
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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も先ほど言い足りなかったこと等も含めて、お互

いに議論して頂いて結構だと思います。最初に各

先生の中で言い足りなかった事とか、他の先生の

話を聞いて自分がこういう風に解釈してほしいと

いったようなことがありましたら、最初に伺いた

いと思いますが、いかがで、しょうか。田村場長、

今補足しておくこととか何かございますか?

田村:多分後ほど議論になると思うのですが、実

は松中先生のパーツとの関係もあって、私の方で

ちょっと遠慮して畜産サイドでの糞尿処理の関係

を踏み込んで話し足りなかったかなと思う部分が

あります。会場からの御質問の中で一部お答えし

ましたが、少なくともこの法律ができたからやる

というのでは決してないのですが、やはりこれか

らの畜産を考える時に、長期的に環境負荷をなく

してクリーンな畜産を展開していくためには、こ

の糞尿処理をまず畜産農家がきちっとやらなくて

はならない。そして、環境に対する負荷を低減し

ていく、糞尿を堆肥として有効に利用するんだと

いう観点でそれぞれ糞尿関係の施設、堆肥の施設

に、屋根をかけて糞尿などの液体が河川や土地の

中にしみこまない様な施設作りをきちんとやった

上でこれからの畜産を考えるべきだというふう

に進んでいまして、その部分の説明が少し足りな

かったと思います。もちろん北海道がこれからど

のくらいの牛を飼えるのかということは、別の角

度から議論をしなくてはなりませんが、スライド

であったような大変な実態にある所も事実であり

ますが、そういう所をこれから 3，.....， 4年のうちに

クリアしていこうという流れで進んでおりますこ

とを、最初に付け加えさせて頂きます。

座長:ありがとうございました。それでは皆さん

から御意見等ございましたらお願いしたいと思い

ます。

田中(北大農学研究科):先ほど島崎先生の講演

の時に、鮫島先生から牛乳中の脂肪に関しては

どうか?という質問がございました。それに関し

て、私たまたま脂肪の研究を長年やっていまして、

最近牛乳中の脂肪にも多少興味をもちまして、研

究を始めたばかりなのですがそれを含めて少しコ

メントさせて頂きたいと思います。先ほど鮫島先

生は、牛乳中には皆さんも御春知のように飽和脂

肪酸が非常に多くて、不飽和脂肪酸が少ない、そ

ういうことが人間の健康からいえばネガティプな

ファクターになるということが言われたのではな

いかと思います。確かに牛というか反努家畜の性

格上というか栄養生理上、エサとして食べる脂肪

の中には、非常に不飽和脂肪酸が多いのですけれ

ども牛乳中に含まれている脂肪というのは、確か

に飽和脂肪酸が非常に多くて不飽和脂肪酸はせい

ぜいリノール酸、リノレイン酸にいたっては 1%

あるかどうかということで低いわけです。確かに

それはネガティブなファクターなのですが、これ

は皆さんも御荘知のように最近デイリーマンなど

で紹介されていますが、リノール酸の異性体の中

にいくつかの異性体がございまして、その中の共

役リノール酸の中でも特にcis-9trans-1l-18-2 

といってもちょっと分かりにくいですが、最近そ

の共役リノール酸の中で、も特に生理活性をもって

いるリノール酸が色々報告されていまして、そこ

の中でも特にガンの進行を止める抗癌作用を持つ

もの、あるいは血液中のコレステロールを低下さ

せ、アテロン性の動脈硬化症、特に心臓病や心臓

性の疾患に予防に効果がある、さらに脂肪組織な

どの体脂肪分離現象に効果があるといったような

共役リノール酸が見つかっています。これらは、

特に反努家畜に由来する脂肪、牛乳中の脂肪や体

脂肪中に非常に多く天然界では含まれているとの

ことで、最近特に牛乳中にいかにして共役リノー

ル酸を多くしたらよいかということがかなり研究

されています。したがって、必ずしも牛乳中に含

まれている脂肪全てが悪というわけではなく、共

役リノール酸のような脂肪もあるということ、そ

れともう Iつ付け加えれば、その脂肪が特に濃厚
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飼料多給ではなくて組飼料を多給したり、あるい

