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解 題

八 木 宏 典

平成農業の大きな特徴は、これまで長期にわたり第１位の座を占めてきた米

が後退して、畜産や野菜が生産額では上位を占めるようになったことである。

農業産出額（名目）は平成前半までは減少傾向で推移していたが、平成22年（2

010）頃から再び増加に転じるようになる。米は依然として減少傾向が続いてい

るが、肉類や野菜、果実などの産出額が増加に転じたためである。肉類は平成

を折り返す頃から、野菜や果実はそれに数年遅れて増加に転じている。

肉類の産出額（名目）をみると、肉用牛は平成15年（2003）頃を境にして増

加に転じ、豚は平成12年（2000）頃から、鶏肉は平成16年（2004）頃から、そ

して生乳も平成19年（2007）頃から増加傾向に転じている。

こうした畜産物の需要を支えているのが、平成における消費者の嗜好の変化

である。博報堂生活総合研究所の定点調査「「生活定点」1992ー2018｣によれば、

平成10年（1998）頃の「好きな料理」トップ10は、寿司、刺身、味噌汁、漬物、

豆腐、うどん・そば、焼肉、ぎょうざ、焼き魚、ラーメンの順であった。しか

し、平成30年（2018）になると、寿司、焼肉、ぎょうざ、カレーライス、ラー

メン、刺身、うどん・そば、パスタ、サラダ、ハンバーグの順に大きく様変わ

りしている。平成前半には「好きな料理」に和食系料理が７品目も並んでいた

のが、平成末になると逆転して、洋食系料理が７品目を占めるようになった。

寿司を除けば、わずか20年間で、和食系料理が大きく後退しているのに対して、

焼肉、ぎょうざ、カレーライスなど洋食系料理が上位を占めるようになり、ス

テーキやとんかつなども大きく順位を上げている。肉を素材とした料理への嗜

好の変化が、需要の変化にも影響を与えているということができる。

とはいえ、こうした変化に連動するように、肉類生産量も伸びてはいるもの

の、その動きは一様ではない。牛肉と豚肉は平成10年代には大きな伸びをみせ

るが、平成20年代に入るとその伸びは停滞している。また、牛乳・乳製品は国

内需要の低迷により生産量の減少傾向が続いている。しかもこうした需給の間

隙をぬうように、安価な肉類や乳製品の輸入増加が続き、自給率を引き下げて

いる。一方、鶏肉については、脂肪分の少ないヘルシー系食肉の需要が伸び、
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牛肉→豚肉→鶏肉という需要の変化の中で、生産量は増加傾向にある。

畜産の分野においても、農業者の数が大きく減少し、高齢化も進んでいるた

めに、生産量の伸びが停滞し、価格も高めに推移しているという面もあるが、

その一方で、消費者が求める味や品質、そして安全・安心な畜産物の生産に取

り組み、販売額を大きく伸ばしている生産者たちが出現している面も見落とさ

れてはならないだろう。そして、こうした取り組みを支えてきたのが、平成の

革新的な畜産技術の開発・普及であった。

平成の畜産をめぐる課題をみると、まず第１にあげられるのは、貿易自由化

など国際化の進展への対応であった。牛肉は平成３年（1991）の輸入自由化と

それに続くガット・ウルグアイ・ラウンド農業合意により関税率の引き下げが

行われ、日豪ＥＰＡでも関税率の大幅削減が合意されている。豚肉は昭和46年

（1971）の輸入自由化で導入された差額関税制度が維持されているものの、ガ

ット・ウルグアイ・ラウンドでは従価税率が引き下げられ、日豪ＥＰＡでもそ

の５割削減が合意されている。安い輸入牛肉と豚肉に対抗するためには、家畜

改良法や繁殖技術の高度化を通じた、国産牛肉・豚肉の肉質向上と安定生産が

強く求められ、低価格の乳オスから交雑種や和牛への転換を図る受精卵移植技

術なども求められた。また、鶏肉でも銘柄鶏による高品質化が求められた。

第２は、高病原性鳥インフルエンザや口蹄疫の発生に加えて、わが国でも牛

海綿状脳症（ＢＳＥ）が発生し、消費者の「安全・安心」を求める声が高まっ

たことがある。このため、肉類のトレーサビリティの仕組み作りや遺伝病の早

期発見のためのＤＮＡ鑑定技術の開発などが求められた。

第３は、近年における輸入飼料価格の高騰などに対応するため、飼料用イネ

や放牧技術など自給飼料の生産技術の開発が強く求められたことである。

第４は、規模拡大にともなう畜産環境問題の顕在化である。このため、家畜

排泄物の処理問題や家畜糞尿の堆肥化、さらに、地球環境問題に対応するため

の温室効果ガス排出量推定方法の確立や抑制技術の開発などが求められた。

以上のような平成の畜産をめぐる諸課題に対応して、わが国ではどのような

畜産技術の開発・普及が進められてきたのか、第４回講演会はこの分野に詳し

い元農研機構理事・元畜産草地研究所長の柴田正貴氏をお招きして、詳しくお

話をいただいたものである。
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司会（田家） 第４回講演会を始めさせていただきたいと思います。本年計

画した４回の講演会も今回で予定どおり実施することになります。皆さんの御

協力のおかげです。お礼を申し上げます。

この講演会は、生産者あるいは地域マネージャー、農業技術研究関係者をお

招きましてお話をお聞きするという一応の運営方針のもとで実施しています。

これまでの３回はいずれも生産者の方でしたが、みずからの経営に確たる方針

を持って臨まれるとともに、その方が地域のリーダーとして役割を発揮されて

いる方でありました。掉尾を飾っていただく今回は、元農業・食品産業技術総

合研究機構理事、畜産草地研究所長の柴田正貴先生にお願いいたしました。

本日の講演テーマとの関係で申し上げれば、先月に出版された公益社団法人

大日本農会編『平成農業技術史』の編集に当たった、平成農業技術史研究会の

委員を務められ、編集に参加されておられます。畜産編の編集責任者としてみ

ずからも総論部分に該当する「畜産を巡る情勢」のほか、数項目にわたりまし

て執筆担当もされております。

この講演会は、おおむね２時間予定いたしまして、柴田先生には一応１時間

程度お話をいただきまして、その後、御参加の皆様からの質問をお受けしたい

と思います。

恒例によりまして、質疑の冒頭は本日の講演の解題をお願いしている八木先

生にしていただきますので、御了承をお願いいたします（別添講演資料：「平

成の畜産技術の開発・普及」）。

Ⅰ 講 演

柴田 田家理事長、ご丁寧なご紹介を有り難うございました。

私は栄養関係をずっとやってきまして、繁殖だとか育種だとか、他分野の細

かいことはわからないので、これについて質問されたらどうしようかなと思っ

てヒヤヒヤしているところですが、門前の小僧程度のことはお話しできるかと

思いますので、よろしくお願いいたします。

それでは、まず、平成期の「畜産を巡る情勢」というものをどういうふうに
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くくるかということについてご紹介したいと思います（資料２頁）。大方の御

賛同を得られると思うのですが、まずは国際化への対応と家畜生産の一層の効

率化が挙げられるかと思います。それから、畜産物の安全・安心と品質保証あ

るいは差別化。飼料自給率の向上、食料自給率の向上が根本にありますが、そ

の問題もひとつの大きな流れであったかと思います。そして、それらから付随

して起こった環境問題への対応。この４つの流れに対していろいろな研究開発

活動、技術開発活動が分類されるのではないかと思っております。

まず、国際化への対応と一層の効率化ということですが（３頁）、平成３年

に牛肉の輸入自由化が行われました。ということが起こりました。そして、続

いて、ガットウルグアイラウンドの農業交渉の合意。それに伴う関税引下げ。

外国産畜産物との競争という状況になったわけです。

それに対応して、農家側といいますか、我々日本側の対応としては、生産を

一層効率化する、そしてそのためには規模拡大をする必要があると考えました。

畜産に関しては以前から規模拡大というのが進んでいたわけですが、ここで一

層加速されたと言えるかと思います。これで平成３年ごろから急速に大規模化

が進んでいるというふうに言えるかと思います。

その大規模化の流れ、どういうような状況であるかということなのですが（４

頁）、まず、酪農につきましては、それまで子牛も副収入の確保ということで

そこそこに経営にプラスになるように売れていたわけですが、乳用種からの肉

生産というのにもう見切りをつけられたような状況で、濡れ子で売ってもタダ

同然と言って良い程、収入の一部がなくなるわけです。ですから、ますます酪

農では規模拡大して収入を確保しなければならない状況になっていったと思い

ます。

それに伴いまして、自給飼料基盤がさらに脆弱化する。つまり、頭数はいっ

ぱい増やしたのだけれども、飼料畑が増えるわけではないので、必然的にふん

尿を還元する場所がなくなります。飼養頭数に対して粗飼料が不足しますので、

輸入の粗飼料を利用するというような動きが出てきまして、それに伴って飼料

の自給率がさらに低下するという状況に陥っていったわけです。そして、畜産

環境問題が大きくクローズアップされてくるようになったと言えるかと思いま

す。
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次に、肉生産。肉牛、肉豚ですが、特に牛肉については、輸入牛肉との差別

