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2010年4月 北海道畜産学会事務局

1 .会費納入のお願い

2010年度会費を、本誌に添付の払込取扱票(手数料不要)、または郵便局に備え付けの払込用紙(手数料不

要)により納入して下さい。本会報送付封筒の宛名シールには現在まで納入を頂いている年度を記載しており

ます。

会費正会員年額3，000円学生会員年額2，000円

〔納入先〕 郵便振替 口座番号 02770-4-4947 加入者名 北海道畜産学会

※ 郵便局以外の金融機関から振込の場合

ゅうちょ銀行二七九(ニナナキュウ)庖 当座0004947 北海道畜産学会

〔注意事項〕

① 郵便局に備え付けの払込用紙で納入の場合と郵便局以外の金融機関で納入される場合、別途払込手数料

がかかりますので、自己負担を願います。 ② 滞納が長期に及ぶ会員は、評議員会の議を経て除名処分の対象

となることがあります。会費納入のご確認は、名簿担当(岩崎)までご連絡願います。 ③ 学生会員につきま

しては、次年度継続の場合においても、 1年ごとの入会手続き(年会費2，000円、次ページ参照)を必要としま

すので、学生会員に対する担当教員各位のご指導をお願い致します。

2. 住所変更、退会手続きについて

住所、氏名、所属先等に変更が生じた会員は、本会ホームページにある変更届けフォームに必要事項を記入

して送信して下さい。インターネットでの申し込みが困難な場合は、下記の用紙に必要事項を記入の上、郵送

またはFAXして下さい。

退会希望の方は、変更届けフォームに連絡事項欄に退会希望の旨を記入してください。未納会費等を清算頂

いた上、退会の処理を致します。

3. 届け出・問い合せ先

北海道畜産学会事務局(名簿担当;岩崎 智仁) TEL/FAX 011-388-4838 

干069-8501 酪農学園大学酪農学部内 Eメール iwasaki@rakuno.ac.jp 

北海道畜産学会ホームページ URL http://www.h7.dion.ne.jp/-hokutiku/ 

一切り取り線一

北海道畜産学会様 年月日

このたび、(下記の通り変更・退会)致したく、届け出ます。

ふりがな
現住所所属機関氏名

氏 名
変更事項※

会員種別連絡先その他

T 

現 住 所

(自宅) Tel. Fax. 

E-mail: 

T 

所属機関

(部署名等) Tel. Fax. 

E-mail: 

職名 連絡先※ 現住所 所属機関

会員種別※ 正会員 学生会員 指導教員名

※欄には該当するものにO印を付けてください。



北海道畜産学会入会のご案内

1 .入会手続き

正会員・学生会員に入会希望の方は、本会ホームページにある入会申込みフォームに必要事項を記入して送

信して下さい。インターネットでの申し込みが困難な場合は、下記の用紙に必要事項を記入の上、郵送または

FAXして下さい。後日、事務局より振込用紙を登録されたご住所へ送付いたします。事務局が会費の納入を

確認した時点で入会手続き完了となります。

なお、学生会員あての配布物は指導教員を通じてお渡ししますので、必ず指導教員名を記入してください。

2. 入会資格

正会員と学生会員は畜産に関する学術の進歩を図り、併せて北海道における畜産に発展に資する本会の目的

に賛同する個人とします。また、賛助会員として入会を希望される法人の方は下記連絡先までお問い合わせく

ださい。

3.会費

正会員会費 年額 3，000円 学生会員 年額 2，000円

維持会員会費年額10，000円(1口)以上

入会申し込みを受付後、会費請求書を送付しますのでお振り込みください。なお、年度途中の入会であって

も年会費の減額はありません。

3.連絡先・問合せ先
北海道畜産学会事務局(庶務幹事;高橋 圭二) TEL/庁FAX 011-38銘8-4803

干069少-8501 酪農学園大学酪農学部内 E-mail t回akahak凶j@r

北海道畜産学会ホ一ムペ一ジ URLhは1吐tt以p:/μ/W九νTww.h7 .dion.n児氾e.ω.j加p/介-hoku叫ltik王口叩u/1ν / 

ー切り取り線一一一一

入会申込用紙

北海道畜産学会様
貴会へ入会したく、下記の通り申し込みます。

ふりがな

氏 名
入会年度

T 

現 住 所

(自宅) Tel. Fax. 

E-mail: 

T 

所属機関

(部署名等) Tel. Fax. 

E-mail: ¥ 

職名 連絡先※

会員種別※ 正会員 学生会員 指導教員名

※欄には該当するものにO印を付けてください。

現住所

年 月 日

年度

所属機関
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特集

理想・目標・経済性
一家族酪農経営はどこに向かうか-

岡田 直 樹

北海道立根釧農業試験場、 086-1135 標津郡中標津町旭ケ丘7番地

1 .はじめに

2000年代に入り、酪農経営を取り巻く経済条件や政

策条件は不安定化している。このもとで、酪農経営の

展開方向について議論されてきた。規模拡大によりコ

スト低減を図ることが国際競争力を高める上で不可欠

だとする論調がある。一方、無闇に規模拡大せず効率

を上げることが重要だとする主張も見られる。これら

は、研究者等によるものである。では、酪農家自身は、

自らの展開方向をどのように考えているのだろう。い

かなる理想のもとで、不安定な営農条件に対しどのよ

うな目標をセットし、実際にどの程度の経済性に直面

しているのか(経済性は、経営展開の十分条件である)。

本報告は、道東の草地地帯の酪農家24人(経産午頭数，

家族労働力数から階層分けして抽出された代表的経営

の経営者)を対象に、 2008年及び2009年に行った面接

調査に基づ、いている。

2. 酪農家は理想の農場をどのように描くか

(1 )経営理念

“経営理念"とは、「経営をどういう目的で、どのよう

な形で行うか」という価値基準である。まず、酪農家

の経営理念を把握すると、経営理念は、①自己実現重

視型(1ゆとりJ，I放牧」など 生活様式や経営方式に

おける自らの選好を重視)、②社会的役割重視型(1消

費者への貢献J，I地域への貢献」など、社会的ミッショ

ンを重視)、③統合型(①の自らの選好と、②の社会的

表 1 経営理念と経営者の属性

経営理念のカテゴリ
経営において重視する項目

第一位 第一位

自己実 現 重 視 型 ゆとり 放牧

社会的役割重視型 消費者への貢献 地域社会への貢献

統 メ口b、 型 牛に優しい生産 消費者への貢献

モラトリアム 無理のない経営 放牧?

注:調査対象24経営中、 17経営の集計結果。

受理 2010年3月23日

ミッションの双方を重視)、④モラトリアム(価値基準

を明確としていなしミ)の4つのカテゴリに代表される

(表 1)。

また、それぞれのカテゴリにあてはまる酪農家の属

性には差異がみられる。すなわち、自己実現重視型は

30'"'-'40代の新規就農者に，社会的役割重視型は50代以

上のキャリアを積んだ経営者に，統合型は経営移譲を

受けた30代の経営者に，モラトリアムは後継者が確定

されていない50代の経営者に典型がみられる(表 1)。

ここで注目されることは、第一に、経営理念は単様

ではないこと、第二に、経営理念は経営者の属性(今

後の経営継続年数や、農場設計の自由度などを規定す

る要因として)によって変化することである。実際に

は、生産のプロセスを重視する自己実現重視型と、外

部へのアウトプットを重視する社会的役割重視型が、

経営者の家族経営サイクル上のポジションによって変

化しつつ立ち現れ、経営理念は重層的となって示され

単一の範鴎に収数しないとみられる。

(2)理想の農場

“理想の農場"とは、経営理念を具体的な農場の姿と

して表したものと理解される。酪農家の描く理想の農

場は、経営理念のカテゴリごとに共通する傾向がみら

れる。飼養形態、牛舎形態、頭数規模を端的に示すと、

①自己実現重視型は 放牧、つなぎ牛舎での少頭数飼

養(経産牛55頭)、②社会的役割重視型は，舎飼、フ

リーストールでの多頭飼養(経産牛80'"'-'300頭)、③統

合型は、舎飼、フリーストールに、放牧や搾乳ロボッ

ト等新たな試みを加えたもとでの多頭飼養(経産牛90

カァゴ、リに該当する経営者の属性

経営者年齢 主たる特徴
36'"'-'46 

新規就農者
(avg.41.0) 
34'"'-'61 

50代以上の経営者が中心
(avg.51.3) 
31 '"'-'36 

経営移譲を受けた若手経営者
(avg.33.7) 
41 '"'-'55 50代の後継者が確定していない経営者が

(avg.49.3) 中心



岡田直樹

"'"'250頭)、④モラトリアムは、放牧、つなぎ牛舎での

中頭数飼養(経産牛65"'"'80頭)が示される(表2)。

ところで、酪農家によって表現された“理想の農場"

は、まったく自由に描かれるのではなく、“現在の農場"

を起点とするといえよう。すなわち、“理想の農場"は、

これまでの経営行動の結果である“現在の農場"を、

再度それぞれの経営理念によって方向付けたものであ

る。家族経営サイクル(新規就農→単世代経営→二世

代経営→単世代経営→・・・)のどこに位置するかに

よって、経営理念は影響を受けていた。このため、経

営理念のカテゴリ間では、“現在の農場"の形態や規模

にも違いがあるとみられる。ここでは、“理想の農場"

は、カテゴリ問での“現在の農場"の差異と、経営理

念の差異の 2面に規定されることにより、単一方向に

は収鮫しないとみられる。

表2 理想の農場

経営組織 指標

経営理念
飼養 経産牛 草地

経産牛l
出荷 経産牛1頭当

のカテゴ 労働力 搾乳牛舎 搾乳 頭当り乳
リ

形態
構成 形態 方式

頭数 面積
量

乳量 り草地面積

(頭) (ha) 
( t ) 

( t ) (ha/頭)

自己実現
放牧 家族 TS PL 

55 60"'"'80 8.0"'"'8.5 430"'"'470 1.1"'"'1. 5 

重視型 (avg55) (avg70) (avg8.3) (av広450) (av只1.3) 

社会的役
舎飼

家族+雇
FS MP  

80"'"'300 55""'120 8.0"'"'9.5 650""'3000 O. 2""' 1. 0 

割重視型 用 (avg133) (avg77) (avg8.9) (avg1214) (avgO.7) 

放牧、 家族+雇
MP、

90"'"'250 75"'"'200 8. 4""'9. 0 765"'"'2000 O. 8""'0. 9 
統合型

舎飼 用
FS AMS+ 

(avg160) (avg132) (avg8.6) (avg1355) (avgO.8) 
MP  

モフトリ
放牧 家族 TS PL 

65"'"'80 60"'"'80 7.5"'"'9.0 560"'"'630 0.9"'"'1. 1 

アム (avg72) (avε70) (avg8.3) (av広597) (avg1. 0) 

注: r搾乳牛舎形態JT S :タイストール， F S :フリーストール。 r搾乳方式JP L :パイプライン・ミルカー，

MP:ミルキングパーラー， AMS:搾乳ロボット。

3. 当面の目標

(1 )行動指針と当面の目標

理想がより長期的あるいは潜在的な選好性を意味す

るのに対し、“当面の目標"とは、直面する営農条件の

もとで到達しようとする地点を意味する。また、“行動

指針"とは、現状から“当面の目標"に至る経営行動

の方向である。

今日の不安定な営農条件下での行動指針には、①放

牧強化型(放牧依存度の向上を最重視し、配合飼料等

の経費削減をあわせて行う)、②高泌乳化型(一頭当た

り乳量の向上を最重視する)、③増頭・高泌乳型(増頭

を最重視し、 l頭当たり乳量を高いまま維持する)、④

節約型(配合飼料等の経費削減や家計費の節約のみを

行う)の4タイプがみられる(表 3)。行動指針のタイ

プごとに当面の目標をみると、大きく、出荷乳量の拡

大をはかるもの(高泌乳化型及び増頭・高泌乳型)、技

術力強化により限られた出荷乳量のもとで収益性を高

めるもの(放牧強化型)、支出抑制のみで乗り切ろうと

するもの(節約型)に大別されよう。このように、同

じ営農条件に直面していても、行動指針や当面の目標

は単一の方向にはないことが確認される。

(2)経営基盤との関係

行動指針のタイプごとに、“現在の農場"(経営基盤)

を整理すると、各タイプで固有の状況がみられる(表

4)。こうした固有の状況の存在が、行動指針に特定の

方向付けを与えるとみられる。すなわち、①放牧強化

型では、牛舎周りに一定の放牧地を持ち、一方で就農

時の負債を抱え規模拡大が難しいことが、放牧強化を

選択する十分条件となっている。②高泌乳化型では、

労働力 1人当たり経産牛頭数が多く今以上の増頭が難

しく、同時にこれまでの規模拡大に伴い草地の分散化

が進み放牧依存強化も難しいことが、高泌乳化の選択

につながっている。③増頭・高泌乳型では、二世代経

営で家族労働力が多く、また牛舎がフリーストール化

表3 当面の目標

行動指針 経産牛頭数(頭) l頭当り乳量(t ) 出荷乳量(t ) 

のタイプ 現状 目標 増減 現状 目標 増減 現状 目標 増減

放牧強化型
40"'55 40"'55 0"'9 6.6"'8.1 7.0"'8.8 0.4"'0.8 250"'440 280"'484 0"'109 
(avg48) (avg51) (avg4) (avg7.5) (avg8.0) (av宮0.5) (avg355) (avg411) (avg57) 

高秘乳化型
64"'70 70"'70 0"'6 5.3"'8.7 6.0"'10.0 0.7"'1.3 371"'557 420"'700 49'" 143 
(avg67) (avg70) (avg3) (avg7.0) (avg8.0) (avg1. 0) (avg464) (avg560) (avg96) 

増頭・両泌 44'" 175 50"'220 6"'45 6.3"'8.6 7.0"'10.0 -1.0"'1.4 340'" 1400 400'" 1980 56"'580 
乳型 (avg96) (avg118) (avg22) (av只7.8) (avg8.2) (av只0.5) (avg747) (avg970) (avg223) 

節約型
60"'68 54"'80 -6'" 13 7.5"'8.8 7.0"'8.8 -0.8"'0.5 503"'598 378"'598 -90'" 137 
(avg65) (avg67) (avg2) (avε8.0) (avg7.9) (av広一O.1) (av広523) (av広539) (avg16) 
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表4 経営基盤

経営基盤

平均労
平均経

タイフ。
産牛頭 搾乳牛

草地
働力数

数 舎形態
面積

(人) (頭)
(ha) 

放牧強化型 2.0 48 TS 54. 3 

高泌乳化型 2.0 67 
TS又は

61. 0 
FS 

増頭・高泌乳型 3.8 122 FS 84.0 

節約型 2. 3 65 TS 65.3 

注:1)各タイプの平均値及び代表する姿を示した。

2) T S :タイストール， F S :フリーストーノレ。

され増頭が容易なこと、一方で大規模化のもとで草地

は分散し放牧の選択はできないことが、増頭の方向を

導いている。④節約型では、経営者が50代であるが後

継者が未確定であり、将来にわたる指針を描きにくい

こと、投資が早く経済的にゆとりがあることが、当面、

支出を抑制して乗り切ることを選択させている。との

ように、経営基盤の差異が、行動指針に特定の方向付

けを与えていると見られる。

指標

労働力 経産牛
草地の l人当り 1頭当 備考
平均 経産牛 り草地
団地数 頭数 面積

(頭/人) (ha/頭)

4 23.8 1. 1 
新規参入多い。売上
高負債率高い。

6 33.5 o. 9 

6 28.6 O. 7 

4 26.8 1.0 
経営者50代で後継者
未定多い。

(3)経営理念のカテゴリと、行動指針のタイプの関係

経営理念のカテゴリ(長期的な志向)と行動指針の

タイプ(当面の方向)には、関係性がみられる(表 5)。

すなわち、両者の組合せを(経営理念のカテゴリ、行

動指針のタイプ)で表すと、(自己実現重視型、放牧強

化型)、(社会的役割重視型及び統合型、増頭・高泌乳

型)、(モラトリアム、高泌乳化型及び節約型)は、その

組合せ数が他のパターンより多く見られる。こうした

ことは、経営理念は経営基盤と規定関係にあり、同時

に行動指針は経営基盤に制約されるためとみられる。

表5 経営理念と行動指針の関係(該当経営数)

放牧強化型 高泌乳化型

経
自己実現重視型 3 

井凸比

理
社会的役割重視型

~‘ 、統 メ口b、 型
の
カ モラ トリアム 2 

ア

コ そ の 他

リ
不 明

4. 経済性

(1 )経済性の現状

行動指針のタイプごとに、経済性の現状 (2007年)

をみると、経済性はタイプ間で差が見られる(表6)。

すなわち、①生乳生産量は、放牧強化型<高泌乳化型

与節約型<増頭・高泌乳型の序列があり、農業組収益

も同様、②推計所得は、高泌乳化型<放牧強化型<節

約型<増頭・高泌乳型の序列があり、高泌乳化型と増

頭・高泌乳型で2.2倍の格差が存在、等である。こうし

たことは、タイプ固有の経営基盤の違いにより、農業

組収益に示される経済規模や、推計所得率に示される

効率性に違いがあることに由来する。同時に、各タイ

プの推計所得は、およそ家計費と近い水準にある場合
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行動指針のタイプ

増頭・高泌乳型 節約型 その他

6 1 2 

3 

2 

が多く、酪農場の経済性は家計費と規定関係にあると

みられる。

(2)営農条件変動への対応方向と課題

経済性の確保は、経営展開の適切性を保つための条

件となる。今後の営農条件として乳価の低下や配合飼

料価格の上昇を想定し、行動指針のタイフ。ごとに、安

定した所得確保を実現する上でどのような課題をクリ

アする必要があるのか整理した(表 7)。ここでは、①

放牧強化型では、地続きの草地確保による増頭余地の

拡大、及び集約放牧技術の迅速な習得が、②高泌乳化

型では、限られた労働力のもとで自動給餌機の導入や

パート労働力の雇用などによる増頭の余地拡大、及び

配合飼料に依存した高泌乳化と乳飼比の増大傾向に対



岡田直樹

し、良質粗飼料の確保と飼料効果向上が、③増頭・高

泌乳化型では、雇用労働力の確保による増頭余地の拡

大、及び高泌乳のもとでの高い乳飼比に対し、コント

ラクター機能強化による良質粗飼料の確保と飼料効果

向上が課題とみられた。すなわち、タイプにより、課

題となる局面や対応手段に違いがあり、特定の支援施

策が、すべての酪農場の経営展開にマッチするわけで

はないとみられる。

表 6 1経営当たりの生乳生産量と経済性

区 分 放牧強化型 高泌乳化型
増頭・両泌

節約型
乳型

生 乳生産量 ( t ) 332 441 917 483 

農業粗収益(千円) 31)128 38，629 80，901 41， 309 
j邑頁釘 業 支 出(千円) 19，496 26，352 58， 789 25， 137 
資 f斗 Lム 返 済(千円) 2， 507 5，073 Q， 558 2，28Q 

推 計 所 得(千円) 9，125 7，204 15， 554 13，893 
家 言十 費(千円) 8，093 9，541 14， 679 9，837 

推 計所得率 (%) 29. 3 18. 6 19.2 33. 6 

手L 宮司 比 (%) 26.3 36. 3 37.3 30.0 

注: 1) 集計戸数は，それぞれ3経営， 2経営， 6経営， 2経営。

集計年次は2007年。

2 ) I推計所得=農業粗収益-農業支出-資金返済Jとし算出。

(農業支出には減価償却費を含まなし、)。

3 )家計費には貯蓄額を含む。

表7 経営条件悪化時の所得安定対策と実施に向けた課題

経済条件悪化時の所得安定対策

行動指針のタイプ 増頭 乳量向上 飼料費低減 実施に向けた課題

(頭) (kg) (%) 

増頭に向けた地続きの草地確保、飼料費
放牧強 化型 5 500 10 低減のもとで乳量を安定化する集約放牧

技術の習得。

増頭に向けた労働のリリーフ手段の確保
高泌乳化型 5 1000 10 (自動給餌機等)。乳飼比の低減に向け

た草地管理技術の習得。

増頭に向けた雇用労働力確保。飼料費低
増頭・高泌 乳 型 15 1000 10 減に向けた、コントラクターによる良質

粗飼料確保と飼料効果向上。

注:1)乳価70円/kg、自己合飼料価格70.15円/kg時を想定。

2)所得安定対策は、家計費を充足する水準で、所得確保を図る場合に必要となる対策で、増

頭、乳量向上、飼料費低減の組合せとして表示。

5. おわりに

(1 )酪農経営の多様性

本報告から直接導かれる結論は、酪農家の想定する

展開方向は多様だということである。酪農家は、多様

な経営基盤と経営理念のもとで、異なる理想の農場を

描く。今日の不安定な営農条件に対し、当面の目標や

そこに向けた行動指針も単様ではなく、所得確保を実

現するための課題も異なる。

このように、酪農経営の展開方向は多様であり、単
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ーの方向には収数しない。このため、地域展開の視点

からは、酪農経営の多様性を前提とした方向性を準備

することが必要といえる。

(2)酪農家族経営展開のシステムモデル

本稿の検討は、酪農家族経営展開のシステムモデル

の必要性を黙示する。酪農経営の多様性は、経営理念

の重層性に起因し、経営理念の重層性は、新規就農以

後、単世代と二世代を繰り返す家族経営サイクル上の

位置と関わるとみられる。換言すると、酪農家の経営

理念は必ずしも固定的でなく、家族経営サイクルに応



理想・目標・経済性一家族酪農経営はどこに向かうか一

じて、弾力的に変化する場合が想定される。変化の契

機は、家族の変動による家計費の増大、それに対応し

た農場変革の必要性(規模や飼養方式の変更)であろ

う。大胆に言ってしまえば、新規就農は資金や技術力

の制約から、常に小規模からスタートし、この小規模

さのもとで草地集積が可能となることで“放牧"とい

う理想を実現する十分条件がもたらされている。しか

し、家族数の増加や子供の成長に伴う家計費の増大の

もとで、放牧による増頭が制約されれば放牧依存度を

下げ舎飼化する動きが現れる。さらに、こうした経営

が二世代経営となれば、より高い所得の必要性のもと

で、大規模フリーストールに展開する。一方、後継者

を得られていない50代以上の単世代経営は、新たな行

動をとらなしi。こうした経営は後継者の定着に伴い大

規模経営への展開が想定され、一方、後継者が得られ

なければ離農が起こる。

このように、酪農経営の展開は、同一時点で断面的

には多様性を持って捉えられるが、長期的には関連を

持って捉えることができそうである。このため、今日

必要なのは、多様な形態で存在する酪農場相互の、営

農条件変動への対応の優劣の評価ではないであろう。

家族経営において離農の発生が必然であれば、新規就

農からスタートし、家族の動向とともに変化する酪農

経営全体を健全な状態に維持することが、地域酪農の

展開に不可欠となろう(このことは、仮説として提唱

するもので、さらに検証を進める必要がある)。
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今後の酪農情勢を見据えた JA浜中町の取り組み
一安全安心と地域循環を目指して-

石橋祭紀

浜中町農業協同組合代表理事組合長

I 酪農経営環境の激変

世界経済がサブプライム危機やリーマンショックで

大不況に陥る直前、バブルを増大させた投機マネーが

石油をはじめとした商品価格の高騰を招き、結果とし

てこの地域の燃料、飼料、肥料やその他の酪農生産資

材価格が軒並み高騰し(図 1、2)、平成19年、 20年の

酪農経営が軒並み苦境に陥ったのは記憶に新しいとこ

ろである。

これまで、当地域も含めこれまで日本の酪農は規模

拡大に伴い生産要素の主たるものとなる飼料、肥料は

そのほとんどを輸入に依存してきた。しかも今後のエ

ネルギー資源や穀物の需給見通しではいずれも極めて

厳しい予測がなされ、危機の可能性さえ取りざたされ

る状況にある。結果として現在、価格はいず、れも小康

状態にあるが、 BRICS諸国をはじめとして新興国の経

済発展や世界の人口が65億人を超えて増え続けている

ことなど需要増が見込まれ、構造的にいずれまた上が

ることが予想される。

さらには食品の安全性や安心を強く求められる時代

になり、それに応えることが産地の生き残りにもつな

がることになると思われる。

このように燃料、飼料、肥料の高騰を受け、経営上

の諸材料費のコスト削減は避けて通れない課題とな

る。自然環境との調和で持続型酪農の展開が求められ

るのも、時代の要請と受け止めざるを得ない経営環境

に変わってきている。

E 草地型酪農の目指す方向

浜中の農業は牧草が主体の草地型酪農であり、 JA浜

中町は販売生産部が生乳と乳用牛のみの酪農農協であ

る。酪農の事に関してはやれるととは何でもやる、と

ことん追求するという姿勢で今までもやってきたしこ

れからもやっていくことに変わりはない。

昭和56年に「酪農技術センター」を設置し、以後今

日まで酪農家ごとの全国場の土壌分析、毎年の草の成

受理 2009年11月29日

∞
∞
 

価
格
(
円
)

20000 

19.1-3 19.4-6 19.7-9 19.1日一12 20.1-3 20.4-6 20.7-9 20.10-12 21.1-3 21.4-6 21.7-9 21.10-12 

図 1 飼料価格の推移

白 2500

2000 ' 

500 

0 
17年(18肥) 19年(20肥) 20年 (21HI'!) 21年(22肥)18年 (19肥)

図2 肥料価格 (20kg)

分分析、生乳の成分・乳質から牛 1頭 1頭の個体デー

タまで、をすべて持っている。それらのデータ分析を行

い土作りでは肥料設計により必要な肥料を使う(図

3)。堆肥やスラリーなどの有機肥料をできるだけ還

元して化学肥料の投与量を減らすという努力をしてき

た。また、ここは摩周系火山性土壌のため酸性で石灰

分が不足しているところであり、組合員には石灰投与

を分析結果からも勧めてきたが、なかなか必要量が

オーダーされてこないのが現状であった。そこで農協

の事業分量割戻しの先付けで、 10年ほど前から生乳の

生産量に比例して石灰を全生産組合員に現物配布して

石灰を使ってもらう取り組みをしてきた。

その結果として組合員は石灰を畑に散布せざるを得

なくなったので、 pHも含めた全体としての土地の状況

は良くなり、牛が喜んで食べる草が生える放牧地がで

きてきた。今後もこの事業は継続をしていくつもりで

ある。
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図3 土壌診断書

図4 浜中町における放牧風景

一昨年、「放牧酪農推進農協」として放牧を農協の方

針として取り上げたのは、やはり肥料・飼料価格の高

騰がひとつの大きな引き金になったのは否めないが、

その前提として土が変わってきていると実感すること

ができたことも大きな要因である。牧草を短草利用し

て、できるだけ牧草の力で牛乳を搾ることが生産コス

トを下げるには有効であるとの結論からの宣言でも

あった。この地域の酪農はできるだけ牧草を主体にし

た牛の飼い方をしていこうということである。それが

この地域の酪農のスタイルになり、なおかつそれがこ

れから日本の消費者の皆さんにも受け入れられる牛乳

生産のスタイルにもなるのではないかと J思っている

(図4)。

放牧体系への取り組みは緒についたばかりだが、そ

のメリットとしては

・穀物など海外資源依存からの脱却によるコスト削減

を意識した経営
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-飼料給与、糞尿処理作業の軽減(省エネ)

.乳牛の健康維持

・粗放から集約への転換による草地の生産性向上

.消費者へのイメージアップ

などが考えられる。

一方デメリットとしては

.飼料設計が立てにくい

・良い放牧地(牛が良く食べる)にするには時間がか

かる

-冬は放牧できない

.多雨のときは泥ねい化対策が難しい

などが考えられるが、しかしそれらの問題を考慮した

としても、持続型酪農をこの地で維持していこうとす

るならばやはり放牧を推進していく意味があると思わ

れる。

一昨年放牧宣言をすると同時に放牧へのソフト・

ハード両面からの環境整備を実施してきた。牧道整

備、水のみ場、牧区の作り方などの勉強会を繰り返し

行い、従来の放牧からの意識の変革をすることに取り

組むとともに、同時進行で補助事業などを使い具体的

な牧区整備を行ってきたところである(図 5)。その中

で大きな問題として浮かび、上がってきたのは、所有面

積は確保できているが多くの土地が分散していること

である。これを集約化しなければ浜中の放牧が完成し

た姿にならないということである。極めて大きな課題

ではあるがやはり取り組まなければならないことであ

る。すべてを集約できなくてもせめて 3分の 2くらい

は牛舎の周りに集めることにしなければならないと

思っている。

草地の維持管理についてであるが、酪農技術セン

ターの土壌分析に基づいた無駄のない施肥を実施する

こと、追播による草生維持でコスト削減を目指す不耕

起による草地管理技術を確立する、ミネラルバランス

を適正に保つためCa，Mg不足に対する対応策として積

極的に石灰投入を実施する、肥料高騰対策として家畜

糞尿の100%有効利用を図ることなど、従来からも実施

してきたことではあるがそれらの基本を確実に実行し

ていくことである。

コーナーポスト

図5 放牧区整備
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E 自然環境との調和

持続型酪農を展開するためには、自然環境にこれ以

上の負荷をかけない酪農経営が求められているとの認

識が必要な時代である。従来の大量生産大量消費の経

済社会は枠組みが崩れたと思わなければならない。浜

中の自然豊かなこの地では循環型の酪農経営を行うこ

とにより、自然との調和を維持することが必要であり、

これらの取組みによりクリーンなイメージを発信し、

安全・安心な生産物を提供することで、我々の生産活

動に対する消費者の理解へとつながると考えている。

今までは開拓と規模拡大のため樹木を切り、傾斜地

を崩し、谷地の湿地改良を行い農地に変えてきた。必

要な面がないわけではないが、一方では自然環境が失

われ開発が行き過ぎた面も否めない。その失われた自

然を少しでも取り戻そうと今新しい取り組みが始まっ

ている。

地域の自然環境維持・再生の観点から、組合員に農

地として未利用の土地を提供してもらいそこへ植林を

していこうという取り組みを始めたところである。牛

が健康でいるためには、牛の住む環境も含めた地域環

境をよりよくしていこうということで「緑の回廊」とい

う組織を作り植林を実行している(図 6)。植林や魚道

設置などにも取り組み、川下との信頼関係を得ること

が将来的にも必要な時代になったと認識することが大

事である(図 7)。

経済合理性の権化のように思われるアメリカにおい

てすら、環境保全・継続性に対し補助金が支払われて

いることに注目しないわけにはいかないのではない

か。浜中はその流れをきちんと捉えてこれからも進ん

でいくつもりである。

図6 地域住民との植林作業

図7 手作りの魚道設置
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地域資源を最大限活かした根釧酪農を展開するために
(根釧農試における酪農研究の紹介)

南橋 昭

根釧農業試験場

中標津町旭ケ丘7番地

はじめに

近年、食品の信頼を揺るがす事件や事故等が相次ぎ、

これまで以上に食の安全・安心が求められている。ま

た、環境問題が顕在化し、環境への負荷をで、きる限り

低減させるなど、環境と調和のとれた農業生産が求め

られている。このような状況で、北海道は、消費者の

信頼に応えるために、安全で安心な食品の生産および、

供給を実現する「自然循環型畜産Jの推進を打ち出し

た。ここでは、「自然循環型畜産」に対応した根釧農試

の取り組みを紹介する。

1 .北海道の施策

北海道は、魅力のある

農業と活力のある農村を

築き上げることを目的に

「北海道農業・農村振興

条例J(平成9年)および

「北海道農業・農村ビ

ジョン21J(平成16年)を

策定した。ビジョン21

は、農業・農村の発展に

は消費者の理解と参加が

必要であること、消費者

受理 2010年 2月9日

21t史紀 E縫<jt:!l恐記録村守'/tJイン寄る.

iじ，帯 i自

の信頼に支えられた安全・安心な「食」のシステムづ

くりの推進が必要であることなど、消費者重視の姿勢

を明確にしている。

また、食品の信頼を揺るがす事件や事故等が後を絶

たない状況から、すべての道民が食の重要性を自覚L、

食の安全と安心に関する責務と役割を協働して果たす

ことを目的に「北海道食の安全・安心条例J(平成17年)、

「北海道食の安全・安心基本計画J(平成17年)および、

「北海道クリーン農業・有機農業推進プランJ(平成18

年)を策定した。「クリーン農業」は、北海道が平成 3

年に提唱した有機物の施用などによる健全な土づくり

を基本に、化学肥料や化学農薬の使用を必要最小限に

とどめる環境保全型農業である。

畜産に関しては、「自然循環型畜産」が本推進プラン

ではじめて明確に位置づけられた。「自然循環型畜産」

は、土-草-牛の自然循環機能を発揮させ、環境に配

慮しつつ、自給飼料基盤に立脚した生産を促進する畜

産のことである。

本推進プランでは、研究の展開方向として以下の 4

つを挙げている。

(1) 家畜ふん尿の処理・利用技術

家畜ふん尿の草地などへの還元法や活用技術の確立

など、化学肥料等に依存しない環境にやさしい畜産技

術の開発。

(2) 飼料自給率の向上技術

集約放牧やとうもろこしサイレージおよび、農場副産

物の高度利用など、飼料自給率向上のための技術の開

発や技術体系の確立、併せて、ふん尿の利活用や大規

模粗飼料生産および、TMR(混合飼料)調製などを担う

地域支援組織に必要な技術体系の確立、また、簡易耕

等による高能率栽培技術や耕作放棄地を活用した放牧

技術の開発。

(3) 環境負荷の低減技術

畜舎汚水の低コスト処理技術や家畜ふん尿の地域内

循環促進技術の確立などにより、環境への負荷を低減

する技術の開発。

(4) 家畜の飼養・衛生管理技術

予防を重視した飼養管理により疾病の発生を抑え、

病気の治療に使う抗生物質やホルモン剤の使用低減を

-11-



南橋

図る技術の開発、また、安全で良質な畜産物を生産す

るため、飼料中のカビ毒低減技術の確立や人獣共通感

染症の防除技術の開発。

2.根釧農試における取り組み

「自然循環型畜産」をめざし、「北海道クリーン農業・

有機農業推進プラン」に掲げられた研究の展開方向に

対応した根釧農試における取り組みについて紹介す

る。

(1) 家畜ふん尿の処理・利用技術

1) r家畜ふん尿処理・利用の手引き2004Jは、北海

道の土地利用型畜産の持続的な発展のために環境に負

荷をかけないで養分を循環することを基本に、ふん尿

の低コスト処理法、適正な施用法だけでなく、草地か

らの養分流亡対策、ふん尿の肥効率の査定、アンモニ

ア揮散防止、病原性微生物拡散防止、「家畜排せつ物法」

に対応した低コスト処理施設などについてまとめたも

のである。

2) r環境に配慮した酪農のためのふん尿利用計画支

援ソフト rAMaFeJJ(平成17年度)は、環境影響評価

法と既存の施肥管理に関する指標に基づき、 1戸の酪

農家を基本単位とし、環境に配慮しつつ、飼料生産性

を効率よく高めるため、家畜ふん尿と化学肥料の適正

利用計画立案を支援する情報提示用ソフトウェアを開

発したものである。各国場について、面積、利用区分、

土壌区分、土壌診断値、飼養頭数、ふん尿の分析値等

を入力すると、基本的なふん尿利用計画と購入肥料に

よる養分の補填量およびその施肥管理で発生する環境

負荷(窒素の溶脱量と揮散量)の推定値が表示され、

画面を見ながら、目的に応じて各国場のふん尿施用量

を手動で修正し、ふん尿利用計画を立案することがで

きる。

く入出力インヲーフェース〉 く本体〉

図 1 AMaFeの構成

(2) 飼料自給率の向上技術

1) r草地酪農における道産飼料100%の乳牛飼養法」

(平成17年度)は、地域資源を活用した安全・安心な

畜産物生産という観点から、道内で自給される粗飼料

昭

と農業副産物を用いた道産飼料100%の乳牛飼養法お

よびそれらの飼料設計例を提示したものである。牧草

サイレージと農業副産物(規格外小麦、フスマ、米ヌ

カ)を用いたTMRの給与により、 7，300kg、また、放

牧牛に農業副産物(小麦、フスマ、ビートパルプ)を

併給することにより 8，OOOkgの乳生産が可能であるこ

とを示した。

表 1 牧草サイレージと農業副産物を用いた
道産飼料100%のTMRの構成例

飼料構成

牧草
分娩後
日数 小麦 フスマ米ヌ力

サイレージ カルシウム

"" 1 00日 50.0 
""200日 65.0 
""300日 80.0 

-乾物%ー

15.5 27.2 
15.5 18.4 
13.9 6.0 

6. 0 1.3 
1. 3 
1. 1 

(i平成17年度 北海道農業研究成果情報」より)