は放牧地で、飼った牛、肉牛に非常に多く含まれて

いるという報告もあります。一般的に牛を飼育す

ると、 1%あるかないかくらいの量なのですが、

それが放牧牛あるいは放牧した肉牛ですと 3%く

らいまで増えるということです。この共役リノー

ル酸というのが牛乳中に 3%くらい増えていれば

実際に生理活性物質として効果があるのかという

問題になると思うのですが、最近の報告では、一

般にM3系の脂肪酸であるEPAあるいはDHAと

言われている脂肪酸の200倍くらいの抗癌作用で

すとか、コレステロールを抑える効果があると言

われています。それが、牛乳中に 2---3%含まれ

ているということになれば、例えばチーズもしく

はヨーグルトにした場合には、だいたい 7---8%

くらいまで、上がっているようなデータもあります

ので、そういう面からいけばかなりの効果がある

のではないかと思います。あと、例えばマーガリ

ンなどが一時健康云々ということで、バターに代

わって増えていますが、ただマーガリンの脂肪酸

が本当に入間の健康に効果があるのかというと、

かなりこれは最近まで疑問視されていまして、

特にマーガリンを固化したりするために、かなり

の脂肪酸が異性体に変わるのですが、同じ共役リ

ノール酸でも牛乳中に含まれている共役リノール

酸は前述した効果が非常に高いのですが、マーガ

リンなどに含まれているトランス型の脂肪酸は逆

にガンを誘発するとか、その他かなり逆に健康に

悪いという報告があります。そういった面で、はバ

ターなどのミルクから出来てくる製品、そういう

ものは非常に健康に良い、こういった面をもう少

し強調すれば牛乳の生産が伸びるかどうか、消費

が伸びるかどうかは分かりませんが、ちなみに私

は毎日欠かさず、に牛乳500ccとヨーグルト l個を

食べるようにしています。別にこれは質問でなく

コメントとして最近あることをお伝えしました。

座長:今のお話の中で、確かに共役リノール酸

が放牧牛、放牧飼養に多いというところは、北海

道酪農での牛乳の売りになるかもしれませんけれ

ど、島崎先生のお話の機能性ペプチドなどは、北

海道の牛乳というか牛の飼い方、乳によって生産

量や収量が違ったりするのでしょうか?

島崎:脂肪だとエサの影響を受けやすいで、すが、

タンパク質の場合は、あまりそういうことがない

のではないかと思うのですが、栄養関係に詳しい

方、そうですよね?

田中:量そのものは脂肪に比べると受けないかも

分からないで、すね。ただ、同じ脂肪でも反第動物

は鶏や豚と比べるとエサの中の脂肪、それはあく

までも組成ですけれども影響を受けにくいと伺っ

ています。ただ、今島崎先生が言われたタンパク

質中のペプチドですとかそういうものがエサや飼

い方によってどの程度影響を受けるのかというこ

とは僕にも分からないで、す。

座長:分かりました。今牛乳中の質的な問題につ

いて、少し議論をしたのですけれども、こういう

ところで北海道牛乳の特色でもでてくると売りに

なって大変いいのではないかと、素人考えをした

のですが...・H ・..。他に御意見等、違った角度から

ございましたらどうぞ。

小関(道立根釧農試):根釧農試の小関と申しま

す。飼料の自給率のことでちょっと将来のことを

色々皆さんに教えて頂きたいと思います。最初の

田村さんがおっしゃられた『色々な目指す技術』

がありますよね。それからシンポジウムや学会な

どで聞いても先端の技術などがここまで、いってい

るという御紹介がある。ただ生産活動として松中

先生がおっしゃられたようにバランスといいます

か、生産活動の中で、のバランス、環境の面から言

うと、ヘクタールあたり 2頭、それで回していく

と飼料自給率は46%でした。そのあたりが限度で

はないかというお話がありました。それから一番

最初の会長さんのお話で、これからの酪農畜産を

考える時に豊かな生産、豊かな生活それから環境
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保全というものとそれらのバランスをというもの

をどうやって考えていくか、両立させていくため

にはどうすればよいのかというお話でした。とな

ると、色々な乳量の改良なんかが急ピッチですし、

乳量のどの辺までがいいのか、それから、自給率

を考えた場合、乳量がこのまま8，-S00kgという、

北海道なりなんなり目標をだしていますが、その

数字を単独で達成するのは技術的には可能なので

すが、それと同時に飼料自給率なり、営農自給率

を80%、70%と目標にもっていった場合、北海道

のこういった草地地帯だとかトウモロコシを作る

地帯でも難しい所があるだろうというお話でし

た。そうなるとこれからの北海道畜産を考える時

に、自給率のキーポイントとしてどういうふうに

もっていくのか、生産活動としてみれば飼料自給

率、頭数を増やして乳量を増やせば儲けがたくさ

ん入ってきますから豊かな生活が得られる。そう

やって皆さん頑張っておられて、自分達のライフ

スタイルでこの時期にはこういうことをしたい。

ここまで稼いで、その後はもう少し減らしていいな

という感覚はありますけれども、それは個人の経

営タイプの中にある。全体の北海道畜産のことを

考えた時に、飼料自給率をキーワードとして考え

るとどういうことが想定されるのかというお話に

関してコメント頂きたいと思いました。

座長:はい。ありがとうございます。今のお話か

らすると、そういう意味で田村場長の話題提供の

中にもメガファームを目指すのとゆとりの酪農を

目指すのと二極化している。多分その両方で存在

理由があってということなのかもしれないと、そ

う思いましたが、今の御発言に関して田村場長何

かコメントありますか?