化が絶対命題であり、和牛の特性を生かして、よりサシの入った、よりやわら

かい牛肉を求めるといったような動きが加速されております。

それから、酪農家も、乳用種の子牛の価格が暴落しましたので、受精卵移植

によって乳牛に和牛を産ませるといったような動きが加速されております。

豚では、そうした差別化というようなことの重視のあらわれとして、「トウ

キョウＸ」であるとか「しもふりレッド」といったように、肉質を非常に重視

した系統をつくっております。

もちろん、鶏におきましても、地鶏、銘柄鶏、赤玉だとか特殊卵、ヨード卵

といったような、そうした商品を提供するという動きになっております。

次に、畜産物の安全・安心と品質保証あるいは差別化という点ですが（５頁）、

平成８年にO－157の中毒が発生しています。平成12年には、92年ぶりに口蹄疫

が発生しました。その後、平成13年にはＢＳＥ、いわゆる狂牛病として騒がれ

ましたが、ＢＳＥの発生がありました。それから、高病原性鳥インフルエンザ

が発生し、平成22年には宮崎県で口蹄疫が再発生しました。これらによって我

が国の畜産業は非常に打撃を受けたわけですが、これ以外でも畜産物に限らず

「安全・安心」ということがいろいろなところでクローズアップされてきてお

り、こうした消費者の意識の高まりに対応して、牛の履歴が証明できるトレー

サビリティー法が施行されました。

もう一つは、海外からの疾病の侵入対策が挙げられます。これによって安全

・安心を確保するといった動きで、養豚でも飼料や投薬等の履歴を表示したト

レーサビリティーへの取り組みが始まっております。

差別化の動きに関しては、和牛の相対的価値を高めてブランド化をする流れ

がありますが、そうした傾向がやや過熱したといいますか、そうしたことによ

って特定の種雄牛に需要が集中する現象が起きました。つまり、人気のある種

雄牛に需要が集中して、和牛の遺伝的多様性の低下が懸念され、近交退化の問

題も指摘されております。

次に、飼料自給率の向上ですが（６頁）、昭和60年（1985年）にプラザ合意

がなされまして、先進５カ国の間でドル安を容認する合意がなされ、急激に円

高になったという状況があります。
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それに伴って、輸入飼料が安く買えるということで、どんどん輸入飼料に依

存するという傾向が加速されました。

ところが、米国でのバイオエタノール需要の増加で、トウモロコシ価格が急

激に上昇しました。それによって急に、今まで安く買えていたのが急に取り上

げられたといいますか、高くなってしまって、畜産農家が悲鳴を上げたわけで

すが、そのような危機感の中で国産飼料での自給といった動きが農水省を初め

として始まってきたわけです。

それに加えて、和牛では一番重要な稲ワラですが、今までは中国から大分輸

入していたわけです。本当は国産で使いたいのですが、いろいろな問題があり

まして、なかなか国産稲ワラを入手するのが困難だったわけですが、ここに来

て中国で口蹄疫が発生しました。発生といっても、中国辺境地域では常習的に

あったようですが、それが公になったということで、輸入ストップという状況

になりました。

このような中で食料・農業・農村基本法が制定されまして、その中で飼料自

給率の問題が重要な問題として取り上げられております。これで、飼料イネ、

飼料米、これらの生産が拡大するという動きになっているわけです。

次に、環境問題への対応は、先ほど言ったような大規模化、そうしたことに

伴い付随的に起こった問題ですが（７頁）、平成11年には家畜排せつ物法が制

定されて、ふん尿の野積み、素堀りへの投棄はだめということになりまして、

堆肥化技術も堆肥をよりつくりやすい技術に改良していく、あるいは堆肥化の

過程で公害問題が起きないようにするといった技術開発が始まっております。

それから、大量の食品残さの廃棄の問題です。特にスーパーやコンビニなど

で廃棄される食品残さが問題になっておりました。スーパー、コンビニに卸す

製造業、例えば納豆製造会社などでも、もし足りないということになったら、

スーパーから「別の会社に切り替える」と言われてしまうということで、２割

３割は余分につくるという状況がありました。食品リサイクル法が平成12年に

制定されて、食品残さの飼料利用、こうした動きが加速されました。食品リサ

イクル法によって、年間100トン以上食品廃棄物を出す製造、小売り、飲食業

者などに対してその減量やリサイクルを義務づけました。定期報告も義務化さ

れています。それで、飼料利用ということをやっていこうという動きがあちこ
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ちで出てきました。

もう一つは、地球温暖化に対する危機感ということで、気候変動枠組条約に

基づく第３回締約国会議、いわゆる京都会議が平成９年に開催されたわけです

が、そこで一気に研究側も、この地球環境問題に対する対応が活発になってき

たわけです。その京都会議以降、温室効果ガスの削減義務の下、加盟国が国別

の排出量の報告書を出すということになっておりまして、我が国も早急にいろ

いろな分野、各分野で発生量の推定をやらなければいけないと、こういう動き

になりました。

今言ったような畜産を巡る状況、これに対してどういう技術開発がなされて

いったかということをこれから御紹介するわけですが（８頁）、この技術開発

の経過には、２つ大きな特徴があると思います。

一つは、最初にあるような体外受精あるいは体細胞クローン牛の開発といっ

たような繁殖技術の高度化ですが、これはもうずっと地道に細胞生物学的な研

究を積み重ねて、卵の培養の方法、人工的に体外で培養する、そうした基礎研

究の蓄積が実を結んで体外受精という技術の完成ができたわけです。

もう一つは、川上からと言いますか、政治的な命題、つまり食料自給率を上

げなければいけない、あるいは、高齢化などによる水田の耕作放棄地の問題、

こうした問題を何とかしなければいけないということで、行政の側から補助金

制度をつくり、事を押し進めるといったようなプッシュが行われ、これを受け

て、技術側もプロジェクト方式などで、体系的に、飼料イネの品種開発から牛

や豚にどうやって給与するか、どの程度まで給与できるか、あるいはその過程

でどういう機械を開発して、どういうふうに栽培から給与まで持っていく体系

にするかといった、非常に体系的な技術開発が進んだわけです。

こうした２つの大きな流れがあって、飼料イネとその繁殖関係の技術という

のは２大典型例だと思っております。

以上のように、平成の技術開発を畜産を巡る情勢に対応して分類しましたが、

その内容についてお話ししていきたいと思います。

まず、国際化への対応と家畜生産の一層の効率化ということですが（９頁）、

まずは家畜改良手法、これが大きく進展したわけです。

家畜育種技術というのは、まず表現型あるいは能力というか、現れ表現され
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た能力ですね（10頁）。そうしたものをもとに、あるいは血縁、親がどうだっ

たかというような血統による能力の伝播、こうしたものをもとにして、いろい

ろ理論を積み上げて、遺伝的能力、育種価というものを評価して、これで選抜

していくわけですが、これ以前は、まあ、笑い話になってしまうのですが、鶏

なんか、世界記録を持っている鶏は日本にしかいなかったんですね。鶏の世界

記録というのは365卵鶏なんです。一日１個毎日産む。こういう優秀な個体を

探して、それをかけ合わせてというようなレベルだったんですね。これは戦前

の状況ですけれども、私の育種の先生が戦後アメリカへ留学したときに「日本

には365卵鶏がいる」と言ったら、冗談だと思われて「おもしろいジョークを

言う男がいる」という評価をされたという話なのですが、その頃の種鶏場の場

長なんていうのは毎日表へ出てミミズを拾ったり、これを食べさせると卵がよ

く生まれるという話を聞くと、それを朝から探すというような、それは本当か

どうかわからないのですが、そういうようなことだったようです。その戦争の

間に統計遺伝学、これがアメリカで急激に進歩しまして、一個体一個体のいい

ものを見つけるのではなくて、全体・集団で確率論的にどういうふうにすれば

この集団の平均値が、例えば150が200になるといったような、そういう研究が

アメリカでは発展していました。

戦後、日本のほうでも、この統計遺伝学あるいは統計育種と言いますが、そ

うした流れで育種改良をやってきました。個々の種畜の能力判定に関しては、

泌乳能力は雌のみでしか測れない、あるいは肉牛で言うと肉質なんかは殺して

からでないとわからない。殺した後に良いとわかってもどうしようもないとい

うことで、後代検定、つまり、対象とする種畜の息子や娘の能力を測って、そ

れでその親の能力を推定する方式をとらざるを得なかったわけですと。ただし、

そのためには、１ヵ所で同じ環境条件等で全部の子孫を検定する必要がありま

す。ただ、それは無理な話なので、あちこちで後代検定をやる家畜を飼うわけ

ですね。そうすると、環境条件も違う、地域も違う。そうしたことできちんと

環境管理をして、そういう能力をきちんと把握できる、そういうステーション、

県の試験場とか、そうしたところでしかできないということで、頭数に限界が

出てくるわけです。ですから、育種効率が低かったわけです。

そこで出てきたのがＢＬＵＰ法という遺伝能力を推定する、非常に複雑な計
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算方法です（11頁）。