2) r根釧地域における極早生とうもろこしの安定栽

培技術J(平成19年度)は、狭畦交互条播栽培法につい

て検討したものである。狭畦交互条播栽培法の収量、

耐倒伏性、障害型冷害抵抗性などを明らかにした。ま

た、極早生品種について積算気温と熟度との関係を数

式化し、「黄熟初期以降に達する確率マップ」を作成し

たものである。現在、実証試験を実施中である。

3) r大型バンカサイロの踏圧法J(平成16年度)は、

大型水平サイロにおける牧草の踏圧程度の判定方法を

確立し、適正な踏圧の作業条件を提示したものである。

運搬した牧草容積を踏圧後のサイロ内牧草容積で除し

た値を圧縮係数と定義し、農家調査から良質なサイ

レージが調製できる圧縮係数(1番草で2.0以上、 2番

草で2.3以上)を明らかにした。運搬車両とサイロ側壁

高および、目標とする圧縮係数からサイロ毎の運搬車両

台数を求め、運搬車両毎の踏圧後牧草容積をサイロ側

壁にマーキングするなどの作業手順および、踏圧作業は

接地圧の高いホイール型車両を用いる、牧草拡散厚を

30cm以下で行う、サイロ側壁の際踏みを行なうなどの

注意点を示した。今後、スタックサイロについても検

討を行う予定である。

(3) 環境負荷の低減技術

1) r環境保全と良質組飼料生産のための乳牛飼養可

能頭数算定法J(平成18年度)は、環境保全と良質粗飼

料生産を両立した酪農経営規模の指標を示すため、ふ

ん尿主体施肥設計法に基づき、乳牛の飼養可能頭数の

算定法を示したものである。酪農家の乳牛飼養可能頭

数の算定は、ふん尿還元可能な圃場面積、排池量の原

単位と肥効率および北海道施肥標準に基づ、き乳牛l頭

当たりのふん尿還元に必要な面積から、圃場ごとの乳

牛飼養可能頭数を積算して行う。

2) r根釧地域におけるイタリアンライグラスを用い
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図2 洗浄施設の概略図
(r平成18年度 北海道農業研究成果情報」一部改変)

た雑草防除法J(平成19年度)は、根釧地域において、

除草剤を使用しないでイタリアンライグラスを利用し

て、地下茎イネ科雑草の防除法を確立したものである。

雑草萌芽後にロータリハローで表層撹枠を 4回以上施

し、イタリアンライグラスを播種後に年 3回の採草を

2ヵ年行うことにより、リードカナリーグラス、シバ

ムギおよびレッドトップの地上部および、地下部、また、

ギシギシ類優占草地では実生発生ギシギシ類の抑圧が

可能であることを示した。現在、農政部事業により実

証試験を実施中である。

3) I牛乳処理室等の排水を対象とした低コスト浄化

施設の開発J(平成14年度)および、「パーラーおよび、牛

乳処理室の排水浄化施設の設計・管理マニュアルJ(平

成18年度)は、パーラーおよび牛乳処理室などから排

出されるふん尿混入の少ない搾乳関連排水を浄化す

る、安価で保守作業の容易な汚水浄化施設を開発した

ものである。また、設計・施工・運転と保守管理につ

いて実証を行い、設計・管理マニュアルを作成した。平

成20年度末時点で約60戸に導入されている。

4) I北海道東部の採草地における温室効果ガスの発

生量評価と低減の可能性J(平成19年度)では、北海道

東部の採草地で主な温室効果ガスの二酸化炭素

(C02)、メタン、亜酸化窒素 (N20)収支と温室効果へ

の影響を解析し、堆肥施用等による温室効果ガス低減

の可能性を示した。化学肥料を単独施用した場合、温

室効果の促進または抑制に与える影響は小さく、堆肥

施用は炭素蓄積によって温室効果を抑制することを明

らかにした。

(4) 家畜の衛生管理技術(道立畜試の成果)

1) I酪農場における牛サルモネラ症の実態解明と発

生防止対策J(平成19年度)は、近年多発傾向にある牛

サルモネラ症の感染実態や発生要因について明らかに

し、発生防止対策を示したものである。農場調査から、

発生歴のある農場において常在しているわけではない

こと、非発生農場でも感染機会が存在すること、初発

表 2 サルモネラ症の発生防止対策

1 .サルモネラの農場内持ち込みを防ぐ管理
0外来者や外来車両の入場規制
0靴やタイヤの消毒
O野生動物の牛舎内への侵入防止

2.感染機会を減らす管理
O飲水器の洗浄、餌槽の清掃の励行

3.ルーメン機能を正常に維持する飼養管理
0絶食または飼料摂取に制限が加わるような管理を防止
Oルーメンアシドーシスの防止:その後のルーメン機
能の停止を防ぐ

※大規模農場は発生リスクが高いので、より一層対策の励行を!
(r平成19年度 北海道農業研究成果情報」より)

牛や陽性牛は泌乳前期牛、特に乳蛋白質率が低い牛に

多いこと、また、高pH・低総VFA濃度のルーメン液中

で生菌数が増加しやすいことなどを明らかにした。こ

れらのことから、牛サルモネラ症の発生防止のために

は、サルモネラ菌の農場内持ち込みを防ぐ管理、牛へ

の感染機会を減らす管理、ルーメン機能を正常に維持

する飼養管理、すなわち採食量が制限される管理の防

止やルーメンアシドーシスを防止する管理が重要であ

ることを示した。

2) ILAMP法による牛糞便からのヨーネ菌遺伝子検

出法の開発J(平成15年度)および ILAMP法による牛

ヨーネ菌検出J(平成19年度)では、 LAMP法のプライ

マーを作製し、 LAMP法による牛ヨーネ菌の検出法を

開発した。検出感度、特異性、反応時間、また、陰性

糞便試料および、患畜糞便試料を用いた検討でも、リア

ルタイムPCR法と遜色ないことを示した。牛ヨーネ病

は有効な治療法がなく、対策は感染牛を早期に発見し

て淘汰することである。本法は従来法より迅速で高感

度な診断法であり、今後、多検体処理方法について検

討し、牛ヨーネ病の撲滅を目指したい。

3. 根釧農試における酪農研究の方向

飲用乳の消費低迷、乳価抑制、生産調整などに改善

の傾向は見られない。また、平成18年から原油および、

穀物等の価格高騰により、飼料、肥料などの農業生産

資材価格が上昇した。現在、価格上昇は沈静化してき

7 
日 l日略

ま 5

附事断剛E長.主: ~ 3.3怖

。
H8 H1口 H12H14H16Ha(年18度}H6 

図3 北海道における草地更新率の推移
(北海道農政部農地整備課調べ)
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たが、気候変動、新興国の食料需要の増大、バイオ燃

料の増産などの情勢から、今後も同様の事態が発生す

ると予想されている。農家支出に占める飼料費の比率

は非常に高く、農家経営に及ぼす影響は大きい。これ

らに対応するためにも、飼料自給率の向上、すなわち、

高栄養自給飼料の生産を始め、組飼料品質の向上、飼

養管理技術の高度化が不可欠である。

高栄養自給飼料の生産では、いずれも畜試ではある

が、「北海道向け飼料米品種を用いた飼料米の肉用牛へ

の給与技術の確立J(平成20-22年)、「国産濃厚飼料の安

定供給に向けたイアコーンサイレージの生産利用技術

の開発J(平成21-23年)が実施され、飼料イネやイヤ

コーンなど国産濃厚飼料生産の研究が進められてい

る。

近年、根釧地域では、チモシーの表退、地下茎イネ

科雑草の繁茂が進み、低い草地更新率、不十分な施肥

管理、気温上昇や乾燥などによる植生の悪化が指摘さ

れている。草地更新率は年々低下し、現在3.3%であ

り、ふん尿の多量施用、化成肥料の不足が認められる。

また、夏の終わりから秋口にかけての高温、乾燥によ

り、雑草が繁茂し、チモシーが衰退するとも推定され

ている。とれらの実態を把握するために、十勝(平成

19年)と根釧の特定の地域(平成18年、 21年)で植生

調査を行ったところ、草地の経年化に伴い、チモシー

の被度が減少し、地下茎型イネ科雑草が増加すること、

地下茎型イネ科雑草の増加速度は年5%程度であること

が明らかになった。採草地の更新率を 3、 5、 8%と

した場合の経年数と地下茎型イネ科雑草被度を推定し

たところ、更新率3%の場合、経年数は17年、地下茎

型イネ科雑草被度は87%と推定されることが明らかに

なった。「高分解能マルチスペクトル衛星データを用い

た草地への地下茎型イネ科雑草侵入程度の推定方法」

(平成21年度)では、高分解能マルチスペクトル衛星

画像によりィ地下茎型イネ科雑草パッチとチモシ一群

落を判別することができることを示した。本方法の開

発で広域的な植生調査が可能となる。今後、植生の実

態把握や草地評価に利用したい。

また、粗飼料の効率的な利用のためには、乾物摂取

量の把握が不可欠である。しかし、現状では植生に

合った飼料評価がなされていないため、乾物摂取量の

把握が困難な状況にある。車種、刈取時期、番草、水

分含量、調製条件などの種々の条件で収穫・調製され

た牧草の採食量と消化率のデータを蓄積するととも

に、これらの飼料の栄養価をより高精度に推定する方

法の確立が必要である。

このように、足下を見つめ、酪農現場と密着し、地

道にデータを蓄積することで、地域資源を最大限活か

した根釧酪農の展開に貢献したいと考えている。

南橋 昭
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造成後経過年数

図4 チモシー主体草地の経年数と
地下茎型イネ科雑草被度の関係

(r飯田ら、北海道草地研究会会報43(2009)、44Jより)

5 20 

表 3 更新率、経年数および

地下茎型イネ科雑草被度の関係

更新率(%)
地下茎型イネ科
雑草被度(%)

87 
53 
34 

経年数(年)

司

3

「
0

0

0

17.2 
10.5 
6.8 

*地下茎型イネ科雑草被度は
回帰式 y=5.1 x -0. 7によった。
(畜試飯田ら、未発表)

図5 観測画像(上)とパッチ区分図(下)

(根釧農試牧野ら、未発表)

-14-
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特集

地域酪農を支えるために~地域と連携した取り組み~

藤井隆史

北海道別海高等学校教諭

(実習部長担当教科・農業)

はじめに

別海町は、乳牛飼養頭数107，800頭、生乳出荷額325

億4000万円(平成18年)と、市町村別で全国 l位を誇る

酪農と漁業が基幹産業の町である。

その中心部に位置する本校は、昭和25年中標津高等

学校西別分校として開校し、酪農への歩みとともに北

海道別海酪農高等学校、現在の北海道別海高等学校へ

と名前を変えながら数多くの酪農後継者を輩出してき

た。昼間定時制課程の見直しにより「定時制課程酪農

科」からの転換を余儀なくされ、平成19年度「全日制

課程酪農経営科」として新たなスタートを切り、酪農

後継者の育成および酪農産業理解者の育成を 2本柱と

して教育活動に取り組んでいる。現在、全日制普通科

3間口、酪農経営科 1間口の計4間口、定時制農業特

別専攻科l間口で生徒384名、学生21名が通学している。

以下に酪農科の過去4年間の進路実績を示す(表

1 )。担い手を養成している割合は、道内農業高校でも

高い水準にある。

表 1 過去4年間の進路実績

H17 H18 H19 H20 

卒業数 38 40 38 36 

農業 15 7 10 7 

自営率 39% 18% 26% 19% 

※農業には、自営に加え、大学・専門学校進学も含む。

地域を活用した学習

本校は、酪農経営科であるが、学校に独自の牛舎を

持たない学校である。これは、地域には優れた指導者

や技術者がおり、様々な施設があることであるためで、

それにより「地域をキャンパス」を掲げ、最新の現場

の知識や酪農情勢を知り、就農後の連携につながるこ

とも視野に入れながら、教育課程を作成している。

また、こうした施設や農場を活用した学習は、生徒

受理 2009年11月26日

自身の視野を広める絶好の機会となっている。少ない

チャンスをものにしながら、将来の経営者として幅広

い見識と決断力を養えるよう日々学習活動に取り組ん

でいる。

• r別海町酪農研修牧場」での学習

別海町酪農研修牧場は、 1996年12月に別海町と町内

5農協が出資して造った施設で、新規就農を目指す人

を研修として受け入れ、これまでに36組71名を輩出し

ている。また、 IS09001: 2000 (品質マネージメントシス

テム)認証の牧場であり、高品質の「安全でおいしい生

乳」を毎日生産し、べっかい乳業興社へほぼ全量出荷

している。

図 1 地域施設を活用した学習の流れ

こうした施設で、 1年時には牛との接し方(カウコ

ンフオート)や牛の観察(反努、心音、異音、生理生

態、)、体測、ブラッシングを実施、 2年時にはミルキン

グパーラー内での搾乳、 3年時には機械整備実習を

行っている。

中でも、酪農経営科への学科転換を機に始めた「搾

乳実習」は、酪農の基本となる搾乳技術について、最

新の知見を得ながら実践的な学習ができる貴重な機会

となっている。以下に搾乳実習後の生徒の感想を記

す。

<搾乳実習を終えた生徒の感想>

・搾乳の手順が異なり、戸惑った0

・家での癖が出てしまった。遅いと言われた。

・プレディッピングを行っていたり、前搾りから搾

乳までの時間が決められていたりと、細かく作業
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の手順が示されていて勉強になった。

-家でも、試してみよう、と思う点があった。

こうした感想は、比較対象となる自家農場での手伝

いを行っている生徒だからこその感想であり、作業の

意義を見直す貴重な機会となっている。

図2 パーラー内での搾乳の様子

• i J A道東あさひ」での学習

地元農協の施設である「育成センター」と「哨育・

預託センター」の 2ヶ所を活用させてもらい、給餌や

牛舎の清掃といった管理実習を行っている。

学校で行うことのできない実習を補完するものとし

で位置付けており、これらの取り組みにより、現場の

知見を聞きながら学習できるところがメリットであ

り、他の農場で作業を体験することで自家農場での作

業を見直すことにつながっている。一方で、綿密な打

ち合わせが必要なこと、移動に時間を要すること、受

け入れ側が生じることなどから、回数が必然と限られ

てくる事情がある。

農家委託実習と海外研修

定時制酪農科の頃から長く行われている実習に農家

委託実習と海外研修がある。委託実習は、昼間季節制

の頃から40年余り、海外研修も今年で34回目を迎える

など、長年にわたり、酪農後継者育成のために地域の

多大なる支援を受けている。それだけ、本学科が果た

している役割は大きいものと認識している。

.農家委託実習

2年生で行われている委託実習は、農家の方と寝食

をともにしながら 5日間実施じている。 1年生で地域

の牛舎での作業を経験した生徒は、実際に他の農家で

仕事をすることとなる。この実習を通じて

・作業時間や手順の違いを見つけることができた。

・自分の仕事ぶりが、思っていたより遅く丁寧でな

かった。

-親方の話がたくさん聞けて、ためになった0

・コミュニケーションをとれるか心配だ、ったが、優

しく受け入れてもらえてよかった。

と、たくさんの成果と反省が得られ、後継者として作

業の意義や経営の在り方について理解が深まり、その

後の学習活動の意識づけに大きく寄与しているといえ

る。

.ヨーロッパ海外研修

今年で34回目を迎えた本校の海外研修は、道内の農

業高校でも、もっとも古くからおこなわれており、今

年を含め延べ233名が参加している。長年にわたり、

ヨーロッパでの視察を実施しており、 2年生までに、町

内での実習や他管内の酪農家の視察など、少しずつ広げ

てきた視野をさらに広める絶好の機会となっている。

こうした取り組みを支えているのが、平成11年の地

元農業関係機関が役員となり設置された「別海町酪農

後継者を育てる会」であり、それまで選抜した生徒し

か参加で、きなかった海外研修が、酪農経営コースの生

徒全員に門戸が聞かれ、大きな役割を果たしている。

今年は 6名が参加し、オラン夕、、 ドイツ、フランス

の3ヶ国で実験農場や農業学校、酪農家の視察を行い、

様々な酪農経営を目の当たりにし、見聞を広めてきた

ところである。

共進会・動物微生物バイオテクノ口ジー

こうした様々な取り組みの結果、近年「共進会」に

自家農場の牛を積極的に出陳する動きが生徒から出て

いる。経営意欲が高まり、後継者自らが両親にお願い

し、地元の共進会に出陳している。「いい牛を作ろう」

との姿勢は、午をよく観察することにつながり、病気

の予防や発情の早期発見など酪農経営を行う上でも大

変重要なことであるため、いい傾向である。

さらに、今年度新しい科目として「動物・微生物バ

イオテクノロジー」の授業が始まり、受精卵の観察や

卵の分割、雌雄判別技術を学習できる設備が導入され

た。今後、学校のみならず地域全体で有効に活用でき

る施設となるよう体制作りをしていき、地元の中心的

な役割が担えればと考える。

ホームプロジェクト学習の取り組み

ホームプロジェクト学習は、定時制の頃から長年行

われている学習形態で、自家農場を学習の場とし、教

員が巡回指導をすることで学習を深める方法である。

現在、 5 "'10月の月曜日のうち、 12回を「ホームプロ

ジェクト学習の日」として設定し、家の仕事を手伝い

ながら、自家農場における課題を研究テーマとして設

定し、課題解決に向けて取り組んでいる。

課題の設定は個人単位となるため、教諭の指導のも

と、取り組みがなされている。以下に、 3名が現在取

り組んでいる研究課題と、将来の経営ビジョンを記す。
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地域酪農を支えるために~地域と連携した取り組み~
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図3 ホームプロジェク卜学習の特徴

.木下 剛史(別海町上風連)

図4 木下 剛史の取り組み

私は、「カニ殻とホタテ殻を肥料として活用できない

か」をテーマに取り組んでいる。別海町は、酪農のほ

かにも水産業が主産業であり、その水産業で廃棄物と

なってしまうホタテ殻、近隣の根室のカニ殻を酪農で

活用できたら、 2つの産業がよりいい形で共存してい

けるのではないかと考えているからである。

現在、スラリーだけの区を対照区として、 3つの試

験区を設定して研究しており、先日までに一番草の収

穫が終わり、カニ殻とホタテ殻を混合した区で一番収

量が多い結果を得た。今後、 2番草や牧草成分の分析、

経費の算出などを行い、実用できるか確かめていく計

画である。

将来は、フリーストール牛舎を立て、大規模経営を

したいと考えている。しかし、大規模だからという理

由で、仕事が手抜きにならないようにしたいと考えて

いる。そのために、家族労働だけでなく、 3"-'4人を

雇用して経営を行う考えである。また、乳量の増加、

乳質の向上を図るためにも、牧草が大事になってくる

ため、その元となる「土壌」を大事にし、しっかりと

した肥培管理をしていきたい。

・浦山 大地(別海町上春別)

私は、「スラリー散布と天然リン酸資材が牧草の生育

および品質に与える影響」をテーマに取り組んでいる。

我が家では尿溜めの貯蔵量が少ないため、春、夏、秋

の3回スラリー散布を行っているが、スラリーはリン

図5 浦山 大地の取り組み

酸成分に乏しいことから、環境に負荷を与えずに補う

にはどうしたらいいか、を考えている。

昨年度から一部の牧草地を用いて実験を行っている

が、この天然リン酸資材を加えた方が、無添加のスラ

リーよりも牧草の収量や成分にも良い影響を与える結

果が得られた。今年は、より具体的に検討するために、

化学肥料のみを散布した試験区とスラリーにリン酸資

材を添加したものを散布した試験区を設定し、実施し

ているところである。収量で、は肥料区の方が多かった

が、糖度では今年の悪天候時にはスラリー区の方が高

く、リン酸を添加したほうが、条件が悪い時でも効果

がでるのではないかと考察している。今後、各区のサ

イレージ化した飼料を用いて泌乳効果の検討へと進展

させていく計画である。

我が家は現在も400頭を飼養する大規模な農場であ

るが、将来はさらに大規模化し、搾乳牛1000頭を目指

したいと考えている。ゆとりある経営を目指したり、

放牧を取り入れたりしている農家もある中で、私はス

ケールメリットを生かした経営をしていき、頭数や乳

量、品質でも日本一の農家になることが夢である。

・藤井秀和(別海町中西別)

図6 藤井秀和の取り組み

私は、「ブpレデ、イツピングにより乳房炎がどの程度減

少するのか」をテーマに取り組んでいる。我が家には、

乳房炎の牛が多く、それによる治療費の負担や乳代の

損失がとても大きいためである。プレディッピングに

興味を持ったのは、研修牧場での実習や委託実習でそ
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の効果について聞き、自分でも本を調べたからで、プ

レディッピングを実施した結果、明らかに乳房炎にか

かる牛に減少が認められた。

また、乾乳牛の管理についても、取り組んでいる。こ

れは先輩が行っていたテーマを手伝ったことがきっか

けで、乾乳牛への餌の種類を変え、ディッピングを実

施している。こちらはまだ進行中で、結果は出ていな

いが、いい結果が出るのが楽しみである。

将来は、もう少し規模を大きくし、生産調整や飼料

高騰などの経済情勢にも耐えられるような経営をした

いと考えている。また、 TMRによる給餌にも興味が

あり、さらに雪印や明治といった大手メーカーの名で

はなく、 153リ海」の名前がブランドとしてもっと広めら

れたらよいと考えている。後継者不足も大きな問題で

あるが、ヘルパーがもっと活用しやすくなる仕組みが

でき、週 1日休めるようになれば、酪農をやりたいと

いう人がもっと出てくるのではないかと考えている。

終わりに

今年で完成年度を迎えた酪農経営科であるが、一回

りしたことで、これらの実習を含め、さらに教育効果
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の高い実習ができないか、必要なのか、と言った検証

を行う必要がある。

開拓を別海酪農高校とともに歩んだ祖父の代、定時

制酪農科を卒業し、現在主戦力として活躍している父

の代、そして、現在酪農経営科で学んでいる私たちの

代。

今後も教育形態を変えながらも、将来の酪農を担う

人材を少しでも多く輩出できるよう酪農教育を充実さ

せていくことが、本学科の責務である。

そして、全国唯一の「地域がキャンパス」である別

海高校が中心となって、「日本一の酪農郷」別海を「世

界ーの酪農郷」へと発展させていくためにも、本校の

酪農教育をこれからもしっかりと推進していきたい。

最後になるが、こうした取り組みができるのは、別

海町をはじめ地元農協や牧場などの学校に対する深い

理解があってのものである。この場を借りて改めて厚

く御礼申し上げたい。

なお、本稿は本年 9月に行われた学会で、本校酪農

経営科3年藤井秀和、浦山大地、木下剛史の 3名が発

表した内容を構成し直したものである。
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特集

北海道中標津農業高等学校の取り組み

増田昌宏

中標津農業高等学校教諭

北海道標津郡中標津町計根別南 2条西 1丁目 1番地

中標津農業高校が所在する中標津町計根別は、人口

約1，500人、それに対する乳牛の飼養頭数は人口の約13

倍にものぼる19，000頭という、酪農を基幹産業とする、

日本有数の酪農地帯にあります。しかし、生徒数は

年々減少傾向にあり、今年度は、新入生21名を加えた

75名で単位クラブ活動をおこなっています。その中

で、「生産技術科」と「食品ビジネス科」に分かれ、 75

人だからできる地域に根ざした活動を推進していま

す。

それでは、本校でおこなっている活動を紹介します。

ヒマワリ栽培の実施

原油高による燃料代と購入飼料代によって経営が圧

迫されている昨今、ヒマワリ栽培を通して、環境に配

慮し、経済的で楽しい酪農業を推進しています。

昨年の活動では、ヒマワリ種子から油を搾り、その

油からバイオディーゼル燃料を自給し、 トラクターの

運転に成功しました。さらに、液肥として散布される

糞尿に含まれる硝酸性窒素によって汚染されたほ場を

ヒマワリ栽培に利用することで、景観保護を含めた環

境保全にも力を入れています。

地域花いっぱい活動の実施

緑豊かな自然が残る中標津町のイメージを崩すこと

受理 2009年11月28日

なく、環境に調和した形で私たちが町に花を咲かせる

運動をおこなっています。個々の栽培技術の向上から

安定供給のための栽培管理を中心に、一年中園芸温室

を開放し、見学、販売、栽培相談を引き受けてきまし

た。さらに、地域の幼稚園や小学校で、の寄せ植え講習

会・合同花壇づくりもおこない、参加した園児・児童

からは「家でもお花を育ててみたくなった。大きく育

つのがとても楽しみです。」という声をもらいました。

町内に花壇が増えたことはもちろんのこと、花々が園

児・児童、私たちの心の中に豊かな感情を芽吹かせて

くれています。

地域の和牛を利用したハンバーグ製造の実施

「食Jを取り巻く社会問題により、生産者への信頼が

揺らぎ、食に対する期待が高まっています。「食」の信

頼を取り戻すべく地域の和牛を利用し、「安全・安心」

を追求した和牛ハンバーグを開発しました。和牛から

出る生食されにくいスネやネックを利用することで利

益を生み、知床らうす深層水の濃縮塩水を利用するこ

とにより、食品の質を高めると同時に、地域特産品と

しての付加価値を高めることが出来ました。「安全・安

心」をうたう上で最も基盤となる原料生産者の苦労や

こだわりを知ることができ、さらなる商品化へ進んで、

います。
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そばプリン製造の実施

牛乳の廃棄や生産調整がおこなわれている現状を知

り、牛乳消費の手助けになればと考えオリジナル製品

の研究・開発をおこないました。さらに、中標津町が

地場産品にしようと取り組んでいる蕎麦に着目し牛乳

とのコラボレーションを考えた新感覚の「そばプリン」

を開発しました。販売したところ大変好評で、すぐに

完売してしまいました。また、計根別農協女性部の方

と協力しておこなっているアイスクリームの詰め合わ

せによるお中元販売も、当初20組の予約販売でしたが

昨年度は41組と倍の注文があり除々に成果を出してき

ています。

計根別特産物開発の実施

中標津町の特産物である「牛乳」と「ジャガイモ」

を使用した新製品開発としてシュークリームの製造を

おこないました。おみやげとするには出来るだけ在庫

を安定して確保する必要があります。しかし、一般的

にシュークリームは生クリームを使用している生菓子

であるため消費期限を短く設定しなければなりませ

ん。そこで、食中毒菌の増殖を抑制するためシューク

リームの冷凍を試みました。食味試験を繰り返し、少

しず、つ商品化へ進んでいます。

計根別食育学校の実施

平成18年度から始まった計根別食育学校は、子供た

ちに農業を教えることで、食べ物の大切さを学んでも

らおう。そして私たちも、食育の大切さを再確認しよ

うという思いで開講。専門分会の枠を越え全クラブ員

が関わり、子供たちと共に食の大切さ、命の大切さ、

農業の苦労を再確認することが出来ました。昨年度か

ら引き続き行っている活動として、命の学習をメイン

に、家畜がと殺されて食品になるまでの行程をわかり

やすく紙芝居を使って説明、小学生が作ったジャガイ

モを、実際に販売してもらい、生産→加工→販売の一

連のフードシステムを体験してもらいました。大人の

食育でも、地元計根別農協女性職員の方と行った食育

活動では、収穫した野菜を使った料理を作り、「いろん

な料理に使えそうJI自分で作った野菜だから安心」な

ど、とても嬉しくなる評価を頂きました。さらに、昨

年度は「食育に新しい風を!Jという試みから地元中

標津手打ち蕎麦同好会の方から蕎麦打ち指導をしてい

ただけることになり、蕎麦打ちの技術習得に向けて、

月 1回のそば打ち講習会を行いました。農高祭では、

今後の食育学校に活かす予定の蕎麦打ち技術を披露し

ようと、実演販売を行いました。

北方四島との交流活動の実施

中標津町は、元島民の方も多く住んでおり、領土問

題をとても身近に感じています。そのため、平成 18 

年度から「北方四島とのビザなし交流」に参加してい

ます。今年度も 4日間国後島に滞在し交流を行いまし

た。この交流を全クラブ員が北方四島について考える

キッカケとなるよう毎年研修報告を行っていました。

本校の地域連携した「食と環境」を学び・作り・伝

える取り組みによって、人の輪・心の輪を着実に広げ

ています。地元の各学校や JA、各種団体との教育効

果・地場産業活性化への取り組みと合致し、各種活動

実施後の様々なアンケートでは地域の方々から多くの

前向きな意見を頂き、次への参考になっています。本

校においても、地域との交流を数多くすることで、地

域課題から目標を導く意欲と理解を深めることにつな

がっています。

このような活躍は多くのメディアに取り上げられま

した。報道のNHK釧路放送局さん、北海道文化放送

局さん、を始め、新聞や広報は北海道新聞さん、銀11路

新聞さんなど12社92回以上掲載され、朝日新聞さんに

は私達が今年度行った様々な活動を認めていただき、

全国247団体から選ばれる、「朝日のびのび教育賞」を受

賞。東京朝日新聞社で行われた授賞式には本校執行部

4名が参加し、スピーチとスライド発表をしてきまし

た。私達の活動が認められたことにより、大きな達成

感を得るとともに、更なる活動推進の活力となってい
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ます。

今後の目標と展望として、日本有数の酪農地帯であ

る中標津町計根別で、食育学校や地産地消による食品

開発等、地域産業を活かした交流を推進することで、

今後も地域との確かな連携を築き、自然と調和した美

しい環境のまちづくりと環境調和型の酪農業への取り

組みを発展させるために大いに発信していきます。さ

らに、地域に根ざした「食と環境」による取り組みを

継続・発展させ、地域の交流人口を広げるととともに、

牛乳・乳製品の安全・安心さらには酪農業への理解促

進につなげていきたい。これからも、地域を元気にす

る活動を中標津農業高校から発信できるよう努力して

いきます。
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乳牛の分娩時低カルシウム血症に及ぼすDFA111の
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経路で，活性型ビタミンDが吸収を促進し，エネルギー

を必要とする能動輸送である.もう一つは上皮細胞と

上皮細胞の聞を通り 濃度勾配により吸収される受動

輸送である. DFA 111は上皮細胞と上皮細胞を結合す

るタイトジヤンクションに作用し 受動輸送を高める

ことがラットで確認された (M町 EOet al.， 2002). ま

た，この吸収促進はマグネシウムや亜鉛でも確認され

(M悶 EOet al.， 2004) さらに多くのミネラルで効果が

期待される.

乳牛の低カルシウム血症は分娩時に発生することが

多く，この疾病が誘引する周産期疾病も多い (CORREA

et al.， 1993; GOFF and HORST， 1997; SHAVER， 1997). こ

れまで様々な予防法が提唱されているが (HORSTet al.， 

1997)，低カルシウム血症は乳房炎蹄疾患などととも

に依然として酪農における重大疾病であり，簡単に実

施できる効果の高い予防法が望まれている.本研究は

オリゴ糖の一つであるDFA111を用い，低カルシウム血

症の予防と改善効果を検討したものであり，これまで

の取り組みと一連の研究成果についてその概要を報告

する.
第一胃微生物によるDFAIIIの分解

DFA 111のカルシウム吸収允進機能は，小腸にDFA111 

が到達し発現する.乳牛が摂取した飼料は，第一胃微

生物の分解作用を受ける.そのため，ヒトで特殊な機

3. 

DFA IIIとは何か
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DF A (Difructose Anhydride) 111はフラクトース 2分子

が結合したオリゴ糖で チコリーの貯蔵物質であるイ

ヌリンを原料に酵素合成によって製造される

(SAKURAletal.， 1996). 高等動物の消化酵素で分解さ

れない難消化性炭水化物であり 腸内微生物によって

も非常に分解されにくい (TA旧 RAet al.， 2004). 40 
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図 1 第一胃微生物によるDFAIII (・)，ラクツロー

ス(.)，ラフィノース(.)，スクロース(+)の培

養時間と分解率
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DFA IIIによるカルシウム吸収冗進の作用

機序

カルシウムは腸管で吸収される.その吸収経路は二

つある (BRONNER，1998). 一つは上皮細胞の中を通る

受理 2009年11月24日
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す影響を調査した(佐藤ら， 2007A). 分娩直後の血中

カルシウム濃度はDFA111給与牛が8.0mg/dLで，無給与

牛の6.6mg/dLよりも高く， 6および、24時間後の血中カ

ルシウム濃度もDFA111給与牛が無給与牛よりも高い

値を示した DFA111給与午は分娩後6時間目で血中

カルシウム濃度が正常闘と考えられる 9mg/dLに達

し，無給与牛は72時間目で8.7mg/dLになった(図 3). 

DFA 111無給与牛は産次が増えると分娩直後の血中カ

ルシウム濃度は低下したが 給与牛ではこのような関

係は認められなかった(図 4). 以上より， DFA 111は

分娩時の血中カルシウム濃度低下を抑制し，低カルシ

ウム血症の予防に有効であった.

裕人昌之・佐渡谷裕朗・菊地朋一・大谷忠・中井佐藤
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DFA皿摂取後時間(時)

図 2 DFA IIIを42g(・)， 21g (企)， 0 g (.)摂取し

た牛の，摂取後の時間と十二指腸内容液中のDFA

III濃度
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生産現場におけるDFAIII添加飼料の給与

と周産期疾病の減少

DFA 111を添加した配合飼料を試作し，十勝管内の酪

農家4戸の協力を得て 乾乳牛への給与試験を行った

(佐藤ら， 2007B). 試験の前年を対照年 (295頭分娩)

とし，分娩直前から分娩7日後までに発生した疾病を

調査した結果，試験年 (304頭分娩)の疾病発生割合

は，対照年を100とした指数で，乳熱69，ダウナー症候

群33，胎盤停滞25，第四胃変位36，ケトーシス 7およ

び脂肪肝0に減少した(図 5). これらの周産期病の発

生は，低カルシウム血症になると増加することが示唆

されており，乾乳牛へのDFA111添加飼料の給与が，分

娩前後の疾病発生を抑制したものと考えられた.

5. 

能を発現する食品も，ウシにおいてはその効果を発現

できないことが多い.そこで DFAIIIの第一胃微生物

による分解性をinvitroにおいて検討したところ，図 1

に示したようにDFA111は24時間の培養で分解されず

(佐藤ら， 2006)，十二指腸カニューレを装着したホル

スタイン種去勢牛による実験では 図2に示したよう

に採食 6時間後でもDFA111は十二指腸内容物中に出

現した(中井ら， 2007). これらの実験により， DFA 111 

のカルシウム吸収冗進効果が，乳午においても発現す

る可能性を示した.

4.乾乳牛へのDFAIII給与と分娩時の血中力

ルシウム濃度

2産以上のホルスタイン種乳牛を使用し，乾乳後期

のDFAIII給与が分娩時の血中カルシウム濃度に及ぼ

胎盤停滞難産
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図5 分娩直前から分娩 7日後までの疾病発生割合.

対照年(試験の前年)を100とし，試験年を指数で

表示した

24 48 

分娩後時間(時)

図 3 乾乳後期のDFAIII給与牛(・)と，給与しない

対照牛(0)の分娩後血中カルシウム濃度の変化.

林;対照牛との聞に P<0.01 

72 。

まとめ

DFA 111は牛の第一胃微生物に分解されにくく，分娩

時の血中カルシウム濃度低下を抑制し，低カルシウム

血症と周産期疾病の減少に効果があったさらに，砂

糖の半分の甘味で，乳牛の噌好性を低下させることな

く給与でき，吸湿や溶解特性から飼料原料として加工

しやすい特徴をもっている (KIKUCHIet al.， 2003). 平

成16年に工業生産された新しい素材であり，家畜を

使った研究はまだ少ないが，ラットではカルシウム以
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6. 

産次数

図 4 乾乳後期のDFAIII給与牛(・)と，給与しない

対照牛(0)の産次数と分娩直後の血中カルシウム

濃度*;対照牛との聞に P<0.05 
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低Ca血症に及ぼすDFAIIIの効果

外にマグネシウム 亜鉛および鉄で吸収冗進が報告さ

れている.今後も対象とする家畜や，効果的な給与方

法など， DFA 111の機能性とその効果に関する研究を進

め，畜産業に貢献していきたい.
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受賞論文

北海道における黒毛和種の育成・肥育技術の普及および産地づくり

森本正隆

北海道立畜産試験場， 新得町 081-0038 

Extension of rearing and fattening systems of J apanese black catt1e， and 
support for Japanese black calves producing area in Hokkaido. 

