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ニ ュ ー ス 
ト ピ ッ ク ス 

●牛および牛肉のトレーサビリティ法成立 
 
　BSEのまん延防止措置の的確な実施や、牛肉の

安全性に対する信頼確保を図ることを目的として、

牛を個体識別番号により一元管理するとともに、生

産から流通・消費の各段階において、個体識別番号

を正確に伝達していくための制度を構築する『牛

の個体識別のための情報の管理および伝達に関す

る特別措置法』、いわゆる“牛のトレーサビリティ法”

が、6月4日に成立し、同月11日に公布された。なお、

同法は、12月1日から施行されるが、牛肉への表示

の部分については、一年遅れの平成16年12月1

日からの施行となる。 

同法の概要は次の通りである。 

１生産段階 
（1）国（（独）家畜改良センターに事務委任）によ

る牛個体識別台帳の作成 

センターが牛個体識別台帳を作成し、牛ごとに次

の個体識別情報を記録・管理する。 

①個体識別番号、②生年月日、③雌雄の別、④母

牛の個体識別番号、⑤出生からと畜までの間の

飼養地及び飼養者、⑥転出・転入年月日、⑦と畜

年月日又は死亡年月日、⑧その他（輸入牛の輸入

年月日等） 

（2）牛の所有者等による出生・輸入の届出 

出生年月日、雌雄の別、母牛の個体識別番号等の

届出 

（3）譲渡・譲受けの届出、年月日、相手方の氏名等

の届出 

※耳標の装着：国から通知を受けた個体識別番号

を印字した耳標を装着・耳標の取り外し、耳標の

ない牛の譲渡し・譲受けの禁止 

（注）なお、本制度の施行前に装着された耳標や

個体識別番号については、届出等の所要の手続

を経た上で、本制度に基づく耳標・個体識別番号

とみなされる（附則第2条、附則第3条）。 

２と畜段階：と畜者（牛をと殺した者）の講ずべ
きこと 

（１）センターへのと畜年月日等の届出 

（２）牛肉の引渡し先への個体識別番号等の伝達 

①個体識別番号又はこれに代わると畜番号等

を表示。 

②と畜番号等を表示するときは、枝肉の引受け者

に対し、対応する個体識別番号を明らかにした書面

を交付。 

（３）伝達情報の記録・管理 

３流通段階 
（1）対象となる「牛肉」 

牛個体識別台帳に記録されている牛に由来する牛肉 

※ただし、牛肉の製造・加工品や、生鮮ものでも「挽

肉」「小間切」の状態のものについては、以下の理

由から、農林水産省で対象外とする方向で検討中。 

①対応する牛の特定に極めて手間・コストがか

かってしまうこと。 

②たとえ対応する牛が特定できたとしても、そ

の数が極めて多数に及ぶこと。 

③これらの状況のものを対象外としても、国産

牛肉の仕向先の6割弱を占める「精肉」が対象と

なること。等 
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インターネットによる情報公開 

個体識別番号 

（＊2） 
 

（＊1）　（独）家畜改良センターがすべての牛の情報を記録・管理 
（＊2）　1　と畜されるすべての枝肉からDNA照合用サンプルを集取 
　　　 2　農林水産大臣（地方農政局長）の立入り検査の際に、小売店から検査用サンプルを集取 
　　　 3　両サンプルの同一性をDNA鑑定により確認 

