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ニ ュ ー ス 
ト ピ ッ ク ス 

●米国食品医薬品局（ＦＤA）、体細
胞クローン牛の安全性にかかる調
査結果をまとめる 

　２年ほど前から牛を中心にした体細胞クローン動

物につき科学的な見地からその安全性を調査して

きた米国食品医薬品局は、去る１０月末に「科学的デ

ータが非常に限られている」としながらもその安全

性については問題ないとの調査結果をまとめ、そ

の要旨を発表しました。 

　米国でも現在、体細胞クローン牛等の産品につ

いては、販売の自粛措置がとられています。今回の

報告は体細胞クローン動物を食用として認めるか

どうかの最終的な結論をだしたものではなく、今後

公開討論やパブリックコメントを求める上での草案

として位置づけられており、最終報告書がまとめら

れるまでには、さらに検討が重ねられる予定です。 

　なお、日本でも体細胞クローン牛は米国同様販

売は自粛されており、今後その食品としての安全性

ついては食品安全委員会で審議されるとみられます。 

 

●日本のホルスタインの種雄牛の能
力は世界でも高水準 

　日本の乳牛のほとんどを占めるホルスタイン種は、

その品種改良が進み、産乳量や乳質（成分）の能力

が国際的にみて高い水準にあることは従来から言

われておりました。 

　先般日本も乳牛の改良のもととなる乳用種雄牛

について国際的な評価を行っているＩＣＡＲ（家畜の

能力検定に関する国際委員会）の小委員会（インタ

ーブル）に参加し、今年８月から我が国の種雄牛が

欧米の先進酪農国の種雄牛と横並びでその能力が

比較できるようになりました。 

　この評価は、乳量、乳脂肪量等の泌乳形質ととも

に乳牛の体型等の諸要素でなされ、年４回（２月、５月、

８月及び１１月）定期的に行われています。 

　８月と１１月に行われた評価では、日本のホルスタ

インの種雄牛の能力は世界的にみてきわめて高い

水準にあり、信頼度等の一定の条件の下に乳量や

乳脂肪量で各 １々位のものや総合点でも５位にラン

クされるもの等がいることが分かりました。また平

均的にみても日本の種雄牛は、世界の上位１００頭の

うち１／３～１／４（泌乳形質及び総合形質）を占め

る等我が国の種雄牛の能力の高さが示されています。 

　こうした能力の高さは、生産者をはじめ関係者の

長期間にわたる地道な改良努力によるもので、酪

農の生産性を高め、良質な牛乳を生産するもとと

なるものです。 

 

●第４４回全日本初生雛雌雄鑑別選手権大
会開催される 

　皆さんは、生まれたばかりのヒヨコの雄と雌を区

別する鑑別技術が、世界に先駆けて日本で開発され、

確立したのをご存じでしょう。このため今でも多く

の日本人の鑑別師が世界特にヨーロッパで活躍し

ています。 

　毎年鑑別師で組織している団体（本年度からは

社団法人畜産技術協会）主催によりその技術を競う

選手権大会が開催されています。今年も１１月１日に

名古屋の名古屋大学農学部において、第４４回全日

本初生雛雌雄鑑別選手権大会が開催されました。 

　早さと正確さを競う競技で、この選手権大会では

１００羽のヒナでその鑑別タイムと正確度を競います。

今年の優勝者は、個人競技の部は、１００％の正確さ

で、タイムは３分４６秒でした。またグループ競技は、

１００％の正確さで３名平均が４分１１秒でした。個人

で１羽あたり２．２６秒、グループで１羽あたり２．５１秒

です。まさに神業に近い驚くべきスピードと正確さ

です。ちなみに、公認日本新記録（当然世界記録と

考えて良い）は、１００羽、１００％、２分５１秒（１羽あた

り１，７１秒）です。 

 　 

 

