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（ 資料８参考資料 ）

家畜改良増殖目標（乳用牛）の検討方向及び研究会における主な意見

○ 検討方向 ○研究会における主な意見

１ 基本的考え方 １ 基本的考え方
生産コストの低減等による酪農経営の安定と牛乳乳製 ・多様な改良ニーズがある中で、そのニーズに対応した

品の安定供給を図るため、生涯生産性の向上に配慮し、 目標の具体化とその手法等についての考え方を示すべ
改良ニーズの多様化に応じて改良を進める形質の選択を き。
行いつつ、能力・体型の改良を推進。 ・家畜の改良については、それが必要な背景、成果、メ

リットについて示して理解を進めるべき。
２ 改良目標
（能力・体型） ２ 改良目標
・乳量及び乳成分の向上 特に乳蛋白質率の向上を推進 （能力・体型）、 。
・泌乳能力の目標については、表型値とともに遺伝的改 ・無脂乳固形分の中でも何を改良するのかを明確化すべ
良量を表示。また、分娩間隔については、能力向上に き。
配慮し、数値目標は示さない。 ・大型化により純粋種生産が回避される傾向にあるが、

・乳器、肢蹄等の機能的体型の改良を進めるとともに、 後躯の充実は今後も配慮すべき。
飼養環境に配慮した斉一化や体各部の均称に優れたも ・ジャージー種については、地域としての取組を進め、
のにする。 多様な飼養形態に応じた目標を目指すべき。

・ジャージー種については、各地域で品種特性を活かす ・平均値ではなく改良量や最頻値で目標を示すことを今
改良を推進。 後の課題として検討する必要があるのではないか。

（改良手法）
（改良手法） ・牛群検定への参加しやすさも考慮した多様な検定手法
・牛群検定の加入率の拡大、地域間格差の解消等牛群検 についての検討を進める必要がある。
定の体制強化及び後代検定における国産牛比率の向上 ・生産される生乳の品質確保という視点での牛群検定参
を推進。 加が競争力強化につながる。

・効率的な事業実施について検討を行い、効率的・安定 ・後代検定を生産者の取組として進めるために、将来的
的な改良体制を構築。 な方向を提言しながら議論すべき。

（その他） （その他）
・飼養環境の快適性や 能力・血縁情報にも配慮しつつ ・乳用牛にとっての快適性に配慮した飼養管理という視、 、
遺伝的能力を発揮するための飼養管理・適正な交配を 点や近親交配回避について記述すべき。
推進。

・生涯生産性に係る総合的な指標を設定するための泌乳
曲線を用いた選抜手法の研究の推進、飼養管理手法の
確立。
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家畜改良増殖目標（肉用牛）の検討方向及び研究会における主な意見