牛のトレーサビリティ（生産履歴情報把握）制度のしくみ 



（2）対象事業者 

・情報伝達を義務付ける対象は、対象牛肉（「精肉」）

の販売を行う事業者 

・個体識別番号等が表示された「精肉」を主たる

材料とする、政令で定める料理を提供する、政令

で定める外食事業者 

（3）牛肉販売業者の講ずべきこと 

　ア　販売先への個体識別番号等の伝達 

①牛肉の容器・包装、送り状、又は小売等の店

舗の見やすい場所に、個体識別番号又はこれ

に代わる「ロット番号」を表示。 

②「ロット番号」の表示は、牛肉と対応する牛の

1対1での対応関係を識別することが困難で、

かつ、対応する複数の牛の頭数が一定数以下

であることが必要。また、「ロット番号」を定め

た者の問合せ先を併記し、消費者等の求めに

応じ、対応する複数頭の牛の個体識別番号を

情報提供。 

　イ　伝達情報の記録・管理 

４担保措置 
（1）農林水産大臣（地方農政局長）による立入検査 

（2）届出義務違反、耳標装着義務違反等に対する罰則 

（3）個体識別番号等の表示義務等の違反に対する

是正勧告 

→是正勧告に従わなかった場合の改善命令 

→改善命令違反に対する罰則 

（4）帳簿保存の義務違反等に対する罰則 

５個体識別情報のインターネットによる公表 
センターが個体識別番号により記録・管理してい

る個体識別情報については、飼養者の氏名等を

除き、インターネットにより公表される。 

　消費者、流通事業者、生産者は、生産から流通・

消費の各段階において、牛肉に表示等された個

体識別番号等によって、いつでも牛肉に対応する

牛の個体識別情報の確認が可能となる。 

 

●食品安全委員会が発足 
 
「食の安全」確保を目的として、新しく内閣府に創

設された「食品安全委員会」の初会合が7月1日開

催された。この委員会の設置は、BSEに関わる諸

問題の発生を契機に決定されたもので、省庁の垣

根を越えて食品の安全性を評価するために内閣府

に属することとされた。 

　委員会は公衆衛生学や微生物学などの専門家7

人で構成され、食品が健康に及ぼす影響を科学的

に評価するが、専門的な事項については、その分野

に詳しい専門家のべ200人から成る専門委員会の

意見をもとに評価が行われることとなる。 

　一方、行政側では、7月1日付けで組織の再編整

備を行い、農林水産省には「消費・安全局」が、厚生

労働省には「医薬食品局、食品安全部」がそれぞれ

設置され、食品安全委員会の勧告に従って食品に

ついての規制や監視を行っていくことになる。 

　食品安全委員会委員は次のとうり。 

（敬称略） 
 
 
 
 
 
 
●世界で最初の体細胞クローン牛、　 
　『のと』と『かが』が5歳をむかえる。 
 
『のと』と『かが』は、石川県畜産総合センターで生

まれた世界で最初の牛の体細肪クローンで黒毛和

種の双子である。2頭は、同センターと近畿大学と

の共同研究によって、1998年7月5日に誕生し、こ

のほど、元気に満5歳をむかえた。同場ではこの他

にも同じ年に3頭が出生しており、彼らも元気に育

っている。 

　英国の世界初のクローン羊『ドリー』は残念なこ

とに早死にしてしまったが、同センターでは『のと』

と『かが』がどのくらい、健康に長く生きることがで

きるかなどについて、各種の調査、観察を続けてい

くことにしている。 

　2頭は、センター内の『クローン牛舎』で飼育さ

れており、外来者も自由に見学することができる。 

　短期間に多数の家畜を生産したり、優れた遺伝的

特徴を持つ家畜を大量に生産することが期待できる、

新しい畜産技術として実用化が進められているク

ローン技術であるが、『のと』と『かが』は受精卵を

使わないで体細胞から生まれた、親と全く同じ遺伝

子を持つ、クローン牛である。わが国で、体細胞ク

ローン牛は、今年3月までに全国41の試験研究機

関で、340頭が出生、このうち、133頭が現在も飼

育中で、様々な研究、調査が続けられている。 

　　○寺田　雅昭　　　元先端医療振興財団副理事長 
　　　小泉　直子　　　元兵庫医科大教授 
　　　寺尾　充雄　　　元（財）日本公定書協会会長 
　　　三上　　彪　　　元日本大学教授 
　　　坂本　元子　　　和洋女子大学教授 
　　　中村　靖彦　　　明治大学客員教授 
　　　本間　清一　　　御茶ノ水女子大学教授 