第44回全日本初生雛雌雄鑑別選手権大会の競技風景 



ヨ ー グ ルト 
　醗酵乳の歴史は古く、紀元前８,０００～１０,０００年前、人類

は野生動物を家畜化し、積極的にそのミルクを自らの食

料に採り入れることを始めました。同時に、腐り易いミル

クを出来るだけ長く保存させるための加工技術も生まれ

ました。やがて、いろいろな地域で気候や風土に合った様々

な乳製品がつくりだされていきましたが、その中心をなす

ものが発酵乳(酸乳、凝乳)でした。現在世界の各地で伝統

的につくられている発酵乳の種類は約４００種類を数えま

すが、代表的なものがヨーグルトです。ヨーグルトという名

は、遊牧生活を送っていた古代トルコ人が家畜として飼育

していた牛、羊、山羊のミルクを搾り、これを自然発酵させ

て得た産物のことをヨーグルトと呼んでいたことにちな

んでおり、トラキア語でヨグは｢ 固い ｣、ルトは｢ 乳 ｣を意味

しています。２０世紀の初頭、メチニコフ（１８４５-１９１６）はブ

ルガリア地方を旅し、ブルガリア菌と呼ばれる桿菌がヨー

グルトの主叢（代表的な菌種）をなしていることを明らか

にしています。メチニコフはブルガリア人がブルガリア菌

を多量に含有するヨーグルトを常食しており、このことが

この地方の人達の長寿を保つ秘訣になっていると考え、

有名なヨーグルトの不老長寿説（Elixer of Life）を唱えま

した。今日ではヨーグルトのもつ保健機能として免疫賦活

化作用、抗腫瘍作用、抗菌性、乳糖分解、整腸作用、血中コ

レステロール低減作用などが科学的に明らかにされており、

メチニコフが予言したことがあながち的はずれではなか

ったと云うことができそうです。 

　我が国では厚生労働省の省令（乳等省令）で「ヨーグル

ト」という名称ではなく、「はつ酵乳」という名で規格が定

められています。国際規格のなかではヨーグルトは、ブル

ガリヤ菌（ subsp. ）

ならびにサーモフィラス菌（ ）

の両菌の発酵によって乳または粉乳などからつくられる

乳製品であり、最終製品中の菌は生きているものとなって

いますが、乳等省令では使用される菌種は限定されてい

ません。 

　ヨーグルトは製造上の形態によって次のタイプに分けら

れています。 

１）静置タイプ 
静置して発酵させてつくるもっとも一般的なタイプの発
酵乳で、豆腐のようにカゼインが酸凝固したものを云い
ます。 
２）攪拌タイプ（液状タイプ） 
発酵させて生じた凝固を攪拌して砕き、適宜砂糖や風
味づけをしたドリンクタイプのものを云います。 

３）凍結タイプ 
発酵させて凝固したカードを砕き、安定剤を入れて凍結
させたものでフローズンヨーグルトとも云います。 
４）濃縮タイプ 
発酵によって凝固させた後、ホエーを除去して固形分を
集めたかたちのヨーグルトを云います。 
５）乾燥タイプ 
凝固したカードを砕き、濃縮させた後に粉末の形態にし
たヨーグルトを云います。 

　ご承知のとおり、今日、我国で市販されているヨーグルト

は多種多様ですが、その多くは上に記した保健機能を追及

したものが多いのが特徴です。ヨーグルトに含まれている

乳酸菌やビフィズス菌の多くは腸に定着しにくい性質を有

していますので、１００～２００mlを目処にして毎日飲用する

ことがヨーグルトの保健効果を期待する上で重要です。便

通を促し、腸の中の腐敗物質を積極的に排泄させることは、

生活習慣病の予防の上から極めて重要なことと思われます。

大切なことは、ヨーグルトは薬ではなく、あくまでも食品で

す。従って、即効性を期待せず、気長に毎日毎日適量を摂

取することに心がけることが一番上手なヨーグルトとの付

き合い方です。「予防に勝る健康法なし」をモットーに、毎日、

適宜な運動をし、良質の食物を摂取し、身体に過度のスト

レスをかけないライ

フスタイルを心がけ

て戴きたいものです。

ヨーグルトはまぎれ

もなく良質の食物です。 

 