このＢＬＵＰ法というのは、農家や年次、季節、月齢、そうしたいろいろな

変量項目の違いを取り除いて、一番確からしい、偏りのない推定値を計算する

という方法です（12頁）。これは、理論的には1949年、ヘンダーソンという人

が理論としては発表しているわけです。ただし、まだこの時代、アメリカでも

その理論どおり計算はできない状況でした。その後に、非常にコンピューター

が発達しまして、その計算が可能になったわけです。昭和52年から53年にかけ

て米国に留学していた京大の佐々木義之先生が、それを日本に持ち込みました。

もちろん日本の統計遺伝学者も、文献上といいますか、論文上ではもう当然知

っていて、それなりの試みをしていたわけですが、実際に家畜育種へ応用して

いる現場に佐々木先生が立ち会った意義は大きく、日本の家畜育種の現場に持

ち込んで実践されたわけです。

それで、佐々木先生は、大分県において黒毛和種の共進会などに出品された

いろいろな農家の牛について、それぞれの牛の父親つまり種雄牛の育種価を評

価しました。つまり、種雄牛Ａの子ども、Ｂの子ども、Ｃの子どもで、その飼

っているところがＡさん、Ｂさん、Ｃさんとそれぞればらばらなのですが、こ

のＢＬＵＰ法で解析すれば、いろいろな偏りというものを取り除いて、実際に

その種雄牛の育種価、遺伝的能力が推定できますが、これは非常に膨大な計算

が必要となります。例えば枝肉記録が１万あれば１万とおりの連立方程式にな

るわけです。しかもその一次方程式が行列式になっているんですね。私など、

もう見ただけで目がくらくらするような式ですが、そうしたような式をコンピ

ューターの発達によって解けるようになったことが画期的なことだと思いま

す。今では、育種改良の根幹はＢＬＵＰ法だと言えるような状況となっていま

す。

乳牛については、昭和59年から乳用牛群の総合改良推進事業が始まっていま

す（13頁）。これは農水省がやっているわけですが、農家から収集したデータ

から育種価を評価するに当って、従来の統計的手法では対応できないため、Ｂ

ＬＵＰ法が紹介されたということもあってこれを使ってやっていこうというこ

とで、この事業が始められたわけです。

それから、乳牛について言えば、帯広畜産大の光本先生と鈴木先生の、北海
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道のホルスタインについて父親モデルＢＬＵＰ法で種雄牛の評価をしました。

父親モデルというのは、父親だけを解析の対象にしているわけですが、当時ま

だ計算能力に制約があったため、計算量が多くないこのような手法しかないと

いうことによります。

これを契機に、家畜改良事業団とか、北農試の横内さん、畜試では和田さん、

帯広畜産大と、そうしたところがグループになりまして技術的検討をやって、

とりあえず種雄牛の評価値を公表しました。

その後、計算手法の進化やコンピューターの計算能力の飛躍的な向上に伴い、

個体の育種価について、雌系の血縁関係まで全てを利用できるアニマルモデル

が開発されました。このモデルを活用して北海道牛群で評価値を出し、その後

全国ベースで乳用種雄牛の評価値が公表されました。

和牛についても、農水省では、20道県の参加を得て広域の後代検定事業を開

始し、全国規模での和牛の改良を推進しています（14頁）。

豚についても、農水省畜試の佐藤正寛らが改良したＢＬＵＰ法のプログラム

を発表しまして、これを用いて系統造成された最初の系統豚が「トウキョウＸ」

です。

ＢＬＵＰ法活用の効果ということでは、（15頁）、平成18年から28年までの1

0年間で乳牛の泌乳量は平均で430キロ増加したと考えられます。それから、黒

毛和種や豚では、筋肉内脂肪、いわゆるサシが顕著に向上しております。

そのＢＬＵＰ法に加えて、さらに精密な改良といいますか、ターゲットを絞

って選抜するようなことをできるようにしようという動きがゲノミック評価（1

6頁）です。これはもうＤＮＡ解析技術の発達によって可能になったわけです

が、ただ、非常にお金がかかるわけです。全部の遺伝子の解析をやって、遺伝

子地図といいますか、そういうものをつくるとすれば。ですから、ヨーロッパ

畜産学会で、１つの国ではできないということで、国際共同研究が提案されま

した。我が国では、ＪＲＡの補助を受けて農林水産先端技術産業振興センター

（ＳＴＡＦＦ）が設立されて、稲と豚のゲノム解析に着手しました。そういう

動きで、日本でもゲノム評価というものが始まってきました。

平成５年には、農水省の肝入りで畜産技術協会付属動物遺伝研究所が設立さ

れました。ここでは和牛のゲノム解析を担当するとされました。
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ゲノム上の目印として、機能遺伝子や遺伝子配列の変異をマーカーとして使

えるＤＮＡマーカーも実用化されてきました。豚ではマーカー選抜で作出され

た銘柄豚が多く、静岡の「フジキンカ」であるとか岐阜の「ボーノポーク」、

徳島の「阿波とん豚」などの銘柄が開発されております。

ＳＮＰの利用（17頁）も平成期に進みました。同じ家畜種でも異なる個体の

ＤＮＡを比較すると、両者の対応する遺伝子領域内で、１塩基だけ変わってい

る、あるいは欠損している、そういうことがあるわけです。それが兄弟でも能

力や性格などが違ったりする原因と言われていますが、この１塩基の変異が一

塩基多型、ＳＮＰ（スニップ）と呼ばれていまして、今では一度に数十万のＳ

ＮＰを解析することができるのですが、これを改良などに利用してやろうとい

うわけです。

乳量とか体重のような量的変異の遺伝能力というのは、ポリジーンといいま

して多数の遺伝子がかかわっています。ですから、その多数の遺伝子の、例え

ば乳牛なら乳量に関係する多数の遺伝子の群の中で、あるＳＮＰの変異が乳量

の違いとリンクしているということがわかれば、そのＳＮＰをマーカーとして、

より乳量の高い牛を選抜することができる可能性があるわけです。

親と子の遺伝的関係について言えば（18頁）、片親から子に遺伝子の半分が

伝わります。したがって、従来の育種価の考え方であれば、全兄弟だったら、

全て同じ期待育種価を持つということになるのですが、兄弟でもどこか、４つ

の塩基のうちの１つが違っている部分があるということで、兄弟でも違うとい

う育種価の予測ができるわけです。今はもう、これは相当程度解析がやられて

いる状況だと思います。

次に、繁殖技術ですが、と場からの卵子活用の体外受精率（19頁）が、まず

挙げられると思います。

昭和61年に農水省畜試の花田章らが体外受精卵の移植で世界初の子牛生産に

成功しましたが、これはと場で廃棄される卵巣を活用して体外受精したもので

す。最初のころは、成熟した卵胞を使ったのですが、だんだん進歩していきま

して、現在では未熟な、言ってみれば卵胞の芽とでも言うような卵胞をとって

体外で培養して成熟させ、それで体外受精させるという技術まで高まっており

ます。
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家畜改良事業団のほうでこの実証試験をやり始めまして、受胎率は非常に良

好であることが確認されました。その良好な産肉成績が東京の食肉市場で開催

された研究会で発表されて、全国で活発な取引がされるようになりました。

こうした技術が開発され実用化段階になると、きちんと親と子の関係が明確

になっていないといけない、とか体外で成熟させた卵胞から受精して生まれた

子どもというのは登記ができるのかという問題もあったのですが、それも子牛

登記が可能になったということで、もう完全に普及段階になっております。

ここに（20頁）、体外受精の生産の写真や生産サイクルが示してありますが、

体外受精卵の供給個数もこんなふうにうなぎ登りになっています。これはお手

元の資料（21頁）のほうの図を見ていただければいいと思います。

次に、クローン技術ですが（22頁、23頁）、我が国が世界の中でもかなり早

い段階で成功した背景にはこの受精卵移植技術と体外受精技術の確立がありま

す。受精卵クローン牛が食肉として出荷されたのは平成５年からですが、消費

者団体から非常に反発を招きました。遺伝子組み換えと同じような問題ですね。

それで、いろいろ情報提供とか啓蒙活動をやったわけですが、まだ社会的に

広く理解を得るに至っておりません。

次に、精子性判別技術です（24頁）。酪農家なら良い牛の子どもは雌であっ

てほしい、肉牛農家であれば雄であってほしいと望むものです。雌雄産み分け

技術というのは夢の技術であったのですが、Ｘ精子とＹ精子が分離できる技術

が開発されました。このＸ精子とＹ精子ではＤＮＡ含量にちょっと違いがある

ということがわかったわけです。それで、そのＤＮＡ含量の差をもとにして、

フローサイトメーターという細胞を瞬時に分別する機械なのですが、このフロ

ーサイトメーターで精子を分別して、Ｘ精子だけの精液、Ｙ精子だけの精液に

分けることが可能になりました。これがアメリカで開発されて実用化されたわ

けです。日本でも家畜改良事業団がそのＸＹ社と共同研究の契約を締結して、

実際にどうなんだろうという生産試験を開始したわけです。

最初の頃は、なかなか受胎率もよくなかったわけですが、性選別精液の生産

性向上、受胎性確認の試験をずっと実施したところ、今ではもう遜色ない受胎

率が得られるようになりました。図では、性判別精液と書いてありますが、判

別を行って販売されている精液はもう選別された精液ですから、現在は「性選
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別精液」と呼んでいます。技術としては「判別」する技術ですが、判別して選

