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ニ ュ ー ス 
ト ピ ッ ク ス 

●つくば動物衛生研究所に 
　プリオン病高度研究施設が完成 
 
　つくば市の[独]農業・生物系特定産業技術研

究機構・動物衛生研究所に、このほど「動物衛生

高度研究施設」が完成し、4月27日に竣工式を

迎える。 

　平成13年にわが国にBSEが発生したことから、

プリオン病の解明を強力に推進する拠点の整備

が求められた。そのため、病原因子であるプリオ

ン蛋白質の性状や異常化機構、BSEに関する生

体診断法・流行様式の解明や発生予察、プリオン

蛋白質の検出法や不活化法などについて研究を

行うプリオン病研究センターが、平成14年10

月に発足した（センター長は品川森一博士）。同

センターは、ひろく国内外の大学、研究機関、民

間企業と連携協力をすすめ、国際的研究拠点を

目指している。 

　「動物衛生高度研究施設」は、この目的に添っ

た実験研究を行なう施設として建設された。

今後、本施設を活用してBSEの解明や清浄

化に貢献することが期待されている。場所は、

動物衛生研究所敷地内の南東にあり、地上3階、

建築面積3900g、実験の中心となる1階の

動物飼育および実験エリアは、陰圧空調、実

験排水の消毒システムなどを備え、汚染物質

を外部に出さないなど国際基準に適合したも

の と な っ て い る 。 詳 し い 内 容 は 、

http : / /n iah .na ro .a f f rc .go . j pの「疾病情

報」から閲覧できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●有機畜産物の 
　日本農林（ＪＡＳ）規格制定へ 
 