田村:先ほどのスライド説明の時に詳しくは申し

上げなかったのですけれど、我々のほうの試験を

おこなうスタンスとしては、将来、 8，800kgを達

成できるかどうかというのはちょっとおいておき

まして、少なくとも自給率の問題を考える時に前

提となるのは、現状の少なくても平均的な乳量を

達成できるという、これを前提においてどこまで

自給飼料で、飼っていけるのかという角度から検討

したわけです。その具体的な方法とじては、当然

放牧や牧草サイレージ、それから畑作地帯でのト

ウモロコシサイレージ等を十分活用して、そして

少なくとも平均的なレベルの乳量を確保する中で

どこまで自給率が達成できるかということで道立

やまた北農研センターの成績もでできております

ので少なくとも生産量を落とさずにこのくらいま

でできるという角度で色々試験を行なった成果を

発表させて頂いた、その一部を発表させて頂いた

わけで、すd しかし、さらにもう I歩考えてみます

と、個別の経営とか牛群では分かるけれども北海

道全体でそれを支えるための自給飼料がとれるの

ですか?この辺がさらに次の段階への議論になっ

ていくと思います。

座長:ありがとうがとうございました。今、自給

率という話にシフトしたというかそこを強調させ

て頂きますと、松中先生のヘクタールあたり 2頭

というのも、結局は今の技術体系の中で、今の飼

料資源をもとにして考えるとそのくらいの数字と

いうことと私は解釈しておりまして、その飼料資

源ということに関していうと、例えば工場副産物、

農産物、加工副産物の飼料化などをやっていくと

外国から物を入れなくても、その分多少量を減ら

す事ができて多少自給率が上がるかと思うのです

けれども、そういう飼料資源などからみて松中先

生のおっしゃる 2頭というのは、それ以上変わら

ないのではないのでしょうか?

松中:左先生がおっしゃったとおり、私の計算

はちょっとロジックにごまかしがあるんです。つ

まり、今の濃厚飼料の給与体系で、今の肥料のや

り方ででてくるウンチが、オシツコが窒素として

106kgだ、ということなんです。その前提で色々計

算したら 2頭ぐらいだ、なっていう話なのですが、

でてきた糞尿だけでグルグル回していって今のよ
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うな水準を維持できるかっていうのはちょっと

難しいんです。ただ、理屈の上で、完全に机の上

での話なのですけれど50%くらいまではいくかも

しれない。とそれは例えば糞尿のやる時期や量を

うまくやったのならば生産量がもうちょっと増え

るだろう、それで、頑張っても60くらいにはいくか

もしれない、だけどそれを70だ80だなんてもって

いくのは、これはもうとんでもない話だなと思う

のです。飼料の自給率が高い時は、 l頭当たりの

乳量が少ない時で要求量は少ない。だからTDN

生産量という面でみるとそんなに変わってないの

じゃないかと、僕はものすごくそんな気がしてい

るのです。飼料自給率っていうパーセンテージだ

けでみるとそうなるのですけれど、要求量が増え

ているから相対的に下がっているのではないか?

そんな気がちょっとしています。

座長:ありがとうございました。今のお話でいく

と、もう 1つ私がさらに反論というかさらに食い

下がるとすると、牛の午乳生産能力というか、飼

料を乳にかえる転換効率というか、そういう能力

が例えば遺伝子工学などでうまく、もう少し引き

上げることができたらもう少し飼ってもよいので

すか?

松中:むしろ私はそっちのほうに期待したい。一そ

れから家畜の糞尿の方を、例えば僕ら、今一生懸

命研究しているのですが、同じだけ窒素を与えた

としてもその与えた窒素に対して増収する幅があ

る草種に比べて別の草種は 2倍以上、そうすると

同じ窒素でもたくさん取れるやつを作った方がた

くさんTDN生産量があるわけで、そうするとま

だまだTDNの自給率を窒素の量を増やさなくて

も上げていくことができると思うのです。この場

合にやはり牧草の、例えば遺伝子工学を使ってそ

の蛋白利用効率を高めて乾物生産を上げていくよ

うな、そういうような働きというか研究が進んで、

いけばまだまだやっていけるのではないかと…。

だけどこう具体的にある枠組みにはまった時にそ

ういうことが具体的に考えられるのではないか、

だからその枠組みを、色んな意見がありますが、

一度みんなでこのへんで手を打ってその範囲で

ちょっと考えてみようってふうにしていくと今の

ような議論ができるのではないかという気がします。

座長:関連して何か御意見はございますか?

