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（ ） 農家等も読み手層としており、
専門的な用語を使用しています。

畜産農家の皆様へ
～ 畜産経営の生産性・収益性向上は、永遠の目標です。 １０

農家等を読み手層としており、
専門知識を前提に記述しています。

地域でがんばる畜産関係者、改良関係者、行政関係者の皆様へ １１
農家等を読み手層としており、
専門知識を前提に記述しています。



第９次家畜改良増殖目標（案）のポイント

今般、10年先の平成３２年度の家畜の能力・体型・頭数の目標である「第９次家畜改良増殖目標」を策定しています。「高く売れる」「生産量が多
い」とい た従来の価値観だけでなく 特色ある家畜による多様な畜産経営 消費者ニ ズに応えた畜産物の供給 長期的にひ 迫基調の穀

多様な経営を支援し、消費者の選択肢を増やします。

い」といった従来の価値観だけでなく、特色ある家畜による多様な畜産経営、消費者ニーズに応えた畜産物の供給、長期的にひっ迫基調の穀
物需給への適応、を軸とした家畜づくりを進めます。

飼料資源をムダにしない
地球に優しい家畜をつくります。

特色ある家畜の利用を支援します。
多様化する消費者の嗜好に対応します。

育種資源を

地球に優しい家畜をつくります。

少ない飼料で多くの畜産物を生産できる家畜を
作ります。

体重 k 増加に必要な飼料量を

純国産鶏種
「岡崎おうはん」

ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ化

チーズ適性の高い
ﾌﾞﾗｳﾝｽｲｽ種

遺伝的多様性に配慮した

体重1kg増加に必要な飼料量を
6.5%節約（デュロック種）

卵１個あたり必要飼料量を
4.6%節約

遺伝的多様性に配慮した
和牛育種

体調を崩しにくく生産性の高い乳牛をつくります。こ
のような乳量の変化の小さい牛（青線）は、大きい
牛（赤線）に比べ 同じ乳量でも体の負担が小さく

１頭（羽）から生産される畜産物を
増やします。それによって農家の
経営コストが下がれば 畜産物が

消費者のニーズに応えて、手頃な畜産物を供給します。

霜降りが多く生産コストの高いこれまでの和牛
改良だけでなく、平均的な品質で早く育つ和牛
作出の可能性も追求します。

牛（赤線）に比べ、同じ乳量でも体の負担が小さく、
エネルギー源の輸入とうもろこしを節約できます。

経営コストが下がれば、畜産物が
安く供給されると期待できます。

離乳頭数
H20  9.9頭/産

↓

作出の可能性も追求します。

↓
H32 10.8頭/産
(ﾗﾝﾄﾞﾚｰｽ種)

１



「改良」は畜産の基本です。

関係者一丸となって、一歩ずつ改良を進めています。関係者 丸となって、 歩ずつ改良を進めています。

このような手法のため、「改良」の対象は、次
条件をすべ 満たす能力に限られます

改良の進め方は、①できるだけ多くの家畜の候補を集め、②改良したい能力を数字で表し、③成績の良い家畜を選び、④その子孫を増やし、
①その中から次世代の家畜候補を選び・・・・という作業の繰り返しが基本です。長い年月を必要とします。

80点 82点 85点 81点親 子 孫・・・ひ孫・・・
の条件をすべて満たす能力に限られます。

(1) 個体間でばらつきがあること
(2) 簡単に測定でき、数値で表せること
(3) 数年先も必要と見込まれること

80点

75点

81点

82点

71点

85点

85点

84点

87点

81点

83点

86点

親 子 孫 ひ孫

90点

★★

★★

★★

74点

80点

76点

78点

80点

82点

88点

83点

90点★★ 例えば、「乳牛の乳量増大」を例にとれば、(1)
個体間で6,000～12,000kg/年とばらつきがあ
り、(2)乳搾り作業で量を測っており、(3)効率的
生産に対して根強いニーズがあります。

