
1988年度シンポジウム討論要旨

「北方圏における家畜管理一(2)J

1988年度のシンポジウムは， I北方圏におけ

る家畜の管理」第二弾として， 1988年11月30日

午後 l時から北海道学術交流会館において開

催された。清水良彦氏(新得畜試)，近藤誠司

氏(北大〉を座長とし，諸岡敏生氏(フィンラ

ンドにおける家畜管理:北大農)，裏悦次氏

(中国黒龍江省における厳冬期の家畜管理:新

得畜試)，秦寛氏(中国黒龍江省における厳冬

期の家畜管理:滝川畜試〉および篠崎和典氏

(冬季北海道における家畜管理一宗谷丘陵肉牛

牧場における肉牛管理を中心に一:宗谷肉牛牧

場〉の話題提供ならびに参加者による討論が行

われた。話題提供の内容は前号 (24号〉に掲載

さている。以下の要旨は当日の討論を取りまと

めたものである。

座長(近藤) :総合討論に入る前に，今までの

発表に対してご質問がございましたら，お願い

致します。

朝日田(副会長) :中国グループにおうかがい

したいのですが，向こうでお聞きになっていな

かったら結構なんですけども，どういった考え

で厳冬期の家畜を管理したら良L、かということ

を討論なさったのか，あるいはその点について

の中国での考え方についてお聞かせ願います。

裏:牛についてはそのような討論をいっさいお

こっなておりません。

秦:豚についてどういう寒冷に対する考えで飼

っているかを，われわれがお聞きしたところ，

種畜牧場や大学では，東北民豚の場合，現状の

飼養方法で大丈夫だということでした。ただ，

これからの寒冷対策の問題として，東北農学院

の交流会の席上で王先生が，農家段階での簡易

的な，保温的な豚舎の研究をこれから行う予定

であるというお話しはありましたD しかし具

体的にそれがどういう研究なのかということに

ついて，実際の研究内容は見せていただけませ

んでした。

座長:他にございませんか。

佐藤(北農試) :諸岡先生にご質問します。厚

さ50cmの断熱材が使われているということです

が，それはどうような材質で，使われている場

所について，天井，壁あるいはその両方に使わ

れているのでしょうか。また，スライドみみせ

ていただいたような牛舎での換気は，一般に自

然換気なのか強制換気なのかについて，教えて

いただきたいと思います。

諸問:50cmの断熱材は，主に屋根に使われてい

るようでした。壁自体はそれほど厚くなかった

ようです。換気は強制ではなく自然、換気なんで

すが，窓はありますけれどほとんどビ、ニールで

きっちり閉じているような状況で，換気はさほ

どれていないという印象でした。

各地域の特徴は何か

座長:それでは総合討論に入りたいと思います。

北方圏における家畜管理のあり方を風土や歴史

それから生産システムとの関連で比較検討する

というのが， このシンポジウムの主旨でござい

ます。ただ，非常に北方圏という言葉のとらえ

方が難しいですしそれの風土や歴史まで広が

りますと，文化的な違い，歴史的な違いはそれ

ぞれとても広い問題となってしまいます。そこ

で議論を噛み合わせるために，具体的な問題か

ら議論をしていきたいと考えております。それ

で，いま皆さんの議論のたたき台として発表し
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ていただいたのですが，そのなかで黒龍江省，