Masataka孔I[ORIMOTO

Hokkaido Animal Research Center 

Shintoku-cho 081-0038 

キーワード:黒毛和種，育成牛，肥育技術，産地，普及
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平成10年10月、北海道立新得畜産試験場(現畜産試

験場)から「黒毛和種肥育管理の手引」が出版された。

これは北海道における最初でかつ現在も通用する実用

的な黒毛和種肥育の手引書で、試験研究、普及職員は

もとより関係機関や肥育農家など多くの畜産関係者の

協力と努力によって作成された。また、この手引書は、

遠く韓国においても韓牛の肥育技術確立のための参考

書として利用されている。

この手引書作成に関与した者として、それまでの肥

育技術の課題と解決に至った取り組みを整理するとと

もに、それから派生した肥育素牛育成における新たな

課題とその課題解決のために、日高支庁管内の農業改

良普及センターが育成技術の改善に取り組み、産地づ

くりを進めた経緯と成果を、その活動を支援した立場

から以下にまとめることとする。

また、技術開発とその普及は密接な関係にあり、そ

のありかたについても言及したい。

なお、この度の受賞対象となった成果は、筆者個人

の成果ではなく、多くの関係者とともに活動した成果

であることを特記しておきたい。

肥育マニュアル作成と普及

1 )研究と一体的に取り組んだ技術調査

北海道において肥育技術を確立するため、畜産試験

場の研究員や筆者を含めた普及職員、肉用家畜協会、

ホクレンなどの職員が協力して道内、府県の肥育技術

受理 2009年11月20日

を調査し、新名専門技術員(当時)をリーダーとして、

平成8年3月に「黒毛和種肥育技術調査報告書」とし

てとりまとめた。

この報告書は単なる報告書にとどまらず、優秀な肥

育技術の分析も行っており、解説書としての性格も兼

ねている。そのため、「黒毛和種肥育管理の手引」が出

版されるまで、普及現場や関係技術者に肥育の手引書

として活用された。また、筆者らは、この調査をスラ

イドやビデオに編集し、調査結果の整理と普及を図っ

た。

2)研究における検証と現地における実証

肥育技術調査においては、試験研究において証明す

べき課題を明らかにしたことも成果の一つである。証

明すべき課題は、①肥育初期の濃厚飼料増給法、②肥

育におけるとうもろこしの有効性と大麦多給の限界、

③そうこう類の有効性と配合率の 3点であった。

当時、北海道の生産現場においては、古い情報を元

にした肥育技術が展開されており、とくに肥育技術調

査報告書で示した①と②についての提案が疑問視され

ていた。

①について、それまでの肥育方法では肥育初期の増

給が緩慢で、その結果、仕上がりが遅く肥育期間が長

期化していた。これに対し、新得畜試の場内試験にお

いて、肥育初期の最適な増給法を提示した。②につい

ては、とうもろこしが脂肪を黄色くするという理由で

敬遠され、圧片大麦が良質な脂肪の付着に欠かせない

という理由で多給されていた。これも場内試験で、

50%のとうもろこし給与が可能であること、脂肪色に
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影響がないことを証明し、大麦の多給は採食性を低下

させることを立証した。

また、③に関しては、濃厚飼料多給の黒毛和種肥育

にあって、そうこう類の使い方が肥育期の採食性を維

持する上で重要であるとの認識から、ふすまの配合割

合を検討し、肥育期における適当な配合割合を示した。

この成果をもとに、早来町において農協と農家の力

を借りて、試験区68頭、対照区42頭に及ぶ現地実証試

験を実施し、試験結果の有効性を証明した。

3)マニュアルの作成と普及

以上の試験結果と肥育技術調査報告書をもとに、北

海道で初めてと思われる実用的な黒毛和種肥育の手引

書を作成した。その執筆にかかわったメンバーは、川

崎勉、寒河江洋一郎、佐藤幸信、宮崎元、新名正勝、

森本正隆であった。平成18年3月には、宮崎元、裏悦

次、岡一義、加藤貴之、迫田耕治、佐藤幸信、杉本昌

仁、松下洋治、宮寄輝昭、山本裕介、森本正隆により

改訂版「新黒毛和種肥育の手引」を出版した。また、

初版出版後に、酪農畜産協会の協力を得て、各地で肥

育技術の研修会を開催し、普及に努めた。

肥育技術は農家が用いる配合飼料とセットであるた

め、配合割合を含め、提案した技術全てが普及されて

いるとは言えないが、とうもろこしが黒毛和種の肥育

においても多給できること、圧片大麦の多給が減少し

たこと、肥育の増給パターンが月 1kgを目標とし、概

ね16'"'-'17ヵ月齢にピークをおいていることなど、手引

の骨格となる部分は各地のマニュアルの参考となって

いる。

2 育成技術の改善と産地育成

1)育成の実態と課題

肥育技術を整理した結果、肥育技術を左右する大き

な要因が、肥育素牛の育成法であることがわかってき

た。育成方法が肥育に与える影響に関する試験は、道

立畜試、岐阜県肉試、宮崎県畜試、長崎県畜試、茨城

県畜産センターなどで取り組まれており、いずれも育

成期における濃厚飼料多給は肥育成績を低下させ、一

定の粗飼料給与が肥育成績を向上させることを報告し

ている。

筆者は、道内の子牛市場において、上場された728頭

について尾根部の脂肪付着(尾枕)の程度を 0'"'-'3の

4段階に分けて判定した。その結果と販売価格の関係

を示したものが図 1である。このように、既存の試験

成績や経験から過肥牛ほど肥育成績が劣ることが知ら

れていにもかかわらず、市場上場される肥育素牛は過

肥の(体重が大きい)牛ほど価格が高いという現実が

あり、肥育農家、素牛生産者の双方に受け入れられる

育成法の検討に迫られた。

価格・千円 価格・千円

450 550 

350 450 

250 350 
o 1 2 3 o _ L. 2 3 

図 1 過肥の程度と1頭あたり販売価格(森本、 2004)
(横軸の数値が大きい方が脂肪付着が多い)

2)育成改善方向の提示

との問題提起に対し、日高管内の普及員が移動式体

重計により 74頭の子牛の経時的発育調査を実施した結

果、子牛の初期発育の遅れがその後の発育不足や育成

後期の濃厚飼料多給を助長している実態が明らかと

なった。

その改善提案のポイントは、子牛の栄養生理にか

なった育成法、すなわち①自然哨育・人工哨育にかか

わらずスタータの給与、②配合飼料の早めの増給、③

6ヵ月齢までの蛋白水準の向上、④6ヵ月齢以降の配

合給与の制限と育成後期における良質粗飼料の多給、

である。なお、この改善案は畜試研究成果「黒毛和種

去勢育成牛(3か月齢離乳)に対する濃厚飼料の給与水

準J(2000年)も参考にしている。

3)評価向上のための活動

日高管内の普及センターによる育成方法の課題整理

とその改善の取り組みは、平成10年以降、普及センター

の担当者が異動することによっても途切れることなく

引き継がれ、現在に至るまで継続的に取り組みが行わ

れてきた。筆者は、平成11年度~平成14年度までの4

年間は担当地区として直接に、それ以降は畜試等にお

いて間接的にこの活動を支援してきた。

4)普及センターによる育成マニュアルの作成

これまで日高管内の普及センターが継続的に活動し

てきた成果が、「育成・繁殖管理プログラム」および、繁

殖・育成の手引書 rYesWe Can!繁殖・育成の飼い方

Change!!Jとしてまとめられた。

5)評価高まる日高の素牛

普及センターが農家と一緒になって理想的な育成管

理方法の研究と実践に取り組んだ成果として、日高管

内の素牛の市場評価が高まっていることが上げられ

る。東京芝浦で指定銘柄をもつある肥育素牛購買者

は、日高の肥育素牛に対しホクレン南北海道市場(白
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老町)で最も高い評価を与えている。

図2に日高管内の農協ごとの日齢体重と平均販売価

格の関係を示した。点線は道内主要市場(南北海道、

十勝市場、北見市場、いずれもホクレン市場)の平均

値を示している。

この図からわかるように、日高管内の多くの生産地

は増体および、販売価格において平均を上まわっている

ことがわかる。
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図2 日高管内農協の日齢体重と販売価格

(上図:雌、下図:去勢、破線は市場平均値)

こうした育成方法改良による産地づくりの取り組み

は、他支庁管内にも波及しつつある。例えば、釧路管

内も発育調査を実施し、銀11路版の育成マニュアルを作

成し、肥育農家、素牛生産者の双方に受け入れられる

育成方法の普及活動を展開している。

3 普及と試験研究との連携

普及事業にかかわる者として、この機会に普及と試

験研究との連携について述べておきたい。

試験研究の成果は普及センターを通じて農家に提供

されるが、農家個々の生産条件が異なっていたり、技

術体系や技術レベルが変化するため、研究成果を農家

個々の生産技術として生かすには多くのつなぎの技術

が必要となる。

普及指導員は生産現場の課題を解決するため、生産

現場からの情報に研究成果をリンクさせ地域の課題に

対応しており、場合によっては新たな技術開発や生産

体系に挑戦することもある。

このように普及現場では、研究成果を地域の課題解

決に活用する場合、何らかの応用や現場技術の組合せ

が必要となるため、試験研究の成果を中心に関連技術

や情報が拡がって行くことになる。

農業改良普及センターを支援する立場としての経験

から、研究の成果が生産現場の多くの課題を解決する

上で重要なことは明白であるが、研究成果がそのまま

の形で活用されるわけでないため、研究成果の普及に

当たっては研究側の支援が必要である。とくに農業改

良普及センターが新たな技術にチャレンジしている場

面では、おおいに研究側の支援を期待する。

謝辞

このたび北海道畜産学会賞を受賞するにあたり、推

薦していただいた方々、肥育マニュアル作成にかか

わった関係者、継続的に育成改善の取組を行い産地育

成にかかわってきた日高農業改良普及センターの普及

指導員の皆様に、心から感謝と敬意を表します。

文献

酪農畜産協会(1996)黒毛和種肥育技術調査報告書

北海道立新得畜産試験場(1998)黒毛和種去勢牛に

対する濃厚飼料の給与パターンおよび、配合割合に関

する試験、平成9年度北海道農業試験会議(成績会議)

資料

北海道立新得畜産試験場(1998)黒毛和種肥育の手引

北海道立新得畜産試験場 (2000)黒毛和種去勢育成牛

(3ヵ月齢離乳)に対する濃厚飼料の給与水準、平

成11年度北海道農業試験会議(成績会議)資料

北海道立畜産試験場、(社)北海道酪農畜産協会 (2006)

新黒毛和種肥育の手引

岐阜県肉用牛試験場(1997-1999年)黒毛和種去勢牛の

早期からの肥育における粗飼料比が発育および肉質

に及ぼす影響(1)""' (3)、岐阜県肉用午試験場研究報

告35号、 36号、 37号

宮崎県畜産試験場(1998)肥育素牛の効率的生産技術

の開発、宮崎県畜試研究報告11号

宮崎県畜産試験場(2000)子牛育成期の粗飼料多給が肥

育成績に及ぼす影響、宮崎県畜試研究報告13号

長崎県畜産試験場(1996)肥育素牛の効率的育成技術

の確立(第 l報)""' (第2報)、長崎県畜試研究報告

第 5号

茨城県畜産センター (2006年)肉用牛の育成期の放牧

が肥育成績に及ぼす影響、茨城県畜産センター研究

報告39号

-29-





北畜会報 52 : 31-36. 2010 

名誉会員総説

中国酪農の現状と課題
一生産システムとしての整合性の重要さ-

大久保正彦

北海道大学名誉教授

065-0020 札幌市東区

はじめに

今年、中国は建国60周年をむかえ、各分野でその発

展の過程が振り返られている。経済的には21世紀の世

界に大きな影響力をもっ国へと発展してきでおり、畜

産、酪農においても近年の発展は目覚しい。しかし、

他方で昨年のメラミン混入粉乳事件に象徴的にみられ

るような負の側面も少なくない。筆者は、こうした状

況の原因がたんに一部の技術や制度、あるいは関係者

にのみ帰せられるのではなく、生産システム全体に関

する問題点と考える。そこで中国畜産、酪農の現状と

課題について再度検討する必要性があり、そこから日

本、北海道の畜産、酪農がくみとるべき教訓も少なく

ないであろう。中国の畜産、酪農については断片的な

情報は伝えられているが、巨大かつ複雑な国であるた

め正確に理解するのはなかなか困難である。最近も北

倉・孔(2007)、北倉・大久保・孔(2009)、大久保 (2009)

などが中国畜産、酪農の現状と課題について紹介して

いるが、本総説でとくに中国酪農についての現状と課

題を再整理してみたい。北海道の畜産、酪農関係者に

多少でも参考になれば幸いである。

1 .現状と課題

中国における牛飼養の歴史はきわめて古いが、その

大多数は主として役畜としての黄牛、水牛で、乳生産

を目的とした乳牛飼養の歴史はごく限られている。中

国における酪農発展は大きく 3期に分けられる。すな

わち第 l期は1949年新中国成立以前、第2期は新中国

成立から1978年改革開放政策の開始まで、第 3期は改

革開放から現在までである。

新中国成立以前の中国における牛による乳生産利用

の起源は 3ヵ所あると筆者は考える。すなわち乾燥地

域の草原における遊牧民の乳生産利用、上海、北京な

ど都市近郊における牛乳生産、そして19世紀末に当時

の帝政ロシアから現在の黒竜江省への乳牛の流入によ

るものの 3ヵ所である。黒竜江省志(1993)によると

受理 2009年12月4日

1923年に黒竜江省では7，136頭の乳牛が飼育されてい

たとされており、これらは19世紀末から1917年のロシ

ア革命前後までの時期にロシアから黒竜江省へ流入し

てきた人々が連れてきた乳牛に由来するもので、その

なかにはシンメンタールやホルスタインがいた。また

19世紀中期以降ホルスタイン、デンマーク褐牛、ジャー

ジーなどが海外から導入され、沿海部の都市近郊で飼

育されていたという記述や、中国全体では1935年に

4， 827万頭の牛が飼育されていたという記録があるが

(畜牧業経済管理手冊， 1993)、その詳細は不明である。

表 lに中国における乳牛飼養頭数および牛乳生産量

の推移を示した。 1949年新中国成立時の牛飼養総頭数

は4，393万頭で、これには黄牛、乳牛、水牛、ヤクがふ

くまれ、乳牛はわずか12万頭にすぎなかった。乳牛頭

数、牛乳生産量が本格的に増加するのは、やはり 1978

年改革開放政策の実施以降で、とくに2000年以降は世

界の酪農発展史上でも例のない急速な発展を遂げてい

表 1.乳牛飼養頭数および牛乳生産量の推移
(万頭、万 t)

午総頭数 乳牛頭数乳類生産量牛乳生産量

1949 4， 393 12 22 

1978 7，072 47 97 88 

1980 7， 168 137 114 

1985 8， 682 163 289 250 

1990 10， 288 475 416 

1995 13， 206 417 673 576 

2000 12， 866 489 919 827 

2001 12，824 566 1， 123 1， 025 

2002 13， 084 687 1， 400 1， 300 

2003 13，467 893 1， 849 1，746 

2004 13， 782 1， 108 2， 368 2， 260 

2005 14， 157 1， 216 2， 865 2， 753 

2006 13，944 1， 363 3， 302 3， 193 

2007 1， 388 3， 684 3， 525 

2008 1， 234 3， 782 3，651 

牛総頭数には乳午、黄午、水牛、ヤクが、乳類生産量には

牛乳、水牛乳、山羊乳がふくまれる
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る。しかし2007、2008年にはあまりにも急速な発展の

歪み、飼料価格の上昇、メラミン混入粉乳事件の発生

などの影響が現われ、生産された牛乳の廃棄、導入し

た乳牛の屠殺なども報じられた(例えば、中国乳業協

会信息網2008.10.29)。

こうした中国酪農の現状について中国側はどのよう

にみているであろうか。中国政府の公式見解ともいえ

る“国務院酪農業の持続的健全な発展に関する意見"

(2007)では、中国酪農は改革開放以降急速に発展し

てきたが、前年から不安定な状況が出現しており、直

接の原因として飼料価格の上昇などがあるが、より根

本的な原因として個体生産水準の低さ、乳価決定シス

テムの問題、企業聞の悪性競争、品質保証体制の未整

備などをあげている。これらの問題の解決なしには持

続的健全な発展はありえないとし、単純な数量拡大型

からの転換を訴えている。中国乳業信息網 (2008)で

は中国乳業改革開放30年回顧のなかで、この30年の発

展過程を以下の4段階に区分している。すなわち第 1

段階;生産体制転換期(1978-1992、国営牧場などか

ら個人農家をふくめた経営形態の多様化)、第2段階;

流通体制改革期(1993-1998、加工、流通、販売の市

場化)、第 3段階;生産方式転換期(1999-2006、乳牛

飼養の“小、散、低"から大規模化、集約化への転換、

この時期は高速発展期とされ、乳午頭数、乳類の年平

均増加率は17.4%、22.3%であった)、第4段階;発展

方式転換期 (2006-現在)である。張ら (2009).もこ

の30年をほぼ同様に 4段階に分けて分析し、酪農発展

の障害として①乳源不足、②乳牛改良、繁殖、飼育シ

ステムの不健全さ、生産力の低さ、③酪農の産業化程

度の低さ、④小規模、低水準乳業企業の多さ、⑤原料

乳および製品の品質不安定、⑥外資企業の直撃、⑦消

費水準の低さをあげている。このように中国国内で

も、酪農は急速に発展してきたが、現状ではその根幹

にかかわるような多くの問題が存在することが指摘さ

れている。

北倉ら (2009)は中国酪農生産について以下の問題

を指摘している。すなわち①依然として支配的な小規

模分散飼養、② 1頭当り乳生産量の低さ、③脆弱な粗

飼料生産基盤、④立ち遅れている糞尿処理と圃場還元、

⑤集乳業者が介在する不合理な集乳体制、⑥乳業企業

の圧倒的優位性のもとでの乳価決定、⑦午乳生産に対

する支援体制の不備である。

筆者自らの中国における見聞と最近の情報をもとに

とくに生産面を中心に課題を整理すると、①乳牛自体

の問題、②飼料生産、飼養管理の問題、③乳質管理の

問題、④制度・組織の問題を指摘できる。以下各項目

について検討する。

2. 育種・改良

酪農生産システムの中心はいうまでもなく乳牛であ

り、優れた能力の乳牛なしに優れた酪農生産はあり得

ない。中国においても乳牛の改良が早くから取組まれ

てはいるが、乳午 1頭当り乳生産量の低さが最近でも

しばしば指摘されている。しかし乳牛の個体能力につ

いては根拠ある明確なデータが公表されていない。農

業部(日本の農林水産省に相当)は2008年に“中国乳

牛群体遺伝改良計画(2008-2020年)"を発表しており、

そのなかで「近年中国ホルスタイン乳牛の 1頭当り乳

生産量水準は不断に向上しており、 2006年全国平均個

体水準は4，500kgに達し、 1978年にくらべ1， 500kg以上

増加している。北京、上海等大都市近郊ではすでに

6， 500kgに達し、 9，OOOkgを超えている大規模酪農場も

ある」としているが、これらのデータがどのような調

査にもとづくのか、その根拠はまったく不明である。

酪農の歴史の古い黒竜江省では、新中国成立直後か

ら種畜場が作られ、 1960年には黒白花乳牛(当時のホ

ルスタイン種の呼称)育種指導委員会が研究所、大学、

牧場などが参加して作られ、育種拠点が作られている。

1970年代には全国各地で種雄牛ステーションが作ら

れ、 1983年には中国乳業協会が全国連合雄牛後代検定

を開始、 1985年に中国黒白花乳牛が成立している(1992

年中国ホルスタイン牛に改名)。その後も様々な取り

組みがなされてきて一定の成果が得られているが、前

述の改良計画のなかでも依然として課題が大きいと指

摘している。すなわち①個体能力が諸外国にくらべ依

然として低い、②能力検定が遅れており、検定を受け

ている乳午は全体の 1%にも達していない、③種雄牛

の自主育成能力がなく、 90%以上の種雄牛は海外から

輸入されたものである、④品種登録、体形審査、遺伝

評価などもほとんど実施されていないなどである。中

国では毎年高価な種畜(雄、雌とも)、医、精液などが

オーストラリア、ニュージーランド、カナダ、アメリ

カなどから大量に輸入されているが、それらが中国乳

牛の改良にどのような役割を果たしているのかも明確

になっていない。従来の中国には明確な改良計画も、

それを推進する体制・制度がなかったのである。旺移

植などの先進技術には強い関心をもち、 1978年には腔

移植による最初の子牛が生産され、 1982年には凍結腔

移植が成功し、現在ではすでに実用化されている。し

かし一方で農家での血統や生産量の記録などといった

基本的な取組みが軽視、無視されてきたのである。

前述国務院の意見でも「関係部門は乳午品種改良計

画を緊急に制定し、優良種登録および乳牛生産能力測

定など基礎工作を適切に実施しなければいけない」と

指摘している。この指摘を受けて策定された改良計画

では 12020年までに中国ホルスタイン品種登録の全国

での実施、能力検定の規模拡大、若種雄牛後代検定の
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推進、優良種雄牛凍結精液の普及を進め、酪農優勢区

域においては成母牛平均年間産乳量を7，OOOkgに向上

させ、他の地域では乳牛各世代の個体乳量を500kg引上

げる」ことを全体目標と設定している。こうした目標

のもとに、能力検定システム、品種登録システム、種

牛遺伝評価および後代検定システム、優良種雄牛凍結

精液普及システムなどの確立を提起している。しかし

広大かつ社会制度の未整備な中国において、こうした

政策がどこまで具体化できるか、困難は大きいといわ

ざるを得ない。

3. 飼料生産、飼養管理

中国酪農の持続的発展にとって最も重要な課題は飼

料問題と筆者は考える。中国における国家レベルから

農家レベルまで様々な生産拡大計画、発展計画に共通

するのは、乳牛飼養頭数や午乳生産量の計画はあって

も飼料生産計画がないということである。どんなに優

れた能力の牛を多数もっていても、それに給与する飼

料がなければ牛乳は生産できない。乳牛の頭数、能力

に応じて必要な量と質の飼料を生産あるいは確保する

計画・対策がなければ、生産システムは機能しない。

これは世界各国が長い歴史のなかで学んできたことで

あるし、北海道酪農においてもつねに重要な課題で

あった。草食反努動物である乳牛にとってはとくに粗

飼料供給の重要性が指摘でき、乳牛能力の向上にとも

ない高品質の粗飼料が重要になる。中国における酪農

発展計画には、こうした飼料生産・供給計画が欠如し

ているし、その重要性についての認識も低い。

周知のように日本の飼料自給率は25%程度で、海外

の飼料に依存した我国畜産の問題点については多くの

指摘、論議がある。比較的土地基盤に恵まれた北海道

酪農でも飼料自給率が50%を割る農家も少なくない。

このように日本、北海道においても酪農、畜産のあり

方については根本的な問題はあるが、例えば農林水産

省が立案する酪農及び肉用牛生産近代化計画 (2005)

でも家畜の飼養、生産計画と飼料生産、供給計画の整

合性が図られている。すなわち土地条件の制約と飼料

生産利用体系にもとづき酪農及び肉用牛生産経営を類

型化し、飼養頭数や乳生産量だけでなく、整合性ある

飼料生産供給の計画が具体的に示されている。

中国においてはこうした飼料生産供給計画がない。

例えば新彊ウイグル自治区の畜牧業発展第十一次五カ

年計画 (2006)では、 2005年から2010年まで牛飼養頭

数504万頭から800万頭へ、乳生産量160万 tから250万

tへという計画はあるが、これを裏付ける飼料生産供

給は明確ではない。草原生態及び飼草料(飼料作物・

牧草)基地建設指標に関する項目で、天然草原への人

工播種、草原の改良、禁牧・休牧の面積や飼草料栽培

面積の数値は出されているが、家畜の飼養計画と整合

性がとられているわけではない。黒竜江省では2008年

から2012年までの黒竜江省千万噸乳戦略工程計画

(2007)がたてられており、 2007年から2012年にかけ

て乳牛181万頭から320万頭、牛乳生産量474万 tから

1000万 tへの発展計画が示されている。黒竜江省では

天然草原の改良などとは別に、サイレージ用飼料作物

栽培面積を280万ムーから480万ムーへ、サイレージ生

産量を980万 tから1， 920万 tへとの計画が示され、飼

料生産の裏づけが検討されていることがうかがわれる

が、明確な整合性はない。

乳牛飼養の標準化、大規模化、集約化などを進める

ため農業部から“乳牛標準化大規模飼養生産技術標準"

(2008) という文書が出されている。そこには飼料お

よび1日当り飼料の設計という項目があり、乾草やサイ

レージの調製利用にもふれているものの、乾草やサイ

レージ調製のための飼料作物や牧草をどう生産するの

か、あるいはどう入手するのか、土地利用などにはまっ

たくふれていない。つまり乳牛の飼養生産技術システ

ムのなかに土地利用、飼料生産という概念が欠如して

いるのである。

なぜ中国では土地を利用して飼料を生産し、家畜を

飼養するという発想にならないのであろうか。中国に

おける家畜飼養はもともと乾燥地域の天然草原におけ

る遊牧と、農業地域における役畜や副業的な家畜飼育

からなっていたので、飼料は前者では天然草原の草、

後者では農耕副産物ゃあぜ道、河川敷きの野草などが

主体で、土地を耕して飼料を栽培するという発想や習

慣がなかったし、またその余裕もなかったのであろう。

こうした状況のもとであまりにも急速な乳牛飼養の拡

大、牛乳生産の発展に飼料生産、供給が追いついていっ

ていないのが現状と思われ、早急な発想の転換、対策

が必要とおもわれる。

飼養管理水準の低さ、指導の不十分さもしばしば指

摘される。中国でも1986年にすでに乳牛飼養標準が作

られ、 2004年には改訂されている。もちろん飼養標準

そのものは農家や牧場で直接活用できるようなもので

はないが、農家や末端の普及員・技術者などへの飼養

標準の解説、応用にふれた技術書などもきわめて少な

い。農家向けの技術書として図表、イラストなどを使っ

て、分かり易く編集した小冊子が出版されるように

なったのもここ数年である(例えば、図解系列叢書

乳午飼養技術、 2006)。

4. 乳質管理

2008年9月11日発覚した河北省石家庄市三鹿集団の

製造した乳幼児用粉乳にメラミンが混入していた事件

は、中国酪農に大きな衝撃を与え、現在も様々な影響

が続いている。酪農生産では品質が変化しやすい牛乳

が毎日生産され、それを消費者の食卓に届けるまで多
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くの段階を経るため、品質管理には特段の留意が必要

である。また生産物の特性から異物が混入しやすい、

あるいは意図的に混入させやすい。午乳に異物が混入

したり、品質が悪化したまま生産物として出回り、消

費者に被害が出た事件はなにも中国だけに限られてい

るわけではない。欧米でも、日本でも多くの事件が起

きているのは周知の事実である。中国でも2004年安徽

省における乳幼児毒粉乳事件で多くの被害者が出てい

る。今回の事件も、直接的には一部関係者の不正行為

に原因があるが、より根本的にはあまりにも急速な数

量の拡大だけを追及した発展のもとで必然的に生じた

事件といえよう。

事件発生後、中国政府は農家と工場の中間にあって

集乳の役割を果たしている牛乳ステーション(あるい

は集乳ステーション)に原因があったとして、全国的

な調査、整理行動を精力的に展開した。また牛乳ス

テーションに関する法的整備も進めている。中国では

園、企業などの経営する大規模乳午場もあるが、大半

は小規模農家による乳牛飼養、牛乳生産であり、生産

された牛乳を直接工場に集荷するのが困難なことから

こうした牛乳ステーションが生れたと思われる。 2000

年当時、黒竜江省において酪農団地のなかに乳業企業

が投資をしてミルカーやバルククーラーを設置した搾

乳ステーションを建設したものを訪問したことがあ

る。周囲の農家は搾乳時に牛をステーションに連れて

きて搾乳し、集めた牛乳を工場のタンクローリーが運

んでいくシステムである。その後、農家にも簡易なミ

ルカーが普及しだすと、農家はバルククーラーのある

ステーションへ自ら搾乳した牛乳を運び、集めた牛乳

を工場へ出荷するのである。牛乳ステーションを建

設、運営するのも乳業企業のみならず、大規模乳牛場、

酪農団地、個人投資家など多様化していった。牛乳の

取引は、農家と牛乳ステーション、牛乳ステーション

と乳業企業の 2段階となり、中間の牛乳ステーション

経営者が乳価の差額を受取り、利益をあげる仕組みが

作られた。さらにバルククーラーで水、植物性脂肪、

でんぷん溶液などを牛乳に混入させることも容易に

なった。メラミンは窒素を多くふくむ化合物で、プラ

スチック製品の原料として一般に販売されており、蛋

白質含量を確保するために使われたといわれている。

牛乳の搾乳、冷却・貯蔵、集荷過程の発展過程をみ

ると、かつて北海道などにも存在したクーラーステー

ションに類似した存在ではあるが、公的な監督、規制

体制が機能しないままこうした牛乳ステーションが拡

大した結果今回のような事件が発生したといえよう。

事件発覚直前に、筆者らは内蒙古および新彊ウイグル

自治区でこうしたステーションの調査をしていたが、

異物混入は別にしても衛生管理の悪さは歴然としてい

た(瀬田・大久保・吉谷川、 2008)。

事件発覚後、 2週間もまたず農業部などは牛乳ス

テーション特別調査・整理行動を実施するよう全国に

通知した。全国的な調査結果はいまだに発表されてい

ないが、 2009年10月時点の情報(寧啓文、 2009)によ

ると、今年前半における全国の牛乳ステーションは

1. 58万、整理前より4，500程度減少している。牛乳ス

テーションのうち機械搾乳をしているステーションは

1. 14万で全体の70%をこえている。事件発生の地元、

河北省の調査によると、河北省全体で3，529ステーショ

ンがあり、乳業企業建設157、大規模乳牛場建設157、

酪農団地建設776、個人投資1， 431、流動ステーション

856、その他62となっている(中国農業部、 2008)。個

人投資が40%もあることから牛乳ステーション建設、

運営が利益のあがる投資先と考えられていたことが判

明する。こうした調査のなかから牛乳ステーションを

管理監督する政府部門が不明確なこと、乳業企業も原

料乳需給動向によって品質管理に厳格さが欠けていた

ことなども判明している。牛乳ステーションについて

の調査・整理は2009年も引続き実施されている。

その後政府は2008年10月に乳品品質安全監督管理条

例を制定し、乳牛飼養段階から午乳の集荷、加工、販

売に至るまでの安全基準や監督検査内容を明らかにし

ている。さらにこの条例にもとづき生鮮乳生産買取管

理規則、生鮮乳集荷ステーション標準化管理技術基準

を定め、牛乳ステーション管理の厳格化をふくめ乳質

管理を強化しようとしている。 2009年6月に食品安全

法が制定され、食品全体の安全性、品質管理も強化さ

れている。こうした国家レベルの対策に応じる形で、

いくつかの省区などでも規則、基準などが制定されつ

つあるが、実際にこうした監督管理、検査を担当する

市、県レベルの部門がどの程度の体制、施設、人員、

能力をもっているかは疑問であり、中国全土に徹底さ

れるには相当の時間が必要であろう。

5. 組織・制度

北海道における酪農の発展を振返ると、たんに生産

者である農家と乳業会社だけで発展してきたわけでは

なく、非常に多くの組織や制度が関与していることに

気がつく。乳牛の改良、人工授精、飼料の生産・検査、

牛乳の品質管理・検査、疾病予防・治療・衛生、金融・

経営などに関する組織や制度、これら全ての面をカ

バーする研究、教育、普及、行政に関する機関、これ

らが一体となって酪農の発展を支えてきた。また農家

自身の組織、農協の存在も重要な役割を果たしてきで

おり、農協なしで、酪農の発展はなかったともいえるで

あろう。世界各国をみても基本的に同様なことがいえ

る。

これに対し中国の現状をみると、こうした組織・制

度がきわめて弱く、不十分といわざるを得ない。近年、

中央政府レベルでは法律規則の整備は進んでおり、ま
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た各種の標準、基準、規範なども多く作られている。し

かし問題は、こうした法規、基準などが現場で実施さ

れるための体制、人員、予算などの裏づけがきわめて

貧弱なことである。従来から酪農もふくめ畜牧技術の

普及指導の中心となるべき普及組織、畜牧獣医ステー

ションは、早くから全国に設置はされているが、保有

する自動車などの移動手段、電話・ファクス・パソコ

ンなどの情報通信手段、各種の検査測定手段、普及指

導用の教材などからみれば、半世紀前の北海道の状況

に近いであろう。昨年のメラミン混入粉乳事件以降、

乳質管理についての法規、基準などが急速に整備され

たが、それを実施するための体制が整備され、実際に

検査、管理が全国的に出来るようになるには相当の年

月が必要と思われる。

最も重要なことの一つは、中国では農民の組織が未

発達であることである。様々な批判はあったにしろ、

日本の酪農もふくめ農業の発達に果たした農協の役割

はきわめて大きい。中国でも近年農民組織の重要性が

強調されており、酪農関係についても酪農合作社、乳

牛協会などと称する様々な形態の組織が各地に生れつ

つある。また2007年には農民専業合作社法も制定され

ている。こうした動きも今後重視していく必要があろ

う(北倉・大久保・孔、 2009)。

6. 生産システムとしての整合性の重要さ

一北海道酪農にとっての教訓ー

酪農はきわめて多様な要素からなる複雑かつ高度な

生産システムであり、全体の整合性を考慮して時間を

かけて発展させる必要がある。欧米では数世紀以上の

長い年月をかけて酪農が発展してきた。北海道酪農も

100年以上の努力、取組みを経て、現在に至っている。

そのなかでの教訓は、生産システム全体の整合性が重

要だということである。たしかに部分的な対策、改善

によヲても生産拡大を達成できるが、それは一時的な

ものであり、必ず様々な矛盾が生じ、持続的な発展、

調和のとれた発展は達成し得ない。輸入飼料に依存し

て生産を拡大してきた日本の酪農・畜産が、つねに穀

物の国際市場価格に振り回され、糞尿による環境汚染

に悩まされ続けてきたのが身近な例である。

中国酪農は、乳牛改良増殖についての自らの努力を

軽視したまま種畜・受精腔・精液などの輸入に依存し

て乳牛頭数を増やし、飼料とくに高品質粗飼料生産の

計画なしに乳牛飼養を拡大し、牛乳品質を保証するた

めの基準や制度・体制なしに牛乳生産を増加させてき

た。さらにこれら全体に関連する政府、農民、民間企

業などの組織、その関係も未成熟であった。世界に例

のないこの10年近い急速な酪農生産の拡大は、生産シ

ステム全体を考える時間を与えなかったのかもしれな

い。近年、中国の指導者は“科学的発展観"の重要性

を強調するが、総合的で、バランスの取れた持続的発

展をめざすこの科学的発展観にたって考えることこそ

が、中国酪農にとっても重要であろう。広大な中国各

地の地域生態系を基礎として、一つの生産システムと

して酪農生産の発展方向を考えることを期待したい。

そして、そのことはたんに中国のみならず、日本、北

海道もふくめ全世界に共通することと確信する。

参考文献

張利庫・孔祥智 (2009)2008中国乳業発展報告.中国

経済出版社.北京

中国乳業信息網 (2008)酪農家における“牛屠殺、牛

乳廃棄"の危機と乳源の安全.中国乳業信息網，

2008. 10. 29 

中国乳業信息網(2008)中国乳業改革開放30年回顧.中

国乳業信息網， 2008. 12.29 

中華人民共和国 (2009)中華人民共和国食品安全法

中華人民共和国国務院 (2007)酪農業の持続的健全な

発展に関する意見

中華人民共和国国務院 (2008)乳品品質安全監督管理

条例

中華人民共和国農業部 (2008)乳牛標準化大規模飼養

生産技術標準

中華人民共和国農業部 (2008)中国乳牛群体遺伝改良

計画 (2008-2020年)

