の効 ◎業務運営の効率化 Ａ
化に関する事項 率化に関する目標 率化に関する目標 指標＝各中項目の評価点数 ○業務対象の重点化 ２／２点

を達成するためと を達成するためと の合計 ○業務運営の効率化 ２／２点
るべき措置 るべき措置 ○他機関との連携 ２／２点

各中項目の評価点数の
区分は以下のとおりと 合計 ６／６点
する。

【評価結果】Ａ評価：２点、Ｂ評価
農林水産省の施策が生産者から消費者へ軸足を移した政策へ転換する中で、牛の個：１点、Ｃ評価：０点

体識別システムの管理は、消費者へ情報提供するための鍵となっており、このシステ
ムの管理を家畜改良センターが中心となり実施することは、政府の方針を十分理解しＡ：６点
た対応である。その他業務の効率化に関連して、組織のスリム化を図ることを求めらＢ：３点以上６点未満

（ 、 ） 、Ｃ：３点未満 れていたこと 平成１１年１月２６日決定 中央省庁等改革に係る大綱 については
民間委託を一部行ったこと及び効率化に結びつく業務の民間委託を検討し始めたこと
は評価に値する。上記の評価結果を踏まえ
また、法人の長及び役員は、的確な業務運営のために業務の進行管理を担当する者つつ

を組織上明確に位置づけ、四半期毎に業務の進捗度を自己評価するなど業務の状況を・当該評価を行うに至った
、 。経緯や特殊事情 把握するシステムを確立し 的確な業務に対する指示を行っているものと認められる

さらに、業務及び牧場毎のセグメント情報の開示方法の検討も始まり、公表までは・中期目標や中期計画に記
数年かかると思われるが期待するものである。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 １ 業務対象の重点 ○業務対象の重点化
農政の基本方針と 化 化 指標＝各小項目の評価点数 ◇家畜の改良増殖 2／２点 （＿Ａ＿） Ａ

なる「食料・農業・ の合計 ◇飼料作物種苗の生産 2／２点 （＿Ａ＿）
農村基本計画」に即
して畜産における具 各小項目の評価点数の 合計 ４／４点
体的な政策の方針と 区分は以下のとおりと
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【特記事項】して平成１２年４月 する。
業務運営の効率化を図るために一部業務の民間委託を開始するなど、今後一層の進に策定された「酪農 Ａ評価：２点、Ｂ評価

展が期待される。しかし、業務の民間委託に当たっては、委託コスト、業務の成果の及び肉用牛生産の近 ：１点、Ｃ評価：０点
達成度合、組織の効率的活用について充分な比較検討を行い、民間委託が効率化に結代化を図るための基
びつく業務を広範に追求する必要がある。本方針 「家畜改良 Ａ：４点」、

増殖目標 「鶏の改 Ｂ：２点以上４点未満」、
【評価結果】良増殖目標 及び 飼 Ｃ：２点未満」 「
この項目に属する項目の評価は、個別に評価を行った結果、重点家畜等の増頭が行料増産推進計画」を

われ各事業実施に係る重点化が順調に進められ、年度計画どおり実施されたと認めら実現する上での課題 当該評価を行うに至った
れる。を踏まえて、国民に 経緯や特殊事情、中期目標

対して提供するサー や中期計画に記載されてい
ビスその他の業務の る事項以外の業績その他特
質の向上を効率的か 筆すべき事項等を併せて記
つ効果的に推進する 載する。
ため、次の業務に関
して業務対象の重点
化を図る。

（１）家畜の改良増殖 （１）家畜の改良増 （１）家畜の改良増 ◇家畜の改良増殖
家畜の改良増殖 殖 殖 指標＝各細項目の評価点数 □乳用牛 ２／２点 （＿Ａ＿） Ａ
業務については、 の合計 □肉用牛 ２／２点 （＿Ａ＿）
家畜の改良を効率 □豚 ２／２点 （＿Ａ＿）
的に推進し生産性 各細項目の評価点数の □鶏 ２／２点 （＿Ａ＿）
の向上を図る観点 区分は以下のとおりと
から、畜産物の需 する。 合計 ８／８点
要動向、家畜の飼 Ａ評価：２点、Ｂ評価
養動向等を勘案し ：１点、Ｃ評価：０点
て、乳用牛、肉用
牛、豚及び鶏の４ Ａ：８点
畜種に重点化す Ｂ：４点以上８点未満
る。 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 乳用牛ジャージ □乳用牛
は、ホルスタイン ー種について、種 Ａ：計画どおり順調に実施 Ａ乳用牛については、ジャージー種の遺伝的能力評価の試行を初めて行い、ジャージ

ー種関係者による会議を開催して改良推進業務に移行する準備を進めるとともに、ジ種に重点化し、ジ 畜の生産・配布業 された
ャージー種用の施設等を活用してホルスタイン種の改良規模を大きくするなど、業務ャージー種につい 務から広域的な遺 Ｂ：概ね計画どおり順調に
の重点化を計画どおり順調に実施した。ては、種畜の生産 伝的能力評価によ 実施された

・配布から遺伝的 る改良の推進業務 Ｃ：計画どおりに実施され
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能力評価に基づく に移行する準備を なかった 【説明】
改良の推進に移行 進め、ジャージー ① ジャージー種の遺伝的能力評価の実施に向け、牛群検定等のデータを用いて、
する。 種に振り向けてい 泌乳形質について試行を行った。

た施設等を活用し ② この試行結果を基に、学識経験者、県畜産担当者、農業協同組合担当者、生産
て改良規模を大き 者等を招いて、意見・要望等を聴取する連絡調整会議を開催した。
くする等ホルスタ ③ 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
イン種への業務の び候補雄牛の繋養場所として引き続き活用した。
重点化を図る。 ④ ホルスタイン種の雌畜育種規模は９４４頭から１，０６２頭へ１２．５％増加

し、総繋養頭数は１，２０６頭から、１，３０３頭へ８．０％増加した。
なお、１５年度は、ジャージー種雌牛の飼養中止が予定されており、全乳用牛

飼養頭数に占めるホルスタイン種の割合が、かなり高くなることが見込まれる。

【総括】イ 肉用牛について イ 肉用牛 □肉用牛
は、黒毛和種に重 平成１３年度に 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１３年度までに中止し、黒毛和種生産

用の受卵牛として利用するなど、黒毛和種への業務の重点化を計画どおり順調に実施点化し 外国種 ア 中止した外国種育 された、 （
した。バディーン・アン 種改良事業に振り Ｂ：概ね計画どおり順調に

ガス種及びヘレフ 向けていた施設等 実施された
ォード種）の改良 を活用して改良規 Ｃ：計画どおりに実施され 【説明】
業務は中止する。 模を大きくする等 なかった ① 外国種については、１３年度までに精液及び受精卵を確保し、育種改良業務を

黒毛和種への業務 中止した （１４年度末現在の在庫量は、精液７，７５４本、受精卵４２６個であ。
の重点化を図る。 る ）。

② １３年度に引き続き、外国種の育種改良用の雌牛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卵牛として供用した。
③ １３年度に引き続き、外国種の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。
④ 黒毛和種雌牛頭数については、育種規模を大きくするため、積極的に増頭に取
り組んだ。
⑤ これらの結果、黒毛和種の育種事業用雌牛頭数は、１３年度は１４．２％増加
し、１４年度はさらに１３．４％増加した。

【総括】ウ 豚については、 ウ 豚 □豚
系統造成に引き続 系統造成は現在 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８世代を生産するための交配を

行い、帝王切開によるＳＰＦ 化を実施するとともに、遺伝的能力評価の実施に向け、き取り組むととも 造成途中にある１ された ☆

関係機関等との協議、遺伝的能力評価の試行、種豚の導入を行うなど、計画どおり順に、広域的な遺伝 系統について継続 Ｂ：概ね計画どおり順調に
調に実施した。的能力評価の体制 して実施すること 実施された

を整備する。 とし、広域的な遺 Ｃ：計画どおりに実施され
伝能力評価の業務 なかった 【説明】
に重点化を図るた 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
めの体制を整備す 点をおき、ＢＬＵＰ法 を活用した選抜を継続した。☆☆

る。 また、第８世代生産のための交配（６月～１月）及びＳＰＦ 化するための帝王☆

切開による子豚の生産（９月～３月）を行った。
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・団体と連携しつつ、
推進した。
③ ６月、９月、１２月末までに収集されたデータを用いた遺伝的能力評価の試行
（３回実施 、ネットワークシステムの改善等を行うともに、生産者説明会を開催）
（全国２箇所）して遺伝的能力評価の普及に努めた。
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④ 広域的な遺伝的能力評価に必要な基準豚を造成するため、大ヨークシャー種及
びランドレース種の導入を行った。

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

物のことである（指定以外の微生物・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。

☆☆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 エ 鶏 □鶏
鶏については、消 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、関係者との意見交換により消費

・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をおいて、系統数の費・流通ニーズに に対応した系統の造 された
絞り込みを行うなど、計画どおり順調に実施した。対応した系統の造 成に重点化を図るこ Ｂ：概ね計画どおり順調に

成に重点化する。 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、鶏改良機関、国産鶏生産者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との意見交換を行い、引き続き消
費・流通ニーズの把握に努めた。
② こうした意見を踏まえ、卵用鶏の主要系統については、１３年度に引き続き、
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系統の造成に重点を置くこととした。
③ また、肉用鶏の主要系統については、１３年度に引き続き、低脂肪に着目した
２系統、劣性白 に着目した２系統及び遅羽性 に着目した１系統の造成に重点☆ ☆☆

を置くこととした。

☆劣性白
肉用鶏である白色ロック種の羽毛は白色であり、これを決定している遺伝子は常染

色体上にあることが知られているが、優性遺伝子によるもののほか、ごく少数ながら
劣性の遺伝子により白色羽毛となるものがあり、こうした鶏の羽毛色を「劣性白」と
呼んでいる。有色の遺伝子をもつ鶏（地鶏等）に交配した場合、優性遺伝子による白
色鶏の産子は白色羽毛となるのに対し、劣性白の鶏の産子は有色の羽毛となる。この
ため、特徴ある羽毛の在来鶏と劣性白の高能力鶏を交配することにより特徴ある羽毛
を活かしたまま能力の改善向上が可能となる。

☆☆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】（２）飼料作物種苗の （２）飼料作物種苗 （２）飼料作物種苗 ◇飼料作物種苗の生産
生産 の生産 の生産 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・系統を７品種

・系統削除するとともに新しく育成された４系統を追加し最新品種・系統に重点化し飼料作物種苗の 特に重要な品 増殖対象品種 の削減数（基準年：
た。この結果、削減率は１３年度及び１４年度の通算で計画（基準年対比４％）を上生産業務について 種・系統を除き ・系統について 平成１２年度）、 、



- 5 -

回る基準年対比１６．２％（２１品種・系統の削減）を達成した。は、優良品種の普 飼料作物種苗の 能力の高い新品 Ａ：増殖対象品種・系統の
及を促進し飼料自 増殖期間を国内 種への重点化を 削減率が基準年比に対し
給率の向上を図る 流通開始から１ 図るため、飼料 て年率１.８％以上削減 【説明】
観点から、飼料作 ０年間に限定し 作物種苗の需要 し、最新品種・系統に重 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、
物種苗の需要動向 最新の優良品種 調査及び新品種 点化した ら１０年以上を経過し、置き換え品種が育成されている品種を中心に７品種・系
を踏まえて、増殖 ・系統に重点化 育成状況調査等 Ｂ：増殖対象品種・系統の 統を削除した。
対象品種・系統を する。 を基に、国内流 削減率が基準年比に対し 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
１０％程度削減 通開始から１０ て、年率１％以上１.８％ 基づき、新しく育成された４系統を追加した。
し、最新品種・系 年以上経過し、 未満で、かつ、最新品種 ③ 基準年に対し、１３年度及び１４年度の通算で１６．２％（２１品種・系統）
統に重点化する。 置き換え品種が ・系統に重点化した の削減を行い最新品種・系統に重点化した。

育成されている Ｃ：増殖対象品種・系統の
品種を中心に３ 削減率が基準年比に対し

、 、 、品種・系統以上 て 年率１％未満 又は
の削除を行うと 重点化しなかった
ともに、新しく
育成された系統
の追加を行う。

２ 業務運営の効率化 ２ 業務実施の効率 ２ 業務実施の効率 ○業務運営の効率化
による経費の抑制 化 化 指標＝「小項目の項目数× ◇経費の抑制 ２／２点 Ａ
業務運営の効率化 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 ２／２点」（ ） 「

による経費の抑制に 小項目の点数の合計値 ◇業務の進行管理 ２／２点」
ついては、各事業年 （合計点）の比率 ◇組織体制の整備 ２／２点
度の人件費を除く運
営費交付金で行う事 各小項目の評価点数の 合計 ８／８点
業について、少なく 区分は以下のとおりと

【特記事項】とも対前年度比で１ する。
引き続き効率化方針に基づく日常業務の点検・改善を進めると共に、業務経費につ％抑制する。 Ａ評価：２点、Ｂ評価

いて詳細な分析を開始するなど、経費節減に向けた取り組みが進展している。また、１点、Ｃ評価：０点
業務量が増大している牛個体識別制度管理については、スタッフ制を活用しその業務
に機敏に対応したと認められる。Ａ：満点×９／１０≦合計

点
【評価結果】Ｂ：満点×５／１０≦合計
この項目に属する項目の評価は、個別に評価を行った結果、年度計画に定める指標点＜満点×９／１０

を達成するなど、年度計画どおり実施されたと認められる。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
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【総括】（１）業務運営の効 （１）業務運営の効 ◇経費の抑制
率化による経費 率化による経費 指標＝運営費交付金で行う Ａ経費の抑制については 人件費を除く運営費交付金で行った事業 新規事業を除く、 （ ）

に係る経費を２，０４１，７６４千円（対前年比９８．２％）に抑制し、対前年度抑の抑制 の抑制 事業の経費（人件費を
制率は１．８％であった。コンピュータ 引き続きコン 除く）についての対前

ネットワークシ ピューターネッ 年度抑制率
ステム等を活用 トワークシステ Ａ：１％以上 【説明】
して電子化を進 ムを整備して事 Ｂ：０.７％以上１％未満 ① 人件費を除く運営費交付金で行った事業に係る経費について、１３年度決算額
めるとともに、 務処理の電子化 Ｃ：０.７％未満 ２，０８０，２３２千円に対し、１４年度は業務運営の効率化により新規事業分
日常業務の点検 ・高速化を進め １２，２７３千円を除き２，０４１，７６４千円（対前年比９８．２％）であっ
及び作業体系の るとともに、効 た。
見直しを行い業 率化推進検討委 ② 業務に係る経費を抑制するため、電気料、消耗品費、通信費、図書印刷費等に
務の効率化を図 員会においてま ついて過去の実績を詳細に分析し、その結果を各牧場に示すことにより経費節約
り、各事業年度 とめられた効率 を積極的に指導した。

、の人件費を除く 化方針に基づき
【総括】運営費ついて、 業務に係る経費 ◇日常業務の点検及び見直

少なくとも対前 の抑制を行う。 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年度比で１％抑 Ａ：計画どおり順調に実施
員会等の方針に基づき、計画どおり順調に実施した。制する。 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
なかった は、次のとおり実施した。

ａ 運営費交付金債務を収益化する集計事務についてシステムを構築し、会計事務
上記小項目について の効率化・高速化を図った。

は、各年度の年度計画 ｂ 新たに３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・
において定められてい 利用を可能としたことから、事務及び業務の効率化が進んだ。
る具体的目標等に照ら ② 業務の効率化を推進・検討するため、効率化推進・検討委員会においてまとめ
し、達成度の評価を行 られた効率化方針に基づき、効率化できる事項又は改善すべき事項を定めて、そ
うものとする。 の推進を図った。

③ 業務効率化の方策としての外部化についても検討し、特殊機械の整備が必要な
一部の飼料生産工程にコントラクターを活用するなど、経費節減に結びつくと判
断された業務について外部委託を実施し、経費節減を図った。

、 、④ 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
風力・太陽光等自然エネルギーを活用した堆肥処理の省エネルギー化等をはじめ
とする効率化を行った。

【総括】（２）業務の進行管 （２）業務の進行管 ◇業務の進行管理
理 理 Ａ：計画どおり順調に実施 Ａ業務の進行管理については、本所及び各牧場での担当者を定め、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年度計画を確 年度計画に対 された
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実行し、計画どお実に実行するた する業務の進行 Ｂ：概ね計画どおり順調に
り順調に実施した。め、平成１３年 状況を四半期ご 実施された

度から四半期毎 とに定期的に点 Ｃ：計画どおりに実施され
に課題解決の検 検・分析し、的 なかった 【説明】
討を行う等、業 確な進行管理を ① 本所専門役及び各牧場次長又は連絡調整役を進行管理業務の担当者と定め、各
務の進行管理を 行い、計画の達 上記小項目について 牧場及び本所各部からの進行状況に関する報告を円滑に行うものとし、本所にお
行う。 成を図る。 は、各年度の年度計画 いて点検・分析を行った。その際、牛の繁殖・肥育調査など、長期にわたる業務

において定められてい については、次年度以降の見直しを含めて実施した。
る具体的目標等に照ら ② 分析結果については、役員会（年４回）及び牧場長会議（年２回）での検討に
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し、達成度の評価を行 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
うものとする。 バックを行った。

③ 新たに次長・連絡調整役会議を開催し、農林水産省の評価委員会による評価結
果を踏まえた１４年度計画の実施状況の把握等を行った。

【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 平成１３年度に Ａ：計画どおり順調に実施 Ａ組織体制の整備については、１３年度に整備した５８課体制のもとで新たな行政需

要に対応するため、スタッフ制を活用し、機動的かつ効率的な業務運営を図り、計画的に業務を推進す おいて課の整理統 された
どおり順調に実施した。るため、組織を再 合及びスタッフ制 Ｂ：概ね計画どおり順調に

編する。 を導入し、業務の 実施された
（１）業務運営の効 機動的かつ効率的 Ｃ：計画どおりに実施され 【説明】

率化を図るため な組織体制を整備 なかった ① １４年６月から本格稼働した家畜個体識別制度管理センター事務の円滑な業務、
課の統合を図る したことから、平 運営を図るため、センター本所に生産技術専門役を含め５名の職員を配置した。。

（２）技術の高度化 成１４年度におい 上記小項目について ② 技術の高度化及び専門化に対応するため、センター本所・牧場に技術協力専門
及び専門化に対 ても引き続き５８ は、各年度の年度計画 役、改良技術専門役、生産技術専門役、調査役等の専門役１７名を配置した。
応するため、ス 課体制のもとで新 において定められてい
タッフ制を導入 たな行政需要に応 る具体的目標等に照ら
する。 じた組織体制の整 し、達成度の評価を行

備に努める。 うものとする。

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 指標＝各小項目の評価点数 ◇育種改良 ２／２点（＿Ａ＿） Ａ

率的に推進するた の合計 ◇飼料作物種苗の生産 ２／２点（＿Ａ＿）
め、行政機関、研究 ◇調査研究 ２／２点（＿Ａ＿）
機関、民間、大学等 各小項目の評価結果の
との連携を図る。 区分は以下のとおりと 合計 ６／６点◇

する。
【評価結果】Ａ評価：２点、Ｂ評価
この項目に属する項目の評価は、個別に評価を行った結果、すべての項目について：１点、Ｃ評価：０点

他機関との密接な連携及び適切な分担がなされ、効率的な推進が計られていると認め
られる。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
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ものとする。

【総括】（１）育種改良業務 （１）家畜の育種改 ◇育種改良
については、行 良業務家畜の育 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

、 、 、 、 、 、政機関、関係団 種改良業務につ された 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。体、大学、生産 いては、乳用牛 Ｂ：概ね計画どおり順調に

者等と連携を図 及び肉用牛の後 実施された
りながら、事業 代検定事業にお Ｃ：計画どおりに実施され 【説明】
を効率的に実施 ける選定基準の なかった 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。
する。 作成、家畜の遺 ① 乳用牛については、国、都道府県、試験研究機関、関係団体及び大学との連携

伝的能力評価手 による遺伝的能力評価における技術的課題の検討、国、都道府県、関係団体、生
法の検討、育種 産者等との連携による乳用牛後代検定事業の実施に関する検討等を行った。
改良手法に係る ② 肉用牛については、国、都道府県、試験研究機関、関係団体及び大学との連携
技術的検討等に による遺伝的能力評価における技術的課題の検討等を行った。
つき、国、都道 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
府県 関係団体 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、 、
大学、生産者等 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。
との連携を図り 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
ながら業務を効 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
率的に実施する 検討等を行った。。

⑤ その他の畜種については、関係団体及び大学との連携による馬凍結精液製造等
に関する検討、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、都道府県、試験研究機関、関係団体等との連携によるめん羊種畜供給体
制の検討、大学との連携による実験用小型ヤギの生理特性の検討、関係団体との
連携による実験用小型ブタの育種改良方針の検討等を行った。

【総括】（２）飼料作物種苗 （２）飼料作物種苗 ◇飼料作物種苗の生産
の生産業務につ の生産・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、国、都道府県、

試験研究機関、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、計画いては、行政機 飼料作物の生 された
どおり順調に実施した。関、育成機関、 産・配布業務に Ｂ：概ね計画どおり順調に

関係団体等と連 ついては、需要 実施された
携を取り、増殖 及び新品種育成 Ｃ：計画どおりに実施され 【説明】
計画を立てる。 状況の調査、増 なかった 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。

殖品種及び栽培 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
面積の決定並び 込み量を把握した上で効率的な生産・配布を行った。
に地域適応性等 ② 新品種育成状況については、試験研究機関と協力して調査を行い、全国の公的
検定試験計画の 品種育成状況を効率的に把握した。
作成等につき、 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
国、都道府県、 見を聴取し、政策、需要等に対応した増殖品種及び栽培面積を決定した。
関係団体等との ④ 増殖の過程で平年と異なる特性を示した品種について速やかに試験研究機関と
連携を図りなが 協議を行い、異型の淘汰等必要な対策を講じた。
ら業務を効率的 ⑤ 地域適応性等検定試験計画の作成については、試験研究機関と連携し、全国の
に実施する。 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 （３）調査研究業務 ◇調査研究
については、基 調査研究業務 Ａ：計画どおり順調に実施 Ａ調査研究業務に係る連携については、継続８課題、新規１２課題の合計２０課題の

共同研究について積極的に取り組み、計画どおり順調に実施した。礎研究成果を保 については、契 された
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有する畜産関係 約済みの共同研 Ｂ：概ね計画どおり順調に
研究機関、大学 究課題を継続す 実施された 【説明】

、 。等との連携を行 るとともに、大 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２０課題に取り組んだ
う。 学、研究機関等 なかった その内訳は、家畜遺伝子育種分野３課題、家畜形質評価分野５課題、家畜繁殖技

との新たな共同 術分野５課題、家畜飼養管理技術分野４課題、飼料作物種苗分野１課題、その他
研究に積極的に 分野２課題であり、相手先は独立行政法人２、大学６、団体・企業９であった。
取り組み、効率 ② また、家畜遺伝子育種分野をはじめとする研究連携をさらに進めるため （独）、
的な調査研究を 農業生物資源研究所と包括的な協力協定を締結した。
実施する。 ③ さらに、学会開催事務局への協力、試験研究機関主催会議への参加、学会、大

学等への業務紹介を行うなど、新たな連携課題の発掘に努めた。

第３ 国民に対して提 第２ 国民に対して 第２ 国民に対して ◎業務の質の向上
供する サービスそ 提供するサービ 提供するサービ 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 ２／２点 Ａ
の他の業務の質 の スその他業務の スその他の業務 の合計 ○飼料作物の増殖に必要な種苗の生産及び配布 ２／２点
向上に関する事項 質の向上に関す の質の向上に関 ○飼料作物の種苗の検査 ２／２点

る目標を達成す する目標を達成 各中項目の評価点数の ○調査研究 ２／２点
るためとるべき するためとるべ 区分は以下のとおりと ○講習及び指導 ２／２点
措置 き措置 する。 ○家畜改良増殖法及び種苗法に基づく検査等 ２／２点

Ａ評価：２点、Ｂ評価
：１点、Ｃ評価：０点 合計 １２／１２点

【評価結果】Ａ：１１点以上
各個別業務について、目標達成に向けた計画の確実な進捗が認められる。今後、消Ｂ：６点以上１１点未満

費者及び生産者のニーズにあったサービスを提供するためにも、多方面からの意見のＣ：６点未満
聴取等により業務の質の向上を行うことが重要である。

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 家畜改良及び飼養 １ 家畜改良及び飼 １ 家畜改良及び飼 ○家畜改良及び飼養管理の
管理の改善等急速に 養管理の改善等 養管理の改善等 改善等 ◇乳用牛の改良 ２／２点（＿Ａ＿） Ａ
進展する国際化の流 指標＝各小項目の評価点数 ◇肉用牛の改良 ２／２点（＿Ａ＿）
れの中で、我が国畜 の合計 ◇豚の改良 ２／２点（＿Ａ＿）
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産の発展を図ってい ◇鶏の改良 ２／２点（＿Ａ＿）
くためには、畜産の 各小項目の評価結果の ◇馬等の改良 １／２点（＿Ｂ＿）
生産性の向上及び畜 区分は以下のとおりと ◇種畜検査 ２／２点（＿Ａ＿）
産物の品質の向上を する。 ◇家畜の遺伝資源の保存 ２／２点（＿Ａ＿）
推進していくことが Ａ評価：２点、Ｂ評価 ◇飼養管理の改善 ２／２点（＿Ａ＿）
重要な課題となって ：１点、Ｃ評価：０点 ◇家畜個体識別事業の推進 ２／２点（＿Ａ＿）
いる。
特に、進展の著し Ａ：１７点以上 合計 １７／１８点

いバイオテクノロジ Ｂ：９点以上１７点未満
【特記事項】ー等の新技術や情報 Ｃ：９点未満
家畜改良については、国の政策である乳用牛の遺伝的能力の国際評価（インターブ分析技術等を家畜の

ル）への参加決定を受け、その実施機関としての準備が着実に実施されている。乳用育種改良に導入して 当該評価を行うに至った
牛の国産種雄牛の能力は、外国産の種雄牛に接近しており、インターブルへの正式参家畜の能力向上を図 経緯や特殊事情、中期目標
加を契機ととらえて、国産種雄牛の利用推進及び一層高能力な種雄牛造成に力を注ぐるとともに、家畜の や中期計画に記載されてい
べきである。豚については、遺伝的能力評価手法の検討をするなど着実な事業実施が能力を発揮させるた る事項以外の業績その他特
行われているが、種畜供給や技術普及にも一層取り組むべきある。そのほか、肉用牛めに必要な飼養管理 筆すべき事項等を併せて記
の全国的な育種への取り組みを計画どおり実施するなど、着実な進展が見られた。の改善を推進してい 載する。

く必要があるこのた
【評価結果】め 「酪農及び肉用、
この項目に属する評価は、個別に評価を行った結果、馬等の改良において山羊の種牛生産の近代化を図

畜等の配布及び実験用小型ヤギの種畜の配布で年度計画を達成していないことから、るための基本方針」、
Ｃ評価とした。その他の項目については年度計画を上回って実施されていると認めら「 」家畜改良増殖目標
れる。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２５年法
律第２０９号）第３
条の４の規定に基づ
く優良な種畜、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 指標＝各細項目の評価点数 □ホルスタイン種 ２／２点（＿Ａ＿） Ａ

目標」の達成に資 の合計 □ジャージー種 ２／２点（＿Ａ＿）
するため、主要品
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種であるホルスタ 各細項目の評価結果の 合計 ４／４点
イン種の改良に重 区分は以下のとおりと
点を置き、後代検 する。
定事業の推進、遺 Ａ評価：２点、Ｂ評価
伝的能力評価の実 ：１点、Ｃ評価：０点
施及び後代検定対
象種雄牛 以下 候 Ａ：４点（ 「
補種雄牛」とい Ｂ：２点以上４点未満
う ）等の生産・ Ｃ：２点未満。
供給に取り組む。