柏村(帯広畜産大学):先ほど光本先生がオラン

ダで乳量が高いと、そういう環境を守ろうとし

ている国がある。それで乳量を下げなくてはな

らないのかという御質問があったと思うんです

けれど、以前、私オランダに I回行って搾乳ロ

ボットの調査に行ったんです。それでオランダ

で搾乳ロボットを開発するという lつの考えの中

に、 3回搾乳することによって乳量をあげる、乳

量を上げるけれどオランダはクォーター制度で出

荷乳量はお金で売買しなくてはならないので農家

毎にクォーターを買わないと乳を出荷できないわ

けです。ということは l頭あたりの乳量をあげる

ことによって頭数を減らそうと、そういう戦略な

のだと聞いていたのです。ですから Iつは乳量を

上げて頭数を減らすという戦略も lつの戦略なの

かなと。その場合どっちの窒素負荷量が…・

それで確かオランダのクォーター制度は、土地と

連動しているのでクォーターを買う時には土地も

買わなくてはならないことになっていると思うの

です。僕はあまりクォーター制度に詳しくないの

ですが、日本ではクォーター制度はとられていな

いので、そのへんの制度的なコントロールですか

ね。制度的なコントロールをして後は自由にまか

すと、そういう戦略もあるかなという気がするの

ですが。もしオランダとかクォーター制度に詳し

い方がいたら教えて頂きたいと思います。

座長:今の柏村先生の御意見、御質問に対してお

答えできる方はいらっしゃいますか。今日のテー

マからするとこのクウォーターというのは、ずれ

るかなという気がするのですが(といって逃げま

すが)、今のお話の中では、一頭当たりの乳量を
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増やし、頭数を減らしてトータルで量を増やすと

いうことだったのですが、やはり松中先生のお話

にインパクトがあったのは、頭数は減らし、能力

はそのままということで、トータルは下がってし

まうという点でできれば避けたいと思っているこ

となのですね。その意味ではもっと上げるという

ことになるとあとどこを突っつけばいいかという

話になると思うのですが。牛の能力を突っけばと

いう話もあり、例えばエサのほうからも当然アプ

ローチしなければいけないと思いますし、糞の量

を減らせばその分負荷を減らして飼えるじゃない

かとか、あるいは高能力牛ばかり飼って数を減

らしたほうが最終的に効率がいいのではないかと

か、そのようなことを計算しているかたがいらし

たら御意見伺いたいのですが。

干場(酪農学園大学):視点が必ずしも一緒では

ないかもしれませんが、今自給率の話を聞かせ

ていただ、いて、すこし極端な話になるかもしれま

せんが、乳量レベルの話も基本的には穀物を与え

て増やしてきていると思います。畜産の元々の素

晴らしいところは人聞が食べられないものを食べ

て、人聞が食べられるものに変わってくれるとい

うところが基本だと思うのですが、アメリカが乳

量を増やす技術を開発しているのは、自分の国で

いくらでも穀物があるからだと思うのです。御存

知の通りニュージーランドは全然違う方式をとっ

ていますし、ノルウェーは残澄物を全て有効に利

用するという方式をとっています。日本は自分た

ちで穀物を生産できないにも関わらず、アメリカ

と同じ穀物多給により乳生産を上げるという技術

を、確かに見事に成功してきたとは思います。し

かしそれを続けているうちは本当の日本のやり方

にはなってこないのではないでしょうか。お話を

聞いていて、おそらく乳量も高く、自給率も高い、

環境にも負荷が少ないという技術は無いという点

からスタートしないと、全て欲しい、それは科学

が発達じたらなんとかなるだろうというのはそろ

そろ諦めないとならないんじゃないかという気が

しています。その背景にあるのは、どうしても安

いものであれば良いというのが働いていると思う

のですが、やはり松中先生もおっしゃっておりま

したが、循環を作るということを基本に、またそ

れが最高の技術ではないかと僕自身は思っており

ます。そういうことで、もう一度育種目標ですと

か、エサを基本的にどういうふうな体系にしてい

くかということから考え直さなければならないの

ではないでしょうか。

座長:ありがとうございました。ただいまの御意

見についていかがでしょうか。

石田(日高西部農改普センター):先ほどエサの

関係の話がありましたが、現場で回ってみると、

例えば松中さんがおっしゃった 1ha 2頭を基準

に考えてみますと、大家畜換算あたり50a以下、

例えば45aというようなところでは、どうしても

十勝のほうのようにデントコーンをたくさん作っ

てカロリーをとり、エサの構成をそのような形に

しております。そういう形の牛飼いは、どうして

もカロリーオーバーで、ボディコンデイションが

難しいですね。例えば搾乳後半にカロリーが多く

なって過肥になり、結局それが分娩間隔を広げて、

長期に種が止まらないとかということで、私ども

も苦労しております。そういう点で一番安定して

いるのは大家畜換算あたりO.7ぐらい、ですから

1 haあたり1.3頭ぐらいでしょうか。

それから酪農家で後継者がいるのが 3割ぐらい

で、これから年配の農家が増えてきます。その中

で8，000 -.， 9， OOOkgという技術を50歳代ぐらいか

ら行うというのはとても困難です。例えばバイパ

ス蛋白比率をどうだとかは50歳以降の方は技術と

して取入れていけない感じがします。そういった

点で、そういう方々にもうちょっと楽な経営のや

り方といいましょうか、例えば乾草主体で乳量が

多少落ちてもいいから、低投入で低乳量でもいい

から、手元に残るお金が多くなるような楽な酪農
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の方式はないかと思っております。