○検討方向 ○研究会における主な意見

１ 基本的考え方 １ 基本的考え方

生産コストの低減等による国産牛肉の安定的供給に応え ・肥育期間について短期肥育を目指す考え方は重要。短

ていくため、肉質、増体性等の遺伝的能力の向上及び飼養 期肥育で評価されている実績もある。意欲的な目標で

管理の改善を図るとともに、繁殖基盤の拡充を推進。 あることを明記して、目標値を設定すべき。

２ 改良目標 ２ 改良目標について

（能力・体型） （能力・体型）

（１）能力 ○肥育

①肥育牛：品種特性に応じた肉質を考慮した肥育期間 ・黒毛和種の肥育開始時体重は、粗飼料多給を促すため

の短縮、肥育開始時月齢の早期化等効率的 に低く抑えるべき。

な肥育を推進。

肥育開始時月齢及び枝肉重量の目標設定 ○種雄牛（ ）

②種雄牛：脂肪交雑に配慮しつつ、増体性等の遺伝的 ・遺伝的な改良の程度を示す指標は必要。

能力の向上を推進。 ・導入を進めている種雄牛の遺伝的能力評価結果の扱い

③雌 牛：分娩間隔の短縮 初産月齢の早期化を推進 については、現場で混乱しないようにすべき。、 。

（２）体型

過大や過肥の回避。 ○体型（成雌牛）

・繁殖農家には体型の目標が必要。

。（改良手法） ・繁殖性の向上と体積の増大は両立しないのではないか

・広域的な後代検定に基づく優良種雄牛の作出・利用及び

遺伝的能力評価の活用の推進。 （その他）

・基本的な繁殖管理技術の励行。 ・地方特定品種は頭数が減少しているが、目標は残すべ

・多様な育種資源の確保、ＤＮＡ解析技術等を活用した育 き。

種手法の開発。 ・和牛の肉質や増体に係る遺伝子を見つけることができ

れば、改良体制が大きく変わる。ＤＮＡ解析技術の開

（その他） 発を進めるべき。

・放牧の活用等粗飼料利用の推進。

・遺伝的不良形質の発現抑制のための交配指導等の推進。
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家畜改良増殖目標（豚）の検討方向及び研究会における主な意見

○検討方向 ○研究会における主な意見

１ 基本的考え方 １ 基本的考え方について

・低コスト生産のための繁殖能力、産肉能力等の向上 ・生産性向上と消費者ニーズに対応した品質の向上とい

と消費者ニーズに対応した肉質等の品質の向上のた う観点から、特長ある豚肉生産の推進ということをわ

めの改良を推進。 かりやすく記述すべき。

・改良の基礎となる遺伝的多様性をもった純粋種豚の ・改良目標を達成するためには具体的に誰がどういう取

確保及び活用。 り組みを行うのかについて検討すべき。

２ 改良目標 ２ 改良目標について

（能力・体型） （能力・体型）

・純粋種豚、肥育もと豚生産用母豚、肥育豚のそれぞ ・純粋種豚については、父系として利用される品種と母

れについて、品種等の特長に応じた繁殖・産肉能力 系として利用される品種の特長を勘案した改良を進め

等の向上。 るべき。

・肉質については、ロース芯筋内脂肪含量等に留意し ・肉質に関しては、背脂肪層の厚さだけでなく、ロース

つつ改良を推進。 芯筋内脂肪含量のような肉質評価指標の導入等による

・肥育もと豚生産用母豚については、連産性も重視。 改良が必要。

（改良手法） （改良手法）

・優良種豚の選抜利用、多様な特性を有する育種資源 ・肥育豚生産のもととなる優良な純粋種豚の確保、遺伝

の確保及び安定供給。 的多様性の維持、確保が重要。

・肉質及び肢蹄の強健性向上のための、簡易で実用的 ・改良の進みにくい繁殖能力の向上のためには、遺伝的

な評価法の確立・普及。 能力評価等を活用した効率的な改良を進めることが必

・人工授精や遺伝的能力評価の普及定着。 要。

（その他） （その他）

・適切な飼養・衛生管理の徹底による改良の推進及び ・生産現場において、飼養管理、特に衛生管理面での問

生産性の向上。 題により、豚本来の遺伝的能力が発揮されていない。
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家畜改良増殖目標（馬）の検討方向及び研究会における主な意見

○検討方向 ○研究会における主な意見

１ 基本的考え方 １ 基本的考え方について

・遺伝的能力の改良の推進と併せて生産育成技術等の ・農用馬、競走用馬、乗用馬に共通して、遺伝的能力の

飼養管理の改善に努める。 改良とともに飼養管理の改善、特に生産育成技術や馴

致及び調教技術の向上が重要。

２ 改良目標 ２ 改良目標について

（能力・体型） （能力・体型）

・農用馬については、強健性の向上、環境適応性が高 ・農用馬の生産率が下がっているように見えるが、技術

く、温順で粗飼料の利用性の良いもの。 水準の低下以外の社会経済的な要因が大きいと思われ

・競走用馬については 丈夫で 競走能力の高いもの るので、今後はそれらの要因が分析できるデータの集、 、 。

・乗用馬については、強健性の向上を図り、性格が温 積が必要。

順で動きの軽快な乗りやすいもの。

（改良手法） （改良手法）

・農用馬については、優良純粋種の維持・適切利用及 ・農用馬の選抜にあたっても育種価等を用いた手法を考

び優良種雄馬の広域利用に努める。 えるべき。

・競走用馬については、優良な国内外の種雄馬及び繁 ・競走用馬の改良は、能力の明らかな国内外の優良資源

殖雌馬の確保と適切な利用に努める。 を用いて行うことが基本。

・農用馬、競走用馬については、能力の評価法の開発 ・競走用馬の改良手法として、情報整備だけではなく、

等に努める。 新たな競走用馬の能力評価法・測定法の開発も重要。

・乗用馬のうち競技用馬については、優れた種馬の確

保・利用に努める。
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家畜改良増殖目標（めん羊・山羊）の検討方向及び研究会における主な意見