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 ２／２点（・Ａ・） Ａ

の合計 △遺伝的能力評価の実施 ２／２点（・Ａ・）
△候補種雄牛等の生産・供給 ２／２点（・Ａ・）

各微項目の評価結果の
区分は以下のとおりと 合計 ６／６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 （ア）後代検定事業 △後代検定事業の円滑な推
推進 の推進 の推進 進 ▽後代検定事業の円滑な推進 ２／２点（・Ａ・） Ａ
ａ 候補種雄牛の 全国同一基準 指標＝各微細項目の評価点 ▽期待育種価等の見直し ２／２点（・Ａ・）
遺伝的能力を全 で候補種雄牛の 数の合計 ▽後代検定の実施 ２／２点（・Ａ・）
国ベースで同一 遺伝的能力評価 ▽後代検定の年２回の実施 ２／２点（・Ａ・）
基準により評価 を行う後代検定 各微細項目の評価結果
を行う後代検定 事業を円滑に推 の区分は以下のとおり 合計 ８／８点
事業を推進す 進することとし とする。、
る。 次のとおり行う 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

【総括】ａ 後代検定事業 ａ 学識経験者、関 ▽後代検定事業の円滑な推
関係者及び大学 係団体等の参画を 進 Ａ後代検定事業の円滑な推進については、必要な会議をすべて開催したほか、効率的

・効果的な乳用牛改良体制を検討する会議に参画するなど、計画どおり順調に実施し等の研究者等の 得て 「全国後代検 Ａ：計画どおり順調に実施、
た。参画を得て、後 定推進会議 「後 された」、

代検定事業の円 代検定中央推進会 Ｂ：概ね計画どおり順調に
滑な推進を図る 議」等を開催し、 実施された 【説明】。

技術的検討、実施 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、下記の会議を開催し、後代検定事業計
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計画の検討・作成 なかった 画の検討、候補種雄牛の選定基準、調整交配頭数の配分等について検討し、事業
等を行う。 の円滑な推進を図った。

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 検定材料娘牛生産調整ブロック会議（５回）
うものとする。 後代検定技術検討会（２回）

② 今後の効率的・効果的な乳用牛改良体制を構築するため、関連する牛群検定事
業、後代検定事業、血統登録等のあり方に関した幅広い検討が農林水産省生産局
畜産部畜産技術課を中心として行われたことから、これに積極的に参画し、会議
内容の充実に貢献した。

乳用牛改良体制検討会（３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候補種雄牛を選定する際の基準である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まえ、候補種雄 価値を基に、候 された
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
待育種価等につ 直しを行う。 Ｃ：計画どおりに実施され 【説明】
いて毎年見直し なかった 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
を行う。 補種雄牛選定基準を見直した。

上記微細項目について ② 見直しに当たっては、後代検定中央推進会議等において説明を行い、意見を聴
は、各年度の年度計画 取し合意を得た。
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】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 しい種雄牛を早く 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、１４年度においても前期・後期に分けて実施し、計１

８５頭について計画どおり順調に実施した。を毎年１８５頭 選抜、利用するた く選抜、利用す Ａ：１６７頭以上
程度確保する。 め、毎年１８５頭 るため、候補種 Ｂ：１３０頭以上１６７頭

程度の候補種雄牛 雄牛について、 未満 【説明】
について、前期と 前期 １００頭 Ｃ：１３０頭未満 ① １４年度については、前年度に引き続き、前期１００頭、後期８５頭の候補種（ ）
後期に分けて後代 と後期 ８５頭 雄牛を確保し後代検定に供した。（ ）
検定を実施する。 に分けて後代検 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

定に供する。 牛の遺伝的能力評価値の上位１％以内の値に匹敵するものであった。

【総括】ｄ また、平成１ ▽後代検定の年２回 前期（ 、
０年度に後代検 後期）の実施 Ａ後代検定の年二回の実施については、１０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、定を開始した候 Ａ：計画どおり順調に実施
１４年８月及び１５年２月に結果を公表するなど、計画どおり順調に実施した。補種雄牛全頭に された

ついて検定成績 Ｂ：概ね計画どおり順調に
に基づく遺伝的 実施された 【説明】
能力評価を行 Ｃ：計画どおりに実施され ① １０年度に後代検定を開始した１８４頭全頭について、検定成績をもとに遺伝
い、１４年８月 なかった 的能力評価を実施した。
及び１５年２月 ② これらのうち、公表基準 を満たしたものは、前期には９８頭、後期には新たに☆
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に結果を公表す 上記微細項目について ７４頭を加え、計１７２頭であった。
る。 は、各年度の年度計画 ③ 評価結果については、前期は１４年８月２８日に、後期は１５年２月２７日に

において定められてい 公表した。
る具体的目標等に照ら
し、達成度の評価を行 ☆公表基準
うものとする。 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。

（イ）遺伝的能力評価 （イ）遺伝的能力評 （イ）遺伝的能力評 △遺伝的能力評価の実施
の実施 価の実施 価の実施 指標＝各微細項目の評価点 ▽遺伝的能力評価の実施 ２／２点（・Ａ・） Ａ

数の合計 ▽評価手法の改善 ２／２点（・Ａ・）

各微細項目の評価結果 合計 ４／４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

， 、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 延べ１８８頭及び検定データを保有し評価が可能な雌牛延べ７８５ ８４５頭に対し
それぞれ全頭（１００％）について実施した。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、１４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１５年 Ｂ：供用中の種雄牛全頭及 ① 前期においては、１４年６月までのデータに基づき、当時供用中の種雄牛９５

， 、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 頭及び遺伝的能力評価が可能であった雌牛３９１ ０９８頭について評価を行い
（約１００頭） 表する。 加入雌牛全頭の８０％以 １４年８月２８日に評価値を公表した。
及び評価が可能 上１００％未満 ② 後期においては、１４年１２月までのデータに基づき、当時供用中の種雄牛９
な牛群検定加入 Ｃ：供用中の種雄牛全頭及 ３頭及び遺伝的能力評価が可能であった雌牛３９４，７４７頭について評価を行
雌牛全頭（約４ び評価が可能な牛群検定 い、１５年２月２７日に評価値を公表した。
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、 評価技術検討会を開催し、牛群内分散の補正方法、体

細胞数の組込方法及び複数産次の体型審査データの組込方法について検討するなど、え、評価対象形 対象形質として 評価の精度向上 された
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】
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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、
の向上等評価手 術検討会」を開 の補正方法及び乳汁中の体細胞数の組込方法について検討を行った。また （社）、
法の改善を行う。 催し、 上記微細項目について 日本ホルスタイン登録協会より提供された体型審査データ等を用い、体型形質の

① 同一生産者 は、各年度の年度計画 評価方法の改善について検討を行った。
の飼養する牛 において定められてい ② 牛群内分散の補正は北米方式と欧州方式での比較検討について、体細胞数は遺
群の中に存在 る具体的目標等に照ら 伝的パラメータの算出と評価モデルについて、体型審査データは複数産次体型審
する成績のバ し、達成度の評価を行 査データの利用可能性についてそれぞれ検討を行った。
ラツキ（牛群 うものとする。 ③ こうした検討結果を１４年６月４日に開催した評価技術検討会ワーキンググル
内分散）の補 ープと１４年７月２日に開催した評価技術検討会にて説明し検討を行った。
正方法 ④ この結果、

、 。② 牛乳取引の ア 牛群内分散の補正については 欧州方式での評価が望ましいと判断された
指標となって イ 体細胞数については、遺伝的パラメータは適当と考えられることから、遺
いる乳汁中の 伝的能力評価は可能な状況と判断され、評価手法を決定した。
体細胞数の遺 ウ 複数産次の体型審査データの利用については、現状で複数産次の体型審査
伝的能力評価 データを評価に利用するのは難しいと判断された。
への組込方法 ⑤ 昨年度、後代検定中央推進会議で参加を決定した、インターブル 国際評価につ☆

について検討 いては、１４年９月にテストラン用国内評価の結果を送付した。この結果につい
を行う。 て技術的な面での指摘を受けたことから、指摘内容について見直しを行い、１５
③ 体型形質の 年３月に再度テストラン用国内評価の結果を送付した。
評価方法の改
善について検 ☆インターブル
討を行う。 インターブル(INTERBULL)は、乳用牛の遺伝的能力の国際比較を促進することを目的

に、1983年にICAR(家畜の能力検定に関する国際委員会)の小委員会として設立された
組織。本部はスウェーデン。1997年からMACE(多国間評価)法により種雄牛の国際評価
を開始。我が国では、１５年秋の正式参加を目途に、家畜改良センターが窓口となり
インターブル事務局との手続きを進めているところ。

（ウ）候補種雄牛等の （ウ）候補種雄牛等 （ウ）候補種雄牛等 △候補種雄牛等の生産・供
生産・供給 の生産・供給 の生産・供給 給 ▽候補種雄牛の生産・供給 ２／２点（・Ａ・）

ａ 我が国の飼養環 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 ２／２点（・Ａ・）
境（気候・風土・ 評価値に基づき 価値に基づき、 数の合計 ▽優良種畜等の情報提供 ２／２点（・Ａ・）、
飼料・飼養 管理 国内の優良雌牛 国内の優良雌牛
等 、牛群に適し を活用した的確 のうち上位１％ 各微細項目の評価結果 合計 ６／６点）
た種雄牛の生産・ な計画交配の実 以内の雌牛を育 の区分は以下のとおり
利用を図るため、 施等により、雄 素材として活用 とする。
遺伝的能力が高い 子牛を毎年生産 し、計画交配に Ａ評価：２点、Ｂ評価
国内の優良な雌牛 する。 より雄子牛を生 ：１点、Ｃ評価：０点
を活用して期待育 ｂ 優良な育種素 産する。
種価の高い候補種 材を計画的に導 ｂ 選抜精度の向 Ａ：６点
雄牛を毎年３５頭 入し、世代間隔 上及び世代間隔 Ｂ：３点以上６点未満
程度供給するとと 短縮のための未 の短縮による改 Ｃ：３点未満
もに、中期目標の 経産採卵・受精 良速度の向上を
期間中に優良種畜 卵移植による雄 図るため、同一
等を１６０頭程度 子牛生産、未経 場所での能力検
配布する。 産採卵後のドナ 定及び未経産採

ｂ 効率的な育種改 ー検定による精 卵等の新技術の
良を行うため、実 度の高い雄子牛 導入により、効
用段階に入った新 の期待育種価の 率的に候補種雄
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技術を活用した新 算出等により、 牛を生産する。
たな育種改良手法 効率的に候補種 ｃ 上記ａ及びｂ
を導入する。 雄牛を生産する により候補種雄。

ｃ これらにより 牛３５頭を確保、
期待育種価の高 ・供給する。
い候補種雄牛を
毎年３５頭程度

【総括】供給する。 ▽候補種雄牛の生産・供給
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頭を確保した。Ａ：３２頭以上
Ｂ：２５頭以上３２頭未満
Ｃ：２５頭未満 【説明】

① 優良育種素材を確保するため、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９４頭選定するとともに、有望な育
成雌牛を選定した。

② １３年度の計画交配により生産された雄子牛を４９頭導入した。
③ 未経産採卵等の新技術による繁殖については、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供卵牛を選定し、受
精卵の生産・移植を実施した。
④ １４年度生産雌牛の牧場産母子年齢間隔は３９．８ヶ月であり、このうち未経
産採卵由来は
２６ヶ月であった。
⑤ １４年度は、生産又は導入した雄子牛のうち育種の対象となる１４３頭の中か
ら、推定育種価、発育成績等を基に優良雄子牛５２頭を一次選抜し、さらに精液
生産能力等により候補種雄牛３５頭を確保した。

【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３３頭、受精卵１２０個及び凍結精液４０，８

２１本を配布した。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、２５頭 Ｃ：計画どおりに実施され 種畜等の配布については、団体及び農協に対して、種畜３３頭に加え優良受精卵１
６０頭程度配布 程度配布する。 なかった ２０個を配布し、年度計画２５頭を上回った。また、検定済種雄牛の凍結精液４０，
する。 ８２１本を配布した。

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。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
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％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、後代検定を終了して選抜した検定済種雄牛の情報を
なかった ホームページ（http://www.nlbc.go.jp/tokachi/hols/hols.htm#top）に掲載するとと

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
上記微細項目について 研究機関、後代検定事業実施主体、報道機関に配布した。
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 農 イ ジャージー種 イ ジャージー種 □ジャージー種
家において遺伝的能 （ア）ジャージー種 （ア）遺伝的能力評 指標＝「微項目の項目数× △評価手法の検討 ２／２点（・Ａ・） Ａ
力評価値に基づく種 の主要な飼養地 価の実施に向け、ジ ２ 満点 に対する 各 △遺伝的能力評価の実施 ２／２点（・Ａ・）」（ ） 「

」畜の導入、交配、選 域の関係機関等 ャージー種の主要な 微項目の点数の合計値
抜・淘汰が行われ、 との連絡調整を 飼養地域の関係機関 （合計点）の比率 合計 ４／４点
改良が効率的に進め 行い、データ収 等の連携・協力を得
られるよう、平成１ 集等に関して関 て 「連絡調整会議」 微項目の評価点数の、
５年度までに評価可 係機関との協力 及び「評価技術検討 区分は以下のとおりと
能な牛群検定加入雌 を図る。 会」を開催し、次の する。
牛全頭 約５００頭 （イ）遺伝的能力評 とおり行う。 Ａ評価：２点、Ｂ評価（ ）
の遺伝的能力の評価 価について、技 ａ 連絡調整会議 １点、Ｃ評価：０点
を実施し 公表する 術的検討、評価 においては、ジ、 。

の試行・改善等 ャージー種の遺 Ａ：満点×９／１０≦合計
により、評価手 伝的能力評価に 点
法を確立する。 ついて、評価値 Ｂ：満点×５／１０≦合計

を利用する側か 点＜満点×９／１０
ら、評価を行う Ｃ：合計点＜満点×５／10
形質、評価結果
の提示方法、評 以下の２つの微項目に
価の実施時期等 ついては、各事業年度
について意見・ の年度計画において設
要望などの聴取 定されている具体的目
を行う。 標等に照らし、達成度
ｂ 評価技術検討 の評価を行うものとす
会においては、 る。
連絡調整会議で
の検討結果を踏
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【総括】まえ、評価形質 △評価手法の検討
並びに飼養管理 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・要望の聴取及び評価で考

慮すべき要因等の検討を行い、計画どおり順調に実施した。効果、地域の効 された
果等評価で考慮 Ｂ：概ね計画どおり順調に
すべき要因につ 実施された 【説明】
いて検討を行 Ｃ：計画どおりに実施され ① 平成１４年度は、前年度の連絡調整会議、評価技術検討会での議論を踏まえ、
う。 なかった １５年度からの評価実施に備え （社）家畜改良事業団 （社）日本ホルスタイン、 、

登録協会の協力により、データの整備に取り組むとともに、評価モデルの検討、
評価の試行、遺伝的パラメータの算出を行った。
② 本年度の評価技術検討会は学識経験者を招き１５年１月に開催し、試行結果の
検討及び評価モデルの検討を行ったところ、以下の方針が合意された。
ａ 評価形質については、算出した遺伝的パラメータを提示し、検討した。全般
的に遺伝率が低く推定されたので、再計算することとなった。
ｂ 飼養管理効果については、テストデイモデルでの評価となるのでホルスタイ
ン種評価のような牛群・年次の効果ではなく、牛群・検定日の効果として考慮
するのが妥当と判断された。
ｃ 地域の効果については、ジャージー種のデータについて地域の分布状況を調
査し、地域を区分することについて検討した結果、地域の効果は区分しないこ
ととなった。

③ 連絡調整会議はジャージー種飼養者等を招き１５年３月に開催し、評価を行う
形質、評価結果の提示方法、評価の実施時期等について意見・要望を聴取し、評
価に当たって留意すべき事項について意見交換を行ったところ、以下の方針
が合意・確認された。
ａ 評価を行う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、テストデイモデル を用いることから、評価☆

結果は日量で算出されるが、利用者の希望を考慮して３０５日に置き換えた数
値で提示することとした。
ｃ 評価の実施時期については、１５年秋期までに公表することとした。

☆テストデイモデル
牛群検定における検定日毎の記録をそれぞれ評価に用いる方法。従来の方法は検定

立会（毎月１回）の記録で１乳期の記録を推計し評価を行っていたが、テストデイモ
デルでは、検定立会毎の記録をもって評価を行う。評価の精度は向上するが、複数の
立会記録をそのまま評価に用いるため、データ数が莫大となる等の問題がある。

【総括】（ウ）確立した評価 （イ）遺伝的能力評 △遺伝的能力評価の実施
手法を用いて、 価手法を確立す 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１４年度分の新たな血統データ、

、 、牛群検定加入雌 るため、関係団 された 牛群検定データ等の情報の提供を受けるとともに 遺伝的能力評価の試行を行うなど
計画どおり順調に実施した。牛全頭について 体から血統デー Ｂ：概ね計画どおり順調に、

検定データ及び タ、牛群検定デ 実施された
血統データを収 ータ等の情報の Ｃ：計画どおりに実施され 【説明】
集・分析し、平 提供を受け、遺 なかった 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
成１５年度から 伝的能力評価の 約１６，０００頭分、牛群検定データ約１０，０００頭分のデータの提供を受け
毎年２回定期的 試行を行う。 た。
に評価し、評価 ②
値を公表する。 a 収集した全ての検定データ、血統データを対象にチェックを行い、データの修

正・整備を行った。その結果、検定牛約４，２００頭の記録が評価に利用可能
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と判断された。
b ａの記録を用い、遺伝的能力評価に必要な遺伝的パラメータを算出するととも
に種雄牛を含む約４，５００頭の評価を試行し、評価モデルを検討した。

（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 ア 後代検定事業の ア 後代検定事業の 指標＝各細項目の評価点数 □後代検定事業の推進 ２／２点（・Ａ・） Ａ「 」

の達成に資するため、 推進 推進 の合計 □遺伝的能力評価の実施 ２／２点（・Ａ・）
主要品種である黒毛和 （ア）広域後代検定 広域後代検定を □候補種雄牛の生産・供給 ２／２点（・Ａ・）
種の改良に重点を置 事業関係者及び研究 円滑に推進するこ 各細項目の評価結果の
き、遺伝的多様性の確 者等の参画を得て、 ととし、次のとお 区分は以下のとおりと 合計 ６／６点
保に配慮しつつ、広域 事業推進会議、検定 り行う。 する。
代検定事業の推進、遺 技術検討会等を開催 （ア）関係者及び学 Ａ評価：２点、Ｂ評価
伝的能力評価の実施及 し、広域後代検定事 識経験者等の参 ：１点、Ｃ評価：０点
び候補種雄牛等の生産 業の円滑な推進を図 画を得て 「中央、
・供給に取り組む。 る。 改良推進委員 Ａ：６点
ア 後代検定事業の推 （イ）広域後代検定 会 「中央選抜 Ｂ：３点以上６点未満」、
進 事業の関係者との協 利用委員会」等 Ｃ：３点未満

（ア）候補種雄牛の遺 議を通じ、全国ベー を開催し、基準
伝的能力を全国ベ スの同一基準で能力 種雄牛の選定、 以下の３つの細項目に
ースで同一基準に 評価を行うため、基 当該種雄牛産子 ついては、それぞれ、
より評価を行い、 準種雄牛の産子を事 の配置計画等に 各年度の年度計画にお
肉用牛の改良を図 業参加県に配置する ついて検討を行 いて定められている具。
るため、広域後代 う。 体的目標等に照らし、
検定事業を推進す （イ）上記会議にお 達成度の評価を行うも
る。 ける検討結果を のとする。

（イ）遺伝的能力評価 踏まえ、参加県
に必要な血縁関係 に基準種雄牛の

【総括】の形成のための基 産子を配置する □後代検定事業の推進。
準種雄牛の産子を Ａ：計画どおり順調に実施 Ａ広域後代検定事業の円滑な推進については、肉用牛改良推進中央協議会において１

５年度交配に係る基準種雄牛及び産子配置計画の提案を行い合意を得るとともに、１事業参加県に配置 された
４年度基準種雄牛の配置について前年度に合意された計画に即して行われるよう調整する。 Ｂ：概ね計画どおり順調に
を行うなど、計画どおり順調に実施した。実施された

Ｃ：計画どおりに実施され
なかった 【説明】

① 広域後代検定事業の円滑な推進を図るため、本年度は農林水産省の生産振興総
合対策の家畜改良増殖対策事業のうちの肉用牛改良増殖推進により（社）家畜改
良事業団が開催する肉用牛改良推進中央協議会において、広域後代検定事業にお
ける基準種雄牛等の配置計画等の調整について検討することとされたことから、
１４年１１月２８日及び１５年３月２０日に開催された同会議に担当者を派遣し
た。
② 同会議においては、家畜改良センターは、事前に各県と調整を行った結果を踏

、 、まえて １５年度の調整交配のための基準種雄牛の候補２頭を提案するとともに
基準種雄牛の産子の配置計画作成の原則を提案した。この結果、いずれも家畜改
良センターの提案どおりに合意された。
③ また、１３年度に合意された１４年度基準種雄牛産子配置計画については、計
画に沿った調整交配が円滑に実施されるよう、基準種雄牛の凍結精液の配布等に
つき調整を行い、計画どおり実施されていることを確認した （２０県６３０頭に。
交配 ）。
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イ 遺伝的能力評価の 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
実施 の 実施 の実施 指標＝「微項目の項目数× △評価手法の検討 ２／２点 （・Ａ・） Ａ

（ア）広域後代検定事 （ア）評価技術検討 平成１５年度からの ２ 満点 に対する 各 △遺伝的能力評価の実施 対象外（平成１５年度から評価開始）」（ ） 「
」業に係る遺伝的能 会を開催し、広 遺伝的能力評価の実 微項目の点数の合計値

力評価手法を平成 域後代検定事業 施に向けて、学識経 （合計点）の比率 合計 ２／２点
１５年度までに確 における肉用牛 験者及び関係団体の
立し、広域後代検 の遺伝的能力評 参画を得て 「評価技 微項目の評価点数の、
定候補種雄牛全頭 価手法について 術検討会 を開催し 区分は以下のとおりと、 」 、
（約５０頭）につ 技術的検討、評 評価手法、データの する。
いて評価を実施 価の試行・改善 収集方法等の検討を Ａ評価：２点、Ｂ評価
し、公表する。 により評価手法 行う。 １点、Ｃ評価：０点

（イ）広域後代検定事 を確立する。
業における遺伝的 （イ）確立した評価 Ａ：満点×９／１０≦合計
能力評価の精度を 手法を用いて、 点
向上させるため、 候補種雄牛全頭 Ｂ：満点×５／１０≦合計
候補種雄牛の産子 について、検定 点＜満点×９／１０
を生産し、集合検 データ及び血統 Ｃ：合計点＜満点×５／１
定に取り組む。 データを収集・ ０

分析し、平成１
５年度から毎年 以下の２つの微項目に
１回定期的に評 ついては、各事業年度
価し 公表する の年度計画において設、 。

（ウ）遺伝的能力評 定されている具体的目
価の精度の向上 標等に照らし、達成度
を図るため、候 の評価を行うものとし
補種雄牛の検定 する。
息牛を生産し、
平成１５年度か
らセンターにお ※「△遺伝的能力評価の実
いて集合検定を 施」については平成１５年
行う。 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、評価手法及びデータ収集方

法について検討を行ったほか、１１年度に調整交配 を実施した広域後代検定候補種雄された ☆

牛のうち検定が終了した種雄牛について予定を早め遺伝的能力評価を実施し評価値をＢ：概ね計画どおり順調に
公表するなど、計画どおり順調に実施した。実施された

Ｃ：計画どおりに実施され
なかった 【説明】

① １４年９月１７日及び１５年２月７日に評価技術検討会を開催し、評価手法及
びデータの収集方法等について検討した。

② 検討会においては、評価手法について、
ａ 当面、ステーション検定 とフィールド検定 は別々に評価を行うこと☆☆ ☆☆☆

ｂ 適用する評価モデルについては、評価を行う都度検討を行うこと
ｃ データの収集方法については、血統情報は５代祖先もしくは１９６０年生ま
れの祖先まで遡った情報を収集すること
等を協議した。
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③ 遺伝的能力評価については、１５年度から予定していたが、１１年度に調整交
配を実施した候補種雄牛の一部が検定を終了したことから、計画を前倒しし、１
４年１２月までに検定が終了した２７頭について評価技術検討会の意見を踏まえ
評価を実施し、その結果を各県に提示した。
④ 遺伝的能力評価の精度の向上を図るため、１５年度から家畜改良センターでの
候補種雄牛の産子の集合検定 実施に向け、４県８頭の候補種雄牛の調整交配☆☆☆☆

を実施した。

☆調整交配
脂肪交雑のような枝肉にしなければ判明しない産肉形質は種雄牛の能力を直接測定

することはできない。そこで、種雄牛の産子を計画的に取得し、その産子の成績から
種雄牛の能力を測定する検定方法を後代検定といい、その産子を取得するための交配
を調整交配という。

☆☆ステーション検定
、 、 、後代検定において 検定成績の精度を高めるため 種雄牛の検定を特定の検定施設

飼料給与、検定期間など一定の条件で、種雄牛当たり１０頭程度の息牛を検定する方
法をステーション検定という。

☆☆☆フィールド検定
後代検定において、実際の肥育農家（いわゆるフィールド）を利用し、さまざまな

飼養環境の下で、できる限り多くの産子の肥育成績を収集する検定方法をフィールド
検定という。

☆☆☆☆集合検定
飼養管理の条件を一定にするため、特定の肥育施設に種雄牛の産子を集めて検定す

る方法を一般に集合検定という。

△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 ウ 候補種雄牛等の □候補種雄牛等の生産・供
産・供給 生産・供給 生産・供給 給 △遺伝的能力の高い育種素材の収集 ２／２点（・Ａ・） Ａ

指標＝各微項目の評価点数 △卵分割クローン牛の生産 ２／２点（・Ａ・）
の合計 △候補種雄牛の生産・選抜 ２／２点（・Ａ・）

△候補種雄牛の供給 ２／２点（・Ａ・）
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各微項目の評価結果の △核移植クローン牛の生産 ２／２点（・Ａ・）
区分は以下のとおりと △クローン検定の実用性の検討 ２／２点（・Ａ・）
する。 △と場卵巣の利用可能性の検証 ２／２点（・Ａ・）
Ａ評価：２点、Ｂ評価 △と場卵巣の利用可能性の検証 ２／２点（・Ａ・）
：１点、Ｃ評価：０点 △優良種畜等の配布 ２／２点（・Ａ・）

△優良種畜等についての情報の提供 ２／２点（・Ａ・）
Ａ：１８点以上
Ｂ：１０点以上１８点未満 合計 ２０／２０点
Ｃ：１０点未満

【総括】（ア）能力の判明した （ア）生産者ニーズ （ア）脂肪交雑等改 △遺伝的能力の高い育種素
優良な雌牛を活用 を反映した遺伝 良ニーズ及び遺 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して期待育種価の 的能力の高い育 伝的多様性にも Ａ：計画どおり順調に実施
に属するものを収集・利用し、計画どおり順調に実施した。高い候補種雄牛を 種素材の収集を 配慮しつつ、遺 された

毎年１０頭程度供 行う。 伝的能力の高い Ｂ：概ね計画どおり順調に
給するとともに、 育種素材の収集 実施された 【説明】
中期目標の期間中 とその利用に努 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
に優良種畜等を１ める。 なかった することとしたが、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、
２０頭程度配布す 育種価を持たないものは、増体、肉質それぞれについて高い能力を持つとされる
る。 上記微項目について 系統（増体系：気高系、藤良系等、肉質系：田尻系、茂金系等）に属するものを

（イ）効率的な育種改 は、各年度の年度計画 選定することとした。
、 ， ， 。良を行うため、実 において定められてい ② 凍結精液：増体系５３８本 肉質系１ ３８５本の計１ ９２３本を導入した

用段階に入った新 る具体的目標等に照ら このうち増体系１６３本については遺伝的多様性の確保のためのものでもある。
技術を活用した新 し、達成度の評価を行 ③ 凍結受精卵：増体系３５個、肉質系８７個の計１２２個を導入した。このうち
たな育種改良手法 うものとする。 増体系２０個については、遺伝的多様性の確保のためのものでもある。
を導入する。 ④ 雌牛：増体系として、３２頭（本牛又は母牛の枝肉重量期待育種価がＡクラス

のもの２１頭、Ｂクラスのもの２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９頭）を収集した。これらは、遺伝的多様性の確保のため
のものでもある。

、 （ 、肉質系として ２７頭 本牛の脂肪交雑の期待育種価がＡクラスのもの１１頭
その他期待育種価はないが肉質系として血統的に魅力のあるもの１６頭）を収集
した。
⑤ 収集した育種素材については、基礎雌牛群の造成及び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２５％～５０％のもの、Ｃクラス：５０％以下のもので区分
している。

