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総合討論

座長(酪農大:干場氏):それでは総合討論に移ら

せていただきたいと思います。総合討論の主な座

長をさせていただきます、酪農学園大学の干場で

す。よろしくお願いいたします。お2人からのお話

がありましたけれども、まず、日向さんのお話に

つきまして、先ほど講演が終わった後に質問を多

少受けさせていただきましたが、さっきちょっと

質問し損ねた、あるいは意見等がありましたら、

出していただければと思います。あらためて言う

までもありませんが、日向さんのお話はLCAとい

う手法を通して酪農生産システムの評価を、全体

というわけではなくて糞尿処理が主な対象となっ

ておりますが、それを評価してみたということだ

と思います。そこからいろいろ考えることができ

るのではないかというお話だったと思います。い

かがでしょうか。どこからでも結構なのですが。

ご発言の際には所属とお名前をお願いいたします。

それから学生も若い人もいますし、昔、若かった

人もたくさんいらっしゃいますので、関係なくど

んどんご意見をいただければと思います。

大久保氏:新しい手法で、いろいろ議論があると

思うのですが、畜産と環境ということを考える時

に、 LCAはいろいろ参考になる考え方でもあるの

ですが、正直に言えば大変違和感があるというか。

ちょっと話の中にもありましたけれども、個別商

品の評価システムについて、生産から流通、輸送、

実際の使用まで含めてという、それはそれで分か

るのですが、実際に畜産を考える場合には、我々

が環境との関係を考えると個別の機械だとか施設

だとか、あるいは技術だ、とかではなくて、生産シ

ステムと環境というものを、みなきん考えるので

はないかと思います。そういう意味ではいろいろ

議論はあるかもしれないけれども、加藤さんの話

の方がまだぴんとくるところはあります。そうい

う意味で、今回はIつの例としてああいう形で示さ

れたのかもしれないのですが、もし畜産の生産シ

ステムヘこの手法を結び付けていくとすれば、ど

ういうことが考え得るのかをお聞きしたい。それ

から、どうしても工業的な発想になってしまって

いるという気がするのですが、農業生産、畜産生

産の場合には土地というものと結び付いた1つの

場の上での生産があって、それが環境にどう影響

するかということが、当然関係してくるわけで、

物を向こうからこっちに持ってくればいい、その

ときの土地の輸送コストだけ考えればいいという

ことではなくて、場と環境の関係、それから発生

したものが近くで消費される場合もあるし、ある

いは世界的な影響も起こるものもあるのではない

か、そういう点をどういうように考えたらいいの

かということ。さらに、たぶん加藤きんの話の中

にもあるでしょうし、干場さんもよく言われるこ

とで、農業生産の場合には循環ということを盛ん

にいろいろ強調しますよね。出てきたものを循環

して再利用する。商品の評価などについても、よ

く資源の再利用とか製品の再利用とかといった場

合、のコストなんかも、さっきちょっと言われた

コカコーラでペットボトルと缶を比較してうんぬ

んという場合に、ペットボトルを回収して再利用

するというのはものすごいエネルギーコストがか

かつて、むだ遣いじゃないかという言い方をされ

る方もいるわけですよね。そういうように、農業
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生産、畜産生産の場合には循環ということも当然、