　世界的に消費者の健康・食の安全や環境に配

慮した農畜産物への関心とニーズが高まり、生

産者側でも自然生態系と調和した生産方式に対

する理解や再認識が深まりつつある。また、流通・

販売戦略の一つとして農畜産物の多様化、差別化、

高付加価値化等への取り組み意欲も高まっている。 

　有機農畜産物の生産については、FAOや

WHOが関与して国際的にもガイドラインが設け

られている。日本ではこのガイドラインを踏まえ、

法律により農林水産大臣が定めるＪＡＳ規格の中

で有機農畜産物の規格を定めることとされている。 

　ＥＵや米国ではすでに有機畜産物の規格が制

定されている。わが国でも有機農産物と有機農

産加工食品についてはすでに生産されて有機Ｊ

ＡＳ表示の制度も始まっているが、有機畜産につ

いては、土地基盤の制約や輸入穀物飼料依存と

いったわが国畜産の特性から、商業ベースで広

く取り組まれるには至っておらず、特定の需要者

との少量の契約生産が事例的に行われている状

況であった。 

　しかし、わが国でも有機畜産物（家畜から生産

される肉、卵及び乳等の畜産物）に対するニーズ

が高まっており、これを背景に有機畜産物生産に

ついてのガイドラインの必要性が高まったこと

から、平成15年3月から日本農林規格調査会（Ｊ

ＡＳ調査会）の有機畜産部会においてＪＡＳ規格

制定の検討が行われたが、平成15年度中に終

わり、パブリックコメントの募集及びＷＴＯ通報

を経て平成16年の夏頃に開催するＪＡＳ調査会

で審議、議決され、有機畜産物のＪＡＳ規格が制

定される予定である。 

　現在審議中の案によれば、牛、豚、めん羊及び

山羊、家禽については鶏、うずら、あひる及びか

も（あひるとの交雑種を含む）から生産される畜

産物が対象となる見込みである。 



ご存知ですか？「苦髪楽爪」 

畜
産
面白ばな

し

―牛への恩返し、ツメ切り物語― 

　「苦髪楽爪」、それは「貧乏して苦労すると髪が伸び、

贅沢をして楽をすると爪が伸びる」という意味だそ

うです。もちろん人についての格言ですが、そんな

視点から牛を眺めてみると・・・。 

　皮毛はあっても毛髪のない牛に、「苦髪」は当ては

まりませんが、私たちに貴重な肉や乳を提供してくれ

る彼らの蹄（ヒヅメ）は、どちらかといえば伸びがちです。

彼らが「楽」をしているからでしょうか。 

　ヒトの爪と牛の蹄は、本来は同じ構造物です。ただし、

ヒトのそれは今ではほとんど役割を失ってしまいまし

たが、牛の蹄は、重い体重を支えて移動するための運

動器として、今も大変重要な役割を担っています。牛

たちは、肉食動物に追われたとき、逃げ切ることでそ

の命を守ってきました。重い身体を支えるために背骨

の柔軟性を失った牛たちが、チーターに代表される肉

食動物のあのしなやかな走りから逃れるには、それな

りの工夫が必要です。彼らは、つま先立ちの歩行方法

を開発して、脚を長くすることに成功し、大きな歩幅を

獲得しました。その代わり、地面に接する指は中指と

薬指の２本だけ。これでは指先の皮膚が保ちません。

そこで、指先全体を硬い角質で包み込み、蹄が誕生し

ました。指先の皮膚までもが角質化したので、蹄は「ヒ

ヅメ：皮爪」と呼ばれるのです。 

　そんな努力を払って獲得した蹄ですが、家畜化され

た牛たちは、肉食動物に襲われる危険から解放された

代わりに、原野を闊歩することはなくなりました。広い

放牧地があれば、それでも彼らは蹄を本来の運動器と

して使えるでしょう。十分に運動ができる環境であれば、

伸びた蹄は、地面との摩擦で適度に摩耗するはずです。

ところが飼育管理の合理化策や国土事情などから、牛

たちは最少限の運動が許された環境で飼われている

のが実態です。ここまで説明すれば、勘の良い読者は、

もう気付かれたことでしょう。そうです。私たちに貴

重な畜産物を提供してくれる牛の蹄が伸びがちなのは、

運動が制限されているからなのです。決して「楽」を

しているわけではありません。 

　そんな環境を少しでも解消しようと、乳牛では、１

頭１頭を繋ぎ留める飼育法に代わり、ある程度は自由

に移動できるフリーストール飼育が普及しつつあり

ます。それでも自然界のようにはいきません。そこ

でツメ切りが必要となります。１ヶ月に５mmほど伸び

る蹄を、１年に２度ほど、定期的に切り詰めるのです。

ただし、単に切れば良い、というものではないのです。

牛の立ち方や歩き方に合わせて、蹄の角度や長さ、

負重のバランスを調整しなければなりません。その

ための専門技術者が牛削蹄師です。社団法人日本装