フィンランドそれから宗谷丘陵についてここが

特徴的なんだ， もちろん外国の場合にはここが

非常に日本と違う， この違いだけははっきり言

っておきたい， これは技術的な問題あるいは風

土もしくは文化の問題にかかわらず，ここを強

調しておきたいということを，それぞれお述べ

になって，さらにたとえば畜舎なら畜舎でこの

点，風なり寒さなり湿度なり， ここがおもに対

策として考えられているのではないかというこ

とを強調していただければ，幸いだと思います。

諸岡:1戸あたり平均が10頭ですとか，多いと

ころでも20頭以内という規模ですので，あまり

機械化がなされておりませんでしたし，使って

いる器具なども古いものをそのまま使っている

ということを感じました。畜産のあるいは酪農

の基本としてやはり粗飼料が大事だという考え

のようですが，先ほども話しましたように，粗

飼料の基盤が弱いということもありますが，そ

のような状況でも良質な粗飼料でうまく飼って

いこうという方向性はしっかり持っているよう

に感じました。しかし現状はかなり濃厚飼料に

頼っているようで，そこらへん今後どう変化す

るのか，注目すべきところではないかと思って

います。

裏:私自身はナルバータに行ったときも感じま

したが，基本的には北海道なり， 日本との一番

大きな違いは，湿度にあると感じております。

たとえば，組飼料の話しがありましたが，アル

バータで乾草を刈って， ロールしてそのまま秋

まで放置しておけるというような状態とか，先

ほど，スライドでもお見せ致しましたように，

黒龍江省でも屋外に粗飼料なりなんなりを放置

そういったものが総合されないと同じ牛舎形態

とかというものを単に移動させても， うまくい

かないのではないかと感じます。それは，先ほ

ど秦さんが，外国の豚が黒龍江省ではこじれる

ということと同じように，今日は私スライドに

は出しませんでしたけれど，たとえばシャロレ

ーにしてもシンメンタールにしても，毛がもの

すごく長くなり，背中が丸くなっていました。

おそらくフランスから導入した時点ではそうで

なかったと思います。時聞がたつにつれ，その

うちにそのようになったという点では，秦さん

の先ほどのお話と同じ様なことを感じておりま

す。

秦:感じたことというと，非常に大ざっぱなこ

とになってしまいますが，私も管理の研究をし

ていますが，実際の中国の農村へ行き，農家を

みてみますと，おそらく彼らにとって家畜を管

理するという気持ちというか，考えがあるのだ

ろうかという疑問が浮かびました。農家段階で

は，非常に少ない家畜数， 1頭とか20羽とか，

その規模ではわれわれが考えている大頭数規模

の集約的な管理という意味での管理という概念

がないという気がいたしました。やはり，話し

をすると環境や施設の前に，飼料の問題とか，

寒さに耐える品種改良をどうするかとかいう話

しが中心となりました。

座長:篠崎さん。宗谷丘陵の問題，あるいは黒

龍江省やフィンランドとの違いについてお願い

致します。

篠崎:宗谷丘陵のことになりますが，実際さき

ほどの開放型牛舎にしても，気温が非常に低く，

-20---300Cになるカナダでもあれで十分対応

できます。それは湿度が非常に低いということ

しておけるという点が大きな違いだと思います。 が原因しています。 2つめは宗谷丘陵では，非

ですから，同じ温度でも湿度によって家畜に対 常に風が強く，それに雪が必ず伴うという問題

する衛生的な問題などがどのように変わるのか， があります。そういうことから， これまでの方
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向転換を行い，施設の中で牛を飼おうとしてい