改良だけでなく、特徴ある飼い方や商品づくりも大切です。

改良は畜産の基本ですが、飼い方や商品づくりを工夫することで、改良では対応できない部分を補い、消費者ニーズに対応していきます。

・牛乳は安い方がいいなぁ。

・おいしい牛乳が飲みたいなぁ。

・農家・乳業会社の経営コストを下げます。改良により
少ない頭数で多くの牛乳が得られるよう支援します。

・ 適な成分の牛乳が生産されるように改良を進め

消費者が「数多くの
商品の中から選べ
ること」が重要です。

飲 。

・自然に近い牛乳がいいなぁ。

成分 良
ます。殺菌方法などの製法も工夫します。

・放牧の推進など、飼い方を工夫します。改良面でも
体型などに着目し飼いやすい牛作りを進めます。

・やっぱり牛乳は安全でないと。 ・牛の健康管理、牛乳の品質管理に万全を期します。

２



（参考）いままでの家畜改良の成果

我が国で肉食文化が本格化して以来、家畜の改良は、家畜の飼い方の改善と並んで、畜産物の質や生産性の向上に大きく貢献してきました。
今後は そうい た従来の「高く売れる」「生産量が多い」とい た価値観だけでなく 特色ある家畜による多様な畜産経営の創設など 消費者の

黒毛和牛肉がジューシーになりました。

今後は、そういった従来の「高く売れる」「生産量が多い」といった価値観だけでなく、特色ある家畜による多様な畜産経営の創設など、消費者の
ニーズに対応しつつ、様々な家畜改良の可能性を追求していきます。

「物価の優等生」と言われるようになりました。

卵は、養鶏農家の努力により、近代以降小売価格がほとんど変
わっていません。改良も生産性向上に貢献してきました。

・１００日間の産卵数
S60 78 3個

霜降りに着目することで、黒
毛和牛の肉は、ジューシー
で柔らかいとの評価を得て、
他の肉との差別化が図られ
ました S60 78.3個

↓
H20 85.１個

・卵１個（約６２ｇ）の
生産に必要な飼料

ました。

生産に必要な飼料
S60 144g

↓
H20 130g

牛乳をたくさん作る牛ができました。豚の成長が早くなりました。

最適な体重に早く到達
するので、肥育期間が
短くなり 経営 ト削

１頭あたり乳量が増え、
経営の効率が良くなり
ました短くなり、経営コスト削

減に貢献しています。
ました。

３



乳牛の１０年後のイメージ

特色ある酪農経営を支援します。

多様な品種による特色ある乳製品づくりをすすめます。また、体調を崩しにくく生産性の高い牛を作り、特色ある酪農経営を支援します。

現在主流のホルスタイン種について、 体調を崩しにくく生産性の高い牛
をつくります。乳量の変化の小さい牛（青線）は、大きい牛（赤線）に比べ、
同じ乳量でも体の負担が小さいため、農家は扱いやすいです。

