
一特別講演ー

アメ U力における飼料作物の収量、草質および

季節生産性改善に関する研究活動とその成果

-北海道における草地・畜産の印象-
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講演者の紹介(北農試草開 2部長、高瀬昇氏)

カールソン博士は 1963年Kペンシルベニア州立大学を卒業されまして、専攻は植物生理学で

あります。それからベノレツグイルKあ右米国農務省の作物科学研究部 (P工ant Science 

Ra a e a r c h D i v i a i 0 n )の草地・牧野研究科 (Forage and Range Reaearch 

Branch) ttL入られ、現在そこで草地・牧野研究指導官として、アメリカの東半分Kおける草地

研究の企画、調整、指導関係の仕事Kたずさわっておられます。また一方ではご専門の植物生理学

K関する研究を実際Kやっており、その成果を牧草の育種K結びつけるという立派な研究を続けて

おられます。

今回、日本の科学技術庁の「外国人研究者の招へい制度JK応募されまして、今年の 7月から来

年 1月末まで、 7カ月間北海道農試Kおきまして牧草関係の研究を続けておられます。来日以来主

として牧草の草種および品種の光合成能力を検定しながら、それらの育種との結びつきなどにつ

いて研究されております口

一方、道内ならびK日本各地を廻って牧草・草地研究の現状をつぶきに視察されております。今

回、とく K私達の要望を入れられまして、すでKご案内のような課題についてど講演をお願いする

ことになりま Lt.こo

さきほど、ご専門は植物生理学であると申し上げましたが、非常K広い知識を持っておられ、わ

れわれがつねづね感銘しているところでございますが、本日はその広い知識をど披露して頂ければ

幸いと思いますロ非常K簡単ですがご紹介の言葉といたします。

講演

Pタカセサン、 ドワモアリガトワゴザイマシタロ ミナサン、コンニテハ(日本語で)0 /1 

はじめに、北海道草地研究会が今日の午後私K講演する機会を与えて下さった事K対しまして、

心から感謝申し上げますロ私K与えられた演題は「アメリカKおける飼料作物および家畜K関する

研究の紹介および日本における草地・飼料作物ならびK家畜K関する研究の印象」ということでご

ざいます。ご承知のよう K、非常K範囲の広い課題でありますヵに時間の許す限りこれらのことに

ついてお話ししたいと思います。

これまで何回か講演会やセミナーで「米国Kおける草地・家畜の研究事情」をご紹介いたしまし

たので、皆さんの中KはすでKおきき比なった方もあろうかと思います。そこで、ある部分は同じ
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事を繰返してお話しすることKなりますが、この点あらかじめど了承頂きたいと思います。しかし、

今日は同じ事柄でも前のとは違い多少体裁を変えてお話ししようと思います。

まず、米国でわれわれが直面している問題点、問題解決のためのアプローチや研究の成果をど紹

介しながら、研究K対する私の考え方や哲学を申し述べたb、と思います。話が進むにしたがって、

みなさん方も北海道において、われわれが米国で逢着しているのと同じような問題K直面している

こと Kお気づきになることでしょう。(ここからスライドを映写しながら講演を進める)

1.エネルギーの転換ーダイナミツク・システムー

はじめK、われわれの飼料作物や家畜K関する研究は多くの要因の結合したものであることを

考えてみたいと思います。そして、それらの要因が機能的K体系づけられていることをいつも頭

におかなければなりませんo つまり、太陽光線をわれわれの最終目標である家畜生産K作り変え

る、いわゆる太陽エネルギーの転換Kついて申し上げているのであります。その家畜生産はこの

ように(第 1図)管理、環境、、植物など多くの要因によって影響されています。

そこで、研究者は家畜が必要としている飼料の量、

それぞれの品質およびその給与時期などを考慮し、

同時に牧草は環境、温度、降水量あるいは農家自身K

よる管理法によって影響をうけることを念頭において

研究を進めなければなりません。この研究K対する基

本的な考え方は米国KおL、ても、日本Kおいても全く

同じであります。

これから、米国で過去に行なわれた、あるいは現在

行なわれつつある研究のいくつかを紹介しながら、家

畜生産や牧草生産を制限する環境、管理、生産者ある

いは消費者などの要因を説明し、研究とどんな関連が

あるかをみてゆきたいと思います。

2.虫害

アルフアルフア。クイーグイノレ(ぞうむしの一種)は米国東部で非常K大きな問題でありまし

j
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 第 1図 エネルギーの転換

ータ1イナミツク.システムー

た。この虫はアルフアルフアの葉を喰害し、草立ちゃ革勢を著しく減少させます。ベノレツグイノレ

のDr.C. H. Hans onおよび彼のスタッフはアノレフアルフア。ワイーグイノレの防除法を研究し、

5カ年という非常K短かし、期間K抵抗性を示す新品種を育成しました。まず、アルフアノレフア.