ます。しかし繁殖牛を施設の中で飼おうとし

た場合，今後は換気の問題，敷料の問題，糞尿

の処理の問題つまりアンモニアの問題ですね，

そういったものが出てくるのではなし、かと考え

るわけです。それによってまた子牛の下痢の問

題が出てくるのではなし、かということで，今，

私達としては畜舎の中で飼おうということにな

っているのだけれど，実際にその環境の問題が

課題となっております。

座長:ありがとうございました。北方圏という

ことでいろいろな国をニれまでみてきたので、す

が，今日の会長の話にもありましたように，北

海道がだいたい北緯40---45度程度，黒龍江省が

43度26分と要旨ではなっています。昨年度行い

ましたカナダが北緯43度から70度，フィンラン

ドが60度---70度とのことで，だいたい北方圏と

いう形で北緯43度以上を指しているのかな，そ

ういう共通項でまとめられるかなと思います。

そのなかで，それぞれの方が述べられましたよ

うに，フィンランド、では小規模で土地基盤が弱

いところがある。黒龍江省では，風がほとんど

ないという点と，湿度がきわめて低いという点，

そして宗谷では湿度が非常に高いという点と，

風が強いということを特徴として挙げていただ

きました。黒龍江省，フィンランド，それから

宗谷丘陵について，会場の皆さんから私はこの

点が強く印象に残った， この点が非常に違うん

だということをお伺いしたいと思います。北農

試の佐藤さん，先日カナダにいって畜舎を見て

いらしたそうなんですが，佐藤さんの目からみ

て北海道，フィンランド，黒龍江省，そしてカ

ナダと並べたときにし、かがでしょうか。

畜舎の気温と換気

佐藤(北農試) :私中国のこともよく存じ上げ

ませんし宗谷丘陵を見せていただいたことが

ないんですが，たまたま私どもがみせていただ

いた畜舎というのは，どれも非常に換気という

ことに気を使っている。換気にものすごく配慮

がなされている畜舎であったというふうに感じ

ました。今日スライドで見せていただいて，フ

ィンランドと中国につきましては豚舎でかなり

開放度といいますか関口率が高くて，外気と同

じくらいの温度まで下がっていることでした。

しかしそれ以外はどちらかというと換気とい

うよりは保温の方にかなり重点がおかれた施設

ではないかと，いうような印象を受けました。

また，宗谷丘陵で篠崎さんがなさっているのは，

まったく外と言っていいような状況だと思いま

す。その二つといいますがフィンランドと中国

について， 3人の方が御紹介してくださった施

設と篠崎さんが御発表くださった施設とは非常

に大きな違いがあるだろうと感じます。

座長:外にございませんか。

高橋(東多寄酪農生産組合) :私は農業法人で

牛を飼っており，肉牛も含めて1， 100頭規模で，

牛舎が7つあります。牛舎は最初は20年前の事

業での金のかけた施設，次は 4，5年前には畜

産基地事業での施設といろいろ建てています。

それぞれの特徴はあるんですけど，いま古電柱

で開放型の牛舎を建てております。そのなかで，

どうも成績が上がるのは開放型の一番寒い牛舎

が，仕事はやりずらいんですけれど，事故疾病

率が一番低いです。1， 100頭のうち300頭くらい

は，寝るのは中のストールで寝て，えさを食べ

るのは全部外でというかたちです。今年の士別

は， 11月中にー18----190Cという日が3日続き

ましたし例年一30
0

Cを超える日がない年はほ

とんどないほどの寒いのですけれど， -30oCに

なってもえさを食べるのは外で，ほとんど外に

出ます。吹雪かなければ外に出て，どうも牛と

いうのは温いとこよりか，寒いところを好んで
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いるようで，体が霜で真っ白になっても，それ