考えなければならないのですが、そういう点につ

いても、このアセスメントの仕方との関係でどの

ように考えられるのかといういろいろな疑問を抱

きましたので、説明していただける範囲でお願い

したいと思います。

座長:いきなり最も根本的な一番大事なところの

お話をしていただけたかと思います。日向さんか

ら、ただ今の質問、意見に対してお願いいたしま

す。

日向氏(根釧農試):大久保先生、ありがとうござ

います。大きく 2つ、質問を受けたと考えています。

IつはLCA、今回の評価を酪農、畜産生産体系全

体に結び付けるものは何なのかということがIつ。

もう Iつは、循環というキーワードとLCAという

のは、どのように結び付くのかということかと思

います。lつ目の生産体系への結び付きのお話にな

りますが、今回、お出ししたのは酪農の生産体系

の中でも糞尿処理の部分だけのお話をしてしまっ

たので、そこが私もまだ全部言っていないところ

で出すのはあれなのかもしれませんが、本来であ

れば酪農の生産体系すべてにかかわってそれの評

価をして、例えばこの生産体系だとここの部分と

ここの作業の部分に関しては負荷が大きいのだけ

れども、ここの部分に関しては負荷が小さい。例

えば放牧であったら、ここの部分に対しては負荷

が大きいのだけれども、糞尿処理に関しては負荷

が小さいとか、そのような言い方をできれば生産

体系との結び付きというお話になるのかと思いま

す。 LCAというのは、あくまでも環境についての

負荷を計測するための方法なので、それ以外のこ

とについてはLCAの枠組みの中では言及するこ

とができないのです。なので、私の報告の一番最

後のところにも関わってきますが、 LCAの結果を

結局どう生かすのか、環境評価だけで終えてしま

うのかぐそれを大久保先生おっしゃる通りに生産

体系に Eう結び付けるのかというのは非常に大切

なことだと思っています。 2つ目の循環とLCAと

の関係りお話になるのですが、適正な循環という

のはどう|いうものなのかというのは、また議論の

必要があると思います。私の認識ではその循環が

どこかで?滞っていた結果として、生産体系のどこ

かの部分に環境負荷ないし汚染が生じるものだと

考えてい|ます。なので、 LCAで循環しているかど

うかの謂価をするのは難しいと思いますが、その

循環が滑った結果としてここの部分に問題が出て

いるよと|いう、問題部分の特定はできるのではな

いかと思|います。

座長:今、l日向さんからお話がありましたけれど、

大久保先生、いかがでしょうか。まだ十分には納

得いただけないところがあるとは思うのですけれ

ども、ぃ:かがでしょうか。よろしいですか。今の

議論、非常に大切な議論だと思いますが。実はち

ょうど先週、畜大の高橋先生がつくられた国際シ

ンポジウ[ム、 GGAA(Green House Gas and 

Animal畑山11ture) というシンポジウムがニ

ュージ-lランドで、あって、僕もそこに参加させて

いただいたのですが、その中で、初めてかどうか

分からないので、すが、やっと今、大久保先生がお

っしゃい|ました生産システム全体のLCAの試み

の発表がおれていました。やっとそういうもの

ができて発表はあったのですが、聞いている人は

ううん、にれだけで全体として本当に何が言える

のかなという段階だと感じてきました。日向さん

がおっし国り、限界があ山の検討だと思

います。 l

日向氏:ょう Iつ、 LCAt::OOしま川2年にl回

日本でエロバランス国際学会という学会が開催さ

れています。ヨーロッパ、日本の研究者が集まっ

てやるLOAに関する学会なのですが、そこで研究

北海道家畜管理研究会報，第 43号， 2008年 一34一



者が発表するのは、先ほどの原単位の精激化とか、

枠組み、こういう生産体系を評価するにはこうい

うふうにやればいいという方法論の話と、原単位

の精微化というところにかなり重点が置かれてい

て、それを使ってどうするかとか、さっき私の報

告したポストLCAの話、じゃあ、それをどう生か

すのかという話が、まだきちんとされていない段

階だと思います。私がよく例えるのは、 LCAは電

子レンジみたいなものだと。電子レンジはできた

ばっかりだ、から、まだきちんとした機能も整って

いないし、その機能をどのようにするかは、これ

からどんどんやっていかなければならない。それ

と同時にその電子レンジを使ってどういう料理を

するのか。その電子レンジをどうやって使うのか、

どうやって生かすのかということはまだ発展途上

の段階であるので、その部分に関しては自然科学

系の人だけじゃなくて、自然科学、社会科学、両

方の分野から検討する必要があるのだろうと痛感

しています。

高橋氏(帯畜大):帯広畜産大学の高橋です。お2

人の素晴らしい講演を聞きまして感じたことをち

ょっとコメントさせていただきます。2っとも酪農

生産システムの評価法ということで、 LCAの導入

というのは先ほど干場先生が言われたように、外

国でも始まったばかりで少しずついろいろなファ

クターを入れていく段階です。いずれにせよ、こ

のお2人の話に共通するのは、総合的に評価すると

いうことがまず大事なことで、そのための正確な

ファクターをどういうふうに入れるか、そのファ

クターとは何かということが非常に重要なことで、

そうでないと場合によっては怒意的になってしま

います。 Iつは、例えばきっき糞尿処理でスラリー

とバイオガスの2つの話が出てきました。確かに

我々もバイオガスプラントを持っていまして

NzOとか測っていますけども、まず貯留中の問題

ではおっしゃる通りだと思うのです。その後の話

が実はこの前のニュージーランドでもいろいろ出

ていたのですが、例えば散布法によってもかなり

違います。あの中に出ていないのですけども窒素