別した後なので、「性選別精液」と言います。雌雄判別を行った体外受精卵も、

家畜改良事業団が平成18年から販売しています。性選別精液は、平成19年から

発売して、もう実用化の段階に至っております。

この図は（25頁）、性選別精液の初回受精による受胎率の推移です。青が判

別したものですが、そっちのほうが最近ではよくなっています。

次に、平成では、豚の人工授精技術の確立が挙げられます（26頁）。人工授

精と言いますと、牛ではもうずっと前から当たり前で、99％近く人工授精だと

思うのですが、豚はなかなか、膣の形状が特異であって、人工授精するのにち

ょっと難しいところがある。また、精液も膠質でちょっと特殊であるというこ

とで、なかなか実用化には至っていなかったわけです。しかし、ずっと技術開

発は行われ、それが実を結びまして、平成になって、もう90％以上の受胎率が

得られるというような技術になってきました。

それと同時に、宅配便の発展によって販売や運搬するのが楽になり、流通ル

ートの確立もたやすくなったという状況もあります。

これで見ますと（27頁）、人工授精の利用がもう平成10年からぐっと上がっ

ています。

昔は本当に一部の大規模な養豚農家、企業養豚的な養豚農家が、それも先進

的な人が使っていただけですが、今はかなりの人がもう人工授精を使っている

という状況になっております（28頁）。

次に、飼養管理技術ですが（29頁）、中心はやはり大規模化、効率化への対

応です。酪農においては、大規模化に当たって、フリーストール・ミルキング

パーラー方式の導入の推奨が行われました。このフリーストールというのは牛

が自由に寝たり歩いたりできる牛舎で、ミルキングパーラーというのは搾乳す

る建物です。普段はフリーストールで自由に過ごしている牛が、搾乳の時間に

なるとミルキングパーラーに自発的に入ってきます。そこで乳を搾られて濃厚

飼料も与えられて、また出ていく方式です。大体60頭以上になってきたらそう

いう方式に変えなさいというのが、農水省の指導でしたし、世の流れも大規模

化、そうしたら牛舎を建てかえなければいけないという認識でした。

ただ、それにはもう、2,000万円、3,000万円、あるいはもっとお金がかかる。
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だから、大規模化はしたいが、今の繋ぎ飼いの牛舎を建てかえてフリーストー

ル・ミルキングパーラー方式に移行することはできない。しかも後継者がいな

いということになったら、じゃあもうここでやめちゃうかというような話にな

るわけですが、この搾乳ユニットの自動搬送装置、愛称で「キャリロボ」と呼

んでいますが、これが非常に画期的な技術であるわけです。

これは（30頁）、言ってみれば搾乳ロボットをセミオートにしたようなもの

といいますか、牛は従来のとおりスタンチョンにつながれて、キャリロボがコ

ンピューターの制御で、次はどの牛、次はどの牛と自動的に移動していくわけ

です。ですから、人間は搾乳ユニットを持って動かなくても、手ぶらで歩いて、

これが行った牛のところに行けばいいわけです。だから、非常に楽になりまし

た。

このシステムは、これを農研機構の生研センター、当時は農業機械化研究所

という時代だったのですが、そこの平田晃氏らがオリオンという酪農機器のメ

ーカーと共同研究で開発しました。私も、その実証試験を行っている試験農家

を見に行きました。その試験農家の息子さんが「私は、こんなのはきついから

酪農を継ぎたくない」と言っていたそうですが、このシステムを導入したら「や

ってもいいかな」というように話が変わったようで、これもこのシステム導入

による効果かと思います。そういうような効果もあり、導入コストから見ても

非常にいい装置だと思います。

次に、養鶏のほうですが（31頁）、養鶏といえば、もうすごい勢いで大規模

化されているわけです。1,000羽、2,000羽の時代から、１万、２万の段階、今

は10万羽も珍しくない段階になってきています。ですから、この大規模鶏舎は

非常に画期的な大規模化の助っ人なのですが、最初、オランダやドイツなど欧

米で開発されました。その仕組みは、鶏のケージを直立に上に積み上げる鶏舎

なんです。それをヨーロッパから輸入していたわけですが、ヨーロッパのもの

をそのまま取り入れていたのではなかなか日本にはなじまないといいますか、

日本で使うには不都合な点が多々ありました。例えばヨーロッパのシステムで

すと、少し雑に扱って卵に小さな傷がつきやすいという問題が指摘されました。

ヨーロッパのほうは生卵を食べませんから、殻に傷が付いていても問題は無く、

販売するのに卵は洗わないんですね。ところが、日本は販売前にきちんと洗い
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ます。そのため生卵を卵かけ御飯で食べることができます。ですから、いろい

ろ、卵が傷つかないような、鶏舎システムの中にワイヤーロープでクッション

を組み込んだり、いろいろな工夫をして日本の養鶏農家が導入できる仕様に改

良がなされました。また、ヨーロッパなどと違い日本の夏は非常に高温多湿な

ので、換気システムもそれに対応するものが開発されています。この写真（32

頁）は、岐阜県の各務原市にあるハイテムという会社の直立ベルトケージシス

テムですが、このベルトケージシステムですと、従来ヒナ段が４～５段だった

のに、８～12段まで詰めることができます。

そうなると、大規模化しても土地を広げなくて済むわけです。直立に上にの

ぼるわけですから。ですから、都市近郊でもできる、土地の狭いところでもで

きるということで、大消費地近くでも大規模化していったということで、日本

の卵は「物価の優等生」と言われておりますが、私が子どものころから値段は

ほとんど変わっておりません。何円台ぐらいでしか変化していない。むしろ昔

のほうが高かったかもしれません。ですから、そういうような大規模化によっ

てのコスト低減、これが進んだわけです。

畜産物の安全・安心と品質保証・差別化に関連してですが（33頁）、まずＤ

ＮＡ判別技術の進歩が挙げられると思います。最近では、「ＤＮＡ鑑定」とい

う言葉もポピュラーになっていますが、昭和期に牛の親子判定が始まって、最

初は血液型でやっていたわけですが、それがＤＮＡ型の検査になって、最近で

は、先ほど言いましたＳＮＰを用いてやっていこうという方向に移行しつつあ

ります。

家畜改良事業団が実施している件数ですが、昭和54年度で2,200件程度だっ

たものが平成20年度では５万2,000件と増加しています。ＤＮＡ鑑定による親

子判別は、受精卵移植の普及に伴って増えています。

このＤＮＡ検査を実施したものをデータベース化して、また次のＤＮＡ判別

の役に立てるといったようなことで、先ほど言いましたトレーサビリティー法

ができて、農水省の牛のトレーサビリティー業務委託事業が始められました。

家畜改良事業団が実施しデータを持っているわけですが、店頭で売られている

肉が本当に表示されている牛からのものかという検査・判別ができるようにな

っております。
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それから、ＤＮＡによって動物種あるいは品種の判別をするという、これも

技術開発によって今ではポピュラーになっています（34頁）。これは、農水省

畜試の千国さん、当時、食品総合研究所に人事交流で異動していたのですが、

千国さんが共通プライマーを開発しました。つまり、これまではプライマーと

いうのは各動物ごとにつくらなければいけなかったわけですが、これは、いろ

いろな動物全てに共通して使えます。黒豚とか、そういった家畜の判別に用い

るのはもちろんなのですが、最近では、ハクビシンであるとかイノシシなど、

いろいろな野生動物の特定にも使われるようになっているようです。

現在、品種の判定技術は、牛では黒毛和種、ホルスタイン種、それらの交雑

牛といった国産牛肉の品種判定や、国産牛と豪州産牛の識別、それから国内産

と輸入牛肉の識別、豚では黒豚なんかで、これは本当に薩摩黒豚かと、こうい

う識別もできるようになっているようです。

それから、もう一つ大きなのは遺伝病の判別です（35頁）。この遺伝病、血

液疾患であるとかいろいろな遺伝病があるわけですが、これが劣勢遺伝であれ

ば父親も母親も保因個体であった場合のみ発症するわけです。ですから、保因

個体であるけれども病気を発症していないというのはわからずに今までは交配

されていたわけです。ただ、この遺伝病の判別技術によって、これは保因個体

だ、だけど非常に肉質がいいので交配するときにはその保因個体ではない系統

の牛を選びましょうと、そういうようなことができるようになってきたわけで

す。

36頁の表は、今ではこれぐらいたくさんいろいろなことができるようになっ

ていることを示していると、見ていただければ良いと思います。

次は、新品種の開発であるとか、あるいは飼養管理技術によって差別化を行

うものです（37頁）。

まず、地鶏あるいは銘柄鶏、銘柄豚は、売りになる銘柄の開発をして差別化

し、売っていこうという戦略です。このような手法が活発になってきています。

昭和50年代から日本在来の鶏を利用した地域特産品といったものが始まってき

たわけですが、例えば典型的なのは「名古屋コーチン」ですね。名古屋コーチ

ンはまだいいのですが、中には、在来の鶏が天然記念物という場合があります。

例えば「秋田比内地鶏」ですが、比内鶏は、天然記念物なわけで、殺して食べ
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られないわけですね。ですから、それをうまく、その血を持ったものを利用し