蹄師会が、貴重な牛の大切な蹄を守る彼ら牛削蹄師

の資格認定を行っています。 

　最近では牛の保定枠が普及し、牛削蹄師の体力的

な負担はずいぶんと軽減されています。それでもあ

の大きな牛の蹄を持ち挙げて作業するのは重労働

です。髪の毛は別としても、労作業を担う牛削蹄師

の爪は、冒頭の格言にならってきっと短いことでしょ

う。一方、牛の蹄は「楽」をして伸びているわけでは

ありません。それはむしろ「苦爪」とでも表現したい

ところです。だからこそ牛への恩返しの一つとして、

定期的な削蹄が行われているのです。正しく切り揃

えられた立ちやすく、歩きやすい蹄。牛で「楽爪」と

いえば、そんな蹄であって欲しいものです。 

青木　修（あおき　おさむ） 
（社）日本装蹄師会 



技術
講座

品種間交雑（雑種）利用と豚肉生産 
　最近のＢＳＥや鳥インフルエンザ発生の影響

で再認識させられたように、我々の豊かな食生

活を維持するためには乳・肉・卵など畜産物の

安定した生産・供給が不可欠です。畜産物の供

給は、最初は「安く大量に」でしたが、食生活の

向上にともない「高品質な」が加えられ、さらに

最近は「安全・安心な」が加わりました。高品質

な畜産物を安く大量に供給するには、工業製品

と同様に原料が一定の規格で揃っていること、

すなわち「斉一」であることが求められます。自

給自足的な畜産から、産業としての畜産への発

展段階において、家畜の能力の向上とともに生

産物の斉一性をいかにして得るかが、家畜の育

種改良に携わるものに与えられた課題でした。 

父豚（デュロック種） 

肉　　豚 

写真提供　（社）日本種豚登録協会 

祖母豚（大ヨークシャー種） 
 

祖母豚（ランドレース種） 

父豚（デュロック種） 

肉　　豚 

祖母豚（大ヨークシャー種） 
 

祖母豚（ランドレース種） 

雑 種 母 豚  雑 種 母 豚  



　家畜育種の先達は、「遺伝子」という言葉さえ

なかった時代に、すでに兄妹交配や親子交配な

どの近親交配により「血液」が固定し、生まれて

くる子供の外貌が良く似通うことを明らかにし

ていました。この手法により、優れた能力や特

徴的な外貌を有する多くの品種が作出されまし

た。程度の差はあれ、近親交配は産業動物に限

らず、我々の身近に見られる犬や猫の品種作出

においても広く用いられてきました。 

　しかし、一方において、近親交配は大きく弊害

をもたらすことも明らかになりました。すなわち、

近親交配を続けると繁殖能力が低下し、発育が

遅くなり、病気にも弱くなるという現象（近交退化）

が顕著に現れます。近交退化は、近親交配によ

り悪い遺伝子が作用しやすくなるため、あるい

は遺伝子の多様性が失われ、外部あるいは体内

の環境の変化（ストレス）に対応する柔軟性（適

応性）が低くなるためと考えられています。 

　近親交配のもたらすこのようなメリットとデメ

リットをどのように調和させるか、長い試行錯誤

が続きましたが、20世紀に入り劇的な手法が開

発されました。最初は、トウモロコシで、品種（系

統）間交配により雑種が驚異的な収量を示すこ

とが観察されました。高収量を目指して改良さ

れながら、近交退化によりその優れた能力を発

揮できずにいた品種を交雑することにより、雑

種種子は近交退化から解き放たれ、両親の品種

よりはるかに高い収量をあげました。この両親

の品種（系統）より雑種が優れる現象を、雑種強

勢（ヘテローシス）と呼びます。また、雑種にす

ることで心配された斉一性の低下も問題になら

ないことが明らかになり、雑種強勢は他の植物

から、鶏、豚、羊、肉用牛と急速に広がりました。

家畜における雑種強勢は植物ほど劇的なもので

はありませんが、繁殖能力や発育に効果が現れ、

経営には大きなメリットとなります。 

　豚では、繁殖能力に雑種強勢を利用するため、

母豚（祖母豚）としてランドレース種と大ヨーク

シャー種の雑種が一般に用いられています。こ

の両品種は、もともと産子数が多く、一回に平均

10頭の子豚を産みますが、雑種にすることによ

り1頭ほど多くなり、豚肉のコスト削減に大きな

役割を果たします。さらに、この雑種母豚に、発

育が早く赤肉量の多いデュロック種の雄が交配

されます。その結果、生まれる子豚は発育が早く、

赤肉が多い優れた豚肉となります。つまり現在我々

が食べている豚肉のほとんどは3つの品種の交

配したものなのです。雑種利用技術は、産卵鶏、

肉用鶏でも普及しており、我々の食生活を豊か

にするために役立っています。 

 