チーズ適性の高さが特徴のブラウンスイス種、濃厚な牛乳が特
徴のジャージー種など、希少品種の改良・増殖を支援します。

希少品種の乳量 乳質等を測定し海外の優良な受精卵を導入し、
希少品種を効率的に生産します。

希少品種の乳量・乳質等を測定し、
各農家が能力重視で次世代牛生
産を行えるように支援します。

乳量 ☆ 乳量 ☆☆☆

今世代

次世代
生産

乳量 ☆
乳質 ☆

乳量 ☆☆☆
乳質 ☆☆☆

新しく酪農を始める方でも「扱い
遺伝子レベルの解析を利用して改良を進めます。

今世代
限り

新しく酪農を始める方でも「扱い
やすく高い生産性が見込める牛」
を作り、酪農家の皆様が、

・扱いやすさを活かして 様々
優秀な牛

わずかなDNA配列の違いが能力に差をつけます。これを解析することにより、子牛の
段階で将来の能力が予測でき、早く改良できます。

・・・・ ・・・・

DNA配列

・扱いやすさを活かして、様々
な特徴のある経営に挑戦

・経営を改善して安い牛乳を供給

することを 遺伝子解析を利用し

普通の牛

良くない牛

能力不明の

・・・・ ・・・・

・・・・ ・・・・

することを、遺伝子解析を利用し
た効果的な乳牛改良で支援してい
きます。

能力不明の
子牛

優秀な牛と同じ配列を持っているので、この子牛は「優秀」と予測できます。

・・・・ ・・・・

４



肉牛の１０年後のイメージ

消費者ニーズに合った牛肉生産を支援します。消費者 ズに合った牛肉生産を支援します。

これまでの「霜降り＝高級」という価値観を残しつつ、多様化した消費者ニーズに応える牛肉を、安価に提供していきます。

牛肉パネラーによる食味評価

特色ある和牛を活用した

３２年度目標
ＢＭＳ（霜降り） ±０

１日あたり肉量増 ＋53

従来の霜降り

牛肉生産を進めます。

褐毛
和種

１日あたり肉量増 ＋53g
（13年度比育種価）

改良の中心を、脂肪交雑
（霜降り）から生産性（牛の
成長の速度）へ移します。

分析機器による測定
・成分（脂肪酸、アミノ酸など）
物性（かたさ 水分含量など）

おいしさ等を
簡易・迅速に
測定

中心の格付に
加え、食味や
成分による牛
肉の評価手法
の開発を目指

和種

日本
短角種

肉牛農家のみなさまが それぞ
効率的な繁殖・子牛生産を進めます。

（ヘルシー志向にも対応） ・物性（かたさ、水分含量など）
→ 食味と相関の高い要素の検索

します。
短角種

肉牛農家のみなさまが、それぞ
れの地域の条件を活かして、特
色のある牛肉生産に取り組める
ような各種の改良を進めていき
ます

母牛が満4歳（48ヶ月齢）時点の
産子数を指標化し、繁殖能力を
総合的に評価します。

肉牛農家の経営を効率化することにより、安い牛肉の提供が進められます。

黒毛和牛の遺伝的多様性を確保します。霜降り、繁
殖性、飼料利用性などに着目した多角的な改良が進
むことで、農家経営の多様化にも役立ちます。

ます。

同時に、霜降り中心であった肉
質の評価を、「消費者が食べて
美味しいと感じる」指標化に向

１産目

２産目

主流系統（霜降りが入りやすい）
24ヶ月齢時

37ヶ月齢時
全国の和牛の血縁の濃さ
はいとこ同士並み（H17産黒
毛和牛平均近交係数６％） 美味しいと感じる」指標化に向

けて、研究開発などの取組みを
進めます。

３産目

50ヶ月齢：３産 ＝ 48ヶ月齢：2.88産

（初産月齢、繁殖周期などを総合して判定）

希少系統
（繁殖性、飼料利用性
等に着目した改良）

50ヶ月齢時
毛和牛平均近交係数６％） 。

・兄弟同士 ２５．０％
・叔父・甥間 １２．５％
・いとこ同士 ６．３％

５



豚の１０年後のイメージ

特色ある豚肉が効率的に生産できる体制を整備します。特色ある豚肉が効率的に生産できる体制を整備します。

３種類の品種の長所を「良いとこ取り」する豚特有の生産体制である三元交配の特性を踏まえ、消費者ニーズに応じた生産を支援します。

育種資源のデータベース化や、遺伝的な能力の評価を推進し、従来の豚肉生産体系に、能力の高い、あるいは特色ある品種
や系統の豚が効率的に供給できるようにします。これにより多様な豚肉づくりが期待できます。