ヲイーグイノレK対する抵抗性個体を探すことから始めたのですが、抵抗性の内容を子葉の喰害程

度、幼虫成育肥大度および産卵数の 5段階K区分し、 1つの段階で抵抗性を示した植物は次の段

階へ進み、順次K検定を重ねて「チーム」と呼ばれる新品種を育成しました。この品種は管理を

適切に行ない、最少の薬剤散布をやるだけでかなりのワイーグイノレ抵抗性を発揮します。この品

種の出現Kよって、アルフアルフアは再び米国東部Kおける重要草種の位置を取戻すことができ

たのです。この品種は育種家、農学者および昆虫学者達がチームとなって協力して作出した所K

大きな意義があるとして明 TEAM."白と名づけられましたo これらの研究者グループの緊密な協力
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がなければ新品種の育成は不可能であったでしょう o

a病害

アルフアノレフア・ワイーグイノレは昆虫と L 、う、環境要因の 1 つですが、環境K よる告I~艮因子は

ほかKもあります。

アイオワ州の南部の例ですが、アノレフアルフアは排水のよい高い土地ではよく生育しますが、

土地が低く湿った土地ではよく生育せず次第K株が枯れて消失して終います。ミネタソタ州の

Dr. D 又 Barnesはこの点K注目して、排水のよい所K生育した個体と湿地K育った個体を

堀取って調査したところ、湿地で生育した個体は必ずしも生理障害Kよるものでなく、ファイト

フトラ(Phy七oph七hora)という病気K侵されていることを発見しました。

この病気は十分な湿気がないと繁殖できない性質をもっています。そこで Dr.Barnesは重

粘土の闘場K毎週 1回濯甑して多湿条件をつくり、このファイトフトラとし、う病気K対する抵抗

性個体の選抜を始めました。このような多湿条件下で生育した個体はファイトフトラK全く擢病

していないか、または抵抗性を持つことが判りました。これらの選抜系統 CMinn-Syn-2)

をほかの代表的品種(Verna工および Saranac) と多湿条件下で比較したところ、選抜系

統の生育が非常Kよく、初年目の生草収量は他の品種の 2倍以上あったといっていますロ

この抵抗性系統はまだ品種として成立していませんが、近い将来普及K移されることでしょう。

われわれ牧草研究者Kとって、この湿地抵抗性品種育成の意義は極めて大きく、重大な問題を一

挙K解決することKなりましょう。すなわち、これまで良い土地であっても多湿であるためKア

ルフアルフアを栽培できなかった土地がたえさんありますが、この品種を適用すれば、それらの

土地にも栽培可能となります。米国で最も重要な飼料作物の一つであるアルフアルフアの栽培面

積は急速K拡大すると考えられます。

この湿地調完i生品種の育成Kついて、もう一つ大事な点を指摘しておきたいと思います。今まで

われわれ牧草研究者は、湿地Kおけるアノレフアルフアの生育不良は生理的障害Kよる碍えていた

のですが、実は病気の問題であったという事実です。このことは、育種家と生理学者、さらには

植物病理学者が緊密K協力し、一緒Kなって研究しなければならないことをハツキリと教えてい

ると思います。

4. 低温 障 害

亜熱帯イネ科牧草であるパY ゴラグラスはフロリダ州北部およびジョージア州南部Kおける重

要な牧草です。しかし、このパ Y ゴラグラスの大きな問題は夜温が 1oOCKなると生育が停止す

ることですロパンプラグラスを 30~ 20~ 100C の夜温Kあてた場合の乾物重をみると、 1 OOC 

でパンゴラグラスの生長が著しく減退することがハツキリわかりました。

フロリダ州の Dr.S.旦 Wesちおよびベノレツグイルの私の部下職員がこの問題を研究し、夜

の低温はパンゴラグラスの生長を抑制するだけでなく同化率も低下させることをつきとめました。

われわれはさらKこの問題を研究し、 Dr.Wes七と Dr" N. J. Cha七terton は、一晩 100 

8ミ6oCの低温Kあてただけで同化率が減少し、同時K葉緑体内の澱粉が増加することを見出し

まLtこ。
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ベノレツグイルの Dr.Cha七tertonはさらK、分けつをしてL、ない植物は低温の影響をはげし