○印：委員長 



　消費者が安心して美味しく飲める牛乳を生産する

ため、酪農家はエサ作りから牛乳の出荷までの間に様々

な労働をこなさなければなりません。その中でも、牛

から乳を搾る仕事は酪農における作業時間のかなり

の部分を占め、ミルカー(搾乳機)を使ったとしても年

中休み無しのきつい作業です。ヘルパー制度が充実

してかなり緩和されてはいますが、このことが、後継

者や花嫁さんに酪農が嫌われる理由の一つとされて

います。この問題を緩和するのが搾乳ロボットによる

乳搾り技術なのです。 

　搾乳ロボットを一番初めに開発しようとした研究者

は日本人ですが、その後、各国で研究開発が行われ、

現在、ヨーロッパを中心に世界中で千数百牧場、日本

国内の百近い牧場で使われ始めています。しかし全

酪農経営の中に占める普及の割合はまだ微々たるも

ので、性能アップと価格の低減による普及の拡大が期

待されています。 

　搾乳ロボットとは、乳牛がお乳を搾って欲しいときに、

何時でもその装置に自由に移動し、そこで人の手助

けなしに搾乳する機械のことです。乳房や乳頭の洗浄、

乳頭への装着、搾乳など一連の作業が全て自動的に

なされ、搾乳が終った牛は自分で機械から出ます。通

常1頭を1回搾乳するのに数分程度を要します。さら

に、牛と搾乳ロボットを入れる放し飼い式の牛舎、基

礎飼料を与えるＴＭＲ（混合飼料）装置やふん尿処理

装置も必要です。1台で60頭程度の搾乳牛に対応し、

ほぼ24時間中働いている搾乳ロボットに、乳の張っ

た牛が自分から1日平均3回程度入って搾ってもらう

仕組みになっています。これによって人間の労力が大

幅に省けるほか、搾乳回数が増すことによって牛の乳

量も増えるとされています。これらの装置とシステム

の中核となるのがコンピューターで、その性能と各種

センサーの性能、さらに全システムを制御するソフト

ウエアーの出来具合が搾乳ロボット使い勝手の決め

手になり、世界中で数社のメーカーが開発に参入して

います。 

　市販も始まっている人間ロボットの機能が、アニメ

に画かれているような域にはまだ達していないように、

現在の搾乳ロボットは一応実用化の域に達している

ものの、より完成度の高いものに改善、開発されるこ

とが求められています。また酪農現場からは、現在1

台約３千万円の搾乳ロボットの価格を半分程度にする

ことも求められています。 

　これからの日本の酪農は、輸入乳製品にも対抗で

きるコストを目指した、メガファームと称されるよう

な数百頭規模の経営が増える一方、家族経営による

地域資源循環型の数十頭規模の経営も並立していく

でしょう。搾乳ロボットは、このような規模の家族経営

酪農の強力な援軍になると期待されています。 

　今後、人間ロボットなどで開発されたような新しい

技術が次々に搾乳ロボットに取り入れられて行くでし

ょう。しかし、搾乳ロボットの完成度がいくら高くなっ

たとしても、生物生産は基本的に人間の目、感性が必

要な仕事であり、無人で牛を飼えるようにはならない

でしょうが、搾乳ロボットの導入により、酪農がより魅

力的な、体力の弱い高齢者や女性でも関っていける

仕事に変身して行くことでしょう。 

針生　程吉（はりう　ていきち） 
(社)畜産技術協会　参与 
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鶏 卵 の 種 類 と 区 分  
　『卵かけご飯が食べたくなった』なんて言うと、笑わ