の話をされていますが、窒素というのは原単位と

してはアンモニアです。そのアンモニアが結局、

散布した後、土壌で硝酸態窒素に変わったり、あ

るいは、場合によっては亜硝酸態窒素にも変わる。

硝酸態の場合はリーチングしたりする、水平に移

ってしまうと。あるいは踊自酸が還元されて大気

圏に亜酸化窒素として出てしまうと。場合によっ

ては揮散したアンモニアがどうなっていくのか。

また降ってきて、それがまた同じ事になる可能性

だつであるわけです。そういうふうに考えたらか

なり複雑な経緯があるので、この場合はかなり単

純化されて説明されております。それはそれでl

つの評価の第l段階だと思います。今後、お二方と

も、そのような基礎研究を続けていかれるという

ことなので、ぜひ、そこのところをもう少し広い

枠の中で進めていただきたい口加藤さんの場合は、

後でまたちょっとコメントさせてください。

座長:ありがとうございます。今、高橋先生がお

っしゃったアンモニア揮散は、いわゆる温室効果

があると口普通LCAというと、狭い意味でいきま

すと、二酸化炭素の温室効果ガスの増加にどうつ

ながるかという視点で見るわけですが、そういう

ことからすると、アンモニアは温室効果ガスには

入っていないというのが現状としてあります。と

ころが堆肥化してアンモニアをぽんぽん飛ばすの

が全然問題ないのかというと、そうではなくて、

それは酸性雨としてまた降ってきて、その後でひ

ょっとしたら亜酸化窒素になって出てくる可能性

があることが、最近、研究の結果として出始めて

います。そうするとアンモニアは温室効果ガスで

ないと思っていたのだけども、実は非常に大きな

温室効果ガスの潜在的なものとして、考えなきゃ

ならないと言われ始めてきている。そういう背景
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でおっしゃったと思います。それからLCAは先ほ

ど申しましたように、温室効果ガスに全部、基本

的にはつなげるという傾向があるわけですけども、

最近はどんどん進化していて、これも日向きんも

十分にご存じのことだと思いますが、経済性も含

めた形や満足度も含めた方向にまでシフトしてき

ている状況も実際のところあります。ですから

LCAという方法自体も限界が見えてきて、その限

界を超えるためにいろいろ進化をしている最中だ

と、僕自身は見ております。この辺について何か

ご意見ありませんでしょうか。付け加えて言いま

すとLCAは結構、手法がきちっとしているのです

が、最近ライフ・サイクル・シンキング(考え方)

ということが結構いわれてきていまして、アセス

メントは手法が決まっているのですが、一生を通

じてものを考えるという、それは経済性もエネル

ギーも環境も全部含めて、総合的に長期的に考え

るのだという、その考え方が僕は非常に大事だと

いう気がしておりますが、日向さん、その辺、い

かがでしょうか。

日向氏:おっしゃる通りで、 LCAはあくまでも環

境を測定するための評価の技術です。なので、

LCAですべてが分かるわけではない。まずここの

部分は非常に重要です。 LCAが出てきたから、す

べてが調べられる、すべてが一元化できるという

ものではない。 LCAの守備範囲というのはあくま

でも環境の部分であって、先生がおっしゃった通

り、それに経済性の部分とか、コンジョイント分

析という手法ですが、例えば今、やっているとこ

ろは牛乳にエコラベルというものを張りまして、

この牛乳は従来体系で、牛乳を作ったときに比べて、

二酸化炭素の発生量がI割少ないです、あなたはそ

の牛乳に対して普通の値段よりもいくら高く、そ

の牛乳を買いますかという質問をして、それによ

って消費者のCOztこ対する支払い可能額、 COz

1トンの排出を削減することに対して、消費者が

いくらだったらお金を出すかというような測定を

している。そのようにLCAの結果を、ほかの経済

指標、エlネルギー指標と結び付けることが非常に

重要だろうと考えています。

座長:ありがとうございます。進化し続けている

わけですが、まずは日向さんのお話の最初にあり

ましたように、数値化して比較をしてみないと話

がなかな|かできません。まずは分かるところから

数値化し|て検討を始めましょう、議論をしていき

ましょう|ということかと思います。あと日向きん

の話の最後に出てきたことですが、環境を大事に

する、あ|るいは環境に対して配慮すると経済的な

ものと競合するといいますか、相反するところが

出てくる仇なと。どっちが大事なのかという議

論が少しめったと思います。それについて前田さ

んの方か|らコメントをいただければ。

前田氏(根釧農試):畜産にかかわらず農業分野で

環境保全;という取り組みと、経営的には今の糞尿

処理もそうですが、それによって何か生産性が上

がるわけで、はないということで、環境保全と経営

というのか経済というのか、相反するものという

認識も結構多かったと思いますが、どうも最近そ

の辺の議論が進んでくると、お互いに補完的な関

係にあるのではないかという論議が、最近出てき

ていると感じています。それはあまりに経済性を

求めてい lくと負荷が大きくなってしぺ。一方でそ

の負荷を軽減させるとことは、逆に言えば持続性

を可能にしていくという視点から、相互が補完的

な関係にあるという議論が見受けられます。そう

いったことについて、私は経済的な視点から技術

を見るということは弱いので、逆にこれは日向さ

んにお伺いしたいのですが、そういう環境保全、

環境負荷を低減させることはある意味、持続性を

持たすということで、経営的なあるいは経済的な

発展にも寄与していくというような理解をしたい、
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そういう視点で私は見たいのですが、それで、よろ