く受けるが、活発K分けっしつつある植物は全く低温の影響を受けないという興味ある観察をし

ました。 Dr.WestはさらK研究を進め、}低温は濃粉を分解する酵素のアミラーゼ活力K影響

し、夜温が低いと葉緑体内の減粉が加水分解しないために灘粉が増加することを発見したのです。

与はが私が知っている最新の情報ですが、その後の消息Kよれば、 Dr.We s七はジベレリンを植

物K散布すること Kよってアミラーゼ活力を増加させ、夜の低温障害を予防することに成功した

ということです。このよう K、亜熱帯牧草を栽培する農家が直面していた低温障害の問題は見事

比解決され、実用的な新しい管理技術を提供して、放牧期間の延長K大きな貢献をしたのであり

ます。

虫害、病害および低温障害と、飼料生産を妨げ、その問題を解決するための研究方法K大きな

影響を与える環境要因Kついて述Iぺて参りました。

5.季節生産性の平準化

さて、こんどは話題を変えて、家畜側から要求される領域を考えてみましよう白つまり、乳。

肉牛および子牛が要求する飼料ですが、これらは年聞を通じて均一であり、予測できる事柄であ

ります。

ミズーリ州ではトール・フエスクやオーチヤードグラスを栽培していますが、春と秋は家畜の

要求K見合うだけの飼料を生産するので問題はありません。しかし、 7月........8月はトール・フエ

スクの生育が停滞するため非常な飼料不足となります。この問題を解決する方法は原則としては

非常K簡単で、コースタル・パーミユーダグラスのように 7........8月Kよく生育する他草種を利用

して飼料生産の谷を埋めています。

ミズーリ州の Dr.A. G. Matchesはこの夏の飼料不足の問題K取組んでおり、 1草種利用

あるいは補充飼料K頼る方式K代る新しい利用方式を研究中であります。その一つの方法として

考えられた方法は、春のトーノレ・フエスクの余剰草を刈取り、乾草として樹包してそのまま草地

K放置しておき、飼料が不足する 7，.....8月Kその乾草を給与する方法であります。この方法は非

常K簡単ですが効果的で、以前は 7......8月rc1日1ポントずつ牛が帯せていたものが、今は 1日

1ポンドずつ体重が増えるよう Kなりましたので、その豊島ま 1日2ポンドということ Kなります。

農家または土地の状況Kよっては機械で乾草を作れないところもありますから、そういう所で

は夏Kよく生育するパールミレツトをすすめています。しかし、この草種は 1年生でありますか

ら毎年播かなければならない繁雑さがあります。そこで、 Dr.Matchesはスイッテグラス・

ラプグラスあるいはコクージョン・フ・ルーステムなどの夏型多年生草種K注目しているところで

す。

バールミレツトは普通、降霜前K成熟して葉が黄化します。ジョージア州のDr.G. W. Bur七∞

はミズーリ州で初霜または強霜がくる秋まで開花しないで、緑色を保ち、葉が生長を続ける晩生

のパールミレツト品種を育成しました。この品種を使えば、夏の飼料不足を回避するだけでなく、

夏から秋まで利用期間を延長することもできます。

ベルツグイルの試験結果Kよりますと、アルフアルフア@ペレツト、へイ・ベレツト、あるい
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はグラス。ベレツトは牛の肥育用として濃厚飼料Kかなり近いエネノレギーを含むことがわかり、