中華人民共和国農業部(2008)河北135問題牛乳ステー

ションの整理、中国農業信息網2008.10. 7 

中華人民共和国農業部 (2008)生鮮乳生産買取管理規

則

中華人民共和国農業部 (2009)生鮮乳集荷ステーショ

ン標準化管理技術規準

中華人民共和国農業部畜牧獣医司(1993)畜牧業経済

管理手冊.農業出版社.北京

中華人民共和国農業部科技教育司・農業科学院畜牧研

究所 (2006)図解系列叢書乳牛飼養技術.中国農業

出版社.北京

北倉公彦・大久保正彦・孔麗 (2009)北海道の酪農技

術の中国への移転可能性.北海学園大学開発研究所

開発論集. 83. 13-58 

北倉公彦・孔麗(2007)中国における酪農・乳業の現状

とその振興.北海学園大学経済論集， 54(4) :31-50 

黒龍江省地方志編纂委員会(1993)黒龍江省志第10巻

畜牧志.黒龍江人民出版社

黒龍江省畜牧獣医局 (2008)黒龍江省千万噸乳戦略工

程計画

寧啓文 (2009)中国乳業は失地を回復し増長を実現し

つつある.中国農業信息網， 2009. 10. 13 

農林水産省 (2005)酪農及び肉用午生産の近代化を図

るための基本方針

-35-



大久保正彦

究、 62(12)1273-1280 大久保正彦 (2009) 中国乾燥地域における畜牧生産の

現状と課題.北海道家畜管理研究会報， 44: 1-7 

瀬田俊志・大久保正彦・吉谷川泰 (2008) 中国酪農の

現状-中国奥地酪農事情垣間見印象記一.畜産の研

新彊ウイグル自治区畜牧庁 (2006)新彊畜牧業発展第

十一次五年計画綱要

-36-



北畜会報 52 : 37-40， 2010 

名誉会員総説

畜産に関わって48年

三上正幸

帯広畜産大学名誉教授

干080-0838 帯広市大空町

1 .はじめに

この度は北海道畜産学会名誉会員に推挙されたこと

に対して，関係者各位ならびに会員各位に感謝申し上

げます。私が本学会に入会したのは，修士課程の時の

学会発表を行った43年前でした。当時は日本畜産学会

北海道支部であり，発表会場は新得畜産試験場の和室

で，親しみのある雰囲気でした。その後38年間大学で

教育と研究に携わり，また定年後は骨付き生ハム製造

の会社を創り，現在に至っている。

2. 畜産との始まり

私は帯広生まれの北海道育ちであり，昭和36年帯広

畜産大学酪農学科に入学した時がその始まりである。

学部の時の指導教官は森本 明先生で卒業論文は「凍

結乳のチーズ製造に及ぼす影響」であった。大学を卒

業後は北海道大学大学院畜産学研究科に入札酪農科

学研究施設の有馬俊六郎先生の元で牛乳タンパク質の

研究について指導を受けた。修士論文は「カゼインに

対するレンニン作用の研究」でチーズに関係するテー

マの研究を行った。修士課程終了後の昭和42年4月，

帯広畜産大学の助手に採用され始めは牛乳関係の教

育と研究を行い，学位論文は「牛乳の γーカゼインに

関する研究」であった。その頃になると，タンパク質

の分析技術も発展し，世界中の牛乳研究者が主にホル

スタイン乳の牛乳タンパク質について研究を行うの

で，かなりの部分が解明されてきた。その後，上司で

ある三浦弘之先生と共に研究室体制を組んでいて，研

究室名の名称変更等もあり，食肉関係に力点を移した。

白い牛乳タンパク質の研究から 赤い食肉タンパク質

の研究と色は違っていても，タンパク質について研究

を行ってきた。また昭和60年から10ヶ月間英国食品

研究所(旧食肉研究所)に留学する機会があり，食肉

に関して多くの得るものがあり，その後色々と勉強に

なった。以下に， これまでに行ってきた食肉関係の研

究について記述する。

受理 2009年11月23日

3. おもな研究成果

食肉関係の研究を発表すると良くある質問は，“それ

は食べるとどちらが美味しいか"と聞かれる。デー

ターの数値は異なっていても，食べても差がない時も

ある。基礎的な研究を行っていても研究費の豊富な大

学や研究室と較べると太万打ち出来ないこともある。

地方大学でなくては出来ないことや，応用的なことに

特徴があると考え，以下のような研究について行って

きた。

1 )牛肉に対する電気刺激の影響

食肉のおいしさには多くの要因があるが，軟らかさ

は肉質を評価する最も重要なものの一つである。 1970

年代，肉質の改善を目的として電気刺激を検討したの

はニュージーランドの研究者で 3，600Vという高電圧

をラム枝肉に通電して軟らかくなることを報告した。

その後ヨーロッパでは低電圧電気刺激法が研究され

1980年代には多くの研究がなされた。我々は生後16"-' 

20ヶ月齢のホルスタイン去勢肥育牛， 25"-'27ヶ月齢の

ヘレフォード去勢肥育牛あるいはホルスタイン経産午

を用い，放血後のと体に対して電気刺激を行った。

ホルスタイン去勢肥育牛を用いた実験の結果，努断

値で胸最長筋および中殿筋で共に軟化効果が認めら

れ，特に60秒刺激区において軟化の効果は14日目に

なっても持続していた。食肉の熟成・軟化の目安とな

る3万ダルトン成分の出現は 電気刺激区では 3日目

で，対照区の 5日目よりも早かった。また， トロポニ

ンTの分解は，電気刺激区では 5日目から始まり，対

照区よりも早かった。電気刺激は食肉に含まれるプロ

テアーゼなどに対しても活性化を促すことも分かり，

食肉の呈味を構成している成分であるペプチド量は多

く，遊離アミノ酸のうちグルタミン酸も多かった。更

に呈味成分に関係するイノシン酸は，その減少の仕方

は電気刺激区の方が緩慢で，高い値を維持した。

電気刺激による食肉の色調は明るさを示すL*値で

は，高い値となり，明るい色調を示した。赤味を示す

ど値も高い傾向にあった。しかし ホルスタイン肥育

牛の色調においてはメト化が早くなる場合もあった。
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特に90秒間と長くなるとこの傾向が現われやすかっ

た。色調に一番効果的であったのはホルスタイン経産

牛の場合で，電気刺激を行った方が明るく，赤味の保

持は長く，メト化は遅かった。このように電気刺激は

条件によりその効果は異なるが 多くの点で良い結果

が得られた (MlKAMIet al. ，1990， 1991， 1993， 1994;三

上ら， 1991;関川ら， 1995; SEKlKAWA et al. ， 1999)。

2)発酵ソーセージ(ドライソーセージ)に関する研究

発酵ソーセージは ヨーロッパの伝統的な食肉製品

で，一般的に非加熱でドライソーセージとよばれてい

る。我が国において 発酵ソーセージは乳酸発酵のた

め酸味や発酵臭のため好まれなかった。この種の研究

は三浦弘之先生が以前から行ってきていたが，当時は

発酵ソーセージのスターターカルチャーの種類や取扱

い方に難点があった。近年凍結乾燥した混合タイプの

ものが入手できるようになり 利便性がましてきた。

非加熱の発酵ソーセージの生産量は，我が国において

極めて少ない。十勝は締麗で乾燥した空気であるの

で，乾燥食肉製品の製造には適していると考えられた。

発酵ソーセージ製造の重要な点はスターターカル

チャーを用いることと 湿度の管理である。食肉に食

塩と香辛料を加えて， 15"-'20
o
Cで乾燥・熟成させると

美味しいソーセージが出来る。しかし，乳酸菌を主体

とするスターターカルチャーを添加すると，安定した

製品が出来る。製造後20
0

Cで3日目の乳酸菌数は108

"-'109c白Igまで増加して優勢菌となり， pHは4.5"-'5. 3 

まで低下し，他の有害細菌の生育を抑制出来る。その

後温度を15
0

Cに下げて 5週間乾燥・熟成させる。湿度

は90%から75%まで徐々に下げて 乾燥・熟成させる。

急激な湿度の低下は大織や陥没あるいは内部の空洞化

を起こすので，湿度管理は最も重要である。製品では

スターターカルチャーの種類により， pHは4.5"-'4.8と

異なったが， pHの低いものは官能評価が良かった。発

酵ソーセージは15"-'20
oCの中温で熟成させるので，旨

味や風味に関与するペプチド量は100g当たり876"-'

964mgまで増加し，総遊離アミノ酸量は100g当たり

609"-'764mgと大きく増加した。 28"-'35日目の乾燥で

Aw (水分活性)はO.80"-'0. 84まで低下し，室温保存が

可能な製品となった(三上ら， 1998， 2004;関川ら，

2003)。現在，これらの技術は十勝の加工業者が製品化

し，また，大学発ベンチャー会社でも製造・販売され

ている。

3)骨付き生ハムに関する研究

骨付き生ハムの研究・製造を始めて今年で12年目で

あるが， 1998年スペインのバルセロナで開催された国

際食肉科学技術会議の idry-cured hamJのシンポジウ

ムに出席したのがきっかげである。その後パルマハム

の見学をして知識を吸収して，さらに美味しい骨付き

生ハムの製造に取組んだ。

「生ハム」という食肉製品の定義は，日本農林規格や

食品衛生法に基づく食肉製品の規格基準にはないが，

一般に使われ，食べられている。国産の生ハムはロー

ス肉を用い短期間に製造するタイフがほとんどである

が，ヨーロッパでは骨付きもも肉を用い長期間熟成す

るものが，古くから製造されてきている。近年スペイ

ンの科学者などによる研究報告が多数あるが， 日本語

によるものはほとんどない。そこで本来の骨付き生ハ

ムの製造とそのデーターを得るために実験を行なっ

た。

原料豚肉は脂肪のついた重量が大きく，皮下脂肪の

厚いものを使用する。塩漬は気温が10
0C以下になる頃

から始める。食塩の量は骨付きもも肉重量の6%で，塩

漬期間は 1kg当たり 1日で， 12"-'14日である。除塩・

乾燥後は別室で湿度50"-'60%. 2. 5"-' 3ヶ月行ない，洗

浄・乾燥に移る。その後過度な乾燥を防ぐため，赤肉

表面に脂肪の塗布を 5ヶ月目に行なう。これにより，

全体が脂肪で覆われるため，水分の蒸発は緩慢となり，

内部では水分と塩分が時間をかけて平衡化され，均ー

となる。骨付き生ハムの乾燥・熟成は，表面の観察と

熟成庫内の温度・湿度を管理し 換気等にも注意しな

がら， 1年， 1. 5年更に 2年まで行った。

製品の細菌数は表面では Oまたは30以下で非常に少

ない。内部の細菌数もほとんど Oであるので，生ハム

の熟成は主に食肉由来のプロテアーゼによることが分

かる。タンパク質の分解によるペフチドおよび、遊離ア

ミノ酸量は時間の経過と共に増加し これらの酵素は

2年を経てもなお活性が認められた。分析は4つの筋

肉部位(大腿二頭筋;BF，大腿四頭筋;QF，半膜様筋

;SM，半腿様筋;ST) について行なった。 1年から 2

年熟成における食塩濃度は，脂肪の多いSTが低く，水

分含量も同様にSTが低い値であった。水分活性は

O. 80からO.86であったので常温保存が可能であった。

残存亜硝酸根も lppmより少ないものであったが，切

断面の肉色は好ましかった。しかし数時間空気にさら

すと褐変しやすかった。

ペプチド量は熟成期間により異なるが， 100g当たり

1， 277 "-'2， 278mgであった。総遊離アミノ酸量は100g 

当たり 2，496"-'3，942mgであった。個々の遊離アミノ

酸ではGluとAla，Leu，および、 Lysが特に多く， GlnとCys

以外の他の遊離アミノ酸量も熟成により増加した。こ

れはアミノペプチターゼが 1年あるいは 2年の長期に

亘り活性を保持していると考えられた(三上ら，

2006)。骨付き生ハムについては多くの人々が訪ねて

きて，その製造方法について伝えることが出来て，実

際に製造販売しているところも出てきている。また

後で述べるように，大学発ベンチャー会社でも製造・

販売している。
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4) 肉醤に関する研究

現在，一般に大豆から作られる醤油が我が国におけ

る調味料の主体であるが 大昔には「ししぴしおJと

言われる食肉を発酵させた調味料があった。そこで豚

挽肉や鶏挽肉に麹と塩，さらにプロテアーゼを加えて，

30
0

Cで発酵させた調味料を得た。食塩濃度は15，20， 

25%の3種類，挽肉だけの場合と挽肉に水を 5割加え

たものを試料とした。一般細菌数は経時的に減少し，

3ヶ月後に300以下になったが水を加えたものは

102c白Ig存在した。豚肉からタンパク質の回収率は30

"-'55%，水を加えたものは56"-'79%であった。肉醤の

ペプチド量は 3"-'7%，遊離アミノ酸量は4.4"-'8. 9 % 

であり，水を加えない方がこれらの成分は多く，臭み

もなく良い味であった。食塩濃度は初日で20"-'26%と

計算値よりも高い値であったが 3ヶ月後の製品では

20"-'23%の範囲であった。このように食塩濃度が初日

よりも低下するのは タンパク質の分解によるペプチ

ドや遊離アミノ酸量の増加により 食塩の溶解度が下

がることが塩の結晶生成から考えられた (TRANGet 

al.， 2005;三上ら， 2007)。定年後に，仲間20人で廃鶏

を用いて趣味で鶏肉醤を造った。一般家庭は温度が低

いので， 1年程度の発酵期間で美味しいものが出来て

いる。

4. 定年後の食肉製品造り

平成17年3月に大学を定年退職した後も，前年度か

ら製造中の骨付き生ハムの管理をしていたが，後継者

が居ないと技術が途絶えてしまうことが会社設立の

きっかけとなった。会社の設立にあたっては，北海道

中小企業総合支援センターの補助金を申請したところ

採択されたことも もう一つの要因であった。

骨付き生ハムの製造は 大学の施設である食肉加工

実習工場を借用し 使用料は共同研究費の形で支払っ

ている。製造できる数量は熟成庫のスペースにより制

限されるが， 2年間で120本程度である。これまで大学

の食肉加工実習工場は，保健所の製造許可を受けてい

なかったので，製品の販売はで、きなかった。今回会社

の設立に当たり，食肉製品製造業の申請を行い許可さ

れ，食肉製品の販売が可能となった。従って， 2年間

熟成する骨付き生ハムの販売は，平成20年11月以降で

あった。

骨付き生ハムの製造法は，まず，原料豚肉は大きく

育てた骨付きもも肉の使用， 6 %食塩による塩漬(約

14日間)， 3ヶ月後の洗浄， 5ヶ月後に赤肉部分に脂

肪を塗布し，その後合計 2年間乾燥と熟成を行って製

品にしている。骨付きもも肉の重量はおおよそ13kg前

後で，脂肪層が厚く，外ももには脂肪交雑も入り，美

味しい製品が出来る。骨付き生ハムは 2年間の熟成中

に30%程度減少し 製品表面の黄色く酸化した脂肪層

あるいは中心の骨などを取り除くので，可食部分は製

品の50%程度となる。近年，脂肪は肥満のため一般に

敬遠されているが 骨付き生ハムは赤肉だけの部分よ

り，さしの入ったものあるいは白い脂肪の付いたもの

が大変美味しい。脂肪の摂取は肥満の原因と言われる

が，肥満は脂肪の摂取よりも食べ過ぎによるもので，

美味しい生ハムは沢山食べないことが肝心である。

一般に食肉製品の加工には色々な食品添加物を使用

しているが，本製品の特徴は，食品添加物等を一切使

用せず，海塩(昨年からは岩塩)だ、けで塩漬を行なっ

ていることである。この方法はイタリアのパルマハム

が海塩だけで製造しているのと同様であり，発色剤を

使用しなくても赤い色調となっている。食塩も色々な

ものが入手できるようになったので，今まで何種類か

使用した結果，食塩の質と量は大変重要である。精製

塩は，聞えは良いが最低で，粗製の塩は，聞えは悪い

が美味しい製品が出来る。昨年度からは岩塩を入手

し，砕いて粉末にして，使用している。骨付き生ハム

の内部は大きく分けると 4つの筋肉部位があり，外も

もの半健様筋は脂肪交雑が入り 一番美味しいところ

で，次いで大腿二頭筋である。内ももの半膜様筋と大

腿四頭筋は脂肪が少なく 食塩も良く浸透する部分で

ある。このように骨付き生ハムは筋肉部位によって味

が異なる。

骨付き生ハムの販売は 主にレストランやホテルな

どに 1本売りで行っている。その理由は切立てが一番

美味しいことにある。スライスすると味が落ち，変色

しやすく，賞味期限が短い。また，真空パックすると，

薄くスライスしたハムが密着して剥がすのに苦労す

る。更に，手間と人件費がかかることなどが挙げられ

る。

2年間熟成した骨付き生ハムを真空包装しておく

と，それ以降の水分の蒸発防止，脂肪の酸化防止，更

にカビの発生を抑えることが出来る。これを冷蔵庫で

保管していても熟成は進み 3年あるいは 5年間熟成

したものは美味しくなっていた。一般の食品とは異な

る性質であり，骨付き生ハムは保存食と言われたこと

が理解出来る。製造技術ではまだイタリアやスペイン

には及ばないが，美味しいものが出来ているので，骨

付き生ハムに興味を持ち，根気よく試作・製造するこ

とにより，わが国におけるこの種の製品の生産量が少

しずつ増加することを期待したい。

会社設立当時に，骨付き生ハムは 2年間熟成したも

のを販売することにしていたので，この間売上がない。

そのため株主の一部から「何か利益の出るものを作つ

ては」と言うことで，加熱タイフのセミドライソーセー

ジも製造し，大学内の生協で販売している。食の安全・

安心が言われているので，この製品も十勝産の豚肉を

使用し，添加物を使用しないで造っている。そのため

始めは少し苦労したが，現在は美味しいものが出来て
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いる。そのポイントは，新鮮な原料肉の使用，塩漬期

間は 7"-'10日間，筋周膜(コラーゲン)は出来るだけ

入れ，脂肪分は筋周膜に付いているものを用い，挽肉

にして低温でしっかり撹排してミオシンを抽出し，食

塩は岩塩を用いることにより，発色剤や結着剤などな

くても組織の良い ほんのりピンク色になるものが出

来る。品質の良い美味しいソーセージを造るために

は，原料肉の選定や食肉の細切から始まる。途中の工

程で少しでもミスがあると最終製品に現れる。大学の

授業では添加物についても講義をしていたが，使わな

くても美味しいものが出来ることを実践している。必

要な人がいれば，製造方法を教えて行きたいと d思って

いる。

ソーセージはこの他にドライソーセージも製造して

いる。乳酸菌などのスターターカルチャーを使い， 35 

日間乾燥・熟成を行う非加熱タイプのものであるが，

この場合は発色剤を使用しないと，脂肪の酸化が早く，

美味しいものが出来ない。残存亜硝酸根は長期間の乾

燥・熟成中に10ppm程度までに減少するので，ほとん

ど問題のない値である。このソーセージは大学在職中

に行った研究であるが 販売するために， 3"-'4回試

作して商品化した。上記いずれのソーセージも骨付き

生ハムに較べると短期間で製造出来るが，結構手間が

かかるので大量生産は出来ないしそのつもりもない。

今まで大学で食肉加工の講義や実習で，食肉製品を

造ってきたが，販売目的となると「安全，安心，美味

しい」の他に， r製品の見栄え」も良くなければならな

い。ソーセージの乾燥を行う時 水分を飛ばすので、セ

ミドライソーセージでは30"-'33% ドライソーセージ

では41"-'43%減少する。この時，乾燥速度が早い時，

また，充填がゆるい時には大級となるので，販売出来

ない製品もある。これら不良品も経験を重ねることに

より，良いものが生産出来るようになった。

今後は気力と体力のある聞は，美味しい食肉製品を

造って行きたいと思っている。少しでも，帯広畜産大

学の宣伝やイメージアップに貢献できれば幸いであ

る。

5.おわりに
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要約

ウマの後腸内に水溶性炭水化物 (WSC)が大量に流

れ込むと、代謝障害を引き起こす可能性が指摘されて

いる。牧草中のWSC含量は乾草などに比べて生草で

高く、また同じ牧草でも季節によって変化することが

知られている。本研究では放牧草中のWSC含量、およ

びそれらを採食したウマの後腸内発酵性状の指標とし

て糞性状を測定し、季節問で比較した。調査は日高管

内のサラブレッド種生産農家 5戸の繁殖雌馬用放牧地

と、そこで放牧飼養されている繁殖雌馬(のべ98頭)

を用い、 5、7、9月に行った。放牧草中WSC含量は

7月、 9月(13.4、9.3%DM)に比べて 5月(19.2%DM)

に高かった (p(O.05)。糞の乳酸濃度は504""729μg/g

DMと季節間で有意な差はなかったが、総VFA濃度は

5月、 7月、 9月の順に高かった (pく0.05)。糞のpH

は 7月(6.35)、 9月(6.42)に比べて 5月(6.08)に低

かった (pく0.05)。放牧草中WSC含量が15%DMを上回

るとき、糞のpHは低下する傾向がみられた。放牧草中

WSC含量が高い春はもちろん、夏、秋においても15%

DM程度にまでWSC含量が高くなる場合、ウマの放牧

飼養管理に注意を払う必要があることが示唆された。

受理 2010年 3月24日

英文要約

It is pointed out the overflow of water-soluble 

carbohydrates (WSC) into hindgut may cause the 

metabolic disorders in horses. It is known that the WSC 

contents in fresh grasses are higher than those in hay， and 

the contents differ among seasons. This study was 

investigated to clari布 theseasonal changes of WSC 

contents in grazing grasses and fermentation characteristics 

in the hindgut of Thoroughbred horses during grazing. The 

investigation was carried out on the grazing p副知refor 

breeding mares on 5 private farms in Hidaka district in 

May， July and September. Fecal samples of a total head of 

98 mares were coUected and used for the analysis of 

fermentation characteristics. The WSC contents of grazing 

grasses were higher in May (19. 2%DM) than those in 

July (13. 4%DM) and September (9. 3%DM). Although 

there were no differences in fecal lactic acid， the 

concentration of total VF A was the highest in May， 

intermediate in July and the lowest in September 

(pくO.05). Fecal pH was lower in May (6. 08， pく0.05)

than that in July (6. 35) and September (6. 42). When the 

WSC contents in grazing grasses exceeded 15%DM， fecal 

pH in horses decreased. These results suggested that the 
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grazing managements for horses should be atlended during 

spring season in particular， and also in case of higher WSC 

contents around 15%DM in summer and autumn season. 

緒言

ウマは繊維性炭水化物を後腸内の微生物発酵により

利用する単胃草食動物であるが、非繊維性炭水化物は

非草食動物と同様に、胃で分解され、小腸で吸収され

る。しかしウマの胃および小腸は非繊維性炭水化物の

消化能力が低く (PAGAN，1998)、摂取した非繊維性炭

水化物は消化管前部で十分に消化を受けないまま通過

し、後腸内に流れ込む可能性が高い。後腸内に流れ込

んだ非繊維性炭水化物は、繊維性炭水化物と同様に、

微生物の発酵を受けることになる (ELLIOTTand 

BAILEY， 2006)。

一般に非繊維性炭水化物は、その分解性の高さから

微生物による発酵を受けやすく、中でも水溶性炭水化

物(WSC)がウマの後腸内に大量に流れ込むと、異常発

酵を起こし、 pHを低下させる可能性がある。後腸内pH

が低下すると、繊維性炭水化物を分解する微生物の活

動が抑制され(KERNeta/，1973)、悪化すると応痛や蹄

葉炎などの代謝障害を引き起こす可能性が指摘されて

いる (HOFFMAN'，2003 : LONGLAND and BYRD， 2006)。

軽種馬はその走能力向上を目的とすることから、放

牧飼養されることが多い。放牧草中のWSCはフルク

タンなどの糖が主であるため、加工過程における呼吸

による糖の消失を考慮すると、乾草など加工されたも

のに比べて高いと考えられる。また同じ牧草でも草種

によってWSC含量は異なり(増子， 1994)、同じ牧草種

でも日照時間 (CIAVARELLAet a/， 2000)、気温や成長速

度 CCHATTERTONet a/， 1989) により変動する。 WAITE

and BoYD (1953) は、イネ科牧草の貯蔵炭水化物含量

は晩春に最も高く、夏に最も低くなり、秋にはその中

間になると報告している。しかし、採草地や牛用放牧

地とは全く異なる草地管理を行う軽種馬用放牧草中の

WSC含量の季節変化についてはほとんど報告されて

おらず、それを採食しているウマの後腸内発酵性状に

関する報告も少ない。そこで本研究では、日高管内の

サラブレッド種生産農家において放牧草中WSC含量

を測定するとともに、ウマの後腸内発酵性状の指標と

して糞性状を測定し、季節問で比較した。

材料および方法

調査は日高管内のサラブレッド種生産農家 5戸の繁

殖雌馬用放牧地において、 5月、 7月および9月に行っ

た。各農家の放牧地における主要草種および、放牧方法

を表 1に示した。草種はどの農家においてもチモシー

および、ケンタッキーブルーグラスが主であった。軽種

Table 1. The principal variety of grazing grass and 

grazing system on each farm. 

Variety of Grazing system 
grass May Jul. Sep. 

Farm A TY D N N 

Farm B KB N N D 

Farm C TY D N N 

Farm 0 TY、KB N N N 

Farm E KB、TY 0 N N 

TY:timothy， KB:kentucky bluegrass 
D:daytime grazing from morning to afternoon， N:night and 
day grazing from afternoon to next morning. 

馬生産農家における昼間放牧とは、朝から昼、もしく

は夕方までの日中に放牧する方法で、昼夜放牧とは昼

もしくは夕方から翌朝までの夜間に放牧する方法であ

る。 5月では 5戸中 3戸が昼間放牧をしており、昼夜

放牧は 2戸であった。また 7月はすべての農家で昼夜

放牧、 9月においては l戸のみ昼間放牧で、 4戸は昼

夜放牧を行っていた。

草量および、イネ科牧草の草高は、放牧地内の 3ヶ所

において50cmX50cmのコドラートを用いて測定した。

すなわち草高はコドラート内のイネ科牧草において無

作為に 3ヶ所を測定し、その後コドラート内の牧草を

地際から刈り取って、草量を測定した。また、放牧馬

が採食している周辺の牧草を手摘みで採取し、乾物

(DM)、WSC、粗タンパク質CCp)および、中性デタージエ

ント繊維(NDF)含量を測定した。 DMおよび、CPは常法

CA.O.A.C， 1980)、NDFはVANSOEST (1963) の方法に

より分析した。またWSCはアンスロン試薬よる定量

法(大山と森本， 1971A)で測定した。

供試放牧地で放牧飼養されている繁殖雌馬のべ98頭

( 5月:31頭、 7月:34頭、 9月:33頭)について、

放牧開始後 1"-'5時間に排池された直後の糞を採取し

た。採取した糞は、ただちにラコムテスター pH計(防

水型pHSpear、アズワン株式会社、東京)を用いてpH

を測定し、他の分析まで冷凍保存した。後日、 DMを

牧草と同じ方法で分析するとともに自然解凍した糞約

50gに水約100gを加えて、大山と森本(1971B)の方法

で抽出液を調製し、乳酸、アンモニア態窒素および、揮

発性脂肪酸 (VFA)濃度を測定した。乳酸含量は

BARKER and SUMMERSON (1961)の方法で、アンモニア態

窒素はCONWAYand O'MALLY (1942)の微量拡散法で測

定した。 VFAの測定は内部標準液法によりガスクロマ

トグラフィー (OC-14A、島津製作所、京都)を用い

て測定した。内部標準液には10mM2-エチルブチル

を用いた。

放牧草中WSC含量および糞性状についての統計解

析には、分散分析およびスチューデントのt検定を用

いた。
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結果および考察

各農家の放牧地における草量および、イネ科牧草の草

高を表2に示した。どの農家においても、 7、9月に

比べて 5月の草量は40""5 OgDM/m2と少ないもので

あった。またイネ科草高も、 7月の10""20cm、9月の

12""23cmに比べて、 5月では 6"" 8 cmと短いもので

あった。

放牧草中の化学成分含量の季節変化を表 3に示し

た。放牧草のCP含量はどの季節においても20%DM以

上であり、NDF含量は 5月、 7月、 9月でそれぞれ35.9、

50. 9、51.8%DMであった。軽種馬飼養標準(2004)に

は、出穂前のチモシ一生草および、ケンタッキーブルー

グラスのCP含量は17.5、17.5%DM、また日高地方に

おける放牧地牧草のCP含量は20.1%DMと記載されて

おり、本試験でのCP含量はこれと同程度であった。ま

た乳牛の日本飼養標準 (2006)では、チモシ一生草(放

牧草)におけるNDF含量は春、夏、秋でそれぞれ46.5、

53.9、46.6%DMであり、本試験でのNDF含量は 9月

を除いてこれらより低いものであった。

平均WSC含量は 5月において19.2土3.4%DMであ

り、 7月および 9月の13.4士4.0，9.3土4.9%DMより

も高かった (pく0.05)。北海道紋別郡の実験圃場で栽培

した寒地型イネ科牧草のWSC含量を生育ステージ別、

刈取り回次別に測定した増子(1994)は、 6月における

チモシー 1番草のWSC含量は15.4%DMであり、 8月

の2番草は6.8""8. 2%DM、9月の 3番草では9.6%

DMと報告している。本試験でのWSC含量は、 9月に

おいてはこの報告値と同程度であるが、 7月および、 5

Table 2. The harbage mass and sward height of 

grazing grasses on each farm. 

Harbage mass(gDM/m2
) Sward height(cm) 

May Jul. Sep. May Jul. Sep. 

Farm A 41 141 85 8 20 20 

Farm B 46 114 84 6 15 12 

Farm C 45 76 108 7 13 23 

Farm D 44 111 135 6 13 17 

Farm E 49 75 83 6 10 18 

Table 3. Average Chemical composition of grazing 

grasses. 

May Jul. Sep. 

%FM 

DM 23.3a 20.7ab 15.7b 

%DM 

CP 23.4ab 22.4b 25.2a 

NDF 35.9b 50.9a 51.8a 

WSC 19.2a 13.4b 9.3b 

DM:dry matter， CP:crude protein， NDF:neutral detergent 
fiber， WSC:water soluble carbohydrates. 

ab)Means in the same row with different superscripts are 
significantly different (p<0.05). 

月では高いものであった。この報告と本試験では調査

月が異なるものの、季節として考えると春および、夏の

軽種馬用放牧地の牧草中WSC含量は、一般的な採草地

に比べて高い傾向にあると考えられた。

次に農家ごとの放牧草中WSC含量の季節変化を図

lに示した。 A、B農家におけるWSC含量は 5月に最

も高く(18.7、23.4%DM)、最も低い 9月ではどちら

も5%DM程度まで低下していた。 D農家ではA、B農

家ほど大きな低下はみられないが、 5、7、9月の順

に高かった。一方E農家では 7月に比べて 9月で高く

なっており、他の農家と異なった変化がみられたが、

どの農家においてもWSC含量がもっとも高いのは 5

月であった。

WAITE and BOYD (1953)によると、イネ科牧草におけ

る貯蔵炭水化物濃度は、晩春に最も高く、夏に最も低

くなり、秋にはその中間になる。本試験においても春

季である 5月にWSC含量が最も高かったことはこれ

と一致していたが、 7月から 9月にかけての変化が異

なっていた。今回の調査において、草量や草高とWSC

含量との聞に明らかな関係は認められず、夏季以降の

放牧草中WSC含量には播種品種の違いや、施肥、掃除

刈りなどの放牧地の管理状況の違いも関係していると

考えられる。

糞のpH、乳酸、アンモニア態窒素およびVFA濃度の

季節変化を表4に示した。糞中平均乳酸濃度は 5、7、

9月でそれぞれ504、539、729μg/gDMであり、季節問

で有意な差はなかった。アンモニア態窒素濃度 (0.85

'" 1. 19m9/ gDM)は有意な差で、はなかったが、 5月、 7

30 
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ぎ更、J
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15 15 .... 
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c/l 

s: 
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。
Farm A Farm B Farm C Farm D Farm E 

圃 MayロJul図Sep

Fig.1 WSC contents of grazing grasses on individual 

breeding farm in Hidaka district. 

Table 4. Average fecal pH and concentrations of 

lactate，NH3-N and total VFA in Thoroughbreds. 

pH 

Lactate(μg/gDM) 

NH3-N(mg/gDM) 

Total VFA(mg/gDM) 

May Jul. Sep. 

6.08b 

504 

1.19 

20.5a 

6.35a 

539 

1.05 

16.3ab 

6.42a 

729 

0.85 

10.2b 

ab)Means in the same row with different superscripts are 
significantly different (p<0.05). 
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Fig. 2 Fecal pH of Thoroughbreds on individual breeding 
farm in Hidaka district. 

月、 9月の順に高い傾向がみられ、また総VFA濃度にお

いても 5月(20.45mg/ gDM)、 7月(15.59mg/gDM)、

9月 (7.42mg/ gDM) の順に高かった (pく0.05)。これ

らは、牧草のCPおよびNDFの分解性が春に高いことを

反映したものと考えられる。

糞の平均pHは 5月において6.08であり、 7月の

6. 35、9月の6.42より低かった (pく0.05)。糞のpHの季

節変化について農家ごとに比較すると(図 2)、 7月お

よび 9月にかけてのpHの変化は農家によって異なっ

ていたが、 5月にもっとも低しヤHを示す結果は全ての

農家において同様であった。

HUSSEIN et al (2004)は基礎飼料としてアルフアル

ファヘイキューブを用い、基礎飼料のみ給与した、も

しくは大麦やエンバクなどを併給したウマの糞のpH

を6.74"'-'7. 04、乳酸濃度を86.2"'-'253. 8μg/gDMと報告

している。この報告に比べ、本実験で、pHが最も高かっ

た9月でも6.42と低く、乳酸濃度もどの月においても

高い値であった。マメ科牧草は貯蔵炭水化物として主

にでんぷんを蓄えるが、イネ科牧草ではフルクタンな

どのWSCを蓄えるため、 WSC含量はイネ科牧草で高い

といわれている(小島と井沢， 1967)。また加工過程に

おける呼吸による糖の消失も考慮に入れると、 WSC含

量は加工されたヘイキューブに比べて放牧草など生草

で高くなると考えられ、比較的低いWSC含量を示した

7月および9月であっても、糞のpHは低く、乳酸濃度

は高くなっていたと考えられる。

放牧草中のWSC含量と糞のpHとの関係を図 3に示

した。 WSC含量が15%DMを上回るとき、 WSC含量の

増加に伴って糞のpHは低下するようにみうけられる。

主要なルーメン細菌の発育のための至適pHは6.1 "'-' 

6. 7で、 pH6以下ではルーメン内の生態系を構成する

微生物の種類と数が減少し、様々な機能障害を生じる

とされている(板橋， 2004)。また乳牛における適正な

ルーメン発酵の指標として、糞のpHが6.2以上である

ことを用いる場合がある(椋本， 2004)。健康な馬にと

6.6 

4・• 6.4 

• 工c. • 
L2L 62 

6.0 

5.8 。 5 

2 • • • • 
• 
• 

• 
10 15 20 

• May AJul・Sep
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25 30 

Fig.3 The relationship between WSC contents in 

grazing grasses and fecal pH of Thoroughbreds 

on individual breeding farm in Hidaka district. 

うもろこし85%、大豆粕13%で構成されたペレットを

給与したJAMESet al (1 994)の実験では、試験開始時に

7.0程度であった糞のpHが、試験飼料の給与から 3日

目以降6.2付近まで低下し、その後肢行が著しく現れ、

蹄葉炎発症の因子となり得たことを報告している。ま

たBAILEYet al (2004)は、ウマがWSCなど非繊維性炭水

化物を過多に摂取すると、後腸内微生物により乳酸が

大量に生成されて後腸内pHが低下すると報告してお

り、後腸内が酸性化すると後腸内微生物が偏って増殖

し、グラム陰性菌が死滅することによりエンドトキシ

ンが放出されて代謝障害につながることも指摘してい

る。本試験で、糞のpHが6.20以下を示したとき、放牧草

中WSC含量はいずれも15%DMを上回っていたが、

WSC含量が10%DM以下のときの糞のpHは6.20以上で

あり、 WSC含量が15%DM前後の場合には糞のpHが

6. 05"'-'6. 55の範囲でばらつきがみられる。すなわち、

放牧草中WSC含量が高い春季のみならず、夏季や秋季

であってもWSC含量が15%DMを上回る場合にはウマ

の放牧飼養管理に注意が必要であり、その際の放牧方

法や、併給飼料の給与方法などについても今後検討す

べきと考えられる。
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十勝管内の酪農家で調製された発酵TMRの飼料配合および発酵品質
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要約

十勝管内で調製、利用されている発酵TMRの現状を

把握し、北海道における発酵TMR調製の意義や今後の

効率的な利用法についても検討するため、 2008年 7月

下旬に十勝管内の酪農家8戸において利用されていた

発酵TMRの飼料原料やその配合割合、発酵品質などに

ついての調査を行った。発酵TMRの原料として、すべ

ての酪農家においてグラスサイレージ、 l戸を除いて

コーンサイレージが用いられており、またいくつかの

農家ではしよう油粕やスイートコーン粕、ポテトパル

プサイレージといった食品製造副産物も利用されてい

た。原物中の粗飼料割合は64，......，91%、乾物あたりでは

40""""78%の範囲であった。水分含量は49，......，64%、組タ

ンパク質および、中性デタージェント繊維含量はそれぞ

れ11，......，17%DM， 35，......，49%DMの範囲であり、飼料配合

によって比較的大きな差がみられた。 pHは3.77""""

4.21、乳酸含量は3.6""""7. 2%DMであり、 VBN含量は

総窒素中3.8""""8.0%の範囲であった。総VFA含量は

0.5""""1. 7%DMの範囲であり、 1戸を除いて酪酸はほ

とんど検出されなかった。フリーク評点は80点以上、

Vースコアは90点以上であり、飼料配合や粗飼料割合、

受理 2010年 3月31日

化学成分含量にかかわらず、十勝管内の酪農家で調製、

利用されている発酵TMRの発酵品質はどれも非常に

高いものであった。

ABSTRACT 

The objective of this research was to grasp the present 

si印刷onfor use of fermented total mixed ration (TMR) 

prepared in Tokachi district and to consider the 

significance in preparing of the fermented TMR and the 

fu旬redirections for better use of the TMR in Hokkaido. 