れるか、貧しい食生活をしていると思われるかもしれな

い。現在の卵価は国際競争力を持つ安さで、大売出しの

際などでは、目玉品として生産原価割れで売られたりし

ている。しかし、50年ほど前には、卵の値段は相対的に

高く、新聞紙に包んで病人のお見舞いに持って行くと、

大変喜ばれたものである。今でも、世界中の多くの国で、

卵は貴重な栄養食品となっている。 

　栄養素というと、まず、タンパク（蛋白）質を思い浮か

べるだろうが、蛋白とは卵の白味のことで、タンパク質

の代表選手になっている。卵から元気なヒナが誕生する

ことを考えると、卵がいかに優れた栄養食品であるかが

わかる。また、卵は料理の素材としても優れ、もし卵を

用いないとすると中国料理のレパートリーは激減する

といわれている。日本の家庭料理とて同様であろう。 

　このように身近な卵に対して、消費者の方々が若干の

情報を持っていれば、購入の際に楽しみながら選択でき

るのではなかろうか。 

　生産者が自分たちの生産した卵を目立たせるために、

いろいろと知恵を絞った結果、数多くのブランド名が出

回り、1998年には100種だったブランド卵が2003年

6月には700種を超えている。 

　このように多くては、消費者の方々も選択に迷われる

こともあろう。そこで、鶏卵の種類と区分を大別し、その

特徴を紹介したい。 

1.鶏の品種・銘柄による違い：鶏卵を生産している鶏と

しては、代表的な白色レグホーン、ロードアイランドレッ

ド等の卵用種、日本在来種の利用、鳥骨鶏など、数多くの

品種が用いられている。また、同じ白色レグホーンにし

ても、生産農場毎に採卵鶏の銘柄が異なる。 

2.卵殻色の違い：鶏の遺伝子の違いが卵殻色（卵の殻

の色）に現れる。白色卵（白色レグホーンなど）と褐色卵

（ロードアイランドレッドなど）が中心であるが、青色卵

殻遺伝子を利用した青色あるいは緑色卵もある。なお、

褐色卵は俗に「赤玉」ともいわれ、おなじみの卵であるが、

基本的には、その栄養価等に白色卵との差はない。 

3.卵の大きさの違い：卵の大きさは、第1に遺伝的な違

いによるものがあげられる。例えば、卵用種では、約60

グラムはあるが、鳥骨鶏などでは30グラム台の大きさ

である。第2に、鶏の歳による違いがある。産卵の初期

は小さく、産卵期が進むと大きくなる。鶏卵の取引規格は、

LL（70－76グラム）、L（64－70グラム）、M（58－

64グラム）、MS（52－58グラム）、S（46－52グラム）

SS（40－46グラム）の6種類に分類され、販売されて

いる。一般に、卵黄の大きさにはあまり差がないので、

大きな卵は相対的に卵白が多いといえる。 

4.飼いかたの違い：一般に産卵鶏は鶏舎内のケージ飼

いが多いが、鶏舎内で放し飼いをするものや、農場の敷

地や農家の庭先など、地面の上で放し飼いをするもの

もある。後者の方式では、鶏の運動量の違いや、雄を一

緒に放し飼いにして、有精卵などをセールスポイントに

している。しかし、栄養的には、有精卵と無精卵に差がな

いといわれている。 

5.飼料の違い：産卵鶏に必要な栄養素を満たすための

基本的な飼料に大きな違いはないが、野菜や牧草など

の緑のえさを与えていることをセールスポイントにして

いる農場もある。鶏に必要以上のビタミンやミネラル

などを与えると、それらが卵に出てくることを利用して、

EPA、DHA、ヨードなどを飼料に入れた栄養強化卵が

生産されている。 

6.新鮮さ：産み立ての卵が好まれることはいうまでもな

いが、固ゆで卵に関しては、殻の剥けやすさ、白味の滑

らかさからみて、食べごろは産卵後1週間くらいが良い

とされている。 

　以上の要因を組み合わせて、数多くのブランド卵が生

産されているので、消費者の方々も、生産者の考えたセ

ールスポイントを取捨し、ご自分の選択を楽しみながら

料理をしていただきたいものである。 

小宮山　鐵朗（こみやま　てつろう） 
（財）日本農業研究所実験農場　参与 

畜産
物あれこれ



技術
講座

ウシの繁殖技術の進歩 －受精卵 移植技術－ 

　「人工授精」によって、優秀な（その子牛が将来たくさ

ん乳を出したり、牛肉の品質が優れていたりという意味で）

雄牛の子供をたくさん作ることが可能になりました。し

かしながら、雌の場合はいくら優れた牛であっても、一生

のうちに生むことのできる子供は限られています。10

回もお産をすれば、かなり多産といえます。加えて牛は