飼料作物一家畜体系の中で重要な構成要素Kなってきております。

ベルツグイノレの肉牛研究科家畜栄養研究室の Dr.R Oltjen の試験Kよりますと、 フィー

ド・ロットでアノレフアルフ了。ベレツト 100掃与えた肉牛は 1日1.1 Kg.の増体を示し、 トウモロ

コシだけで飼育した肉牛の増体量 1日1.3 Kg. VC匹適する成績をあげております。

6.草質の改善

家畜が要求するものは飼料の量だけではありません。飼料の品質、採食性、消化率および家畜

自身Kよって利用される割合など、われわれがよく考えなければならない数種の事柄があります。

そこで、育種家や研究者は飼料の品質を改善するためKは、どの飼料作物をどのような方法で改

善するかを考えなければなりませんつ

ジョージア州テイフトンの Dr Burtonはパーノレミレツトの草質を改善するため、遺伝子K

よって簡単K支配される草型の媛化を考えました。そして、普通の長稗種から多葉で短稗な新品

種を育成したのです。ここで重要なことは飼料の乾物収量ではなくて、家畜生産Kどのよう K影

響するかであります。第 1表Kよりますと、短梓種の乾物収量はたった 78婦にすぎません。し

かし、その消化率は 7婦増加し、家畜の採食量は 21掃多くなっております。その結果として、

平均増体重は149婦と非常K高くなっております。一方、 1 K~増体 K要する乾物重は 8 0婦であ

るが、 μ当りの若牝牛の増体量はむしろ短稗種の方が少なくなっています。この成績は非常K重

要な意味を含んでおります。つまり、飼料の品質が向上したため家畜が多く探食し、家畜が急速

K大きくなるため、最終的Kは家畜生産の増大Kつながる訳であります。また、乾物収量が少な

いということは、取扱かう飼料の量が少なくてすみ、労力や資金の投入も軽減されてきますので、

農家Kとってはむしろ有利Kなってきます。その結果、より少ない飼料、より少ない家畜頭数で

も従来の長稗種と同等の家畜生産をあげることができるのであります。

草質改善で成功したもう一つの例をご紡ヤし 第 1表 ノ〈ールミレツトの普通長稗種と改良

ましよう。それは同じく Dr..Bur七onVCょっ 短稗種の成績比較

て行われたパーミユーダグラスの品種改良であ

ります。従来のコースタル.パーミユーダグラ

スから、消化率を基準Kして選抜を繰返し、

「コーストクロスー 1JとL、う品種を作ったの

であります口この選抜K用いられた方法はナイ

ロン袋Kよる乾物消化法でありまして、消化率

の向上という 1点Kしぼって選抜したところK

特徴があります。

(穂苧期刈取り、人工乾燥したもの)

項 目 o
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種
一
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稗
一
長
一

短一

乾物収量

乾物消化率

乾物摂取量

平均増体重

1 Kg.増体当り乾物重

μ 当り若牝牛倒曽体量

1 0 7  

1 2 1 

149  

8 0 

9 7 
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第 2表 パーミユーダグラス品種の「コールタル」および

「コーストクロスー 1Jの成績比較

項 目 コースタノレ コーストクロスー 1

ナイロン袋内消化率 100 1 1 2 % 

人工乾燥飼料の日平均増体量 100 1 3 0 

放牧下Kおける日増体量(ポンド) 1. 4 8 1. 6 2 

ベレツト給与時の If 1. 8 8 2. 3 1 

放牧下Kおける If (第 2試験) 1. 1 0 1. 4 9 

第 2表でおわかりのよう K、ナイロン袋Kよる乾物消化率はコースタルが 100% VL対し、新品種

のコーストクロス田 1は 12弼高くなっております。そして、人工乾燥飼料を給与した場合の日平

均増体量は 30弼増加し、放牧あるいはベレツト給与時の増体量もかなり高くなっております。ベ

レツト給与時の日平均増体量(2. 3 1ポンド)は 1Kg.以上K相当することをみても、消化率という

一つの形質を改善しただけで、 L、かに家畜生産を増大させるかということがおわかり頂けると思い

ます。

飼料作物の品質の中で考えなければならないもう一つの要素として、採食性あるいは噌好性があ

ります。われわれはこの噌好性とは何であるかを知りたいと思うのですが、仲々難かしいことです。

ところが、このスライドでごらんのよう K、 リードカナリーグラスのある系統は羊Kよく好まれ、

ひんぱんに食べられるので非常K短かくなっています。それK反し、ほかのある系統は羊が全然、見

向きもしないためこんなK長く伸びて残っています。

ミネソタ州の Dr G Mar七enがこのリードカナリーグラスの噌好性K関する研究を進めてお

りますが、一方、育種家の Dr. A. W. H 0 v i n はリードカナリーグラスの噌好性Kついて選抜を

行なっています。 Dr.Mar七enは噌好性は植物体内K含まれるアノレカロイドの総量と密接K関係

し、アノレカロイド含有量が多い植物ほど家畜の晴好性が劣ることを発見しました。これらのアルカ

ロイドは、 リードカナリーグラスK含まれ、羊のプライン・スタガー (Blind S七agger守羊

K起る一種の病気で酒K酔ったよう KフラフラKなって死亡する)をひき起すアノレカロイドと関係

があるといっています口 Dr Martenはこのアノレカロイドが羊の生長K及ぼす影響を研究中であ

ります。また、われわれはアルカロイド含有量の高い系統と低い系統を選抜して、両系統を比較検

討しております。

さて、牧草生産を抑制しわれわれの研究K影響を及ぼす要因としては環境、.虫害、病害、温度があ

り、家畜側の要因としては要求される飼料の量および草質を取り上げて述べて参りました。

6. 家畜生産の将来の見通し

きらKもう一つ、われわれ草地研究者の仕事K重大な影響を与える要素があります。それは家畜

生産の将来の見通しと変化であります。ここでは肉用牛だけを取上げ第 5表K米固における 10年

後の生産計画を示しましたo
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第 5表 1 980年Kおける米国の肉用牛生産計画