て、それを親にして、比内地鶏に近づけた銘柄鶏を出そうという話になるわけ

です。そうした開発が非常に活発にあちこちで行われてきているわけです。そ

れぞれ天然記念物的な鶏がそれぞれ地方地方にはいますので。

そうしたことに対応して、「地鶏肉の日本農林規格」ができております。こ

れは、飼い方から何から、「地鶏肉」と言うためには非常に厳しい制約がある

わけですが、それが法律でもそういう保証をするような動きになっています。

スライド（37頁）には、「食品表示法に基づく」と書いてありますが、誤りで

すので、お手元の資料の該当部分を削除願います。平成11年には、まだ食品表

示法は存在しておりません。申し訳ありません。

地鶏と銘柄鶏を合わせた特産鶏肉の年間生産量の推移ですが、平成６年では

481万羽だったのですが、平成15年では932万羽まで伸びて、今はその水準で停

滞しているような状況になっております。

それから、銘柄豚という、豚のほうでも、鹿児島の黒豚に代表されるように、

飼い方から指定して、それに従った方法で飼養された黒豚でなければ呼称を認

めないということにされています（38頁）。これまで４系統造成しております。

この４系統から生まれて鹿児島で指定した飼い方をしないと、「薩摩黒豚」と

は名乗れないということになっております。

このほか、「トウキョウＸ」や宮城の「しもふりレッド」があります。豚の

場合は三元交配ですから、ＡとＢをかけて、その子どもにＣをかけて、それで

三元豚として完成するわけですが、その三元豚としての最後に使われるデュロ

ックという品種があります。この品種は、成長は若干劣るのですが肉質は物す

ごくいいので、肉質をよくするための三元交雑の止め雄に使われています。「し

もふりレッド」というのは、そのデュロックだけの純粋種で、肉質で売り出そ

うと考えられたものです。このように、もうこれまでのような肉量だけではな

くて、差別化して単価を高くするという動きが強まっております。

地鶏ですが、39頁に主なものを掲げています。「土佐ジロー」「東京しゃも」

「はかた地どり」「比内地鶏」「阿波尾鶏」「名古屋コーチン」「さつま地鶏」

などです。「天草大王」は、非常に大きい鶏です。このように、色々な地域で

活発に取り組まれています。
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差別化のもう１つの例として、黒毛和種肥育におけるビタミンＡ制御技術と

いうのがあります（40頁）。高級牛肉、サシ偏重ということの行き過ぎた形で

もあるわけですが、但馬地方の和牛の生産現場で「盲目の牛、あるいは足が腫

れているような牛はよくサシが入る」と言われていました。これは実は、ビタ

ミンＡ欠乏症の症状でした。

農家間でのこのような話を聞いて、この現象を初めて研究として取り上げた

のが飛騨の家畜保健衛生所の北和夫という人で、彼は実際に血中ビタミンＡ濃

度と肉質との関係を調べました。そうしたら、やはりビタミンＡ欠乏にすると

サシが入ると認められたわけです。ただ、これをそのまま推奨するわけにはい

けません。夜盲症、視力の喪失とか、そういう病気になってしまう危険性があ

るわけですから、むしろ飼養標準どおりのビタミンＡの投与量を守ってくださ

いよというべきです。ただし、農家のほうではもう聞かないといいますか、「い

やあ、サシを……」と、要するに、危険すれすれのところで対応するわけです

ね。では、実際に科学的にどういうふうにしたらいいのかを明らかにしましょ

うと取り組まれたのが、兵庫県の家畜保健衛生所の岡章生さんです。彼を中心

としたグループが、国や大学と一緒にビタミンＡの適切な投与量の解明をやっ

たわけです。このほかでも大分県を中心とした九州各県参加のグループのほう

でもその研究をやっております。

その結果、わかったことは、サシというのは小さな脂肪の細胞なんですね。

その前に脂肪の前駆細胞があるわけですが、その前駆細胞が脂肪細胞に分化す

るこの段階でビタミンＡが邪魔するわけなんです。ですから、ビタミンＡが多

過ぎると、その脂肪細胞の分化がうまくいかない。だから、その時期さえ健康

に害のない程度の低ビタミンＡにすれば、後はふんだんに健康を保てるように

与えればいいと。こういうふうなことがわかったわけです。これが実際にビタ

ミンＡ制御技術としてマニュアル化され、農家のほうに普及しました。こうし

て今のまともなビタミンＡ制御技術が確立されたわけです。

次に、家畜衛生の関係です（41頁）。家畜衛生では、まず鳥インフルエンザ

ですが、鳥インフルエンザには高病原性と低病原性がありますから、迅速に高

病原性なのか低病原性なのか、これを見きわめることが重要なわけですが、こ

の見きわめを簡単に早く迅速にできるという技術が開発されております。
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それから、ＢＳＥです（42頁）。ＢＳＥの検査、これも迅速に検査する必要

があります。迅速、しかも簡便に、と殺してから出荷するまでにすぐにＢＳＥ

陽性かどうか判定をしなければならないわけですから。現在では、迅速検査法

が開発されてキットが開発されております。このキットは、海外製では検出で

きない末梢神経、つまり手や足などにある神経の異常プリオンも検出すること

ができるすぐれものです。

現在、日本は、国際獣疫事務局から、無視できるＢＳＥリスク国と認定され

ております。

次に、口蹄疫（43頁）ですが、非常に伝染力が強くて恐れられている病気で

す。これは偶蹄類にしか発生しません。ですから、豚とか牛など蹄が２つに割

れている動物だけがかかる病気です。

口蹄疫は、平成期に日本では平成12年と22年に２回発生しております。12年

の発生は、日本では92年ぶりの発生で、それまで日本はずっと正常国だったわ

けですが、これで一気にだめになりました。

平成22年の発生では、１例目が報告される１ヵ月以上も前からどうも侵入し

ていたらしく、豚にも感染してしまいました。豚は口蹄疫に対する感受性が鈍

いといいますか、大量にウイルスが増殖しないと発症しないわけですね。です

から、ウイルスの増殖機械みたいになってしまって、一旦豚がかかると、全然

わからないうちに大量に菌を放出するという事態になります。宮崎県では、こ

れでもう27万8,000頭の家畜が処分されるという事態になりました。平成22年

の口蹄疫は、宮崎県の方には非常に気の毒な事件でありました。

これも簡易診断法が開発されました。といいますのは、この平成12年の発生

まで家畜衛生試験場、小平に海外病研究部というのがあるのですが、そこに口

蹄疫のウイルスを持ち込むことが許されていなかったんですね。ですから、本

来は家畜衛生試験場できちんと抗体を作って検査できる体制にするべきなので

すが、結局、そういう研究ができなかったわけです。この平成12年で発生した

こと、これを反省材料として、防疫措置を厳密にして口蹄疫のウイルスを持ち

込むことが可能になって、ここで７つの血清型全ての抗体を作製して診断法が

確立されました。その後、日本ハムとの共同研究で、現場で簡易に診断できる

ようキット化されております。
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次に、飼料自給率の向上です（44頁）。移動放牧技術、これも耕作放棄地の

解消のためなのですが、従来の広々とした草地で放牧するというイメージでは

なくて、出前放牧といいまして、あちこちの耕作放棄地に、牛を運んで放牧す

るわけです。草地試験場の瀬川敬さんが山地支場で始めたのですが、「低床型

家畜運搬車」であるとか「貯蔵型飼料給餌車」など、移動放牧の助けになる一

連の機器を開発しております。

このような技術開発を基に、西日本では、中国農試で小山信明らが遊休棚田

の放牧利用に使っていこうということで、法面が崩落しないような技術、簡易

電気牧作の設置法など、いろいろな技術を開発しております。

それをうまく県全体でのシステムとしたのは山口県です（45頁）。山口県は

「出前放牧」という言葉を作って、県内あちこちで普及活動をやろうとしたの

ですが、耕作放棄水田を持つのは水田農家ですから、放牧とか畜産には慣れて

いないわけです。ですから、牛を扱うのを怖がります。だから、まず牛を扱う

ことから慣れさせる必要があります。また、放牧した場合、リーダー牛が必ず

できるわけです。そのリーダーに沿って動くから小さな耕作放棄地でも牛が脱

柵して逃げたりはしない。そういうことで、放牧に慣れた牛を貸し出す「レン

タカウ」であるとか、農家の牛を畜産試験場で預かって放牧の馴致、放牧の訓

練をする。そうしたことを行政と試験場と普及所が一体になって、「山口型放

牧」としてシステムを完成させました。これは非常にインパクトがある立派な

事業でして、畜産大賞もとっております。

次に、飼料イネですが（46頁）、ホールクロップ用のイネ、主に牛の餌にす

るわけですが、これをサイレージにする。この技術開発が行われました。平成

10年から26年にかけて、いろいろなプロジェクトが技術会議でも立ち上げられ

て、体系的な技術を完成することができたわけです。

ちょっと小さくて見えにくいかもしれませんが、46頁に、品種の育成から収

穫機の開発、それからサイレージの調整、乳・肉牛への給与技術に関する写真

を載せています。そうしたところまで体系的に技術開発されております。また、

行政の方でも飼料イネ作付・利用に関する助成措置もとられたのが大きなアク

セルになっているわけですが、平成10年度に48haだったものが平成28年度では

４万1,336haと、861倍に拡大しております。
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47頁は作付面積の推移です。ぐーんと上がっています。