三上　仁志（みかみ　ひとし） 
農林漁業金融公庫 



チーズのいろいろ 
　チーズは牛の乳や水牛、羊や山羊の乳から作られます。チ

ーズは「ナチュラルチーズ」と「プロセスチーズ」に大別され、

ナチュラルチーズは、原料の乳を酵素、有機酸、あるいは加

熱などにより、固まらせたものです。多くは、固まりから乳清（ホ

エー）の一部が除かれタンパク質、脂肪、ミネラルなどが豊

富に取り込まれています。一方、プロセスチーズは、ナチュラ

ルチーズを加熱溶融し、乳化したもので、製品は、均一で癖

のないものが多く、ナチュラルチーズと比較し、保存法や保

存期間を気にしなくてもよいなどの利便性があります。また、

チーズは、種類も多く、整理すると400種程度、名称からす

れば2000種以上とも言われます。国産ナチュラルチーズ

においても約200種とその数は年々増えています。 

　ナチュラルチーズのバラエティーは、製造法によるとこ

ろが多く、なかでも原料乳と微生物の選択、凝乳、熟成がポ

イントとなります。つまり、これらの工夫によって、それぞれ

の風味、組織が形成され、独特の個性が吹き込まれ、多様

なナチュラルチーズが生まれるのです。チーズは、硬さ（水

分含量）と熟成特性の組み合わせで分類されるのが一般

的です。軟らかいチーズは非熟成または熟成期間が短い

もので、嗜好品としての要素が強く、熟成が進み硬くなる

ほど保存食や調味料として使用されます。いろいろな要求

を満たし、用途が広いのも多種類を有するチーズの特性

でしょう。分類別に代表的なチーズのいくつかを紹介します。 

パルミジャーノ・レッジャーノ（超硬質/細菌による内部熟成） 

　一般にパルメザンと呼ばれています。粉チーズの代表格。

北イタリア原産で、部分脱脂した牛の乳を原料に樽型に成

形します。2～3年の熟成によって、乳タンパク質が分解さ

れ、多くのアミノ酸が生成され深い味わいとコク、うま味に

富んだ風味は調味料そのものです。 

チェダー（硬質/細菌による内部熟成） 

　英国を代表するチーズ。南西イングランドのチェダーの

谷間が原産地ですが、現在は世界各地で製造されており、

最も生産量の多いチーズです。チェダーチーズは独特の

製法（チェダリング）により、緻密な組織を形成させます。

熟成の段階それぞれに特徴ある風味があり、テーブルチー

ズとして楽しめます。 

ゴーダ（半硬質/細菌による内部熟成） 

　オランダ南部のゴーダが原産地。熟成は比較的低温で行

い、短いもので1カ月、長いもので6カ月行います。美しい

黄色を呈し、温和な風味を有することから日本人に親しまれ、

国内でも多く生産されています。野菜と合わせサンドイッ

チにするなど、生食として使われることが多いチーズです。 

ロックフォール（半硬質/カビによる内部熟成） 

　ブルーチーズと呼ばれる青カビ（ ）

を利用して熟成させるチーズの代表です。南フランスのロ

ックフォールにある天然の青カビが生える洞窟中で約3カ

月熟成させた羊乳チーズです。羊乳特有のねっとりとした

組織と塩味が強く、青カビの強い脂肪分解で生成する特有

の香り、刺激が甘口ワインとよく合います。 

カマンベール（軟質/カビによる外部熟成） 

　チーズの女王と言われるほど、表面に生えた白カビ

（ ）が美しい。フランス北西部の

カマンベールが原産地。白カビの強いタンパク質分解に

よって3～4週間経つと内部がとろけるように軟らかくなり、

クリーミーな味わいになります。未熟なものは中に白い芯

があります。 

モッツァレラ（軟質/非熟成） 

　イタリア中南部で水牛の乳でつくられます。現在では、世

界各地で牛乳から生産されるものが多くなっています。凝

乳を熱い乳清の中で引っ張るように練り上げ、それをひき

ちぎってつくります。新鮮な乳の香りが封じ込められたチー

ズを生でサラダに、加熱でピッツァに良く使用されます。 

　その他、チーズの表面に微生物をぬり、塩水、酒などで繰

り返し微生物を洗いながら熟成させるウォッシュタイプと言

われるものや、山羊乳を原料にしてつくられるシェーブルタ

イプと言われるチーズ

もあります。 

阿久澤　良造 
（あくざわ  りょうぞう） 

日本獣医畜産大学 

畜産
物あれこれ

Penicillium roquefortii

Penicillium camemberti



1．安全研とは？ 

　財団法人畜産生物科学安全研究所（略称「安全研」）は、

医薬品、飼料、畜水産食品等の安全性に関する研究・検査

を行い、学術の発展、畜産業の振興、食品衛生の向上に寄

与することを目的として、昭和４９年に設立された農林水産

省及び厚生労働省共管の公益法人です。神奈川県相模原

市にあり、獣医師、薬剤師等の研究者を含め８０名の職員が

働いています。 

2．畜水産食品の安全安心を目指して 

　安全研では、生産者、流通業者あるいは消費者から食の

安全安心のための検査依頼を受けています。 

（１）抗菌剤や農薬の残留検査 

　昨年、中国産の鶏肉や鰻から抗菌剤が、ブラジルやコロ

ンビア産のコーヒー豆から農薬が検出されました。以後、

厚生労働省の指定検査機関である安全研は、これらの国

から輸入されるその食品について、残留検査を実施して