The feed materials， formulation and fermentative quality of 

fermented TMR were investigated on 8 dairy farms in 

Tokachi area in late July， 2008. Grass silage was used for 

preparation of the TMR on all farms and com silage was 

also used except on one faロn. A few farms used 

agricul印ralby-products such as soy sauce cake， sweet 

com cake and pot瓜opulp as TMR materials. Proportion of 

roughage in fermented TMR were 64~91 % on fresh matter 

basis and 40~ 78% on dry matter basis. The moisture， crude 

protein and neutral detergent fiber contents of fermented 

TMR ranged 49~64%ラ 11~ 17%DM and 35~49%DM， 

respective1y， thus the differences of chemical compositions 

depending on the formulation of TMR were relatively 

-47-



河合正人・甲斐裕也・奥原晶子・横山 亨・吉田秀則

large. The pH of the fermented TMR ranged from 3.77 t 0 

4.21， and concentrations of lactic acid and volatile basic 

nitrogen ranged 3.6 to 7.2%DM and 3.8 to 8.0% of total 

nitrogen， respectively. The concentration of total volatile 

fatty acid ranged from 0.5 to 1.7%DM and butyric acid 

was not detected except on one farm. The Flieg point was 

80 or over and V -score was 90 or above， consequently the 

fermentative qualities of fermented TMR prepared on 

dairy farms in Tokachi area were entirely very high 

irrespective of the formulation of feed， proportion of 

roughage or chemical compositions. 

緒言

発酵TMRは、粗飼料と濃厚飼料を混合、圧縮、脱気、

密封してサイレージ発酵させたものであり、これを調

製、利用することにより、飼料給与時の配合作業が省

略でき、毎日のTMR調製労力を軽減できる。また、栄

養価は高いものの一般的には保存性に欠ける食品製造

副産物の活用方法としても有効であり、ビール粕(西

野ら， 2003)や茶系飲料残さ(徐ら， 2004; Xu et al.， 

2008)、コーヒー飲料残さ (Xuet al.， 2004)などを利

用して発酵品質の良いTMRを調製でき、日者好性の低い

食品製造副産物を発酵TMRとして調製することでウ

シに対する噌好性を改善できること(額爾敦ら， 2007) 

も報告されている。さらに、発酵TMRの給与によって乳

牛による飼料摂取量や消化率が向上し (YUANGKLANG

et al.， 2004)、乳生産性が改善する場合もあることが報

告されている (WONGNENet al.， 2009)。

都府県で普及した発酵TMRは、フレッシュ TMRに乳

酸菌を添加し、 トランスバッグ内のビニールバッグに

脱気して梱包、調製されていたが、近年、細切された

飼料を高密度で梱包できる細断型ロールベーラが開発

され、発酵TMRの調製にも利用されつつある(塩谷ら，

2007)。細断型ロールベーラを用いて調製されたサイ

レージは、従来のロールベールに比べて梱包密度が約

2倍と高いことがトウモロコシ(志藤と山名， 2002) 

や牧草(志藤と山名， 2003)で報告されており、嫌気

性が高く乳酸発酵が促進されるためpHが低下し、不良

発酵せずに一年間高品質が維持される(志藤ら， 2005)。

また、ベール間での発酵品質のばらつきが小さく、フィ

ルムに穴があいた場合のカビの発生や変敗が拡大しづ

らいこと(志藤と山名， 2002)、さらに夏季においても

ベール開封後に発酵品質が低下しないことが報告され

ている(志藤ら， 2005)。

このように、高品質で貯蔵性の高い飼料を調製でき

る細断型ロールベーラは北海道内の酪農家においても

導入され、発酵TMRの調製にも利用され始めている

が、一戸あたりの飼養頭数や飼料体系が都府県とは異

なる北海道では、発酵TMRの飼料配合やその発酵品質

も異なると考えられる。そこで本報告では、十勝管内

の酪農家における発酵TMR利用の現状を把握し、北海

道における発酵TMR調製の意義や今後の効率的な利

用法についても検討するため、調製に用いられている

飼料の種類や配合割合、発酵品質についての調査を

行った。

材料および方法

十勝管内の酪農家8戸(新得町 2戸、鹿追町 3戸、

幕別町 l戸、豊頃町 l戸、大樹町 l戸)において、各

酪農家で調製された発酵TMRの飼料原料と配合割合、

調製時期に関する聞き取り調査を2008年 7月下旬に

行った。調査時に発酵TMRロールベールを 1""2個

開封し、飼料成分分析用および、発酵品質分析用サンプ

ルを採取した。

飼料成分分析用サンプルは凍結乾燥機 (VD-400F型、

TAITEC社、東京)を用いて20時間乾燥し、水分含量

を測定した。凍結乾燥後、 1mmメッシュを通過する

粒度に粉砕し、有機物(OM)、組タンパク質 (Cp)、組

脂肪(EE)、中性デタージェント繊維(NDF)および酸性

デ、タージェント繊維(ADF)を常法(藤田， 2001)によ

り分析した。

発酵品質分析用サンフルは、新鮮物70gに蒸留水140g

を加えて時々撹祥しながら 4
0

C冷蔵庫内に24時間放置

後、 4重ガーゼおよび、漉紙で櫨過し、その櫨液を抽出

液とした。抽出液調整後直ちにガラス電極pHj.ータ

(F-31、堀場製作所、京都)でpHを測定し、乳酸は

BA限 ERand SUMMERSON (1961)の方法、揮発性塩基態窒

素 (VBN)は微量拡散法 (CONWAYand O'MALLEY， 1942) 

により分析した。また揮発性脂肪酸(VFA)は、抽出液

を高速遠心分離(18，000G、 2
0

C、15分間)後、内部

標準液として 2-エチルブチルを用いてガスクロマト

グラフ (GC-2010、島津製作所、京都)で分析した。

これらの分析結果を用い、フリーク評点およびV-スコ

アを柾木 (2001) の方法に従って算出した。

結果および考察

各酪農家における発酵TMR調製時期と飼料原料に

ついて表 1に、また飼料配合および、粗濃比を表2に示

した。なお、 F牧場については、発酵TMR調製に用い

た飼料の種類は明らかであったが、混合割合は不明の

ため表 2に記載しなかった。今回調査した十勝管内の

酪農家における発酵TMRの調製時期は、 2007年11月か

ら2008年6月まで、すなわちサンフ。ル採取を行なった

7月下旬までの貯蔵期間は約1.5"" 8ヵ月であった。

すべての酪農家においてグラスサイレージ、また 1戸

を除いてコーンサイレージが使用されており、原物中

の粗飼料割合は64""91%、乾物あたりでは40""78%の
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十勝で調製された発酵TMR
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Table 2. The formulation of fermented total mixed ration on each dairy farm in Tokachi area 
A 

①
 

E 

5 

D 

6 

C 

6 

B 

4 

② 

10 

Dry matter basis 
Grass silage 15.0 33.7 46.9 38.3 17.1 25.7 50.2 33.8 

Corn silage 22.2 38.7 16.0 23.7 12.8 20.9 28.2 
Hay 2.4・・ ・ 16.1 5.8 7.1 

Formula feed 25.2 司 22.2 27.0 28.9 26.1 . 21.8 30.7 

Low moisture concentrats 24.3 ・ 18.2 18.7 14.2 29.6 7.3 

_ til9.t}_ D'!見学山旦凶-P!弓q_l!cJ~ _一一 _lQ.~______~"?:.f3_【ー _1~-?_ _ーーーーーーー二一一一一一一一ーーー二ーーーーーーーー ーーー二ーーーーーーー【ー二ー一一一一
Proportion of roughage 39.6 72.4 46.9 54.3 56.9 44.3 78.2 62.0 

*Beet pulp， Rolling corn， Soybean meal， Corn gluten meal， Wheat bran， Rolling wheat 
**Soy sauce cake， Sweet corn cake， Unrefined soy sauce， Potato pulp 

発酵が安定した飼料を開封し、濃厚飼料や副産物など

他の飼料と混合してロール形成、梱包し、再発酵させ

ることが特徴であるといえる。さらに、都府県では水

分含量が高く保存性に欠ける食品製造副産物の保存法

として発酵TMRの調製が広く行われているが、本調査

を行った十勝管内の酪農家においては、食品製造副産

物利用割合は高くなく、毎日のTMR調製労力の軽減を

発酵TMR調製の主目的としているようであった。

各酪農家で調製された発酵TMRの化学成分含量を

表 3に示した。水分含量は49'"'-'64%、OM含量は92'"'-'

94%DMの範囲であった。 CP、EE含量はそれぞれ11'"'-'

17、3'"'-'7 %DM、NDF、ADF含量はそれぞれ35'"'-'49、

17'"'-'27%DMの範囲であった。今回調査した 9種の発

範囲であった。飼料原料数は4'"'-'10種と酪農家によっ

て多様であったが、しょう油粕やスイートコーン粕、

ポテトパルプサイレージといった水分含量が高く保存

性に欠ける食品製造副産物の利用は 8戸 9種の発酵

TMRのうち 2戸 3種のみであった。

都府県で調製、利用されている発酵TMRは、夏季に

おける混合後の変質を防ぐためサイレージの利用は制

限され(古本， 2002)、また高水分の副産物を低水分化

し、飼料給与時の労働力低減や流通・販売が容易にな

ることなどの利点(西野ら， 2003)から、粗飼料とし

て乾燥飼料が用いられる場合が多い。これに対し、北

海道では組飼料として主にグラスサイレージおよび

コーンサイレージが用いられており、サイロ内で一度

H 

62.8 

94.0 
13.7 

4.6 

40.0 

20.4 

G 

62.8 

92.4 
14.0 
3.6 

39.5 

20.6 

Table 3. Chemical composition of fermented total mixed ration on each dairy farm in Tokachi area 

A 【

B C Farm ① ② B 

Moisture(%) 49.3 62.7 49.7 57.6 57.2 64.2 58.6 
OM(%DM) 94.2 93.5 92.4 94.4 93.2 91.8 92.5 

CP(%DM) 16.8 11.3 15.1 16.3 14.6 15.5 14.9 

EE(%DM) 4.6 4.4 5.8 3.8 4.2 5.3 3.1 
NDF(%DM) 37.2 48.7 43.2 35.3 40.0 36.0 35.5 

ADF(%DM) 19.0 27.0 24.2 17.1 20.0 20.0 20.7 

OM:Organic matter， CP:Crude protein， EE:Ether extracts， NDF:Neutral detergent fiber， ADF:Acid detergent fiber 

F E D 
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酵TMRのうち、乾乳牛用に調製されたものは 2種のみ

であり (A牧場②とD牧場、表 1)、その他の搾乳牛用

に調製された発酵TMRとの化学成分含量の差は明確

ではなかったが、これらの牧場では開封した発酵TMR

を1週間から10日間かけて自由採食させていた。すな

わち夏季においてもベール開封後に発酵品質が低下し

ない(志藤ら， 2005)ことを期待したものであったが、

今後はサイレージ主体の発酵TMRにおける好気的変

敗や発酵品質の変化についても明らかにする必要があ

ると考えられる。

飼料原料と化学成分含量との関係をみると、原物あ

たりの粗飼料割合が大きくなると水分含量が増加し

(r = O. 70， Pく0.05)、乾物あたりの粗飼料割合が大き

くなるとCP含量が低下した (r= -0.78， Pく0.05)。こ

れらの関係には、粗飼料として比較的高水分のグラス

サイレージや、 CP含量の低いコーンサイレージが主に

用いられていることが反映されており、乾物あたりの

サイレージ割合が増加するとNDFおよび、ADF含量が高

まる傾向もみとめられた (r= O. 54， O. 44)。

各酪農家で調製された発酵TMRの発酵品質、フリー

ク評点およびV-スコアを表4に示した。 pHは3.77'" 

4.21の範囲であり、ほとんどが表 1"'3で示した飼料

原料やその混合割合、化学成分含量の違いにかかわら

-0.83， PくO.01)。発酵TMR調製の利点として、濃厚飼

料と混合して組飼料を再発酵させることにより、乳酸

発酵を促してpHをより低下させ、発酵品質を改善し、

保存性を向上させることが挙げられている(塩谷ら，

2007)。しかし、今回の調査では乾物あたりの濃厚飼料

割合が20"'60%と大きな差があっても乳酸含量との関

係はみられなかったことから、グラスサイレージもし

くはコーンサイレージを主体とした発酵TMRの場合、

乳酸発酵以外のサイレージ発酵が促進される可能性が

考えられる。すなわち、上述したVFA発酵や、古本

(2002)や西野ら (2003)が指摘しているアルコール

発酵が起こりやすいのかもしれない。

本調査ではTMR調製に用いた個々の飼料原料につ

いて成分分析などを行っていないが、今後は原料とし

て用いるサイレージの発酵品質の違いや、混合する濃

厚飼料などの違いが発酵TMRの発酵様相や品質に及

ぼす影響について調査し、北海道で利用される発酵

TMRの飼料特性を明らかにする必要がある。さらに

飼料自給率向上の観点から、今回の調査では利用割合

が低かった、保存性に欠ける食品製造副産物の最適な

保存法として、これらを飼料原料として用いた発酵

TMRの有効な調製法についても検討すべきと考えら

れる。

Table 4. Fermentative quality of fermented total mixed ration on each dairy farm in Tokachi area 

Farm A B C 
① ② 

pH 4.21 3.77 3.93 4.12 

Lactic acid(%DM) 4.17 5.29 6.77 5.04 
Total VFA(%DM) 0.52 0.60 0.86 1.27 
Acetic acid 0.51 0.56 0.78 1.17 
Propionic acid 0.00 0.03 0.07 0.10 
Butyric acid 0.01 0.01 0.01 
NH3-N(% of Total N) 4.04 8.00 3.79 4.77 

Flieg point 100 100 100 97 
V-score 99 93 98 97 

ず、サイレージで良質とされる4.2以下(柾木， 2001) 

であった。乳酸含量は3.6"'7.2%DM、総VFA含量は

0.5"'1. 7%DMの範囲であり、 l戸を除いて酪酸はご

く微量か、もしくは検出されなかった。またVBN含量

は総窒素中3.8"'8.0%で、採取した 9個すべての発酵

TMRが優と評価される12.5%以下(柾木， 2001)であっ

た。フリーク評点は80'"1 00点、 Vースコアは93"'99点

の範囲であり、貯蔵期間、飼料原料や化学成分含量に

かかわらず、調査を行った 8戸の酪農家で調製された

発酵TMR9種の発酵品質は、すべて非常に高いもので

あった。

今回の調査に用いた発酵TMRについて、配合飼料や

濃厚飼料の混合割合と乳酸含量との聞に明らかな関係

はみられなかったが、乾物あたりの配合飼料割合が大

きくなると総VFA濃度は高くなる傾向にあり (r= 

0.63)、また総窒素中のVBN含量は低くなった (rニ

D E F G H 

3.95 4.04 4.01 3.90 4.20 

3.74 7.17 5.92 5.03 3.57 
1.55 1.07 1.07 0.75 1.65 
1.54 0.85 0.97 0.73 1.51 
0.00 0.08 0.10 0.00 0.14 
0.01 0.14 0.02 
4.09 5.97 6.58 4.97 4.45 

87 80 99 100 83 
96 94 94 99 97 
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北海道における牧草サイレージ品質と粗蛋白質の過小評価の現状
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要約

近年、北海道ではサイレージ調製時の踏圧不足、家

畜糞尿等の過剰施肥、植生の悪化等を背景に牧草サイ

レージの品質が悪化傾向にある。 2002"-'2007年に調製

されたイネ科主体 1番草牧草サイレージ3693点につい

て調査したところ、揮発性塩基態窒素(VBN)が高い不

良発酵サイレージの割合が増加していることが分かつ

た。

高VBNサイレージでは、 VBN蛋白換算量が溶解性蛋

白質(CPs)より高くなる、蛋白質の分画上明らかに矛

盾するケースも見られ、このようなサイレージでは粗

飼料分析における600C、16"-'18時間の通風乾燥(風乾

処理)などによるCPs分画の揮散程度が大きく、組蛋

白質(Cp)の過小評価程度が無視できないほど大きく

なっていると考えられた。

風乾処理、凍結乾燥処理によるCP過小評価程度の確

認を行った結果、それぞれの乾燥方法でもCPを過小評

価するケースが見受けられた。風乾処理、凍結乾燥処

理での過小評価程度は、それぞれVBNとアンモニア態

窒素で説明できた。このことから、風乾処理により過

小評価されたCPはVBN蛋白質換算量で補正でき、 CP

分析精度が向上すると考えられ、特にVBNが高い不良

発酵サイレージでは有効と考えられた。

受理 2010年 2月19日

緒言

牧草サイレージは乳牛の飼養管理において給与飼料

の中心となり、そのサイレージ品質は乳牛の飼料摂取

量だけでなく、生産性や疾病、繁殖にも大きな影響を

及ぼす。近年、北海道ではサイレージ調製時の踏圧不

足、家畜糞尿等の過剰施肥、植生の悪化等を背景に牧

草サイレージの栄養成分だけでなく発酵品質の悪化が

問題となってきている。

その牧草サイレージは発酵に伴い乳酸、酢酸、酪酸

等の揮発性脂肪酸 (VFA)や揮発性塩基態窒素 (VBN)

などの揮発性成分を生成するが、牧草サイレージの栄

養成分分析では、加熱による通風乾燥により処理した

(風乾処理)粉砕物が用いられるのが通例である。内

田 (1978;1986A;1986B;1987;1993)、内田と林(1985)

および内田ら(1988)は風乾処理により水分以外に前

記した揮発性成分が揮散し、飼料成分分析に影響を及

ぼす可能性を指摘している。永西と寺田 (2002)も風

乾処理と凍結乾燥処理が組蛋白質 (Cp)に及ぼす影響

についてイタリアンライグラスサイレージを用いて検

討しており、風乾処理物に比べ凍結乾燥物のCP、溶解

性蛋白質 (CPs)、分解性蛋白質 (CPd) が高くなるこ

とを報告している。すなわち風乾処理によりこれら項

目を過小評価することを示しており、それらの違いは

VBN含量が関係しており、風乾処理によりかなりの

VBNが揮散する事を指摘している。

しかし、近年のサイレージ品質を広範囲かつ経年的

に調査した報告は見当たらない。また、風乾処理によ

-53-



篠田英史・三浦俊治・北村 亨・古川 修

るVBN揮散によるCP等の過小評価については永西と

寺田 (2002) も報告しているが、イタリアンライグラ

スの同一原料草で行われた結果である。チモシーを主

体とする北海道内の牧草サイレージとは異なること、

生産現場で給与される牧草サイレージには主体となる

チモシーの他に複数草種が含まれることを考慮する

と、 CP等の過小評価の現状を把握するには、生産現場

の牧草サイレージを調査する必要がある。そこで本報

では、全道的かつ複数年に渡り生産現場より収集した

サイレージ試料について、発酵品質、 CPの過小評価程

度とその要因について調査した結果を報告する。

材料および方法

1 .供試試料

供試試料は、 2002""'2007年にかけて北海道で調製さ

れたチモシーを主体とする l番草サイレージについて

調査した。供試試料は道央、道南、道北、道東の各地

区より778点、 99点、 675点、 2141点、合計3693点を収

集した。

2.調査項目と分析方法

収集した牧草サイレージ3693点について水分、 CP、

CPs、pH、VFA、VBNについて調査を行った。

水分はサイレージ試料を60
0

C、16""'18時間通風乾燥

したものを風乾処理物 (ADM)とし、その水分含量と

ADMの lmm以下粉砕物を135
0

C、2時間乾燥して得ら

れる水分含量より算出した。 CPおよび、CPsについては

近赤外分析を用いた。試料はADM・lmm以下粉砕物

を用い、結果推定には道立畜産試験場作成検量線(出

口1998;1999)を用いた。 pH、VFA、VBNについては、

サイレージ原物試料50gを200mlに水で定容後、 5
0C、

16時間抽出した液を作成し供試した。 VFAは酢酸、プ

ロピオン酸、酪酸、バレリアン酸、カプロン酸、乳酸

をガスクロマトグラフィ一法により、 VBNについては

水蒸気蒸留法にて測定した(自給飼料品質評価研究会

2001)。

また、， '3693点の内、 2006""'2007年に収集した46点を

用い、原物 (FM)および風乾処理物 (ADM)のCP、

その内23点については凍結乾燥物 (FDM)のCP、サイ

レージ抽出液中のアンモニア態窒素も測定した。その

結果より算出されたサイレージ原物中のCP含量を比

較し、乾燥方法がCPに及ぼす影響について確認を行っ

た。 CP測定はケルダール法にて行い、 FMは 5mm以下

細切物を、 ADMとFDMについては各処理後の lmm以

下粉砕物を用いた。 FDMは-50
0

Cから30
0

Cまで24時

間かけて上昇させ、その後2日間乾燥処理を行った。ア

ンモニア態窒素はインドフェノール法にて測定を行っ

た(植物栄養実験法編集委員会1990)。

結果および考察

牧草サイレージpHの分布割合を各年毎に図 lに示

した。 McDonaldand Whittenbury (1973)が良質サイ

レージの指標としているpH4.2以下の割合が2002、

2003年では約70%程度占めていたが、その割合は低下

傾向にあり 2006、2007年では50%を下回る結果となり、

道内牧草サイレージ品質が悪化傾向にあることが分

かった。

100% 

80% 

60% 

40% 

20% 

0% 

園 4.6以上

""4.6 
閤 ""4.4

""4.2 
口""4.0
口3.8未満

2002 2003 2004 2005 2006 2007 年

図 1.道内牧草サイレージのpH分布割合

100% 

80% 

60% 

40% 

20% 

0% 

園 0.5目以上

園 ""0.5弘
圏 ""0.4目
白 ""0.3九
日""0.2見
口0.1弘未満

2002 2003 2004 2005 2006 2007 年

図2. 道内牧草サイレージの酪酸%分布割合

サイレージ不良発酵の一つの要因として、酪酸発酵

がある。酪酸の分布割合を図 2に示した。 McDonald

and Whittenbury (1973)が良質サイレージの指標とし

ている酪酸が0.1%以下のサイレージの割合は2002年

で50%以下であり、 2003""'2005年は60%以上と増加し

たが、 2006、2007年は60%を下回った。酪酸含量とpH

の経年変化とは連動していなかった。また、サイレー

ジ水分含量を図 3に示したが、大きな変動は見られず

pHの経年変化とは連動していなかった。

もう一方でサイレージ不良発酵の一つの要因とし

て、蛋白質の変敗によるVBNの増加がある。全窒素中

のVBN割合 (VBN/T-N%)の分布割合を図4に示した。

McDonald and Whittenbury (1973)が良質サイレージの

基準としている15.0以下の割合は、 2002、2003年は75%
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0% 

圏 80%以上
圏 "'80弘
圏'"75% 
圏 "'70出

口"'65弘
口60出未満
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図3. 道内牧草サイレージの水分%分布割合
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図 25目以上
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口'"1 0出
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0% 
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図4.道内牧草サイレージのVBN/T-N%分布割合

以上を占めていたが、その後は低下傾向にあり、 2006

年には45.7%まで低下した。サイレージpHとVBN/T-

N%の経年変化がおおよそ連動しており、サイレージ

品質悪化の背景には高VBNサイレージの増加がある

と考えられた。

牧草サイレージ3693点のCPsとVBNの関係について

CPsからVBN蛋白換算量 (VBN量を6.25倍)を差引い

た結果とVBN/T-N%で図 5に示した。 CPsからVBN蛋

白換算量を差引いた結果が負となるケース(企のプ

@比較1

vs .........風乾処浬で本当に
11・-過小評価になるか?

@比較2

vs + 11・.部理諜E2;?

5.0 

理銀色 3.0 

察医5E 同 2.0 

1.0 

0.0 

必 80" 100 

" " 
-1.0 "" 

'VBN'CP換算量 VBNx 6.25 VBN/T-N% 

図5. 道内牧草サイレージにおけるVBNと溶解性蛋白
質の現状

ロット)が110件見られ、 VBN/T-N%が高いほど多く

見られた。通常VBNはCPsに含まれるため、明らかに

矛盾する内容となる。

これまでに風乾処理過程でサイレージVBNの大半

が揮散することを永西と寺田 (2002)も報告しており、

この結果と併せて考えると高VBNサイレージではCPs

部分の揮散程度が大きく、 CPsのみならず、CPの過小評

価が無視できない程大きいと考えられた。

そこで乾燥法の違いによるCPの過小評価の程度に

ついて下記の4つの比較を行った(図 6)。

比較 1

FMとADMの原物中CP%を比較した。これにより風

乾処理による過小評価について確認を行った。

比較2

比較 1のADM原物中CP%にVBN蛋白質換算量を加

えて比較した。これにより過小評価がVBNで説明で

きるか石在言忍をf子った。

比較 3

FMとFDMの原物中CP%を比較した。これにより加

@比較3

vs 

@比較4

vs + 
or 

|圃吟宣告器ZZるか?

凍結乾燥の揚合の

|圃・料品草野望事長窒素
で説明できるか?

図6. 各比較の概要
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熱による揮発成分の損失影響が少ない凍結乾燥処理に

よる過小評価について確認を行った。

比較4

比較 3のFDM原物中CP%にアンモニア態窒素蛋白

質換算量を加えて比較した。これにより過小評価が

VBNもしくはアンモニア態窒素で説明できるか確認

をf子った。

比較 1の結果を図 7に示した。 FM原物中CP%に対

してADM原物中CP%が過小評価 (5%以上の過小傾

向)となるものが22点見られ、最も大きいもので39%

程度の過小評価が見られた。これにより、風乾処理を

行うことで一部窒素が揮散していることが確認できた。

英史・三浦篠田

た。これにより、加熱による揮散影響が少ない凍結乾

燥処理でも一部窒素が揮散し、 CPを過小評価すること

が確認された。

比較 4の結果を図10に示した。 FDM原物中CP%に

VBNの蛋白質換算量を加えた結果は、 FM原物中CP% 

に比べて過大評価する傾向にあったが、 FDM原物中CP

%にアンモニア態窒素の蛋白質換算量(アンモニア態

窒素量を6.25倍)を加えた結果はFM原物中CP%とよ

く合致した。
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10.( 8.0 4.0 6.0 

FM'CP(児FM)

2.0 

サイレージ原物中CPと風乾物中CPの関係

比較 2の結果を図 8に示した。 ADM原物中CP%に

VBNの蛋白質換算量を加えた結果とFM原物中CP%を

比較すると、その結果はよく合致した。これにより風

乾処理による窒素の揮散はVBNで説明できると考え

られた。

10.0 8.0 4.0 6.0 

FM'CP(%FM) 

2.0 
。θ

'lNH3-N:アンモニア態窒素

ホ2VBN'CP換算量:NH3-NおよびVBNx6.25

図10. サイレージ原物中CPとVBNおよびアンモニア態窒
素・ CP換算量を考慮した凍結乾燥物中CPの関係

これにより凍結乾燥処理による窒素の揮散はアンモ

ニア態窒素で説明できると考えられた。

以上の結果から、近年の北海道内牧草サイレージ品

質の傾向は悪化傾向にあり、高VBNサイレージの増加

が考えられた。その要因として、サイレージ調製時の

踏圧不足、家畜糞尿等の過剰施肥、植生の悪化等が考

えられるが、個々のサイレージで要因は様々であり複

合的な場合も少なくないと考えられる。また、調査期

間中の水分70%以上となる高水分サイレージの割合増

加は見られず、直接的な要因とは考えにくいものの、

10.0 

サイレージ原物中CPとVBN・CP換算量を考慮
した風乾物中CPの関係

。
G 

80 
。
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比較 3の結果を図 9に示した。 FDM原物中CP%に

おいても23点の内11点で 5%以上の過小評価が見ら

れ、最大で24%程度の過小評価が見られた。しかし、

ADM原物中CP%に比べ過小評価の程度は小さかっ
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北海道における牧草サイレージ品質と組蛋白質の過小評価の現状

調査試料の 7割以上が高水分サイレージであったこと

は、潜在的に品質悪化を招き易い状況があると考えら

れた。

また、このような高VBNサイレージでは、粗飼料分

析における風乾処理により、 VBN由来の窒素が揮散し

てCPが過小評価されてしまうことが確認できた。そ

のため、風乾処理により過小評価されたCPはVBN蛋白

質換算量で補正することでCP分析精度が向上すると

考えられ、特にVBNが高い不良発酵サイレージでは有

効である。

このことから、 VBN測定の重要性が高くなると考え

られる。しかし、 VBN測定には水蒸気蒸留法、微量拡

散法(自給飼料品質評価研究会2001)があるが、共に

設備や時間を必要とするため、非常に多くの試料を行

うには難しい。今後、簡易で迅速なVBN測定方法の開

発が必要と考える。
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高品質肉用鶏「北海地鶏llJの開発と普及

園重享子

北海道立畜産試験場

上川郡新得町新得西 5線39番地 081-0038 

， .はじめに

近年の消費者ニーズの多様化により、高品質で特徴

のある鶏肉への要望が高まっており、日本在来種を利

用して生産される「地鶏」が注目を集めるようになっ

た。

「地鶏肉」の生産方式について、平成11年6月より

「農林物資の規格化および品質の表示の適正化に関す

る法律J(JAS法)に基づき、次のとおり日本農林規格

(特定JAS)が定められている。

①素びな:在来種(明治までに日本国内に定着した38

種)由来血液百分率が50%以上のものであって出生

の証明ができること。

②飼育期間:鮮化日から80日間以上飼育していること。

③飼育方法:28日齢以降平飼いで飼育していること。

④飼育密度:28日齢以降 1ぱ当り 10羽以下で飼育して

いること。

北海道においても、ロードアイランドレッド、中型

シャモおよび名古屋種を交配した「北海地鶏」を平成

4年に開発し、高品質鶏肉として評価を得ていた。し

かし、飼料高騰や産地問競争を受け、生産者からは飼

育期間の短縮が必要との要望があり、従来の肉質を落

とさずに生産性の高い地鶏に改良することが求められ

ていた。

写真 1 北海地鶏E

受理 2009年11月16日

そこで、肉質を落とさずに発育を向上させた改良型

高品質肉用鶏「北海地鶏IIJ(写真 1)を作出し、飼育

期間の短縮化を図った。

2. 北海地鶏Eの特徴

1 )交配様式

地鶏の中には白色プリマスロックなどの肉専用種と

在来種を交配し、発育を向上させているものも多くあ

る。北海地鶏Eは、以前の北海地鶏の肉質を落とさな

いことを基本コンセプトとしたことから、 JAS法で指

定されている在来種の血液割合を100%をそのまま堅

持し、交配様式もあまり大きくかえないという方向で

開発を進めた。

北海地鶏は、中型シャモの雄にロードアイランド

レッドの雌を交配してFlの雌種鶏を作り、これに名

古屋種の雄を交配する。北海地鶏Eでは、雌種鶏の父

親の中型シャモを大型シャモに置き換えることによっ

て、交配に用いる三品種全て在来種を用いたまま、地

鶏特有の歯ごたえある肉質も落とさずに発育を向上さ

せることができた(図 1)。
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北海地鶏E
図 1 北海地鶏Eの交配様式
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2)生産性の向上

北海地鶏および北海地鶏Eの4週齢からと殺週齢ま

での体重推移を比較すると、雄雌とも全ての週齢で「北

海地鶏llJが「北海地鶏」より有意に重く、大型シャ

モによる影響は三元交雑鶏である「北海地鶏llJでも

表れることが明らかとなった(図 2)。

推定出荷体重への到達日齢を、鶏における適応度が

高いとの報告(宝寄山ら:1994) のあるBertalanf1今の

成長モデルを用いて推定すると、出荷の目安である雄

2. 8kg、雌2.2kgになるための飼育期間は、北海地鶏で

は雄が111日、雌が116日必要だ、った。

一方、北海地鶏Eでは、雄が99日、雌が105日とな

り、飼育期間が雄で12日、雌で11日短縮された(表 1)。

また、飼育期間が短縮されたことにより、飼料要求

率が改善し、北海地鶏では雄が3.76、雌が4.32だ、った

が、北海地鶏Eでは雄が3.68、雌が3.94になった。

3)高品質な鶏肉生産

と体に対する正肉割合は、北海地鶏と北海地鶏Eの

聞に差は認められず、北海地鶏が雄41.7%、雌39.3%

であり、北海地鶏Eが雄41.9%、雌40.7%であった。モ

モ肉等の部位別重量の割合についても同様であった

(表2)。

鶏肉の呈味成分について、ササミ中のイノシン酸お

よびグルタミン酸含量で比較した。イノシン酸および、

グルタミン酸含量についても、雄雌とも北海地鶏と北

海地鶏Eの聞に有意な差は認められなかった。

肉色では、北海地鶏EのL値(明度)が高い傾向がみ

られた。地鶏肉においては、赤味が濃いものが好まれ

(g) 正肉割合

3，500 

3，000 

る傾向にあり、給与飼料によって肉色を改善する研究

(M.P.CASTANEDAら:2005) も進められていることか

ら、肉色を改善について検討する必要があると考えら

れた。

モモ肉の勇断力価は、雄では北海地鶏が2.lkg、北海

地鶏Eが2.2kgと同程度であったが、雌では北海地鶏E

が低い傾向がみられ、北海地鶏が2.4kgであるのに対

し、北海地鶏Eでは1.9kgであった。このことは、交配

様式聞の差よりも、と殺週齢の影響が大きいと考えら

れた。

3. 現在の取り組みと今後の課題

1 )北海地鶏IIFl雌鶏の産卵性向上

北海地鶏Eは発育が向上し飼育期間が短縮したが、

母鶏である雌種鶏の産卵率は低下する傾向にあり、こ

れにより北海地鶏Eの生産率が減少することが危倶さ

れる(表 3)。

鶏では飼料管理や光線管理により産卵性が向上する

可能性があるが、肉用鶏では飼料の過剰摂取により卵

胞形成に悪影響を及ぼすことが知られている。現在、

性成熟に重要な育成期と、卵胞形成に対する悪影響や

表 1 出荷日齢と飼料要求率

北海地鶏E

雄雌

出荷目齢 日 99 

飼料要求率 3.68 

※出荷体重は雄2.8kg、雌2.2kg

105 

3.94 

北海地鶏

雄雌

111 

3.76 

116 

4.32 

表2 北海地鶏Eの部位別重量割合および肉質

北海地鶏E 北海地鶏
雄 雌雄雌

弘 41.9 40.7 41.7 39.3 

モモ肉 % 22.8 21.6 23.4 20.6 

ムネ肉 % 15.8 15.6 15.0 15.4 

ササミ % 3.3 3.5 3.3 3.3 

モモ肉勇断力価 kg/cm2 2.2 1.9
b 2.1 2.4

a 

2，500 

2，000 

1，500 

1，000 

500 

。
30 50 70 90 110 130 (日齢)

図2 北海地鶏Eと北海地鶏の体重推移

.:北海地鶏E ム:北海地鶏

ササミグルタミン酸 mg/100g 66.9 67.5 87.7 69.5 
イノシン酸 μmol/g 13.0 10.3 12.4 12.1 

モモ肉色 a1直 8.53 8.65 10.07 9.12 

b値 11.33 12.14 11.71 12.08 

L値 50.45 49.18 48.05 48.98 

※Pく0.05

表3 北海地鶏E雌種鶏の産卵成績

北海地鶏E 北海地鶏

ヘンディ産卵率% 61.6 70.7 

平均卵重 g 61.0 58.1 

日卵量 g 37.6 41.1 

飼料要求率 3.83 3.40 

50%産卵日齢 日 177 183 
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肥満による生存率の低下が懸念される産卵期の飼料給

与法について検討を進めている。

2)北海地鶏Eを活用した地域振興

本道農業・農村は、農産物価格の低迷するなか、農

家戸数の減少や農業従事者の高齢化、「食」の安全・安

心や環境問題への対応など、多くの課題に直面してい

る。特に、十勝の畑作経営は原料作物を中心とした生

産体系をとっていることから、なお一層の低コスト化、

所得確保に向けた新作物導入、新部門への取り組みが

求められている。一方、地域産業も公共事業等の減少

から低迷が続き、新たな産業振興が求められている。

そこで、北海地鶏Eを導入し農業経営や地域企業の

所得改善を進めるとともに、地域農産物や地域産業と

の連携により、販売高の向上や地域産業の活性化を促

し、地域振興を図る取り組みが進められている。

地鶏の生産では、まず雄種鶏である名古屋種雄と雌

種鶏を飼育する「種鶏場」において有精卵を採取・ふ

化して北海地鶏Eのヒナを生産する。次に種鶏場から

出荷されたヒナを「コマーシャル農場」で110'"'-'130日

齢まで肥育する。地鶏はビニールハウスの様な簡易的

な施設で飼育が可能であるという利点がある。食鳥処

理場で鶏肉とした後、飲食店での利用や食品産業で加

工・販売を行う。このように、地鶏を素材のーっとし、

生産・加工・販売など様々な業種が連携することによ

り、地域に新たな産業が広がる可能性が期待できると

考えられる(図 3)。

平成20年度からは、新得町や新得町商工会等と連携

して「新得町北海地鶏フロジェクト推進協議会J(平成

21年7月より「新得地鶏プロジェクト推進協議会Jに

改名)を設立し、町の特産品づくりの一環として地鶏

生産の取り組みが始まった(図 4)。

I-- v ，l鰯鑑識.
1種鶏場から導入 品ぷ向山 i i 町ぽ--ー _1

図3 地鶏を素材とした新しい産業のイメージ

(
z
'
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昨年度は、新たな地鶏飼育を募集し、 500羽の試験飼