座長:ありがとうございました。そういう意味で

は酪農家が背伸び、をしないでできるほうが望まし

いという御意見でしたが、他にどなたかございま

すか。

清家(酪総研):干場先生の御意見に対して反論

がございます。全ての技術を見直して日本にあっ

たような酪農となりますと、極論を申しますと

鶏、豚あたりの畜産については、おそらくもう日

本でする必要はないだろうという論議まで行き着

くだろうと思います。現在では糞尿の問題といっ

たところから、こういった問題が若干発生してお

りますが、圏内における乳牛の飼養頭数、乳量に

ついても非常に下がってきております。先ほどの

石田さんの御意見もございましたが、どんどん高

齢化したり、あるいは生産力が落ちておりますの

で、相対的に見るとそれほど心配する状況ではな

いだろうと思います。むしろこれから農家の経営

を中心に考えた場合、今は環境などの論点から話

しておりますが、ー酪農家、あるいは肉牛農家が

これから圏内で生き残るためには、やはり農家の

所得を中心に考えなければならないと思います。

そうなると現状の規模なり、あるいは頭数では

生き残っていけないと思います。道の場長のお話

にもありましたが、道としてはコアファームとい

うことでメガファームよりももう一段大きい、千

頭規模の酪農家を一つの中心としてこれからの北

海道の酪農を描いているようですが、非常に大き

なギャップが干場先生の御意見との聞に出てきま

す。それらを成立させるためには今の自給飼料の

問題にしても、一方、耕作農家で、例えば水田に

しても、飼料作物の転作も今年だいぶ行いました。

さらにそれに追加した上で、青刈りも何万haと

やっております。御承知のように北海道は全国で

最も水田面積が大きいということがありまして、

北海道の農業全体の中で、耕作農家も入れた中で、

飼料の自給率を高めるということはまだまだ可能

だろうと思います。しかも道が言っているような

メガファームなりコアファームも十分作っていけ

るだろうと思います。私はそのように考えており

ますので、あまり現状、ある環境だけでものを判

断して縮小に入ると農家が生き残っていけないと

いうような感じがします。

座長:いろいろな意見が出ているというのが現状

だと思いますが、他にございますか。

辻(雪印):論点について感じることがありまし

て、酪農経営の観点からつめなければならない

のか、環境循環の観点からつめるのか、もう一つ

自給の観点なのか、それも高度技術なのかと。た

だ、一つトータルで、考えると自給という視点が、今

畜産経営の中の飼料だけの自給を検討されており

ますが、実は圏内の牛乳、乳製品の供給という意

味での自給、これもまた大きな 2つの自給という

ものがあるだろうと思います。そうすると例えば

1200万 tのうち850万 tが国内で生産されており

ますが、その自給がエサの自給度を上げようとい

うことなのでしょうか。当然のことながら持ち込

んだ窒素で余計に搾っていることで高度技術が成

り立っているわけですから、今8，000kgのものを

6，000kgに落とせば、自給度はかなり上がるはず

です。当然消化管の滞留時聞からいっても粒度は

上がっていきますから、一定の乳量に落としてい

けば飼料の自給度は上がると思います。だけどそ

の乳量で45万頭をかけると350万tが250万 tにな

ると思います。そうすると生産物での自給度と、

粗飼料の自給度、そこに技術が絡んで環境との適

当なバランスが出てくると思われます。日本は何

を選んで、いくべきで、経済問題でもどれでもない

全体を統括するトータルの視点の哲学が必要なの

ではないでしょうか。そのように感じました。

座長:ありがとうございました。大変次元の高い

ところでの御意見でしたが、他にございますか。

前田(道立根釧農試):今のお話と関連するので

すが、畜産、草地の展望と考えたときに求められ
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るのは自給の問題、飼料だけでなく食料の自給も