単胎動物といって、双子もたまにありますが通常子牛は

1頭で生まれてきますし、妊娠期間は280日前後と非常

に長いものです。これらの理由で、雌側からの品種改良

はあまり進みませんでした。このことに対する一つの解

答が「受精卵移植技術」であるといえます。この技術を

利用することによって、優秀な雌牛からたくさんの優秀

な子供を生産することが可能になったのです。 

　「受精卵」は「胚」とも呼ばれますが、卵子と精子が授

精した後に子宮に着床する前の時期のものを指します。

実際に受精卵移植に使われるのは受精して一週間前後

のものですが、この時期に受精卵は子宮の先端部にあり

ます。これを体外に取り出した後、他の雌の子宮に移し

て妊娠させ、子供を得る技術が受精卵移植です。受精卵

が取り出される雌牛にしてみると、いわば自分の腹を痛

めずに子供ができることになります。 

　現在、人も含めて色々な動物で受精卵移植によって子

供を作ることが可能です。初めての受精卵移植は

1890年にHeapeという科学者がウサギで、牛では

1951年にWilletが成功させています。現在では、日本

で年間に約50,000頭（この他に体外受精卵―後述―が、

10,000頭）、世界全体ではその10倍程度の牛に受精

卵移植が実施されるようになりました。あらゆる動物の

中で、牛において最もこの技術が利用されているといえ

ます。他の中小の家畜、ブタ・羊・山羊でも受精卵移植は

可能ですが、ほとんどの

場合開腹手術が必要に

なります。牛ではその体

の大きいことがメリット

になって、受精卵の採取

も移植も手術せずに実施することが可能です。熟練した

技術者であれば、牛にほとんど苦痛を与えずに採卵や移

植が実施できます。 

 また、単胎動物であるがゆえに、自然の状態で卵子は通

常一つしか排卵されないのですが、ホルモン処理によって、

一時にたくさんの卵子を排卵させることができます。こ

れは「過剰排卵処理」と呼ばれ､個体によって反応のばら

つきが大きいという問題が残されているものの、この処

理をすることにより、平均して5～6個の移植に使える受

精卵を一度に採取できます。 

 移植する場合の条件は、受精卵を受け取る側の雌牛が

繁殖的に健康で、受胎する状態にあることが言うまでも

無いことですが、発情してからの日数が受精卵を取り出

した牛と一致していることも必要です。これは「発情の

同期化」と呼ばれますが、ホルモン処理によってかなりぴ

たりと一致させることができます。また受精卵も精液と

同じように凍結して保存することが可能ですので、この

場合は無理に同期化させる必要もありません。実際日本

では移植の７割以上で凍結した受精卵が使われています。 

 受精卵移植の有効な

点は優秀な雌から沢山

の子供を作ることだと

最初に述べましたが､

それだけではなく、品

種が異なっても移植が

できるので、乳牛に肉牛を生ませることも、その逆もで

きます。自然状態ではあまり多く見られない双子を生ま

せることもできます（この場合、雄と雌の双子ができると、

雌の繁殖能力が損なわれると言う問題がありますが）。

凍結した受精卵の輸出入は、生体の輸出入と比べると非

常にコストが低く、伝染病を伝播させる危険性の少ない

家畜の移動方法です。また、この技術が家畜繁殖学の研

究に大きく寄与した点も見逃せません。 

　関連した各種の技術が開発されたのもこの技術なら

ではのことです。受精卵を真っ二つに切断して人為的に

発情後7日目に採取された受精卵 

牛の生殖器官 



家 畜 改 良 センター 
1．家畜改良センターはどこにあるのだろう？ 

家畜改良センターは、福島県の東北新幹線新白河駅か

らすぐの本所と、南は宮崎から北は北海道まで全国に散

らばる１１の牧場で構成されています。 

　畜産の仕事というと男性が多いイメージがありますが、

多くの女性も活躍しています。 

2．家畜改良センターはどんな事をしているのだ

ろう？ 

　畜産の発展と豊かな食生活に貢献する事を目指し、以

下のような業務を行っています。 

（１）家畜の能力向上のために 

　普段、私達が口にしている肉や牛乳等を生産している

家畜の父や母を種畜といいます。家畜改良センターでは、

肉用牛、乳用牛、豚、鶏について、優れた種畜を作り出し、

作出した種畜やその精液、受精卵を供給することにより、

日本の家畜のレベルアップを図っています。家畜の改良は、