項 目
1 970年を

年間の総生産
100とした増減率

繁殖牝牛頭数 十 14 守も 5，600 万頭

子牛の割合 十 2 

年間総子牛生産頭数 + 1 6 5，075 fI 

年間と殺子牛 fI 4 2 261 " 
年間と殺 " + 2 4 4，260 " 
肥育牛と殺 " 十 38 3，1 50 fI 

司F、4、4咽

年間の肉生産総量 + 29 260 億ポンド

(約 1，180万t ) 

これKよりますと 10年後の年間肉生産総量は 1970年の 29弼増となっております口この

い 80万七の肉を生産するためKは、飼料作物、濃厚飼料、肥沃地、不良地などK依存する割合、

あるいは利用する方法など Kついては、われわれが研究を進めながら考えなければならない事柄

でありますD

7.牛肉需要の増大と肉質に対する好みの変化

米国Kおける年間 1 人当りの肉消費量は年々増加しておりまして、5 年前 ~'1 20ポYド(約 54 K~ ) 

であったものが、現在では 140ポンド(約 64K~ ) ~増加しまじた。

肉の消費量が増加したばかりでなく、われわれの肉K対する好みも変ってきましたo 何年か前

Kは脂肪の多い、いわゆるサ‘ンの入った q 霜降り"肉がみんなに好まれていたのでしたが、この

頃は脂肪が少なく、赤肉の多い、柔らかで、汁の多い若牛の肉を好むよう Kなってきたのです。

米国における牛肉の等級づけでは、 特上(プライム=Prime)、上(テヨイス=血oice)、

並(グッド=Good)~分けられています。市場で売られている牛肉の大部分は、まだ 2 番目の

上肉ですけれども、最近は 5番目の並肉を探して買求める主婦がふえてきています。

8.肉牛の肥育法

私Kは、肉牛生産体系を詳しく述べることはできませんが、米国Kおける大勢を申し上げます

と、肉牛の多くはフィードロットで生産されています。大経営のフィードロットは大きな人気を

呼んでいることは事実ですけれども大部分の肉牛はまだ個々の農家で小規模K繁殖し、肥育され

ているのが実情であります。

肉牛の肥育Kはアンガス、ヘレフォード、シヤロレ一、これらの交雑、あるいは乳牛と肉牛の

雑種など何んでも使われています。

1 O，..__， 1 5年前までは、米国でも 9 0日，..__， 1 20日間肥育し満 2才あるいはそれ与L上の牛をと殺

するのが大部分でしたo しかし、最近では若い、柔らかL、肉が好まれるよう Kなったため、生後

1 5，..__， 1 8カ月までK肥育を仕上げる傾向K変ってきています。最も新しい方法では生後 11，..__， 

1 2カ月で体重 500K9-の牛を生産できるよう忙なりましたD これらの素牛は乳用子牛(雄子牛あ
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るいは若牝牛)で生後直ちKフィードロット K入れ、餌を食べるようになったら、と殺するま