【総括】（イ）必要な受卵牛 （イ）クローン牛を △卵分割クローン牛の生産
を確保し、卵分割に 用いた候補種雄牛の 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、３５組７０頭を生産した。
よるクローン牛を期 予備選抜手法を確立 年間生産数
間内に５０組以上生 するため、卵分割に Ａ：１０組以上 【説明】
産することにより、 よるクローン牛を１ Ｂ：７組以上１０頭未満 ① 卵分割クローン牛の生産については、１３年７月上旬から１４年７月上旬まで
クローン牛を用いた ０組以上生産する。 Ｃ：７頭未満 に、６６９頭の移植を実施し、１４年度については、雄双子２１組４２頭、雌双
候補種雄牛の予備選 子１４組２８頭を生産した。

、 、 。抜手法を確立する。 ② 卵分割クローン牛の肥育については １１頭が実施中であり ６頭が終了した
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なお、１４年度に肥育終了した６頭については、１３年度に終了した２頭（双子
の一方は間接検定実施中）と併せて、間接検定との照合によりクローン検定の実
証に資することができるものと期待される （間接検定の結果は１６～１８年度に。
出揃う予定である ）。

【総括】（ウ）未経産採卵・ （ウ）選抜精度の向 △候補種雄牛の生産選抜
採卵後肥育検定及び 上及び世代間隔の短 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、計画どおクローン牛による予 縮による改良速度の された
り順調に実施した。備選抜等母牛の育種 向上を図るため、遺 Ｂ：概ね計画どおり順調に

価や産子の期待育種 伝的能力評価値に基 実施された
価に基づく候補種雄 づく選抜及び未経産 Ｃ：計画どおりに実施され 【説明】
牛生産・選抜に取り 採卵等の新技術の導 なかった 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
組む。 入等により効率的な て利用した。

候補種雄牛生産・選 上記微項目について ② このうち未経産採卵による繁殖については、遺伝的能力評価による推定育種価
、 、抜を行う。 は、各年度の年度計画 等により供卵牛を１０６頭選畜し これらから得られた受精卵３１４個を移植し

において定められてい １０９頭受胎させた。
る具体的目標等に照ら ③ １４年度における未経産採卵由来の子牛生産は、雄１４頭、雌９頭、計２３頭
し、達成度の評価を行 であった。
うものとする。

【総括】（ ） 、エ これらにより △候補種雄牛の供給
候補種雄牛を１０頭 指標＝候補種雄牛の年間供 Ａ候補種雄牛については 遺伝的能力評価等に基づく選抜により １３頭を供給した、 、 。
程度供給する。 給頭数

Ａ：９頭以上 【説明】
Ｂ：７頭以上９頭未満 候補種雄牛については、１２～１３年度に生産した雄子牛を育成・検定し、血統、
Ｃ：７頭未満 直接検定成績及び遺伝的能力評価による推定育種価等の優れた１３頭を選抜して、全

国で供用する種雄牛の候補として（社）家畜改良事業団に供給した 。。

【総括】（エ）検定の効率化 （オ）検定期間の大 △核移植クローン牛の生産
を図るため、核移植 幅な短縮及び検定頭 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、２組を生産した。
技術を活用したクロ 数の削減を可能とす 年間生産数
ーン牛を期間内に１ るクローン検定の実 Ａ：２組以上 【説明】
０組以上生産すると 用性検証のため、核 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
ともに、検定期間を 移植技術によりクロ Ｃ：０組 するため、２頭の雄牛（間接検定実施予定である候補種雄牛の分割クローン牛及び間
短縮し、能力評価精 ーン牛を２組以上生 接検定実施中の候補種雄牛）から皮膚細胞を採取し、それぞれから核移植クローン牛
度の向上を図り得る 産し、能力検定を行 を生産した。
クローン検定の実用 う。

【総括】性の検証を行う。 △クローン検定の実用性の
検証 、 Ａクローン検定の実用性の検証については、１２年度 １３年度及び１４年度に生産

された体細胞核移植クローン牛について育成・肥育試験を行い、計画どおり順調に実Ａ：計画どおり順調に実施
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 間接検定実施中又は実施予定である４頭の候補種雄牛の分割双子から作出した
なかった １０頭の核移植クローン牛の肥育については、４頭が終了し、６頭が実施中であ

る。
上記微項目について ② 肥育終了した４頭については、枝肉形質、筋肉の形状及び筋間脂肪分布につい
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は、各年度の年度計画 て個体間の相似性が確認された。
において定められてい ③ これらの核移植クローン牛の肥育成績は、候補種雄牛の間接検定結果との照合
る具体的目標等に照ら によりクローン検定の実用性の検証に資することができるものと期待される。
し、達成度の評価を行
うものとする。

【総括】（オ）と殺される肉 （カ）と場で廃棄さ △と場卵巣の利用可能性の
用牛について枝 れる卵巣のうち 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 ４頭の子牛を生産した、 。
肉成績の優秀な 枝肉成績の優秀 指標＝と場卵巣活用による
未経産肥育牛の な未経産肥育牛 体外受精卵からの生産 【説明】褐毛和種について、枝肉成績の優秀（ＢＭＳNo．５以上）な未経産肥育牛３
卵巣から得られ の卵巣（卵子） 頭数 頭から卵巣を採取し、雄１頭、雌３頭を生産した。
る体外受精卵を を育種素材とし
活用して期間内 て有効に活用す 上記微項目については、
に３０頭以上の る手法の実用化 各事業年度の年度計画
を生産するとと を図るため、枝 において設定されている
もに、種牛とし 肉成績の優秀な 具体的目標等に照らし、
ての能力検定を 未経産肥育牛の 達成度の評価を行うも
行い、育種素材 卵巣から体外受 のとし、その評価方法
としての利用技 精卵を得て、４ は以下のとおりとする。
術の実用化及び 頭以上の子牛の Ａ：達成度合１００％
利用の可能性の 生産を行い、こ 以上
検証を行う。 のうち雄牛につ Ｂ：達成度合７０％以上

いては能力検定 １００％未満
を行う。 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、１３年度に生産した雄子牛３頭について

直接検定を実施し、１４年度に生産した雄子牛１頭について候補種雄牛として育成をＡ：計画どおり順調に実施
開始するなど、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
Ｃ：計画どおりに実施され 【説明】
なかった ① 枝肉成績の優秀な未経産肥育牛の卵巣から体外受精卵を得て１３年度に生産し

た雄子牛４頭のうち３頭については、候補種雄牛として育成し、直接検定を実施
上記微項目について した。このうち２頭については、１５年度開始予定の間接検定牛の候補である。
は、各年度の年度計画 ② 同様に体外受精卵を得て１４年度に生産した雄子牛１頭については、直接検定
において定められてい を実施し、候補種雄牛として育成を開始した。
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 （キ）候補種雄牛以 △優良種畜等の配布
産に伴い生産さ 外の優良な種畜等に 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６８頭、凍結精液１，７３５本を配布した。
れる優良種畜等 ついて、ホームペー 布頭数
について情報提 ジ等において情報提 Ａ：２２頭以上 【説明】
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供を行い、中期 供を行い、優良種畜 Ｂ：１２頭以上２２頭未満 種畜等としては、種畜６８頭（候補種雄牛１３頭を含む）を配布し、年度計画２４
目標の期間中に 等を２４頭程度配布 Ｃ：１２頭未満 頭を上回って達成した。
１２０頭程度配 する。また、優良な 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
布する。 種畜等に由来する凍 れた黒毛和種１頭について７２１本、褐毛和種について２００本、日本短角種につい

結精液及び受精卵に て８１４本、計１，７３５本を配布した。
ついても、情報提供
を行い、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(http://www.nlbc.go.jp/)に種畜等の配布に関する欄を設け、配布可
Ｃ：計画通りに実施されな 能種雄牛の名簿を掲載するなど、情報提供を行った 。。
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 指標＝各細項目の評価点数 □遺伝的能力評価の実施 ２／２点（・Ａ・） Ａ

おいては、防疫上 の合計 □優良種豚等の生産・配布 ２／２点（・Ａ・）
の観点から種豚の
流通が停滞し、優 各細項目の評価結果の 合計 ４／４点
良な純粋種資源が 区分は以下のとおりと
不足している。 する。
このため 「家 Ａ評価：２点、Ｂ評価、

畜改良増殖目標」 ：１点、Ｃ評価：０点
の達成に資するた
め、次の課題に取 Ａ：４点
り組む。 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 ア 遺伝的能力評価 □遺伝的能力評価の実施
実施 の実施 の実施 指標＝「微項目の項目数× △種豚群の造成 ２／２点（・Ａ・） Ａ

全国同一基準で ２ 満点 に対する 各 △評価手法の検討 ２／２点（・Ａ・）」（ ） 「
種豚の遺伝的能力 微項目の点数の合計値 △基準種豚の配布 対象外 （・・・）」
評価を行う事業を （合計点）の比率 △遺伝的能力評価の試行 対象外 （・・・）
円滑に推進するこ
ととし、次のとお 微項目の評価点数の 合計 ４／４点
り行う。 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：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

【総括】（ア）種豚の遺伝的能 （ア）全国ベースで （ア）遺伝的能力評 △種豚群の造成
力を全国ベースで の遺伝的能力評 価に必要な基準 Ａ：計画どおり順調に実施 Ａ種豚群の造成については、大ヨークシャー種及びランドレース種の導入及び増殖に

努め、計画どおり順調に実施した。同一基準により評 価に必要な種豚 豚としての純粋 された
価を行う遺伝的能 群の血縁関係を 種豚群について Ｂ：概ね計画どおり順調に、
力評価手法を開発 結ぶため、デュ 引き続き既導入 実施された 【説明】
・実用化する。 ロック種、大ヨ 分の増殖に努め Ｃ：計画通りに実施されな ① 大ヨークシャー種については、雌豚１６頭を導入し、１３年度に導入した種豚

（イ）全国ベースでの ークシャー種及 るとともに、新 かった と合わせて雄豚４頭、雌豚２６頭とした。これらについては、飼養管理牧場の衛
遺伝的能力評価の びランドレース たに次の対応を 生状況（ＳＰＦ ）を保持するため、受精卵移植を行い、基礎豚群構築用として、☆

開始を目指し、関 種の純粋種種豚 図る。 年度末に育成雄豚４４頭、雌豚３３頭を確保した。
係者との連携の下 群を造成する ａ 大ヨークシャ ② ランドレース種については、雄豚４頭、雌豚８頭を導入し、受精卵移植の実施
１５箇所以上の育 （イ）ブリーダー農 ー種については に向け隔離検疫を開始した。、
種機関・ブリーダ 場関係者等との 今年度新たに種
ー農場との種豚群 協議により、１ 豚１０頭程度を
間の血縁関係を結 ５箇所以上の種 導入し、昨年導
ぶ。 豚群間との血縁 入したものとと

関係を結ぶ。 もに増殖に努め
る
ｂ ランドレース
種について、種
豚１０頭程度を
導入し、増殖に
努める。

【総括】（ウ）関係者及び研 （イ）学識経験者及 △評価手法の検討
究者等の参画を び関係団体の参 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」を開催し、評、

価形質、評価値の提示方法、評価時期等について関係者と引き続き検討を行い、計画得て、事業推進 画を得て 「事業 された、
どおり順調に実施した。会議、評価技術 推進会議」及び Ｂ：概ね計画どおり順調に

検討会等を開催 「評価技術検討 実施された
【 】し、全国ベース 会」を開催し、 Ｃ：計画通りに実施されな 説明

、 、での遺伝的能力 評価形質、評価 かった 全国ベースでの同一基準による遺伝的能力評価事業を普及推進するため 関係団体
評価手法につい 値の提示方法、 学識経験者、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、
て、技術的検討 評価時期、基準 開催し、検定方法、測定データの収集方法、評価形質、評価値の提示方法、評価時期
及び試行を行う 豚の配布等につ 等について関係者と検討を行った。。

いて検討を行う 具体的な検討内容は次のとおりである。。
① 検定方法については、いずれの検定方法を採用したかを評価結果書式に明示す
る。
② 評価値の提示方法については、農場間の血縁関係の構築が不十分な現状を踏ま
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え、各農場へは当該農場のみの評価結果を提供する。
、 （ 、 、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 ４月 ７月

１０月、１月）提供する。
④ 評価形質の中に新たに肢蹄を加えることについて検討されたが、参加者全員が

。 、客観的に判定できる基準の設定が困難であることから当面対象としない ただし
重要な形質であることから引き続き検討する。

△基準種豚の配付 年度計画外であり、評価対象外
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

△遺伝的能力評価の試行 年度計画外であり、評価対象外
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
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調に実施された
Ｃ：計画どおりに実施
されなかった

イ 優良種豚等の生産 イ 優良種豚等の生 イ 優良種豚等の生 □優良種豚等の生産・配付
・配布養豚経営の規 産・配布 産・配布 指標＝各微項目の評価点数 △優良種畜等の配布 ２／２点（・Ａ・） Ａ
模拡大に伴い能力と （ア）雄型品種であ ア 肉豚 交雑種 の合計 △優良種畜等の情報提供 ２／２点（・Ａ・）（ ） （ ）
ともに斉一性の高い るデュロック種 の生産に必要な
豚群の確保が必要で について、ＢＵ 雄型品種である 各微項目の評価結果の 合計 ４／４点
あることから、広域 ＬＰ法（最良線 デュロック種に 区分は以下のとおりと
的に利用できる雄型 形不偏予測法） ついて、第７世 する。
系統を平成１７年度 を活用して平成 代の能力検定を Ａ評価：２点、Ｂ評価
までに完成させる。 １７年度までに 行うとともに、 ：１点、Ｃ評価：０点
また、中期目標期 系統を完成させ 最新の遺伝的能

間中に優良種畜を９ る。 力推定法である Ａ：４点
５０頭程度配布す ＢＬＵＰ法を活 Ｂ：２点以上４点未満
る。 用して選抜を行 Ｃ：２点未満

い、第８世代の
生産のための交
配を行う。

【総括】（イ）優良種畜につ （イ）優良種豚につ △優良種畜等の配付
い情報提供を行 いて、ホームペ Ａ：１８頭以上 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７世代についてＢＬＵ

Ｐ法 を活用して選抜し、第８世代生産のための交配及び帝王切開によるＳＰＦ 化をい、中期目標の ージ等において Ｂ：１０頭以上１８頭未満 ☆ ☆☆

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産した優良な種畜につい期間中に９５０ 情報提供を行い Ｃ：１０頭未満、
て、種豚８３頭及び液状精液１，０２１本を配布した。頭程度配布する ２０頭程度配布。

する。
上記微項目について 【説明】
は、各年度の年度計画 ① デュロック種の系統造成については、以下のとおり実施した。
において定められてい ａ 第７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
る具体的目標等に照ら 実施し、その測定結果に基づきＢＬＵＰ法 による個体毎の遺伝的能力評価を実☆

し、達成度の評価を行 施
うものとする。その際、 ｂ 評価値の高い種豚について、雄豚２５頭、雌豚１００頭を選抜
年度計画に具体的数値 ｃ 第８世代の生産のための交配、帝王切開によるＳＰＦ 化を実施（なお、帝☆☆

が掲げられている年度 王切開による子豚生産は１５年４月中旬まで実施）
においては、以下によ ｄ １４年度末時点で第８世代の雄豚９７頭、雌豚９７頭について能力検定を実
り評価を行う。 施
Ａ：年度計画の目標数 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。
値の９０％以上 ③ 優良種畜の配布については、農協、改良組合、ブリーダー等に対して、種豚８
Ｂ：年度計画の目標数 ３頭及び液状精液１，０２１本を配布した。なお、配布先の防疫対策上の要望に
値の５０％以上９０ より、配布形態が生体から精液に移行しているため、液状精液による配布が増加
％未満 した。
Ｃ：年度計画の目標数
値の５０％未満 ☆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
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がある。

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

物のことである（指定以外の微生物・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。

【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】ホームページ（http://www.nlbc.go.jp/miyazaki/ 、業務紹介パンフレット）
Ｃ：計画どおりに実施され 等により保有する優良種豚について、品種、配布時期等の情報提供を行った。
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。

（４）鶏 （４）鶏 （４）鶏 ◇鶏の改良
鶏卵及び鶏肉の 指標＝各細項目の評価点数 □育種手法の開発・実用化 ２／２点（・Ａ・） Ａ

消費・流通ニーズ の合計 □優良種鶏の生産・配布 ２／２点（・Ａ・）
は、価格ばかりで 合計 ４／４点
なく、我が国の独 各細項目の評価結果の
特な消費形態や嗜 区分は以下のとおりと
好から、卵質、肉 する。
質等の品質面を重 Ａ評価：２点、Ｂ評価
視するようになっ ：１点、Ｃ評価：０点
ている。
このため 「鶏 Ａ：４点、

の改良増殖目標」 Ｂ：２点以上４点未満
を踏まえ、我が国 Ｃ：２点未満
の消費・流通ニー
ズへの対応に重点 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
を置き、次の課題 ・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 ２／２点（・Ａ・） Ａ
に取り組む。 の合計 △肉用鶏の評価方法の実用化 ２／２点（・Ａ・）

△ＢＬＵＰ法の開発・実用化 ２／２点（・Ａ・）
ア 育種手法の開発・ 各微項目の評価結果の
実用化卵用鶏におけ 区分は以下のとおりと 合計 ６／６点
る卵殻質・卵内容、 する。
肉用鶏における腹腔 Ａ評価：２点、Ｂ評価
内脂肪量・食味等の ：１点、Ｃ評価：０点
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消費・流通ニーズに
対応した形質の改良 Ａ：６点
を進めるため、これ Ｂ：３点以上６点未満
らの形質の測定方法 Ｃ：３点未満
及び評価方法を実用
化する。 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）卵用鶏につい （ア）鶏育種の技術 △卵用鶏の評価方法の実用
て、卵殻質、肉 的課題の検討 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斑、血斑等の卵 学識経験者、 Ａ：計画どおり順調に実施 、
のため、全個体の生産卵個別測定により１３年ふ化鶏の選抜効果を分析しつつ、卵殻質の全数個別測 関係団体等の参 された
質及び卵内容に基づく１４年ふ化鶏の選抜を行い、データを蓄積するなど、計画どお定による評価方 画を得て 「卵質 Ｂ：概ね計画どおり順調に、
り順調に実施した。法を実用化する 改良部会 「高 実施された。 」、

品質肉用鶏部会 Ｃ：計画どおりに実施され」
等を開催し、卵 なかった 【説明】
用鶏及び肉用鶏 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
の育種に係る技 向について議論し、卵殻強度、肉斑・血斑出現率、ハウユニット の遺伝的改良等☆

術的課題につい 卵用鶏の育種に係る技術的課題について検討した。
、 、て検討する。 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

（イ）卵用鶏 次のとおり行った。
ａ 卵質に優れた （ａ）卵殻質
系統を造成する １４年ふ化鶏について全個体の個別データを収集して、昨年の選抜効果を分析

☆手法開発のため するとともに、引き続き卵殻強度３．０㎏／ｃ㎡未満の個体について独立淘汰法、
全個体の生産卵 により淘汰を行い、データを蓄積した。☆

個別測定により （ｂ）卵内容、
次のとおり行う 肉斑・血斑出現率については、１４年ふ化鶏の全個体の個別データを収集し、。

（ａ）卵殻質 昨年の選抜効果を分析するとともに、引き続き独立淘汰法により１４年ふ化鶏の
卵殻強度３． 選抜を行い、データを蓄積した。ハウユニットについても、１４年ふ化鶏につい

０㎏／ｃ㎡以上 て全個体の個別データを収集し、昨年の選抜効果を分析するとともに、引き続き
を改良目標とし １４年ふ化鶏の選抜を行い、データを蓄積した。
た選抜を行い、
選抜の効果を判 ☆ハウユニット
定する。 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。

（ｂ）卵内容 鶏卵一個の重量と、その鶏卵をガラス板上に割り落として測った 濃厚卵白の高さを
肉斑・血斑に 公式に当てはめて算定する。

ついて、指標を
作成し選抜を行 ☆☆独立淘汰法
い、選抜の効果 多数の形質の改良を図る場合に、各形質に対して淘汰水準を設け、すべての水準を
を判定する。ハ 満足した個体を選抜する方法。
ウユニットにつ
いては、測定値
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に基づく選抜を
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１０，０
００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 （ウ）肉用鶏 △肉用鶏の評価方法等の実
て、近赤外線分 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、腹腔内脂肪量を簡易測定装置を用光分析技術を活 析技術を活用し Ａ：計画どおり順調に実施
、 、 。用し、腹腔内脂 た腹腔内脂肪量 された いて測定し 測定精度の向上等について検討を行うなど 計画どおり順調に実施した

肪量の測定方法 の推定法を実用 Ｂ：概ね計画どおり順調に
及び評価方法を 化するため、一 実施された 【説明】
実用化する。 部の育種系統に 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、

ついて、簡易測 なかった 評価、育種改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。
定装置を利用し ② 低脂肪に着目した白色コーニッシュの２系統を重点に近赤外分光 の簡易測定装☆

有用性を検証す 置での測定を行い、腹腔内脂肪量の推定を行った。
る。 また、これらの推定値と腹腔内脂肪量の実測値の比較を行い、近赤外分光 の測☆

（ ） 、定精度の向上及び腹腔内脂肪量推定のための検量線 関係式 の修正等について
（株）果実非破壊品質研究所と検討した。

☆近赤外分光分析技術（反射方式）
物質に600～1000nmの波長の近赤外線を照射してその反射してくる近赤外線の吸光度
度合い（吸光スペクトル）を解析することにより、水、糖、酸等の含有量の推定を行
う技術。

【総括】（ウ）ＢＬＵＰ法を ｂ ＢＬＵＰ法を △ＢＬＵＰ法の開発・実用
活用し、遺伝的 活用した遺伝的 化 ＡＢＬＵＰ法 の開発・実用化については、卵用鶏、肉用鶏のいずれにおいても、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、選抜に利用し能力評価に基づ 能力評価に基づ Ａ：計画どおり順調に実施
てデータを蓄積し、計画どおり順調に実施した。く育種手法を開 く育種手法の実 された

発・実用化する 用化を図るため Ｂ：概ね計画どおり順調に。 、
５系統１０，０ 実施された 【説明】
００羽以上につ Ｃ：計画どおりに実施され ① 卵用鶏においては、１４年ふ化鶏について全個体の２５～４０週産卵率、卵殻
いてＢＬＵＰ法 なかった 強度、卵重及び卵殻色の個別データを収集して、昨年の選抜効果を分析するとと
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による遺伝的能 もに、主要系統を含む６系統１０，８０１羽についてＢＬＵＰ法 による遺伝的能☆

力評価値を求め 力評価値を求め、選抜に活用した。、
選抜に利用し、 ② 肉用鶏においては、１４年ふ化鶏について、全個体の６週齢時体重の個別デー
有用性を検証す タを収集して、昨年の選抜効果を分析するとともに、主要系統を含む１０系統１
る。 ５，６０４羽について遺伝的能力評価値を求め、選抜に活用した。

また、兵庫牧場において、多形質改良のための育種手法及び最小血縁交配のた
、 、めのプログラムについて 京都産業大学の教授による講演会を開催するとともに

同大学で作成した最小血縁交配のためのプログラムによる交配を試みた。

☆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。

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
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 ２／２点（・Ａ・） Ａ
消費・流通ニーズに の合計 △肉用系の系統造成 ２／２点（・Ａ・）

対応した種鶏生産に必 △優良種鶏等の配布 ２／２点（・Ａ・）
要な系統として、卵用 各微項目の評価結果の △優良種鶏等の情報提供 ２／２点（・Ａ・）
鶏において４系統、肉 区分は以下のとおりと
用鶏において５系統を する。 合計 ８／８点
完成させる。 Ａ評価：２点、Ｂ評価
また、優良な種鶏を ：１点、Ｃ評価：０点

種卵換算で５７０千個
程度配布する。 Ａ：８点

Ｂ：４点以上８点未満
Ｃ：４点未満

【総括】（ア）卵用鶏につい （ア）卵用鶏につい △卵用鶏の系統造成
て、赤玉系にお て、赤玉系にお 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系統の系統造成を行い、いては肉斑及び いては肉斑及び された
計画どおり順調に実施した。卵殻色に着目し 卵殻色に着目し Ｂ：概ね計画どおり順調に

た２系統、白玉 た２系統、白玉 実施された
系においては卵 系においては卵 Ｃ：計画どおりに実施され 【説明】
重等の基本性能 重等の基本性能 なかった 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選定した
及び卵殻質に着 及び卵殻質に着 ロードアイランドレッド種のＹ８系統及び白色ロック種のＬ１７系統について、白玉
目した２系統を 目した２系統の 上記微項目について 系においては卵重等の基本性能及び卵殻質に着目した系統として選定した白色レグホ
造成する。 造成を引き続き は、各年度の年度計画 ーン種のＭＡ系統及びＭＫ系統について、能力の向上を図りつつ、引き続き系統造成

行う。 において定められてい を行った。
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 （イ）肉用鶏につい △肉用鶏の系統造成
て、低脂肪に着 て、低脂肪に着 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、低脂肪に着目して選定した２系統、劣性白に着目し
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て選定した２系統、遅羽性に着目して選定した１系統の系統造成を、計画どおり順調目した２系統、 目した２系統、 された
に実施した。劣性白に着目し 劣性白に着目し Ｂ：概ね計画どおり順調に

た２系統及び遅 た２系統、遅羽 実施された
羽性に着目した 性に着目した１ Ｃ：計画どおりに実施され 【説明】
１系統を造成す 系統の造成造成 なかった 肉用鶏について、低脂肪に着目して選定した系統として白色コーニッシュ種の２系
る。 を引き続き行う 統（ ５３」及び「５４ ）について、劣性白 に着目して選定した系統として白色ロッ。 「 」 ☆

上記微項目について ク種の２系統（ １３」及び「９８ ）について、遅羽性 に着目して選定した系統と「 」 ☆☆

は、各年度の年度計画 して白色ロック種の１系統（ １６ ）について、能力の向上を図りつつ引き続き系統「 」
において定められてい 造成を行った。
る具体的目標等に照ら
し、達成度の評価を行 ☆劣性白
うものとする。 肉用鶏である白色ロック種の羽毛は白色であり、これを決定している遺伝子は常染

色体上にあることが知られているが、優性遺伝子によりもののほか、ごく少数ながら
劣性の遺伝子により白色羽毛となるものがあり、こうした鶏の羽毛色を「劣性白」と
呼んでいる。有色の遺伝子をもつ鶏（地鶏等）に交配した場合、優性遺伝子による白
色鶏の産子は白色羽毛となるのに対し、劣性白の鶏の産子は有色の羽毛となる。この
ため、特徴ある羽毛の在来鶏と劣性白の高能力鶏を交配することにより特徴ある羽毛
を生かしたまま能力の改善向上が可能となる。

☆☆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 （ウ）造成系統鶏及 △優良種鶏等の配付
ついて情報提供 び育種素材鶏の Ａ：８９千個以上 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１０８，９２８

個配布した。を行い、中期目 優良種鶏につい Ｂ：４９千個以上８９千個
標の期間中に５ てホームページ 未満
７０千個程度配 等において情報 Ｃ：４９千個未満 【説明】
布する。 提供を行い、種 優良種鶏の配布については、都道府県、農協、大学、生産関係者等に対して、種卵

卵換算９８千個 換算で卵用鶏が６８，１２３個、肉用鶏が４０，８０５個、合計１０８，９２８個を
程度の種鶏、種 配布した。
すう及び種卵の 上記微項目について
配布を行う。 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
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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、ホームページ(http://www.nlbc.go.jp/)、鶏改良推進中央
なかった 協議会での資料配付等により、保有する造成系統鶏及び育種素材鶏の優良種鶏につい

て、品種、配布時期等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 ２／２点（・Ａ・） Ｂ

び実験動物について、 の合計 □山羊の種畜及び精液の配布 ０／２点（・Ｃ・）
需要の動向を踏まえ、 □めん羊の種畜及び精液の配布 ２／２点（・Ａ・）
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 ２／２点（・Ａ・）

する。 □実験用ウサギの種畜の配布 ２／２点（・Ａ・）
Ａ評価：２点、Ｂ評価 □実験用ウサギのＳＰＦ状態
：１点、Ｃ評価：０点 での遺伝特性の維持 ２／２点（・Ａ・）

□実験用小型ヤギの種畜の配布 ０／２点（・Ｃ・）
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 ２／２点（・Ａ・）
Ｃ：９点未満 □実験用小型ブタの系統造成 ２／２点（・Ａ・）