育を開始した。また、地域資源∞全国展開支援事業の

採択を受け、 17回のPRイベントでの情報提供と消費

ニーズ調査を行った他、町内 7飲食店で地鶏料理を開

発・販売が行われた。

今年度は、経営再生産が可能な所得確保を目指し、

飼育規模を3，000羽に拡大するとともに、 7月にはブラ

ンド名を「新得地鶏」として正式に命名し、現在ロゴ

マークも含めて商標登録を出願中である。 8月には町

内と帯広市内の飲食庖15庖舗で連携して「新得地鶏

フェア」が開催されるなど、地域での地鶏の輸が着実

に広がっている。

現在、町内での取り組みは試験飼育から本格飼育へ

と移行してきたが、町内での飼育はまだ数件であり、

生産者の広がりや飼育者の育成が課題となっている。

また、飼育羽数を増加させるためには、ヒナを供給

する種鶏場や食鳥処理場が必要となる。地鶏は価格が

高く、販売を拡大する上で障害となっていることから、

副産物の利用等を検討することにより生産コストの削

減を進めるとともに、新得地鶏ブランドの地位確立・

向上を図ることが重要となっている。
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ヨ新飼育方法マニュアル

回生産実証・販売実証

図4 新得町での取り組み(平成20年度"")

-61-





北畜会報 52 : 63-66， 2010 

技術レポート

細断型コンビラップを利用した「巻き直し」ラップコーンサイレージ給与事例
一大樹町森田牧場の取り組み-

小川晃生1)・横山 亨人吉田秀則2)・河合正人制

1)十勝農業改良普及センター十勝南部支所 大樹町 089-2106 

2)株式会社タカキタ帯広営業所 芽室町 082-0005 

3)帯広畜産大学畜産生命科学研究部門 帯広市 080-8555 

*連絡著者 (correspondingauthor) : kawaim@obihiro.ac.j 

キーワード:細断型コンビラップ、「巻き直し」コーンサイレージ

1 .はじめに

大樹町森田牧場の行っている「巻き直し」ラップコー

ンサイレージ給与の取り組みは、今後多くの酪農家で

採用される可能性を多く含んだ、先進的な取り組みだ

と考えられる。牧場主の森田稔氏は、地域の酪農家が

かかえる課題を解決しつつ、より生産性の高い経営を

行っており、本報ではその概要について紹介する。

2. 地域の概要

森田牧場のある大樹町は十勝の南部に位置し、日本

でも有数の清流である「歴舟}I[ Jが町の中心部を流れ

る。農耕期間の積算温度は平年値で約2，2400C (大樹ア

メダス 5"'9月)、海岸部ではその影響を受けるが、降

水量は少なく、日照時間にも恵まれる十勝型の気候で

ある。

大樹町は農業を中心に漁業、林業を基幹産業として

発展してきた。農業は酪農を基幹とし、畑作、肉牛経

営が盛んである。大樹町農協所属の酪農家戸数は119

戸 (H21年)で、生乳は町内にある雪印乳業大樹工場

に出荷される。出荷乳量は年々増加し、現在は年間約

9万 tに達している。

表 1. J A大樹町所属酪農家におけるサイレージ用

とうもろこし作付面積の推移

年度 農家数(戸)

H17 65 
H18 62 
H19 65 
H20 68 
H21 68 
1午付予定面積

受理 2009年12月17日

作付面積(ha)

941.3 
994.0 
1186.1 
1320.4 
1357.5* 

(JA大樹町酪農振興課)

酪農用粗飼料生産では、牧草(チモシー主体でアカ

クローバ、シロクローバ、アルフアルファ等の混播)

の他、気象条件によってやや内陸部ではサイレージ用

とうもろこしの露地栽培、海岸に近い地域での一部で

はマルチ栽培がみられる。現在、 JA大樹町所属の酪

農家119戸のうち68戸でサイレージ用とうもろこしが

栽培されており、その作付予定面積は1，357.5ha (H21 

年)と年々増加している(表 1)。

3. 森田牧場の概要

森田牧場は大樹町の中央北部に位置し、現在は、総

経営面積63haのうち51haは牧草、サイレージ用とうも

ろこしは12haで栽培している。乳牛は、経産牛85頭、

育成牛73頭 (H20年11月)を飼養しており、日20年の

出荷乳量は670tであった。

森田氏はS52年に就農後、つなぎ飼い牛舎での入れ

替え搾乳体系を経て、アブレストミルキングパーラー

をフリーストール牛舎に合わせて建設し、搾乳頭数の

増頭規模拡大への足がかりとした。牧場内にはビニー

ルハウス牛舎、簡易給餌場など、経費を抑えたなかで

も工夫して必要な施設を揃えていく、という森田氏の

上手な経営哲学が現れている。

4. r巻き直しラップコーンサイレージ給与」

取り組みのきっかけ

森田氏の「乳牛のエサは年間を通して一定のものを

与えたい」という考えは牛のルーメン内発酵過程を科

学的に端的に表現しており、乳牛飼養においては非常

に重要な事項である。そのため、森田氏は「夏場にも

コーンサイレージを給与したい」と常に考えていたが、

高い気温のため変敗させてしまった過去の経験から、

夏場のコーンサイレージ給与は断念せざるを得なかっ

た。
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細断コーンラッピング取り組み初年度

刈り取り・細断 |→仁亘E →|機械詰め込み・ラッピング|

コーンハーベスタ ダンプトラック (掬タカキタ「細断型コンビラップ」

(右写真は同社HPより http://w附.takak i ta-net. GO. jpj) 

次年度以降より
翌年春 (4月下旬)

刈り取り・細断 |→仁重量コ→| スタックサイロ詰め込み |ー+1 ラツピング | 

コーンハーベスタ ダンプトラック タイヤショベル、

フロントローダ等
→6月下旬より給与

図1.森田牧場におけるサイレージ用とうもろこし収穫作業体系

簡易式フリーストール牛舎(搾乳牛) ピ、ニールハウス牛舎(ほ乳牛) 簡易給餌場(育成牛)

図2. 森田牧場における乳牛の飼養施設

そのような中、森田氏は農業関係新聞で(掬タカキタ

細断型コンビラップを用いたラップコーンサイレージ

の記事を見つけた。その記事は本州の酪農家向けのも

のであったが、 H18年の秋には自家で収穫細断したサ

イレージ用とうもろこしの一部を試験的にラッピング

することに結びつけた。これは十勝で初めてのコーン

ラッピングの実演となり、翌日19年からは、夏場のコー

ンサイレージ給与を行うことができるようになった。

5. サイレージ用とうもろこし収穫作業体系

ラップコーンサイレージ収穫取り組みの初年度は、

刈り取り細断したサイレージ用とうもろとしをそのま

ま細断型コンビラップに積みこんでいく作業体系を試

みた(図 1)。しかし、この体系では詰め込む量にラッ

ピングする早さが追いつかない、という事態が起きた

ため、秋の収穫時は一度スタックサイロに詰め込み、

サイレージを翌年春に「巻き直す」という作業体系に

変更している。 H20年春よりこの「春巻き体系」を確

立した。

6. 飼養・飼料給与体系

搾乳午は簡易式フリーストール牛舎、ほ乳牛はビ

ニールハウス牛舎内のハッチ、育成牛は既存の牛舎施

設、簡易給餌場などで飼養している(図 2)。ビニール

ハウスでは夏場はカンレイシャをかけ、暑熱対策も

怠っていない。搾乳牛へはTMRを給与しており、飼

料構成は自家収穫した細断グラスサイレージ、「巻き直

し」コーンサイレージを主体とし、ビートパルプ、醤

油かす、圧ぺんとうもろこし、圧ぺん大麦、配合飼料、

朝の作業風景 夕方の作業風景

一日の作業流れ

朝: 飼料給与 → 搾乳 → ほ乳作業など

タ: 飼料給与 → 翌日分の飼料(TMR)調製 → 搾乳

図3. 森田牧場における飼料調製と一日の作業体系

ビタミン・ミネラル剤である。 TMRは一日に一度夕

方に翌日分、すなわち翌朝と翌夕方の 2回の給与分の

調製を行っているが(図 3)、気温の高い夏場に作り置

きした場合でも変敗等は起きていない。

7. 地域の課題

町内地域共通の課題として、土場(草地)の上につ

くるスタックサイロでは積み込み作業上、踏圧が不足

しやすく、また取り出し使用時、特に夏場では取り出
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図4. 取り出し口付近に滞水した大樹町内農場のス

タックサイロ

し面から変敗(二次発酵)しやすいことがあげられる。

さらに、サイロ設置場所によっては取り出し口に滞水

して毎日のサイレージ取り出し作業が大変になり、土

砂混入などが原因となって飼料の品質を低下させるよ

うな状況も多くみられる(図 4)。これらの理由で、酪

農家で積み込まれたサイレージのうち、決して小さく

ない割合が牛の口に入ることのないまま廃棄されざる

を得ない現状がある。しかもスタックサイロでコーン

サイレージを調製しているのは、大規模になりきれな

い、町内の平均的頭数規模以下の数多くの酪農家であ

り、コーンラップサイレージはこれらスタックサイロ

の不利な点を解消し得る技術であると考えられる。

8.r巻き直し」の効果

夏場の変敗防止を主目的として取り組んだ、「巻き直

し」コーンサイレージの取り組みであったが、実際、

森田氏には「ラッフしたコーンサイレージは給餌後変

敗せず、曙好性が向上している」といった効果が感じ

られている。このような効果は、とくにTMRをラッ

ピングし乳酸発酵させた「発酵TMRJ調製の際の効

果として確認されている。三重県科学技術振興セン

ターの研究では、産乳性の向上効果の可能性に加え、

発酵TMRは「未発酵TMRに比べてハエの飛来数が

少ないJI開封後の好気的変敗が抑制される」といった

効果が報告されている(平岡ら， 2009;乾ら， 2009)。

また、発酵TMRは北海道、十勝地域においても普及

しつつあり(甲斐ら 2009 ;河合ら， 2009)、本州とは

飼料構成が異なる粗飼料主体の発酵TMRであっても

夏季の好気的変敗が起こらず、開封後 1週間は飼料温

度が上昇しないことも報告されている(大橋ら， 2010)。

経営成績の全てが巻き直しコーンサイレージの効果に

帰結されるものではないが、図 5および図6にみられ

るように、森田牧場の経営成績は向上傾向にある。

800，000 
ノ'700，000 

600，000 75 

g 500，000 
70 歯冊4掴醇子

盟健司 棚剛

300，000 

200，000 65 

100，000 
。 60 

H16 H17 H18 H19 H20 

図5. 森田牧場における出荷乳量と経産牛頭数の推移
注)頭数は 7、12月の頭数調査の平均値
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図6. 森田牧場における経産牛 1頭当たりの出荷乳量

9. 経済性の検討

新しい技術普及に際しては、その効果と経費が課題

となる。現在森田牧場で、行っている「巻き直し」ラッ

プコーンサイレージ調製の取り組みに要する経費を表

2に示した。平成21年度、森田牧場では前年収穫しス

タックサイロに詰め込まれていたコーンサイレージを

4月22日、 23日の 2日問、作業者2名で192個の「巻き

直し」ロールを成形しており、これに要した総経費は

54万円程度となっている。

コーンサイレージ収穫量の100%が利用可能となっ

た場合の経済的メリットは以下のとおりと考えられ

る。すなわち、サイレージ用とうもろこしの反収を 5

t、生産費を 1kg当たり7.5円とし(原， 2008)、森田

牧場のとうもろこし作付面積12ha、変敗等での廃棄割

合を x%とすると、

5， OOOkgX 120 a X 7.5円Xx /100>540， 000 (無駄

になっている経費>ラッピング経費)

x>12となる。つまりこの試算では収穫したサイ

レージ用とうもろこしの12%以上が破棄されている現

状ならば、経費をかけてでもラッピングして100%使う

表 2. ラップコーンサイレージ調製費用

機械レンタル利用料
ネット、ラップフィルム
機械運賃

合計

単価 数量計

1，500円Ii固 192 288，000 

1，000円/個 192 192，000 

30，000円/片道往復 60，000 

540，000 
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表 3. 森田牧場における主な購入飼料費用の変化

H19年 H20年
購入飼料

購入量lliill 価格(円)単価(円/kg) 購入量llig2 価格(円)単価(円/kg)

配合飼料 259，500 ，15，025，000 
圧ペんとうもろこし 15.500 681，775 
圧ぺん大麦 16.500 781，275 

合計 291.500 16，488，050 

(100) (100) 
*H19年の値を100とした場合の割合

ほうが、経済的に無駄のないことになる。また、森田

牧場における主な購入飼料費用について日19年とH20

年で比較すると(表 3)、配合飼料、圧ぺんとうもろこ

し、圧ぺん大麦の単価は平均で53%高騰しているが、

ラップコーンサイレージを有効活用することで飼料購

入量を76%に抑え、購入費用の増大を15%程度に抑え

ることが可能となっていた。

さらに、得られた良質発酵組飼料給与による採食性

向上、産乳性向上、乳牛の栄養充足による繁殖性の改

善、残餌の減少による牛舎内労働性改善等について森

田氏は実感しており、これら期待される効果を考えれ

ば決して高くはない経費であろう。ただしラップ調製

後、ネズミによる食害対策、サイレージ破棄量の軽減

のためには、貯蔵時の注意点として、建物のそば、草

むらの中には置かないことも重要である。

10. 今後の課題

ラップサイレージの使用には「廃フ。ラ」処理の課題

がある。これに対し、大樹町内では現在、中山間地域

交付金事業による、地域の取り組みとして農業用廃プ

ラスチックのリサイクルの推進として輸送費の助成が

行われているが、いずれにせよ今後も適正な処理が求

められる。また、各地域で設立されているTMRセン

ター、移動式のTMR梱包ラッピング業等、粗飼料生

産および給与に係わる環境は、経営のさらなる効率化、

分業化の流れの中で、大きく変化しつつある。しかし、

良質な粗飼料が乳牛の高い泌乳性、健康をもたらす事

には変化はなく、今後も各農場では、「いかにして良質

な粗飼料を得るか」がさらに重要になってくると思わ

58 193.000 17，385，290 90 

44 12.720 713，893 56 

47 14，500 941，100 65 

57 220.220 19，040，283 86 

(100) (76) (115) (153)* 

れる。
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海外留学報告

生ハムの聖地、パルマを訪れて

若松純一

北海道大学大学院農学研究院

はじめに

著者は、イタリアのStazioneSperimentale per 1'lndustria 

delle Conserve Alimentari (以下、 SSICAと略す)のDr.

Giovanni P AROLARIとの共同研究が、経済協力開発機構

COECD) の国際共同研究フログラムの短期在外研究

CCo-operative Research Programme CCRP) Fellowship) 

に採択され、 2009年の 5月下旬から 10週間パルマに滞

在することができたので、その内容について紹介する

ことにする。著者らはこれまでに、 Prosciuttodi Parma 

(以下、パルマハムと記す)などの発色剤を使用しな

い非加熱食肉製品中に形成される亜鉛プロトポルフイ

リンIXC以下、 zppと略す)の研究を行っている C1 -

8)。硝酸塩や亜硝酸塩などの発色剤は、食肉製品に対

して多様な効果を有しているが、発がん性物質の形成

への懸念は日本だけでなく、イタリアでも関心事のよ

うである。そこで、 zppを利用することによって発色

剤を使用しないでも色調の望ましい食肉製品の開発に

ついて共同研究することにした。研究の詳細について

は、現在進行中のため、今後の報告を参照されたい。

SSICAについて

SSICA CStazione Sperimentale per 1'lndustria delle 

Conserve Alimentari)は国の研究機関であり、 1922年に

パルマに設立された(写真 1)。英語名はExperimental

Station for the Food Preserving lndustryで、直訳すると

「保存食品産業のための実験ステーション」となり、

保存食品加工の応用研究を含む様々な研究、社会活動

を行っている。南イタリアのカンパーニア州サレール

ノ県アングリにも研究所があり、 2つの研究所で南北

イタリアの特産品を分担している。研究部門は、食肉

関連では塩漬(非加熱)食肉製品部門、加熱食肉製品

部門の 2部門があり、いずれもパルマにある。その他

にも魚肉製品部門、 トマト製品部門、その他の青果製

品部門、微生物学部門、食品安全性部門、包装部門、

官能および、消費者科学部門などがあり、それに関連す

るパイロットプランを有する。

受理 2009年11月26日

さて、著者の共同研究者であるDr.Giovanni P AROLARI 

(以下、 PAROLARI) は塩漬(非加熱)食肉製品部門

(伊;Prodotti camei stagionati、英;Department of cured 

meat products) の主任研究員で、ここではパルマハム

だけでなく、サラミなどの非加熱の食肉製品を対象に

研究・開発が行われている(写真 2)。主要なトピック

スは、安全性や栄養学的観点、肉質、包装技術、消費

者の好みなどである。色は重要な要因であり、彼らに

とってもパルマハムにおけるzppの形成は重大な感心

事である。この部門にはおよそ20人程度が働いている

が、そのうち常勤の研究員はおよそ2/5程度で、 2/5は

単年度または複数年度契約の非常勤研究員、1/5はパル

マ品質協会 CIsti印toParma Qualita CI.P.Q.)) の職員で、

そしてパルマ大学の卒論研究のために 3名ほど受け入

写真 1 SSICAの外観

写真 2 フェリーノタイプのサラミの試作風景
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れている。 PAROLARIはパルマ大学農学部食品科学工学

科の教授でもあり、彼らは指導学生である。専門性が

高いため、非常勤研究員の多くも、 PAROLARIの教え子

である。

パルマハムの生産者団体であるパルマハム協会

CConsorzio del Prosciutto di Parma CC.P.P.))はパルマハ

ムに厳しいレギ、ユレーションを課して、原産地呼称保

護 CDOP) 製品としてふさわしい高い品質を維持して

いる。以前は、パルマハム協会が品質管理を行ってい

たが、生産者団体が自ら管理していることは望ましい

ことではないことから、 1998年にI.P.Q.が独立して設置

された。 PAROLARIはこの設置に大いに貢献した 1人で

ある。パルマハムの工場は大小合わせると数百もの会

社が存在するが、すべての工場で品質管理ができる部

門が整っているわけではない。このため、I.P.Q.が

SSICA内に分析部門を置き、毎日送付されてくる膨大

なサンフ。ルの分析を行っている。

パルマの食べものについて

イタリアには様々な食肉製品が存在するが、パルマ

にも著名な食肉製品がある。パルマハムについては後

述することにする。もも肉の柔らかい部位のみを原料

とするクラテッロはパルマハムよりも高級品であり、

中でもジベッロのクラテッロ CCulatellodi Zibello) は

原産地呼称保護 CDOP) として認定され、最高級の生

ハムである。フェリーノのサラミ CSalamedi Felino) 

もシンプルな配合であるが、有名なサラミの lつであ

る。

食肉製品以外で有名なのが、超硬質チーズのパルミ

ジャーノ・レッジャーノ CParmigianoReggiano) であ

る。 2年以上の熟成を要し、 1 {固が30-40kgの大きさ

の製品である。本家のパルメザンチーズ(パルメザン

=パルマの)であるが、一般に流通していた安価なパ

ルメザンチーズはアメリカなどで模倣されたものであ

り、 EU内では表記できない。パルミジャーノ・レッ

ジャーノもDOPに認定されているため、この名前を称

するには、原材料や製造所の位置、製品のスペックま

で厳しく制約されている。このためパルマ近郊にも多

くの酪農農家がある。しかし、ほとんどの農家はパル

ミジャーノ・レッジャーノ向けの牛乳を生産し、飲用

の生乳の多くは国外から輸入しているとのことで、何

とも奇妙なことである。パルマは食品加工業が非常に

盛んな地域である。イタリアで最大のパスタメーカー

であるバリラ CBarilla)社の本拠地でもある。また、

SSICAにはトマト缶詰のパイロットプラントもあり、

トマト加工品業も盛んであるが、最近は安価な輸入品

に押されて縮小傾向である。

パルマには、欧州委員会やヨーロッパ連合の機関か

ら法的に独立している欧州食品安全機関 CEuropean

Food Safety Authority CEFSA)) の本部が設置されてい

る。 EFSAでは食品安全、動植物衛生、動物愛護、栄

養、 GMO等の広範な事項に関して、欧州機関や加盟国

等の要請に応えて、リスク管理決定の基礎となる科学

的助言を提供することを主な任務とする機関で、パル

マがヨーロッパにおける食の都として認知されている

証でもあろう。

パルマハムについて

パルマハムはC.P.P.ならびにI.P.Q.の管理の元で、豚

の品種や生産地から、各ステージでの飼料の配合組成、

出荷時体重、加工場の位置、使用できる原材料、製品

中の各種成分まで厳しく制限され、高い水準が保持さ

れている。パルマハムの具体的な製法については、

様々なところで書かれているので、そちらを参考され

たい C9 ， 10)。

著者は、滞在中に 3つの工場を見学することができ

た。その 1つはランギラーノ CLanghirano) に位置す

るフラテッリ・ガローニ CFratelliGalloni)社で、日本

にも輸出している大きな企業である。ガローニ社はラ

ンギラーノ内に 3つの工場を持ち、見学したのは最も

典型的かつ伝統的な製法を行い、骨付きのままの製品

を出荷している工場である(写真 3)0 PAROL組 Iによる

と、ガローニ社は品質向上に積極的で、 SSICA、特に

PAROLARIと協力し合って、いろんなことにチャレンジ

しているとのことである。食塩の過剰摂取がイタリア

でも懸念されており、食塩の使用量を減らす努力を

行ったり、塩の一部を塩化カリウムに置き換えて、ナ

トリウムの過剰摂取防止と排池を促すような製品も

作っている。なお、塩化カリウムの使用はパルマハム

の製法で許可されていないので、パルマハムとは称す

ることはできない。識別を容易にし、パルマハムの王

冠の焼印が押せないようにするため、皮を通常より広

めに切除している。また、 PAROLARIの指導により、原

料肉の温度やpHのチェックも頻繁に行っているよう

写真 3 ガ口一二社のパルマハム熟成室内
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生ハムの聖地、パルマを訪れて

で、 PAROL組 Iが持参していたpHメーターと温度計と全

く同じものが工場内に置かれていた。事実、工場の主

任らしき人に一声かけた後は、自分の工場のごとく案

内してくれて、持参したpHメーターと温度計を肉に刺

しては細かく説明してくれた。さらには馬の骨ででき

たこ一ドルも自分で持っており、実際に刺して匂いを

嘆がしてくれた。馬の骨には小さな穴があり、それが

匂いを保持するのだと、本などに書かれたりしている

が、実際に著者にもきちんと識別できるほど匂いを保

持しており、非常に勉強になった(写真4)。

パルマハムの売られ方は、サルメリーア (Salumeria)

と呼ばれる食肉製品などを売る小さな食料品庖では、

お客の要望に応じてスライスして量り売りをするのが

一般的である。 1本丸ごと買うことも可能である。

スーパーマーケット内でも、量り売りのコーナーはあ

るものの、最近増えてきているのが、日本でもよく見

かけるスライスして包装された製品である。パルマハ

ムを製造している会社が一貫してスライスして包装す

るところもあれば、製品を仕入れて、スライスと包装

のみを専門に行う会社もある。イタリアでも家庭にス

ライサーがないところが多く、パックされたものは保

存性がよく、非常に便利であるが(著者も滞在中はか

写真4 検査箇所の 1つ(血管)を馬の骨製のニード

ルで刺したところ

写真5 スライス&包装して販売されているパルマハム

なり世話になった)、非常に割高である。グレードにも

よるが、パルマハムは量り売りでは15'"""'30毛/kgで、ある

のに対し、包装されたものは40'"""'60毛/kgと2倍程度高

い(写真 5)。それでも日本では、 50g入りパックで

1000円程度することから、日本でのパルマハムは依然

高いものである。これまでは真空包装していたものが

多かったが、現在はガス置換包装が主流である。日本

においても食肉製品のガス包装は100%窒素ガスが一

般に用いられているが、こちらにおいても100%窒素ガ

ス置換包装が多い。包装部門を持つSSICAでは、塩漬

(非加熱)食肉製品部門と共同でこれに関する検証を

行っており、現在広く用いられるようになっている。

パルマ

パルマはミラノから南東に約110kmに位置し、エミ

リアーロマーニャ州 (RegioneEmilia-Romagna)のパル

マ県 (Provinciadi Parma) の県都で、人口は約18万人

である。ミラノーボローニャーローマーナポリを結ぶ

イタリアの大動脈上に位置し、古代ローマ期の遺跡や

中世・近代の教会や宮殿が点在している(写真6)。ま

た、オペラが盛んで、劇場が多い街でもある。著者が

いた 5'"""'7月は暑い季節であり、気温が35
0

C近くあっ

たが、朝は20
0C近くまでに下がり湿度も低いので、不

快な暑さではなかった。ただ、雨が少ないので、市内

を流れるパルマ川は 7月下旬にはほとんど干上がって

いた。

写真 6 パルマ大聖堂と洗礼堂
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パルマには地元の料理をよく食べる保守的な人が多

い。実際に世界を席巻しているマクドナルドもパルマ

には郊外に 2軒あるだけだそうで、他のイタリア圏内

の都市に比べて少ないそうである。食料品庖について

も、食肉製品や乳製品、缶詰食品、パスタなどを売る

サルメリーアはよく見かけるものの、日本のようなコ

ンビニエンスストアは見かけなかった。車社会でもあ

り、駐車場完備のスーパーマーケットはあちこちに点

在しており、郊外には大規模なショッピングセンター

も存在している。しかし、スーパーマーケットや飲食

庖を含むほとんどの庖は日曜・祝日は閉まっており、

休日にすることの選択肢としてショッピングはあり得

ない。労働時間も守られている国であることと

CSSICAでも、ほとんどの人は4時から 5時までには

帰り、 6時には追い出される)、昼食を重視し、夕食は

軽い食事を遅めの 8"'9時頃にすることから、食料品

以外も平日のショッピングが可能なのである。また、

女性の社会進出も進んでおり、夕方のスーパーマー

ケットでも男性客が食料品を買っていることは当然の

光景であった。ちなみに、男性客でもメモ片手に買い

物じていたり、売り場の前で電話しながら物選びして

いる人も多いことから、家庭での食事は女性主導なの

だろう。実際、夕方のバールでは、おしゃべりしてい

る男性客であふれかえっている。

パルマには、大学として設立された世界最古のパル

マ大学 (Universitadegli S旬didi Parma)があり、現在

約 3万人の学生が学んでおり、パルマは学園都市の側

面もある。様々な学部がある総合大学であるが、農学

部が設立されたのは比較的新しく、キャンパス内に占

める割合も非常に小さい。パルマは食品産業を含む農

業の占める割合が比較的高い街であるのに意外であ

る。
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最後に

著者が採択されたOECDのプログラムは、 CRP

Research Fellowshipで、いくつかの制約があるもの

の、 OECD加盟国間での共同研究なら可能であり、

2009年度は76件の応募に対して38件が採択された。募

集研究分野は、 1) The N atural Resource Challenge、2)

Sustainability in Practice、 3)F ood chainの3つである。

2010年度の募集はすでに終わっているが、 2014年度ま

で予定されているので、興味のある方はぜひご検討く

ださい (http://www.oecd.org/ agriculture/ crp/)。
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第 3回韓国・中国・日本合同シンポジウム:草地農業と家畜生産

-The 3rd Korea-China-Japan Joint Symposium on Grassland Agriculture and 
Livestock Production-

花田正明

帯広畜産大学

2009年8月10日から14日にかけて韓国ソウルの建国

大学において韓国草地学会主催による第 3回韓国・中

国・日本合同シンポジウム:草地農業と家畜生産(日

中韓合同シンポジウム)が開催された。この合同シン

ポジウムは、日本、韓国、中国のそれぞれの草地学会

が持ち回りで開催しており、第一回は2004年に広島大

学で、第二回は2006年に中国・蘭州大学で開催されて

きた。今回の日中韓合同シンポジウムのテーマは、

INew Paradigm for Diversity Forage Production in East 

Asian RegionJであり、自由貿易協定、環境保全、異

常気象、飼料・食料不足、食の安全など東アジア地域

の草地農業をとりまく様々な問題・課題について情報

交換し、よりよい解決策について論議することがシン

ポジウム全体の目的であった。

今回の日中韓合同シンポジウムは口頭発表とポス

ター発表から構成されており、口頭発表は、①

Production of good quality forage using cultivated farm 

land、②New approach compatible for forage and 

environment conservation、③Theuse of reclaimed land for 

forage production、④Efficient use of grassland for 

livestockの4つのサブテーマからなり、日本、中国、

韓国の他に米国とモンゴルからの招待者による講演が

行われた。サブテーマ①では、草地畜産研究所の管野

勉氏による IInnovativetechnology for forage production 

using cultivated farm land in JapanJの発表の他に、中国

からは耕作地帯における草地農業システムの発展方向

について、韓国からはホールクロップ作物用の大麦、ラ

イ麦、燕麦、ライ小麦の改良に関する発表があった。サ

ブテーマ②では北海道農業研究センターの小路敦氏に

よる IConservation and restoration of pluvious temperate 

semi-natural grassland in East AsiaJの発表の他に、韓国

からは遺伝子操作による飼料作物ならびにバイオエネ

ルギ一作物の改良、中国から砂地土壌における草地農

業の生態系保全について、さらに米国からスイッチグ

受理 2009年12月2日

ラスによるエネルギー生産についての発表があった。

サブテーマ③では、中央農業研究センターの千田雅之

氏による IDevelopment of grazing on paddy and its 

significance for land utilization under population decreaseJ 

の発表の他に、韓国からは韓国で改良されたイタリア

ンライグラスの生育特性と種子生産、中国からは中国

圏内のアルフアルファの遺伝子型の分類、さらにモン

ゴルからモンゴルの過放牧された草原の環境評価に関

する発表があった。サブテーマ④では岐車大学の八代

田真人氏による IStrategy for the nutritional management 

of cattle grazing in native grasslands in J apanJの発表の他

に、中国からEcosystemserviceという概念を取り入れた

ステップ草原の評価、韓国からはロールベールサイ

レージ用のサンプル採取器具の開発に関する話題提供

があった。

ポスター発表は、①Forage Production and Quality 

Evaluation、②CropManagementand Cropping System、

③Plant Nutrition， Ecology and Physiology，、④Manure

and Slurry Utilization、⑤Genetic，Molecular Biology、⑥

Plant Breeding and Seed Production、⑦Silageand Hay 

Management、⑧GrazingManagement、⑨AnimalNutrition 

and Livestock Productionの9分野に分かれて行われた。

組飼料生産・品質評価分野(①)では日本、中国、韓

国それぞれ l、 7、15題、合計23題の発表があり、中

国からの発表は青海省の高地寒帯草原から熱帯牧草ま

で幅広い草地を研究対象としており、東アジアの植生

の多様性が再認識された。一方、韓国からの発表はオ

オムギやイタリアンライグラスを原料としたサイレー

ジ生産に関する報告が多かった。栽培管理・システム

分野(②)では日本、中園、韓国それぞれ4、 5、 3 

題、合計15題の発表があり、ライムギ、オオムギ、イ

タリアンライグラスなど一年生の飼料作物の生産に関

する報告が多くみられた。また、栽培方法と環境保全

との関連についての報告もあった。植物栄養・生態・

生理分野(③)では日本、中園、韓国それぞれ 1、11、

2題、合計14題の発表があった。糞尿利用分野(④)
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では中国からの発表は無く、日本と韓国からそれぞれ

l、6題、合計7題の発表があり、韓国からの発表の

多くは堆肥やスラリーの施用がイタリアンライグラ

ス、ソルガム、飼料イネなど飼料作物の生産性に及ぼ

す影響を検討したものであった。遺伝・分子生物分野

(⑤)では日本からの発表はなく、中国、韓国それぞ

れ9、13題、合計22題の発表があった。植物育種・種

子生産分野(⑥)でも日本からの発表はなく、発表は

中園、韓国からそれぞれ4、2題の合計6題であった。

サイレージ・乾草調製分野(⑦)では日本、中国、韓

国それぞれ 2、7、3題、合計12題の発表があり、サ

イレージ品質に対する添加物の効果を査定する報告が

半分を占めていた。また、アルフアルファとトウモロ

コシサイレージを対象とした報告が多く、組飼料基盤

としてでもアルフアルファとトウモロコシに対する関

心が高いことが伺われた。放牧管理分野(⑧)では日

本、中園、韓国それぞれ2、4、7題、合計13題の発

表があり、中国・内蒙古における草原管理に関する報

告が4題あった。発表の多くは寒地型草地での報告で

あったが、ネピアグラス、シパ、バミューダグラスな

ど暖地型草地における放牧管理に関する報告も 4題

あった。家畜栄養・生産分野(⑨)では日本、中国、

韓国それぞれし 5、7題、合計13題の発表があり、

肉午、乳牛、ヤギなどを対象とした飼料価値査定に関

する研究や共役脂肪酸に関する報告があった。また、

Yellow GoatやHanwooなど在来家畜生産に関する報告

もあった。

このように今回の日中韓合同シンポジウムでは様々

な草地、飼料資源、家畜が研究対象として取り上げら

れ東アジアにおける草地農業の多様性を感じさせられ

たとともに、同時に多くの共通した問題・課題を抱え

ていることも再認識させられた。今回は日本からの参

加者が少なく韓国・中国の勢いに押された形(特に懇

親会では)ではあったが、 3回目の開催とあって各国

間の交流のいっそうの深まりが感じられた。今後、こ

の日中韓合同シンポジウムが、東アジアの草地農業が

抱える課題に対し各国の研究者が連携して取り組むた

めのプラットフォームの役割を担えるよう発展してい

くことが期待される。

次回の開催は、 2010年、日本での開催です。北海道

畜産学会の会員の皆様の第4回日中韓合同シンポジウ

ムへの参加を期待しています。

大会会場の建国大学構内
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第64回北海道畜産学会大会

2009年9月8日(火)・ 9(水)

会場:道立根釧農業試験場

2009年度北海道畜産学会賞

日本甜菜製糖株式会社DFAIII飼料研究グループ代表佐藤忠氏

(佐藤忠氏、中井朋一氏、大谷目之氏、佐渡谷裕朗氏、菊地裕人氏)

「乳午の分娩時低カルシウム血症に及ぼすDFAIIIの給与効果に関する一連の研究」

北海道立畜産試験場 森 本 正 隆 氏

「北海道における黒毛和種の育成・肥育技術の普及および産地づくり」

シンポジウム

「根釧酪農のこれから~変動する酪農情勢にどう対応するか"'J

講演 1 )理想・目標・経済性 一家族酪農経営はどこに向かうか?ー

根釧農業試験場研究部主任研究員兼経営科長 岡田直樹氏

2)今後の酪農情勢を見据えたJA浜中町の取組み

浜中町農業協同組合 代表理事組合長 石 橋 築 紀 氏

3)地域資源を最大限活かした根釧酪農を展開するために

根釧農業試験場研究部主任研究員兼乳午繁殖科長 南橋昭氏

4)総合討論

座長根釧農業試験場技術普及部次長 石田亨氏

5)次代を担う高校生の地域活動(クラブ活動紹介)

(1 )地域酪農を支えるために 北海道別海高等学校酪農経営科

(2)北海道中標津農業高等学校の取り組み 北海道中標津農業高等学校農業クラブ
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一般講演 口頭発表

育種

A-01 主成分分析による泌乳曲線パラメータの特徴と産次間比較

飼養

0山口諭1・河原孝吉2.後藤裕作2・中川智史1・増田豊3

(北酪検1. 日ホ北支局2・帯畜大3)

A-02 ホルスタイン種乳牛における舎飼いから放牧への移行時期における乳成分の変動

0三谷朋弘p・佐藤悠二2 ・上田宏一朗2 ・小林国之2 ・高橋 誠3 ・中辻浩喜2

.近藤誠司3・矢島高二1

(北大創成研1・北大院農2.北大FSC3
)

A-03 エミュー肥育における年齢別の違いが飼料摂取量、増体量および肉成分に及ぼす影響

0相馬幸作・芹沢 慧・篠原梓・増子孝義(東京農大生産)

A-04 飼料中への抗菌剤および生菌剤の投与が北海地鶏Eの育成初期の発育へ及ぼす影響

0園重享子1・藤川朗 1.仙名和浩1・二階堂聡2・中村直樹l

(道立畜試l、全農畜産サービス 2)