で濃厚飼料だけで飼育する方法であります。乳牛は元来、速く生育する能力をもっていますから、

年平均の 1日増体量は 5ポンド(1. 4 K:t弱)ですが、最も盛んK生長する時期は 1日5ポシド(2.3

K:t )以上増体します。

こうして生産された牛肉は、脂肪も赤肉も適度で、若く柔らかく家庭の主婦の好みにピツタリ

合っていますから、売れ行きも良好と L、う訳です。勿論、農家の利益も大きいので農家自身もこ

の方法を好んでいるようです口この短期肥育Kおける 1~増体K要する飼料は 4 K&，-ですから、フ

ィードロットの標準とされている 6........8 K:tと比べると、はるかKすぐれております。

さて、米国Kおけるわれわれの草地研究あるいは飼料作物の生産K影響を及ぼす要因として、

環境、家畜、消費者、生産者の 4つを述べて参りましたが、これで米国Kおける研究の話を終り

たいと思います。

一北海道における草地・畜産の印象ー

残念ながら私は日本の実情Kついてほとんど知識を持っておりませんD しかし、幸い北海道、

本州、四国、九州へ旅行する機会を与えられ、それぞれの土地で研究者や農家の人々にお会いし、

大へん親切Kして頂きましたo そこで、私の知見あるいは印象と L、うのはそれらの方々からお聞

きした情報が基礎Kなっているといってもよいでしょう。また、不幸なこと K、私は日本語を読

めませんので、最近の日本の文献や雑誌Kどんな事柄が載っているか全く判りませんo そのため、

日本K関する私の知識は非常に限られておりますので、これから述べることは私の示唆や提言と

してではなく、私の所信あるいは意見の形で、私が見たまま感じたままを申し述べてみようと思

います。

私は日本Kおける過去の事柄も知りませんし、偏見や先入観も持っておりません。また将来の

こと K関しても考えが及びませんから、今、現在のこと K限ってお話し申し上げたいと思います。

9。 日本て畜産物消費が少ないのは何故か

まず、はじめK日本における牛肉および乳製品の消費量をみてみましよう。オーストラリアや

米国と比べて非常K少ないのは何故でしょうか。これは私自身K対する質問であったのですが…

…。牛肉や牛乳の消費が何故少ないのか、正確な理由を皆さんご存知でしょうか。食肉Kついて

消費者が要求し希望していることは、食肉や牛肉が豊富K市場K出廻ることだと思います。現在

の日本式食物K取って代るものは何でありましょうか。肉料理の知識が十分でないこと、日本の

文化や慣例、あるいは牛肉料理が日本食の基本である米飯や味噌汁Kうまく合わないということ

もあるからでしょうが、牛肉K対する日本人の食欲や味覚は、少なくともある程度は異質なもの

* K違いありませんD スキヤキや大部分豚肉を使う日本式ハンバーグは別として、日本の家庭の

主婦は牛肉をどの様K料理するか知っているでしょうか。また、その栄養価値Kついてどの程度

の知識をもっているでしょうか。私の想像するところでは、これらの点Kついての知識、啓蒙が

不十分なように思われます。

牛肉の消費量を論ずる場合、われわれが考えなければならないもう一つの要因は消費者の購買

持 訳者註、正式Kは牛肉を材料として作る。
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能力であります。もいここ K魚と牛肉があり、その値段が同じ場合あるいは値段が違う場合で