以下の９つの細項目に 合計 １４／１８点
ついて、それぞれ、各

【特記事項】年度の年度計画におい
山羊の種畜等の配布業務においては伝染性疾患（山羊関節炎・脳脊髄炎）の発生にて定められている具体

より年度計画が未達成であった。疾病発生後、速やかな病性鑑定の実施により疾病の的目標等に照らし、達
、 、 、成度の評価を行うもの 特定と清浄化に向けた適切な対処がなされており 今後は その成果を確認した上で

種畜の配布を再開することが必要と考えられる。とする

【総括】馬の種畜及び精液の配布については、種畜３５頭及び精液３３３本を配布しア 馬について、種 ア 馬について、ホ □馬の種畜及び精液の配布
畜及び人工授精用 ームページ等に情 Ａ：計画どおり順調に実施 Ａた。
精液の配布を行う 報提供を行い、２ された。

５頭以上の種畜及 Ｂ：概ね計画どおり順調に 【説明】
び精液の配布を行 実施された ① 種畜等の配布については、県、農協、関係団体等に対し、種雄馬７頭、種雌馬
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う。 Ｃ：計画通りに実施されな ２８頭及び精液３３３本を配布した。
かった ② 馬については情報をホームページ(http://www.nlbc.go.jp/tokachi/)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、 イ 山羊について、 □山羊の種畜及び精液の配
種畜及び人工授精 ホームページ等に 布 Ｃ山羊の種畜及び精液の配布については、情報提供は積極的に実施したものの、１４

年８月に長野牧場において山羊関節炎・脳脊髄炎 の感染が確認されたことから、種畜用凍結精液の配布 情報提供を行い、 Ａ：計画どおり順調に実施 ☆

及び精液の配布を中止し、清浄化に取り組んだ結果、配布頭数は１３頭に止まった。を行う。 ５０頭以上の種畜 された
及び精液の配布を Ｂ：概ね計画どおり順調に
行う。 実施された 【説明】

Ｃ：計画通りに実施されな ① １４年８月２８日、長野牧場の繋養山羊に山羊関節炎・脳脊髄炎 が確認され、☆

かった 同日付けで家畜伝染病予防法第４条に基づく届出が行われた。
このため、過去１０年間に種畜を配布した相手先及び関係都道府県に対し、こ

れまで当該疾病の検査方法が我が国では確定していなかったため過去に配布した
山羊の感染の可能性を否定しがたいこと、当該疾病は感染力、発症率、被害のい
ずれも著しいものではないこと、人への感染はないこと、乳及び肉の出荷規制が
ないこと等事実関係について書面による通知を行うとともに、遺憾の意を表明し
た。
② 当該疾病の拡散を防ぐため、長野牧場からの種畜配布を中止した。このため、
種畜の配布については、大学等への１３頭に止まり、計画目標を達成することが
できなかった。
なお、できるだけ多くの清浄畜を確保し、種畜配布業務を１５年度中に再開で

きるように、有識者の意見を聞きながら親子分離、清浄畜の隔離飼養等による清
浄化対策に取り組んでいるところである。

③ ホームページ(http://www.nlbc.go.jp/nagano/newpage7.htm)、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配布等

により、山羊の飼養管理等についての情報提供を行った。

☆山羊関節炎・脳脊髄炎
（１）我が国におけるこれまでの取り扱い

当該疾病は、ほとんどの先進国に見られ、血清学的調査によると、先進国での
。（ 「 」 。）感染率は６０％以上といわれている 学窓社 メルク獣医マニュアル による

我が国では、長野牧場と疫学的関連のない山羊にも抗体陽性が認められている
こと、長野牧場では平成１０年の海外導入時以前の保存血清でも抗体陽性畜が認
められていること等から、本病はかなり以前から、様々な経路で国内に浸潤して
いた可能性が示唆されている。
なお、家畜伝染病予防法第４条の届出伝染病に指定されてはいるが、診断方法

及び判定基準は定められていない。
（２）確認に至った経緯

長野牧場では近年肺炎及び関節炎によるへい死又は淘汰の発生が続いたことか
ら、長野県に病性鑑定を依頼したが病因の特定には至らなかった。このため、長
野県から （独）農業技術研究機構動物衛生研究所に検査が依頼されたところ、ゲ、
ル内沈降反応による抗体検査の結果、陽性が確認され、山羊関節炎・脳脊髄炎と
診断された。

（３）当該疾病の概要
病原体 山羊関節炎・脳脊髄炎ウイルス
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感染経路 感染母山羊の初乳及び常乳を介しての経口感染
水平感染には数ヶ月から数年の接触が必要
感染の多くは幼齢期で感染後生涯ウイルスを保持

発症・症状 発症率は低く、多くは無症状に終わる
潜伏期間は長く数ヶ月から数年
発病は潜行性で進行は緩徐で数ヶ月から数年に及ぶ
主な症状：子山羊（２～４ヶ月齢）の脳炎

成山羊（１２ヶ月齢以上）の関節炎
予防法 ワクチンはない

隔離飼育と経乳感染の防止で感染が９割以上減少
治療法 対症療法の他特に治療法はない
公衆衛生 人への感染性はない（感染山羊の肉、乳を摂食しても健康上の問題

はない）

【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 ホームページ等に 配布 Ａめん羊の種畜及び精液の配布については、種畜２７頭を配布した。
つつ、めん羊飼養 情報提供を行い、 Ａ：１８頭以上
者等への情報提供 １８頭以上の種畜 Ｂ：１５頭以上１８頭未満 【説明】
等を通じた改良の の配布を行う。 Ｃ：１５頭未満 ① 種畜等の配布については、市町村、農協、団体等に対して、種畜２７頭の配布
推進に移行する。 また、改良の推 を行った。

進体制について、 ② ホームページ(http://www.nlbc.go.jp/tokachi/)、北海道めん羊協議会等にお
優良種畜の配布を いて家畜改良センターのめん羊について情報提供を行った。
基本とへの技術指

【総括】導及び情報提供等 □めん羊飼養者等への情報
によるものに移行 提供等を通じた改良への Ａめん羊の飼養者等への技術指導及び情報提供等による改良推進体制への移行につい

ては、計画どおり順調に実施した。できるよう努める 移行。
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 家畜人工授精 めん羊 講習会を開催するとともに 社
実施された 日本緬羊協会が行う研修会に講師４名を派遣した。
Ｃ：計画どおりに実施され また、家畜人工授精講習会において、有資格者等の聴講者を受け入れ技術向上
なかった に協力した。

② 情報提供については、人工授精技術がめん羊の広域的育種改良に大きく貢献す
ることから、北海道地域めん羊協議会委員会や畜産振興対策支援事業めん羊講演
会・フォーラムの場において凍結精液保存技術や人工授精技術の利用に関する情
報の提供を行った。

【総括】エ 実験用ウサギに エ 実験用ウサギに □実験用ウサギの種畜の配
ついて ＳＰＦ 特 ついて、遺伝特性 布 Ａ、 （ 実験用ウサギの種畜等の配布については、４８１羽の種畜等を配布した。
定疾病フリー）状 を維持するととも Ａ：計画どおり順調に実施
態で遺伝特性を維 に微生物モニタリ された 【説明】
持しつつ、配布を ング 汚染の監視 Ｂ：概ね計画どおり順調に ① 種畜等の配布については、農協、民間企業等に対して、４８１羽の種畜等を配（ ）
行う。 により特定疾病非 実施された 布した。

汚染（ＳＰＦ）状 Ｃ：計画どおりに実施され ② ホームページ(http://www.nlbc.go.jp/nagano/newpage8.htm)により、保有系統
態の維持を図り、 なかった の能力調査、管理状態等について情報提供を行った。
ホームページ等に
情報提供を行い、
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３５０羽以上の種
畜の配布を行う。

【総括】□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、計画ど遺伝特性の維持 ☆

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 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
Ｃ：計画どおりに実施され 遺伝特性を維持した。
なかった ② また、４月・７月・１０月・１月に、各々５羽ずつの微生物モニタリング（汚

染の監視）を行い、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

い動物の事である（指定以外の微生物・寄生虫は必ずしもフリーではない 。。）

【総括】オ 実験用小型ヤギ オ 実験用小型ヤギ □実験用小型ヤギの種畜の
について、モニタ について、系統造 配布 Ｃ実験用小型ヤギの種畜等の配布については、１４年８月に長野牧場において山羊関

節炎・脳脊髄炎 の感染が確認されたことから、種畜等及び精液の配布を中止し、清浄リングにより遺伝 成を完了させる。 Ａ：計画どおり順調に実施 ☆

化に取り組んだ結果、配布頭数は９頭に止まった。特性を把握すると また、ユーザー された
ともに、配布を行 等に対して配布を Ｂ：概ね計画どおり順調に
う。 行い、性能調査を 実施された 【説明】

実施するとともに Ｃ：計画どおりに実施され ① １４年８月２８日、長野牧場の繋養山羊に山羊関節炎・脳脊髄炎 が確認され、、 ☆

ホームページ等に なかった 同日付けで家畜伝 染病予防法第４条に基づく届出が行われた。
情報提供を行い、 このため、過去１０年間に種畜を配布した相手先及び関係都道府県に対し、これ
５０頭以上の種畜 まで当該疾病の検査方法が我が国では確定していなかったため過去に配布した山
及び精液の配布を 羊の感染の可能性を否定しがたいこと、当該疾病は感染力、発症率、被害のいず
行う。 れも著しいものではないこと、人への感染はないこと、乳及び肉の出荷規制がな

、 。いこと等事実関係について書面による通知を行うとともに 遺憾の意を表明した
② 当該疾病の拡散を防ぐため、長野牧場からの種畜配布を中止した。このため、種
畜の配布については、大学等への９頭に止まり、計画目標を達成することができ
なかった。
なお、できるだけ多くの清浄畜を確保し、種畜配布業務を１５年度中に再開でき
るように、有識者の意見を聞きながら親子分離、清浄畜の隔離飼養等による清浄
化対策に取り組んでいるところである。

③ ホームページ(http://www.nlbc.go.jp/nagano/newpage8.htm)により、保有品種の
能力等について情報提供を行った。

☆山羊関節炎・脳脊髄炎
（１）我が国におけるこれまでの取り扱い

当該疾病は、ほとんどの先進国に見られ、血清学的調査によると、先進国での
。（ 「 」 。）感染率は６０％以上といわれている 学窓社 メルク獣医マニュアル による

我が国では、長野牧場と疫学的関連のない山羊にも抗体陽性が認められている
こと、長野牧場では平成１０年の海外導入時以前の保存血清でも抗体陽性畜が認
められていること等から、本病はかなり以前から、様々な経路で国内に浸潤して
いた可能性が示唆されている。
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なお、家畜伝染病予防法第４条の届出伝染病に指定されてはいるが、診断方法
及び判定基準は定められていない。

（２）確認に至った経緯
長野牧場では近年肺炎及び関節炎によるへい死又は淘汰の発生が続いたことか

ら、長野県に病性鑑定を依頼したが病因の特定には至らなかった。このため、長
野県から （独）農業技術研究機構動物衛生研究所に検査が依頼されたところ、ゲ、
ル内沈降反応による抗体検査の結果、陽性が確認され、山羊関節炎・脳脊髄炎と
診断された。

（３）当該疾病の概要
病原体 山羊関節炎・脳脊髄炎ウイルス
感染経路 感染母山羊の初乳及び常乳を介しての経口感染

水平感染には数ヶ月から数年の接触が必要
感染の多くは幼齢期で感染後生涯ウイルスを保持

発症・症状 発症率は低く、多くは無症状に終わる
潜伏期間は長く数ヶ月から数年
発病は潜行性で進行は緩徐で数ヶ月から数年に及ぶ
主な症状：子山羊（２～４ヶ月齢）の脳炎

成山羊（１２ヶ月齢以上）の関節炎
予防法 ワクチンはない

隔離飼育と経乳感染の防止で感染が９割以上減少
治療法 対症療法の他特に治療法はない
公衆衛生 人への感染性はない（感染山羊の肉、乳を摂食しても健康上の問題

はない）

【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的特性の把握については、大学と共同で

取り組み、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
された 【説明】
Ｂ：概ね計画どおり順調に １３年度に引き続き、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
実施された 実施した。
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 カ 実験用小型ブタ □実験用小型ブタの系統造
について、小型系 について、小型系 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）及び中型ヘアレス系につ

いて、系統造成のための交配・選抜を行い、計画どおり順調に実施した。統及び中型・ヘア （交雑種）及び中 Ａ：計画どおり順調に実施
レス系統の造成を 型ヘアレス系の系 された
行う。 統造成を行う。 Ｂ：概ね計画どおり順調に 【説明】

また、ホームペ 実施された ① 小型系（交雑種）の系統造成については、小型及び皮膚色に着目した系統造成
ージ等に情報提供 Ｃ：計画どおりに実施され のための繁殖を行い１１５頭の産子を得て、雄４頭、雌６頭を選抜した。
を行い、種畜等の なかった ② 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のための繁殖
配布を行う。 を行い、貧毛系については雄３頭雌１４頭、淡色系については雄１頭雌７頭を選

抜した。
③ ホームページ（http://www.nlbc.go.jp/）等で保有系統について情報提供を行
うほか、パンフレットの配布、関係雑誌への投稿及び学会発表を行い、大学、試
験研究機関等へ、種畜等９１頭を配布し、血液及び臓器４８検体を提供した。
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【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 ア 的確な種畜検 ア 一定年数以上の Ａ：計画どおり順調に実施 Ａ種畜検査については、申請のあった種畜６，１３９頭全頭について、計画どおり順

調に実施した。用により家畜の改 査を行うため、 経験者の中から、 された
良増殖を推進する その実施要領を 的確に検査を実施 Ｂ：概ね計画どおり順調に
ため、家畜改良増 定める。 できる者を種畜検 実施された 【説明】
殖法第４条の規定 イ 一定年数以上 査員として任命す Ｃ：計画どおりに実施され ① 種畜検査員としては、１４年４月１６日付けで１７名、９月１日付けで１名の
に基づく種畜検査 の経験者の中か る。 なかった 計１８名を任命した。なお、人事異動により２１名を免じ、１４年度末現在の種
について、申請の ら、的確に検査 イ 申請のあった種 畜検査員は１２７名となった。
あった種畜の全頭 のできる者を種 畜全頭について実 上記小項目については ② １４年度に最終的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
について種畜検査 畜検査員として 施要領に基づき、 、各年度の年度計画に しなかったものを除く）は、乳用牛８３２頭、肉用牛２,１８０頭、馬１,１９９
を的確に実施す 任命する。 的確な検査を実施 おいて定められている 頭、豚１,９２８頭であり、その全頭について検査を実施した。
る。 する。 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】（７）家畜の遺伝資源 （７）家畜の遺伝資 （７）家畜の遺伝資 ◇家畜の遺伝資源の保存
の保存 源の保存 源の保存 Ａ：計画どおり順調に実施 Ａ家畜の遺伝資源の収集、保存及び特性調査については、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家畜の遺伝資源 家畜の遺伝資 農林水産関連 された
して連携しつつ、８牧場で分担し、遺伝資源の新規収集４点、追加収集３点、保存５について、独立行 源の維持保存及 動植物の遺伝資 Ｂ：概ね計画どおり順調に
７点及び特性調査４５点を行い、計画どおり順調に実施した。政法人農業生物資 び特性調査につ 源保存に関する 実施された

源研究所 以下 生 いて、繋養畜種 センターバンク Ｃ：計画どおりに実施され（ 「
物研」という ） を配慮し、８牧 である独立行政 なかった 【説明】。

、 、 、 、と連携しつつ、収 場で分担して行 法人農業生物資 ① 遺伝資源の新規収集については めん羊１点 山羊２点 ウサギ１点を実施し
集、維持保存及び う。 源研究所と連携 上記小項目については 追加収集については、牛２点、めん羊１点を実施した。
特性調査を実施す しつつ、８牧場 、各年度の年度計画に ② 遺伝資源の保存については、牛２０点、馬５点、めん羊３点、山羊６点、豚４
る。 で分担し、遺伝 おいて定められている 点、鶏１５点及びウサギ４点を実施した。

資源の新規収集 具体的目標等に照らし、 ③ 特性調査については、牛１３点、馬５点、めん羊２点、山羊６点、豚１点、鶏
４点、追加収集 達成度の評価を行うも １４点及びウサギ４点を実施した。
３点、遺伝資源 のとする。 ④ この結果、動物遺伝資源の保存にかかる総点数は、計画どおり新規収集４点、
の保存５７点及 追加収集３点、保存５７点、特性調査４５点となった。
び特性調査４５
点を実施する。

（８）飼養管理の改善 （８）飼養管理の改 （８）飼養管理の改 ◇飼養管理の改善
家畜の飼養管理 善 善 指標＝各細項目の評価点数 □家畜の飼養管理技術の改善 ２／２点（・Ａ・） Ａ

技術の改善に努 家畜の管理、 家畜管理の改 の合計 □実証展示の見学者の受入 ２／２点（・Ａ・）
め、併せてその技 粗飼料生産・利 善、粗飼料生産
術を実証展示し 用、家畜排泄物 ・利用技術の改 各細項目の評価結果の 合計 ４／４点
て、見学者を毎年 処理・利用等の 善、家畜排泄物 区分は以下のとおりと
６５０名以上受け 飼養管理に関す 処理・利用技術 する。
入れる。 る技術の改善に 等の飼養管理技 Ａ評価：２点、Ｂ評価

努め、畜産関係 術の改善に努め ：１点、Ｃ評価：０点、
者にその成果を その成果を畜産
情報提供するた 関係者に情報提 Ａ：４点
めの実証展示を 供するとともに Ｂ：２点以上４点未満
行う。 実証展示を行い Ｃ：２点未満、

６５０名以上の
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【総括】見学者を受け入 □家畜の飼養管理技術の改
れる。 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Ａ：計画どおり順調に実施
技術改善に取り組み、その成果は見学者等に積極的に紹介するなど、計画どおり順調された
に実施した。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 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。１
上記細項目について ４年度は、牧草地の生産性向上策として土壌成分の診断を取り入れ効果的な施肥
各年度の年度計画にお を行うとともに、乳房炎牛の誤搾乳防止装置を考案する等の技術改善に一定の成
いて定められている具 果を得た。
体的目標等に照らし、 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
達成度の評価を行うも を技術改善に結びつけるため、１３年度から導入した「効率化・コスト低減対策
のとする。 支援提案事業 （以下「ＳＥＣ事業」という ）についても引き続き実施し、１４」 。

年度は職員から６件の提案があり、そのうち「廃木利用のためのチッパー（裁断
機）の作成」等、４件を採択し、技術改善の取り組みに着手させた。
③ １３年度に採択したＳＥＣ事業の課題の内、豚凍結精液の簡易輸送用容器や飼
料作物種子の保管用コンテナなど、開発の成果が業務の効率化に結びついた。

【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

、 ， 。Ａ：６５０名以上 り組んだ結果 目標を大きく上回る１ ６１４名の見学者を受け入れる実績を上げた
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１，６１４名の畜産関係者が、家畜飼養や畜産施設
利用の現場を訪れ、個別技術の説明や資料の配付を通じ、技術成果の情報提供に
努めた。

【総括】（９）家畜個体識別事 （９）家畜個体識別 （９）家畜個体識別 ◇家畜個体識別事業の推進
業の推進 事業の推進 事業の推進 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、全国の牛すべてを対象とした個体識別全国デ

ータベースの構築を行うため、個体識別システムの運営管理、同システム推進協議会家畜の個体識別 関係機関と協 平成１３年度 された
構成団体の指導、都道府県と連携した同システム普及等を推進するなど、計画どおりシステムの確立・ 議し、個体識別 に農林水産省よ Ｂ：概ね計画どおり順調に
順調に実施した。普及に資するた に必要なデータ り示された全国 実施された

め、家畜の個体識 の収集 送受信 の牛すべてを対 Ｃ：計画どおりに実施され、 、
別事業の推進を図 データベースの 象とした個体識 なかった 【説明】
る。 構築等電算処理 別全国データベ ① 個体識別全国データベースを正確かつ効率的に構築するため、適宜データベー

システムの開発 ースを家畜改良 上記小項目について スシステム、データ通信システム等の企画や見直しを行った。
を推進し、当該 センターが管理 各年度の年度計画にお ② １４年６月からは、本所の敷地内に設置された家畜個体情報管理センターにお
システムを試行 するとの方針に いて定められている具 いて、家畜改良センター家畜個体識別制度管理センターと家畜改良事業団家畜個

、 。する。 基づき、個体識 体的目標等に照らし、 体識別センターが協力し 全国の牛の個体情報を記録・管理する体制を整備した
別システムの運 達成度の評価を行うも ③ 家畜個体識別全国データベース利用規程を制定し、１４年１０月からホームペ
営管理、堂シス のとする。 ージ等による情報公開を開始した。
テム推進協議会 ④ 農林水産省からの依頼を受けて、ＢＳＥ感染が確認された第４～８例目（８例
構成団体の指導 目は未確認）の牛に係わる検索作業を行った。、
都道府県と連携 ⑤ 「牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法案」の１５年
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した同システム 度中の施行に向けて、システムの変更、人員配置等具体的な体制整備の検討を行
普及等を推進す った。
る。 ⑥ 検討会及び研修会の開催並びに個別巡回指導により、同システム推進協議会構

成団体の指導、都道府県と連携した同システム普及等を推進した。
⑦ なお、１４年６月１４日に牛海綿状脳症対策特別措置法（平成１４年法律第７

） 、 、「 、 、 、０号 が公布され 同法第８条第１項において 国は 牛１頭ごとに 生年月日
移動履歴その他の情報を記録し、及び管理するための体制の整備に関し必要な措
置を講ずること」とされた。また、生産局長通知において 「家畜改良センターに、
おいて必要な情報の適切な記録・管理を行っていくこととする」とされた。

２ 飼料作物の増殖に ２ 飼料作物の増殖 ２ 飼料作物の増殖 ○飼料作物の増殖に必要な
必要な種苗の生産及 に必要な種苗の生 に必要な種苗の生 種苗の生産及び配布 ◇優良種苗の生産・配布 ２／２点（・Ａ・） Ａ
び配布 産及び配布 産及び配布 指標＝各小項目の評価点数 ◇難増殖種子の採種性の向上 ２／２点（・Ａ・）

の合計 ◇高品質な種苗の生産・配布
のための取り組み ２／２点（・Ａ・）

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 ２／２点（・Ａ・）
する。
Ａ評価：２点、Ｂ評価 合計 ８／８点
：１点、Ｃ評価：０点

【評価結果】
この項目に属する評価は、個別に評価を行った結果、指標等と比較して年度計画をＡ：８点

上回って実施されていると認められる。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 （１）需要の高い品 （１）飼料作物種苗 ◇優良種苗の生産・配布）
計画」等に即して 種の優先的な生 の生産及び配布 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、最大供給可能量８５トン、年間供給能力１１２

品種２８トンと計画を上回る数量を確保した。自給飼料の増産を 産、一定量の在 飼料作物種苗 供給能力の確保
推進し、飼料自給 庫確保等により の年間需要量、 Ａ：７２品種１８トン以上
率の向上を図るた 需要に応じた種 適正在庫量及び Ｂ：５６品種１４トン以上 【説明】
めには、飼料作物 苗の配布を行う 種苗の生産体系 Ｃ：５６品種１４トン未満 ① １４年度は４３品種２０トンの種苗を生産し、１４年度当初在庫数量９５品種。
の優良品種の普及 （土地の制約か ６５トンと合わせて、１１２品種８５トンの最大供給可能量を確保した。
による生産性の向 ら品種毎には３ 当該基準値は、前年 ② これにより１４年度の供給能力として１１２品種２８トンを確保した（品種毎
上が不可欠であ 年に１度程度の 度末在庫に当該年度生 に３年に１度程度の種苗生産となることから、１４年度供給能力は、最大供給可
る。 種苗生産となる 産量を加えた水準とす 能量の１／３となっている 。） ）
このため、国際 を勘案し、本年 る （在庫量の１／３ ③ また、配布については （社）日本草地畜産種子協会へ３０品種１０．８トン、。 、
水準に適合する高 度は４２品種１ を供給能力とする ）な 都道府県へ４３品種１．２トン等、需要に応じて６５品種１３．２トンを配布し。
品質な種苗を生産 ２トン程度の種 お、年度計画に記載さ た。
し 毎年８０品種 苗の生産を行い れる生産数量は前年度 なお、行政主催会議及び生産現場での地域の普及担当者及び生産者への新品種、 、 、
２０トン程度の採 最大供給可能量 末在庫水準及び当該年 の説明、ホームページ（http://www.nlbc.go.jp/hinshu/shiryo/s393show.htm ）
種用・普及用種子 ７１トン程度を 度配付見込み数量から を通じた優良品種の紹介等需要拡大対策を実施した。
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の供給能力を確保 確保する。 算出した当該年度に必
する。 これにより、 要な見込み数量である。

予想年間需要量
８０品種２０ト
ンに対応した配
布を行う。

【総括】（２）難増殖種子 （２）難増殖種子に ◇難増殖種子の採種性の向
の施設栽培等 関する技術の開 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。効率的な採種 発・実用化難増 Ａ：計画どおり順調に実施
技術を導入し、 殖種子（作物と された
採種性の向上を しての生産性等 Ｂ：概ね計画どおり順調に 【説明】
図る。 が高いにもかか 実施された 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

わらず、脱粒性 Ｃ：計画どおりに実施され 脱粒落下した種子を効率的に受けとめる寒冷紗の設置方法及び植物体の徒長防
が高い等の理由 なかった 止対策を検討した。
により増殖が難 この結果、夏期の高温時を避けて栽培すれば徒長を防止することが可能なこと
しい種子）につ 上記小項目について が判明した。また、寒冷紗は地面に設置するほうがよいことが判明した。
いて、その採種 は、各年度の年度計画 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
性の向上を図る において定められてい 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
ため、 る具体的目標等に照ら 少ない播種量のもとで、通常播種区の４～６倍の増殖率を確保し、増殖率向上効
① ビニールハウ し、達成度の評価を行 果を確認した。
ス内で寒冷紗を うものとする。 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
活用したギニア ンライグラスの採種技術
グラスの採種技 十勝牧場で栽培した場合に、出穂期・開花期の幅が品種として認められる範囲
術 にあるか否かを調査した。この結果 「シワスアオバ」及び「さちあおば」につい、
② 種子を分解性 ては問題ないが 「ワセユタカ」については品種特性の変化が起こる危険性が高い、
のテープで包ん ことが判明した。
だシーダーテー 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
プを利用した採 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
種技術 成して採種調査を行った。収穫条件（シードキャッチャーの角度、収穫走行速度
③ 従来、気温が 及び走行回数）を変えて調査した結果、中速度２回採種の場合に若干採種量が多
低いため増殖が かったものの収穫ロスを減少させる必要性が判明した。
困難と考えられ ⑤ 成果の公表
ていた十勝牧場 １４年度の成果について、ホームページ（http://www.nlbc.go.jp/chikusan/syus
におけるイタリ hi/s49xseed.htm ）等で公表した。
アンライグラス
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 （３）高品質な種苗 ◇高品質な種苗の生産・配
純度の確保、雑 の生産・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。草種子混入防止 ＯＥＣＤ種子 Ａ：計画どおり順調に実施
等により、ＯＥ 制度下で流通可 された
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ＣＤ種子制度下 能な高品質な種 Ｂ：概ね計画どおり順調に 【説明】
で流通可能な高 苗の生産・配布 実施された ① バイブレーションセパレータと簡易比重精選機を組み合わせた精選技術の導入
品質な種苗の生 について、品種 Ｃ：計画どおりに実施され によるシロクローバ種子からの混入石英の分離
産及び配布を行 の遺伝的純度の なかった バイブレーションセパレータと簡易比重精選機を自作し、これを組み合わせ石
う。 確保、雑草種子 英を分離することに取り組んだ結果、石英の除去効果が認められた。