管理

A-05 農作業事故における家畜を原因とする事故の発生状況

0高橋圭二1・高井宗広2

(酪農大l北農工2)

A-06 タイストール牛舎の牛床構造が乳牛の外観および行動に及ぼす影響

0堂腰顕1・吉津晃2・高橋圭二3

(根釧農試1、上川農試2、酪農大3

栄養

A-07 ダチョウにおける配合飼料の自由採食量および採食行動

0松谷陽介・高橋良平・河合正人(帯畜大)

A-08 ダチョウにおける粗飼料の消化管内滞留様相の推定一希土類元素を用いた消化管内滞留時間の測定一

0高橋良平・膏藤喜美子・松谷陽介・河合正人(帯畜大)

A-09 ヒツジルーメン由来新規菌株の繊維分解への貢献度査定

0福間直希・竹田将悠規・小池聡・小林泰男(北大院農)

衛生

A-10 乳牛の産梶期における発熱と乳量・飼料摂取量および疾病発生との関係

0小山毅・中村正明・松井義貴・南橋昭(根釧農試乳牛繁殖科)

飼養

A-11 放牧季節および時刻が乳牛の食草量と反鋸胃内発酵産物濃度に及ぼす影響

0上田宏一郎 1・三谷朋弘2・高橋 誠3・中辻浩喜1・近藤誠司 3

(北大院農l、北大創成研2、北大FSC3
)

A-12 秋季放牧期におけるコーンサイレージの補給量およびデンプン源の分解速度が泌乳牛の食草量、窒

素代謝および乳生産におよぼす影響

0佐藤悠二l・高橋誠2.上田宏一郎 1. 中辻浩喜l・近藤誠司2

(北大院農 1.北大FSC2
)

A-13 終日放牧した軽種馬における液相の消化管内滞留時間と糞性状の季節変化

0飯島由子1・河合正人 1.花田正明 1・秦寛2

(帯畜大 l・北大FSC2
)
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管理

A-14 馬の運動量促進を目的としたコンビュータ制御給餌ボックスの開発

0小西太郎・柏村文郎・古村圭子(帯畜大)

A-15 北海道和種の子馬における出生後の早期ハンドリングの効果

0西村浩美・斉藤朋子・上塚友美子・宇野敬子・古村圭子・柏村文郎(帯畜大)

飼料

A-16 牧草サイレージ評価でのVBNの重要性と近赤外分析での推定

0篠田英史、三浦俊治、北村亨、古川修(雪印種苗側)

A-17 窒素施肥量の違いが二番草チモシーサイレージの発酵品質、ヒツジにおける栄養価および

養分摂取量に及ぼす影響

0王鵬1・相馬幸作1・中野雅之1・岡元英樹2.佐藤智宏3・増子孝義1

(東京農大院1.道立上川農試2・パイオニア社側3)

A-18 カボチャ加工残;査を給与した泌乳牛による飼料摂取量および乳生産

0河合正人・好岡岳史・甲斐裕也・奥原晶子・本江昭夫(帯畜大)

A-19 規格外ニンジンサイレージの飼料価値

0谷川珠子・川本哲・原悟志(道立畜試)

一般講演 ポスター発表

栄養

P-Ol 新規天然抗菌物質が各種ルーメン細菌の増殖に及ぼす影響

0林秀輔l・鈴木亮1.小池聡1・小林泰男 1.長嶋協2・望月正巳2.伊藤真治2・金田晃一2

(北大院農1.出光興産2)

P-02 新規天然抗菌物質によるルーメン発酵制御作用の評価

0嵩千里1・鈴木康之 1.小池聡1・小林泰男 1.長嶋協2・望月正巳2.伊藤真治2・金田晃一2

(北大院農1.出光興産2)

P-03 秋季放牧草への穀類およびコーンサイレージの併給がルーメン内消化に及ぼす相乗効果の

ガスプロダクション法による評価

生理

OAye Sandar Cho 1 .佐藤悠二2・上田宏一郎 2.高橋誠2.中辻浩喜2.近藤誠司 2

{北大院農 1.北大FSC2
)

P-04 分娩牛の血中カルシウム濃度変化と、副甲状腺ホルモンおよび活性型ビタミンD濃度の動態

0佐藤忠 1・中井朋ー 1.大谷昌之1・佐渡谷裕朗 1.寺村誠1・花田正明2

-本江昭夫2・岡本明治2

(日本甜菜製糖1.帯畜大2)

衛生

P-05 高温メタン発酵によるBDF廃グリセリンのエネルギー化

0山城隆樹1・梅津一孝2.井上竜_2・川嶋健太2.為広正彦3

(十勝アグリワークス 1.帯畜大2・十勝エネルギーネットワーク 3)
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環境

P-06 バイオガスプラン卜における脱硫装置の内部構造と脱硫性能

0鈴木崇司 l・干場信司 1.小川人士2・高崎宏寿2・岡本英竜1.天野徹3.森田茂I

(酪農大酪農1.玉川大農2・株式会社グリーンプラン 3)

P-07 搾乳施設から生じる排水の低コスト処理へ向けた浄化の取り組み-浜中町における実践事例から-

0河合紗織l・干場信司 1・猫本健司 1・高橋勇2 ・高橋麻衣子2・内田泰三3・森田茂l

(酪農大1・JA浜中町2・九州産業大3)

管理

P-08 牛舎建設のライフサイクルインベントリ分析

0上島優子l・干場信司 1.高瀬博志2・小宮道士1.加藤博美1・森田茂l

(酪農大酪1.側高瀬計画工房2)

P-09 浜中町酪農のレーダーチャー卜を用いた総合的評価の検討

経営・経済

0三浦裕美1・干場信司 1.及川仲2・中田健2.加藤博美l

・猫本健司 1.高橋勇 3・高橋麻衣子3.森田茂l

(酪農大酪農1.酪農大獣医2・JA浜中町3)

P-10 粗飼料基盤との関連による購入飼料価格高騰の経済的実態分析

0小林国之1・三谷朋弘2

(北海道大学農学研究院1.北海道大学創成研究機構2)

畜産物利用

P-11 ホルスタイン牛もも肉を原料とした肉醤の製造ならびに肉醤と醤油が煮物の調味に及ぼす影響

0筒井静子1・菅沼葵2.松津保浩3

(酪農大短大部1.丹波屋2・酪農大3)

P-12 粘質性多糖を産生する乳酸菌のチーズスターターとしての利用

0古座野智弘・栃原孝志・羽賀理世・若杉啓太・竹田保之

(酪農大食科)
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学会記事

会務報告

1. 2009年度第 1回評議員会

2009年 5月23日、ホテルエルム札幌において会長、

副会長 2名、評議員20名、監事 2名および、幹事4名が

出席して開催され、 2008年度庶務報告、会計報告およ

び会計監査報告が行われ、承認された。次いで、 2009

年度事業計画(案)および予算(案)が提案され、承

認された。また、 2009年度北海道畜産学会賞は、以下

の通り決定された。

受賞者:日本甜菜製糖株式会社DFAm飼料研究グルー

プ(日本甜菜製糖株式会社;佐藤忠、中井朋

一、大谷昌之、佐渡谷裕朗、菊地裕人)

業績:I乳牛の分娩時低カルシウム血症に及ぼす

DFA mの給与効果に関する一連の研究」

受賞者:森本正隆(北海道立畜産試験場技術普及部長)

業 績:I北海道における黒毛和種の育成・肥育技術の

普及および産地づくり」

2. 2009年度第 2回評議員会

2008年 9月8日、道立根釧農業試験場において会長、

副会長 2名、評議員13名、監事2名および、幹事 3名が

出席して開催され、活性化委員会の今後の方針、北海

道畜産学会報52巻の発行、 2010年度第65回北海道畜産

学会大会などについて審議され、いずれも了承された。

3. 2009年度総会

2009年 9月8日、道立根釧農業試験場において総会

を開催した。

<報告事項>

1) 2008年度庶務報告

(1) 2008年度第 1回評議員会

2008年 5月24日、 KKR札幌において会長、副会長2

名、評議員18名、監事2名および、幹事4名が出席し

て開催され、 2007年度庶務報告、会計報告および会

計監査報告が行われ、承認された。次いで、 2008年

度事業計画(案)および予算(案)が提案され、承

認された。また、 2008年度北海道畜産学会賞は、以

下の通り決定された。

受賞者:石田亨会員 (北海道立根釧農業試験場)

業績 :I実証的研究に基づく乳牛の集約放牧技術

の普及」
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(2) 2008年度第2回評議員会

2008年 9月9日、酪農学園大学において会長、副

会長2名、評議員17名、監事 2名および幹事 3名が

出席して開催され、北海道畜産学会役員(2009・2010

年度)の選出、日本畜産学会(北海道支部)代議員

(2009・2010年度)の選出、北海道畜産学会報51巻の

発行、 2009年度第64回北海道畜産学会大会、異動に

伴う評議員の交替などについて審議され、いずれも

了承された。

(3) 2008年度総会

2008年 9月9日、酪農学園大学において総会を開

催した。議事は以下の通りで、原案通り可決された。

①2007年度庶務報告、会計報告、および、会計監査報

止
口

②2008年度事業計画

③2008年度予算

④北海道畜産学会評議員の交替

⑤2009、2010年度役員の選出

(4)第63回北海道畜産学会大会

9月9、10日、酪農学園大学において第63回北海

道畜産学会大会を開催した。学会賞受賞講演 1題と

一般講演48題(口頭発表28題、ポスター発表20題)の

発表が行われた。また、シンポジウム「食と農 -

耕し、育て、食べる -Jが行われ(座長:岡本全弘

氏、酪農学園大学)、下記の 4題の話題提供があった。

「酪農学園学生・生徒による北海道産食材を活か

した調理実習」

酪農学園大学 菊 池 和 美 氏

「高校普及科での新設科目 =アグリトライ =J

とわの森三愛高校 伊 藤 有 輝 氏

「酒米ができるまで」

酒米栽培グループ「すいせい」 山本 宏氏

「伝えよう! おふくろの味」

石狩中部女性農業者ネットワークハーモニー会長

三 角 晴 美 氏

(5)学会報の発行

①第63回大会講演要旨集:2008年 9月発行

②北海道畜産学会報第51巻:2009年 3月発行

(6)国際シンポジウムへの協賛

2008年7月2日、酪農学園大学において開催され



た「食料、エネルギーおよび、産業のための持続的農

業に関する国際会議(1 C S A) Jのパラレル・シン

ポジウム「家畜ふん尿-汚染物質?それとも有効資

源 ?J に協賛した。

2) 2008年度会計報告(別紙 1) 

3) 2008年度会計監査報告

<審議事項>

1) 2009年度事業計画について

(1)第64回北海道畜産学会大会の開催

開催月日:2009年9月8日(火)、 9日(水)

大会長: 扇勉

開催場所:道立根釧農業試験場(講堂、ギャラ

リー)

大会内容:一般講演(口頭・ポスター)、シンポ

ジウム、学会賞受賞講演、総会、懇

親会など

(2)講演要旨および、会報の発行

①第64回大会講演要旨集:2009年8月28日発行

②北海道畜産学会報第52巻:2010年3月31日発行予

定

(3)評議員会の開催

-第 1回評議員会:2009年5月23日(土)

・第2回評議員会:2009年9月8日(火)

(4)北海道畜産学会総会の開催

-開催月日:2009年9月8日(火)

・開催場所:道立根釧農業試験場

(5)日本畜産学会北海道支部総会の開催

・開催月日:2009年9月8日(火)

-開催場所:道立根釧農業試験場

(6)編集委員会の開催

-第一回 8月11日(北海道大学)

(7)北海道畜産学会活性化委員会

.年 2'"'"'3回の予定

2) 2009年度予算(別紙2)

3)北海道畜産学会役員(副会長・評議員)の交代・

追加について(敬称略)

①副会長 竹田芳彦(現道立中央農試場長)

小関忠雄(道立畜試場長)

竹田芳彦氏には評議員として引き続き北海道畜産

学会役員を継続

②人事異動等に伴う評議委員の交替は従来通り

渡遺智正(北大農)→秦 寛(北大農)(退会)

小関忠雄(道立畜試)→草刈直仁(道立畜試)

藤井育雄(道農政部)→田中義春(道農政部)

③北海道畜産学会活性化委員会委員長(現在森田

茂氏 酪農学園大学)を評議員として追加する。

4)名誉会員の承認について

下記の 2名を北海道畜産学会名誉会員として推薦

し、承認された。

(1)国立大学法人北海道大学名誉教授

大久保正彦氏

(2)国立大学法人帯広畜産大学名誉教授

三 上 正 幸 氏

4. 第64回北海道畜産学会大会

9月8、 9日、道立根釧農業試験場において第64回

北海道畜産学会大会を開催した。学会賞受賞講演2題

と一般講演31題(口頭発表19題、ポスター発表12題)の

発表が行われた。また、シンポジウム「根釧酪農のこ

れから~変動する酪農情勢にどう対応するか'"'"'J が行

われ(座長:石田亨、根釧農試技術普及部次長)、

下記の 3題の話題提供があった。

また、「次代を担う高校生の地域活動(クラブ活動紹

介)J として高校生による発表があった。

1 )理想・目標・経済性

一家族酪農経営はどこに向かうか?-

根釧農試研究部主任研究員兼経営科長

岡田直樹氏

2)今後の酪農情勢を見据えたJA浜中町の取り組み

浜中町農業協同組合 代表理事組合長

石橋祭紀氏

3) 地域資源を最大限活かした根釧酪農を展開する

根釧農試研究部主任研究員兼乳牛繁殖科長

南橋 昭氏

4)次代を担う高校生の地域活動(クラブ活動紹介)

(1)地域酪農を支えるために

北海道別海高等学校酪農経営科

(2)北海道中標津農業高等学校の取り組み

北海道中標津農業高等学校農業クラブ

5. 2009年度学会記事

1) 2010年度第65回北海道畜産学会大会について

2009年9月8日、道立根釧農業試験場で開催された

2009年度総会において2010年度第65回北海道畜産学会

大会は道立畜産試験場が担当することになった。
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2) 日本畜産学会北海道支部総会について

2009年度北海道畜産学会総会終了後に日本畜産学会

北海道支部総会を開催し、 2009年度(社)日本畜産学

会北海道支部予算(案)が審議され原案通り可決され

た。
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2008年度北海道畜産学会決算書

(白2008年4月 1日~至2009年 3月31日)

別紙 1

一般会計
(円)

広

投

交

雑

繰

備

正会員(181名)

学生会員 (29名)

賛助会員 (29社)

第49，50巻掲載広告料

第50巻投稿料・別刷代

(社)日本畜産学会

利子、会報著作権、会報・要旨集販売

2007年度から

考差異

ム105，000

50. 000 。
。

決算額

1， 513， 000 

250， 000 

130，000 

43， 000 

21. 321 

313，646 

予算額

1，408，000 

300. 000 

130， 000 

43， 000 

35. 000 

313，646 

目
一
費

料

料

金

入

金

収入の部

告

稿

付

収

越

項
一
会

13，679 。
ム41，3212， 270， 967 2， 229， 646 計(A)ム、

口

決算額

867， 640 

150，000 

99， 265 

110，572 

142，660 

30， 000 

31，023 

19， 815 

100，000 

20， 000 

予算額

1，200，000 

150，000 

200， 000 

150，000 

400， 000 

50， 000 

50， 000 

30. 000 

100，000 

251， 123 

(円)

100.735 

39，428 

257， 340 

20， 000 

18， 977 

10， 185 

備考

第51巻、講演要旨集、封筒等

酪農学園大学へ

郵送費等

評議員会、編集委員会、活性化委員会

役員、評議員、各種委員旅費

事務補助費等

事務消耗品等

差異

332， 360 。

特別会計へ

国際シンポジウム協賛金

。

支出の部

i
一

代

費

費

費

費

金

費

料

金

費

|

一

数
一

刷

会

信

議

務

手

入

備

1
一

込

-

一

印

大

通

会

旅

謝

事

振

繰

予

231， 123 

1，010， 148 

(次年度繰越金)

1， 570， 975 

2，270，967 -1， 570， 975=699， 992 

2，581， 123 計(B)

収支 (A-B) 

A 
口

特 別会計
(円)収入の部

考f庸

利子

一般会計から

2007年度から

差異

ム4，014

決算額

6. 014 

100，000 

3， 121，370 

予算額

2， 000 

100，000 

3，121，370 

目

一

入

金

金

収

入

越

項

一

雑

繰

繰

。
。

ム4，0143， 227， 384 3， 223， 370 ( a ) 合 計

(円)

項目

学会賞副賞

雑費

考備

50，000 X 1 

賞状、筒、代書手数料

差異

50， 000 

5， 259 

額

一

剛

山

算
一
日
仏

4

決一

5

予算額

100，000 

10.000 

支出の部

55， 259 

(次年度繰越金)

54.741 

3，227，384-54，741=3，172，643 

ハH
U

n
H
U
 

ハH
V

，
 

n
U
 

4
B
E
A
 

t--、lノb
 

収支 (a-b) 

合計
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2009年度北海道畜産学会予算書

(自2009年4月 1日~至2010年 3月31日)

別紙2

一般会計
(円)収入の部

考

正会員 3， OOOx 264名ニ792，000 

学生会員 2，000X 29名=58，000 

賛助会員 10，000X 53口=530，000(29社53口)

第51巻掲載広告料

第50巻投稿料・別刷代

(社)日本畜産学会北海道支部会計として独立

利子、会報著作権

2008年度からの繰越金

(蔚

1， 380， 000 

予算額

100，000 

30， 000 。

前年度
決算額

1， 513， 000 

250. 000 

130，000 

43， 000 

21， 321 

313.646 

前年度

予算額

1，408，000 

300， 000 

130，000 

43， 000 

35， 000 

313. 646 

費

ー

+
a
I
f

ふ
立

叫
，
q

叫
，
q

A

一辿

目

告

稿

付

収

越

項

え'-
-;z:;;;: 

広

投

交

雑

繰 30， 000 

699， 992 

入

金

2， 239， 992 2. 270. 967 2， 229， 646 計A 
口

(円)支出の部

考

第52巻、講演要旨集、封筒等

道立根釧農業試験場へ

郵送費等

評議員会、編集委員会、活性化委員会

役員、評議員、各種委員旅費

事務補助費等

事務消耗品等

備予算額

1， 200， 000 

150.000 

150，000 

110，000 

400. 000 

40，000 

50， 000 

25. 000 

前年度
決算額

867. 640 

150，000 

99， 265 

110，572 

142， 660 

30， 000 

31， 023 

19，815 

100，000 

20， 000 

前年度

予算額

1， 200， 000 

150，000 

200， 000 

150，000 

400， 000 

50. 000 

50， 000 

30， 000 

100，000 

251， 123 

目

代

費

費

費

費

金

費

料

金

費

数

刷

会

信

議

務

手

入

備

込

印

大

通

会

旅

謝

事

振

繰

予

項

特別会計へ繰入。
114， 992 

2， 239， 992 1. 570. 975 2，581， 123 計A、
ロ

特別会計
(円)収入の部

考備

利子

一般会計から繰入

2008年度会計から繰越

予算額

5.000 

前年度
決算額

6， 014 

100，000 

3， 121， 370 

前年度

予算額

2， 000 

100，000 

3， 121，370 

目

入

金

金

収

入

越

項

雑

繰

繰
。

3， 172，643 

3， 177，643 3， 227， 384 3， 223， 370 計
メb、
口

(円)支出の部

考

50， OOOx 2件

賞状、筒、代書手数料

貸付信託(￥1，900， 000)を含む

{庸予算額

100，000 

10，000 

3， 067， 643 

前年度
決算額

50. 000 

4，741 

前年度

予算額

100.000 

10，00。

目

学会賞副賞

雑費

予備費

項

。。
54，741 
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北海道畜産学会役員2009・2010年度

(任期:2009年 4月 1"'2011年 3月31日)

(酪農大)

(北大農)

司

司

信

誠

場

藤

干

近

会長

副会長 雄(道立畜試)

富美男(北大農)

寛(北大農)

義(帯畜大)

智(帯畜大)

悟(酪農大)

茂(酪農大)

義(東農大)

実(北農研)

勉(根釧農試)

二(上川農試)

明(道立畜試)

春(道農政部)

修(雪印種苗)

朗(日本甜菜)

男(ジェネティクス北海道)

忠

良

孝

誠

政

義

裕

幸

関

曽

川

中

川

谷

門渡

中

秦

鈴

日

寺

森

増

坂

扇

木

山

田

古

佐

土

村

木

高

脇

田

子

口

男(北大農)

徳(北大農)

郎(帯畜大)

男(帯畜大)

之(酪農大)

ー(酪農大)

成(東農大)

治(北農研)

仁(道立畜試)

倫(根釧農試)

介(道立畜試)

彦(中央農式)

隆(北酪検)

則(ホクレン)

秋(酪畜協会)

潤(十勝農協連)

泰

隆

文

三

保

栄

道

研

直

裕

芳

康

正

千

林

邑

村

川

田

川

演

樫

刈

木

本

田

野

藤

村

部

小

西

柏

関

竹

宮

横

富

草

三

山

竹

熊

後

田

西

韻

船

帝

T

-
フ』一

==ロ

d
t

、

仁(北大農)

一(編集)

志(会計.HP) 

日百

賢

孝

部

原

日目

泉

栃

一(帯畜大)

二(庶務)

仁(会計・ HP)
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北海道畜産学会会則

第 l条 本会は北海道畜産学会と称し，その事務局を

原則として会長の所属する機関に置く.

第2条 本会は畜産に関する学術の進歩を図り，併せ

て北海道に於ける畜産の発展に資することを

目的とする.

第3条 本会は正会員，学生会員，名誉会員，賛助会

員をもって構成する.

1.正会員は第 2条の目的に賛同する者とす

る.

2.学生会員は第2条の目的に賛同し，大学また

はこれに準ずる学校に在籍し，別に定める会

費を納める学生とする.ただし，大学院も含

む.

3.名誉会員は本会に功績のあった正会員とし，

評議員会の推薦により 総会において決定す

る.名誉会員は終身とし，会費は徴収しない.

4.賛助会員は本会の目的事業を賛助する会社

団体とし，評議員会の議を経て決定する.

第4条本会は下記の事業を行う.

1.研究発表会・学術講演会などの開催

2. 会報の発行

3. 学術の進歩発展に貢献したものの表彰

4. 社団法人日本畜産学会北海道支部の事業の

代行

5. その他必要な事業

第4条第4条 本会には次の役員を置く.

会長 1名，副会長 2名，評議員若干名，

監事 2名，幹事若干名

第 5条会長は会務を総括し 本会を代表する.副会

長は会長を補佐し 会長が職務遂行に支障の

ある時または欠けた時は その職務を代理す

る.評議員は本会の重要事項を審議する.幹

事は会長の命を受け 会務を処理する.監事

は本会の事業及び会計の監査を行う.

第6条 会長，副会長，評議員及び監事は会員より選

出する.その選出に際して，会長は若干名の

選考委員を委嘱する.選考委員会は会長，副

会長，評議員および監事の候補者を推薦し，

評議員の議を経て総会において決定する.幹

事は会長が会員より委嘱する.役員の任期は

2年とし，重任は妨げない.ただし，会長及び

副会長の重任はl回限りとする.

第7条 総会は毎年l回開く.ただし，必要な場合には

臨時にこれを開くことができる.総会では会

務を報告し，重要事項について協議する.

第8条 本会の事業遂行に要する費用は，正会員およ

び賛助会員の会費および、寄付金をもって充て

る.ただし，寄付金であって寄付者の指定の

あるものは，その指定を尊重する.

第 9条正会員の会費は年額3，000円とし，学生会員の

会費は年額2，000円とする.賛助会員の会費

はl口以上とし， 1口の年額は10，000円とす

る.名誉会員からは会費を徴収しない.

第10条 会費を納めない者および会員としての名誉を

段損するようなことのあった者は，評議員会

の議を経て除名する.

第11条 本会の事業年度は，毎年4月に始まり，翌年

3月31日に終わる.

第12条本会則の変更は総会の議決による.

付則本会則は1992年4月1日より施行する.

2001年4月 1日改正
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北海道畜産学会編集委員会規定

1.会則4条 2に基づき本規定を設ける.

2. 会報「北海道畜産学会報」の編集のため，編集委

員会を置く.

3. 委員のうち 1名は技術レポート担当とする.適任

者がいない場合には外部に助言者を置く.

4. 編集委員会は委員長l名，委員若干名，幹事l名か

らなり，評議員会の議をへて会長がこれらを委嘱す

る.

5. 委員長・委員・幹事の任期は 2年とし，再任を妨

げない.ただし，欠員が生じた場合，補充された委

員の任期は前任者の残任期間とする.

6. 編集委員会の任務は，会誌刊行計画の立案，原稿

の受理・依頼・整理，各種原稿の審査に関すること，

掲載内容の決定，会誌の発行等とする.

7. 投稿規定，原稿作成要領は別に定める.

8. 編集委員会規定の改正に当たっては，評議員会の

承認を受けるものとする.

北海道畜産学会投稿規定

1995年9月18日制定

1996年 9月18日改正

1999年4月 1日改正

2006年 5月20日改正

1.北海道畜産学会報は，原著論文・総説・受賞論文・

解説・講座・シンポジウム報告・海外報告・書評・

文献抄録・研究ノート・技術レポート・現場(会員)

からの声等を掲載する.原著論文・研究ノート・技

術レポートは会員の投稿による.総説・受賞論文・

解説・講座は編集委員会が依頼したものを主とする.

2. 原著論文および、研究ノートは畜産学上価値ある内

容を持ち，投稿規定に従ったもので，原則として他

の学会誌等に未発表のものとする.技術レポート

は，北海道の畜産業の発展に役立つ内容のもので，

学術上のオリジナリティは問わない.原稿は審査を

受け，字句の訂正や，文書の長さの調節を受けるこ

とがある.

3. 原稿は和文もしくは英文とする.

4. 原稿は図，表，写真など一切を含め総説では刷り

上がり 6ページ，原著論文は4ページ，研究ノート・

技術レポートは 3ページ以内が望ましい.但し和文

の刷り上がり 1ページは 24文字 X50行 X2段組

(2，400字程度)である.

5. 提出原稿は正l部副2部とし副は複写でよい.原

稿はコンビュータソフトにより作成し，“表題，執筆

者，ソフトウェア名，バージョン名"を明記したプ

ロッピーディスク等を受理通知を受けた後に事務局

へ送付する.なお投稿された原稿およびフロッ

ピーディスク等は返却しない.

6. 原著論文，研究ノートおよび、技術レポートの掲載

料については，刷り上がり 1ページあたり 5，000円と

する.また，印刷時に特別な指定のあるものは，そ

の費用を著者負担とする.

7. 原著論文，研究ノートおよび、技術レポートの別刷

については，投稿時に必要な部数を申し込む.その

実費は著者負担とする.編集委員会が依頼した原稿

については， 5 0部までの別刷を無料とする.

8. 著者による校正は 1回のみとする.校正の際，字

句の追加，削除，または文章の移転は許されない.ま

た，指定された期日までに返送されない場合は，次

巻号に繰り延べることがある.

9. 原稿の送付は簡易書留にて事務局宛とする.封筒

には原稿在中と朱書し，表題，連絡者氏名，住所，

論文の種類を記した原稿送状を同封する.

10. 規定の改正に当たっては，評議員会の承認を受け

るものとする.

1993年 5月29日制定

1996年 9月18日改正

1999年4月1日改正

2001年4月1日改正

2004年 9月2日改正
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北海道畜産学会報原稿作成要領

1. 原著論文の記述は，表題，著者名，所属機関名，

所在地(市町村名，郵便番号)，和文キーワード，英

文表題，英文著者名，英文所属機関名，英文所在地，

英文キーワード，要約，英文要約，緒言，材料およ

び方法，結果，考察，文献 図表(説明文を含む)

の順序とする.結果および考察はひとまとめにして

記述しでもよい.謝辞の必要がある場合は考察の後

につける.表題から英文キーワードまでを第 1ペー

ジ，要約を第2ページ，英文要約を第 3ページ，第

4ページより緒言以下を作成する.本文の図，表，

写真の挿入場所は矢印を付けて指定する.写真の説

明文，図および、表は英文とする.

研究ノート・技術レポートの記述は，原著論文の

記述法に準ずるが，英文要約は不要であり，写真の

説明文，図および、表は和文でもよい.

2. 原稿は，コンビュータソフトを用いて作成する.

A4版用紙に，縦置き，横書きとし，上下左右とも

2. 5cmの余白を設け全角35字X34行/ページとす

る.ページ番号は中央下 行番号はページごとに左

側の余白に記入する.専門用語は，原則として文部

省学術用語審議会編「学術用語集J，日本畜産学会編

「新畜産用語辞典」を参照する.

3. 動植物の和名はカタカナで，学名等は，イタリッ

ク体とする.

4. 本文中の外人名は原名つづりのままでMILLSのよ

うに姓のみを書き 2名連名の場合はMILLSand 

JENNYのようにandで、つなぎ並記する. 3名以上の

連名の場合はMILLSet al.のように最初の著者名に

et al.をつけ，他は省略する.

5. 本文中の日本人名も姓のみを記し上記に準ずる.

6. 本文中の文献引用箇所には 以下のように記入す

る.

S盟ITH旦旦1.(1992)は食肉の解硬メカニズム，保水

性の回復(三浦， 1990A;関川と佐藤， 1992)およ

び風味の向上について(三浦， 1990B) ・・・・・・

7. 本文中の人名以外の外国語は原字またはカタカナ

で書く.

8. 数字はすべて算用数字を用いる.また，諸単位の

略号は原則として以下のようなSI単位を用いる.

km， m， cm， mm，μm， nm， kl， 1， ml， μ1， 

kg， g， mg，μg， ng， pg， h， min， s， mol， M， 

N， ppm， ppb， J， oC， Pa， rpm， Hz， % 

9. 引用した文献のリストは 次の手順により作成す

る.

①雑誌に掲載された文献の記載は，全員の著者名(発

行年)表題.雑誌名，巻:最初一最終ページ.の順

とする.

例

DRORI，D. and J.K.LOOSLI(1959A)Influence of 

fistulation on the digestibility of feeds by steers. 

J.Anim.Sci.. 18: 206-210. 

佐々木清綱・松本久喜・西田周作・細田達雄・茂木

一重(1950)牛の血液型に関する研究.日畜会報，

27: 73-76. ¥ 

②単行本の記載は著者名(発行年)書名.版.引

用ページ.出版社.発行地.の順とする.分担執

筆の場合は書名の後にヘ・・・・・の項執筆"と書き，

編集または監修者名を加える.

例

NALBANDOV， A. V. (1963) Advances in neur-

onendocrinology. 2nd ed. 156-187. Univ. of 11-

linois Press. Urbana. 

FOLLEY， S. J. and F. H. MALPRESS (1948) 

Hormonal control of mammary growth. in The 

Hormones vol. 1. (Pll対CUSS. G. and K. V. 

THIMANN， eds.) 695-743. Academic Press. 

New York. 

諏訪紀夫(1977)定量形態学.第 1版.12-23.岩

波書庖.東京.

③文献の記載には正確を期し，とくに巻，ページを

正しく書く.

④文献リストは，まず筆頭者名のアルファベット順

に，同一著者による複数の文献があれば発表順に

整理する.

⑤その上で，同一著者による複数の文献が同一年に

あれば，発表年の後に大文字のアルファベットで

区別する(作成要領6，参照)

10. 特殊な刊行物を引用する場合は，下記の例になら

い全タイトルを記す.

農林水産省統計情報部編(1990)平成元年食肉流通統

計.347-351.農林統計協会.東京.

11.図版の原図および表については，次の規定に従う.

①原図はコンビュータソフトにより作成するのが望

ましい.コンビュータソフトによらない場合は，

A4版の白紙または方眼紙に，製図用インクで，

そのまま製版できるように描くのが望ましい.た

だし，方眼の色は青に限る.

②原図は原則として 図中の文字および数字をも含

めて，そのまま印刷できるものとする.原図が製

版に不適当である場合 トレース費用は著者負担

とする.

③原図の周囲には2.5cm幅の余白を残し，折り目を

つけないようにして送付する.

④図表は， A4版の白紙または方眼紙一枚に一つず

つ記入する.また 表および図の欄外余白に著者

名と表題を記入する.

⑤原稿の最後に，図および表の表題および説明文を

まとめて添付する.
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12. 要約は総説で600字程度，原著論文で400字程度，

研究ノートおよび技術レポートでは300字程度とす

る.原著論文には250語程度の英文要約もつける.

13.字体を指定する場合は以下のようにする.

①スモールキャピタル(小文字の大きさの大文字)

は2本下線. MACFARLANE 

②イタリック体は 1本下線.Medicago

③ゴシック体は波下線. J.Anim.Sci.， 18: 

14. キーワードは 5個以内で，和文と英文の両方で記

載し，所在地の次に以下のように記入する.

キーワード:アミノペプチダーゼ，酸性極限pH，遊

離アミノ酸

Key words : amino peptidase， ultimate pH， free amino 

acid 

15. 提出原稿に以下の内容を記述した原稿送り状を添

付する.発送年月日，表題，略表題，著者名，所属

機関名，所在地(市町村名，郵便番号)，英文表題，

英文著者名，英文所属機関名，英文所在地，投稿者

氏名，連絡先(所属，住所，郵便番号，電話番号，

ファックス番号， Eメールアドレス)，原稿の種別

(原著論文，研究ノート，技術レポート，その他

(具体的に)) ，原稿枚数(本文，表，図，図の説明

のそれぞれの枚数と合計枚数)，別刷りの部数.な

お，略表題は，和文は15文字以内，英文は40文字

(スペース含む)以内とする.

16.原稿を英文で作成する場合も 基本的に本投稿規

定に従う.記述の順および原稿送り状については，

「英文」を「末日文J，また， r和文」を「英文」と読み

替える.英文はアメリカ英語で作成する.字体は12

ポイントのダブルスペースで印字する. 1ページ当

たり 26行とする.なお，英文では約600語が刷り上

がり 1ページとなる.

17. 本要領の改正に当たっては 編集委員会の承認を

得るものとする.

1996年9月18日改 正

1999年4月1日改正

2004年8月27日改正
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北海道畜産学会表彰規定

第 1条 本会は北海道の畜産に関する試験・研究およ

び普及に顕著な業績を挙げた会員に対し「北海道畜

産学会賞」を贈り これを表彰する.

第2条 会員は受賞に値すると思われる者を推薦する

ことが出来る.

第3条 第 1条の畜産に関する普及に顕著な業績の場

合は，会員以外の者も推薦することができる.

第4条会長は，その都度，選考委員若干名を委嘱す

る.

第 5条 受賞者は選考委員会の報告に基づき，評議員

会において決定する.

第6条 本規定の改正に当たっては，評議会の承認を

受けるものとする.

申し合わせ事項

1.受賞候補者を推薦しようとする者は，毎年3月末日

迄に候補者の職，氏名，対象となる業績の題目， 2，000

字以内の推薦理由 推薦者氏名を記入して会長に提

出する.

2. 受賞者の決定は各年度の第l回評議員会において

行う.

3. 受賞者はその内容を大会において講演し，かつ会

報に発表する.

1992年4月1日制定

1996年 9月18日改正

2004年5月22日改正

北海道畜産学会活性化委員会規定

1.北海道畜産学会の活動の活性化を図るため北海道

畜産学会活性化委員会(以下活性化委員会)を設置

する.

2. 活性化委員会は 委員長および、委員若干名と事務

局で構成する.

3. 活性化委員長および委員は会長が委嘱する.活性

化委員長および委員の任期は2年とする.

4. 活性化委員会は会長より依頼のあった事項につい

て検討を行い，検討結果を会長に報告する.

5. 本規定の改廃は 評議員会の議決による.

2004年9月2日制定



北海道畜産学会旅費規程

1. 本会は，評議員会および各種委員会の開催に際し，

各役員および委員に対して交通費を支給する.

2. 評議委員会および各種委員会が，大会と同時に開

催される場合には支給しない.

3. 旅費支給額は，公共交通機関の運賃を参考にして，

会長が判断する.また支給は交通費のみとする.

2006年 9月5日制定

日本畜産学会北海道支部会則

第 1条 北海道支部は，社団法人日本畜産学会の定款

および、細則に基づき同会の正会員で構成する.

第2条支部総会を毎年 1回北海道畜産学会総会に

併せて開催する.但し，必要な審議事項がない場合

はこの限りではない.

第 3条 本会の運営に関する重要事項を審議するため

役員会を置く.

第4条支部長は北海道畜産学会会長が兼任し，その

他の役員も同様とする.なお， 日本畜産学会の役員

改選時における理事候補者(支部代表者)は支部長

をもって当てる.

第 5条 日本畜産学会北海道支部代議員は別に定める

日本畜産学会北海道支部代議員選出規定により選出

する.

第6条 その他必要な支部の運営および、事業は北海道

畜産学会が代行する.