細野　明義 
（ほその　あきよし） 
（財）日本乳業技術協
会常務理事・信州大
学名誉教授 

畜産
物あれこれ

Lactobacillus　delbrueckii　  bulgaricus

Streptococcus thermophilus

ブルガリヤの伝統的ヨーグルト 



技術
講座

　「親の顔が見てみたい」とか「子は親を映す鏡」とい

うように、子は親の本質をよく現しています。家畜の世

界においては、子供の能力にもとづいて繁殖に使う親

を選ぶという「後代検定」が行われています。今回はそ

のようなお話しをいたします。 

　私たちが毎日飲んでいる牛乳は、元々は母牛が子牛

を育てるためのものです。現在の乳牛は子牛を育てる

のに必要なだけのミルクを出すだけだった牛を、より

たくさんのミルクを出すように改良したものです。た

とえば、１０ヶ月間に出すミルクの量（泌乳量）は、肉用

牛の黒毛和種では約千kgですが、乳用牛ホルスタイン

種のスーパーカウと呼ばれるような牛だと２万kg以上

にもなります。ここでは近代的な改良の原理と実際に

ついて乳牛を例に取りながら紹介しましょう。 

　良く知られていることでご存じのことと思いますが、

家畜の繁殖は人間によってコントロールされており、牛

では人工授精が用いられています。我が国で牛乳生産

に貢献しているホルスタイン種の雌の頭数は１１２万頭

ですが精液が供給可能な雄（種雄牛という）はわずか

に１００頭余りにすぎません。実際にはこのほかに外国か

ら精液が輸入されているので、貢献している種雄牛の

頭数はもう少し多くなります。今日本で飼われている乳

牛の雌牛が産む子牛の数は平均３頭程度ですが、雄は

数十万頭になり、子供の世代に対する１頭あたりの貢献

は雄のほうが大きいわけです。そこで、品種改良を進

めるためには優秀な雄牛を選ぶことが重要になってき

ます。この原理は肉用牛、ブタ、ニワトリでも同じです。 

　ところで、牛乳生産にとって重要な能力は泌乳量と、

脂肪やタンパク質などの乳成分の生産です。しかし、こ

れらの形質は子供を産んだ雌にしか現れません。これ

らについて雄の能力を知るにはどうすればよいのでし

ょうか。 

　子供の能力は両親から受け取る遺伝子によって決ま

ります。受け取る遺伝子は父親の遺伝子の半分と、母

親の遺伝子の半分です。しかし、たくさんある遺伝子を

半分にするときの組み合わせは無限にあるため、子供

によって親から受け取る遺伝子が異なり、同じ兄弟でも

違いがあります。一方、一卵性の双子は遺伝的には全く

同じですが、体重などの測定値において全く同じという

わけではありません。これは、遺伝子が発現するときに

環境の影響を受けるからです。これらのことを利用して、

雄牛の遺伝的な特性を知りたいときには、環境の影響

を考慮しながら、遺伝的に近い雌牛の測定値を調べれ

ばよいのです。 

　ある雄牛の能力を知る最も簡単な方法はその母牛

の能力を調べることです。しかし、母牛の遺伝子の半分

しか伝わっていなくて、確実性が低いのが問題です。雌

の兄弟姉妹を測定すれば、父親由来の遺伝子も発現し

ているので情報の種類は多くなりますが、その雄牛自

身が関わっていないため確実性はやはり低いままです。

一方、ある雄牛の娘牛について能力を調査すれば、そ

の雄牛が次世代へ伝える能力を直接知ることができま

す。多くの雌牛から娘牛を生産することにより、雌牛由

来の遺伝子の影響を無視することができ、確実性が高

まります。優秀な両親から生まれた種雄牛候補について、

娘牛の泌乳記録から能力を評価する方法を後代検定と

呼びます。かつては、後代検定の情報だけで種雄牛を

選んでいましたが、近年では後代検定を基本としながら、

娘以外の血縁のある個体の情報もすべて取り入れて、

能力を評価しています。 

　我が国では、牛群検定という事業により農家で飼わ

れている雌牛の約５０％について泌乳記録が取られ、父

牛、母牛の血縁関係、記録が取られた季節や地域など

の環境の情報と一緒に集められています。これらの情

家畜の改良の方法と実際 
－乳牛の後代検定－ 



 