○検討方向 ○研究会における主な意見

【めん羊】 【めん羊】
１ 基本的考え方 １ 基本的考え方について
・国産ラム肉に対するニーズの増大、粗飼料利用性等に ・めん羊の家畜としての位置づけを明確化した上で、今後
対応した改良と飼養管理の改善を推進。 の改良増殖等のあり方を考えるべき。

２ 改良目標 ２ 改良目標について
（能力・体型） （能力・体型）
・産肉能力、繁殖能力、粗飼料利用性等に関する改良の ・将来的に草資源の利用等も視点に入れた改良目標も検討
推進。 すべき。

（改良手法） （改良手法）
・近親交配の回避と不良形質の排除。 ・海外からの遺伝資源の導入が難しくなるとともに、国内
・凍結精液を含めた人工授精技術の活用等による、優良 の飼養頭数の減少により近親交配が進む中で、凍結精液
種畜の確保。 等の人工授精技術の利用推進が重要。

・ラム肉安定供給のための周年繁殖の推進。

【山羊】 【山羊】
１ 基本的考え方 １ 基本的考え方について
・自家飲用だけでなく販売利用することも視野に入れた ・山羊の家畜としての位置づけを明確化した上で、今後の、
泌乳能力、強健性の向上と適切な飼養管理。 改良増殖等のあり方を考えるべき。

２ 改良目標 ２ 改良目標について
（能力・体型） （能力・体型）
・乳量、繁殖性の改良とともに、産肉性及び飼養管理の ・乳量の増加を目指すに当たっては、飼養管理が容易であ
容易さへの配慮。 れば体の大きさにこだわるべきではない。

（改良手法） （改良手法）
・近親交配の回避と不良形質発現の制御、人工授精技術 ・改良目標の実現のためには、種畜の供給体制の整備を考
の利用。 えることが重要。

・山羊乳の安定供給のための周年繁殖の確立、普及。
・純粋種の確保と供給体制の強化。
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鶏の改良増殖目標の検討方向及び研究会における主な意見

○検討方向 ○研究会における主な意見

１ 基本的考え方 １ 基本的考え方について

・低コスト生産のため、産卵性・産肉性等の遺伝的能力 ・我が国では、養鶏生産のもととなる原種鶏等を海外の育種会

の向上と、消費者ニーズに対応した卵質・肉質の改良 社に大部分依存しているが、海外で悪性疾病が発生した場合

を推進。 等、我が国の鶏肉・鶏卵の安定供給の面で問題があり、国産

鶏の普及は極めて重要。

２ 改良目標 ・海外の育種会社は、我が国の消費者ニーズに対応した鶏、例

（能力・体型） えばもも肉割合の高い鶏の育種改良を行う意志はない。

・総合的な遺伝的能力の向上（産卵性、産肉性 。）

・卵質及び肉質の改良項目を具体的に示すとともに、そ ２ 改良目標について

の改良を推進。 （能力・体型）

・生存率等の向上のための強健性及び悪癖のない温順な ・消費者ニーズに対応した品質の改良について、具体的な改良

鶏に関する改良の推進。 方向を記述すべき。

・生産期間を通じて健康な鶏にするという視点も必要。

（改良手法）

・関係機関の広域的な連携強化による、国産鶏の改良増 （改良手法）

殖及び普及の推進。 ・国産鶏の改良・増殖を強力に推進するという観点から、官民

・品質に関する評価手法の確立・利用による効率的な改 一体となった取組を進めるべき。

良の推進。 ・卵質、肉質等の具体的な改良方法を明示すべき。

（その他） （その他）

・種鶏・ふ卵及び鶏卵・鶏肉生産段階での適切な飼養・ ・高病原性鳥インフルンザ発生への対応等を踏まえた安全・安

衛生管理の徹底。 心な鶏卵・鶏肉生産の視点を盛り込むべき。