第7条本会則の改廃は総会の議決による.

本会則は2004年 9月2日より施行する.

日本畜産学会北海道支部代議員選出規定

1. 代議員選出事務を行うため 選挙管理委員会を置

く.

2. 選挙管理委員会は 委員長および、委員若干名と事

務局で構成する.

3. 選挙管理委員長および、委員は支部長が委嘱し，事

務局は北海道畜産学会事務局に依頼する.なお，選

挙管理委員の任期は 2年とする.

4. 選挙管理委員会は次の事務を実施する.

①代議員立候補受付の告示

②総会時に以下の選挙事務を行う.

-立候補者の告示

・会員による選挙

.選挙結果の報告

③選出代議員の公表

④その他必要な事務

5. 所定の時期までに立候補者が定数に達しない場合

は，支部長より委嘱された代議員選考委員会が推薦

する会員を立候補者とすることができる.

6. 立候補者が定数通りの場合，選挙管理委員長は総

会出席会員に図り 選挙を省略して信任承認の議決

を得ることができる.

7. 本規定の改廃は 支部役員会の議決による.

2004年9月2日制定
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代議員日本畜産学会北海道支部2009・2010年度

(任期:2009年4月 1日-----2011年 3月31日)

司(北大農)

正(北大農)

義(帯畜大)

一(帯畜大)

悟(酪農大)

治(北農研)

彦(道立畜試)

男(ジェネティクス北海道)

誠

智

三

潤

良

研

芳

幸

藤

遺

木

橋

脇

樫

田

門

近

渡

鈴

高

寺

富

竹

土

司(酪農大)

泰男(北大農)

富美男(北大農)

文郎(帯畜大)

三男(帯畜大)

保之(酪農大)

栄一(酪農大)

忠雄(道立畜試)

裕朗(日本甜菜)
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小林

中村

相 村

関川

竹田

宮川

小関

佐渡谷

干理事

代議員



原稿送り状 北海道畜産学会

発送年月 日: 年 月 日

表 題:

略 表 題:

著 者 名:

所 属機関名:

所在地(市町村名): T 

英 文 表 題:

英 文著者名:

英文所属機関名:

英 文所在地:

投稿者氏名:

連 絡 先 T

住 所:

所 属:

電 言言 番 号:

ファックス番号:

E ー メ ール:

原 稿 の 種別:原著論文研究ノート，技術レポート，その他(具体的に:

原稿枚数:本文

別 刷 りの部数:

枚，表枚，図

部

枚，図の説明 枚，合計枚数 枚

原稿は本送り状，本文，図表，図の説明，英文要約(原著論文のみ)を各3部(正原稿 1部，副原稿2部)

お送り下さい.略表題は，和文は15文字以内，英文は40文字(スペース含む)以内とします.

原稿を英文で作成する場合は，記述の順および、原稿送り状については， I英文」を「和文J，また， I和文」を

「英文」と読み替えてください.



貝

住

帯広市大空町4丁目11-16

横浜市戸塚区品濃町553-1パークヒルズl棟507号

札幌市中央区北7条西12丁目サニー北7条マンション807号

帯広市稲田町西2線7-124

札幌市厚別区もみじ台西5丁目11-7

札幌市東区北20条東22丁目4-13

帯広市大空町3丁目5番地3

所

A 
M 

溢
=
=

名

郵便

080-0838 

244-0801 

060-0007 

080-0834 

004-0013 

065-0020 

080-0838 

斉

三

夫

之

勉

彦

幸

名

省

芳

弘

正

正

会員

小野

鈴木

八戸

三 浦

安井

大久保

三上

住

札幌市豊平区羊ケ丘l

福島県西白河郡西郷村大字小田倉字小田倉原l

夕張市本町4丁目

江別市文京台緑町582-1

樺戸郡新十津川町字幌加169-1

新潟県新潟市水道町1丁目5939

東京都立川市錦町6-4-10 ハイホーム立川錦町511号

幕別町旭町24-36

枝幸郡浜頓別町緑ケ丘8丁目2番地

帯広市西19条南42丁目3-14

江別市文京台緑町582

帯広市稲田町西2線11番地

江別市文京台緑町582

枝幸郡浜頓別町緑ケ丘8丁目2番地

江別市文京台緑町582

河東郡士幌町字士幌西2線155-17

河東郡音更町雄飛が丘北区ト31

札幌市厚別区厚別中央l条5丁目1-22-604

網走市字八坂196

上川郡新得町新得西5線39

上川郡新得町新得西5線38

江別市文京台緑町582番地

札幌市北区北9条西9丁目

江別市文京台582-1

札幌市豊平区羊ケ丘1

夕張郡長沼町東6線北15号

帯広市稲田町西2線11番地

野付郡別海町美原22-21

標津郡中標津町東l条南6丁目2

上川郡新得町新得西5線39

天塩郡天塩町山手裏通り 11丁目

夕張郡長沼町東6線北15号

札幌市豊平区羊ケ丘l

所

貝

郵便

062-8555 

961-8511 

068-0492 

069-8501 

073-1323 

951-8121 

190-0022 

089-0602 

098-5738 

080-0029 

069-8501 

080-8555 

069-8501 

098-5738 

069-8501 

080-1231 

080-0331 

004-0051 

099-2493 

081-0038 

081-0038 

06.9-8501 

060-8589 

069-8501 

062-8555 

069-1395 

080-8555 

086-0656 

086-1001 

081-0038 

098-3302 

069-1395 

062-0045 

A 
M 
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正

新潟青陵大学短期大学部

北海道立上川農業試験場

酪農学園大学

帯広畜産大学

酪農学園大学食品科学科

北海道立上川農業試験場

酪農学園大学

十勝農業改良普及センター十勝北部支部

十勝農業協同組合連合会

デーリィ・ジャパン社 北海道支局

東京農業大学生物産業学部

北海道立畜産試験場

北海道立畜産試験場

酪農学園大学食品科学科

北海道大学大学院農学研究院

酪農学園大学短期大学部

北海道農業研究センター

北海道立中央農業試験場

帯広畜産大学

(有)エスエルシー

北海道立根釧農業試験場

北海道立畜産試験場

北留萌地区農業改良普及センター

北海道立中央農業試験場

農業技術研究機構北海道農業研究センター

天北支場

天北支場

所 属

北海道農業研究センタ一

家畜改良センター

夕張市役所建設課

酪農学園大学

理

浩

光

夫

登

吉

郎

雄

幸

孝

美

夫

人

亨

名

六

都
真

康

敏

一

威

俊

道

浩

智

三

真

賢

将

剛

回貝

木

木

日

宅

部

井

馬

藤

内

滝

井

井

下

回

雲

野

藤

藤

藤

上

崎

田

田

田

川

津

場

井

保

坂

下

会

久青

青

朝

安

阿

荒

有

安

井

池

石

石

石

石

泉

出

市

伊

伊

伊

岩

岩

上

上

上

請

梅

売

扇

大

大

大

大

之

夫

浩

雅夫

めぐみ

弦太郎

智仁

宏一郎

純治

靖子

博基

孝

国

勉

記

幸

夫

子

利

幹

義

郁

友



住

神奈川県藤沢市亀井野1866

茨城県つくば市池の台2

札幌市白石区栄通7丁目5-11

帯広市稲田町西2線11番地

江別市文京台緑町582

江別市文京台緑町582

釧路市緑ヶ岡ト10-42

広尾郡大樹町下大樹186-4

中川郡本別町向陽町23-5

上川郡新得町新得西5線39

帯広市稲田町西2線11番地

上川郡新得町新得西 2条南 3丁目3-1

川上郡標茶町麻生3丁目 37番地

広尾郡大樹町下大樹186-4

標津郡中標津町養老牛377

上川郡新得町西2条南3丁目3-3地共済AP204

札幌市中央区南8条西22丁目4-15

滝川市東滝川735

上川郡新得町新得西5線39

帯広市稲田町西2線11番地

標津郡中標津町旭ケ丘7番地

広尾郡大樹町萌和181

札幌市中央区南21条西8丁目1-10-901

江別市文京台緑町582

帯広市稲田町西2線11番地

川上郡弟子屈町美留和444

野付郡別海町別海緑町38-5

帯広市稲田町西2線11番地

中川郡幕別町札内みずほ町160-67

帯広市稲田町西2線11番地

岩手県盛岡市下厨川村穴口72-21

札幌市北区北15条西5丁目

天塩郡豊富町芦川

上川郡新得町新得西5線39

上川郡清水町清水第4線63-20

江別市文京台緑町582

札幌市東区北41条東14丁目2-24

恵庭市恵み野西5丁目7-2

枝幸郡浜頓別町緑ケ丘8丁目2番地

江別市西野幌36-1

上川郡新得町新得西5線39

帯広市稲田町西2線11番地

江別市文京台東町12-8

上川郡新得町新得西5線39

標津郡中標津町旭ケ丘7

帯広市稲田町西2線11番地

札幌市中央区北4条西1丁目l

札幌市北区北9条西9丁目

二海郡八雲町上八雲751

所

共済ビル3階

郵便

252-8510 

305-0901 

003-0021 

080-8555 

069-8501 

069-8501 

085-0814 

089-2106 

089-3303 

081-0038 

080-8555 

081-0032 

088-2305 

089-2106 

088-2684 

081-0038 

064-0808 

073-0026 

081-0038 

080-8555 

069-1395 

089-2112 

064-0921 

069-8501 

080-8555 

088-3331 

086-0214 

080-8555 

089-0554 

080-8555 

020-0123 

001-8555 

098-4455 

081-0038 

089-0103 

069-8501 

007-0841 

061-1373 

098-5738 

069-0832 

086-1135 

080-8555 

069-0834 

081-0038 

086-1135 

080-8555 

060-0004 

060-8589 

049-3121 

所属

日本大学生物資源学部獣医学科

独立行政法人畜産草地研究所

酪農学園大学

酪農学園大学

釧路短期大学

十勝農業改良普及センター十勝南支所

十勝農業改良普及センター

北海道立畜産試験場

帯広畜産大学

北海道立畜産試験場

十勝農業改良普及センター十勝南部支所

北海道立畜産試験場

北海道立畜産試験場滝川試験地

北海道立畜産試験場

帯広畜産大学

北海道立根釧農業試験場

夢がいっぱい牧場

酪農学園大学

帯広畜産大学

玉川大学農学部弟子屈牧場

根室農業改良普及センタ一

帯広畜産大学

明治飼料株式会社

帯広畜産大学

独立行政法人 家畜改良センター岩手牧場

北海道ホルスタイン農業協同組合

(有)デイリーサポートシステム

北海道立畜産試験場

(有)菊一アグリサービス

酪農学園大学

利

博

吾

治

竜

弘

代

生

子

雄

二

雄

勇

宏

智

名

衣忠

文

真

明

英

全

匡

晃

麻

忠

有

貞

佳

聡

勝

清

聖

文

広

文

成

清

睦

秀

朋

正

目貝

滝

谷

橋

本

本

本

本

川

川

関

田

上

瀬

田

山

山

田

野

島

村

谷

岡

桐

藤

平

井

子

合

崎

島

田

原

原

本

会

野大

大

大

岡

岡

岡

岡

小

小

小

小

尾

小

海

影

陰

籍

梶

鹿

柏

糟

片

片

加

門

金

金

河

川

川

川

河

河

川

上川農業試験場天北支場

雪印種苗技術研究所

北海道立畜産試験場

帯広畜産大学

-91-

北海道立畜産試験場

北海道立根釧農業試験場

帯広畜産大学

(社)北海道酪農検定検査協会

北海道大学大学院農学研究院

北里大学FSC八雲牧場

基

二

志

郎

高

洋

二

雄

代

明

美

人

勉

帆

訓

吉

人

哲

二

則

実

司

二

亨

仁

吾

史

子

香

登

隆

人

正

四

日

三

政

直

圭

博

享

明

千

孝

隆

池

地

回

天

曽

村

刈

田

藤

重

田

瀬

野

村

柳

誠

康

朗

菊

菊

菊

岸

木

北

草

口

工

園

窪

熊

熊

玖

畔



住所

札幌市白石区菊水1条4丁目ト8

札幌市東区北17条東9丁目2-37

札幌市北区北9条西9丁目

上川郡新得町新得西5線39

夕張郡長沼町字幌内1066

江別市文京台緑町582

札幌市豊平区羊ケ丘l

札幌市中央区北4条西 1丁目

札幌市北区北15条西5丁目ホルスタイン協会ビル内

札幌市北区北21条西10丁目

札幌市北区北9条西9丁目

江別市文京台緑町582

標津郡中標津町旭ケ丘7

札幌市北区北9条西9丁目

標津郡中標津町旭ケ丘7

札幌市中央区南5条西15丁目2-32

上川郡新得町新得西5線39

帯広市西21条北1丁目3-2

標津郡中標津町旭ケ丘7

上川郡新得町西5線39

標津郡中標津町東l南6

上川郡新得町新得西5線39

札幌市豊平区羊ヶJi1

北見市美園497番地l

河東郡音更町木野西通14-18-28

江別市上江別西町15-15 メイプルリーフ西町102号室

帯広市西22条南3丁目12-9

帯広市稲田町南9線西13

上川郡新得町新得西5線39

茨城県つくば市松代5丁目616-2

江別市文京台緑町582

帯広市西14条南35丁目3-3

夕張郡長沼町字幌内1066

札幌市北区北9条西9丁目

帯広市稲田町西2線11番地

札幌市豊平区豊平6-6-5-60-906

枝幸郡浜頓別町緑ケ丘8丁目2番地

釧路市大楽毛127

紋別郡興部町春日町

上川郡新得町新得西5線39

帯広市稲田町西2線11番地

河西郡芽室町東9条10丁目3-5

天塩町山手裏通 11丁目

札幌市中央区北4条西1丁目l

千歳市日の出5丁目10-13

帯広市稲田町西2線11番地

帯広市稲田町西2線11番地

上川郡新得町新得西5線39

網走市字八坂196

郵便

003-0801 

065-0017 

060-8589 

081-0038 

069-1464 

069-8501 

062-8555 

060-8651 

001-0015 

001-0021 

060-8589 

069-8501 

086-1135 

060-8589 

086-1135 

064-0805 

081-0038 

080-2461 

086-1135 

081-0038 

080-1001 

081-0038 

062-8555 

099-0879 

080-0302 

067-0063 

080-2472 

080-0831 

081-0038 

所属

ホシザキ北海道株式会社

北海道大学農学部

北海道立畜産試験場

雪印種首(株)北海道研究農場

酪農学園大学

北海道農業研究センター

ホクレン農業協同組合連合会

北海道ホルスタイン農業協同組合

北海道大学創成科学共同研究機構

北海道大学大学院農学研究院

酪農学園大学

北海道立根釧農業試験場

北海道大学大学院農学研究院

北海道立根釧農業試験場

晴

則

作

之

男

毅

司

次
誠

大

善

早

朋

俊

由

稔

春

子

哉

江

治

史

実

斉

雪

晴

三

忠

信

和

博

朗

史幸

義

郎

也

子

典

猛

仁

義

正

和

裕

英

敬

謙

義

裕

哲

三

和

幸

北海道立畜産試験場

土谷特殊農機具製作所

北海道立根釧農業試験場

北海道立畜産試験場

北海道立根釧農業試験場

北海道立畜産試験場

農業技術研究機構北海道農業研究センター

北見地区農業共済組合

069-8501 

080-0024 

069-1464 

060-8589 

080-8555 

062-0906 

098-5738 

084-0917 

098-1604 

081-0038 

080-8555 

082-0019 

098-3302 

060-0004 

066-0017 

080-8555 

080-8555 

081-0038 

099-2493 

当別高等学校農業科

酪農コンサルタント

日本甜菜製糖(株)総合研究所

北海道立畜産試験場

農林水産省農林水産技術会議事務局

酪農学園大学

日本甜菜製糖(株)総合研究所

雪印種苗

北海道大学大学院農学研究院

帯広畜産大学

道

章

正

天北支場北海道立上川農業試験場

ょっ葉乳業(株)根釧工場

オホーツク農業科学研究センター

北海道立畜産試験場

帯広畜産大学

側ワイピーテック 北海道営業所

留萌農業改良普及センター北留萌支所

(社)北海道酪農畜産協会

(有)ランランETセンタ一

帯広畜産大学

帯広畜産大学

北海道立畜産試験場

東京農業大学生物産業学部

昇

也

男

浩

作

日
目

主釜

高市

史

明

聡

徹

修

名

雅

信

進

貴

正

裕

国

泰

久

回貝

持

池

池

泉

川

阪

井

藤

藤

林

林

山

山

藤

野

藤

藤

藤

枝

井

井

井

口

本

木

木

藤

藤

藤

藤

藤

谷

田

崎

田

本

宮

藤

部

本

木

木

木

藤

家

尾

川

名

馬

会

酒

々

々

渡

野

剣

小

小

小

古

小

小

後

後

小

小

小

小

近

見

斉

斉

斎

三

桜

酒

酒

坂

坂

佐

佐

佐

佐

佐

佐

佐

佐

篠

島

島

島

新

進

宿

杉

鈴

鈴

鈴

須

清

瀬

関

仙

相
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13F 

共済ビル3階

住 所

江別市ゆめみ野南町43番地の9

北見市無加川町413番地99

江別市文京台緑町582番地

帯広市稲田町西2線11番地

上川郡新得町新得西5線39

北海道河東郡音更町大通 5丁目 l番地

札幌市北区北18条西9丁目

札幌市北区北11条西10丁目

江別市大麻東町2-19

網走市南6条東4丁目

札幌市清田区里塚3条1丁目14-24

江別市文京台緑町582

長沼町東6北15

日高郡新ひだか町静内田原797-2

江別市文京台緑町582

札幌市豊平区平岸3条11丁目2-5-405

福島県西白河郡西郷村大字真船字蒲日向61-8

札幌市中央区北3条西6丁目

北広島市稲穂町西8ート17

上川郡新得町新得西5線39

江別市文京台緑町582

札幌市中央区北4条西1丁目l 北農ビル

河東郡士幌町字上音更21-15

江別市文京台緑町582

帯広市西17条南36丁目4-4

上川郡新得町新得西5線39

標津郡中標津町旭が丘7番地

浦河郡浦河町栄丘東通56号日高合同庁舎内

帯広市稲田町南9線西13番地

江別市文京台緑町582

標津郡中標津町旭ケ丘7

江別市文京台緑町582

札幌市豊平区羊ケ丘l

標津郡中標津町旭ケ丘7

滝川市東町2丁目7-35

江別市文京台緑町582番地

札幌市中央区北4条西1丁目l

上川郡新得町新得西5線39

帯広市稲田町南9線西13

札幌市中央区北4条西1丁目1

帯広市西10条北2丁目4-11

江別市大麻256-16

札幌市北区北11条西10丁目

旭川市永山町14丁目153

帯広市稲田町西2線11番地

札幌市北区北9条西9丁目

札幌市豊平区羊ケ丘1

旭川市緑が丘東2条3丁目4-13

江別市文京台緑町582

13F 

北農ビル

郵便

067-0066 

090-0825 

069-8501 

080-8555 

081-0038 

080-0101 

060-0818 

060-0811 

069-0852 

093-8555 

004-0803 

069-8501 

069-1395 

056-0144 

069-8501 

062-0933 

961-8071 

060-8588 

061-1124 

081-0038 

069-8501 

060-0004 

080-1275 

069-8501 

080-0027 

081-0038 

086-1135 

057-0033 

080-0831 

069-8501 

086-1135 

069-8501 

062-8555 

086-1135 

073-0024 

069-8501 

060-0004 

081-0038 

080-0831 

060-0004 

080-0040 

069-0845 

060-0811 

079-8431 

080-8555 

060-8589 

062-8555 

078-8802 

069-8501 

属

デイリーファームリサーチ

酪農学園大学

帯広畜産大学

北海道立畜産試験場

JAおとふけ

北海道大学大学院獣医学研究科

北海道大学 北方生物園フィールド科学センター

網走市役所

酪農学園大学

北海道立中央農業試験場

静内農業高等学校

酪農学園大学

北海道農業企業化研究所

所

道庁農政部技術普及課

ダンと町村記念事業協会

北海道立畜産試験場

酪農学園大学

北海道酪農畜産協会

北海道立畜産試験場

北海道立根釧農業試験場

日高農業改良普及センター東部支所

日本甜菜糖株式会社

酪農学園大学短期大学部

北海道立根釧農業試験場

酪農学園大学

農業技術研究機構北海道農業研究センター

北海道立根釧農業試験場

酪農学園大学食品科学科

(社)ジェネティクス北海道

北海道立畜産試験場

日本甜菜製糖(株)総合研究所

(社)北海道酪農検定検査協会

北海道大学大学院農学研究院

旭川農業高等学校

帯広畜産大学

北海道大学大学院農学研究院

農業技術研究機構北海道農業研究センター

上川農業改良普及センター富良野支所

酪農学園大学

義

安

珠

弘

千

良

子

行

秋

新

静 子

光昭

謙太郎

健三郎

浩哉

誠

悟

顕

修

治

郎

暢

志

男
止4

f 

朋

智 史

滋

孝

喜

弘

正

富美男

正斗

洋

忠

和

浩

泰

進

春

夫

守

二

信

夫

幸

誠

寛

亮

潔

之

彦

郎

成

名

寿

一
茂

英

圭

潤

雅

万

芳

保

芳

幸

一

桂

員

山

木

橋

橋

橋

橋

橋

橋

内

岡

下

田

田

内

花

中

中

中

辺

川

山

村

田

井

原

門

藤

井

川

津

田

辻

野

村

村

村

山

州

会

之曽

高

高

高

高

高

高

高

竹

竹

竹

竹

竹

竹

竹

田

田

田

田

谷

谷

田

塚

筒

堤

出

出

寺

寺

寺

堂

堂

富

戸

所

栃

土

内

中

中

長

中

中

中

中

中

中

永

名

研

哲

和

孝

幸

酪農学園大学

岡

口

田

村

脇

腰

地

樫

苅

-93-



住

千歳市上長都1041-8

江別市文京台緑町582

帯広市稲田町西2線11番地

帯広市西3条南7丁目14

標津郡中標津町旭ケ丘7

上川郡新得町新得西4線39

札幌市北区北9条西9丁目

北海道北見市桜町1丁目18番地

江別市文京台緑町582

栃木県那須塩原市千本松768

福島県西白河郡西郷村小田倉大平1-531

網走市字八坂196

江別市野幌代々木町62-30

宮崎市学園木花台西1-1

静内郡静内町御園111

中川郡池田町字西2条10丁目5ート325

札幌市北区北9条西9丁目

帯広市稲田町西2線11番地

札幌市中央区北4条西1丁目1 北農ビル

札幌市豊平区羊ケ丘 1番地

士別市東9条6丁目

東京都世田谷区桜ケ丘卜1-1

上川郡新得町新得西5線39

帯広市西24条南2丁目25番地7

茨城県つくば市小野川16-1

帯広市稲田町西2線11番地

帯広市稲大空町7丁目14番地2

標津郡中標津町旭ケ丘7

札幌市北区太平5ート2-20

上川郡新得町新得西5線39

帯広市稲田町西2線11番地

札幌市北区北9条西9丁目

本別町西仙天皇25-1

上川郡新得町新得西5線39

札幌市中央区北3条西6丁目

帯広市西3条南7丁目14

帯広市稲田町西2線11番地

夕張郡長沼町東6線北15号

江別市文京台緑町582

滝川市緑町6丁目2-14

標津郡中標津町旭ケ丘7

網走市字八坂196

帯広市稲田町西2線11番地

福島県西白河郡西郷村大字小田倉字小田倉原l

標津郡中標津町緑ケ丘7

帯広市稲田町基線12番地28

帯広市大空町2丁目12-12

帯広市稲田町西2線11番地

釧路市鳥取南5丁目l番17号

所

13F 

郵便

066-0077 

069-8501 

080-8555 

080-0013 

086-1135 

081-0038 

060-8589 

090-0804 

069-8501 

329-2793 

961-8061 

099-2493 

069-0817 

889-2192 

056-0141 

083-0022 

060-8589 

080-8555 

060-0004 

062-8555 

095-0041 

156-8504 

081-0038 

080-2474 

305-8569 

080-8555 

080-0838 

086-1135 

002-8005 

081-0038 

080-8555 

060-8589 

所属

新生飼料(株)千歳工場

酪農学園大学

帯広畜産大学

十勝農業協同組合連合会

北海道立根釧農業試験場

北海道立畜産試験場

北海道大学大学院農学研究院

北海道立オホーツク園地域食品加工技術センター

酪農学園大学

畜産草地研究所

独立行政法人家畜改良センター

東京農業大学生物産業学部

宮崎大学農学部

北方生物園フィールド科学センター 静内研究牧場

十勝ハンナン

北海道大学大学院農学研究院

帯広畜産大学

(社)ジェネティクス北海道

北海道農業研究センター

上川農業改良普及センター士別支所

東京農業大学短期大学部

北海道立畜産試験場

(独)産業技術総合研究所

帯広畜産大学

081-0038 

060-8585 

080-0013 

080-8555 

069-1395 

069-8501 

073-0023 

086-1135 

099-2493 

080-8555 

961-8511 

086-1135 

080-8555 

080-0838 

080-8555 

084-0905 

北海道立根釧農業試験場

北海道立畜産試験場

帯広畜産大学

北海道大学大学院農学研究院

北海道立農業大学校

北海道立畜産試験場

北海道農政部食の安全推進局農産振興課

十勝農業協同組合連合会

帯広畜産大学

北海道立中央農業試験場

酪農学園大学

北海道立根釧農業試験場

東京農業大学生物産業学部

帯広畜産大学

(独)家畜改良センター

北海道立根釧農業試験場

とかち繁殖技術研究所

帯広畜産大学畜産生命科学講座

雪印種苗(株)道束事業部業務課

-94-

任

勝

弘

潤

子

行

徳

友

二

久

郎

美

寛

郎

仁

明

史

史

幸

き

志

健

男

智

久

雄

介

樹

豊

治

雄

朗

子

治

子

直

司

夫

司

義

豊

博

貴

栄

範

吉

名

紀

二

代

美

武

正

武

由

和

隆

喜

英

和

功

良

賢

信

武

昭

正

武

貴

和

ま

悟

竜

綱

秀

博

重

育

員

研

圭

裕

信

善

孝

正

義

重

延

啓

ロ貝

岡

名

田

部

道

村

邑

山

中

谷

詰

立

川

谷

部

田

植

坂

川

田

東

沼

高

井

山

山

井

永

井

川

田

川

村

山

場

田

野

子

田

田

井

岡

崎

長

本

会

良

谷

牟

寄

奈

新

西

西

西

西

西

抜

野

野

萩

橋

橋

長

秦

蜂

服

花

花

早

林

林

原

坂

菱

日

左

平

平

平

福

福

藤

藤

藤

古

古

宝

干

前

牧

増

増

舛

松

松

松

松

松



住

帯広市南の森東2丁目9-8

帯広市西22条南3丁目9番地16

夕張郡長沼町字幌内1066番地5

札幌市北区北21条西10丁目

上川郡新得町新得西5線39

標津郡中標津町旭ケ丘7

滝川市東滝川735番地-67

江別市文京台緑町582

枝幸郡浜頓別町緑ケ丘8丁目2番地

帯広市稲田町西2線11番地

二海郡八雲町富士見町130

札幌市豊平区羊ケ丘1

札幌市中央区北4条西1丁目1 北農ビル

札幌市中央区北3条西24丁目1-10-1205

上川郡新得町新得西5線39

札幌市豊平区羊ケ丘1

江別市文京台緑町582

上川郡新得町新得西5線39

江別市文京台緑町582

茨城県稲敷郡阿見町中央3-21-1

上川郡新得町新得西5線39

上川郡新得町新得西5線39

中川郡本別町山手町2-3

札幌市中央区南12条西13丁目2-10エンプレム竹原403号

札幌市北区屯田3条1丁目5-21

帯広市大正町基線98-17

札幌市北区北9条西9丁目

浜中町橋北

上川郡新得町新得西5線39

網走市字八坂196

滝川市東滝川町4丁目18-27

札幌市北区北9条西9丁目

河西郡芽室町新生南9線2番地

所郵便

080-0861 

080-2472 

069-1464 

001-0021 

081-0038 

086-1135 

073-0026 

069-8501 

098-5738 

080-8555 

049-3106 

062-8555 

060-0004 

064-0823 

081-0038 

062-8555 

069-8501 

081-0038 

069-8501 

300-0393 

081-0038 

081-0038 

089-3333 

064-0912 

002-0853 

089-1242 

060-8589 

081-0038 

099-2493 

073-0027 

060-8589 

082-0081 

-95-

所属

十勝農業協同組合連合会

十勝中部地区農業改良普及センター

雪印種百株式会社

北海道大学 創成科学共同研究機構

北海道立畜産試験場

北海道立根釧農業試験場

北海道立花・野菜技術センター

酪農学園大学

上川農業試験場

帯広畜産大学

渡島支庁 渡島農業改良普及センター

農業技術研究機構北海道農業研究センター

(社)ジェネティクス北海道

北海道立畜産試験場

農業技術研究機構北海道農業研究センター

酪農学園大学

北海道立畜産試験場

酪農学園大学獣医学部

茨城大学農学部

北海道立畜産試験場

北海道立畜産試験場

北海道立農業大学校

北海道大学大学院農学研究院

北海道立十勝農業試験場

有限会社十勝アグリワークス

北海道大学大学院農学研究院

北海道立畜産試験場

東京農業大学生物産業学部

天北支場

買女

元

夫

寿

勝

彦

諭

利

樹

豊

美

介

成

紀

治

弘

子

昭

裕

子

紀

茂

隆

晴

健

律

明

人

名

就

俊

俊

朋

啓

E

貝

鍋

浦

浦

谷

橋

崎

川

崎

本

本

井

木

ム一品

真

三

三

三

湊

南

峰

宮

宮

宮

椋

村

荒

森

森

森

森

森

森

安

山

山

山

山

山

山

山

山

山

横

米

若

渡
隆

正

裕

道

裕

純

康

栄

敏

清

泰

理

正

政

和

政

修

明

正

井

岡

田

本

好

江

内

川

岸

口

崎

城

田

田

本

演

田

松

部



所住

江別市文京台緑町582

帯広市稲田町西2線11番地

江別市文京台緑町582

帯広市稲田町西2線11番地

北海道網走市八坂196

帯広市稲田町西2線11番地

帯広市稲田町西2線11番地

帯広市稲田町西2線11番地

江別市文京台緑町582

帯広市稲田町西2線11番地

員

郵便

069-8501 

080-8555 

069-8501 

080-8555 

099-2493 

080-8555 

080-8555 

080-8555 

069-8501 

080-8555 

A 
M 
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生ー芦ム
十

生物産業学部

属所

酪農学園大学

帯広畜産大学

酪農学園大学

帯広畜産大学

東京農業大学

帯広畜産大学

帯広畜産大学

帯広畜産大学

酪農学園大学

帯広畜産大学

司

奈

美

平

鵬

美

郎

弘

子

名

m

崇

玲

裕

良

浩

太

町

智

由

員

木

佐

浦

橋

村

西

川

野

島

会

匂

座
鈴

阿

三

高

王

西

小

古

飯



会員名

(株)コーンズ・エージー

デーリィマン社

ニチロ畜産株式会社

ホクレンくみあい飼料株式会社

ホクレン農業協同組合連合会

メルシャンフィード株式会社

株式会社ヰセキ北海道

株式会社三幸商会

株式会社土谷製作所

雪印乳業株式会社 酪農総合研究所

十勝農業協同組合連合会

小野田化学工業株式会社

雪印種苗株式会社

雪印乳業株式会社北海道支社酪農部

賛助

郵便

，ヘ E司

宏 貝

住 所

061-1433 恵庭市北柏木町3丁目104番地l

060-0004 札幌市中央区北4条西13丁目l番39

063-8510 札幌市西区西町北18丁目1-1

営業項目

食肉および食肉加工品

の製造販売

060-8651 札幌市中央区北4条西1丁目l番地北農ビル18F 飼料製造

060-8651 札幌市中央区北4条西1丁目

059-1373 苫小牧市真砂町38-5

006-0805 岩見沢市5条東12丁目

063-0062 札幌市西区西町南17丁目2-44

065-0042 札幌市東区本町2条10丁目2-35

065-0043 札幌市東区百穂町6丁目1番1号

080-0013 帯広市西3条南7丁目14

060-0003 札幌市中央区北3条西1丁目ナショナルピル

004-8531 札幌市厚別区上野幌1条5丁目1-8

065-0043 札幌市東区苗穂町6丁目1-1

科学機器、乳加工用機

器器具、乳加工用乳酸

菌・レンネットの販売

牛乳・乳製品の製造、

販売

全国酪農業協同組合連合会札幌支所 060-0003 札幌市中央区北3条西7丁目酪農センター内

日本全薬工業株式会社 065-0022 札幌市東区北22条東9丁目

北海道オリオン株式会社 003-0027 札幌市白石区本通18丁目北3-66号 酪農機器、酪農施設、

糞尿処理機器、畜産環

境施設の販売

北海道ホルスタイン農業協同組合 001-8555 札幌市北区北15条西5丁目20 乳牛(ホルスタイン)の登録、

乳牛・肉牛の斡旋販売、

家畜市場

ジェネティクス北海道

北海道草地協会

北海道農業開発公社畜産部

北海道富士平工業株式会社

北原電牧株式会社

明治乳業株式会社北海道事業本部

アース技研株式会社

JA全農札幌畜産生産事業所

北海道農業企業化研究所

日本甜菜製糖株式会社

060-0004 札幌市中央区北4条西1丁目1 北農ビル

060-0003 札幌市中央区北3条西7丁目 酪農センタ-4F 自給飼料生産関係の調

査、研究および情報提

供

060-0005 札幌市中央区北5条西6丁目ト23農地開発センター内

001-0027 札幌市北区北27条西9丁目5-22 獣医畜産機器、理化学

065-0019 札幌市東区北19条東4丁目

003-0001 札幌市白石区東札幌1条3丁目5-41

080-0106 河東郡音更町東通り 20丁目2-9

060-0003 札幌市中央区北3条西3丁目ト47NORTH33ビル7階

061-0600 浦臼町於札内315-118

080-0831 帯広市稲田町南9線西13
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機器、牛乳分析器、土壌

分析器の販売



北海道畜産学会編集委員会

良悟(酪農大)

宏一郎(北 大)

聡ー(道立畜試)

正人(帯畜大)

隆徳(北大)

賢一(酪農大)
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田

山

合

邑

寺

上

陰

河
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泉

長

員

口県委

委

編集幹事

戸』--=ロ

本年度も皆様のご協力により、第52巻を無事発行できました。ご寄稿、

読をお引き受けくださった審査員各位に心より感謝申し上げます。なお、

をお詫び、申し上げます。

今回は初めての試みとして新しく名誉会員になられたお二人に総説の投稿をお願いしました。この企画に関して

は、編集委員が交代になっても継続していただきたいです。

大会報告については編集委員会で検討した結果、今号での掲載を見送りました。近年の大会報告は特集ならびに

会務報告に記載されている内容と重複しているとの判断からです。これに関してご意見のある方は編集委員会まで

ご一報いただければと思います。

最後になりますが、原著論文の投稿数は前号に引き続き低調でした。次号には投稿数の増加を期待しますと同時

に、会員の皆様のご協力を賜りますようお願い申し上げます。

ご投稿くださった著者の皆様ならびに査

事務局の不手際で発行が遅れましたこと

後集編

複写をされる方に

本誌に掲載された著作物を複写したい方は(社)日本複写権センターと包括複写許諾契約を締結され

ている企業の方でない限り，著作権者から複写権等の行使の委託を受けている次の団体から許諾を受

けて下さい.著作物の転載・翻訳のような 複写以外の許諾は 直接本会ヘご連絡下さい.

干107-0052 東京都港区赤坂9-6-41 乃木坂ビル

(中法)学術著作権協会

Tel:03-3475-5618 Fax:03-3475-5619 E-mail:jaacc@mtd.biglobe.ne.jp 

アメリカ合衆国における複写については，次に連絡して下さい.

Copyright Clearance Center， Inc. (CCC) 

222 Rosewood Drive， Danvers， MA 01923 USA 

Phone: 1-978-750-8400 Fax:1-978-646-8600 

N otice about photocopying 

In order to photocopy any work from this publication， you or your organization must obtain 

permission from the following organization which has been delegated for copyright clearance by the copyright 

owner of this publication. 

<Except in the USA> 

Japan Academic Association for Copyright Clearance， Inc. (JAACC) 

6-41 Akasaka 9-chome， Minato-ku， Tokyo 107-0052 Japan 

Phone:81-3-3475-5618 Fax:81-3-3475-5619 E-mail:jaacc@mtd.biglobe.ne.jp 

<In the USA> 

Copyright Clearance Center， Inc. (CCC) 

222 Rosewood Drive， Danvers， MA 01923 USA 

Phone:1-978-750-8400 Fax:1-978-646-8600 
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