 

 

 

 

 

 

 

報をもとに、スーパーコンピュータを使って個

体ごとに遺伝的能力を評価し、公表しています。

その結果、最近１０年間では牛群検定に参加し

ている乳牛の泌乳量は毎年１２１kgも増加して

おり、平均泌乳量は約９０００kgにまでなってい

ます。 
古川　力（ふるかわ　つとむ） 

独立行政法人 
農業・生物系特定産業技術研究機構 

畜産草地研究所 

▲ 11月の国際評価で信頼度等の一定の条件の下で乳量部門（娘牛へ 
遺伝する能力が）世界一となった日本の種雄牛 
（ヘンドリカ バート チャレンジャー） 

牛乳にはどんな種類があるのでしようか？ Q

A 　スーパーマーケットなどで売られている牛乳類には、６種類あります。牛
から搾ったままの乳を生乳（せいにゅう）といい、この生乳を原料にしたもの

が牛乳類で、その使用割合や成分量により分類されています。成分については乳
固形分、乳脂肪分、無脂乳固形分などの特別な用語を用います。乳から水分を除
いたものを乳固形分、このうちの脂肪分を乳脂肪分、その他を無脂乳固形分と呼
んでいます。 
　「牛乳」は生乳をそのまま成分無調整で加熱殺菌したもので、一番多く飲まれ
ています。つぎに、生乳から水分や乳脂肪分等の一部を除いたものを「成分調整

牛乳」といい、この内、乳脂肪分の少な
いものを「低脂肪牛乳」、「無脂肪牛乳」
といいます。また、生乳を原料に乳製品
を加えたものを「加工乳」、生乳や乳製
品を主原料に、乳製品以外のもの（コー
ヒー、果汁など）を加えたものを「乳飲料」
といいます。このように牛乳類にはバラ
エティーに富んだ種類があり、私達の日
常生活で“乳”が身近な飲料として活躍
しています。 

