
講演に対するコメント

1 .はばたく北海道畜産ーその現状と未来一

演者:田村千秋氏

コメンテーター:黒沢浩子氏(黒沢牧場)

黒沢:ただいま御紹介に預かりました黒沢です。

ー消費者として生まれ育ちまして、現在酪農家に

嫁いだ、ものですから、なにぶん勉強不足なもので

おかしな場違いなことを言うかもしれませんが、

よろしくお願いします。気付いた点ですけれども、

資料3ページの都府県と比べた本道農業の特徴の

中に、手L質と乳代のことをコメントさせていただ

きたいと思います。北海道では乳質は劣らないの

に乳価が非常に低いのです。去年 l年の平均で 1

kgあたり乳価が道で70円、都府県では90円台で

す。乳脂率は道で3.9%だいたい4.0%、都府県の

ほうは3.8%、無脂乳固形分率では道も都府県も

同じくらいで8.7%になっていますが、細菌数は

1 mlに対して道では5，000以下ですが、都府県で

は30，000個近いです。体細胞におきましては、道

で10.5万と30万以下なのですが、都府県の方では

20万台、だいたい24万が平均で、去年 1年間のも

のですがこういったことが現状としてあるのでこ

れをちょっとコメントさせていただきたいと思い

ました。あと、担い手対策ですが、農家に嫁ぎま

して部落の封建社会体制というのは口では言えな

いものがあります。外部からの新規就農者やお婿

さんお嫁さんにとっては深刻なことが中にはある

と思います。今ここではちょっと言えないので、

申し訳ないんですけども。あと、 4ページのほう

の大型経営に伴う問題点で、大規模化に伴い農地

との結びつきが薄れるとありますが、ウシが増え

るとエサも増えるので、草地を増やしたいと考え

るのが我々北海道酪農家の考えだと思っていまし

たが、この点ちょっと疑問に思えたのですがいか

がでしょうか?道内で今の乳価でエサを購入、買

いエサのみでまかなえている牧場というのはどの

ぐらいあるのでしょうか?教えていただきたいと

思います。

田村:最後の具体的な数字は手元に持ち合わせが

ないので、後ほど総合討論時に私以上の専門家の

人がいますので、その辺を調べておきます。それ

から後継者の対策ですが、おそらくいろんな問題

があると思、います。ただ、私どもの掴まえている

数字では農業の外からの畜産、農業を含めての参

入を希望する方が、最近少し増えてきているとい

うのが大変明るい数字で、ただ全体の離農者数に

するとまだまだ数字が低いので、実際には農家の

減少が続いていますが、いろんな幅広い取組みを

する事によってもう少し、いろんな幅広い参入者

を迎え入れることができるのではないかという希

望をもって、いろいろな皆さんの御意見を聞きな

がら進めていく必要があると思います。

黒沢:ありがとうございます。この点に関しては、

過疎化して生活環境が悪化するということもあり

ますが、環境が不便で、田舎というのは若者にとっ

て不便だというか魅力のない土地というか町とい

うこともあると思います。生活環境の悪さから後

継者が残らないという意味で過疎化していくとい

うところもあると思います。

2.畜産の先端技術が開く新たな展望

演者:南橋昭氏

コメンテーター:清家昇氏(酪農総合研究所)

清家:南橋先生どうもありがとうございました。

先生の今回の発表は範囲が非常に広くて、しかも

研究成果が世界的なレベルで、道立畜試だけやっ

ているデータではなくて世界レベルでのデータを

御紹介いただきました。なかには非常に進んだ道

立畜試のデータもたくさん入っていました。先生
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の御講演を聞かせてもらって、何点か検討された