もう一つは、サイレージ調製におけるイネの欠陥として、中が空洞になって

おりますので空気が入っています。そうしたこともあって、サイレージ発酵が

うまくできない事例が多々ありました（48頁）。それからまた、単糖類あるい

は少糖類と、サイレージの乳酸菌の餌になる糖類も不足しています。ですから、

それを助けるのに乳酸菌製剤「畜草１号」というのが畜産草地研究所、前の農

水省畜試ですが、そこで開発されています。

この写真は、飼料イネの収穫機に据え付けた、乳酸菌添加装置で、収穫して

ロールにする時に簡単に添加できるようになっています。

この後、次々に新しい特徴を持った飼料用イネの新品種が開発されていきま

すが、それらの特徴に対応する新たな乳酸菌製剤として、「畜草２号」とか「畜

草１号プラス」などが出ております（49頁）。

ロールベール体系の確立（50頁）も、ＷＣＳ用イネの普及に非常に大きな役

割を果たしました。イネは水田に刈り倒してしまったらサイレージにならない

わけですね。茎から何から泥に汚れてしまい、餌になりません。この一連の技

術体系は、ダイレクトカット収穫方式です。カットして、ダイレクトにそのま

ま地面に倒さずに収穫して、そして自走式のロールベールラッパー、包装する

機械ですね、それで梱包します。写真のような一連のロールベール体系の開発

が行われたわけです。

さらに飼料イネに対応して、普通の畜産がやるロールベーラーとは走るとこ

ろも草の形態も違うわけですから、飼料イネ専用に開発する必要がありました。

ただ、現在は汎用型というのが開発されまして、普通の牧草にも使える。そう

したようなものができております。

というのは、コントラクターは汎用型でないと、飼料イネ専用と普通の草専

用とで２台持つ必要がでてきます。それはなかなかできないので、コントラク

ター向けには１台で両方とも対応できる機械が望ましいわけです。これによっ

てコントラクターというものの組織化が促進されまして、コントラクター組織

が平成15年で317、現在では717と拡大しております。

それから、飼料用米ですが、これは飼料イネ、ホールクロップサイレージか

らちょっとおくれて始まりました（51頁）。これは平成16年度以降活発化した

－ 199 －



- 20 -

わけですが、平成22年度からの農水省の委託プロジェクトで、あちこちの県も

参加して非常に体系的に研究が推進されました。これでこのプロジェクトにお

いて、収穫した玄米をサイレージにしたりとか、籾米で給与するか、玄米で給

与するかなど、各県独自のアレンジで、いろいろ給与できる形態に加工技術が

進んでおりますが、このマニュアルも全国の農家で活用されております。この

飼料用米の作付面積が、平成15年の50haから平成28年では９万1,169haと、1.8

23倍に拡大しております。

それから、環境問題への対応ですが、１つは豚の栄養管理技術（52頁、53頁）

の進歩です。アミノ酸の要求量としての測定精密化、これが非常に大きな意義

を持つことであるわけです。飼料中のタンパク質も、結局豚が利用するのはア

ミノ酸に分解されてなので、本当はアミノ酸の要求量でやるべきです。ただ、

それまではアミノ酸個々の要求量は出されていませんでしたので、タンパク質

として要求量を計算して飼料給与量を決めていました。ただ、タンパク質を例

えば15％とすると、アミノ酸によってはもう余剰なぐらいに入っています。ま

た、少ないアミノ酸では、必要量ぎりぎりか不足という、リービッヒの最小律

の桶を思っていただければいいかと思いますが、そういう状況で、かなり無駄

に窒素が排泄されるという状況があったわけです。

農水省畜試の古谷修らは、消化管内容物が大腸に入る直前に回収して、実際

の有効なアミノ酸としてどれだけの量が必要かと、この測定技術を開発しまし

た。彼は、その後九州農試に転勤しまして、九州で梶雄次らと２人で飼料中の

アミノ酸含量を測定して、それからアミノ酸の豚の要求量もきちんと出して日

本飼養標準に反映させました。ですから、日本飼養標準では、今や豚のタンパ

ク質要求量は、一応タンパク質要求量は書いてありますが、「アミノ酸要求量」

をメインとして書いてあります。

これによって、例えば今までタンパク質は15％やりなさいよと言われていた

ものが、タンパク質12％で良いとなり、ただし、不足するリジンやトレオニン

は、工業生産でできたものを添加すれば良いということが可能となります。こ

れはどうしてかというと、リジンなど一部のアミノ酸は、化学工業の進歩で非

常に安くできるようになりました。ですから、安くできるアミノ酸は添加して、

タンパク質は全体を少なくすることができます。これによって、アミノ酸添加

－ 200 －



- 21 -

の低タンパク質飼料給与で、窒素の排せつ量がふんで20％、尿では45％減少し、

ふん尿込みでトータル35％低減します。

もちろん窒素が減るわけですから、豚房やたい肥化施設からのアンモニア揮

散量が減少し、汚水処理コストも安くなります。また、メタンの発酵効率も高

まり、こういうような非常にいい飼料になるわけですが、ただ、これまでタン

パク質含量は高いほど価格が高いという常識でしたので、「環境負荷低減型配

合飼料」という名前で公定規格もできたのですが、なかなか使ってもらえない

状況にあります。飼料メーカーも、アミノ酸添加の低タンパク質飼料を作って

くれているのですが、農家のほうが、「今まで高いタンパクでこの値段だった

のに、タンパクが低くなっても同じ値段か」というようなことで、なかなか買

ってくれないらしいんですね。この辺をもう少し啓蒙して、環境問題に理解を

得ないとちょっとまずいなという気がします。

次に、エコフィードですが（54頁）、食品リサイクル法が平成13年に施行さ

れて、食品残さの飼料化が注目されました。パン類多給によって霜降り豚肉が

できるというようなことが、当時宮崎大の、今は家畜改良センター理事長の入

江先生らによって明らかにされました。これは、それ以前に基礎研究的に畜草

研の勝俣昌也が、リジンの含量を抑えて成長を少しおくらせて、ゆっくり成長

させていくと霜降りになるということを明らかにしています。その辺からリジ

ンの少ない餌、パン類、それが非常にいいのではないかと考えられます。

食品残さの飼料化と給与技術の開発については、当時畜草研の川島知之らが

主導して、食品残さの飼料利用の研究を産官学を巻き込んで最初に活発にやっ

たのですが、コンビニのセブンイレブンや小田急百貨店なども参加して、名前

を言ってしまっていいのかわからないですが、幅広い研究グループを形成して

普及に持って行く活動を行いました。新宿の小田急百貨店の地下に食品売場が

あるのですが、小田急フードエコロジーセンター（現在は日本フードエコロジ

ーセンター）の高橋巧一さんが非常に熱心にこの活動に共同研究的に取り組み、

小田急百貨店でエコフィードで飼った豚肉を売り出したのですが、通常の豚肉

より若干高めの価格にもかかわらず好評で売れているようです。この事例は、

あちこちに普及するきっかけになったわけです。

エコフィード飼養技術開発として川島らがやったのは、食品残さを持ち運ん
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で給与するというのは大変だということで、発酵リキッドフィーディングとい

う技術の開発です。これは、食品残さを乳酸菌を加えて発酵させてヨーグルト

状にしてしまう加工処理法です。それで、豚房の上にパイプ配管し、リキッド

状になったエコフィードを各豚房に送り、豚はニップルに口をつけて吸い出し

て飲むことができます。乳酸菌発酵していますから非常に保存性も良いわけで

す。ただ、問題点は豚舎の構造を変えて、パイプ配管を設置しなければいけな

いことですが、豚舎が老朽化しリフォームしなければいけない時期に来ている

ようなところだったら、かなり入れてくれるというような状況になっておりま

した。

こうした流れを受けて「エコフィード」という名前がつくられまして、これ

も農水省の肝入りですが、エコフィードの認証制度も平成21年にできておりま

す。それから、さらに平成23年にはエコフィードを利用した畜産物の認証制度

もできたということで、非常にエコフィードの動きは活発になっております。

この新聞記事（2019年（平成31年）２月21日付毎日新聞朝刊15面を参照）は、

その小田急のフードエコロジーセンターにおられた高橋さんが、日本フードエ

コロジーセンターの社長として引き続きエコフィード利用活動をやっていて、

その活動が評価されて第２回ジャパンＳＤＧｓアワードというものを受賞した

という記事です。

ふん尿処理技術ですが（55頁、56頁）、ちょっと時間もかなり超過している

ので飛ばしていきますが、この図は、吸引通気式堆肥化システムの概要です。

堆肥は好気的発酵でできあがるので空気が必要です。従来の方式は、送風して

空気を送っているのですが、空気を送ると発酵初期に発生するアンモニアが外

に放散されてしまい悪臭問題になっていました。これを逆に下から吸引してや

り、その分の空気が堆肥中に吸い込まれるという方式にすれば悪臭問題の解決

の糸口になると考えたわけです。これが吸引通気式で、畜草研の阿部佳之のグ

ループが開発しました。このメリットは、この吸引によって、堆肥から70度近

くになる温風が排出されてきます。アンモニアが中に含まれております。これ

を液体で捕捉して、また流していく。まだ熱い空気が出ます。この液体を、例

えばリン酸溶液にしておくとリン酸アンモニウム（リン安）になる。そうする

と、リン安という肥料になります。これが希硫酸だと硫酸アンモニア（硫安）
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になる。阿部らは、これを併設したハウスで温風も通してメロンを作ってやっ