でも外に出ます。肉牛に関しては， うちもやは

り寒い牛舎で飼っていますが，1， 2月は増体

量がぐっと落ちます。どうもうちのデータを見

ますと，1， 2月の分を取り返すように 3，4， 

5月の増体量が異常に高く，夏や秋でもそれ程

までは増えてないんですけれど，どうも冬寒く

てふるえた時期を過ごした後は急に増体量が大

きくなるような気がします。結論はやはり，ど

うも暖かい牛舎よりか，私はスウェーデンにい

ってみてきたんですが，どうも牛っていうのは

感じでは，寒い方がいい，士別では-35
0

Cにな

るんですけれど，やはり換気のいい牛舎の方が，

暖かい牛舎よりも，成績がうちは上がっている

というのが実態です。

座長:開放牛舎が低温で非常にうまくいってい

るというお話でしたが，篠崎さんいかがですか。

篠崎:宗谷丘陵ではホルスタインの肥育もやっ

ています。これはコリンズタイプの牛舎でひと

冬終わったんですが，冬は吹雪がないかぎり全

面開放しています。それでやると確かに， うち

らのホルスタインの増体でいうと，やはり1，

2月があまり増体していないと， 3， 4， 5月，

特に 4月から10月ぐらいまで非常に増体が良い

という傾向があります。肉専用種でのさきほど

のような施設を利用した場合の問題については，

さきほど述べましたようにどうも冬は思わしく

ない， 2月では増体量がマイナスとなってしま

います。そういう意味で完全な開放，完全な開

放とはさきほどスライドのようなものを想定し

ているのですけれども，あの様な中ですとなか

なか肥育は難しいというのが実感です。それと

もう少しデータを整理してみますと，やはり肉

専用種については，あのような建物ですと， 11

月から12月の 1カ月間，特に11月の末にべた雪

が降りますから，そのときに増体が鈍るのがー

度あります。それから， 1月の15日頃の雪でま

たマイナスの増体となり，マイナスの増体とな

るのが肉専用種でこの 2回です。コリンズ方式

の牛舎で，糞出しする方の通路を完全に開けた

場合にどうかといえば，先ほど述べましたよう

に，特に 2月が，マイナスにはならないけれど

も増体が鈍るというのが事実です。

裏:私もそのパイロット事業に参加させていた

だいて，牛舎の設計を私がさせていただきまし

た。新得畜試で，このシンポジウムの座長をし

ております清水部長が，一つの形態として，さ

きほど見ていただいた開放式牛舎で成功したと

いう前例がありました。それには，一つの前提

がありました。それは，冬季の十勝においては

西北西の風が主であるという前提で，その成功

例でそっくりそのまま，低いコストという感覚

から，宗谷丘陵に私どもが持ち込んだのです。

実際には，宗谷丘陵の風向を後ほど調べたら，

西方面の風が5割，南東方面の風が4割，あと

1割はどこから吹いているかわからないという

ことが実態であったわけです。西北西の風とい

う前提で風洞実験を繰り返し成功の自信を持っ

てやったところ，風向そのものを十分調べなか

ったというところに問題があったと思うわけで

す。

座長:ありがとうございました。先ほどの黒龍

江省のご報告では，肉牛についてほとんどふれ

られていなかったようですが，黒龍江省におけ

る肉牛の飼養はどのようになっているのでしょ

うか。豚は，昼間はかなり運動に出しているよ

うですけども，乳牛はほとんど囲い込みで運動

にも出ないんでしょうか。そのへんと寒さとの

関係を裏さんと秦さんにお願いします。

裏:チチノ¥ルでは， これから外国種との雑種を

つくろうという意味での肉専用種は入っており

ました。私ども農家をまわっておりませんので，
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種畜場，試験場についていえば，牛を外に出す

ということは一般的に行っております。試験場

の方におうかがいしたところ，搾乳直後は外に

は出さない，乳頭が濡れていると，急激に凍っ

て乳頭が折れることがあるので，それだけは注

意しているということでした口

秦:さきほどの裏さんのスライドにあった試験

場の乳牛牛舎で働いている方は，自宅でも何頭

かの牛を飼っているということでした。おそら

く，自宅にはあれほど立派な牛舎はなく，開放

に近いかたちで牛が飼われているものと思いま

す。

座長:さらに施設の話しを続けたいと思います。

宗谷丘陵の簡易施設，黒龍江省のある意味で低

廉な施設，風と湿度に違いはありますけれど，

どちらも非常に寒い地方で，それぞれさほど高

価でない施設で飼っていて，秦さんからは管理

の概念、はさほどないんだというものの，見た限

りでは，牛や豚の体は清潔に，ある程度の管理

がなされているのではないかと思いますが，そ

のことについてはどのようにお考えでしょうか。

秦:私，ちょっと極端な言い方で管理の概念が

ないといったんですけれど，おそらく寒さの中

でこれまで飼ってきて，一番自然な飼い方とい

うものがあるのではないかと思うわけです。私

達，日本あるいは北海道で家畜管理の研究を行

っている場合には，現実にコストの問題につい

ても考えるのですけれど，おそらく黒龍江省の

あの様な管理体系の中では，十分に採算がとれ

ているので，あえて新しい管理技術を農家に取

り入れる必要がなく，交流会でも施設の改良に

ついての話題にならなかったのだと思います。

座長:黒龍江省においては豚舎にしても牛舎に

しても，省力的でないという感想をもちました。

家畜管理システムにおける人が行う部分での，

人の使い方についてもう少し補足していただけ

ませんでしょうか。

裏:さきほどお話しましたように搾乳牛を一人

当り 9頭，晴育牛を17頭，育成牛を15頭という

ような決め方や，道路除雪のスライドがありま

したが，あれも公務員であるというように，雇

用対策として行っているようです。ただ将来，

経済性の追求や輸入自由化の問題についてど、の

様な政策を持って，省力化を進める考えがある

のかと、うかというような話しは聞くことはでき

ませんでした。

家畜・人・建物プロダクションシステムと家

畜管理

座長:北方圏の畜産の形態として，黒龍江省は

肉が主体ですけれども乳を少しづ、つ生かそうと

している。フィンランドでは，肉をのぼそうと

している。北海道でも乳が主体で，肉を進めよ

うとしている。肉畜の生産の中で一つの可能性

として，フィンランドの例ですけれどもトナカ

イの飼養がありました。そのことについてもう

少し詳しくお聞かせ願えないのかということと，

中国でも養鹿場がかなり有名になっております

けれど， もし今日の御発表者が見ておられれば

ご報告おねがいします。あるいは，発表者が見

ておられないのであれば，会場内で見ていらし

た方にご意見をお伺いしたいと思います。

諸岡:トナカイの飼養現場に接したいという目

的があったんですが，実際ラップランドにはツ

アーで行ったということでありまして，実際の

現場での話しを聞くことはできませんでした。

世界畜産学会の大会の中で， トナカイに冬季間

配合飼料を与えて，肉生産を効率よく進めよう

という試験を1980年ころから始めているという

発表もありました。流通の可能性，およびトナ

カイの付加価値ということもあって，増産しよ

うということのようです。最近では冬季聞の厳

しい時期だけでなく，通年配合飼料給与につい
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ても検討されているようです。これは私の意見