しいのでしょうか。その辺、逆に私からお聞きし

たいと思います。

日向氏:よくいわれていることですが、従来は経

済性と環境に与える負荷というのは、トレードオ

フの関係があった。利益を追求すればしようとす

るほど環境に対するインパクトは強くなるし、環

境に対するインパクトを弱くしようとすると、そ

の分、利益が少なくなるというような考え方でし

た。そのように考えていたのですが、そこで環境

と一口に言っているものが、果たして自然環境す

べてのことを指していたのか。 C02の話で、いうと

実はそうなのですが、 C02が増えた、少なくなっ

たというのは環境のlつのアスペクトにしかすぎ

なくて、そのほかにもNの話やPの話というのが

他にもあると。 LCAというのは今まで環境と言っ

ていたときに、私の中の環境は温暖化だけですよ、

あなたの中の環境というのはNだけですよという

ものを、すべてをまとめてlつにしている。だから

環境と言ったときに、実はNの影響が非常に大き

いのですが、そこの部分を考えないでC02がゼ、ロ

になりましたという言い方ではなくて、lつの規格

として環境をとらえられる。そう見たときには、

実は経済性と環境に与える影響というのはトレー

ドオフの関係で、はなかったというように最近、い

われてきています。その環境の中の一分野を、C02

だけを見たときには経済性とのトレードオフがあ

るのですが、ほかの部分も含めて環境と言ったと

きには実はそうで、はなかったというようなことが

いわれてきて、それはLCAを行ったことによるメ

リットというか、初めて分かつたことのlつじゃな

いかと考えています。そうなると環境と経済はあ

る程度、両立できるものじゃないかなと考えてい

ます。

前田氏:今の点は私もそのように理解できるので

すが、もう一方で非常に現実的な話で、先ほどの

バイオガスシステムを糞尿処理の技術として採用

する際に、相当な投資が掛かるわけですね。それ

が経営者にとっては生産性に寄与しない非常な大

きな投資ですから、ある意味まったくマイナスな

わけですが、環境という大きな意味合いで考えた

ときには、そういったことが生産者だけではなく

て、環境、さらに社会的な大きな視点で考えると、

そこに生活しているいろいろな方々へのプラスと

考えていいのか、そういう効果を持つと考えると

ある生産者だけではなくて、地域などが一定程度

そういった環境を守っていくということに対する

負担と言っていいのか、そういったものを持つ必

要があるのかなという考えにいくのですが、それ

についてはどう考えますか。

日向氏:今まで酪農家の判断の一番の基本になる

のは、儲かるか儲からないか。今後はそれに加え

て環境に与える影響がどうであるかとか、そこの

部分まで考えることは確かに重要だと思います。

ですが、生産者にだけそれを求めるというのはど

うなのだろうか。生産者と消費者が対等の関係で

あるのだったら、我々消費者だって、実はそうい

うことを考えなければないけれども、それを生産

者に一方的に押し付けるというのは生産者に対し

て非常な負担になるわけです。なので、環境に与

える負荷が減ったのならそれを経済的なインセン

ティプにして、生産者の人が経済という lつの指標

で、 lつにはならないのでしょうけれども、できる

だけ軸の次元が3次元だ、ったものを2次元ヘ、2次元

だったものをl次元になるような方向にする必要

があるだろうと。具体的には、例えば行政がそう

いった環境に与える負荷が少なくなったことに対

して、経済的な補助、支援を行うことで、農家の

インセンティプを高めるというような方法がある

と思います。
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座長:今のいかがでしょうか。

高橋氏:今の問題は、来年から京都議定書に実際

に突入しますけれども、レジュメでも書かれてお

りますように、メタンがIPCCの2001年データの

23倍とか、 N20が296倍というようなことがあり

ます。それからもう lつは、その中に京都メカニズ

ムと書かれていますけど、京都メカニズムの中に

排出権取引というのがあります。ご存じのように

日本が最初はやっていたのですけども、今、日本

が第3位になったぐらい、実際にビジネスとして盛

んに世界中で取引が行われています。日本もハン

ガリーから買わなきゃならないとか、実際はもう

排出権を買わなければ京都議定書は達成できない

というようなことになっています。これがどのく

らいの値段で買うのかというと、ご存じのように

C02で1トンがlクレジットで、だいたい今で1，200

円ぐらいで取引されています。これを考えて実際

に仮に北海道の各農家じゃなくて、北海道全体で

どのくらいそれを減らすのか、それをお金に換算

することはできるわけです。これを達成するため

に、例えば今、これを導入してこういう方法で減

らしたら、これをいくらに換算できるかというの

は計算上可能です。そういったことが実際は価値

を生み出さないけれども、やることによって逆の

価値が出てくるということは確かです。ほかの国

では実際にそういうことをもうやっておりますか

ら、おそらく来年以降、日本もやらなければなら

ないと思います。日本は今、 C02だけで、話をして

いますが、実際に農業分野からのそういうアセス

メントをきちんとやって、経済評価をしなければ

ならない時期に来ています。実際にもう待ったな

しで来るはずです。そういった意味から、経済評

価は農家の方にも非常に大きなインセンティプを

与えるものだろうと考えております。

座長:近藤さんお願いします。

近藤氏{北大):北大農学部の近藤でございます。

先ほどからの議論を踏んで、非常に興味深く聞いて

いたの寸すが、環境の負荷、または環境を考える

場合に、 ;1つ違和感があるといいますのは、例えば

先ほど大久保先生がおっしゃった循環の問題を考

えるときもそうですけれども、どの範囲で考える

かというのがものすごく重要で、、このLCAにして

も、地球温暖化ですよね。地球レベルで考えると、

先ほど前田さんがおっしゃったように地域にどれ

だけという話にはならないですよね。実はそこの

ところば非常に大きな組簡があって、もちろん地

球規模で7考えるというのはものすごく重要なこと

ですけども、地域という話になってくると、今の

計算の方式その他だと全然合わない。もちろん循

環ゲーム|をどこで合わせるかという問題があるの

ですけ日。現実に農家はそこの地域に暮らしてい

て、北海道なら北海道というところにいるのです

けれども!、それを例えば先ほど高橋先生がおっし

ゃったように、経済的なインセンテイプでやりと

りするとなると、北海道で、はC02を作ってもいい

からどこ|かで、買い取ればいいんだ、儲ければいい

のだといiう話にもなってしまって。それは地球全

体としてはオーケーなのかもしれませんが、地域

社会とし[てそれでいいのかという問題はあると思

います。枝々は土地で、生きているので、その土地

の問題というものを考えなきゃいけないと、いつ

も環境を議論するときにはどの範囲でやるのだと

いうことl我々、農学者と環境科学者といつも違

うのは、医学者はその部分を考えるのだけど、環

境科学者はそれができないから全部、地球の議論

になってlしまう。何か違うのじゃないかと思うと

ころがあ|ります。その辺も議論のlつのポイントに

なるかな|と思っております。

座長:ありがとうござ、います。今、近藤さんがお

っしゃっ托通り、両面から考えなきゃならないこ

とだと思います。例えば大久保先生から一番最初
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に循環の話が出ましたが、循環をしていなければ、 乳業は本州に牛乳を持っていって、こんな環境の

もろに近くに河川汚染ということが入ってくる可 いいところで作られている牛乳だよ、放牧で、やっ

能性があるということも、すごく大きな問題です ているよと言って高く売っちゃえるというのが、

し、トータルで見ると地球にも影響を及ぼすとい 今、ある意味では付加価値なっている状況かと思

うことなのだと思います。日向きん、今のことに います。ですから環境がお金に結び付いてくる、

ついて何かコメントはありますでしょうか。 これからますますそういう状況があり得るかなと

日向氏:今の近藤先生のお話を伺って、私も農学

者と環境科学者という2つの立場があるのだった

ら、今まで環境科学者の立場で物を考えていたの

かなとちょっと思ってしまいました。いや、農業

試験場の人間ですから農学者ですけれども。そっ

ちの方向で地域から出てくるC02というものに関

しては、まったくではないけど、確かに考えてい

ませんでした。そこの部分、確かにC02というの

は地球全体に及ぼす影響のある環境負荷物質ので

すが、範囲を決めて、どこの部分のプラスマイナ

スの話をしているのかというのは、まず一番最初

に評価する人聞が、ここの部分を言っているので

すときちんと言わなかったらだめだろうなと、今

のお話を聞いていて思いました。

座長:環境の評価の仕方は、言うまでもなくいろ

いろなやり方があって、例えばその次の演者の加

藤きんが環境の指標としているのは、余剰窒素と

牧場単位の数字を使っていますので、またその後

でその辺のことのお話をいただければと思います。

環境の問題が先ほど排出権取引で、そこでお金を

もらえるという状況が実際に国際間で行われてき

ていますし、この前の国際シンポジウムでもそう

いう問題がものすごく大きな問題として取り上げ

られてきているという状況は、我々も十分に認識

しておく必要がと思います。同時に例えば僕たち、

浜中町によく行くのですが、あそこのタカナシ乳

業は非常に上手に自然環境のよさを売り物にして、

高い牛乳を売っているのですね。農家の人はそん

な意識をしているかどうかは別にして、タカナシ

も思っております。その辺のことで何かご意見が

ございましたらいただければと思いますが。もし

ないようでしたら2つ目の、これは当然、関係をし

てきますので、気付かれましたらまたご意見をい

ただければと思いますが、2つ目の加藤さんの発表

につきまして、ご質問やご意見をいただければと

思います。いかがでしょうか。

土井氏(酪総研):雪印酪農総合研究所の土井と申

しますが、加藤さんの今日のお話、大変興味深く

聞きました口私どものいただいている資料10ペー

ジの図2、表lにかかわって、あるいは私の誤解が

あるかもしれないですが、今日のお話は酪農経営、

環境との関係、家族の問題も含めて総合的に評価

すべきだという、一言で言えばそういうことかと

思いますが、私はその考え方には大変同感でして、

基本的な枠組みとしてはこれでいろいろ考えてい

っていただきたいと思っています。図2のaの草地

型というのは、私は何となく左下に来るはずだと

思、っていました。ところが必ずしもそうではない

という、この位置関係はどこに起因するのかなと

考えると、今回の5つのタイプのうち、この軸の分

母に農業所得1，000円当たりと取っていますね。こ

れだと思います。今の日本の農業で稲作、畑作、

畜産、どれで1，000円稼ぐかということになると、

圧倒的に米を作っていれば心配ないというか、一

番稼ぎやすいと。この1，000円というのは農家にと

って、何を作ろうが1，000円の所得というように計

算なさったと思います。それからもう lつ、経営面

積というのが表lの左の方にありますけど、これも

草地、畑地、水田、あるいはこれを単純に合計し
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て経営面積として計算なさったのではないかと思