ていましたが、非常にいいメロンができておりました。しかも、この温風で熱

交換器を通せば温水利用にもなります。これは実験的に那須の牧場に入れたの

ですが、ちょっと余るぐらい、使い切れないぐらいお湯ができてしまって、ど

う利用しようか困るというぐらいできます。

これは非常に画期的な良い技術です。吸引通気式の装置自体は、器用な人だ

ったら日曜大工で、ホームセンターで売っている材料でつくれるかと思います。

ただ、製造販売してくれている民間会社が、自社の製造している自動堆肥化装

置と組み合わせてコンピューターシステムによる自動堆肥化システムとして製

品化していますので、やっぱりそうすると高いので、なかなかこれに買いかえ

てくれないという状況ではあります。

次に、ペレット堆肥化技術（57頁）です。これは、堆肥をペレット状に成型

するものです。ペレット化によってハンドリングが格段に良くなり、普通の稲

作農家が持っているような化学肥料・化成肥料の散布機が使えます。これで堆

肥を耕種農家の方が使い易くなり、もっと使ってもらうということを期待して

いるわけです。

もう一つのペレット化のメリットは、容量・容積、これが大きく減少するこ

とです。容積は半分以下ぐらいになります。運搬の費用というのは容量に比例

しますので、容量が少なくなるというのは運搬費が物すごく安くなるというこ

とです。

この狙いは何かというと、九州では、長崎県北部九州の方は窒素成分が非常

に少ない、土が痩せている地域が多いです。一方、南九州、鹿児島、宮崎はも

う、窒素があり余っているぐらいの土壌になっている。だから、九州内で、鹿

児島あたりから長崎方面に持っていったら、窒素負荷が九州全体でならされて

良いのではないかという発想からです。このペレット化をすることによって容

積が半分以下になるという点がポイントなのですが、このペレット化の試験を

主導した九州沖縄農研の薬師堂さんの試算ですと、100キロの距離以上を広域

流通させれば、このペレットにかける費用がペイするようです。ですから、こ

のペレット化技術が、堆肥の広域流通拡大のキーテクノロジーになるというこ

とです。
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一番先進的に取り込んでやっているのがＪＡ菊池の有機支援センターで、こ

れはもうかなり早くから薬師堂さんと一緒にやっておりまして、活発にペレッ

ト堆肥の流通をやっております。

それから、メタン発酵消化液の利用技術（58頁）です。これはバイオガスで

すね。これも結構、一時期流行的になったのですが、今でも、大規模な北海道

の酪農家なんかはすごいバイオガスプラントをつくったりしていますけれど

も、全体としてはなかなか進んではいないようです。ただ、バイオガス事業推

進協議会というものがつくられておりまして、平成29年では40社を超す民間企

業、それから10を超す自治体、それから公的機関、大学などが加わって、会員

数100名以上になっております。ですから、バイオガスを利用するという動き、

畜産以外も含めてですが、そういう動きはかなり活発ではあるのですが、畜産

ではこの消化液の利用がなかなかうまくいかないということもあって、ちょっ

と伸び悩んでおります。

それから、ＭＡＰ法による豚尿からのリン回収技術です（59頁）。これは原

理は簡単で、空気を引き込んで中性から弱アルカリぐらいにすると、尿の中の

リンがＭＡＰという、リン酸マグネシウムアンモニウムという結晶になるわけ

です。実際にそういう装置をつくるのは、これもホームセンターでできるぐら

いのものなのですが、きっちりシステムとしてやろうとすると若干かかるかな

と思います。

実証農家でやった実験では、処理水の全リン濃度が33から84㎎/Lに低減でき、

母豚100頭規模の一貫経営で想定した場合、ＭＡＰの設置コストが約250万円、

運転コストが年間20万円かかるというデータが出されています。これによって、

リンが回収でき、かなり汚水処理が楽になります。

それから、地球温暖化対応技術（58頁）ですが、京都会議で国別の温室効果

ガス発生量を報告するということで、これは私が農水省畜試におりました時に

初めてやりました。家畜からのメタン発生量の推定式をつくったのですが、畜

試にそれまでメタン発生量のデータが基礎研究としてずっと蓄積されていたの

ですね。それはどうしてかというと、牛からすればメタンというのは要するに

エネルギーの損失部分です。メタンとしてエネルギーが出ていってしまうので、

利用されない。ですから、エネルギー代謝を研究するには、必ずメタンの発生
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量も測定する必要があるわけです。ただ、メタンとしてのエネルギー損失は、

せいぜい牛が摂取するエネルギーの２～３％から多くても10％以内ぐらいです

ので、余りメジャーなものとなって扱われることはなかったのです。ただ、こ

の地球温暖化問題がありまして、それなら、推定式をつくるのにもともとのデ

ータがかなりあるのだから、これを使おうと思ったわけです。そうすると、実

験データは大体常識的な栄養水準で測定したものがほとんどですので、推定式

をつくるには広がりがないことが分かりました。あとは、栄養水準を広げたデ

ータをプラスすれば良いだけです。これは、研究目的としていなくても地道に

集められた基礎研究のデータが、情勢の変化によって貴重なデータとなって有

効利用できたという良い例かと思います。

発生量推定だけでも仕方がなく、抑制技術が重要なので、私もいろいろやっ

たのですが、画期的なものは、北大の小林泰男先生が、出光興産との共同研究

で開発した技術です。最初は、出光の方から、石油精製の際の副産物からルー

メン発酵制御剤のようなものを作れないかということで、ルーメン発酵の第１

人者である小林さんに研究の依頼があったわけです。小林さんが、出光保有の

オイルコレクションを調べたところ、ルーメン発酵の際に牛のエネルギー源の

一つであり、タンパク質生成の原料ともなるプロピオン酸の生成を増強するア

ルキルフェノールという物質を含むものが見つかりました。これは、カシュー

ナッツの殻の液でした。従来から、イオノフォアという抗生物質などルーメン

発酵をプロピオン酸生成に向かわせる物質を投与すると肉牛の肉質が良くなる

ことも知られていましたが、これはカシューナッツという食品由来のものなの

で、抗生物質よりは消費者に受け入れられやすいものです。また、ルーメン発

酵でプロピオン酸ができる時には水素を消費します。水素が消費されるという

ことは、メタンはＣＨ４ですから、メタンの原料がなくなるということで、メ

タン発生の抑制にもつながるわけです。小林さんは、この物質を多く含むカシ

ューナッツの殻の液に目をつけたのですが、これでルーメン発酵によるメタン

生成量を測ったら50％近く低減されることが分かりました。これは非常に画期

的な技術なのですが、残念ながら地球環境問題に寄与というキャッチフレーズ

では売れないので、今のところ「ルーメン発酵制御飼料」というジャンルで販

売されています。プロピオン酸ができれば肉質に良い影響を与えますので、プ
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ロピオン酸増強効果があり、おまけにメタンの発生も抑える飼料ですという販

売戦略となってしまいました。本当なら「メタン発生抑制飼料」として売りた

いところなのですが、まことに残念です。

以上で、発表を終わりたいと思います。どうもご清聴ありがとうございまし

た（拍手）。

Ⅱ 質 疑 応 答

(1) 八木宏典氏の質問

八木 私が解題担当ですので、最初に質問させていただきます。

平成農業の大きな特徴は、日本の農業の中で、産出額では畜産部門が第１位

に躍り出て、昭和まで第１位であった米が野菜にも負けて第３位になってしま

ったというようなことだと思うのですけれども、その平成の畜産を育ててきた

技術の開発普及の特徴について、本日は大変わかりやすく整理をされてお話し

いただき、ありがとうございました。

それぞれの論点につきましては、フロアの方からいろいろな質問があると思

いますので、私からは簡単に、追加して御説明いただきたい点を２点だけ質問

させていただきます。

１つは、この畜産技術の開発普及において、海外の研究成果とか、あるいは

海外の技術開発が貢献した部分と、それから国内で独自に研究開発した部分と

があると思うのですけれども、そこを分けるのは大変難しいとは思いますが、

平成技術のどのくらいが海外に依存し、国内のものはどのくらいなのでしょう

か。今日お伺いしたお話ですと、国内でもいろいろな工夫をされてきたという

ふうに印象を受けておりますけれども、柴田さんとしてはどうお考えなのかと

いうのが１点です。

柴田 どこまでを海外技術としてしまうかによるのですが、例えば、飼料イ

ネのロールベールのシステムについて見れば、飼料イネ全体、生産から給与ま

で、全く国産技術で、海外でイネを飼料に使っている国はないわけです。しか

し、ロールベールという考え方で見ると、ロールベールを最初に開発したのは
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アメリカ・カナダだろうと思いますが、あちらのロールベールは非常に大きく、

日本ではもっと小さいロールでないと普及しません。ですから、焦点の当て方

で評価は違ってきて、どこまでが国内でどこまでが海外か仕分けるのが難しい

ですが、まあ、海外は３～４割ぐらいという感じはしますね。例えば、性判別

技術なんていうのは完全に向こうのを持ってきているわけですが、ただ、国外

で日本に適用する応用研究的なことまでをやっているわけでありません。

八木 ありがとうございました。

２点目は、今後の課題ということで、平成に残した問題もありましょうし、

それから令和の時代に入りまして、これから畜産技術の開発普及ということを

考えた時に、どういうような重点的な課題がありそうなのか。今思いつくとこ

ろでけっこうですので、なにかお話しいただければと思います。

柴田 今後の技術開発でどの分野が重要かというようなことですか。ゲノム

情報を利用した育種改良の進化は重要な技術開発だと思います。ゲノム研究に

関しては、ゲノム編集はまだ畜産ではあまり表立って取り上げてはいませんが、

ゲノムの研究自体かなり進んでおり、また他分野でかなり進んでやられていま

すので、このあたりの技術開発が活発になってくるような気もします。ただ、

私個人的には、ゲノム編集のような流れは好きではないですけれども。

(2) 佐藤洋平氏の質問

佐藤 佐藤と申します。多分今日のテーマと必ずしもピタッと合っていない

質問と思うのですが、ＥＵなどではアニマルウェルフェアというのがしきりに

言われております。今日は、多分それは技術開発ではないので触れられなかっ

たと思うのですが、それが普及することと、畜産の経営的・経済的な側面とは、

ある意味ではトレードオフな側面もあると思いますが、アニマルウェルフェア

についての日本での動向というのはどんなふうに見ていらっしゃるか、教えて

いただければと思います。

柴田 アニマルウェルフェアは、海外の圧力も含めて大きな問題になってく

ると思っております。畜産技術協会でも、どういうふうに日本型アニマルウェ

ルフェアをやっていくかといった検討会をやっておりまして、既にアニマルウ

ェルフェアの考え方に対応した飼養管理指針マニュアルのようなものを出して
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おります。ただ、現実問題、まだ国内で動いている限り、アニマルウェルフェ