含めてですが、これと環境保全ということは大き

な課題だと思いますが、その中で北海道の酪農、

畜産を考えたときにもう一つ、田村場長の話にあ

りましたが、農家戸数の非常な減少があると思い

ます。今地域を考えたときに産業をどうするかと

いうことに関連して、地域の農家戸数、あるい

は地域の人口の減少というのは大きな格差があっ

て、このままのケースで進んでいくと集落が存在

し得ないような状況が農村地帯には起こりうるだ

ろうと思われます。そういったことも地域の酪

農、畜産を考えたときに地域社会そのものをテー

マとして考えていかないと、単に乳量が云々、自

給がどうのということよりも、そういったことも

イメージしておかないと地域社会そのものが崩壊

しかねない状況が地域によって起こりうるだろう

と思われます。最近の環境問題とか、自給という

考え方に関する資料を見ていく中で、地域人口の

急激な低下が農家戸数の減少、ひいては生産物あ

るいは食料の自給率の減少というところに大きく

絡んでいると思われました。このことは我々がこ

れから進めていく中で、ひょっとしたら一番大き

なポイントではないかと思っております。

もう一つ、松中先生の話の中で 1haあたり 2

頭という話がありましたが、ここ数年、環境問

題が非常に大きくなったときに、我々が試験場で

テーマとして研究はじめていく中で、当初から私

どもも 2頭ということはおよそ計算していたので

すが、なかなか言いだせないで、いました。当然言

い出すと今のような生産物との問題とか、いろい

ろな問題と絡んでおりましてなかなか言い出せな

いでおりましたが、 2頭というのは環境問題を考

えたときに自ずと出てきそうな数字だと思ってお

りました。もう一つ、 2頭に関して北海道で考え

たとき、草地だけ、あるいは畜産の分野だけじゃ

なくて農業全体で考えていく必要があると思いま

す。飼料の自給を考えたときにも、道内53万ha

が草地で、残りが農産部門ですが、そこを水田の

転作、あるいは未利用、荒廃地といったところを

考えていかに有効に活用していくか、これは畜産

だけではなく農業全体の中でどうしていくのかと

いうことがポイントになると思います。これが環

境保全と絡んで、きますが、先ほど松中先生の話の

中に地下水なり河川水の窒素濃度の話がありまし

たが、いろんな機関が調査されておりますが、ど

うしても畜産が汚染の元凶のように言われており

ますが、実際に道内を流れている河川をあらって

いきますと必ずしも畜産だけでなく、むしろ畑作、

あるいは園芸地帯が非常に水を汚しているという

ことがわかります。ですから単に糞尿の発生量と

汚染の関係でなくて、農業全体の中で窒素をどう

いうふうに利用して、コントロールしていくか、

草地だけでなく農業全体の中で考えることが必要

だと思います。地下水の汚染についても農村地帯

よりはむしろ都市周辺が非常に汚染されておりま

す。これも単に畜産あるいは農業だけでなく、人

間そのものが汚染しているわけですから、最近は

環境問題といったとき畜産がタ酒に立たされています

が、いろいろな角度から検討していく中で畜産の位

置付けも考えていかなければならないと思います。

座長:今の話では、環境という話の中に農村とい

うか農業をする担い手がそこに育つというような

ことも含めて農業環境というような発想で捉えれ

ば、それも環境問題になるわけですけれども、い

わゆる環境保全とぬうことと次元が違うかもしれ

ませんが、少なくとも農業生産を維持できる地域、

社会も含めである意味では広い意味での環境なの

ではないかと思いますけれども、そういう意味で

は当然のことながら生産者、担い手がいないこと

はあり得ませんから、そういうことも大事である

ということでありました。他に御意見ございます

でしょうか。

福田(北海道開発局):私も今までは公共草地だ

とか草地基盤を中心に仕事をしてきたわけです
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が、この春から水団地帯で仕事をしております。