混入防止等を図 上記小項目について 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
るため、 は、各年度の年度計画 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、
① バイブレーシ において定められてい 通気性を確保した種子貯蔵体制を導入した。
ョンセパレータ る具体的目標等に照ら １２年度に生産したイタリアンライグラス「シワスアオバ」及びえん麦「たち
と簡易比重精選 し、達成度の評価を行 いぶき」について、通常の段積み種子とパレットサポーター積み種子の発芽率を
機を組み合わせ うものとする。 比較したところ、１４年度調査では保管期間が長くないことから両方法ともに大
た精選技術の導 きな発芽率の低下は見られなかった。
入によるシロク ③ 移植栽培技術を活用したローズグラス採取栽培における生育期間の確保とメヒ
ローバ種子から シバとの競合回避
の混入石英及び 除草剤処理後のほ場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
菌体の分離 術を導入した。このことにより、前年度に引き続き十分な採種量を得るとともに
② パレットを活 メヒシバ等雑草種子の混入率をＯＥＣＤ制度に基づく証明に必要な基準値
用した種子袋間 （１．０％）以下に抑えた。
通気の改善によ ④ 成果の公表
る貯蔵種子の発 １４年度の成果について、ホームページ（http://www.nlbc.go.jp/chikusan/sy
芽率の低下防止 ushi/s49xseed.htm ）等で公表した。
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
の競合回避にの

。改善に取り組む

【総括】（２）飼料作物の遺伝 （４）飼料作物の遺 （４）飼料作物の遺 ◇飼料作物の遺伝資源の維
資源について、生 伝資源の維持保 伝資源の保存農 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物研と連携しつ 存及び特性調査 林水産関連動植 Ａ：計画どおり順調に実施
つつ、４牧場で分担し、栄養体保存４２２系統、種子再増殖１６０系統、特性調査１つ、栄養体保存又 について、地域 物の遺伝資源保 された
６０系統を行い、計画どおり順調に実施した。は種子の再増殖及 特性を考慮し、 存に関するセン Ｂ：概ね計画どおり順調に

び特性調査を行 ４牧場で分担し ターバンクであ 実施された
う。 て行う。 る独立行政法人 Ｃ：計画どおりに実施され 【説明】

農業生物資源研 なかった 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
究所と連携しつ の受託契約に即して計画を作成し、事業を推進した。
つ、家畜改良セ 上記小項目について 栄養体保存は、新たに導入した系統を含め４２２系統を実施、種子再増殖及び特性
ンター４牧場で は、各年度の年度計画 調査は計画を大きく上回って１６０系統を実施した。
分担し、栄養体 において定められてい
保存４２０系統 る具体的目標等に照ら、
種子再増殖１２ し、達成度の評価を行
０系統及び特性 うものとする。
調査１２０系統
を行う。

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



- 43 -

の合計 及び証明の的確な実施 ２／２点（・Ａ・）
◇ＯＥＣＤ種子検査制度等に基づく

各小項目の評価結果の 検査通知期間の短縮 ２／２点（・Ａ・）
区分は以下のとおりと ◇地域適応性等の検定の実施 ２／２点（・Ａ・）
する。 ◇品種特性等に関する情報の提供 ２／２点（・Ａ・）
Ａ評価：２点、Ｂ評価
：１点、Ｃ評価：０点 合計 ８／８点

【特記事項】Ａ：８点
種子検査ではイタリアンライグラスの品種識別検査法を開発し、その特許申請を行Ｂ：４点以上８点未満

ったことは高く評価される。Ｃ：４点未満

【評価結果】当該評価を行うに至った
この項目に属する評価は、個別に評価を行った結果、指標等と比較して年度計画を経緯や特殊事情、中期目標

上回って実施されていると認められる。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 （１）検査精度の確 （１）検査の実施及 ◇ＯＥＣＤ種子制度等に基
質な飼料作物種苗 保を図り、ＯＥ び検査精度の維 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、検査担当職員の流通の推進を図 ＣＤ種子制度等 持 な実施
に対する模擬検査及び異種子検索データの充実を行い、計画どおり順調に実施した。るため、ＯＥＣＤ に基づく検査及 次の区分の検 Ａ：計画どおり順調に実施

種子制度等に基づ び証明を的確に 査を確実に行う された。
く検査及び証明を 実施する。 検定区分：検定 Ｂ：概ね計画どおり順調に 【説明】
的確に実施する。 内容 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
その際、種子純 ① ほ場検定：生 Ｃ：計画どおりに実施され 証明について、ＯＥＣＤ種子制度等に基づき、ほ場検定８０件、種子検定１１９
度検査及び発芽検 産ほ場において なかった 件、事後検定５２件、品種証明５１件をそれぞれ的確に実施した。
査の検査試料入手 花粉汚染源から ② 検査精度を維持するため、検査担当職員（１６名）に対して、模擬検査を実施
から結果通知まで の隔離が確保さ 上記小項目について し、その成績に基づく指導・教育を行う等により技術水準の確保を図った。
に要する期間（国 れているか等に は、各年度の年度計画 ③ また、異種子サンプルについては、熊本県内で１０種を収集し、異種子検索
際種子検査規程に つき検定 において定められてい データの充実を図った。
定められている最 ② 種子検定：生 る具体的目標等に照ら ④ さらに、種子検査に関する国際的認証機関（ＩＳＴＡ：国際種子検査協会 ）に☆

☆低限必要な検査日 産された種子に し、達成度の評価を行 よる検査体制及び検査技術に関する査察を受けた結果、ＩＳＴＡ国際認証検査所
数を除く ）を平 ついて、雑草や うものとする。 としての資格を取得する見込みとなった。この他、ＤＮＡ解析によるイタリアン。
均１０日から７日 他作物の種子混 ライグラスの品種識別検査法について特許出願を行うとともに、ギニアグラスの
に短縮する。 入率が基準の範 品種識別検査法について学会発表した。

囲内であるか等
につき検定 ☆ＩＳＴＡ（国際種子検査協会）認証制度：ＩＳＴＡ国際認証検査所
③ 事後検定：生 １９０６年に種子検査に関する基準の開発・適用促進、学術的調査、研修等を目的
産された種子を に設立された国際機関であり、スイスのチューリッヒに本部を置き、７１カ国が加盟
ほ場で栽培し、 している。ＩＳＴＡは申請に基づき検査体制及び検査技術に関する査察を行い、認可
出穂期等品種の 基準を満たしている場合にＩＳＴＡ国際認証検査所としての資格を与える。
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
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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 （２）検査結果通知 ◇ＯＥＣＤ種子検査制度等
及び事務処理の効率 の迅速化 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

る情報のデータ化を図り、検査試料 検査結果に関 短縮
ベースを充実させ事務処理を効率化することにより平均７．０日とし、基準年に対すの入手から結果の通 する情報のデー 指標＝基準年（平成１２年
る短縮日数は計画（１．５日（１５％ ）を上回る平均３．０日（３０％）となった。知までに要する期間 タベース化を充 度）に対する通知期間 ）

を短縮する。 実させ、証明書 の短縮日数
の作成並びに文 【説明】
書処理を効率的 上記項目については、 ① 検査関係事務の迅速化を図るため、検査情報データベースと通知文・内部決裁
に行うこと等に 各事業年度の年度計画 文書を連結させることにより、検査結果判明後直ちに内部決裁・通知が行える体
より、検査結果 において設定されてい 制を構築した。
通知までに要す る具体的目標等に照ら ② 種子検査、試料採取及び事務処理手順の標準化を図るためのマニュアルを作成
る期間を平均８ し、達成度の評価を行 した。．
５日程度に短縮 うものとし、その評価 ③ これらを通じて、１４年度には、検査結果通知までに要する期間を平均１０．
する。 方法は以下のとおりと ０日から７．０日とし、３．０日（３０％）短縮した。

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 （３）飼料作物の新 （３）飼料作物優良 ◇地域適応性等の検定の実
種の育成・普及に 品種育成機関等 品種の育成支援 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

場において計画どおり７１系統について順調に実施した。資するため、毎年 との調整を行い 飼料作物の優 指標＝地域適応性等の検定、
７０系統程度（標 新しく育成され 良品種の育成・ 試験の年間実施系統数
準品種を除く ） た系統のうち７ 普及に資するた Ａ：６３以上 【説明】。
の地域適応性等の ０系統程度（標 め、新しく育成 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
検定試験を実施す 準品種を除く ） される系統につ Ｃ：３５未満 型３２系統、中間地適応型２６系統、温暖地適応型１３系統を対象に実施した。。
る。 の地域適応性等 いて、育成機関 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

の検定試験を実 との調整を行い 関に提供した。、
施する。 本所他８牧場に ③ １４年度に、これらの試験結果（１３年度試験結果を含む）を用いて、とうも

おいて７０系統 ろこし「おおぞら」及びイタリアンライグラス「さちあおば」が新品種として登
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、 「 」 「 」程度の地域適応 録されるとともに アルファルファ 北海３号 及びローズグラス 大隅１２号
性等の検定試験 が１５年登録候補に選定された。
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 （４）都道府県の試 （４）地域に適した ◇品種特性等に関する情報
する情報提供を行 験場の協力を得 飼料作物優良品 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３４１うため、奨励品種 て、品種特性情 種の普及支援 Ａ：計画どおり順調に実施
品種分について収集し、３か月以内にデータベース化した上、フロッピーディスク等選定試験結果のデ 報のデータベー 地域に適した された
の媒体を通じて飼料作物奨励品種選定・普及担当者、需要者等への情報提供を行い、ータベースを整備 スを整備し、情 飼料作物優良品 Ｂ：概ね計画どおり順調に
計画どおり順調に実施した。し、情報の提供を 報の提供を行う 種の選定・普及 実施された。

行う。 に資するため、 Ｃ：計画どおりに実施され
都道府県等の試 なかった 【説明】
験場の協力を得 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
て、飼料作物の 上記小項目について 性等に関する情報を、６０場所から３４１品種分（収集データ総数２，１０７件
品種特性等に関 は、各年度の年度計画 のうち、データの精度が高い品種を選別）のデータを入手した。
する情報を新た において定められてい ② このデータをデータ入手後４８日間でデータベース化した。
に２００品種程 る具体的目標等に照ら ③ 都道府県の飼料作物奨励品種選定・普及担当者、需要者等に対して、このデー

。度分を収集し、 し、達成度の評価を行 タベース及び分析値をフロッピーディスク等の媒体を通じて６６カ所に送付した
データ入手から うものとする。
３か月以内にデ

、ータベース化し
飼料作物の奨励
品種選定・普及
担当者、需要者
等への情報提供
を行う。

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 開発、改善とい 指標＝各小項目の評価点数 ◇育種改良関連技術 ２／２点（・Ａ・） Ａ
上で基盤となる育種 う用語については の合計 ◇繁殖関連技術 ２／２点（・Ａ・）、
改良技術及び繁殖関 次のように定義し ◇飼養管理関連技術 ２／２点（・Ａ・）
連技術の開発・実用 て使用した。 各小項目の評価結果の ◇技術開発・調査に対する支援 ２／２点（・Ａ・）
化並びに飼養管理に 開発する：利用 区分は以下のとおりと
係る次の調査に重点 可能な段階まで、 する。 合計 ８／８点
的に取り組むととも 技術を作り上げる Ａ評価：２点、Ｂ評価

【特記事項】に、調査研究を進め こと。 ：１点、Ｃ評価：０点
一部の調査研究課題では、試験設計の段階でさらに広い学識経験者の意見を徴するるに当たっては、試 改善する：既に

ことが有益と考えられるものも認められたが、全体としては着実に研究が進められて験研究機関等との連 開発された技術の Ａ：８点
いる。調査研究で得られたデータは、多数の家畜を用いたものが多く、他機関では得携、調査研究の場の 技術水準の向上又 Ｂ：４点以上８点未満
難いものであることから、生のデータを公表することにより、広範な研究者を支援す外部機関への提供等 は簡易化を実現す Ｃ：４点未満
ることを期待する。を通して我が国全体 ること。

の畜産技術の進展に 当該評価を行うに至った
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【評価結果】寄与するよう努め 経緯や特殊事情、中期目標
この項目に属する評価は、個別に評価を行った結果、指標等と比較して年度計画をる。 や中期計画に記載されてい

上回って実施されていると認められる。さらに、行政上緊 る事項以外の業績その他特
急に解決しなくては 筆すべき事項等を併せて記
ならない課題が生じ 載する。
た場合は、優先的に
取り組む。
なお、開発、改善

という用語につい
て、次のように定義
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 （１）育種改良関連 （１）育種改良関連 ◇育種改良関連技術
術 技術 技術 指標＝各細項目の評価点数 □遺伝子育種技術の開発 ２／２点（・Ａ・） Ａ
家畜の遺伝的能 の合計 □形質評価手法の開発 ２／２点（・Ａ・）
力の向上と育種改 □血中代謝関連物質の選抜利用 ２／２点（・Ａ・）
良の効率化を図る 各細項目の評価結果の
上で必要な育種改 区分は以下のとおりと 合計 ６／６点
良関連技術を開発 する。
し、これを導入・ Ｓ評価：３点、Ａ評価
活用するため、特 ：２点、Ｂ評価：１点
に、次の課題につ 、Ｃ評価：０点
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 遺伝子育種技術の ア 遺伝子育種技術 ア 遺伝子育種技術 □遺伝子育種技術の開発
開発 の開発 の開発 指標＝各微項目の評価点数 △乳用牛 ３／２点（・Ｓ・） Ａ

の合計 △肉用牛 ２／２点（・Ａ・）
△豚 ２／２点（・Ａ・）

各微項目の評価結果の △鶏 ２／２点（・Ａ・）
区分は以下のとおりと
する。 合計 ９／８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
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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 （ア）乳用牛 △乳用牛
経済的に重要な形 て、泌乳形質に優れ 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、泌乳形質について強く連鎖するＤＮＡマーカー を特定するとと☆

もに、遺伝病について原因遺伝子を解明するなど、計画を大きく上回る優れた成果が質と連鎖性の高い た牛群と劣る牛群を ち乳房炎の感受 優れた成果が得られた
得られた。ＤＮＡマーカーを 対象にそれと連鎖性 性について、有 Ａ：計画どおり順調に実施

特定する。 の高いＤＮＡマーカ 用なＤＮＡマー された
ーを探索する。 カーを探索する Ｂ：概ね計画どおり順調に 【説明】。

☆ｂ 遺伝病につい 実施された ① 泌乳形質のうち乳房炎の感受性については、連鎖の認められたＤＮＡマーカー
て、有用なＤＮ Ｃ：計画どおりに実施され の近傍について新たなマーカーを開発し再解析することにより、乳房炎感受性に
Ａマーカーを探 なかった 関与する遺伝子の存在領域を絞り込んだ。さらに、当該染色体領域について、詳
索する。 細な整列地図 を作製し、遺伝子変異の検索を開始した。☆☆

② 遺伝病のうち遺伝性横隔膜筋症 については、昨年度作製した詳細な物理地図☆☆☆

に基づいて、ＤＮＡ欠損領域を特定し、疾患の原因遺伝子を解明した。さら☆☆☆☆

に、保因牛の検出を含む遺伝子診断法を開発し特許を出願した。

☆ＤＮＡマーカー
ＤＮＡの一部に変化が生じ、品種や個体間で塩基配列の異なる部位をいう。大別す

ると１つの塩基の欠失や置換などの変異と繰り返し部位における反復数の変異に分類
される。多数の個体について当該領域の塩基配列を比較することで開発される。

☆☆整列地図
ゲノムＤＮＡ上の遺伝子、ＤＮＡマーカー等の物理的な位置関係を把握するために

作製・利用されるもので、染色体に沿って位置づけされた、それぞれに隣接し、かつ
重複し合うクローン化されたＤＮＡ断片のひとかたまりをいう。整列地図は、クロー
ン化された大きなＤＮＡ断片を持つライブラリーの中から、互いに重なりを持つクロ
ーンを集め、それらの重なりや大きさ等ＤＮＡの物理的な情報により並べて作製して
いく。

☆☆☆遺伝性横隔膜筋症
遺伝性横隔膜筋症はホルスタイン種にみられ、我が国では年3例程度の発症と少ない
ものの、後代検定済種雄牛の娘牛にもみられるなど産業的リスクは比較的高い。発症
年令は3-5歳であり、鼓脹症及び呼吸器不全を生じ、横隔膜筋の変性が特徴的である。
これまで帯広畜産大学古岡助教授との共同研究により熱ショック蛋白遺伝子の欠損に
よることが判明し、ホルスタイン種113頭及び黒毛和種110頭の無作為に抽出したサン
プル中ホルスタイン種3頭が保因牛であった。

☆☆☆☆物理地図
、 （ 、物理地図とは 染色体上の地図の一つでゲノムＤＮＡ上に同定可能な目印 例えば

遺伝子、制限酵素認識部位、ＤＮＡマーカーなど）を位置づけた地図である。物理地
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図の作製は、形質関連遺伝子を単離する際に、ＤＮＡ上の物理的な位置関係を把握す
るのに重要である。この物理地図の一つに、染色体に沿って位置づけされた、それぞ
れに隣接しかつ重複し合うクローン化されたＤＮＡ断片のひとかたまりを示した整列
地図がある。

【特記事項】
乳牛の遺伝病に関与する遺伝子を特定し診断法まで開発したことは、家畜改良への

実用的貢献が大きくＳ評価に値する。

【総括】（ ） 、イ 肉用牛について （イ）肉用牛につい （イ）肉用牛 △肉用牛
経済的に重要な形 て、肉質に優れ 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、引き続き遺伝子解析用牛群の肥育試験を実施するとともに、連

、 。質と連鎖性の高い た黒毛和種と体 ムジン種交雑第 優れた成果が得られた 鎖地図の作製とそれを基にした連鎖解析を試行するなど 計画どおり順調に実施した
ＤＮＡマーカーの 格に優れたホル ２世代を４０頭 Ａ：計画どおり順調に実施
探索を開始する。 スタイン種との 程度生産する。 された 【説明】
また、遺伝子解 交雑種を対象に これにより、１ Ｂ：概ね計画どおり順調に 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については、１３５頭

析を推進するため 肉量・肉質と連 ３８頭程度の肥 実施された の肥育試験を実施した。
の牛群（交雑第２ 鎖性の高いＤＮ 育試験を実施す Ｃ：計画どおりに実施され ② マーカー探索については、１９６頭を対象として判定したマーカー遺伝子型を
世代で２００頭程 Ａマーカーを探 る。 なかった 基にして連鎖地図 を作製した。また、今年度までに得られた形質測定データを用☆

度）を造成する。 索する。 また、造成が いて連鎖解析を試行した結果、肉量・肉質等に関わる形質に有意に連鎖するＤＮ
また、肉質に 完了した牛群の Ａマーカーを検出した。
優れた黒毛和種 うち１９７頭程
と肉量に優れた 度を対象として ☆連鎖地図、
リムジン種を交 有用なＤＮＡマ 連鎖地図は、遺伝子やＤＮＡマーカーをその連鎖の程度によって直線上に表したも
配し、受精卵移 ーカーの探索を のである。連鎖は、２つ以上の遺伝子が同じ染色体上の近傍にある場合に、それらの
植技術を利用し 実施する。 遺伝子が相伴って遺伝する現象である。通常、遺伝子座間の距離は、配偶子が形成さ
て第２世代で２ れる減数分裂時に２本の染色体が起こす組換えの頻度から算出する。連鎖地図には、
００頭の群を造 遺伝子やＤＮＡマーカーだけでなく血液型や毛色、さらに産肉性などの経済的に重要
成する。 な形質に関する遺伝子も位置づけできる。

【総括】（ウ）豚について、既 （ウ）豚について、 （ウ）豚 △豚
に造成した遺伝子 遺伝子解析用の ａ 梅山豚とデュ Ｓ：計画を大きく上回り、 Ａ豚については、遺伝子解析用豚群を用いて、ロース芯粗脂肪含量及び管囲について

候補となるブタ遺伝子を解析するとともに、産子数及び黄体数について有意に連鎖す解析用の群を用い 豚群を対象にロ ロック種から造 優れた成果が得られた
るＤＮＡマーカーを検出した。また、半きょうだい豚群の肢蹄得点については、新たて経済的に重要な ース芯脂肪量等 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 と連鎖性の高い 析用豚群を対象 された なＤＮＡマーカー探索手法のための分析を開始するなど 計画どおり順調に実施した
いＤＮＡマーカー ＤＮＡマーカー に、ロース芯粗脂 Ｂ：概ね計画どおり順調に
を特定する。 を探索する。 肪含量と管囲、総 実施された 【説明】

産子数及び黄体数 Ｃ：計画どおりに実施され ① 遺伝子解析用豚群の粗脂肪含量については、第７番染色体の候補領域について
について、有用な なかった ＢＡＣクローン による整列地図 を充実させるとともに、２つの遺伝子につい☆ ☆☆

ＤＮＡマーカーの て塩基配列の決定と遺伝子変異の検索を行い、アミノ酸の変化する箇所を見出し
絞り込みを行う。 た。
ｂ ランドレース ② 管囲については、当該染色体領域に存在する有望な候補遺伝子である１１型コ
種の半きょうだ ラーゲンα２遺伝子についてブタ遺伝子の全塩基配列を決定した。
い家系４家系を ③ 産子数及び黄体数については、連鎖解析により有意に連鎖するＤＮＡマーカー
対象に、肢蹄得 を第３番染色体上に検出した。
点について有用 ④ ランドレース種の半きょうだい関係にある豚群の肢蹄得点については、新たな
なＤＮＡマーカ 家系のＤＮＡマーカー遺伝子型を判定し、連鎖解析を実施した。さらに、新たな
の探索を行う。 ＤＮＡマーカーの探索手法を利用するため、これまで収集したデータを整理しマ

ーカーの分析を開始した。
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☆ＢＡＣクローン
ＢＡＣは、細菌人工染色体（Bacterial Artificial Chromosome）の略で、細菌の遺

伝子を利用して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。ＢＡＣクローンは、ＢＡＣベクターに連結された比較的大きなＤＮＡ断片（約１
０万～３０万塩基対）を持つクローン化された細菌をいい、ＤＮＡの安定性が高いこ
と、直接塩基配列の決定も可能なこと、大きなＤＮＡ断片を挿入できることにより整
列地図作製のために利用されている。また、様々なＤＮＡ断片を持つクローンの集ま
りをライブラリーと呼び、このライブラリーの中から目的の遺伝子やＤＮＡマーカー
等を含むクローンを探索し、整列地図作製の部品にしていく。

☆☆整列地図
ゲノムＤＮＡ上の遺伝子、ＤＮＡマーカー等の物理的な位置関係を把握するために

作製・利用されるもので、染色体に沿って位置づけされた、それぞれに隣接し、かつ
重複し合うクローン化されたＤＮＡ断片のひとかたまりをいう。整列地図は、クロー
ン化された大きなＤＮＡ断片を持つライブラリーの中から、互いに重なりを持つクロ
ーンを集め、それらの重なりや大きさ等ＤＮＡの物理的な情報により並べて作製して
いく。

【総括】（エ）鶏について、既 （エ）鶏について、 （エ）鶏 △鶏
に造成した遺伝子 卵殻質、腹腔内 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及び腹腔内脂肪蓄積解析用鶏群について形質と

ＤＮＡマーカーの連鎖解析を実施するとともに、腫瘍退行性解析用鶏群について雑種解析用の群及び新 脂肪量に関して と弱い群の交雑 優れた成果が得られた
第２世代の能力評価試験を行うなど、計画どおり順調に実施した。規に造成する群を は既に造成した 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 鶏群を対象に、 有用なＤＮＡマ された
要な形質と連鎖性 抗病性に関して ーカーの探索を Ｂ：概ね計画どおり順調に
の高いＤＮＡマー は遺伝子解析用 行う。 実施された 【説明】

、 、 、カーを特定する。 群を新たに造成 ｂ 腹腔内脂肪蓄 Ｃ：計画どおりに実施され 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 卵重
し、それら形質 積の多い群と少 なかった 卵径、卵殻色などの卵形質に有意に連鎖するＤＮＡマーカーを検出した。

、 、と連鎖性の高い ない群の交雑鶏 ② 腹腔内脂肪蓄積解析用鶏群については 雑種第２世代について連鎖解析を行い
ＤＮＡマーカー 群を対象に、有 体重及び腹腔内脂肪重量などの産肉形質に有意に連鎖するＤＮＡマーカーを検出
を探索する。 用なＤＮＡマー した。

、 、カーの探索を行 ③ 腫瘍退行性解析用鶏群については １６２羽について腫瘍退行性能力を評価し
う。 今後の連鎖解析のための十分な形質情報が得られた。
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１８０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

。試験を実施する
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イ 形質評価手法の開 イ 形質評価手法の イ 形質評価手法の □形質評価手法の開発
発 開発 改善 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 ２／２点（・Ａ・） Ａ

の合計 △牛の簡易な肉量推定技術の開発 ２／２点（・Ａ・）

各微項目の評価結果の 合計 ４／４点
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、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、官能検査では、牛肉、豚肉、鶏肉そ

れぞれに有効なパネルを確保し、トレーニングによるパネルの精度向上を図り、理化する。 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、
学分析値との関係を調査した。また、それぞれの調査に必要なサンプリングも順調に養成するととも 査用パネル形成 優れた成果が得られた
実施した。近赤外線分析技術の精度の検証にも取り組み、近赤外線推定値と理化学分に、近赤外線分光 のための訓練を Ａ：計画どおり順調に実施
析値との間で高い相関が得られるなど、計画どおり順調に実施した。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
量やアミノ酸等を ルは、脂肪・蛋 実施された 【説明】
測定する手法によ 白・水分組成、 Ｃ：計画どおりに実施され ① パネル形成のための訓練については、合計６９名（牛３３名、豚１２名、鶏２
り、簡易に計量及 脂肪酸組成、ア なかった ４名）のパネルを選定し、トレーニング及び官能検査を実施した。牛肉では、や
び評価できる手法 ミノ酸組成及び わらかさ、多汁性でトレーニングの効果が認められた。
の開発に取り組 剪断力価等の測 ② 牛肉の近赤外線分析については、脂肪酸組成を推定するため、脂肪の内部反射
む。 定値と官能検査 率等を測定した。また、近赤外線分析装置で黒毛和種とリムジン種との交雑第２

との関係を明確 世代の一般組成について推定精度の検証を実施し、高い相関が得られたが、少数
にする調査に利 ではあるが近赤外線推定値と理化学分析値の差が大きいサンプルも見られること
用する。 から、今後その要因について検討する必要がある。
ｂ 改良された近 ③ 牛肉の組成等と食味との相関については、黒毛和種の脂肪酸組成及びアミノ酸
赤外線分光分析 組成の分析に取り組んだ。官能検査総合判定とアミノ酸分析結果との関係を調査
技術を利用した した結果、焼肉の場合に一部のアミノ酸で0.5以上の相関があったが、その他のア
牛肉の組成解析 ミノ酸ではいずれも低い相関であり、ローストの場合は高い相関のあるアミノ酸
用簡易装置を用 はなかった。また、官能評価における調理法の影響について調査した結果、総合
いて、黒毛和種 評価の評価値におけるローストと焼き肉の相関係数は０．４１であった。
牛肉を対象に近 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，一般組成分析，物
赤外線分光分析 理性測定を実施し、分析値と官能評価項目との関係を調査した。その結果 「官能、
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による水分・脂 評価総合判定と保水力 「多汁性と保水力・加熱損失 「香り・好ましさと粗脂」、 」、
肪・蛋白組成推 肪含量」などで高い相関が見られた。また、官能評価総合判定と強い関係のある
定に必要な調査 評価項目を特定した。
を行う。 ⑤ 鶏肉の組成等と食味との相関については、かたさの官能評価結果と物理性（剪断
また、近赤外 力価）の関係で は「パサパサ感」で高い相関が見られたものの、その他の評価

線分光分析によ 項目では相関が低かった。また、匂い識別装置で鶏肉の香りの強さ及び質を識別
。 、 、 、る脂肪酸組成推 できることが示唆された さらに 味の評価のため アミノ酸分析装置を導入し

定に必要な調査 系統ごとのアミノ酸分析を行った。その結果、２つのアミノ酸以外は系統間で差
。 、 、を行う。 があるとはいえない結果であった 近赤外線測定による味の評価では 官能評価

ｃ 牛肉の脂肪酸 近赤外線測定とも明確な傾向は出なかった。
組成測定値及び ⑥ 食肉の官能検査手法確立のため、有識者４名をアドバイザーとして招聘し、家畜
アミノ酸組成測 改良センターのほか、大学、近県研究機関の関係者など、合計２０名を招集して、
定値と食味との 「食肉に関する官能評価技術検討会」を開催した。
相関について調
査する。
ｄ 豚肉の脂肪酸
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 の開発 Ａ牛の簡易な肉量推定技術の開発については、枝肉解体データ及び切開面画像情報の

収集を行い、枝肉構成推定のための実用性の高い測定項目を抽出するなど、計画どおる。 像解析により、筋 いて枝肉切開面 Ｓ：計画を大きく上回り、
り順調に実施した。肉脂肪構成比を推 写真画像による 優れた成果が得られた