います。 

（２）黒豚の遺伝子診断 

　黒豚ではない豚肉を黒豚と偽って販売した事例も報道

されました。安全研では最新の技術を用いたＤＮＡ診断で

黒豚かどうかの確認検査を実施しています。 

（３）病原体の汚染検査 

　畜水産食品には食中毒や病気を起こす菌が付着してい

ることがあります。安全研では、サルモネラ、病原性大腸菌

O157、Q熱等の検査も実施しています。 

3．動物用医薬品や飼料等の有効性と安全性の確保

　安全研では、製薬会社や国から依頼を受けて動物用医

薬品や飼料等について試験研究を行っています。 

（１）製薬会社からの依頼試験 

　健康な家畜を生産するために、動物用医薬品や飼料添

加物が使用されています。これらは、農林水産大臣に各種

の試験成績を提出して有効で安全であることの承認を受

けなければ販売できません。安全研では、製薬会社からの

依頼を受け、毒性、安全性、有効性、残留、臨床などの試験

を行っています。 

（２）国からの委託試験 

　全ての動物用医薬品に対して、厚生労働省は畜水産食

品中の残留基準値を、農林水産省は、それを使った後家畜

を出荷してはいけない期間（これを休薬期間と言います。）

を決めつつあります。安全研では、厚生労働省から委託を

受けてこれから残留基準値を定める動物用医薬品の検査

方法の研究を行うと共に、農林水産省からの委託で休薬

期間を定めるための試験を行っています。 

4．ホームページをご覧下さい 

　安全研では食品の安全安心のために様々な研究検査を

行っていますが、検査等の種類、料金、申込み方法等の詳

細は、ホームページ（http://www.riasbt.or.jp）に掲載し

ております。ご覧の上、どうぞお気軽にお問い合わせ下さい。 

平山　紀夫（ひらやま　のりお） 
 （財）畜産生物科学安全研究所 

現場
紹介

”本物の牛乳” 
”理想の酪農経営”に出会いました （財）畜産生物科学安全研究所 
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卵や鶏肉を食べて鳥インフルエンザに感染することがありますか？ Q

A 　鳥インフルエンザは、鳥類がかかるウイルス病ですが、このうち鶏などを死亡させる強い病原性を
示すものは、とくに「高病原性鳥インフルエンザ」といいます。この病気は養鶏産業にとって脅威で
す。発生した場合は、法律に基づいて発生養鶏場の鶏をすべて殺処分するほか、周辺区域の養鶏場

の生産物も出荷停止させ、汚染した卵や鶏肉を介して感染が拡大するのを防止します。 
　「高病原性鳥インフルエンザ」の病名は、人に対する病原性から決めた呼び方ではありませんが、ごくまれ
に鶏から人へ感染することがあります。実際に香港などのように店頭での生きた鶏の小売が一般的な地域で
の感染例や、防疫従事者が感染した例などが報告されています。しかし、汚染した卵や鶏肉が市場に出回る
こともありませんので、安心して食べて下さい。食品としての鶏肉や鶏卵を食べて感染した例はありません。 

柏崎　守（かしわざき　まもる） 
元動物衛生研究所長 

研究者のつぶやき 
　私は、人間で言えば産婦人科にあたる、家畜の繁殖分野の研究に携わっています。どんな物質がどのように

はたらいて子ウシが生まれてくるのか、その仕組みを知り、その成果を子ウシの生産に役立てるのが研究の目

的です。 

　牛の性周期は21日、つまり21日ごとに発情、排卵というリズムです。妊娠期間は285日。卵子を体外に取り

出して培養実験を行っていますが、卵子にも固有のリズムがあるので、生活は牛や卵のリズムに合わせなければなりません。大事

な観察はなぜか休日になりがちであったり、卵子を用いた実験を始めれば夜中の作業が必要になったりで、家族は少々迷惑してい

るようです。 

　これから子ウシに育っていく胚は透明で、きらきらしていて、美しい存在です。時間には拘束されますが、この胚を観察したり、超

音波画像で元気に成長していく胎子の様子を見ることは私にとって新しい命が生まれる喜びを感じる楽しい時間でもあるのです。 

　胚を顕微鏡で初めて見たとき、200マイクロメートル（1センチの百分の2、写真）の小さなものが、40キログラムの子ウシとな

って生まれてくることに驚き、感激し、そして自分がこの仕事をやっていけるのかどうか悩みました。しかし、胚の体外培養や凍結

保存などの技術開発が、家畜の生産技術の進歩に大きく貢献すると同時に、遺伝資源の保存など家畜の生産以外の分野でも役に

立つ技術になると考え、この仕事に取り組んでいく覚悟ができました。 

　家畜は畜産物を生産するために飼育されていますが、それは生きている動物であり生

命体です。新しい命の誕生にかかわる現場で仕事をしていく上で、命に対する敬意と感謝

の気持ちを大事にしていきたいと考えています。同時に、20世紀の革命的な畜産技術で

あった人工授精や胚移植に匹敵する新しい技術の開発に少しでも寄与したいと考え、家族

には少々の我慢を強いつつ、研究に励んでいます。 

高橋ひとみ（たかはし　ひとみ） 

独立行政法人　農業・生物系特定技術研究機構畜産草地研究所 

 

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。 