らいかがかなという部分がございますので、その

辺を若干コメントさせていただきます。ひとつは

体外受精、 OPUそれからフローサイトメトリー

の一連の性判別に関わる技術戦略ですけれども、

技術が進むのは非常に結構なのですが、それらに

用いる精液のほうの戦略がないと、残念ながら、

場長が先ほど発表されたETでつくられた深春菜

(ふかはるな) 2号レベルでは通用しない、つま

り経済価値がないということになります。大変失

礼なことを申しましたが、その辺の精液戦略をう

まく作りながら、こういう最先端の技術とマッチ

ングさせていただければという気がします。それ

から、新得さんが栄研化学さんと一緒にされてい

る性判別のLAMP法ですけれども、非常に優れ

たものでございまして、道内だけでとどめること

なく日本全体、あるいは世界にも通用するすばら

しい技術だと思いますので、一日も早くこれを確

立することを期待しております。私もかつては雪

印の受精卵研究所におりましたが、そのレベルで

はPCRで性判別をしてコマーシャルベースでか

なり動きました。そこで一番大きなネックになっ

たのは、先ほど南橋先生はおそらく人件費ではな

かろうかと、つまり従来のPCRだと 4時間ぐら

いかかっているのがLAMP法では 1時間ぐらい

なので、非常に人件費が安くなるので普及性があ

るのではないかというようなお話がありましたけ

れども、実は問題点はそこではないのです。一番

の問題点は性判別した匪の凍結性なのです。つま

り、常にフレッシュなレシピエントを用意するわ

けにはいかないものですから、レシピエントの管

理にすごくお金がかかっているのが現実で、それ

をカバーするのが凍結性能のです。やはり現場で

普及しようとすればそこが一番ネックになるだろ

うと思いますので、その辺をあわせて研究を進め

ていただけると大変よろしいかなという気がしま

す。それからもうひとつ、新得さんで進んで、いる

核移植ですが、つい先日も農水の塩谷繁殖部長と

もディスカッションしてきたのですが、体細胞の

核移植については及び腰なのです。その前任の傾

屋部長とこの間九州でお会いして話をしたのです

が、先生が今御発表されたように、体細胞のクロー

ン技術というのは農家にいい意味での経済価値を

出すと思いますので、国の尻をたたきながらもう

少しクローン技術の普及性に御尽力いただければ

と思います。

3.北海道草地の歴史と持続的発展へのシナリオ

演者:松中照夫氏

コメンテーター:古川研治氏(十勝農協連)

古川1:ただいま御紹介いただきました、十勝農協

連の古川といいます。今の松中先生の御発表に対

しましていくつかコメントさせていただきたいと

思います。ただ、私はまだ経験も浅くて、基本的

には十勝の酪農家の方や十勝の草地で見聞きした

ことが基本的に頭にありますのでちょっと偏った

コメントになるかとは思うのですけれども、その

点御了承いただきたいと思います。まず、先生の

今日のお話の中でキーワードとなるのが家畜の密

度、単位面積当たりの家畜の頭数、もうひとつ私

が感じたこれから大切になってくるのかなと考え

ていたのが糞尿の圃場への還元という問題、この

二つあるかなと思いながら十勝の現場と照らし合

わせながら聞いておりました。まず、家畜の密度

に関しましては十勝の場合、先生の資料の中でも

ふれています通り、仮に十勝に関していわせてい

ただければ、大体現状がヘクタール当たり 2.6頭

で、私どもの職場のほうでも管内の農協を対象に

しまして毎年御協力頂きながら十勝の酪農畜産に

関する統計資料を作っているのですが、それで見

ましでも平均で見れば同じぐらい、ヘクタール当

たり2.6頭ぐらいの数字になります。ただ、先程

ヘクタール当たり 2頭ぐらいに制限しましようと

いうお話があったんですが、やはり頭数を減らす
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ということに関して、単純に頭に浮かぶことは当

然頭数を減らせば環境に対する負荷は低減される

と思うのですが、片方で生産性の問題、それは地

域全体の生産性であったり、ひいては北海道全体

の、一応食料基地という位置付けの北海道の中の、

牛乳生産の低下にもつながるという不安な面もあ

ると思います。環境の問題と生産の問題のバラン

スをどのへんで、とっていくのが一番いいのか、環

境だけでなくそちらの方からも御検討いただけれ

ばいいかと思いました。それがーっと、先程十勝

に関しては平均2.6頭というお話をさせていただ

きましたが、当然のことながら地域間の差あるい

は農家聞の差があります。十勝の場合でいわせて

いただきますと、一番土地面積が狭い、ヘクター

ルあたりの頭数が多いところであればだいたい

3.8、約4頭ぐらいの地区もあれば、逆にヘクター

ル当り 2頭弱、 2頭に満たない地域もあります。

この辺かなり地域間差があるのですが、そのなか

で、ヘクタール当たりの頭数が多いところ、帯広近

郊の十勝のいわゆる中央地帯になりますが、その

辺の地帯では、 1頭あたりの面積は狭いのですけ

れども、まず、今回のお話で、触れていなかったこと

として、飼料用のトウモロコシを割合いとしてか

なり多く作っております。だいたい 3割から 4割

ぐらいのトウモロコシを作って、限られた土地面

積を有効に使って粗飼料を生産している地帯であ

ります。その辺、やはり草地への糞尿還元もあり

ますけれども、単純に考えれば草地よりもトウモ

ロコシのほうヘうまく糞尿を使ってトウモロコシ

生産ができる可能性があるのではないかと、その

へんで、頭数・密度の考え方も変わってくるのでは

ないかなということと、特に十勝に関しては、特

に中央地帯に畑作農家もかなり軒数としてありま

す。やはり中央地帯の酪農家の方に聞いてみると、

畑作の麦梓との交換とか、畑地への圃場還元とい

う形で糞尿が使われていまして、必ずしも酪農家

のみなさんは糞尿処理に困っていない、逆に自分

の畑にまく糞尿が足りなくて困っているという農

家の方もいるのが個々で見れば実態としてありま

す。当然のことながら、逆に最後のほうのスライ

ドの、実はこうなのですという状態の酪農家もい

るのも確かなのですけども、その点一番問題にな

ることとしては集中しているところには集中して

いるし、畑作との交換がうまく回っているところ

との地域間差があるのかなと思います。その辺う

まく、集中しているところの糞尿をできる限り圃

場に還元していけば、先ほど松中先生のお話の中

でもありましたが、多少はリン酸の補充は必要だ

としてもスラリーなり糞尿中心で、草地管理してい

く可能性はあると思いますので、その辺私ども生

産現場で草地あるいは飼料用トウモロコシ、ひい

ては畑地も含めてどういうふうに糞尿を活用して

いくかというところを中心に今後検討していきた

いと考えております。以上です。

4. これからの牛乳・乳製品と私たちの健康

演者:島崎敬一氏

コメンテーター:野名辰二氏(サツラク農協)