能力の高い個体を選抜し、交配を重ねて行うのですが、こ

れには長い時間がかかります。能力の高い個体を正確に

選抜することも大切です。そこで、より効率的に、正確に

改良を行うための手法の開発と実用化に取り組んでいます。 

　また、乳用牛、肉用牛及び豚について、家畜の持つ遺

伝的能力を大型コンピューターを使った統計的分析で

算出してランキングを公表し、農家段階での改良にも利

用されています。 

（２）牛の戸籍・転居情報の管理 

　最近「トレーサビリティシステム」という言葉を良く耳

にするのではないでしょうか？これは食品がいつ、どこで

作られ、流通し、販売されたかを追跡できる仕組みで、安

全・安心な食品を提供するための基礎となるシステムで

す。家畜改良センターは牛についてこのシステムを管理

しており、全国の牛の生年月日、異動履歴などの個体情報

を耳標番号で管理し、必要に応じて情報を提供しています。 

（３）畜産技術の開発・実用化 

　家畜の能力アップにつながる技術の開発・実用化に取

り組んでいます。例えば、牛肉の肉質や豚の産子数など

の経済的な能力を支配する遺伝子の解明、肉のおいし

さと科学的成分の関係の解明、肉量や成分を簡単に推

定できる技術の開発、家畜の受精卵移植技術やクロー

ン技術など、繁殖技術の改善について調査研究を行って

います。特に最近はクローン技術が話題に上っています

が、リーフレットを作成し配布するなど、広く理解を得た

上で研究を進めるように努めています。 

（４）その他… 

　畜産はもちろん家畜だけでは成り立ちません。家畜

のエサとなる飼料作物についても、新品種の種苗の増殖、

種子の検査と証明書の発行などを行っています。また、

家畜の能力を十分発揮させるためには飼養管理の技術

が深く関わってきます。そのため、搾乳ロボットなどの飼

養管理技術や飼料生産技術について改善を行い、展示

を行っています。 

3．おわりに 

　家畜改良センターの業務について簡単にご紹介しま

した。畜産に関する様々な情報をイベントやホームペ

ージ（http://www.nlbc.go.jp/）などで提供するとと

もに、本所および全国にある牧場で小中学生、消費者

団体などの見学を受け入れています。どうぞお気軽に

お問い合わせ下さい。 

　　　　　　　　  問合せ先：（独）家畜改良センター 
　　　　　　　　  福島県西白河郡西郷村　Tel 0248-25-2231 

興津美恵（おきつ　みえ） 
独立行政法人家畜改良センター 

家 畜 改 良 センター 

現場
紹介

一卵性双子を生産したり、受精卵から切り取った一部

の細胞のDNAを調べることによって、受精卵の雄雌

を判別することもできます。また「体外受精」といって、

未成熟の卵子を体外での培養で成熟させ、精子も授

精する能力を得るような処理を加えた後に一緒にして、

体外で受精させた後、移植できるような受精卵になる

まで培養することも可能になっています。 

斉藤 則夫（さいとう のりお） 
独立行政法人家畜改良センター 



みなさまの 

VOICES

サイレージってな～に？ Q

A

日本人のくらしと畜産のこと 
　1.明治までの肉食禁止と以後の畜産：現在の私達にとって、肉の食べられない生活は考えられないが、明治維新までは天武

天皇4年（675）の殺生禁断令によって肉食を禁止されていた。東アジアモンスーン地帯に位置し、温暖多雨なわが国では、

連作可能でかつ極めて生産力の高い水稲作を行えば、多くの人口の保養と環境保全ができることから、人力による集約的な

水田農業（耕地の54%を水田にした）を発展させた。冷涼乾燥地帯の西欧の畑作有畜農業と異なり、水田農業は家畜を必要

としなかった。そのことが肉食禁止を支えた農法上の理由であった。 

　肉食解禁は、明治天皇が1872年に宮中で牛肉を食され、中古以来の肉食禁止は誤りとされたことによる。以後滋養物で高価な乳肉卵の消費がようや

く始まり、在来家畜に輸入の乳牛、豚、鶏の品種を加え、糠（ぬか）、麸（ふすま）、野草、藁（わら）類などを飼料に小規模副業的畜産が進展するようになる。 

2.第2次大戦後の畜産の急展開と畜産物消費の急増:第2次大戦後行政の強力な支援の下で、飼料作物の作付や山林原野の草地開発、家畜改良など

の畜産技術の開発改良、経営規模拡大推進がなされ、畜産は急成長を逐げ、2000年には、その産出額は2兆4,500億円と農業総生産額の26.9%