いますが、ここのところをもう少し工夫なさって

はどうかと。水田lヘクタールと草地lヘクタール

を単純に足すと、図が不可解な図になってきて、

統一的に理解困難になりそうに思います。その辺

をもうちょっと工夫なさると、説得的で総合評価

にもつながるデータになるのではないかと。何か

私の受け止め方に間違いがあったら教えてくださ

し::10

座長:加藤さん、お願いします。

加藤氏(中央農研):ご指摘、ありがとうございま

す。今回、図2に関しましては、確かに所得を分母

に置くという意味としましては、発表の中に申し

ました通り、牛乳とお米を作っている農家さんと、

牛乳だけを作っている農家さんの環境負荷を比較

したときに、なかなか同一に並べるのが難しいと

いうことで今回はあえて所得の方をやりました。

しかしながら先ほど言われた経営面積につきまし

ては、酪農ですと成牛換算頭数といって、いわゆ

る成牛をlにして子牛を7にするというような換算

方法がありますが、O.7倍にしちゃいけないですよ

ね。土地も草地ではなくお米は、その物がダイレ

クトにお金を生み出すという、ある意味、生産の

産出するお金の額にとっては、草地よりもはるか

に価値があるというのを先ほどお話を聞いて分か

りましたので。例えば先ほど言われた指摘もこれ

から加味しながら、いろいろ検討しながら、どの

ような表現方法が一番いいのかということも、こ

れからまた考えていきたいと思います。ありがと

うございます。

座長:よろしいでしょうか。たぶん加藤さんのお

話の中にもあったと思いますが、システムの全体

の評価方法というのが、これまで宇田川さんのエ

ネルギー産出投入比というものしかほとんどなか

ったと思っています。ところがそれでは複合経営

をやつでいるところで評価できない。じゃあ、ど

うしたりいいのかというようなところで、そうい

う意味合いとしてのlつの提案ではないかと思い

ます。こ?指摘のありましたような問題点について

も、きづと加藤さん、今後、検討してくれるので

はないかと思いますけど。そのほかいかがでしょ

うか。 I

花田氏(帯広畜大):帯広畜産大学の花田です。加

藤さんにお聞きしたいのですが、私は農業の生産

というのは炭酸ガスを炭水化物なり、あるいは窒

素をタン|パク質に、太陽エネルギーを使って同定

する、そ!ういったシステムが農業システムだと思

っていま(す。先ほど加藤さんの環境の指標のlつで、

ファーム|ゲート法ということをやられたというこ

となので1すが、実際にそういう方法を使って果た

して酪農iは窒素を固定しているのかとか、あるい

は炭素を固定しているのかということは、検討す

ることが可能なのかをお聞きしたいと思います。

もしそうやって酪農業が炭素や窒素を固定してい

るという!ことが科学的にはっきりすれば、さっき

の二酸化炭素の排出権に対してお金が掛かるのと

同様に、農業生産での炭素や窒素の固定量という

のを、工業あるいはほかの第2次、第3次産業から

お金とし「てもらうことができるのじゃないか。そ

うすると|さっき炭素と経済性というのは、 トレー

ドオフの関係にあるという議論が出ていましたけ

れども、医ういうことは打ち消すことはできるの

で、はないか思いますけど。実際、ファームゲート

法で見た楊合、酪農は窒素や炭素を固定している

産業とい足るのかどうかお聞きしたいのですが、

いかがでしょうか。

加藤氏:与のお話の中で、ファームゲートバランス

法という部分につきましては、実際、ヨーロッパ

の方で用いられている方法です。それがどんな方
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法かといいますと、先ほど言われました炭素の固

定量ですとか、そういったことをある意味、ブラ

ックボックスとして考えている手法ですので、そ

れのブラックボックスの大きさ小さきによって、

一部分はそういったものを表しているかもしれま

せんが、実際、窒素の循環であるとか、そういっ

たことを考える場合には、このような手法はむし

ろふさわしくはないと考えています。ただ大まか

な循環として、マテリアルを流れとして見るため

の手法としてとらえていただければと思います。

むしろそういった炭素吸収量、固定量に関する手

法でしたら、日向さんがやられていたようなLCA

といった、さらに細かい原単位を必要とするよう

な評価手法を用いて行うほうが、大事なのではな

いかと思いますし、そういったLCAの視点からそ

のような結果があるのかを日向きんにお聞きした

いと思います。

日向氏:まず窒素のお話からですが、 EUではEU

指令というのがあって、ファームゲートバランス

法で実際に農家の方の余剰窒素というのを計算し

て、ある程度の関値を超えていれば罰金を支払わ

なければならないという制度があります。それは

窒素と経済的なインセンテイブが結び付いている

例だと思います。ほかのところでそういう例がな

いので、たぶん窒素が経済的なインセンティブと

いうか、逆になりますが、そういう効果を表して

いるのはEU指令だけだと思います。それともう l

つ、土壌とC02の話というのは、今、非常に議論

をされているところで、今までは私の報告でカー

ボンオフセットとかカーボンニュートラルという

言い方をしましたが、全部その一言で片付けられ

ていました。土壌は常にコンスタントに同じ状態

であるという前提の下で、バイオマスの燃焼によ

るC02排出量とC02の植物固定量が、まったく同

量であるという前提で、やってきたのですが、先生

がおっしゃる通り最近はそうでもないだ、ろうと。

土壌の問題もあるし、海から出てくるとかいろい

ろなものがあります。そこの部分については

IPCCで昨年度の終わりか今年度の頭ぐらいから、

カーボンオフセットという考え方もーからきちん

と考え直して、何でもかんでも同量と考えるのは

やめようという、そういう規制が上がってきてい

ます。なので、先生や加藤さんもおっしゃる通り、

土壌の研究でNの循環でミッシングシンクという

行方不明のNというのは、常に2割から3割ぐらい

あるといわれていると、私は確か認識しています。

そのミッシングシンクの割合をもっと少なくする

こと。そしてIPCCで、そのNとCとはまた別の話!

ですが、 Cの循環に関してはNの循環よりも、ま

ださらに同定するのが難しいという状況がありま

すので、そこら辺は基礎研究の成果の到達を待っ

てから、実際の動きにという話になるのかなと思

っています。

座長:たぶん、窒素に関してファームゲートバラ

ンスで求められている余剰窒素の残り、余剰窒素

は余った方ですけども、残りが利用率なわけです

ね。だから窒素がどれだけ固定されているという

意味では、100から余剰窒素を引いたものが利用さ

れている割合ということになるとは思います。そ

れからカーボンニュートラルは、例えば木材を燃

やしても、木は二酸化炭素をどうせ吸収するのだ

からという話になって、そこはカーボンニュート

ラルだからいいよという話になっていますが、こ

こはきっといろいろ考えなければならないところ

だと思います。例えば木が育って使えるようにな

るまで100年かかるとしたら、人聞が生きているの

はそんな期間生きていないわけですね。ですから

カーボンニュートラルと簡単に済まされています

けども、そこはよく考えないと100年、 200年のス

パンでは石室かにカーボンニュートラルになるのか

もしれませんが、その間に生きている人間にとっ

てはものすごい大きな影響を被る可能性はあると
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いう、そんな数値というか、そんな考え方でもあ