その中で先ほど誰かがお話しされましたように、

水田の半分が現在転作しております。転作作物も

いろいろ作っておりますが牧草の他に飼料イネの

問題が出てきております。そんな中で水田は水田

として利用したい、またはこれが一番生産性が良

いものですから、そんな中で北海道における飼料

イネの可能性というものを考えてみたいと思いま

す。実は水団地帯にも酪農家が点在しているわけ

で、水団地帯で酪農ができないのではなくて、先

ほど田村場長もお話したように稲わらも水団地帯

にございます。それから転作麦で麦わらもござい

ます。それに飼料イネが加わると、水田地帯といっ

ても酪農が展開する可能性があるのではないかと

思います。ですから草地というよりも、そういっ

たところで国土を上手く利用していき、その中で

畜産を考えたときどういう方向にあるべきなのか

ということもこれから大きなテーマではないかと

思います。

座長:田村さん何かございますか。

田村:イネのホールクロップサイレージの取組み

はすでに今年度から開始されておりまして、たぶ

ん八雲地域を中心にして、エサを作って、そのエ

サがどういう品質かということを牛に食べさせた

りしながら実践的にやっていくということを契機

にいろいろ進んで、いくと思うのですが、この飼料

用イネの関係も本州では国の試験場、県の試験場

が協力しでかなり進められておりますが、北海道

ではハンディがありまして、今可能性がどの程度

あるのかという議論が始まったという段階だと思

います。

座長:他にございましたらお願いします。

松中:家畜の糞尿の、例えば酪農から畑とか、

酪農から水田というのは、今日はお話しなかった

んですが、セミナーのサマリーには触れているん

ですが、話としてはできるし、十勝などではその

ようにすべきだと書きましたが、それを具体的に

行うとなると結構難しいと思います。例えば糞尿

をいつ撒くか、畑の場合だと秋蒔きコムギであれ

ば9月しか撒けませんし、春蒔き作物であれば春

しかないわけです。その時に撒くのは良いのです

が、作物が大きくなるまでに雨がどれくらい降る

のか、その聞は水位がどの程度もってくれて、逆

に言うとどの程度流れてしまうのかということが

あります。水田でも同様ですが、畑に戻したもの

が土壌に残ってくれれば問題ないわけです。しか

し畑の作物が養分を吸い上げる期間は長く、その

聞に雨が降ったらどうなるのかと考えますと、話

としては簡単ですがなかなか難しいと思います。

現在トウモロコシやコムギを使って研究しており

ますが、秋蒔きというのはすごく難しいと感じて

います。ですからこっちのものをあっちへという

ような簡単なものではないと思います。

田村:それに対する直接的な意見ではないのです

が、時間も過ぎておりますのでこれだけは言わせ

ていただきたいと思います。先ほど社会的な側面

からの御意見もありましたが、いろいろ数字の目

標も挙げられておりますが、やはり北海道の酪農

は、北海道にはこれといった産業が無い中で、日

本が誇る素晴らしい産業だと考えております。確

かにいろいろな環境面の問題もございますが、幸

いなことにとりあえず 1haあたり 2頭というの

を現状の60万haを維持するとなんとかクリアー

できる範囲に収まっております。そういった大

きな縛りの中でいろいろな工夫をしながら若干の

頭数は持ちこたえられるのではないかと考えなが

ら、北海道の酪農を伸ばしていかなければならな

いと思います。先ほどコアファームという話があ

りましたが、これは規模の話ではなくて地域の中

でしっかりした酪農ができますと、先ほどからも

お話があるとおり、いろいろな形での分業、大き

な酪農家のまわりに仕事を支援するような組織や

働く人たちを確保できるという問題があります。

それから前田部長が言われましたが、地域社会の
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維持ということを考えますとまったく正反対に小

規模な低投入といった農家にたくさん参入してい

ただくことによって、地域社会を守りつつ、コア

ファームを地域全体で支援していけるような社会

のモデルが動く中心に、札幌や旭川は別として、

いろんな地域で考えていけるのではないかと思っ

ております。

座長:かなりまとめに近い御発言をいただきまし

たが、さらに何かございますでしょうか。

光本:南橋先生の話では外国に輸入することも夢

ではないとございました。先生が紹介されたデー

タというのはおそらく農林水産省からのデータな

のではないかと思いますが、例えば、今遺伝資源

を輸入しておりますのは本州の家畜改良事業団と

ジェネティクス北海道がおそらく大きなものだろ

うと思います。後代検定にかけているものはおそ

らく圏内産30頭ぐらいというのは行政的な話で、

なにしろ海外から持ってきたものばかりですから

たかがしれているのですが、圏内産と言っても向

こうからのものです。国内産というのは結局メス

が国内産という話でありまして、ただそれだけ接

近しているという遺伝的な問題があると言いなが

ら、本州の家畜改良事業団も北海道の家畜改良事

業団もオスのジェネティックサンプリングは外国

です。これはどういうことかということにあなた

なら答えられるのではと思いまして質問します。

それと思い出しましたが、この間ある雑誌を見て

おりましたらオランダで頭数の制限とクウォー

ター制の他に糞などの制限もあったと思います。

付け加えさせていただきました。

南橋:すみませんが先生にお答えできるようなも

のは何も持ち合わせておりません。光本先生の方

がず、っとお詳しいと思います。全然違う話になり

ますが、よく育種と繁殖は車の両輪だと言われま

すが、我々繁殖屋は育種屋に言われるままに体を

動かすというのが仕事みたいなものでいろいろな

技術がありますが、究極的にはお望みの家畜を作

りますということではないかと思っております。

ここに書いたのはオランダのような育種改良シス

テムのことで、事業団さんとジェネティクスさ

んというふうに別れていないで、 2本が l本になっ

て、一個の方針を立てて改良を進めていけば可能

であろうと話でした。本当に夢ですが、そういっ

た意味で書いたと御理解下さい。

光本:問題の中では、一本になればできるかと言

えば必ずしもそうではないと思います。選抜とい

うのは、先ほどの日本の酪農の現状と同じで、制

限条件が厳しくて、結末はなかなか上手くいかな

いはずです。日本はなにしろ90年来ホルスタイン

は外国から輸入しておりますので、後発グルーフ。

のヨーロッパの国々に、まだ25年ぐらいしかたっ

てない国々に追い越されてしまったわけです、遺

伝資源では。やはりシステムの問題と制限条件の

問題があるということを私どもが畜産の分野で解

決できる範囲となかなか解決しにくい自然条件の

範囲があって、なかなか上手くいかないのではな

いだろうかという感じをもっております。私自身

もなんとかして外国に対抗できる、またメスとい

う同じ土台で、客観的に優れた午がここにいます

よというような条件が作れるようであればいいと

思います。それから牛の能力をどうしたら良いか

ということですが、例えば午前中の話の中にも牛

乳のコストと酪農家の収入は70円-.， 90円の差が

あるというようなことでしたが、それは輸送コス

トの問題などがあるということですから、我々は

輸送コストのことを水を運んでなんとかだという

ような牛乳を作っていくのではなく、中身の濃い、

例えばタンパク質が4%近くとか、あるいは乳脂

率でも 4%を越すようなホルスタインの牛乳でな

いとこれからの酪農は上手くいかないだろうと思

います。それは量は関係なく、中身の濃い、良質

な牛乳を遺伝的に作っていく、あるいは飼養管理

技術で作っていぐということもあるかもしれませ

んが、我々としては少なくとも遺伝的な部分では、
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単に乳量の問題ではなく中身のある乳量だという