もいいですが、消費者は牛肉を買うためKどれだけの金を支出するでしょうか。これらの質問K

答える資料として、すでK消費者の牛肉購買力あるいはその傾向Kついて調査されておれば.結

構です。しかし、まだそうし、う調査資料がないとすれば、。牛肉K対する家庭主婦の意見や人々の

味覚、好みを調査すべきであると思います。そして、肉食奨励運動を展開するとか、肉食Kつい

ての教育番組を作って啓蒙すべきであるうと思います。こうした運動や番組は北海道草地研究会、

北海道畜産会あるいは草地・畜産の振興K関心を持つ人々がスポンサ-vcなって行なうべき性質

のものと思います。

10.家畜生産の効率を上げるには

つぎK、もう一つの問題として生産効率としづ面があります。北海道では 6カ月という長い間

貯蔵飼料K頼らなければなりませんo この貯蔵飼料を一調製するための機械投資は葉大であります。

また北海道では気象条件が悪いため、高品質の乾草やサイレージを作ることは大へん難しいこと

です。もし、機械力がなければ、サイレージの屑のような、品質の悪い乾草をベールすることに

なりかねませんから、 1等級の乾草を作るためKはどうしても機械への投資は必要と思われます。

そこで、北海道では夏の飼料を最大限K刑即する必要があり、家畜Kとってもその方が望まし

いのであります。この夏飼料の最大利用とし、う点から考えますと、子牛の分ベん時期を、春K分

ベんさせる従来のやり方を変えて、秋K分ベんさせる方がよいよう K思われます。春分ぺんの場

合、子牛が十分K牧草を利用する頃Kはもう夏が過ぎ放牧草がなくなっている頃です。そして、

翌春の牧草ができるまでKはその子牛は満 1才Kなっている訳です。秋K子牛を産ませれば、翌

春Kは生後 6カ月以上たっていますから、春から秋まで十二分K牧草を利用できること Kなりま

す。

濃厚飼料も問題であります。その大部分は輸入品であり、非常K値段が高いようですD 濃厚飼

料K代るものとしてトウモロコシ。サイレージ、アルフアノレフアの乾草やベレツトあるいは成型

乾草(ペレツトド・グラス・へイ)を最対艮K利用するようおすすめします。これらの成型飼料

は濃厚飼料K匹適する栄養分を含んでおります。

11.泥炭地帯にはリードカナリーグラスを

さて、私は天塩支場を訪問し、泥炭地で行なわれている試験をみて強い感銘を受けましたo あ

の辺一帯は広大な泥炭地が拡がっていますが、肉牛の繁殖あるいは乳牛地帯として好適する所と

思います。 ミネソタ州Kも天北.天塩の泥炭地と非常K似ている地域がありますが、そこではリ

ードカナリーグラスがよく適応し、よい成績をあげていますので、北海道の泥炭地帯Kもリード

カナリーグラスの栽培をおすすめいたします。米国でもリードカナリーグラスの問題として、草

質粗剛とか再生不民などが論じられましたが、管理技術の改善Kよって問題は解消いたしましたo

リードカナリーグラスの問題は、この牧草の生育相や管理方法を研究すれば容易K解決できるこ

とであります。

12乳・肉経営、乳肉交雑種、若牛肥育のすすめ

牧草Kついて一寸ふれましたが、つぎK家畜の方はどうでしょうか。現在日本KはすでK、肉
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生産K利用できる乳用雄子牛および若干の乳用若牝牛などの家畜資源が豊富K入っていると思い

ます。私は日本各地を旅行して、日本Kはまだ、巨大な飼料生産の可能性が残っていると思いま

した。また同時K家畜頭数増加の可能性も極めて大きいと思いました。そこで、最初K乳牛頭数

の増加に力を入れるべきだとは思いますが、それと同時K乳・肉経営の増加を図るべきだと考え

ます。日本全国あるいは北海道ではまだ乳牛頭数の増加に力を入れているときに、肉牛も同時K

ふやすということは、はじめは難しいことかも知れません口しかし、乳牛頭数が目標K達したら、

乳用牝牛と肉牡牛、肉用牝牛と乳用牡牛の交雑種を作ることは極めて容易であると思います。

3'"'-'4才でと殺される牛の数が総と殺数の何必 K当るか、私は知りませんが、日本ではまだ、

このよう K年とった牛の需要がかなり高いときいております。しかし、生産効率としサ点から考

えますし 2才でと殺する方がはるかK有利であります。つまり、単K体重維持K要する飼料費

一つを取上げてみても、 3 ...... 4才まて旬育するのし 2才でと殺するのとでは、 2才仕上げの方

がはるか托少ない飼料費ですむからです。先ほど私がふれましたよう K、冬の条件の厳しい北海

道では、この維持飼料費の軽減ということが最も重要なことであると思います。

13. 冬の家畜管理は乾燥条件で

米国で行なわれた試験結果Kよりますと、牛は寒気K耐える力をもっていますが、寒い上Kさ

らK湿気が加わりますとー個体維持K要するエネノレギーは 10倍Kハネ上ります。したがって、

北海道で冬期間肉牛を飼う場合Kは、少なくとも、乾いた状態て旬育することが肝心です。

140 牛肉の等級基準を改訂しては

もう一つ重要な面として市場・流通関係があります。これは生産者Kとっても消費者Kとって

も重要なことですD まず、いま日本で解決しなければならない最大の問題は、今までの食肉等級

方式を改めることだと思います。庖頭で買い求めようとしている肉が、どういう等級の肉である

か家庭の主婦がわかるよう Kしなければなりません。また、生産者としては、今、自分が生産し

売却しようとしている肉はどの等級K当るか、予知できるよう Kすべきだと思います。

等級づけの基準を訂正または変更する時Kは、ある程度消費者の希望とか好みK基づいて、決め

るべきでありまして、東京の卸売業者または仲買人がどういう肉を消費者K売出そうとしている

のかを基準KしてはL、けませんo また、畜産業者が一片の肉をみて明院できる柔らかさ、多汁性

その他の調査成績に基づいて等級づけの基準を設定すべきだと思います。

15. もっとコミュニケーシヨンを活発に

最後Kもう一つ、各地で見たり聞いたりして感じたことは、コミュニケーγ ヨンの不足であり

ます。ある農家の方が、普及員からほしいと思っている情報や指導が仲々得られない、と私K話

してくれました。多分、地域内および地域聞の研究者の情報交換が乏しかったからそういう戸が

きかれたのではないでしょうか。私はここで特別な例としてこれを申し上げているのではありま

せんo コミュニケーγ ョンが大切であるということは、日本K限ったことでなく、人聞が存在す

る限り何処でも共通する大事な問題だと思います。コミュニケーシヨン(情報の伝達)は、研究

者から普及員、農民K行く場合と、反対K農民から普及員、研究者K行く場合と、双方から行な

われなければなりませんo
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それでは、これからここで二方向のコミユニクーシヨンを少しやってみようではありませんか。

質問がありましたら、どうぞ……。

質疑応答

質問 (道専門技術員、西勲氏)