林　勝行（はやし　かつゆき） 
社団法人全国牛乳普及協会 

種類別 使用割合 
成　　　　分 

乳脂肪分 無脂乳固形分 

牛乳 生乳100％ 3.0％以上 8.0％以上 

成分調整牛乳 生乳100％ － 
 

8.0％以上 
低脂肪牛乳 生乳100％ 0.5％以上1.5

無脂肪牛乳 生乳100％ 0.5％未満 

加工乳 － － 

乳飲料 － 乳固形分3.0％以上 

牛乳類の成分規格（平成15年6月25日公布） 



反芻動物の消化のしくみ 

畜
産
面白ばな

し

　牛、羊、山羊などはいつも口をもぐもぐとさせている

のを見た方もおられるでしょう。これは、一度食べたも

のを戻してまた噛んで消化を良くしているのですが、こ

のことを反芻といいます。こうした消化の仕組みを持

つ動物を反芻動物といいます。反芻動物は草食動物で、

草だけ食べても成長でき、ミルクを生産することがで

きます。これは胃が１つしかない豚や鶏などの単胃動物

と違い、反芻動物は４つの胃をもっており、独特の消化

を営んでいるからです。４つの胃のなかで第一胃が最

も大きく、ルーメンといいますが、その容積はおとなの

牛では100リットルもある膨大なものです。反芻動物

が食べた牧草などの飼料ははじめにこのルーメンに入

りますが、そこには多数の微生物が住みつき、飼料を消

化します。牧草などはセルロースのような繊維成分を

多く含んでいますが、これを動物自体は消化できない

が微生物は消化でき、生成した栄養素は動物に利用さ

れます。 

　ルーメン微生物は、細菌（バクテリア）、原生動物（プ

ロトゾア）および真菌（カビ）から構成され、いずれも酸

素がない状態でのみ生育する嫌気性という特徴があり

ます。これらはいずれもセルロースなどの飼料の成分

を消化できる酵素をもっています。微生物の中で細菌

はルーメン内容物１ｇあたり約１億個も存在し、原生動

物は１ｇあたり数万～数十万個ですが細胞が大きいので、

両者の微生物量はほぼ等しく、合わせてルーメン内容

物の半分以上を占めます。これらの微生物は飼料中の

セルロースやデンプンなどの炭水化物を分解し、発酵

によって酢酸、プロピオン酸、酪酸などの揮発性脂肪酸

を生成します。この揮発性脂肪酸がルーメンの粘膜か

ら吸収され、反芻動物のエネルギー源やミルクの成分

に変わるのです。 

　エネルギーとならんで重要な栄養素であるタンパク

質も反芻動物では独特な仕組みでつくられます。飼料

に含まれているタンパク質のほとんどはルーメン微生

物によって一度分解され、アミノ酸を経てアンモニアが

生成されますが、微生物はこれを食べ増殖します。これ

らの微生物はいわばタンパク質のかたまりで、結局、飼

料のタンパク質の多くは微生物タンパク質に変わります。

これは一見すると無駄のようですが、実はタンパク質の

‘質’が改善されるという重要な意味があります。飼料

のタンパク質は植物性のため、リジンやメチオニンなど

の必須アミノ酸の割合が多くないのに対して、微生物

タンパク質に変わるとこれらの割合が多くなり、タンパ

ク質の価値は高まります。微生物タンパク質を含んだ

ルーメン内容物は第３胃から第４胃を通り小腸に達しま

すが、そこでアミノ酸となって体に吸収され、ミルクや

肉のタンパク質に変わります。これらの動物タンパク質

は大豆などの植物タンパク質よりも栄養価がすぐれて

いますが、これはルーメン微生物のおかげといえます。 

　また、ルーメン微生物は脂肪の消化の過程で共役リ

ノール酸という脂肪酸を生成し、これは乳肉に移行しま

すが、抗ガン作用があることなどで近年注目されてい

ます。 

　実際には、乳牛のエサとしては牧草だけでなく、フス

マなどのヌカ類や大豆粕、ビール粕など食品製造副産

物も多く給与されます。これによってルーメン発酵や

微生物の生育が活発になり、牛の発育は早まり、牛乳生

産量も多くなります。しかし、ルーメン微生物の性質や

消化の仕組みにはまだ不明な点が残されています。こ

れからは安全な畜産物を効率的につくるために、ルー

メン微生物や飼料の消化に関する研究を一層進めるこ

とが重要になっています。 

板橋　久雄（いたばし　ひさお） 
東京農工大学農学部　教授 
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生産者からのお願い 

“牛のいろいろな部位を食べて下さい” 
放牧牛と草原 

　我家は国立公園三瓶山の裾野に繁殖牛を放牧しています。４００年の放牧の歴史を見ると放牧牛

と草原が共生している姿は自然界の仕組みの凝縮した部分をみる思いです。放牧牛が増えると草

原の草丈が低くなってオミナエシ、ウメバチソウ、レンゲツツジなどの草原性の草花が増えます。草

原性の蝶や昆虫の食そうが増えればそれらも増えます。フンコロガシの仲間も放牧牛がいて生き

ていけます。また、牛の第一胃の微生物は草からたんぱく質を作ることができます。それによって

ミルクや肉を人間がいただきます。食べ物は人の命の源です。草原の中で放牧牛を見ると命を感

じます。牛のすべての部位を試してください。放牧場で産まれた子牛を肥育することを生業として

いますが、枝肉は業者に、精肉は消費者に宅急便発送し、直接販売もしています。BSE発生以後は

大田市の学校給食にも提供しています。 

　牛肉は牛ごとに、また部位ごとに特徴があってそれを生かす料理方法にすればおいしいです。「お

いしい＝柔らかい」ということには疑問を持ちます。生産者としては１頭まるごとすべての部位を内

臓なども含めておいしく食べていただきたい。昨年から精肉店を開業しましたがおいしく食べてい

ただきたい一心で料理方法まで話していました。モンゴルの研修生やお客さんにも教わりレパート

リーも増えました。何時しかすべての部位が売れていました。私自身もすべての部位を食べていま

した。牛肉料理のこつは火加減と調理時間が大切だと思

うようになりました。 

消費者の皆さんが牛肉を買う時には、草原の草花、昆虫、

微生物などを考えていろいろな部位の牛肉をためしてい

ただくと、生産者もうれしく思います。 

川村　千里（かわむら　ちさと） 

島根県　かわむら牧場 

 