定する技術を検討 筋肉・脂肪量推 Ａ：計画どおり順調に実施
し、実際の筋肉分 定に必要な調査 された 【説明】
離による肉量との を行う。 Ｂ：概ね計画どおり順調に ① 黒毛和種肥育牛について、枝肉切開面を写真撮影した後、枝肉を解体し、脂肪
関連を調査し、枝 実施された ・筋肉・骨に分離し、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・脂肪の面積等を測
量測定技術の開発 なかった 定し、これらと枝肉解体結果との関係から、枝肉構成推定のために有効な項目に
に取り組む。 ついて検討した。

③ その結果、測定項目の中で、相関も高く簡易で実用性の高い皮下脂肪厚、筋間
脂肪厚などの測定項目を抽出した。なお、その項目は性で異なる結果となった。
④ なお、黒毛和種とリムジン種との交雑第２世代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を収集した。

【総括】ウ 血中代謝関連物質 ウ 血中代謝関連物 ウ 血中代謝物質の □血中代謝関連物質の選抜
の選抜利用血中代謝 質の選抜利用血中 選抜利用 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とともに、１１年度に採血を実施し関連物質を指標とし 代謝関連物質の選 各種代謝関連物 Ｓ：計画を大きく上回り、
た個体のうち泌乳形質の遺伝的能力評価値が算出された個体について、血中代謝関連た選抜法の開発を試 抜指標への利用性 質の血中含量と泌 優れた成果が得られた
物質と泌乳能力成績との相関を分析するなど、計画どおり順調に実施した。みる。 を検証するため、 乳能力成績の相関 Ａ：計画どおり順調に実施

それと泌乳能力と について調査し、 された
の相関について調 選抜技術としての Ｂ：概ね計画どおり順調に 【説明】
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査を行う。 利用可能性を検討 実施された ① １４年度は引き続き生後９０日齢の育成牛２３９頭及び１５０日齢の育成牛２
する。 Ｃ：計画どおりに実施され １６頭について絶食状態で採血し、血糖、総コレステロール、遊離脂肪酸、総蛋

なかった 白質、中性脂肪、尿素窒素、ケトン体の７項目について分析し、データを蓄積し
た。

上記細項目については、 ② また、１３年度までの採血記録の傾向を分析したほか、１１年度に採血を行っ
各年度の年度計画にお た雌牛のうち泌乳形質の遺伝的能力評価値が算出された１１０頭の雌牛について
いて定められている具 泌乳能力成績と血中代謝関連物質との関係について分析した。
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 指標＝各細項目の評価点数 □家畜の受精卵移植技術の改善 ２／２点（・Ａ・） Ａ
等を活用した種畜 の合計 □クローン技術の改善 ２／２点（・Ａ・）
の生産、クローン □牛以外の人工授精技術等の改善 ２／２点（・Ａ・）
を用いた検定等よ 各細項目の評価結果の
り効率的な育種改 区分は以下のとおりと 合計 ６／６点
良手法の確立、優 する。
良家畜の増殖、生 Ｓ評価：３点、Ａ評価
産現場でのコスト ：２点、Ｂ評価：１点
低減等に資する繁 、Ｃ評価：０点
殖関連技術の高度
化を図るため、特 Ａ：６点以上
に、次の課題につ Ｂ：３点以上６点未満
いて取り組む。 Ｃ：３点未満

ア 家畜の受精卵移植 ア 家畜の受精卵移 ア 家畜の受精卵移 □家畜の受精卵移植技術の
技術の改善 植技術の改善 植技術の改善 改善 △牛の受精卵移植技術 ２／２点（・Ａ・） Ａ

指標＝各微項目の評価点数 △切断等受精卵の操作技術 ２／２点（・Ａ・）
の合計 △豚の受精卵移植技術 ２／２点（・Ａ・）

各微項目の評価結果の 合計 ６／６点
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：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
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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 （ア）家畜の受精卵 △牛の受精卵移植技術
精卵移植関連技術 植関連技術につ 移植技術の改善 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 乳用育成牛の連続過剰排卵処理技術に関して、延べ60頭について処理と採卵をの改善を図り、子 いて、過剰排卵 ａ 乳用育成牛の 優れた成果が得られた
実施し、そのうち一部の牛については卵胞波 及び性ホルモンの測定を行った。牛を安定的に生産 処理技術、生体 連続過剰排卵処 Ａ：計画どおり順調に実施 ☆

その結果、49日間隔で実施した方が有効と考えられた。また一部の牛で、これらできる技術体系を 卵胞卵子採取技 理技術に関し、 された
の処理期間中の卵胞波 と性ホルモンの動態が明らかになった。開発する。 術、卵凍結保存 卵胞波及び性ホ Ｂ：概ね計画どおり順調に ☆

ｂ 肉用育成牛の生体卵胞卵子採取技術（ＯＰＵ） の効率化については、過剰排技術、受精卵移 ルモンの動態に 実施された ☆☆

卵処理による採卵との組み合わせにより胚生産を効率化する可能性を追求した。植技術及び受卵 ついて調査を行 Ｃ：計画どおりに実施され
その結果、過剰排卵処理直後のOPUでも通常のOPUと同程度の受精卵の生産が可能牛管理・選定技 う。 なかった
であった。同時に、卵子採取操作時に子宮内膜から分泌され、受精卵の品質に悪術の各技術の改 ｂ 肉用育成牛の
影響があると考えられるプロスタグランディンF２αを抑制する薬剤を投与しその善に取り組む。 生体卵胞卵子採
効果を調査したが、その好影響は認められなかった。取技術に関し、

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より効率的な処 ☆☆☆

め、高分子物質について毒性の低いものを検索し、最終的に適切な構成について理方法について
の知見を得たとともに、ストロー内で希釈するために必要な希釈倍率が明らかにの調査を行う。
なった。ｃ ガラス化保存
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年度より利用可技術に関し、培
能性調査を実施してきたOvsynch と呼ばれるホルモン投与プログラムに関する養液改善のため ☆☆☆☆

試験を行い、(1)Ovsynch の第1回目のGnRH投与はPRID に代えることによの調査を行う。 ☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆

り受胎率が改善される可能性が認められた、ｄ 受卵牛管理技
(2)Ovsynch 処理に性周期の5日目にhCGを投与する処理を併用することにより術に関し、ホル ☆☆☆☆

受胎率が改善される可能性が認められた、(3)分娩後の乳牛におけるプロピレングモン処理による
リコール投与による早期繁殖機能回復処理とOvsynch の併用処理により受胎率効率的な受卵牛 ☆☆☆☆

が改善される可能性が認められた、(4)Ovsynch の2回目のGnRH投与はhCGに代の利用方法につ ☆☆☆☆

えることにより受胎率が改善される可能性が認められた。いて調査を行う。
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ｅ 受胎率の良好
生化学分析等と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な受卵牛の選抜
に関連性があることが明らかになった。法を開発する。
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ｆ 体外受精卵培
るベタインの体外受精培地への添加の効果を引き続き調査した結果、胚盤胞への養技術に関し、
発生率や胚の品質の改善に効果が認められ、その至適濃度も明らかとなった。体外受精手法及

び培養液改善の
ための調査を行 【説明】
う。 a

① 乳牛の改良の速度を上げるためには、初産分娩前の育成時期に胚を回収・保存
し、初産検定後高能力の牛由来の産子を得ることで、非常な効果が得られる。育
種事業に必要な移植可能胚数は１回目の採卵で5個以上、２回目の採卵で３個以上
を目標としている。

② １３年度までの試験で、連続２回の過剰排卵処理と採卵を繰り返した場合、2回
目の処理では反応が低下することが認められていたが、処理間隔を２８日と４９
日で比較する試験を実施した。同時に、一部の牛について、処理中の卵胞波及び
性ホルモンの動態を観察した。
③ 結果として、４９日間隔の方が、有意差は無いもののより多くの合計正常胚数



- 54 -

が得られ、目標達成個体の数からも有効と考えられた。また、連続過剰排卵処理
に対する反応不良時の卵胞波及び性ホルモンの動態について一定の知見を得た。

ｂ
① 肉用育成牛の生体卵胞卵子採取技術(ＯＰＵ) の効率化について、過剰排卵処☆☆

理による発情発現の４８時間後（人工授精実施後）にOPUを実施した場合、どのよ
うな卵子が採取できるか、過剰排卵処理及び採卵の成績に影響があるかどうかに
ついての試験を１３年度より実施した。
② １４年度は卵子の採取操作時に子宮内膜から分泌され、胚の品質に悪影響を及
ぼすと考えられるプロスタグランディンF2αを抑制する薬剤（フルニキシンメグ
ルミン）を投与しその効果を調査した。
③ その結果、回収胚の品質の改善効果は認められなかった。また、過剰排卵と組
み合わせた生体卵子吸引では、試験区で回収卵子数が多い傾向にあり、体外受精
による胚盤胞への発生率は低いものであったにもかかわらず、生産される胚盤胞
の数に差は認められなかった。

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☆☆☆

開発したガラス化溶液 について、保存・融解後の胚の生存率を高めるため☆☆☆☆☆☆

に、５種類の高分子物質をガラス化溶液に使用した場合の、体外受精胚に対する
毒性の調査を実施した。
② まず、それぞれの物質について、常法のガラス化溶液に使用した場合にガラス
化の起きる最低濃度を、ストロー内でのガラス化試験により求めた。
③ 次いで、求められた各物質の濃度により、ガラス化溶液をそれぞれ作成し、媒
精後７～８日後の体外受精胚（胚盤胞と拡張胚盤胞）を使用して、毒性試験を実
施したところ、ポリビニルピロリン（分子量=40,000）が最も毒性が低いと考えら
れた。
④ また、耐凍剤の希釈のためには、ガラクトースよりシュークロースの方がより
ガラス化胚の生存性が高く２０倍程度に希釈することが必要と考えられた。

d
Ovsynch と呼ばれるホルモン投与プログラムによって排卵同期化と定時人工授☆☆☆☆

精が可能であるが、１２、１３年度の調査研究によって、この方法が胚移植にも利
用可能であり、コスト低減につな がる結果が得られている。
１４年度の受卵牛の効率的な排卵誘起方法の検討については、Ovsynch の修正☆☆☆☆

法やhCGとの併用による受胎率向上、乳牛の分娩後の早期繁殖回復処理との組み合わ
せ等の試験を実施した。
① 「受卵牛の発情周期に関係なく利用でき、受胎成績等の良好な排卵誘起方法の検
討」
第１回目のGnRHの代わりにPRID を使用することで、Ovsynch 常法とそ☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆

。の排卵同期化効果及 びその後の移植受胎率にどのような差があるかを比較した
結果として、PRID の併用は排卵同 期化についてOvsynch と同様の効果☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆

があり、排卵時間はより集中して起きた。また移植による受 胎率もより高い傾
向にあった。

② 「排卵誘起処理とhCGとの併用による受胎率改善効果の検討」
受卵牛にOvsynch を行い、試験区は発情後5日目にhCGを投与し、対照区は無投☆☆☆☆

与とした。超音波診断装置を用いて黄体検査及び移植を実施し、移植後の受胎成
績に与える影響について検討した。
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その結果、有意差は認められなかったが、hCGを投与したもので受胎率の高い傾
向が認められた。
③ 「乳牛の分娩後の早期繁殖回復処理と排卵誘起処理との併用による受胎率改善
効果の検討」
ホルスタイン種経産牛（２産以上）を供試し、試験区に分娩後28～49日目まで

プロピレングリコールを投与し、受胎率改善の効果があるかについて調査を行な
った。
Ovsynch の実施後48時間目までに排卵を確認した受卵牛に胚移植を行なった。☆☆☆☆

その結果、プロピレングリコールを投与した区においてより排卵が集中して起
こり、受胎率も対照区より高かった。
④ 「分娩後の効率的な排卵同期化方法の検討と受胎成績に及ぼす分娩後日数の調
査」
分娩後４ヶ月未満の牛について、Ovsynch と、Ovsynch のGnRHをhCGに代☆☆☆☆ ☆☆☆☆

えた修正法とを比較した。同時に受卵牛を分娩後日数により３区、同期化手法に
より２区に分類して受精卵移植を行い、その受胎成績を比較検討した。
その結果、試験区で受胎率の高い傾向が認められた。また分娩後日数について

は、101日以降でその以前より受胎率の低い傾向が認められた。

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、 年度の成績と併せ受卵牛の選別に用い１１～１３
ることができる可能性が認められた。また、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、１３年度に浸透圧平衡
化物質であるベタインを体外受精培地に添加し良好な結果が得られているが、１
４年度はこの確認のために例数を増やすとともに、発生した胚盤胞の細胞数や切
断二分離後の発育を比較した。
② この結果、ベタイン添加により胚盤胞への発生率の改善に効果が認められたう
え、胚盤胞の細胞数及び切断二分離後の修復率についてもベタイン添加の効果が
あること、及び低ランク卵子の体外受精に卵丘細胞との共培養が有効であること
が明らかになった。

☆卵胞（発育）波
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数日～十数日の

間隔で発育・退縮を代わる代わる繰り返す現象が認められる（一性周期の中で通常２
～３回 。これが卵胞（発育）波と呼ばれるもので､過剰排卵処理時の卵胞波の状態は）
処理成績に影響を与えると考えられている。

☆☆生体卵胞卵子採取技術 (OPU:Ovum Pick Up)
体外受精には卵巣から吸引採取した未成熟卵が使用されるが、と殺や死亡した牛の

卵巣でなく、生体から非手術的に採取する技術を生体卵胞卵子採取技術という。牛の
膣内に超音波プローブを挿入し、吸引可能な卵胞を観察しながら卵子の採取が可能で
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ある。

☆☆☆ガラス化保存
。 、 、細胞を壊すことなく受精卵を超低温で保存する技術 従来の凍結法では 凍結の際

含まれる水分が氷の結晶となり、細胞内小器官などを物理的に破壊して細胞を壊し、
受精卵移植後の生存率､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ない。
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場合、氷の結晶による細胞の損傷が起こ
らないので高い生存率が期待されるが、ガラス化のためには非常に高濃度の耐凍剤を
使用することが必要であり、その毒性をいかに回避するかが重要である。

☆☆☆☆ 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。牛の性周
期に関わり無く第1回目のGnRHを投与､その1週間後にPG、またその2日後に第2回目のGn
RHを投与することにより、排卵が同期化され定時人工授精が可能となる。

☆☆☆☆☆ PRID（プロジェステロン放出膣内挿入具）
牛の発情同期化に用いるため膣内に挿入する器具であり、黄体ホルモンを持続的に

放出するため、発情発現が抑制される。CIDRという商品名の製剤が使われている。

☆☆☆☆☆☆センター開発ガラス化溶液の組成
20%エチレングリコール+20%グリセリン+0.3Mショ糖+0.3Mキシロース+3%ポリエチレ

ングリコール （分子量＝8,000）

【総括】（イ）切断等受精卵の （イ）切断等受精卵 （イ）操作後の受精 △切断等受精卵の操作技術
操作技術につい の操作技術につ 卵保存法 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をて、操作後の受精 いて、ガラス化 切断等の操作 優れた成果が得られた
明らかにするなど、計画どおり順調に実施した。卵の保存技術を改 法を応用した操 後の受精卵（切 Ａ：計画どおり順調に実施

善する。 作受精卵の保存 断二分離胚、性 された
技術の改善に取 判別のためのバ Ｂ：概ね計画どおり順調に 【説明】
り組み、受胎率 イオプシー胚及 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
の向上を図る。 び核移植による Ｃ：計画どおりに実施され シー胚 ）の保存技術に関して、２種類の保存法（凍結保存法とガラス化保存法）☆

。 、再構築胚）の保 なかった の比較のための調査を行った １３年度においては全て体外受精胚を使用したが
存技術に関し、 １４年度は全て体内で受精した胚を使用した。
２種類の保存法 ② その結果、切断二分離したものでは、ガラス化保存のほうが凍結保存したもの
の比較のための より生存性の高い傾向が認められたが、バイオプシー胚 については、保存方法に☆

調査を行う。 よる差は全体では認められなかったものの、品質の低い胚ではガラス化の方が生
存性が高かった。

☆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。
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【総括】（ウ）豚について、受 （ウ）豚の受精卵移 （ウ）豚の受精卵移 △豚の受精卵移植技術
精卵移植の受胎率 植技術について 植技術 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、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行を改善する。 凍結保存技術の 豚受精卵の低 優れた成果が得られた
い、凍結保存胚及びガラス化保存胚それぞれ５頭ずつ移植するなど、計画通り順調に改善を図るとと 温保存技術に関 Ａ：計画どおり順調に実施
実施した。もに、簡易な移 し、２種類の保 された

植技術の開発に 存法の比較のた Ｂ：概ね計画どおり順調に
も取り組み、凍 めの調査を行う 実施された 【説明】。
結卵移植の受胎 Ｃ：計画どおりに実施され ① 牛と異なり保存が極めて困難な豚胚で、保存が困難である原因とされる細胞質
率の向上を図る なかった 中の脂肪滴を除かず（ウィルス汚染を防ぐ意味で重要な受精卵の透明帯を穿孔せ。

ず）に保存する技術を確立するため、胚を保存する前に遠心処理する効果につい
て凍結保存法及びガラス化保存法で比較調査した。
② １３年度においては培養試験を中心に実施したが、１４年度においては引き続
き移植試験を実施することとして取り組んだ。
③ 凍結保存及びガラス化保存のそれぞれについて移植による胚の生存性を調査す
るため、５頭ずつの移植を実施したところ、凍結保存で5/5頭受胎（1頭流産 、）
ガラス化保存で2/5頭受胎（1頭流産）した （異なる品種の新鮮胚との混合で移植。
しているため、分娩まで保存胚による受胎率は確定できない）

イ クローン技術の改 イ クローン技術の イ クローン技術の □クローン技術の改善
善 改善 改善 指標＝各微項目の評価点数 △初期胚クローン ２／２点（・Ａ・） Ａ

の合計 △体細胞クローン ２／２点（・Ａ・）
△牛のクローン ２／２点（・Ａ・）

各微項目の評価結果の
区分は以下のとおりと 合計 ６／６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
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 （ア）初期胚クロー △初期胚クローン
術について、同時 ンについて、 割 ン Ｓ：計画を大きく上回り、 Ａ初期胚クローンについては、以下のとおり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、引き続き割球分離胚の共培養方法に期に２頭以上のク 球分離技術、胚 ａ 割球分離技術 優れた成果が得られた
関する調査を行い、共培養の方が高い胚盤胞発生率を得た。ローンを安定的に の分割技術及び に関し、培養条 Ａ：計画どおり順調に実施

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、4種類の切断溶液を比生産できる技術体 栄養膜細胞の核 件検討のための された
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較し､ショ糖添加とPBS(-) 液中での感作の効果を調べたが、ペア胚の作出率・受系に改善する。 移植技術の３手 調査を行う。 Ｂ：概ね計画どおり順調に ☆

胎率・双子受胎率の全てにおいて差は認められなかった。法について、技 ｂ 胚分割技術に 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、５頭の受胎に成術の改善に取り 関し、培養液改 Ｃ：計画どおりに実施され ☆

功したが、４頭は流産しており、１頭のみ妊娠を継続中である。組み、最も効果 善のための調査 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的なものを見極 を行う。 ☆☆

いて試験したが、共移植による明らかな受胎率向上の明らかな効果は認められなめる。 ｃ 栄養膜細胞の
かった。核移植技術法の

開発のため、栄
養膜細胞をドナ
ー細胞とした核
移植に取り組む 【説明】。
ｄ 栄養膜小胞の ａ
共移植が操作胚 ① 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のう
の移植受胎率に ち、共培養の方法に関する調査を行った。
及ぼす影響につ ② １３５個の体外受精由来の初期胚を４分割し、対照区を含めて共培養に関する
いての調査を行 ３種類の培養方法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。
う。 ③ その結果、卵管上皮細胞との共培養により胚盤胞発生率及び胚盤胞の細胞数は

改善されるが､細胞の培養形態による差は認められなかった。

ｂ
① 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、切断中に胚を保持す
る培養液中にショ糖を添加する効果、及びＰＢＳ（－） 感作を与える効果をそれ☆

ぞれ調査した。
② 切断後、３時間培養した後でＡランクペア率を調べ、二分離したペア毎に受卵
牛へ移植し、受胎率と双子受胎率を調べた。
③ 結果的に､ショ糖添加、ＰＢＳ（－） 液中での感作ともに、移植受胎率に対し☆

て 効果は認められなかった。

ｃ
① 栄養膜細胞の核移植技術の開発のため、栄養膜細胞をドナー細胞とした核移植
胚の作成と一卵性多子（クローン牛）の作成に取り組んだ。
② その結果、１４年度は新鮮な卵巣の入手が困難となったため、体内受精胚を用
いたが、胚盤胞への発生率はやや低く15.0%であった。５頭の受胎を得たが、流産
により１頭のみが現在妊娠中である。

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、切断二分離胚等と栄養膜小胞を同時に移植する
効果を調査した。
② その結果、体外受精胚由来継代栄養膜小胞を切断二分離胚と、また生体胚由来
栄養膜小胞を新鮮胚・切断二分離胚及び体細胞クローン胚とそれぞれ共移植した
が、いずれも明らかな受胎率向上の効果は認められなかった。

☆ＰＢＳ（－）
Phosphate Buffered Saline 。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 （－）とはカルシウム、マグネシウムの金属塩類を含まないもので、この。
中で感作させることにより細胞の密着度が緩むと考えられる。
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☆☆ 栄養膜細胞、栄養膜小胞
卵子が受精後、胚盤胞という発育段階に達すると、内部細胞塊（胎子になる部分）

と栄養膜細胞（胎盤になる部分）とに分化が明瞭になってくる。栄養膜小胞とは、14
日前後の胎齢の胚からこの栄養膜細胞部分のみを細切して培養した後小胞状に発育し
たものを指す。胚の移植時にこの小胞を一緒に移植することで、受胎率向上の効果の
あることが報告されている。

【総括】（イ）体細胞クロー （イ）体細胞クロー △体細胞クローン
ンについて、核 ン Ｓ：計画を大きく上回り、 Ａ体細胞クローンについては、体細胞クローン胚受胎牛７頭について血中物質を定期

、 、 。移植技術の改善 体細胞クロー 優れた成果が得られた 的に測定し クローン胚の成長等との関連を調査するなど 計画通り順調に実施した
に取り組むとと ン胚妊娠牛の血 Ａ：計画どおり順調に実施
もに、体細胞ク 中物質を定期的 された 【説明】
ローンの発生率 に測定し、クロ Ｂ：概ね計画どおり順調に ① クローン胚を受胎している雌牛における胎盤発育の異常性の指標として、胎盤
及び流産率に与 ーン胚の成長及 実施された 由来の血中酵素の測定が有効と考えられることから、１４年度は体細胞クローン
える要因分析を び流産状況との Ｃ：計画どおりに実施され 胚受胎牛７頭について胎盤由来の血中酵素等を測定した。
行い、技術全体 関連を調査する なかった ② 血中酵素としては、血中アルカリフォスファターゼ、血中プロジェステロン濃。
の安定化に取り 度について測定を行った。
組む。 ③ その結果、７頭のいずれについても胎児は順調に発育しており、血中物質にも

特別な異常は認められていない。

【総括】（イ）牛のクローンに （ウ）生産されたク （ウ）クローン牛の △牛のクローン
ついて、従来手法 ローン牛の発 発現形質及び特 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で生産された牛と 現形質及び特性 性の調査 優れた成果が得られた
頭及び対照牛５頭について、経時的に血中代謝産物を始めとする５項目について比較した場合の特 を調査し、相似 ａ クローン牛の Ａ：計画どおり順調に実施
データの集積を継続し、これまでのところ対照牛との明らかな差は認められてい性及び遺伝的に同 性を確認すると 正常性と相似性 された
ない。一とされるクロー ともに、その利 を確認するた Ｂ：概ね計画どおり順調に
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ン個体間等の相似 用価値の検討を め、生産形質及 実施された
ーン雄牛１０頭、雌牛９頭について、その肥育における相似性調査を実施し、デ性を確認する。 行う。 び生理機能につ Ｃ：計画どおりに実施され
ータの集積を継続した。いて調査を行う なかった。

ｂ 体細胞クロー
ン雄牛とそれに 【説明】
細胞を提供した ａ
種雄牛との間の ① 体細胞クローン計１８頭(４組)について、その生理的な正常性及び相似性を確
相似性を確認す 認するために､血中代謝産物の測定、代謝及び繁殖機能負荷試験、繁殖機能の詳細
るため、各子畜 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。
を生産し、生産 ② 体細胞クローン牛の品種構成は、ジャージー種４頭、ホルスタイン種９頭、黒
形質及び生理機 毛和種５頭であり、これまでの調査の結果は以下のとおりである。
能について調査 １）発育
を行う。 いずれも標準発育値と比較して非常に良好な発育を示した。

相似性に関しては、0-24ヵ月齢の体重は環境条件を原因とする差が認められた
一方で、体高等 の骨格は体重に比較してバラツキが少なく、環境の影響を受け
にくかったことが明らかとなった。

２）繁殖性
現時点で少なくとも卵管上皮由来体細胞クローンで３産は可能であることが立
証された。 ホルスタイン種クローンでは育成期の発情行動が微弱な傾向が観察

。 、 、 。された また 分娩後の繁殖回復過程に関しては 大きな個体差が観察された
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３）生産性（泌乳量）
乳量の増減は似た傾向を示した。
同一クローン群内の成績から、発育速度が乳量に影響していた可能性が考えら
れた。

４）生理特性
血中代謝産物濃度について：２２項目分析し、育成期ならびに初産分娩後９０

日までの所見において大きな異常は認められなかった。

ｂ
① クローン牛の相似性を確認する調査について、黒毛和種の体細胞クローン雄牛
１０頭、雌牛９頭に関して実施している。特にその肥育における相似性調査を実
施しているが、１４年度においては最初の２組、去勢４頭と雌３頭の組について
肥育を終了し、と畜後の肉質調査を終了した。
② その結果、これまでのところ、去勢したクローン牛では発育良好であり枝肉成
績については筋肉の形状及び脂肪交雑が極めて似通っていることに加えロース芯
面積やバラ厚などの変動係数が低い傾向を示した。一方、雌牛ではばらつきが大
きい傾向が見られた。

ウ 牛以外の家畜の人 ウ 牛以外の家畜の ウ 牛以外の家畜の □牛以外の人工授精技術等 △精液の広域流通をめざした技術の改善 ２／２点（ Ａ ）
工授精技術等の改善 人工授精技術等の 人工授精技術等の の改善 △めん羊・ヤギの産子の生産技術の改善 ２／２点（ Ａ ） Ａ
牛以外の家畜につい 改善 改善 指標＝各微項目の評価点数
て、人工授精技術の の合計 合計 ４／４点
改善や季節外繁殖等
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 （ア）人工授精技術 △精液の広域流通をめざし
について、精液 の改善 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。の広域流通をめ ａ 豚精液の低温 Ｓ：計画を大きく上回り、
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２種類（ＢＴＳ及ざした技術の改 保存技術に関し 優れた成果が得られた、 ☆
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びモデナ）の希釈液に添加して比較を行い、既存手法の２倍の期間でも人工授精善に取り組む。 個体毎の精液の Ａ：計画どおり順調に実施
に使用可能であることを確認した。耐低温性につい された
ｂ 山羊については、牛用の希釈液にトレハロースを添加した効果を調査し、添加ての調査を行う Ｂ：概ね計画どおり順調に。
の効果は認められなかったがウシ用の希釈液が山羊にも十分利用可能であることｂ 山羊の人工授 実施された
を明らかにした。精技術に関し、 Ｃ：計画どおりに実施され
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凍結精液の保存 なかった
ろ、トリス・グルコース・卵黄希釈液では受胎例が得られ、ラフィノースとフラ性についての調
クトースを添加した場合より優れていることが示唆された。査を行う。
ｄ 馬については、凍結精液の保存性について調査を行い、液状精液と遜色のないｃ めん羊の人工
受胎率が得られたことに加え、液状精液の保存性及び長距離輸送に係る試験を行授精技術に関し、
い、良好な結果を得た。凍結精液の保存

性についての調
査を行う。 【説明】
ｄ 馬の人工授精 ａ

（ ）技術に関し、凍 ① 豚の精液の低温保存技術を改善するために２種類の希釈液 ＢＴＳ及びモデナ
結精液の保存性 にそれぞれ長鎖アルコール と少量の脂質を組み合わせた希釈液を用い３種類の冷☆