北海道でもシヤロレーが南の方で集団で飼われておりますけれども、カールソンさんのシヤロ

レ-V'Cついてのご意見を聞かせて下さL、。

答:私は、米国で行なわれたシヤロレーとその他の肉牛品種との交雑試験報告を読んだ程度で

詳しい情報は持っておりまぜんo 私の知る限りでは、 γヤロレーはある特定の品種と交雑した場

合、その雑種後代は非常K生長が早いようです。それで、米国では他の肉牛と交雑する、つまり

(シヤロレー×ヘレフォード)、あるいは (γヤロレー×アンガス)、多分ヘレフォードとの交

雑が最も人気があると思いますが、その相手としてかなり人気がでてきていまIす。と Kかく、平

均増体量は 15婦、最高 3 0婦多いときいております。離乳時の体重が重く、その上同じ肉質K

仕上げた時の体重が他の肉牛K比べて重いというので、米国では大へん人気を呼んでいるのです。

農家は飼料費を軽減し、家畜飼養K要する投資を少なくするためKは、できるだけ早く市場K出

せる牛をつくりたいとねがっている訳ですから、シヤロレ-V'C人気がある理由もこうした点Kあ

るのだと思います。飼養農家の経済的利益をはかるため、できるだけ短かし、期間で大きな牛をつ

くろうとする Kは、いろいろの要素がからんできますが、生産効率の向上と L、う問題もその一つ

です。先ほど、私が指摘しましたよう K、乳用子牛の肥育、乳用牛と肉用牛の交雑、あるいは今

のシヤロレーと肉牛の交雑がなぜ重要かおわかり頂けたかと思います。

質問 (北農試阿部幹夫氏)

アメリカでは、アルフアノレフアその他の高蛋白質飼料の給与Kよって 家畜の繁殖障害その他

の障害はございませんでしょうか。

答:高蛋白でも品質がすぐれていますから繁殖障害の問題はありません。一時、クメステロー

ノレ(Cum e 8七ero工)のためK問題が起ったことがありますが、それは葉の病気の発生と関係が

あって、一種の繁殖障害を引起しました。しかし、起った例は極めて少なかったよう K思います。

アルフアルフアの蛋白含有量が高すぎるためK、繁殖障害を引起し問題Kなったという例は、私

の知る限りでは、ありませんでしたo

質問 (北大農、学生)

牧草の生産性向上を目指して光合成の研究をやっておられるよう Kうかがし、ましたが、植物個

体の光合成と、牧草のよう K群落構造をなじて生育する場合の光合成能力は当然違ってくるもの

と思われます。この植物個体の光合成と、群落状態、における光合成能力との関連、あるいは理想

的なノ〈ターンはまだできていないよう K思います。そこで、個体Kおける光合成機能と群落条件

下における光合成能力という 2つの面から見た、今後の研究の可能性をおききしたいと思いますロ

答:あなたのご質問K対して、私が最初K申し上げた¥，、ことは、私は、アルフアノレフアでもほ
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かのどんな牧草でも、現在みられるような群落条件で将来も栽培されるであろうというふう Kは

考えていません。また、私はアルフアルフアだけにF艮って考えているのではなし群落条件下で一緒K

栽培されるすべての牧草を考えています。 1枚の葉あるいは 1個体当りの光合成能力を最対艮K

利用し、単位面積当りの生産効率を最大にするためKは、必要とあれば群落構造を変えるべきだ

と思います。つまり、必要とあれば畦栽培、個体植あるいは他の作物Kみられるような、畦栽培

と個体植の中間の栽培様式をとるよう Kなるかも知れませんD どんな栽培様式をとるべきか今の.

ところ判りませんo ただ私は現在、そこ Kあるがままの 1個の植物あるいは個々の葉の光合成能

力の聞にどんな関係があるかを研究しているところです。牧草の生産性K関与する要素は一つだ

けではありませんo 光合成だけでなく、同化物質の転流、植物体内における分布、葉の配列、葉

の形態の変化、葉比、茎比の変化など、数多くありますが、われわれが牧草の生産性を論ずる場

合、これら構成要素のすべてを頭Kおきながら研究を進めていかなければならないと思います。

ご清聴ありがとうございました。

閉会のあいさつ (副会長三股正年氏)

カーノレソンさんKは、長時間 Kわたり、われわれ草地関係者Kとって、大へん有益なお話しを

して頂きましてどうも有難とうございました。また会場の皆さんKは熱心K討議K参加して頂き

まして有難とうございました。まだ、ご質問もあろうかと思いますが、時間もないようですので、

これで本日の特別講演を終りたいと思います。(拍手)
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