ですが，全体としてむしろ配合飼料依存型の飼

育形態に移行していく気がいたします。肉牛に

ついては，北海道でも最近F1の問題が取り上

げられていますが，乳製品の過剰供給問題もあ

るんでしょうけれど，乳牛に肉の種をかけてF

lで良い品質のものを得ょうという方向性のよ

うでした。

座長:鹿についていかがでしょうか。朝日田先

生ご覧なっていらっしゃいますか。

朝日田:フィンランドのトナカイの件ですが，

フィンランド以外にもあのあたりでトナカイを

飼っている国は，スウェーデン，ノルウェーと

ソ連があります。そのなかで， ノルウェーとス

ウェーデンは協同研究を行っていますが，フィ

ンランド、は行っていません。フィンランドのト

ナカイは，北欧三国という枠でくくれないだろ

うと思います。実際にフィンランドのトナカイ

飼養の現状を見たわけではありませんのではっ

きりしたことはいえませんが，肉需要が増えて，

食肉として増やしていこうということは，諸岡

さんの言われた通りだと思います。肉畜という

ことの位置づけなんです。鹿の話になりますが，

私は黒龍江省では鹿をみていません。黒龍江省

における話しについては，見てくるところが彼

らでいう公営，国営であり，実際の農家を見る

ことはできないわけです。つまり，プロダクシ

ョンシステムの違いなんです。われわれが中国，

黒龍江省で見てくるものは，国営の農場のプロ

ダクションシステムのわけです。国で行ってい

る農場のプロダクションシステムと農家段階で

のプロダクションシステムの違いがあるわけで

す。先ほど質問した，冬季における管理につい

てお考えがありますか，あるいは討論しました

かということは，そのことをお伺いしたかった

わけです。北方圏の家畜管理とわれわれが設定

したのは， 1つはそれぞれの国を選んで家畜管

理について報告しその中で日本，北海道は，

プロダクションシステムとしてどのような家畜

管理でいくのかという議論を行っていただきた

いと思っていたわけで，今後の議論をそのよう

な流れで進めていただくことを，私から提言致

します。

座長:それでは，御提言ありましたように，日

本，北海道の家畜管理がプロダクションシステ

ムとしてどのようにあるべきかという議論に移

りたいと思います。

竹下(北農試) :家畜管理ということは，家畜

と建物と人の 3つが含まれています。 3つを一

緒に議論すると複雑になりますので， 3つを分

離して，議論を進めていただくとありがたいと

思っております。 1つは家畜はどの程度の寒さ

に耐えられるのか， もう一つは管理をする人間

はどのくらいの温度なら我慢できるのか，それ

と3つめは，そうであれば，施設はどのような

ものがよいのかというような議論になるのだと

思います。

私は，外国の冬の家畜管理を見たことはありま

せんが，たとえば，東北民豚が寒さに強いので

あれば，当然それなりの飼い方もあるでしょう

し同じ飼し、方を日本に持ち込んでもだめだろ

うと思います。おのずから，それを見てきて北

海道ではどうするのかということが出てくるの

だと思うわけです。乳牛にしましても，一人当

り9頭ぐらいの少ない頭数で，なおかっ手搾り

ということだったんですが，たとえば日本で，

今，手搾りという環境に耐えれる管理者がいる

か，あるいは搾った牛乳も衛生的な面で乳業会

社が引き取ってくれるか，というような問題が

からんでくると思います。ですから，進め方と

して，家畜，人，施設を分けて議論を進めては

いかがでしょうか。
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座長:フィンランド，黒龍江省および宗谷にお