についての調査 却パターンにより１４日間まで保存し、精子の生存について比較検討した。
を行う。 ② その結果、両方の希釈液で精子の生存が７日目で30+++以上、１４日目でも25++

+以上が得られ、既存の手法（７日目で25+++以上が標準）の２倍の期間において
も、人工授精に使用可能と考えられた。

ｂ
① 山羊の凍結精液の保存性を改善するためにシバヤギについての調査を行った。
② 採取直後に良好な活力（生存率）を示す精液を用い、牛用の良好な凍結用希釈
液にトレハロースを添加し、凍結精液を作成し、凍結融解後の活力を調査した。
③ その結果、トレハロース添加による山羊精子保存への好影響は認められなかっ
たが、牛用凍結希釈液が山羊にも充分適用可能であることが明らかになった。

ｃ
① めん羊の凍結精液の保存性を改善するために希釈液の成分及び希釈方法につい
て調査を行い、品質の高い凍結精液の作成手法を検討した。
② 希釈液の成分としてはトリス・グルコース・卵黄希釈液とラフィノース・トリ
ス・フラクトース・卵黄希釈液を比較し、希釈方法としては１step法と２step法
と比較した。
③ その結果、ラフィノース及びフラクトースの添加による改善は見られなかった
が、１step法の簡便な希釈方法でも充分な融解後活力と受胎性を有することが明
らかとなった。

ｄ
① 馬の凍結精液の保存性を改善するために、引き続きその受胎性の試験に取り組
んだ。その結果、１３年度までの試験成績と合わせて１４頭中６頭が受胎（受胎
率４３％）し、液状精液と遜色ない成果を得た。

② また、液状精液の保存性を改善するための試験にも取り組んだ結果 （ア）長期、
冷蔵保存精液の保存性が増し （イ）宅配便を利用した長距離輸送による受胎率に、
良好な成績を得た。

☆長鎖アルコール
アルコールは分子構造上、炭素原子が鎖のようにつながったものが骨格になってい
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る。この炭素原子数が１１個以上のものを長鎖アルコールといい、豚精子の高い低温
感受性を和らげる働きがあると考えられている。

【総括】（イ）めん羊・山羊 （イ）めん羊・山羊 △めん羊・山羊の産子の生
は繁殖季節以外 の季節外繁殖 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）の効果を調の時期に確実な ａ めん羊の繁殖 Ｓ：計画を大きく上回り、 ☆

査したところ、めん羊、山羊いずれについても遜色ない成績が得られるなど、計画ど産子の生産をめ 季節外発情誘起 優れた成果が得られた
おり順調に実施した。ざした技術の改 に関し、ホルモ Ａ：計画どおり順調に実施

善に取り組む。 ンを利用した２ された
つの手法を比較 Ｂ：概ね計画どおり順調に 【説明】
するための調査 実施された ａ
を行う。 Ｃ：計画どおりに実施され ① めん羊の繁殖季節外発情誘起について、ニュージーランドで開発された膣内挿
ｂ 山羊の繁殖季 なかった 入型発情誘起器具 (PRID)と、家畜改良センターで開発した膣内クリーム法 (河野☆

節外発情誘起に 式)についての比較調査を行った。
関し、ホルモン ② その結果、膣内クリーム法は処置後の発情時間にややバラツキはあるものの、
を利用した手法 発情誘起率、排卵率、受胎率においてPRID との差は認められず、実用可能な発情☆

の改善のための 誘起手法であると考えられた。
調査を行う。

ｂ
① 山羊の繁殖季節外発情誘起について、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 (PRID)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 その結果、例数は少ないもののPRID と膣内クリーム法ともに受胎および分娩例☆

が得られた。めん羊用の膣内クリーム法が、PRID と同様に山羊の季節外繁殖に応☆

用できる可能性が示唆された。

☆ PRID（プロジェステロン放出膣内挿入具）
牛の発情同期化に用いるため膣内に挿入する器具であり、黄体ホルモンを持続的に

放出するため、発情発現が抑制される。CIDRという商品名の製剤が使われている。

（３）飼養管理関連技 （３）飼養管理関連 （３）飼養管理関連 ◇飼養管理関連技術
術 技術 技術 指標＝各微項目の評価点数 □ロボット搾乳に関する調査 ２/２点（・Ａ・） Ａ
優良家畜の効率 の合計 □肥育期間及び栄養水準に関する調査２/２点（・Ａ・）

的利用等を図るた □肥育方法の改善のための調査 ２/２点（・Ａ・）
め、家畜の経済的 各微項目の評価結果の □マニュアルの作成 ２/２点（・Ａ・）
な飼養管理を行う 区分は以下のとおりと
上で必要な調査を する。 合計 ８/８点
実施する。 Ｓ評価：３点、Ａ評価
また、家畜の管 ：２点、Ｂ評価：１点

理、粗飼料の生産 、Ｃ評価：０点
・利用、家畜排せ
つ物の処理・利用 Ａ：８点以上
等の実用化された Ｂ：４点以上８点未満
飼養管理技術につ Ｃ：４点未満
いて、マニュアル
を作成する。 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



- 63 -

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 ア ロボット搾乳導 □ロボット搾乳に関する調
搾乳が泌乳成績に 入支援 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。及ぼす影響を調査 ロボット搾乳成 Ｓ：計画を大きく上回り、
する。 績を牛群検定に適 優れた成果が得られた

用する方式の開発 Ａ：計画どおり順調に実施 【説明】
のため、ロボット された ① １４年度は昨年度データ収集した農家６戸、県試験場２カ所、家畜改良センタ
搾乳成績の調査を Ｂ：概ね計画どおり順調に ー宮崎牧場の計９カ所に加え、２月からは新たにロボットによる牛群検定を開始
行う。 実施された した農家１戸を加えた１０カ所より６１３頭のロボット搾乳記録を収集した。

Ｃ：計画どおりに実施され ② 収集した記録についてデータの有効性等のチェックを行なった上で、２４時間
なかった に満たない乳成分量から２４時間成分量を推定する方法について検討を行った。

③ その結果、乳成分と対になっていない乳量の記録を活用することにより、乳成
分の推定精度が上がる可能性が示唆され 「平成１４年度牛群改良推進体制再編整、
備支援事業検定簡易化検討会」に報告を行った。

【総括】肥育期間及び栄養水準に関する調査については、分割卵クローン牛のペアをイ 肥育期間及び栄 イ 適切な肥育期間 □肥育期間及び栄養水準に
養水準について、 及び栄養水準の設 関する調査 Ａ用い、ビタミンＡコントロール下での育成期における濃厚飼料給与水準比較試験を終

了したほか、肥育中後期のビタミンＡ投与効果の解明試験を継続し、肥育開始時ビタクローン牛を使っ 定 Ｓ：計画を大きく上回り、
ミンＡレベルの肉質への影響解明試験を開始するなど、計画どおり順調に実施した。た精度の高い調査 肉用牛肥育時の 優れた成果が得られた

を行う。 適切なビタミンＡ Ａ：計画どおり順調に実施
水準を決定するた された 【説明】
め、クローン牛の 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
ペアを使った精度 実施された り脂肪交雑は向上するものの、増体性及び食味性の低下が窺えることから、ビタ
の高い肥育試験を Ｃ：計画どおりに実施され ミンＡコントロール下での増体の改善のため、育成期に濃厚飼料を多給する試験
行う。 なかった を全きょうだい牛及びクローン牛（切断二分離胚由来の一卵性双子）を用いて実

施した。
② その結果、全体では多給区と対照区で差はなかったが、クローン牛に限ってみ
ると、枝肉重量、枝肉中の脂肪割合、骨割合で多給区が対照区に比べて有意に大
きかった。
③ また、肥育中後期のビタミンＡ投与の効果を解明するためクローン牛を用いた
試験を継続中であり、肥育開始後９ヵ月の時点では発育に差はない。
④ さらに、肥育開始時のビタミンＡレベルの違いが肉質に及ぼす影響を解明する
試験を開始した。

【総括】ウ 肥育方法改善の ウ 超音波診断技術 □肥育方法の改善のための
ため、超音波診断 等を利用した肥育 調査 Ａ超音波診断技術を利用した肥育方法の改善について、超音波診断画像及びＸ線ＣＴ

画像の撮影並びに画像データの収集及び分析等を実施し、超音波測定値と枝肉格付値装置等による肥育 方法の改善 Ｓ：計画を大きく上回り、
の間に、特定形質で早期に有意な相関が認められた。また、ＣＴ画像から筋肉面積等期間中の肉量・肉 上記イの（ビタ 優れた成果が得られた
の経時的変化を確認するとともに、頭部立体画像を作成するなど、計画どおり順調に質判定結果と肥育 ミンＡ制限による Ａ：計画どおり順調に実
実施した。方法及び枝肉成績 肉質改善）の調査 施された

の関係について調 と併せて、超音波 Ｂ：概ね計画どおり順調に
査する。 診断装置等の断面 実施された 【説明】

画像による筋肉・ Ｃ：計画どおりに実施され ① 超音波診断技術については、経時的に撮影した黒毛和種肥育牛の超音波画像と
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脂肪増加曲線推定 なかった 格付結果とを比較した。その結果、皮下脂肪の厚さ、BMS-No、ロース芯面積では
のための調査を行 有意な相関が得られ、特にBMS-Noで高い相関係数が得られており、早期肉質診断
う。 の可能性が示唆された。

② 家畜生体用Ｘ線ＣＴ装置の実証試験においては、昨年の結果を踏まえて筋肉の
経時的変化の確認のため子牛の撮影を実施した。
その結果、各筋肉とも順調に増 加の傾向を確認できた。また、当装置の他

、 、 。用途での活用を図るため 撮影したＣ Ｔ画像から 頭部立体画像を作成した

【総括】エ 家畜の管理、粗 エ 家畜の管理、粗 □マニュアルの作成
飼料の生産・利用 飼料の生産・利用 Ｓ：計画を大きく上回り、 Ａ、 、 マニュアルの作成については、豚の胚移植技術及びめん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。家畜排泄物の処理 家畜排泄物の処理 優れた成果が得られた
・利用等、実用化 ・利用等の実用技 Ａ：計画どおり順調に実
技術 について、家 術の普及支援を行 施された 【説明】
畜の改良増殖業務 うとともに、堆肥 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・
に取り組む中で得 化処理技術及び畜 実施された 見学の受入れ、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
られた工夫yやデー 舎設計に関する技 Ｃ：計画どおりに実施され 遣等を行った。
タの積み重ね及び 術手引書を作成す なかった ② 技術手引書については 「豚における胚移植を用いた育種素材の導入 「子羊の、 」、
調査結果を基にマ る。 早期離乳と人工哺育」の２編を新たに作成し、既存手引書と併せて畜産関係者等
ニュアルを作成す に配布した。
る。 ③ また、１３年度に作成した「山羊の飼養管理マニュアル」について配布希望が

多いため、増刷、配布を行った。

【総括】（４）技術開発・調査 （４）技術開発・調 （４）技術開発・調 ◇技術開発・調査に対する
に対する支援外部 査に対する支援 査に対する支援 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機関が行う技術開 ア 大学・民間企業 ア 大学・民間企業 指標＝平成１０年から１２
取り組み、総件数は１０～１２年度の平均件数（３２件）比で３０６％となる９７件発及び調査に対し 等が実施する技術 等が実施する技術 年の平均件数に対する
となった。センターの保有す 開発及び調査のう 開発及び調査のう 実績件数の割合

る施設・ほ場・家 ち、我が国の畜産 ち、我が国の畜産 Ａ：１１０％以上
畜を利用させる 振興等 に寄与する 振興等に寄与する Ｂ：１００％以上１１０％ 【説明】
等、可能な限りこ と判断されたもの と判断されるもの 未満 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
れらを支援する。 については、セン について、共同で Ｃ：１００％未満 課題８件、新規課題１２件に取り組んだ。

ターの本来業務 に 行う。 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
支障を来さない範 また、大学・民 てセンター保有家畜の生体、血液等を２４件、施設・土地等を９件、家畜形質デ
囲で、共同研究の 間企業等が実施す ータ３件を提供した。
実施又は施設・圃 る技術開発及び調 ③ 外部機関が行う畜産関連調査への協力として、草地開発に関する受託調査等２
場・家畜等の提供 査のうち、我が国 ５件を受託した。
などの方法により の畜産振興等に寄 ④ １３年度から開始した豚肉の肉質分析については、１６件を受託した。、
積極的に支援を行 与すると判断され ⑤ これらの結果、１４年度の外部支援は９７件、１０～１２年度における年平均
う。 るものについて、 ３１．７件に対して３０６％となった。
イ 国等外部機関か センター保有の家 ⑥ このほか調査研究成果について、査読のある日本畜産学会報、Animal Genetics
ら、畜産に関する 畜等を提供する。 等に９件の論文を発表（うち３件は印刷中）した。
調査の依頼があっ イ 他の機関から依
た場合には、可能 頼のあった場合に
な限りこれに協力 は、業務に支障の
する。 ない限り積極的に

対応する。
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５ 講習及び指導調査 ５ 講習及び指導 ５ 講習及び指導 ○講習及び指導
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 ２/２点（・Ａ・） Ａ
実用化の成果等の普 の合計 ◇技術の普及指導２/２点（・Ａ・）
及を図るため、特に ◇国内研修 ２/２点（・Ａ・）
次の事項に積極的に 各小項目の評価結果の ◇海外技術協力 ２/２点（・Ａ・）
取り組む。 区分は以下のとおりと

する。 合計 ８/８点
Ａ評価：２点、Ｂ評価

【特記事項】：１点、Ｃ評価：０点
調査研究等の成果発表及び技術開発等の情報提供については、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、センター報告書等により着実Ａ：８点
に実施された。Ｂ：４点以上８点未満
さらに、研修・技術協力においても計画を超えて順調に実施されている。Ｃ：４点未満

【評価結果】当該評価を行うに至った
この項目に属する評価は、個別に評価を行った結果、指標等と比較して年度計画を経緯や特殊事情、中期目標

上回って実施されていると認められる。や中期計画に記載されてい
また、この項の評価指標について、実績が指標をかなり上回った項目もあるが、他る事項以外の業績その他特

機関への講師派遣の要請に応じた結果等であり、今後の要請件数の動向に注意し、必筆すべき事項等を併せて記
要に応じて評価指標等の見直しを行うべきである。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 ２/２点（・Ａ・） Ａ

の合計 □技術開発・実用化に係る情報の提供 ２/２点（・Ａ・）

各細項目の評価結果の 合計 ４/４点
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】ア 学会、紙誌類、ホ ア 調査研究の結果 ア 技術開発・実用 □調査研究等の成果の発表
ームページ等を活用 得られた成果につ 化の成果のうち学 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し、調査研究等の成 いては その都度 術的な価値の高い 紙誌類、ホームページ、 、
ポスター発表、センター報告書等により、７３件の発表を行った。果を毎年５０件以上 関連学会における ものについて、日 等への年間発表件数

発表する。また、畜 口頭発表又は論文 本畜産学会を始め Ａ：５０件以上発表
産技術に関する情報 発表を行い、当該 とする学会等にお Ｂ：３５件以上５０件未満 【説明】
提供に努める。 技術の研究・開発 いて発表を行うと ① 調査研究の成果については、学会報・研究会報での発表９件（うち３件は審査

に携わる関者から ともに、学術誌に Ｃ：３５件未満 中で未掲載 、専門誌での発表６件、その他シンポジウム等での発表５件、学会・）
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の批評を受けて、 論文を発表する。 研究会での口頭又はポスター発表４８件を行った。
学術的な理解を深 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センターの監修
める。 する乳用種雄牛評価成績として２件（上期及び下期）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、７３件の発表を行った。

【総括】イ 成果が顕著でか イ 技術開発・実用 □技術開発・実用化に係る
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、専門誌等へのつ実用化が進んだ 化の成果のうち、 情報の提供

技術については、 広く公表し普及が Ａ：計画どおり順調に実 Ａ公表を行うとともに、ホームページ、印刷物等による情報提供に努めたほか、新たに
稼働した家畜個体情報管理センターに９１８名の視察を受け入れるとともに、センタプレス発表やホー 急がれるもの等に 施された
ー本所、牧場で一般公開日を設けて消費者等に対し新技術等に関する情報提供を行うムページ等による ついて、報道機関 Ｂ：概ね計画どおり順調に
など、計画どおり順調に実施した。公開を行う また への広報を行うと 実施された。 、

畜産に関する情報 ともに、技術誌及 Ｃ：計画どおりに実施され
を広く提供するこ び専門誌等に公表 なかった 【説明】
とに努める。 又は取材を受けて 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

発表し、普及を図 上記細項目については、 て、最新の技術開発成果の解説など、畜産技術に係る情報の積極的な提供に努め
る。 各年度の年度計画にお た。
また、当センタ いて定められている具 ② このうち、報道機関に対しては、プレスリリース６件、取材対応６１件の情報

ーが開設している 体的目標等に照らし、 提供を行った。
ホームページ等に 達成度の評価を行うも ③ 畜産・農業関係の技術誌、専門誌等に対しては、積極的に投稿又は依頼に応じ
おいて、技術開発 のとする た結果、畜産技術に関して職員が執筆した件数は６０件であった。
実用化の成果等新 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、死亡牛保
たに６０件以上の 管試験、体細胞クローンに関する情報等、１３０件であった。
情報提供を行う。 ⑤ 全国和牛能力共進会、農政局主催の交流イベント等において展示ブースを設置
さらに、業務内 し、技術開発を中心とする業務紹介を行った。

容のＰＲ、技術の 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
普及を目的として ンター牧場一般公開を新たに１牧場を加え、３場所で開催したほか、４牧場では
リーフレット、冊 所在地域の産業まつり等の企画展示に積極的に参加し、業務紹介を行った。
子等の印刷物を作 ⑦ 家畜クローン技術をはじめとする畜産新技術やセンター業務について、消費者
成し、都道府県、 団体や教育関連団体の依頼を受けて研修会を開催し、幅広い情報提供に努めた。
畜産関係団体、生 ⑧ 小中学校の総合学習等に対応し、教材・資料の作成に協力したほか、校外学習
産者団体等に配布 や職場体験学習の受入を行った。
する。 ⑨ 体細胞クローン技術への理解を促進するため、学会等の会場において、クロー
ウ 家畜クローン技 ン技術の解説とともに、体細胞クローン牛由来の牛乳を配布したほか、農林水産
術を始めとする畜 省における報道関係者の説明用として体細胞クローン牛肉を提供した。

、 、産新技術等につい ⑩ １４年６月に稼働開始した家畜個体情報管理センターにおいては 畜産関係者
て、ホームページ 一般消費者など９１８名の視察を受け入れ、牛トレーサビリティーシステムに関
等を活用し広く情 する情報提供を行った。

。報の提供に努める

（２）技術の普及指導 （２）技術の普及指 （２）技術の普及指 ◇技術の普及指導
毎年２００名以上 導 導 指標＝各細項目の評価点数 □技術講習会の受講状況 ２/２点（・Ａ・）

を対象に技術講習会 の合計 □技術講習会の開催 ２/２点（・Ａ・） Ａ
を開催するととも □他機関への講師の派遣 ２/２点（・Ａ・）
に、外部機関から要 各細項目の評価結果の □各種委員会の委員等への応嘱 ２/２点（・Ａ・）
請のある講師派遣等 区分は以下のとおりと
についても積極的に する。
対応する。 Ａ評価：２点、Ｂ評価 合計 ８/８点
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：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 ア 畜産新技術の普 □技術講習会の受講状況
技術講習会の受講状況については、１２講座を開催し、５５４名が受講した。れた技術につい 及のため、畜産新 指標＝技術講習会の年間受

て、当該技術の普 技術等に関する情 講者数 Ａ
及を担う技術者を 報交換及び手技の Ａ：２００名以上 【説明】
対象に講習会を開 実見・実施を含め 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４２１名、その他の技術講習会は計
催する。 た技術の伝達を内 未満 １３３名が受講し、年間目標２００名を大きく上回った。

容とする「畜産新
技術普及セミナー Ｃ：１４０名未満」
「 」及び 技術講習会

【総括】を 北海道 東北 □技術講習会の開催、 、 、
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関東・中部、近畿 Ａ：計画どおり順調に実

・中国四国及び九 施された Ａ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。
州のブロック別に Ｂ：概ね計画どおり順調に
開催するほか、必 実施された 【説明】
要に応じ飼養管理 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
技術や人工授精技 なかった 術普及セミナー及び技術講習会を５ブロックで開催した。

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め
術に関する講習会 上記細項目については、 ん羊や山羊に関する人工授精技術講習会等を開催した。
を開催する。 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 他の機関が講習 イ 家畜改良センタ □他機関への講師の派遣
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、会に講師等の派遣 ーの業務や技術を 指標＝平成１０年から１２

を要請された場合 対外的に紹介する 年の平均派遣数に対す Ａ１０～１２年度の平均派遣数（２７名）比４０７％に当たる１１０名となった。
には、可能な限り 機会の一つである る実績数の割合
その求めに応じ技 外部からの講演依 Ａ：１１０％以上 【説明】
術の普及に努める 頼等について、可 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５８件あり、適任者を選定し。

能な限りこれに対 未満 て、延べ１１０名の役職員を派遣した。
応する。 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、４０７％と

Ｃ：１００％未満 なった。

【総括】ウ 他の機関が開催 ウ 家畜改良センタ □各種委員会の委員等への
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、年間応嘱数する各種委員会の ー職員が有する専 応嘱

委員等に職員の委 門的な知識を活用 指標＝平成１０年から１２ Ａは、１０～１２年度平均応嘱数（２５件）比５３２％に当たる１３３件であった。
嘱を要請された場 するため、外部か 年の平均応嘱数に対す
合には、可能な限 ら当該分野の検討 る実績数の割合 【説明】
りその求めに応じ を行う委員会の委 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
て職員を派遣する 員等への就任を依 Ｂ：１００％以上１１０％ ては、１３３件を応嘱し、延べ２０７名の役職員を派遣した。。
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頼された場合には 未満
可能な限りこれに ② これは、１０～１２年度の年間平均応嘱数２５件に対し、５３２％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 国内の畜産技 指標＝各細項目の評価点数 □中央畜産技術研修の実施 ２／２点（・Ａ・）

画を策定する研修 術者を対象とし の合計 □その他の研修の実施及び改善 ２／２点（・Ａ・） Ａ
を開催するほか、 た次の各種技術 □畜産関係団体等の主催研修会への施設の提供 ２／２点（・Ａ・）
都道府県・民間技 研修を開催し、 各細項目の評価結果の □農林水産省主催及びセンター主催の研修者数 ２／２点（・Ａ・）
術者への伝達が必 研修生を受け入 区分は以下のとおりと
要とされる畜産新 れるとともに、 する。
技術について、セ 研修生の満足度 Ａ評価：２点、Ｂ評価 合計 ８／８点
ンター主催で技術 を調査して、次 ：１点、Ｃ評価：０点
研修を開催する。 年度以降の研修
また 都道府県 会運営の改善に Ａ：８点、 、

民間機関、大学等 資することとす Ｂ：４点以上８点未満
の依頼による個別 る。
研修についても可 Ｃ：４点未満
能な限り受け入れ
る。 ア 農林水産省が計 ア 中央畜産技術研 □中央畜産技術研修の実施
研修施設には、 画を策定する研修 修 指標＝各微項目の評価点数 △年間実施講座数 ２／２点（・Ａ・）

農林水産省主催の について、年間２ 中央畜産技術研 の合計 △研修の実施及び改善 ２／２点（・Ａ・） Ａ
研修、センター主 ０講座程度を実施 修会については、
催の研修等合わせ して研修生を受け ２１講座を開催し 各微項目の評価結果の、
て毎年７５０名程 入れるとともに、 計７００名程度の 区分は以下のとおりと 合計 ４／４点
度の研修生を受け 研修生に対して研 受講生を受け入れ する。
入れる。 修環境についての る。 Ａ評価：２点、Ｂ評価
さらに、畜産関 満足度を調査し、 各講座毎に受講 ：１点、Ｃ評価：０点
係団体が畜産振興 その改善に役立て 生を対象に、研修
に寄与する技術研 る。 環境に対する満足 Ａ：４点
修会等を開催する 度を８項目 教室 Ｂ：２点以上４点未満（ 、
際に、可能な範囲 宿泊室、食堂・食 Ｃ：２点未満

、 、 、で施設の提供を行 事 トイレ 浴室
【総括】う。 談話室、図書室、 △年間実施講座数
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、計運動用具）につい Ａ：１８以上

て５段階評価で調 Ｂ：１４以上１８未満 Ａ画を上回る２４講座であった。
査するとともに、 Ｃ：１４未満
改善すべき事項に 【説明】
関して要望を聴取 ① 農林水産省生産局が年度当初に策定した実施計画に基づき、畜産行政等２２講
し可能なものは対 座を開催した。
応する。 ② ＢＳＥ対策の一環として農林水産省生産局が緊急に計画した時事問題２（BSE発

生時の対応 、時事問題３（牛個体識別推進実務）の特別コースを開催した。）
③ この結果、１４年度の中央畜産技術研修会の年間実施講座数は２４講座となっ
た。

【総括】△研修の実施及び改善
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Ａ：計画どおり順調に実

施された Ａ目についても不満の評価はごくわずかであり 具体的な要望に対しては 施設の整備、 、 、
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備品の充実等の改善を行うなど、計画どおり順調に実施した。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
上記細項目については、 の５段階の評価を実施する計画であったが、新たに２項目（ビジネスルーム、自
各年度の年度計画にお 販機コーナー）を追加して実施することとした。
いて定められている具 ② その結果、回収率は１００％であり、良い又はやや良いの評価は、最高８６％
体的目標等に照らし、 （教室 、最低６３％（図書室、運動用具）であったのに対し、悪い又はやや悪い）
達成度の評価を行うも の評価は最低１％（教室、談話室、トイレ、運動用具 、最高６％（図書室）であ）
のとする った。

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）液晶プロジェクタ、
ー増設 （イ）第２教室拡声装置改善 （ウ）図書室の改善・充実 （エ）１階喫煙、 、 、
場所排煙装置の新設（オ）自販機改善 （カ）女性研修生の増加に伴い洗濯機・乾、
燥機の増設（各階一式）の改善を行った。

【総括】イ 実用化された技 イ 個別研修及び実 □その他の研修の実施及び
その他の研修の実施及び改善については、個別研修６２名、実技研修（受精卵移植術を民間技術者に 技研修 改善

伝達するため、個 個別研修につい Ａ：計画どおり順調に実施 Ａ技術指導者研修）は２回１８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であり、具体的な要望に対しては施設の改善を行別の研修の受入れ ては、要請に基づ された
うなど、計画どおり順調に実施した。や家畜を使った実 き受け入れ、各研 Ｂ：概ね計画どおり順調に

践的な研修を実施 修毎に研修内容に 実施された
するとともに、研 対する満足度につ Ｃ：計画どおりに実施され 【説明】
修生に対して研修 いて調査するとと なかった ① 個別研修は、本所ほか９牧場において、２８機関から要請のあった６２名に対
内容についての満 もに、改善点に関 して実施した。
足度を調査し、そ して要望事項を聴 上記細項目については、 ② 実技研修は、受精卵移植技術指導者研修会を２回開催し、都道府県及び関係団
の改善に役立てる 取し可能なものは 各年度の年度計画にお 体１８名に対して実施した。。

対応する。 いて定められている具 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、回収率は
また、実技研修 体的目標等に照らし、 ３７％であり、良い又はやや良いが３２％、悪い又はやや悪いが５％であった。

については、受精 達成度の評価を行うも ④ 個別研修の研修生から寄せられた要望に対して、研修生宿泊施設の畳交換、
卵移植指導者研修 のとする 洗濯機の増設等を行った。
会を開催する。

【総括】ウ 畜産関係団体等 ウ 畜産関係団体研 □畜産関係団体等の主催研
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、２２団体に対し２６回行に対し、施設利用 修 修会への施設の提供

可能時期、利用条 畜産関係団体に Ａ：計画どおり順調に実施 Ａい、２０名の講師を派遣するなど、計画どおり順調に実施した。
件等の情報提供を 対しては、中央畜 された
積極的に行い、可 産技術研修会の実 Ｂ：概ね計画どおり順調に 【説明】
能な範囲で団体主 施計画（研修施設 実施された ① 畜産関係団体に対して、２２団体から利用希望があり、施設を提供した。
催研修会に施設利 の利用状況）を提 Ｃ：計画どおりに実施され ② 研修の内容は、畜産環境保全関係技術、酪農ヘルパー養成等の畜産振興上重要
用を提供する。 示して、団体研修 なかった な内容にわたり、のべ２６講座に１，０９２名を受け入れた。