るのかと思っています。その辺、ご意見ございま

すでしょうか。

高橋氏:今の話、直接じゃないのですが、コメン

トのようなものですけど。エネルギーというのは

炭素ですよね。それから窒素、 CとNの話が一緒

になって話されているのですが、炭素の中で環境

というのは糞尿のことに集中されていますけども、

実際は酪農というのは反努家畜ですよね。反努家

畜のエミッションの中でもちろん糞尿もあります。

それから一番大きなものは例えばCではメタンが

全体の80%になります。これをどうやって減らす

かというのは、今、世界中でネットワークをつく

ってすごい研究をやっています。これをこの酪農

評価システムの中にぜひ導入されて、もう少し評

価をやり直してもらいたいなというのが簡単なコ

メントです。

座長:今、高橋先生がおっしゃったメタンという

のは家畜から直接出て、いわゆる、"げっぷ"で出

てくるメタンということですね。それに関連する

ようなお話がございましたらいかがでしょうか。

もしよろしければ加藤さんの話の中で環境だけで

はなくて生活にかかわるような、エネルギーもい

いけども、生産があって経済性が成り立ってそこ

で働いている人が本当に満足しているのかどうか

という提案があったかと思います。この問題も

我々が忘れてきた問題という気がいたします。お

話の中で出てきました何の略だったか、 NDK(農

場どないすんねん研究会)会長の門平先生がいら

っしゃいますので、その辺についてのコメントい

ただければと思います。お願いいたします。

門平氏(帯広畜大):せっかくですから口加藤きん、

今日は私たちの研究会の宣伝をしていただきまし

て誠にありがとうございます。帯広畜産大学の門

平で、ご、ざいますO 私も北海道畜産学会と家畜管理

研究会の会員です。専門は獣医の疫学ということ

で、ずづとアフリカの牛の熱帯病の研究をしてお

りました。この会、先ほども説明がありましたけ

れども、(現場の獣医さんが中心で、やっている勉強

会です。獣医の技術を一生懸命磨いて、農家の人

のためだと思って一生懸命やって何十年も働いた

のに、 Eうして農家の生産性はよくならないのだ

ろうと。|そういうふうに気付いた人たちが、もし

かしたらiコミュニケーションが取れていない、現

場の状態って全然分からずに、私たちは宣教師で

いいことiを言っているのだから、農家の人はそれ

を素直に|やらなくちゃいけないだろうという姿勢

で、やって[いたのだ、ということに、気付いた人たち

がいたわ[けです。そこでその辺、どういうふうに

私たちが変えられるのか。中心は獣医師ですけど

も、普及員、削蹄師、獣医師以外の方でも農家と

現場で一緒に働いている人たちがメンバーになっ

て、社会学的な分野の専門家の人、コミュニケー

ションをどうしたらいいかということを知ってい

る人たちをお招きしたり、それで勉強会を開いた

り、実際L今、全国でいろいろなワークショップ

を実施しえいます。そして事例をとにかく多くつ

くって、それを皆さんで共有して、現場の問題を

何とか解決していこうと。技術だけでは解決でき

なかった|ことを、農家の人と一緒に問題を見つけ

て問題解決につなげていけば、まず、家庭の平和

につながり、地域の福祉につながるのではないか

という考え方で動いています。時間はあと30秒ぐ

らいでやめますけれども、今日は本当にこういう

提案をし叱いただいて私はありがたかったのです

が、ここ Jこいる研究者の方たちで何となく気付い

ていたけ戸、なかなか認めたがらないという方も

ずいぶんいるということを、全国回って実感しま

した。私日身が疫学の専門ですので、今日の加藤

さんの研策成果というのは、これからもっと真剣

にやっていかなくちゃいけない分野だと思ってい
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ます。研究発表されたことのコメントですけども、

一個一個の指標、 5っか6つに分けられたと思いま

すが、それぞれが実は独立変数ではなくて、 2つの

変数はもしかしたら相乗効果があるものかもしれ

ない、そういうような見方もこれからしていかな

くてはいけない。lつのこまを替えたらオセロのよ

うに全部、白になってしまうかもしれないという

ような評価の仕方も、これから重要になってくる

だろうと思います。本当に大切なことは、技術も

もちろんなくてはいけないのですが、人々の考え

方を変えるとか普及の中で一番重要な教育の部分、

環境についても実は帯広畜産大学、今年の夏に環

境教育についての国際シンポジウムを聞きました

が、人々の考え方が変わるだけでずいぶん物事は

変わるのだということを、もっと多くの人が認識

して、それを信じてそれぞれの分野の専門家が力

を出して仕事をするということが、大切じゃない

かなと考えています。時間を与えていただ、きまし

て、ありカまとうございました。

座長:どうも、ありがとうございました。もし加

藤さん、何かコメントがあれば。

加藤氏:私もついちょっと前まで神奈川県の県職

員として現場に出ていたことがありますし、大学

時代もいろいろな農家さんに行っておりました。

本当にそこで単純に感じたことを今回述べたので

すが、やはり自分の生活もそうなのですけど、自

分が旦那と夫婦げんかをしていたときに研究が集

中してできるかといったら、やはりそうじゃない

なという本当に単純なそういったきっかけからも

そうですし、農家さんだってまず自分のことに満

足して、そういった気持ちがなければ余裕が見ら

れない、いろいろな環境とか考える余裕はないの

だよという部分が、本当に大事なのではないかと

思います。先ほど門平先生が言われた、そこを見

て何とかそこに対して解決できるような、一緒に

いろいろ持続的な農業にいけるような方向に持っ

ていきたいというようなことが、今後できるよう

になれば非常にうれしいなと思います。以上です。

座長:加藤さん、それから「農場どないすんねん

研究会」の門平さんからのお話がありましたけど

も、この辺のことにつきまして、何かございます

か。

西部(十勝農協連):十勝農協連の西部と申しますD

加藤さん、大変興味深いお話を聞かせていただき

ましてありがとうございます。特に酪農経営を総

合的な観点で評価をしていく、あるいは指標を使

っていくというあたりは、たぶん今後の酪農経営

に大変役に立っていくのではないかと思っていま

す。Iつは家畜の福祉の指標として健康状態を使っ

ていくということなのですが、家畜の健康状態は

定量化というか数量化するのはなかなか難しいと

思うのですが、そこら辺、具体的にこんな例があ

るよということがあれば教えていただければと思

います。家畜が健康かどうかというのは、酪農家

が申告するかしないかという問題から始まりまし

て、牛が本当に瀕死の状態になっているかどうか

という、そこら辺の差がちょっとあるのかなと感

じてござ、います。それから人間の満足度は、先ほ

ど議論がございましたように、非常に大事なこと

だと思っています。酪農科学というところから、

一方社会科学の方にもちょっと足を踏み入れたと

いう感じになるのではないか思ってございますが、

私たちも生産の現場に近いところにいますと、満

足度というのは、これはなかなか定量化が難しい

指標でございます。特に同じ家族の中でもお父さ

んは極めて満足しているのだけども、お母さんは

実は不満である、あるいは息子はもう全然そんな

こと考えていませんという、そういう場面って結

構実際には遭遇するわけです。そこら辺をどうい

うふうに定量化、評価していくかというあたりを、
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何か方法がありましたらお聞かせいただきたいと