１．どんな機関なの？ 

　安全な肥料や飼料が使われなければ、農作物や家畜に被害がで

たり、一見健全そうな農畜産物でも、有害物質が含まれていては

消費者の健康に問題が生ずることもあります。このため、「肥料取

締法」や「飼料安全法」などが制定されています。 

　肥飼料検査所は、もともと農林水産省の一部として、農家で使

われる肥料や飼料が高品質かつ安全で、生産出荷される農畜産物

が安全安心なものであるように、肥料・飼料の検査や製造業者へ

の技術指導などをしてきました。 

　平成１３年４月からは国の組織から離れて独立行政法人となり、

国内唯一の肥料・飼料の安全性検査機関として、こうした業務を引

き続き行っています。 

　さいたま市のさいたま新都心に本部を置き、札幌、仙台、名古屋、

大阪、福岡の５事務所とともに、肥料や飼料にかかわる法令に精通

し、かつ、化学分析や生物試験などに高度な技術をもつ専門技術

者たち約１５０名の職員により、肥料・飼料の品質の保全と安全性の

確保のため、これまで以上に質の高い行政サービスの提供を目指

しています。 

２．何をしてるの？ 

　農林水産大臣の指示等に基づき、検査所の職員が毎月計画的に

全国の肥料・飼料の製造工場などに立入り、製造方法や製品表示

などのチェックとともに検査サンプルを採取します。持ち帰ったサ

ンプルは成分分析や有害物質の検査に使われます。ＢＳＥ（牛海綿

状脳症）で問題となった肉骨粉や遺伝子組換え体トウモロコシを

はじめ、残留農薬や重金属などによる汚染の有無の確認も検査の

重要な一部です。 

　検査で異常が確認されれば、農林水産省と連携して原因究明や

再発防止対策の技術指導を行うほか、安全性に問題がある場合に

は、製品の廃棄を指導することもあります。 

　また、製造業者などに対しての技術研修、各種分析法の開発、製

造業者などが品質管理を行うときに必要な標準製剤の有料配布

なども行っています。 

３．どんなふうに仕事してるの？ 

　製造工場などから収集したサンプルは、顕微鏡などで原料組成

や混入物を鑑定し、さらに機械で細かく砕いて薬品で処理し、高速

液体クロマトグラフ、原子吸光分光光度計といった精密なハイテク

分析機器などを用いて、カドミウムなどの重金属や残留農薬、ダイ

オキシンや発ガン性のかび毒などを百万分の１グラム単位といっ

た精度で検査します。 

　検査をするときは、検査をしている人や周囲の環境に危険な物

質が影響しないように、安全キャビネットや排気・排水処理装置に

より、安全の確保が図られています。また、大切な試薬や危険な薬

品が盗まれたり、地震などでこぼれたりしないように、耐震性のキ

ャビネットなどに厳重に保管され、在庫はコンピュータ管理されて

います。 

　検査の結果は農林水産省に報告するほか、検査所のホームペー

ジ（http://www.ffis.go.jp）でも公表しています。肥飼料検査所

は、安全な農畜産物が消費者に提供されるよう、日々、肥料・飼料の

安全を見張っています。 

藤井　隆義（ふじい　たかよし）  
独立行政法人 肥飼料検査所 
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（Fertilizer & Feed Inspection Services；Incorporated Administrative Agency） 

“こやし”と“エサ”の安全の番人 
「独立行政法人 肥飼料検査所」 
“こやし”と“エサ”の安全の番人 
「独立行政法人 肥飼料検査所」 
（Fertilizer & Feed Inspection Services；Incorporated Administrative Agency） 

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

おお知知ららせせココーーナナーー  

・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。 