いて，家畜，人がそれぞれどこまで耐えられる

か，畜舎はどうあるべきかという解析をしなが

ら，さらにそれが日本，北海道の家畜管理にど

う適応されるのかというような話をしていただ

きたいと思います口

諸問:私がフィンランドに行きましたのは夏で

したので，冬のことについては聞いた話ですが，

寒さに対しては家畜の方が人よりも強いと思い

ます。ラップ地方では，換気よりも保温の観点

で畜舎の建設がなされているというのも，作業

をする人の方がとても寒さに耐えられないとい

う考えが強いのではなし、かと受けとめておりま

す。北海道でも冬は長くて厳しいですが，フィ

ンランドの北の地方では， 9カ月以上はほとん

ど畜舎の中で家畜を飼っていますので，人の作

業という面で畜舎が考えられているようです。

フィンランドも南になるとそれほど厳しい寒さ

ではありませんので，冬の暖房あるいは断熱に

ついてはさほど考慮していないという状況のよ

うです。

裏:肉牛は見ていませんので何もいえません。

酪農につきましでも， 日本の酪農と中国の酪農

では焦点が違うため， 日本と中国の酪農の比較

については，考えの整理ができていません。た

だ，十勝地方であれば，生産目的のためだけの，

通年舎飼のような管理システムには危倶を感じ

ております。

秦:単純に家畜が死なないということであれば，

かなりの寒さに耐えれると思いますが，中国東

北地方と日本北海道で要求されている生産性が

かなり異なっていると思いますので，要求され

ている生産性を考慮にいれなければ，寒さの限

界ははっきりしないと思います。人と畜舎の問

題については，先ほど朝日田先生がおっしゃい

ましたように，国や省で行われているのと農家

で行われているのとでは違っていると思います。

たとえば農家であれば，儲ればかなり寒くとも

作業を行うと思います。農家で飼う家畜の頭数

や収益の基準と公営の農場で飼う場合の基準は

違ってきますから，農家の場合と公営農場の場

合とに分けて考えなければ難しいと思います。

それと，今回大家畜については，農家段階の現

場を見ることができなかったので，システムと

してどうかということは，判断できないと考え

ます。

座長:篠崎さん，実際に現場で，家畜の立場，

人の立場，それを総合した施設について， これ

まで宗谷丘陵で悪戦苦闘されてきたわけですけ

れど，何かご意見があればお願いいたします。

篠崎:われわれの開放型畜舎において，家畜に

ついていいますと，ヘレホードとアンガスを比

較した場合，へレホードの方が強いという感触

を持っております。それは，へレホードがどん

な吹雪でも飼料を食べに給飼場に来るのに対し

て，アンガスは吹雪の聞はシェルターに入って

しまい，飼料を食べないということがあるから

です。今は，給水温度は凍らない程度にしてい

ますが，水の温度を高めてやれば，増体も良く

なるのではないかと考えております。しかし，

コストとの関係でどうなるのかという問題は残

されております。外での人の作業については，

ほとんどがトラクターなどを用いた作業になり

ますが，最初の仕事は，これら作業機械のエン

ジンを始動させることから始めます。吹雪の時

は， このエンジンの始動に相当の労力を費やす

ことになります。エンジンが始動した後の作業

は， トラクターのキャビン内での作業がほとん

どですから苦痛はないのですが， このエンジン

始動の労力が，宗谷丘陵での外で飼う場合の問

題点であろとう思います口

座長:会場の皆様で，家畜，人，施設と寒さの
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関係についてのご意見があればお願い致します。