（米は25.5％）を占め農業の重要な柱となっている。ただし、畜産の飼料の自給率は24%に過ぎず、日本畜産は極めて脆弱な生産構造にある。 

　一方、国民一人一年当たりの畜産物の消費量は、明治維新92年後の1960年でもわずかだったが、生産コストの引き下げと1959年以降順次行

われた畜産物輸入自由化により、2000年には60年に比べ、肉が8.2倍の28.8kg、牛乳が4.2倍の94.2kg、卵が2.7倍の17.0kgへと世界に例を

見ない急増と充実を短期間に達成した。それが日本を世界一の長寿国にした理由のひとつであるが、もうひとつの注目すべきことは、米の消費を

60年の42.8％減の64.4kgにし、我々の祖先が営々として開発してきた水田の40%、100万haもの減反を余儀なくさせた原因にも畜産がなって

いることである。 

3.畜産の近未来の課題:多くの課題の中、消費者の理解と支援をいただきながら、次の課題への取り組みが特に必要かつ重要である。グローバル化

の急展開は、畜産の各部門の生産縮小を顕在化させており、その克服手段の開発をはかることとし、さらに先進国中最低の日本の穀物自給率向上に、

飼料自給率向上が不可欠なこと、加えて世界の穀物需給がタイトになると見通されることから、耕畜連携を一層進め、減反水田と過疎化の著しい中

山間地域で放棄されている土地の畜産的利用方法を開発促進し、飼料自給率を高め、日本畜産を国土に根ざしたものにすること、そして国民の生存

の基盤を守る役割を果たしている日本の農業・農村を衰退させてはならないということである。 

　なお、畜産新技術は、十分な、科学的検証を受けること、消費者が納得する社会的検証に十分応えなければならないことを強調しておきたい。 
水間　豊(みずま　ゆたか)　東北大学名誉教授 

 

　牧草やトウモロコシの茎や葉を切断してサイロに詰めて密封し、空気のない状態で乳酸発酵させたものがサ
イレージです。家庭で作る漬け物も同じで、私たちは漬け物を毎日食べています。 
　昔は、畜産農家が牧草やトウモロコシを毎日刈り取って、青刈りとして給与していました。しかし、次第に頭数が

増加すると労力も大変です。しかも、夏場には雨が多く、気温の高いわが国では、青刈りは、大変な作業であり、牛にとって
も毎日成分の異なる青刈りは好ましいものではありませんでした。 

　昔は、サイロといえば大部分が、酪農風景の写真に出てくるような塔形のものでした。し
かし、原料を切断して吹き上げる必要がありました。サイレージの取り出しには、毎日労力が
必要で、時には、サイロガス（炭酸ガスや二酸化窒素ガス）の危険性もありました。そのため、
ビニールを使用したスタックサイロやトレンチサイロに移行しました。また、一度に収量の多
い時期に収穫をしてサイレージとして貯蔵し、通年的に給与する技術が生まれ、全国に普及
しました。これが、通年サイレージ給与方式です。 
　最近では、牧草をバームクーヘンのような直径1-1.5m、幅約1m位に丸めたロ－ルベール
サイレージが増えてきました。 
　乳牛の場合には、一日一頭当たり、水分約70%のサイレージを約25キロ食べ、さらに乾草
も、3-6kg給与する必要があります。 

高野　信雄（たかの　のぶお） 
酪農肉牛塾（塾長） 

社団法人　畜産技術協会 
〒113-0034 東京都文京区湯島3-20-9  
TEL  03-3836-2301　FAX  03-3836-2302 
ホームページ  http://group.lin.go.jp./jlta/

・みんなで紙面を作る ＱandＡ 欄をご用意。皆様からのご質問を募集しています。 
　乳や肉、卵の生産に役立っている畜産の技術について、常日頃より「どうしてなのか？」と疑問に感じていたり、「もっと詳しく」知っておきたい
と思う事柄が多いと思われます。 
　質問の主旨を簡略にまとめていただき「Ｑ and Ａ」欄までお寄せ下さい。リーフレットの紙面上でできる限り分かりやすくお答えしてまいりま
す。それと同時に、消費者の皆様の関心事がどのようなところにあるのかを教えていただくことにもなりますので、それらをもとに今後の紙面作
りにも役立ててゆきます。 

質問状の宛先：〒113-0034　東京都文京区湯島3-20-9（社）畜産技術協会  
消費者向けリーフレット「生産と消費をつなぐ　身近な畜産技術 Ｑ and Ａ」欄 

Fax.  03-(3836)2302　e-mail：jlta@group.lin.go.jp

お知らせコーナー 

・このリーフレットをご希望の方は下記までお申し込み下さい。 