思います。私たちも生産の現場で、例えばこれは

酪農ですので、酪農家が生命を終えるときに、あ

あ、俺は酪農をやってよかったなと J思って、この

世のお別れを告げたいと思うのですが、ただお別

れを告げるときに満足をしても仕方がないことで

ありまして、今、現実に生活していく中で満足し

なければならないと思っていますし、例えば十分

な経済的な背景もありますでしょうし、あるいは

ここにありますように健康の問題もいろいろなこ

とがあると思いますが、そういった部分で満足の

度合いを知るうまい指標といったものがあればと

思ってござ、います。以上です。

座長:病気の家畜の健康状態の測定方法について

も、ちょっと答えをいただければと思います。

加藤氏:コメント、ありがとうございます。家畜

の健康状態の評価方法は農済の方にご協力いただ

きまして、農家さん、一軒一軒の診療費用比とそ

のときの回数というものを調査して、それの大小

で負荷を掛けている、掛けていないというふうに

評価しています。ただご指摘にありました通りに、

獣医さんを呼ぶときに2つのタイプがありまして、

重症になってから呼ぶ農家さんと、おかしいなと

思ったらちょこちょこ呼ぶ農家さんがあります。

そうしますとやはり金額に跳ね返ってくるのでは

ないかと思います。そこは非常に不確かなところ

はあるのですけども。最終的に予防の医学、予防

的に診てもらうのと、ぎりぎりになってから診て

もらうのでは、 トータル的なコストはぎりぎりに

なった方が高いのではないかなという予測をして

います。現状のところ数値化という部分ではその

指標を使っていますので、そこを数値にして福祉

の指標とさせていただいています。あと家族の満

足度の違いなのですが、ご指摘の通りにそれぞれ

の立場によって違います。今回、満足度は数値で

o. 7とかlとかというように表していますが、実際、

30項目のさまざまな評価項目がありまして、その

項目ごとに後継者の立場であり、お嫁さんの立場

であり、|経営者の立場、それぞれ違うというとこ

ろの傾向も見ております。今度また機会がありま

したら、そういった部分の違いをぜひお知らせし

たいなと!思います。満足感の指標ですごく苦い思

い出があるのですけども、論文を投稿したときに

その満足感の部分を突っ込まれ、これは数値化で

きるのがということでリジェクトきれた経験があ

ります。確かにまだまだ認められず、数値化も難し

いというのは非常に分かってはいるのですけども、

LCAと同じでまず、何かやって形にすることとい

うのが対事で、はなし功hなと思います。ですので、

そういっ|た思いで満足感という部分は、今後も重

要な指標として評価しようと思っています。以上

です。

座長:大久保先生どうぞ。

大久保氏ト:関連で、意見というのか要望なのですが。

人間の関与の仕方を取り入れるというのは非常に

大事なこ!とだろうと思うのですが、今、おっしゃ

ったように大変難しいのですけれど、たぶん社会

学の調査の方法だとかでいろいろな経験があるだ

ろうと思(います。農業関係はあまり知らないので

すが、そ|ういうものも参考にされたらいいのでは

ないかと思うのと、ぱっと気が付くのは例えば健

康状態が|どうであるかとか、余暇の時間がどうで

あるかとか、教育の状況がどうであるとか、もう

ちょっと客観的につかめる指標というのがかなり

あるのではないかと思います。やはり満足してい

るとか、 lしていないとかなると、ものすごく主観

的になりますから、これだけではちょっと問題が

あるのではないかと思いますので、ぜひ、今後、

検討して|ください。
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座長:ありがとうございます。どうぞ。

近藤氏:今の大久保先生の意見と同じで、私ども、

セラピックライディングなんかでやるときに、い

わゆる心理的なプロフィルをやるテストがあって、

非常に心配しているとか、ナーパスになっている

とかというのは、これは酪農大の岡本先生の方が

詳しいのですけども、そういう心理学協会で、はっ

きり数値化できるアンケート用紙なども市販され

ているので、それをお使いになったらいいかなと

思いました。それからもう I点、家畜の健康状態な

のですけど、これは実は私ども道北の地方でいく

つか獣医さんと協力してやって、お金じゃなくて、

どういう病気に何回かかったかという統計を取っ

てみたのですが、今、おっしゃったようなバイア

スが多すぎますよね。やはり 24時間放牧をやって

いる酪農家の方がだいたい病気は多くなるのです。

なぜかというと頭数が少ないのと非常に大事にし

ていて、大きいところでは見せないものまでどん

どん見せるというのもあるし、ちょっと足が悪く

なったら出られなくなるのでバイアスが多すぎて、

獣医の方から追い掛けるのは無理だろうと思って

います。ほかのパラメーターを使って実際に自分

の日で観察した方がずっといいだろうなというふ

うに感じて、僕らは手法を変lえちゃったのですけ

ど。獣医さんの方のスコアで持っていくというの

は問題あるかなと思っています。

座長:今の満足度と病気の問題について加藤さん、

いかがでしょうか。

加藤氏:確かに人間の満足度に関しては、やはり

先ほど大久保先生が言われた、身体的な健康状態

という部分は大きく作用しているなとも思います

し、客観的に見える指標というものも今後、例え

ば作業事故ですとか、そういう環境を含め考えて

いきたいなと思います。また近藤先生からご指摘

があったアンケート等も手に入れてみて、それを

用いてできるものであればやってみたいなと思い

ます。家畜福祉の指標につきましては、先ほど近

藤先生が言われたようにさまざまなものがあるか

と思うのですが、ただ行動観察も素人にはできな

いというか、すごく難しいのかなということもあ

りますので、できれば何らかの形でもう少し考え

て、さまざまな農家をできるように、もしくは農

家さん自身でできるようなことになればいいのか

なと思います。そういった部分でも今後、それこ

そ獣医さんの協力を得ながらやっていきたいと思

っております。以上です。

座長:加藤さん、ちょっと遠慮して言っているの

かなという気もするのですが。満足度の方は非常

に難しいと思うのですが、社会科学の専門家の徳

川先生という東北大の先生をしている方が作られ

た項目を、若干だけ変更して聞くという方法を採

っております。ですから加藤さんのアイデアもか

なり入ってはいますが、そこについては勝手に作

ったというわけではなくて、一応、社会科学的な

手法に則ったやり方をしています。ただそれにし

てもどれだけ本当のところが聞けるかどうかとい

うのは、非常に難しいことには変わりはないかも

しれません。時間がだいぶ過ぎてきまして、ちょ

うど予定の時間になってまいりました。何かここ

は絶対言っておきたいというところがございまし

たら、出していただければと思いますけれども、

いかがでしょうか。どうぞ。

坂本氏(中央農試):中央農試の坂本です。最後な

のですけれども、今日の大きなテーマの「北海道

畜産の将来を考える」ということと、今日ず、っと

お2人のお話を含めて検討していたことの関連な

のですが、全体として北海道ではどんどん酪農家

の戸数が減っていくというのは、もう加藤さんの

グラフで示していただいた。そういったような方
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向に行く中で今日は主に環境問題が出てきている