柏村(帯広大) :日本ですと，アメリカ，カナ

ダの乳牛を導入するんですが，フィンランドで

はなぜ，フィンランドエアシャー，フィンラン

ドフリージアンが主体になっているのですか口

耕作物の中にトウモロコシが無いようなんです

が，フィンランドの自給飼料についてお聞かせ

願えればと思います。

諸問:乳成分との関係で，フィンランドエアシ

ャーが主体になっているということだと思いま

す。最近では，コスト面と言うことで， 1頭当

りの乳量を高める必要性から，フィンランドフ

リージアンの割合が高まっているようです。た

だ，フィンランドフリージアンでも乳脂肪率は

4%を超えていますので，やはり乳成分中心と

いうことではないかと思っております。自給飼

料につきましては， トウモロコシは作れないの

ではないかと思います。ナタネが多く作られて

おり，タンパク質源としてナタネ粕が利用され

ているようです。ほとんどの農家で，配合飼料

は購入し給与しているようでした。組飼料とし

ては，グラスサイレージ主体で，南部の地域で

は1年 3回調整可能であり，北部では年2回調

整しているようでした。

畜舎の立地配置も重要

西部(ホクレン) :寒冷地域における畜舎の問

題では，先ほど裏さんからも紹介ありましたよ

うに，新得で実証済みであることを宗谷丘陵に

当てはめたところ，実際には当てはまらない所

があったということでした。われわれが，この

種の仕事を行う場合に，考慮することの中で抜

けていることに，畜舎の立地配置という問題が

あると思うんです。南の地方は，夏の日陰を作

るという目的があって畜舎を配置すると，コス

トが低く，家畜に適したものができると思いま

すし北の地方では，北西の風をいかに防ぐか

ということを基本にして畜舎の配置が考えられ

るべきだと思います。もちろん，そのほか様々

な問題はあるでしょうけれども， この立地配置

という問題が，いまだに十分整理されていない

のではなし、かという気がします。すでに立地配

置されている畜舎の場合は，防風ネットなどを

用いて，対処することが最善の策でしょうけれ

ども，できれば畜舎建設前に立地配置を，十分

調査し畜舎を建設すればコストの面でも，家

畜にな作業者にも適した施設が作れるのでは

ないかと考えます。ですから，北方圏の立地配

置についての理論を作る必要があるのではない

かと考えます。

渡部(ヤンマー農機) :宗谷丘陵では低コスト

な肉牛生産を行うということでこれまでやって

こられたわけですが，結果的には開放型ではう

まくし、かず，閉鎖型としなくてはならないとい

うお話がありました。非常にもったいないなと

いう感じがするわけです。閉鎖型と言うのはど

の程度の閉鎖性を考えておられるのかうかがい

たいと思います。閉鎖型とすれば，コストの高

い施設になってしまうのではないかと思います。

これまで，試行してきたことがそこにどのよう

に活用されるのでしょうか。閉鎖型牛舎にして

も， これまでの開放型牛舎での経験を活用して，

より低コストな牛舎を模索していただきたいと

思います。

成(北大農) :実際の作業を行う立場からみて，

オープン牛舎を建設する場合，気をつけなけれ

ばならない点がありましたら，教えていただき

たいと思います。

裏:開放牛舎，閉鎖牛舎の意味によっても異な

ると思います。開放牛舎であっても，閉鎖牛舎

であっても，屋根の下は使えるという概念で建

設されるわけです。しかし宗谷丘陵では実際

には，屋根の下に雪が吹き込んで，屋根の下が
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使えないという意味で，開放型牛舎が使えない

ということになったわけです。ですから，開放

型牛舎がだめというよりも，屋根の下に雪が吹

き込み，使用できなくなるような牛舎は適切で

ないというように考えていただきたいわけです。

成:オープン牛舎にする場合，先ほど御指摘の

ありました，風の方向以外でも注意しなければ

ならないことがありましたら教えて下さい。

裏:家畜を直接濡らさないこと，すきま風に当

てないことなどといった原則があると思います。

原則を守れば屋根があろと無かろうと問題はな

いと思います。しかしどんな場合でも応用で

きる基準というものは存在しないと思います。

宗谷丘陵の施設にしても，現在の場所から少し

離れたところに建設していれば，あのような状

況ではなかったかもしれません。それほど，微

妙な部分があるのだと思います。

座長:時間がせまってまいりました。私どもは

昨年来，北方圏の家畜管理のあり方について，

シンポジウムをもってまいりました。北方圏と

いう題材で，北緯43度以上70度までの話がなさ

れてきたわけですが， シンポジウムの総合討論

で，北方圏のそれぞれの国柄あるいは気候の違

いとその中における微気象の違いが，浮かび上

がってきたと思います。たとえば西部先生がお

っしゃられたような立地配置の問題，あるいは

裏さんがおっしゃられたように，少し離れれば

違ったのではないかといった問題，そこで，北

方圏の管理を考える場合，さらにもう一つ細か

いところをきらんとおさえないと，より効率的

な管理というものは実際に応用できないという

ことに議論が集約してきたと思いますo 2月の

現地検討会につきまして清水先生からお願い致

します。

座長(清水) :宗谷丘陵の話しが多くなされま

したが，雪の状態、，風の状態は話しているだけ

ではわからない面があります。今回， この討論

を受けまして，来年の 2月上旬に現地検討会を

予定しています。そこで，またこのシンポジウ

ムを振り返って討論していただきたいと思いま

すので，多数のご参加をお願い致します。

座長(近藤) :座長不慣れなことから皆様には

いろいろご迷惑をおかけいたしましたことにお

わび致します。どうもありがとうございました。

以上で，総合討論を終わりにいたします。
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