実施希望期間を聴 ③ これらの研修のうち、依頼のあった８講座に２０名の講師を派遣したほか、実
取して極力、研修 上記細項目については、 地研修について、要請に応じて対応した。
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施設を提供すると 各年度の年度計画にお
ともに、業務に支 いて定められている具
障のない限り講師 体的目標等に照らし、
等の派遣依頼につ 達成度の評価を行うも
いても対応する。 のとする

【総括】□農林水産省主催及びセン
農林水産省及びセンター主催の研修生数については、計画（７５０名）を上回る、ター主催の研修者数

Ａ：６７５名以上 Ａのべ９０６名であった。
Ｂ：５２５名以上６７５名
未満 【説明】

① 農林水産省主催の研修については、参加はのべ８４９名であった。
Ｃ：５２５名未満 ② センター主催の実技研修については（受精卵移植技術指導者研修）の参加者は

１８名であった。
③ 個別研修生については研修施設利用は３９名であった。
④ １４年度の研修生数は、計画の７５０名に対して９０６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 海外技術協力 指標＝各細項目の評価点数 □海外への専門家の派遣 ２／２点（・Ａ・）

等の要請に基づい に係る専門家及 の合計 □専門家の派遣前研修 ２／２点（・Ａ・） Ａ
た海外技術協力に び調査団員の派 □海外からの研修生の受入 ２／２点（・Ａ・）
係る専門家の研 遣等については 各細項目の評価結果の □集団コース及び個別コースの研修内容の改善 ２／ ２点（・Ａ・）、
修、派遣及び調査 可能な限り国際 区分は以下のとおりと
団員の派遣等につ 協力事業団等か する。
いて、可能な限り らの要請に応え Ａ評価：２点、Ｂ評価 合計 ８／８点
その要請に応え ることとし、今 ：１点、Ｃ評価：０点

、る。 年度については
また、海外から 次の取組を行う Ａ：８点。
の研修員の受入れ Ｂ：４点以上８点未満
について、国際協 Ｃ：４点未満
力事業団等からの

【総括】要請に応え、毎年 ア プロジェクト専 ア 専門家及び調査 □海外への専門家の派遣
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２６名の要請を受け、２６０名程度の研修 門家、個別派遣専 団員の派遣 指標＝需要に対する派遣割

生を受け入れる。 門及び調査団団員 要請に基づき、 合（ただし需要とは、 Ａ６名（１００％）を派遣した。
の派遣等について 長期派遣専門家、 当該年度の派遣要請数、
要請に応じその分 短期派遣専門家及 とする） 【説明】
野について十分な び調査団員を派遣 Ａ：９０％以上 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、短期派遣専門家１
知識及び技術を有 する。 Ｂ：５０％以上９０％未満 ０名、調査団員１６名を派遣した。
する者を可能な限 Ｃ：５０％未満
り派遣するととも
に、他機関所属の

【総括】派遣前研修につい イ 派遣前研修 □専門家の派遣前研修
専門家の派遣前研修については、国際協力事業団から５名の要請を受け、５名（１ても可能な限り要 要請に基づき、 指標＝需要に対する受入割

請に応える。 派遣前研修員を受 合（ただし需要とは、 Ａ００％）を受け入れて研修を行った。
け入れる。 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
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Ｂ：５０％以上９０％未満 に基づき、専門家の派遣前研修１名、青年海外協力隊員の技術補完研修４名を受
け入れた。

Ｃ：５０％未満 ② 研修内容は、凍結精液製造技術、山羊飼育管理全般、乳牛データの収集及び入
力、牛の繁殖･衛生であった。

【総括】イ 国際協力事業団 ウ 集団コース □海外からの研修生の受入
海外からの研修生の受入については、国際協力事業団等からの要請を受け、集団コ集団コース及び個 要請に基づき、 れ

別研修について、 研修員を受け入れ 指標＝集団コース及び個別 Ａース並びに個別、特認の研修員について、７２名を受け入れ、研修を実施した。
要請に応じ可能な る。また、研修内 研修の受入研修生数
限り受け入れると 容び研修環境につ Ａ：５４名以上 【説明】
ともに、受講者に いては、中間評価 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
対して研修内容及 会及び最終評価会 に基づき、４コース計３４名の研修員を受け入れた。
び研修環境につい を開催して要望事 Ｃ：３０名未満 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
ての満足度を調査 項を聴取し、可能 基づき、滞在型１８名、視察型１８名の計３６名を受け入れた。
し、その改善に役 なものについては ③ このほか、ベトナム政府、北海道大学からの要請に基づき、滞在型特認研修２
立てる。 改善する。 名を受け入れた。

④ 集団コース並びに個別、特認の研修員の受入は、計画の６０名に対して７２名
となった。

【総括】エ 個別研修 □集団コース及び個別研修
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要請に基づき、 の内容の改善

滞在型及び視察型 Ａ：計画どおり順調に実施 Ａ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結果、いずれの研修も研修内容には高い評価が得られの個別研修員を受 された
たが、要請のあった事項のうち、直ちに改善可能だった施設や研修内容の修正に応じけ入れる。 Ｂ：概ね計画どおり順調に
るなど、計画どおり順調に実施した。技術習得を目的 実施された

とした滞在型個別 Ｃ：計画どおりに実施され
研修員に対しては なかった 【説明】、
研修内容について ① 集団コースの研修員については、計３４名を受け入れ 「非常に良い、良い、普、
中間及び最終評価 上記細項目については、 通、悪い、非常に悪い」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
会を開催して要望 各年度の年度計画にお ところ（アンケート回収率１００％ 、研修内容の満足度については「良い」以上）
事項を聴取すると いて定められている具 が１００％（ 非常に良い」は７１％ 、研修環境の満足度については「良い」以「 ）
ともに、可能なも 体的目標等に照らし、 上が１００％（ 非常に良い」は６２％）との評価を受けた。「
のについては改善 達成度の評価を行うも 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
する。 のとする た。特に研修員から要望の強かったインターネットの設備を端末３台に増加し、

モバイル化を図った。
② 個別研修員については、滞在型１８名、視察型１８名を受け入れ、滞在型研修
員の研修内容に対する満足度は 「良い」以上が１００％（ 非常に良い」は８９、 「
％）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 ６ 家畜改良増殖法 ６ 家畜改良増殖法 ○家畜改良増殖法及び種苗
び種苗法（平成１０ 及び種苗法に基づ 及び種苗法に基づ 法に基づく検査等 ◇家畜改良増殖法に基づく立入検査等 ２／２点
年法律第８３号）に く検査等 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 ２／２点 Ａ
基づく検査等 ２ 満点 に対する 各」（ ） 「

」小項目の点数の合計値
（合計点）の比率 合計 ４／４点
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【評価結果】各小項目の評価点数の
この項目に属する評価は、個別に評価を行った結果、指標等と比較して年度計画の区分は以下のとおりと

とおり実施されていると認められる。する。
Ａ評価：２点、Ｂ評価
：１点、Ｃ評価：０点

Ａ：満点×９／１０≦合計
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 （１）家畜改良増殖 （１）家畜改良増殖 ◇家畜改良増殖法に基づく
家畜改良増殖法に基づく立入検査については、あらかじめ立入検査を的確に行えるに基づく立入検査 法に基づく立入 法に基づく立入 立入検査等

等家畜改良増殖法 検査等 検査等 Ａ：計画どおり順調に実施 Ａ者として家畜改良センター職員を任命し、計画通り順調に実施した。
第３５条の２の規 農林水産大臣 家畜改良増殖 された
定に基づく農林水 の指示に従い的 法に基づく農林 Ｂ：概ね計画どおり順調に 【説明】
産大臣からの指示 確に検査・報告 水産大臣の指示 実施された ① あらかじめ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家
に従い、的確な立 が行える体制を により行う立入 Ｃ：計画どおりに実施され 畜改良センター職員を選定し、任命した。
入検査等を行う。 整備する。 検査について、 なかった

指示があった場 ② なお、１４年度には農林水産大臣から立入検査の指示はなかった。
合に迅速な対応
ができるよう次
のとおり行う。

ア 立入検査実施要
領を作成する等農
林水産大臣の指示
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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 （２）種苗法に基づ （２）種苗法に基づ ◇種苗法に基づく指定種苗
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指定種苗の集取及 く指定種苗の集 く指定種苗の集 の集取及び検査

び検査 取及び検査 取及び検査 Ａ：計画どおり順調に実施 Ａもに、農林水産大臣からの指示に従い１０１業者１，３１６点の種苗について集取、
検査及び結果の通知を行い、計画どおり順調に実施した。種苗法第５３条 農林水産大臣 種苗法に基づ された

の２の規定に基づ の指示に従い的 く農林水産大臣 Ｂ：概ね計画どおり順調に
く農林水産大臣か 確に検査・報告 の指示により行 実施された 【説明】
らの指示に従い、 が行える体制を う指定種苗の集 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
指定種苗の集取及 整備する。 取及び検査につ なかった し、検査職員の人事異動等に際しては必要に応じて補充を行った。
び検査を的確に行 いて、指示があ ② また、農林水産大臣からの指示（１０１業者７６５点以上の種苗の集取）に対
う。 った場合に的確 して、１０１業者１，３１６点の種苗について集取を行い、必要な検査及び業者

な対応ができる への結果通知を的確に実施した。
よう、十勝、長 ③ なお、１３年度末に集取した種苗２７７点について発芽率の検査を行い、業者
野及び熊本牧場 への結果通知を実施した（表示事項検査 については１３年度中に実施し結果通知☆

に種苗検査職員 済み 。）
を配置し、必要
な検査の実施及 ☆表示事項検査
び結果の通知を 販売されている指定種苗の包装に法律により定められた事項（①表示をした種苗業
行う。 者の氏名又は名称及び住所、②種類及び品種、③生産地、④採種の年月又は有効期限

及び発芽率、⑤数量、⑥その他農林水産省令で定める事項（薬剤により病害虫の防除
、 ）） 。をした種苗については その旨及び使用した薬剤名 が表示されているか否かの検査

第３ 財務内容の改善 第３ 予算、収支計 第３ 予算、収支計 ◎予算、収支計画及び資金
に関する事項適切 画及び資金計画 画及び資金計画 計画 ○経費節減に係る取組 ２／２点（・Ａ・）
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 ２／２点（・Ａ・） Ａ
ことにより、収支 の合計
の均衡を図る。 合計 ４／４点

各中項目の評価点数の
【特記事項】区分は以下のとおりと
収入については、国からの交付金、補助金は計画どおりであり、農産物売払代、受する。

託収入は種畜の能力向上や積極的な事業受託等により、予算に対して３割以上の増収Ａ評価：２点、Ｂ評価
であった。１点、Ｃ評価：０点
一方、支出については、一般管理費の電気料、通信費、消耗品費等経費の節約に積

極的に取り組む姿勢が伺えた。また、事業の進捗状況に応じた資金配分を行い、柔軟Ａ：４点
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な資金活用により効率的な事業の運営が図られていた。Ｂ：２点以上４点未満
こうしたことから、自己収入の増額、効率的な運営による経費抑制により当期純利Ｃ：２点未満

、 。益を計上するとともに 経営努力による積立金を確保することが出来たと考えられる
上記の評価結果を踏まえ

【評価結果】つつ・当該評価を行うに至
この項目に属する評価は、個別に評価を行った結果、指標等と比較して年度計画をった経緯や特殊事情

上回って実施されていると認められる。・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
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管理費）節減に係る取り

組み Ａ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、１４年度は中期計画に基づくルールで算定さ
Ｂ：取り組みはやや不十分 れ、収支計画及び資金計画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
Ｃ：取り組みは不十分であ であり、１４年２月の第２次補正予算において、国から受けることとなった
った。 約１７億円の無利子貸付は全額１４年度に繰り越した。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３９％、また諸
※ なお、本指標の評価に 収入（消費税還付額を除く）については、農畜産物売払代のうち特に製品等売払
当たっては、中期計画に 代が当初の計画より伸びたことにより約３３％それぞれ増収した。
定める「業務運営の効率 ③ 業務経費については、諸収入の増額分を事業費に充てることにより、業務を重
化による経費の抑制」の 点的かつ効率的に行った。また、人件費を除く運営費交付金で行った事業に係る
評価結果に十分配慮する 経費について、１３年度決算額２，０８０，２３２千円に対し、１４年度は新規
ものとする。 事業決算額１２，２７３千円を除き２，０４１，７６４千円であり、対前年比

９８．２％であった。
当該評価を行うに至った ④ 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、

経緯や特殊事情、中期目標 当初の計画どおりの施設整備を行った。一方、１３年度から繰り越した無利子貸
や中期計画に記載されてい 付金による施設整備も計画どおり実施した。
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、 、る事項以外の業績その他特 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
筆すべき事項等を併せて記 効率的に行い収支の均衡を図ったが、損益計算の結果、約１，０８８百万円（う
載する。 ち１，０２６百万円は１３年度の消費税等の還付額に伴う臨時利益であり、別口

座に預金のうえ管理）の当期純利益を計上した。
○法人運営における資金の 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 Ａ
配分状況 の進行状況を定期的に点検・分析し、事業の進捗状況等に応じて配分することに
（人件費、業務経費、一 より、資金を柔軟に使用し、より効率的な事業の運営を図った。
般管理費等法人全体の ⑦ 運営費交付金債務として、１４年度は３２７，２６０千円発生しているが、
資金配分方針及び実績 １３年度と同様ほとんどは人件費として交付された予算の残額であり、前年度か、
関連する業務の状況、 らの繰り越しを含めて適正に管理した。
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 第４ 短期借入金の ◎短期借入金の借入に至っ
限度額 限度額 た理由等 －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、 、 、

短期借入金はなかった。１１億円 １１億円 （当該年度に係る短期借
（想定される理 （想定される理 入金について、借入に至っ

【留意事項】由） 由） た理由及び使途、金額及び
短期借入金の借入実績がないため、この項目の評価は行わない。運営費交付金 運営費交付金 金利 返済の状況と見込み、 。

の受入れが遅滞 の受入れが遅滞 借入がなかった場合は、本。 。
項目の評価を行わない ）。

Ａ：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
績等の特筆すべき事項等も
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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
１３年度の利益で積み立てた目的積立金は使用しなかった。なお、１４年度の損益業務運営の効 業務運営の効 剰余金の使途について、

率化及び業務の 率化及び業務の 中期計画に定めた使途に充 －計算において生じた利益の一部は業務運営の効率化及び業務の質の向上を図ることを
目的として積み立てる。質の向上を図る 質の向上を図る てた結果、当該事業年度に

ための育種素材 ための育種素材 得られた成果に関して、以
の導入、機械及 の導入、機械及 下の指標にて評価を行う。 【説明】
び車輌の更新・ び車輌の更新・ Ａ：得られた成果は十分で 損益計算において生じた約１，０８８百万円の利益のうち約６０百万円は、経営努
修理、施設の改 修理、施設の改 あった。 力により生じたものであるので、業務運営の効率化及び業務の質の向上を図ることを
修、草地の整備 修、草地の整備 Ｂ：得られた成果はやや不 目的として積み立てる。
・更新及び事務 ・更新及び事務 十分であった。

【留意事項】処理ソフトの導 処理ソフトの導 Ｃ：得られた成果は不十分
目的積立金について、１４年度は取り崩しをしていないため、この項の評価は行わ入。 入。 であった。

ない。
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 第６ その他農林水 ◎その他農林水産省令で定
産省令で定める 産省令で定める める業務運営に関する事 ○施設及び設備に関する計画 ２／２点（・Ａ・）
業務運営に関す 業務運営に関す 項 ○職員の人事に関する計画 ２／２点（・Ａ・） Ａ
る事項 る事項 指標＝各中項目の評価点数

の合計
合計 ４／４点

各中項目の評価結果の
【特記事項】区分は以下のとおりと
施設整備費補助金により中期計画の達成に向け育種基盤拡大のための施設を中心にする。

整備が行われている。施設整備資金貸付金による施設整備は、畜産環境施設及び肉用Ａ評価：２点、Ｂ評価
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牛生産の活性化を図るための生産実証施設の整備が行われた。：１点、Ｃ評価：０点
また、職員の人事に関しては、スタッフ制の活用などにより機動的な人員配置がさ

れており、さらに、計画的な人材の育成・確保が行われた。Ａ：４点
Ｂ：２点以上４点未満

【評価結果】Ｃ：２点未満
この項目に属する評価は、個別に評価を行った結果、指標等と比較して年度計画の

とおり実施されていると認められる。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 １ 施設及び設備に ○施設及び設備に関する計
、 、整備に関する計画 関する計画 画 施設及び設備に関する計画については 業務の効率的な実施の確保を基本に実施し

業務の適切かつ効 業務の適切かつ 中期計画に定められてい Ａ改善の成果は十分であった。
率的な実施の確保 効率的な実施の確 る施設及び設備について、
のため、業務実施 保のため、業務実 当該事業年度における改修 【説明】

、 （ ）、 （ ）、上の必要性及び既 施上の必要性及び ・整備前後の業務運営の改 ① 施設整備費補助金により 哺育牛舎 岩手牧場 育成牛舎 本所・新冠牧場
存の施設・設備の 既存の施設・設備 善の成果に関して、以下の 種雄牛舎（十勝・奥羽牧場 、堆肥舎（新冠牧場 、糞尿処理施設（新冠・奥羽牧） ）
老朽化等に伴う施 の老朽化等に伴う 指標について評価を行う。 場）及びバンカーサイロ（新冠・岩手牧場)の整備を計画どおり実施し、今後の業
設及び設備の整備 施設及び設備の整 Ａ：改善の成果は十分であ 務成果が期待できる状況となった。
・改修等を計画的 備・改修等を計画 った。 ② 施設整備資金貸付金（平成１３年度第２次補正予算）により、新冠・十勝・奥
に行う。 的に行う。 Ｂ：改善の成果はやや不十 羽・岩手牧場の畜産環境対策新技術実証施設（堆肥発酵処理施設等）及び十勝・

分であった。 鳥取・宮崎牧場の肉用牛低コスト生産実証施設（畜舎及び関連施設）の整備を集
Ｃ：改善の成果は不十分 中的に実施し、家畜排泄物の適正管理と利用促進等畜産環境問題への適切な対応
であった。 及び繁殖基盤が弱体化しつつある我が国の肉用牛生産の活性化を図るうえで、そ

の成果が大いに期待できる状況となった。
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 ２ 職員の人事に関 ○職員の人事に関する計画
する計画 する計画 指標＝各小項目の評価点数 ◇職員の人事に関する方針 ２／２点（・Ａ・）
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の合計 ◇人員に関する指標 ２／２点（・Ａ・） Ａ
◇人材の確保、人材の養成の計画 ２／２点（・Ａ・）

各小項目の評価結果の
区分は以下のとおりと
する。 合計 ６／６点
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
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職員の配置換業務の重点化 業務の重点化 指標＝人員の適正配置、必

及び効率化に努 及び効率化に努 要な人員の確保状況 Ａ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
おり順調に実施した。め、職員の適正 め、職員の適正 Ａ：計画どおり順調に実施

な配置を進める な配置を進める された
とともに、定員 とともに、定員 Ｂ：概ね計画どおり順調に 【説明】
の合理化を図る の合理化を図る 実施された ① 業務の重点化・効率化の視点から、所要の配置換を行った。特に本年度は家畜。 。

Ｃ：計画どおりに実施され 個体識別制度管理事務の円滑な業務運営を図るため、生産技術専門役を含め５名
なかった の職員を配置した。

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活用し、知識と経験を有する職員１７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 （２）人員に関する ◇人員に関する指標
人員に関する指標については、年度末の常勤職員数は９４３人と年度当初比９９．指標 指標 指標＝年度末の常勤職員数

期末の常勤職 年度末の常勤 Ａ：計画どおり順調に実施 Ａ３％、人件費は、計画を下回る５，４４７百万円と、計画どおり順調に実施した。
員数を期初の９ 職員数を年度当 された
６ ４％とする 初の９９．３％ Ｂ：概ね計画どおり順調に． 。
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（参考） とする。 実施された
期初の常勤職 （参考） Ｃ：計画どおりに実施され

員数 年度当初の常 なかった
９５６人 勤職員数
期末の常勤職 ９５０人

員数の見込み 年度末の常勤
９２２人 職員数
人件費総額見 ９４３人

込み 人件費総額見
２７，８９１ 込み

百万円 ５,６６０百万円

【総括】（３）人材の確保、 （３）人材の確保、 ◇人材の確保、人材の養成
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人材の養成の計 人材の養成の計 の計画

画 画 指標＝職員の任用、研修へ Ａ上等を図るため
８３６名に９７の研修を受講させ、１３２名に３２種の免許・資格等を取得させたほア 職員の技術水準 ア 職員の技術水準 の職員の参加、国の機
か、業務推進上必要な技術についてその水準を調査するとともに、人材の適正な配置及び事務処理能力 及び事務処理能力 関等との人事交流の実
と養成を図る観点から、行政機関、独立行政法人等との人事交流を積極的に行い、計の向上等を図るた の向上等を図るた 施状況
画どおり順調に実施した。めの研修や必要な めの研修や必要な Ａ：計画どおり順調に実施

資格の取得を計画 資格の取得を計画 された
的に進め、人材の 的に進め、人材の Ｂ：概ね計画どおり順調に 【説明】
育成を図る。 育成を図る。 実施された ① 人材の養成のための研修については、新人職員研修（２種３６名 、管理者・事）
イ 業務推進上必要 イ 業務推進上必要 Ｃ：計画どおりに実施され 務担当者関係の研修（１８種４４０名 、業務関連技術向上関係の研修（６２種２）
な技術について、 な技術について、 なかった ６７名 、安全衛生・施設管理関係の研修（１５種９３名）を受講させた。）
定期的に技術水準 定期的に技術水準 なお、家畜改良センターが主催する研修については、より実効性のある内容と
を調査・改善する を調査・改善する するため体系的に見直しを行い、特に新人職員研修（課題別講座）については、。
仕組みを平成１３ ウ 畜産行政との連 受講職員の担当業務に応じたカリキュラムを編成し、よりキメ細かに対応するこ
年度に導入する。 携及び業務の高度 とで知識及び技術を吸収しやすいようにしたほか、中堅技術者研修については、
ウ 畜産行政との連 化・専門化に対応 大学や民間の研究施設等家畜改良センター外においても実施できることとした。
携及び業務の高度 するため、行政部 ② また、免許・資格の取得等については、安全管理関係資格（１０種２５名 、）

（ ）、 （ ）、化・専門化に対応 局及び他機関との 特殊作業技能講習 ８種５５名 作業機械等運転・操作資格講習 ７種３５名
（ ）、 （ ） 。するため、行政部 人事交流を行う。 機械整備士資格講習 ４種１０名 畜産技術関係資格 ３種７名 を取得させた

局及び他機関との 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
人事交流を図る。 置や人材養成の資料とするため、技術職員に対する調査を実施し、各牧場の技術

水準の把握及び問題点の洗い出しを行った。
結果については、各牧場にフィードバックし、各牧場において技術水準目標の

作成に取り組んだ。
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、他機関等との人事交流
を積極的に行い、農林水産省本省（転出２７名、転入１７名 、地方農政局（転出）
３名、転入７名 （独）農業技術研究機構（転入１名 （独）農業生物資源研究）、 ）、
所（転入１名 （独）肥飼料検査所（転出１名、転入１名）をはじめ、転出３６）、
名、転入３１名の人事交流を行った。

【評価委員会における法人の自己評価の活用方法】
各評価委員は、事前に法人が作成した業務報告書と自己評価シートを活用して予備

、 （ ） 。審査を実施するとともに 総合評価 案 作成に必要な疑問点等の洗い出しを行った
評価委員PTでは、この予備的な評価作業の結果に基づき法人担当者から詳細な事業



- 80 -

報告の説明を受け協議を行い、評価委員会の評価（案）を作成した。
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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、 評価結果：Ａ（中期目標達成に向けた計画の着実な実施が成されていると評価した ）。

・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 １．評価に至った理由

の他の特筆すべき事項 個別に評価を行う最下位項目については、中期計画等に照らしてＳ評価１項目、Ａ評価１０８項目、Ｃ評価２項目であり、大

等も総合的に勘案して、評価を行うものとする。 項目についてはすべてがＡ評価となった。

なお、必要がある場合には、業務の適正化を図るために講 特に、乳用牛の遺伝性疾患（横隔膜筋症）の原因遺伝子を特定して遺伝子診断法を開発（特許出願）したこと（Ｓ評価 、飼料）

ずるべき措置等も併せて記載するものとする。 作物（イタリアンライグラス）のＤＮＡによる品種識別法を開発（特許出願）したこと、個体識別事業にスタッフ制を活用して

機敏な対応を行ったことなど、特筆すべき成果が認められた。

一方、山羊等の種畜及び精液の配布業務計画において、伝染性疾患（山羊関節炎・脳脊髄炎）の発生により未達成細項目（Ｃ

評価）があった。

以上の特筆すべき事項と、業務運営の効率化、国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上並びに財務関連の計画

に対する進捗度合を総合的に評価した結果、総合評価はＡ評価とした。

２．業務運営に対する主な意見等

〔１ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置〕について

引き続き効率化方針に基づく日常業務の点検・改善を進めると共に、業務経費について詳細な分析を開始するなど、経費節

減に向けた取り組みが進展している。また、業務運営の効率化を図るために一部業務の民間委託を開始するなど、今後一層の

進展が期待される。しかし、業務の民間委託に当たっては、委託コスト、業務の成果の達成度合、組織の効率的活用について

充分な比較検討を行い、民間委託が効率化に結びつく業務を広範に追求する必要がある。

〔２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置〕について

家畜改良については、国の政策である乳用牛の遺伝的能力の国際評価（インターブル）への参加決定を受け、その実施機関

としての準備が着実に実施されている。乳用牛の国産種雄牛の能力は、外国産の種雄牛に接近しており、インターブルへの正

式参加を契機ととらえて、国産種雄牛の利用推進及び一層高能力な種雄牛造成に力を注ぐべきである。豚については、遺伝的

能力評価手法の検討をするなど着実な事業実施が行われているが、種畜供給や技術普及にも一層取り組むべきである。そのほ

か、肉用牛の全国的な育種への取組を計画どおり実施するなど、着実な進展が見られた。

、 、 、飼料作物種苗については 計画どおりの生産量が確保され 種子検査ではイタリアンライグラスの品種識別検査法を開発し

その特許出願を行ったことは高く評価される。

調査研究については、乳牛の遺伝病に関与する遺伝子を特定し診断法まで開発したことは、家畜改良への実用的貢献が大き

くＳ評価に値する。その他の調査研究において、試験の設計段階でさらに広い学識経験者の意見を徴することが有益と考えら

れるものも一部に認められたが、全体としては着実に研究が進められている。調査研究で得られたデータは、多数の家畜を用

いたものが多く、他機関では得難いものであることから、生のデータを公表することにより、広範な研究者を支援する必要が
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ある。

一方、山羊の種畜等の配布業務においては伝染性疾患（山羊関節炎・脳脊髄炎）の発生により年度計画が未達成であった。

疾病発生後、速やかな病性鑑定の実施により疾病の特定と清浄化に向けた適切な対処がなされており、今後は、その成果を確

認した上で、種畜の配布を再開することが必要と考えられる。

〔３ 予算（人件費の見積りを含む 、収支計画及び資金計画〕について。）

収入については、国からの交付金、補助金は計画どおりであり、農産物売払代、受託収入は種畜の能力向上や積極的な事業

受託等により、予算に対して３割以上の増収であった。

一方、支出については、一般管理費の電気料、通信費、消耗品費等経費の節約に積極的に取り組む姿勢が伺えた。また、事

業の進捗状況に応じた資金配分を行い、柔軟な資金活用により効率的な事業の運営が図られていた。

こうしたことから、自己収入の増額、効率的な運営による経費抑制により当期純利益を計上するとともに、経営努力による

積立金を確保することが出来たと考えられる。

〔６ その他主務省令で定める業務運営に関する事項〕について

施設整備費補助金により中期計画の達成に向け育種基盤拡大のための施設を中心に整備が行われている。施設整備資金貸付

金による施設整備は、畜産環境施設及び肉用牛生産の活性化を図るための生産実証施設の整備が行われた。

また、職員の人事に関しては、スタッフ制の活用などにより機動的な人員配置がされており、さらに、計画的な人材の育成

・確保が行われた。