のですけども、じゃあ、北海道の畜産、今日は酪

農が中心なので北海道の酪農といってもいいと思

うのですけども、じゃあ、北海道の酪農はいった

いどうしたらいいのか、そのあたりの論議が全然

ない。やはり今日は将来を考えるわけですから、

その将来を考える上でいったいどのあたりまで皆

さん方が少し前進したのか、どういうような酪農

を今後進めていったらよろしいのか、そのあたり

をぜ、ひ座長のお2人にお聞きしたいなと思ってい

ますけど(笑)。

座長:厳しいご指摘をいただきました(笑)。ちょ

うど今、最後閉めるにあたって、座長としての一

言ずつコメントを申し上げさせていただこうと思

っておりましたので、今の坂本さんからのご質問

に対して、前田さんが答えていただけると思いま

す。

前田氏:坂本さんからのご指摘の通り非常に厳し

い状況で、特に農家戸数が先ほど加藤さんのグラ

フでは、それほど急激なカーブに見えないですが、

今、年率3%ぐらいず、つの酪農家が減っていますし、

2015年には農家戸数自体が2000年対比で、約40%の

減少になると予測がされています。そういう状況

になると酪農そのもの、農家の経営じゃなくて、

農村地域自体が地域社会として存立しえないよう

な、いわゆる限界地帯といいますか、そういう状

況に追い込まれている中で我々が将来をどう考え

ているかということが、非常に大きな問題だとは

まったく同じ認識なのですが、その際に進むべき

方向を考える際の選択する基準という意味で、今

日は環境あるいは農家生活という視点から評価事

項を示していただいたと思っています。それが

LCAであったり、総合評価指標であったり。これ

はお2人のお話の中でも指摘がありましたように、

ある意味、手法自体が発展途上といいますか、ま

だまだ完成させていかなければならない評価手法

で、その中には評価項目のもう少し加えたり、あ

るいは精微化を図っていく、そういったことが必

要だと川うご指摘がありました口皆きんの議論の

中にも喝の評価項目、特にこれまで経済性という

ところが重視されている中で、最後、満足度とい

うことが非常に重要な項目になるというご指摘が

ありました。もちろんこういったことを通して、

酪農の在り方を単に抽象的な話ではなくて評価事

項をしっ!かり持って、それも基準を明確にした上

で評価対ることで、あるべき姿を描いていくこと

ができる|のではないかという印象を私は持ってい

ます。た(だ、今の話も非常に漠然とした話で、坂

本さんのご指摘にも十分応えられないのですが、

少なくども私ども北海道の酪農の姿を考えると同

時に、も!っと大事なことはおそらく最初申し上げ

たように制%ぐらい減少していくという、その減

少をどうやって止めていくのか。そのことの方が、

ひょっと[したら最も重要なことで、酪農の発展は

ある意味ド私が今、住んでいる根釧地域は酪農だ

けの世界片すから、そこの酪農家戸数が40%減少

するということは、地域社会そのものが存立しえ

ないようb状況になりますので、そういった際に

どういった酪農経営をしていくのかというときに、

その方向性を示す技術の選択だったり、経営の在

り方だったりの基準が、皆きんとともに共通認識

を得たのセ、はないかというふうに考えられました。

座長:最後に僕の方から、ちょっと考えているこ

とを短く申し上げさせていただきたいと思います。

最初に大久保先生から、全体を見るという視点が

どこにあ戸のかということと、循環に関するご指

摘がありました。僕は酪農だけではないのかもし

れませんが、農業をやっていく上でやはり循環が

成り立つ止うな農業をやらなければ、これはどう

考えても短期的には成り立つかもしれませんが、

長期的に持続的にということを考えましたら、や
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はり成り立たない方向に行くといいますか、厳し

い方向に行くのではないかと思っています。です

から、酪農については、まずは循環が成り立つ酪

農をやることが必要だと思っています。当然なが

ら生活をした上でということになるわけですが。

どんな方法、どんな生産の仕方をするか、機械を

使うか、規模を大きくするか、濃厚飼料を使うか

使わないか、放牧をするのかというのは、僕は農

家の人が決めればいいことだと思っています。ひ

ょっとすると、ある農家の人は多少、収入が減っ

ても、私はこういうやり方をするという人がいて

もよろしいのじゃないかなと思っています。ただ

し循環だけは守らなければ、僕はだめなのだろう

と。そこが最低限であって、それ以外のことにつ

いては、農家の人ご自身が一人一人責任を持って

やるしかないことだと思っています。加藤さんが

いろいろ取っているデータなどをず、っと見ていて

も、循環をつくる、あるいは適正な環境規制をし

てやるということが、生活も含めてすべての面に

いい影響を与えるようだということが、はっきり

とは申しませんが、データからもかなりうかがえ

るのではないかと思います。そういう意味で、例

えば土地基盤に合った生産をするということに、

結局はなるのではないかと。土地基盤に合った生

産をするということはどういうことになるかとい

いますと、北海道はまだ結構余裕があるとは言い

ませんが、かなり今と同じに近い生産をする可能

性があると思いますし、本州の方は厳しくなって

くるだろう。そうすると北海道は牛乳をたくさん

搾って、チーズに回して乳価を下げるなどという

ばかなことはしないで、そうではなくて北海道の

良質な牛乳が本州の方に行くという、適正な環境

規制を全体的にやれば自然にそういうようになっ

ていくのではないか。北海道だけのことを考えて

いるわけではありませんけれども、そうすると将

来的には生活自体も成り立つことが可能で、はない

かというふうに、個人的には考えております。た

だ農政はご存じの通り枠を先に決めて、800万トン

なら800万トン搾るというところからスタートし

て、じゃあ、どうするのだ、牛乳は余るからチー

ズを作ったらいいじゃないか。これをず、っとやっ

ていたら農家さんはただ忙しくなって安い牛乳を

搾らされて、上手に使われてしまう存在になって

しまうのではないかと思います。ですから、今こ

そ大変な状況だということが、最初の会長からの

あいさつにもありましたけども、この大変なとき

こそきちっと議論してやることが、これからのす

ごく強い酪農、畜産につながってくる口特に濃厚

飼料が高くなっているということがありますけど

も、今こそ自給飼料を主体とした酪農なり畜産を

やっていくための、違った意味でいきますと、も

のすごくいいチャンスととらえることができるの

ではないかと、個人的には思っております。坂本

さんに満足いただけるようにはなっていないかも

しれませんが、我々の方から最後、勝手に申し上

げさせていただいきました。時間がちょっと過ぎ

ておりますので、この辺で閉じさせていただきた

いと思います。お忙しい中、お集まりいただきま

したが、 3学会・研究会が集まったからこそ、こう

いう議論ができたと思います。今後ともこのよう

な試みが引き続いていけばというように、個人的

には思っておりますし、ぜひ、その方向で皆さん

のご支援をいただければと思います。今日は本当

に熱心に議論をいただきましてありがとうござい

ました(拍手)。
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