ﾗﾝﾄﾞﾚｰｽ種♀

繁殖能力が高い

大ﾖｰｸｼｬｰ種♂

繁殖能力が高い

一般的な豚の三元交配

ﾃﾞｭﾛｯｸ種♂

肉質が良く

適材適所の多様な育種素材の供給 効率的な育種素材の評価

遺伝的な能力評価の推進
（生まれながらにして持つ
能力の比較が可能に）

ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
とﾘﾝｸ

○○牧場から
大きくなる能力
の高い

交配豚♀

強健で繁殖能
力が高い

三元交配豚

肉質が良く
成長が早い

A A B C

大きくな
る能力

☆☆☆ ☆☆ ☆

○○牧場 △△牧場 □□牧場

の高い
を

導入しよう！

黒豚等希少種の飼養情報も紹介

養豚農家のみなさまが 生産コス
安全でおいしい豚肉をお届けします。

三元交配豚

強健で肉質が良
く、成長が早い

この豚を肥育し
て豚肉を生産

子供を産
む能力

☆ ☆☆ ☆☆☆

養豚農家のみなさまが、生産コス
トの低減につながる高能力な豚や
特色のある豚の導入が効率的に行
えるよう、育種資源のデータベー
ス化や遺伝的能力評価の普及を図

１母豚あたりの子豚の数を増やす、産肉性
を改善するなど、生産性向上を進めます。

改良面からの生産性向上を進めつつ、優秀な豚が 大限能力を発揮できるよう、
衛生・飼養管理水準を向上します。

経営にあった衛生・飼養管理手法の
普及を支援します。

ス化や遺伝的能力評価の普及を図
ります。

同時に、優秀な豚がその能力を発
揮できるよう衛生・飼養管理の面

離乳頭数
H20 9 9頭/産

H32までに、
・１日あたり体重増を14.9%向上
・体重1kg増加に必要な飼料量を6.5%節約
（デュロック種）

日々の管理作業をマニュア
ル化し、その履歴を記録す
るHACCP方式の導入を支
援します。

定期的に豚舎を空けて消毒 揮できるよう衛生・飼養管理の面
からも効果的な手法の普及に努め
ます。

H20  9.9頭/産
↓

H32 10.8頭/産
(ﾗﾝﾄﾞﾚｰｽ種)

６

するｵｰﾙｲﾝ･ｵｰﾙｱｳﾄ方式を
普及します。



鶏の改良の１０年後のイメージ

消費者のニーズに応えた鶏肉・鶏卵を常に供給していきます。消費者の ズに応えた鶏肉 鶏卵を常に供給していきます。

毎日の食材として欠かせない鶏肉、鶏卵のそれぞれの特性に応じ、特色のある製品を効率的に供給できる体制を構築していきます。

国産鶏種を軸に、特色ある鶏づくりを支援します。 消費者の購買行動を踏まえた品質向上を進めます。

岡崎おうはんはりま たつの 盛り上がりの
大きい卵を作ります。

生産性と質の双方を
兼ね備えた地鶏の作出を
進めます。

ジューシーで

黄身の割合が
多い、きれいな
赤玉卵

異常産卵の少ない鶏づくりを進めます。

血斑
卵殻強度
不足はかた地どり奥美濃古地鶏

養鶏農家のみなさまが 特色の
効率的な鶏肉・鶏卵の生産を進めます。

コクを感じる旨みの濃い鶏肉 赤玉卵 （軟卵、
破卵）特定JAS（地鶏）

養鶏農家のみなさまが、特色の
ある鶏を軸にした、様々な経営
を展開できるよう、育種改良面
での支援を続けます。

効率的な生産によって農家の経営コストが下がれば、結果的に市場に安く供給されると期待
できます。特に鶏卵は、養鶏農家の経営努力により、 「物価の優等生」と言われるほどです。

H32までに、一般的に飼養されている鶏で、
（鶏卵）

また、消費者の求める品質の鶏
肉・鶏卵が、手頃な価格で供給
されるように、生産性向上にも
力を入れていきます

（鶏卵）
・卵１個あたり必要飼料量を4.6%節約
・年間産卵数を2.4%増加

（鶏肉）
・ヒヨコから出荷までの育成率を98%に向上 力を入れていきます。

７

・ヒヨコから出荷までの育成率を98%に向上
・若鶏の1日あたり体重増を3.7%向上