アは考えなくてもやっていけるので、農家は全然動きが遅いですね。アニマル

ウェルフェアもそれによってコストがかかる部分もあるけれども、それによっ

て効率がよくなるとかそういう部分もあるので、そこの辺をうまく整理して、

この部分でこうやっていければペイするよというようなことをもう少し整理す

る必要はあると思います。

ただ、ヨーロッパはかなり厳しくやっていますので、輸出ということを考え

ると、アニマルウェルフェアが非関税障壁のようなことになっていく可能性は

あると思います。

(3) 矢坂雅充氏の質問

矢坂 東京大学の矢坂と申します。環境問題に関連して家畜が排出するメタ

ンガスを削減する技術についてふれておられました。こうした技術への関心は

欧米ではきわめて高くなっており、近年ではその成果をもって畜産が地球環境

の原因であるという批判に対応しようとしています。

同様に、牛の１頭あたりの泌乳量を高めて飼養頭数を減らすことで、メタン

ガス排出量の削減を図ることも重視されています。それを裏づけているかのよ

うに、近年、アメリカでの乳牛の泌乳量が相当上がってきています。日本との

格差もかなり開くようになりました。１頭あたりの泌乳量を引き上げる技術と

して、飼養管理や家畜改良などの分野で何らかの技術革新がみられるのでしょ

うか。

柴田 確かに、生産性の向上が温室効果ガス低減の大きな要因であることに

間違いありません。我が国でも、畜産物１kg生産当たりのメタン発生量の推移

を畜草研の栗原らが報告していますが、1975年以降、１頭あたり乳量の着実な

増加により、１kg乳生産当たりのメタン発生量は毎年着実に削減されています。

20年くらい前の話ですが、ＩＰＣＣが各国にそれぞれの国の温室効果ガス削減

対策について報告を求めたところ、ＥＵは、「ＥＵ発足により、各国の乳牛頭

数は削減されることとなっているので、温室効果ガスも自然に削減される」と

回答し、米国は、「反芻家畜の生産性向上プログラムを始めており、生産性の

向上により、畜産物１kg当たりの温室効果ガス発生量は削減される」と回答し
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ていました。当時、欧米は「特段何もしない」と答えているなと感じましたが、

現在も畜産に関しては、同じような対応ではないでしょうか。

(4) 坪田邦夫氏の質問

坪田 日本農業研究所の坪田と申します。最近、受胎率が低下しているとい

う話を畜産関係の方からよく伺うのですが、その１つの理由が、乳量をうんと

高めるためにそういうことばかり追求していると片方で受胎率が落ちるとか、

餌が偏ってくるとそうなるとか、いろいろ技術的あるいは経済的な要因が背景

にあるようなのですが、先生はどのようにお考えでしょうかというのが１つ。

それから、ホールクロップサイレージについて、飼料米の補助金にかなり支

えられている部分があると思うのですが、畜産の側から見たときにどのように

技術的・経済的に評価をされるかという、この２点について先生のお考えをお

聞かせください。

柴田 最初の繁殖の問題なのですが、これはもう15年ぐらい前から問題にな

っていて、畜産技術協会の雑誌があるのですが、そこにも特集を組んだり、あ

るいはこの前も座談会をやったのですが、受胎率の低下の要因としては、３つ

の側面から考える必要があります。まず考えられるのが、ご指摘のように、乳

牛の育種改良が進みすぎて高能力になりすぎ、牛自身にも代謝的・内分泌的に

相当な負荷がかかって、そのストレスが原因となっていないか？また、飼養管

理側、農家側の方でも、能力向上を追い求め過ぎて濃厚飼料が多給になったり、

そういうような問題があるのではないか？ということです。次に、人工授精師

側で基本的な技術がおろそかになっているのではないか？ということです。第

３に、牛自身に見落としている欠陥があるということはないか？わからないで

すけれども、遺伝病のような隠れた病気というのが実はあるのではないか？な

ど、検討すべき要因が幾つかあるわけですね。先ほど触れました座談会でも、

そういう要因に分けてそれぞれの分野の人を呼んで話を聞いたのですが、どこ

の分野からも、少しはそのようなことはあるかもしれないが、決定的な原因と

なるような事象は見当たらない、みたいな話になってしまいます。ですから、

「これが！」という決め手はないんです。いろいろな分野で何かちょっとずつ

悪くなっているような、もちろん、乳量が急激に向上して、そのせいで代謝系

－ 209 －



- 30 -

がおかしいという問題は一番大きいと思うのですけれども、必ずしもそれだけ

ではないんですね。これが今もって原因が特定できない謎ですね。

それから、飼料イネの補助金の問題。飼料イネにかなりの補助金が投入され

たおかげで、飼料イネ利用が進んだ面は否めません。畜産側としても、餌が安

く手に入り、コントラクターの方も飼料イネの栽培・収穫をも請け負うことが

できて業務が拡大し、発展しています。最初は、結構畜産側でも反発がある人

は多かったのですけれども、今はもうすんなり受け入れていますね。この20年

ですっかり定着したんだという感じはします。

坪田 飼料イネのことをなぜお伺いしたかというと、ある方が、飼料イネを

与えると畜産物の品質がよくなるとか、健康にいいオレイン酸が増えるとかし

て、いい影響があるというふうに言っていたものですから、そういうメリット

があるならば飼料イネを畜産物に使うのもいいことかなと思って御質問をさせ

ていただいたのですが、そういうデータはございますか。

柴田 確かに、玄米はトウモロコシよりオレイン酸含量が高いですし、オレ

イン酸は肉の旨みを増すとされています。ただ、飼料イネを与えた肉牛の、牛

肉中のオレイン酸含量が高くなるかどうかと言うデータに関しては、肯定する

ものも否定するものもあります。また、オレイン酸と肉の旨みに関しても、疑

問を提示する論者もいますので、なんとも言えません。ただ、山形の「もち豚」

のように、お米を与えるともちもちした良い肉質になるともされていますので、

飼料イネ、飼料用米を使うことは推奨したいと思っています。

(5) 吉田岳志氏の質問

吉田 柴田さん、『平成農業技術史』、どうも御協力ありがとうございまし

た。また、宣伝の機会を与えていただきましてありがとうございました。

ここからは宣伝ではなくて、質問なのですが、ちょっと細かいことで申しわ

けないのですが、低タンパク質飼料の開発というところで、環境には確かにい

いと。余分やアミノ酸が出てくるわけではないわけですから。だけれども、農

家にとっては、餌代が下がるわけでもないしということで、なかなか売れない

というお話でした。しかし、よくよく考えたら、当然タンパク質の総量を抑え

て余分なアミノ酸も与えないということは、家畜への負担も、生理的な負担は

－ 210 －



- 31 -

当然下がっていると思うんですね。余分な消化というか。その辺で何か、もう

少し具体的に家畜にとってのメリットを出して、それを売りにするという可能

性はないのでしょうかね。

柴田 それはあると思います。こんなに元気になったとか、農家が目に見え

る効果ではないのが苦しいのですが、ふん尿処理の経費が低減することも含め

て、飼料メーカーには合わせ技で宣伝して頂きたいと思います。

(5) 西尾敏彦氏の質問

西尾 生命倫理の問題ですが。昔、初生ヒナの雌雄鑑別師の話を書いたこと

があるのですが、最近英訳の話があり、翻訳者から廃棄した雄はどうなるのか

との質問がありました。２～３の関係機関に尋ねたのですが、明確な回答がえ

られません。どうなっているんでしょうか。ほかの家畜も含め畜産研究が進め

ば進むほど、この種の声が出てくると思うのですが。

柴田 そうですね。あからさまになれば大きな問題となるかもしれません。

雛の行方はちょっとわかりませんけれども、乳牛の子牛については、生まれた

のなら販売されて、肥育農家が育て上げていると思います。処理するほうが大

変ですからね。あれだけ、60kgもあるのを。

西尾 雛は。

柴田 雛は、すぐ焼却でしょうね。

(6) 両角和夫氏の質問

両角 日本農業研究所の両角と申します。先ほど、山口型放牧ですか、ああ

いうようなお話がありましたけれども、もう一つ、林間放牧というのが、昔か

ら林間放牧というのでしょうか、混牧林とかがあって、そこに放牧してという、

そういう技術に昔から興味を持っているのですが、それはどういう展望といい

ますか、本当に伸びるのか、それとも余り重要性がなくなっているのか。要す

るに、日本は７割も山があって、そこを使わない手はないのではないかといつ

も思うのですけれども、その辺ちょっと御見解をお伺いしたいと思います。

柴田 私もそうは思います。ただ、山林と農地では地権者が違うので、なか

なか進まないのではないかなと思いますが……。東大や宮崎大も一時期、地域
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活性化のアプローチとして里地の林間放牧を核としたシステム研究をやってい

ました。ただ、林全体に牧柵を張る必要があるとか、そうした労力が要ります

ので、地域の高齢化もあって難しい問題があるかと思います。

──了──
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