野名:私研究者ではございませんので、牛乳中の

成分の細かい利用方法については今いろいろとお

伺いして大変参考になったということで、こんな

にもいろいろな用途があるのだなと実感いたしま

した。私のほうの実践の場としてのコメントを一

言いわせていただきます。みなさん御存じのよう

に、今年の夏は本州は猛暑で非常に牛乳が足りな

い状態でした。北海道から私どもの牛乳も本州の

方へどんどん行っておりまして、先ほど島崎先生

からも最後のほうに御説明がございましたように

牛乳のほうが伸びているということで、それ以降

13年度も13ヶ月連続伸びを示しています。残念

ながら先ほどの12年度加工乳の落ち込みはなかな

か回復してこないということでございます。現在、

みなさん御存じかどうかわからないんですけれど

も、飲用乳は一人あたり l日145m1消費されてい
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るのですが、もう少し消費者のみなさんが飲んで、

いただけたら牛乳が余るといいますか、飲用乳が

落ち込むということがないのですけれども、一人

あたり200ml飲んだら全国の生産量をすべてクリ

アしてしまうという形になります。それと、最近

あるマスメディアの雑誌で午乳はこんなに体に悪

いという雑誌が乳業界で波紋を呼びました。イン

ターネットでも農水省とその雑誌社とのやりとり

がございまして、非常に喧喧誇誇やっておったの

ですけれども、そういうなかで牛乳そのものが話

題になるということが、消費者のみなさんが非常

に牛乳に対して栄養価を期待しているということ

の裏返しではないかと感じております。そういう

なかで最終的な決着は信州大学の先生がそのマス

メディアに発表されて、牛乳が悪いという文章を

書かれたかたも発表されて、両方が文章を発表さ

れてそれで、終わりという形になったようですけれ

ども、これから21世紀に入りまして、私どもは牛

乳の生産が年間で約 5万tあるんですけれども、

その80%が牛乳向けになっております。そういう

なかで消費者のみなさんがより一層の牛乳を消費

していただけるとありがたいと思います。

総合討論

座長(左):それではこれから総合討論に入りま

す。この総合討論は、実は私達座長にとって大変

に重いもので、ございますが、21世紀の北海道畜産、

草地の展望というタイトルであり、また北海道畜

産学会、草地研究会、管理研究会共催シンポジウ

ムという非常に幅広いというか、角度の広い参集

範囲の内容でありました。 4人の先生方のお話も、

私なりにここで拝聴いたしましたサマライズから

申しますと、田村場長のお話は、北海道畜産のい

うなれば歴史から語られて、今あるべき姿という

か求められているものといった内容だったと思い

ます。その意味で、頭数規模はこのくらいになる

というか、このくらいが必要で、あるという話がで

てまいりました。その点ではどのくらいが実現可

能なのか、そのためには、どういう角度から何を

したらいいのか、ということをこれからの討論の

中で深めていくと良いのではないかと思いまし

た。また、南橋先生の、話題提供はいわゆるクロー

ン技術で色々な牛を作る技術がかなり進んで、い

るというお話で、もちろんそれらの技術が急にで

きたのではなく、徐々に受胎率があがっていくと

いったような歴史的背景もあるわけですし、その

意味ではこの技術は牛の能力の人為的な操作とい

うか人為操作の可能性という意味での使い方があ

るのだろうと思いました。さらに、土-草-牛の

土にのつける牛の能力を、クローンなどの技術で

どのくらい高めることができるのかといったとこ

ろがポイントだと思いました。また、松中先生の

お話は、それらと対照的でいわゆる持続的生産と

申しますか北海道といえども、もうかなり窒素の

還元が過剰な状況になっているということから、

その意味では適正規模というのは、本当はもう少

し低いのではないかという御提案でありました。

その意味では大変にクオリティがあるというか、

大変にユニークな御提案だったと思います。もし

議論をうまくつなげていくようにしていくと、こ

の松中先生のお話あたりの観点から議論をしてい

くと全体がまとまるような気がいたしました。そ

して、最後の島崎先生のお話は、土一草一牛の牛

の生産物というか牛が作った牛乳そのもののもつ

意義と役割、これは我々人間の生活の中で牛乳が

どのくらい必要で牛乳には何が求められているか

ということをある意味では再認識したというか、

そういった意味で大変に興味深いお話だ、ったと思

います。これから、皆さんからの御質問や御意見

を伺いたいと思いますが、演者の方どうしの中で
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