ことだと思います。

座長:予定の時間を延長しておりますが、長時

間の討論に参加していただきありがとうございま

した。皆さんには先ほどの望みの牛を作りますと

言われれば、北海道の土地の中であまり糞を出さ

ないで、、安いエサでおいしい牛乳をたくさん出し

てくれる牛を作ってくれるというのが一番の目標

で、そういった牛がおりますと土一草-午の循環

が大変うまくいくと思われます。私も長時間の内

容をまとめることができませんが、隣で冷静に聞

いていた鮫島先生に最後に一言いただき、この会

を終わりにしたいと思います。

鮫島:冷静に聞いていたわけではありませんでし

たが、楽しんで聞かせていただきました。大変勉

強になったことを皆様に感謝申し上げたいと思い

ます。まとめになるかわかりませんが若干感想を

込めてお話したいと思います。御存知のとおり北

海道の酪農、畜産というのはヨーロッパといった

ような国々から後発として発展してきているわけ

です。その中でヨーロッパの人々が言っている言

葉というのは今でも真実かなというふうに感じま

す。それは飼料がなければ家畜がない、家畜がな

ければ肥料がない、肥料がなければ収穫がないと

いう言葉ですが、この言葉を今日は改めて、皆様

の発表あるいは御意見の中身をお聞きしながら感

じておりました。北海道では当然、国の政策に基

づいて様々な数字が計られて、これをもとに御苦

労なさっているわけです。特に道立の試験場を中

心に。北海道の畜産、酪農の本質というのは変わっ

ていないだろうと思います。これは北海道ばかり

でなく極めて重要なことは畜産生産物というのが

非常に重要な我々の食料であるということは忘れ

ではならないだろうと d思います。かつては10年、

20年あるいは、ごく最近牛乳に対してもいろんな

批判が出ていることは事実ですが、しかし動物性

食品、特に動物性タンパク質、脂質に関する知識

というのはここ数年ガラッと変わってまいりま

した。今日は牛乳の話しか出ておりませんでした

が、畜産物である食肉に関しましでもまったく同

様に、ここ 2、3年間でこれまでと違う学説、あ

るいは調査結果が明らかになっております。それ

は益々畜産食品というものが我々の基本的な食料

であるということを強調するものが非常に多いわ

けです。そういうことから考えても、北海道にお

ける酪農、畜産の発展というのは益々考えなけれ

ばならないのではないか、いろんな観点から考え

なければならないと思います。今日は特に環境、

自給率といった問題との関連で討議されたわけで

すが、一方で、酪農というのはいろんな経営形態

を目指しているということが言われております。

その中でも特に家族単位で経営できる一つの重要

な経営形態があるのではないかと感じています。

あちこちの農家を回ってみても、実際は本当に

楽しくやっているところがあって、一方では本当

に苦しんで経営しているところもあり、先ほど出

てきました、どうやったら地域格差をなくすこと

ができるのかということに関しても、我々はいろ

いろな角度からお互いに検討しあって解決してい

く問題ではないかと思います。当然いわゆるハイ

テクノロジーの導入ということは、この分野でも

避けることはできません0- この中にあまりにもハ

イテクすぎて、消費者に受け入れにくいというも

のが、現に今日の発表の中にもあるわけですが、

こういう問題をどうするかということを我々だ

けで考えていてもどうにもならないと感じます。

もっと積極的に各方面にアピールしていく、ある

いは今日は 3学会・研究会の合同シンポジウムで

すが、もっと枠を広げたようなシンポジウム、あ

るいはもっと忌d障のない意見を出し合える場があ

れば良いなと感じます。これは我々がお互いに努

力していかなければならないことだと思います。

確かに全てのことをクリアしていくことは不可

能かもしれませんが、いろんな角度から意見を出
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し合っていくことの重要性をさらに今日は強く感

じました。酪農だけでは解決できないことは事実

ですので、さらにこういう機会に次のステップに

進むことができればと期待申し上げたいと思いま

す。国や北海道が目指している農業、酪農の目標

というものは、酪農単独で、は成し得ないというこ

とを我々はここで感じ取って次のステップに進め

たら、と感じております。まとまりのない話では

ありましたが、時間もありますのでこれぐらいに

しまして、今日は 4人の先生方の貴重な御発表と、

長時間にわたる皆さんの熱心な御討議に感謝申し

上げたいと思います。ありがとうございました。
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