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輸入飼料原料穀物類の高騰、
畜産農家に大打撃
わが国の家畜の飼料となる穀類は、トウモ
ロコシをはじめ海外から大きく依存している

いとみられている。

が、その輸入価格が高騰し、養豚や養鶏だけ

畜産農家の困難な経営状態に対処して政府

でなく酪農や肉牛に至るすべての畜種で畜産

も影響の緩和を図るための融資等資金面での

農家は苦境に立たされ、なかには廃業に追い

緊急支援措置のほか制度価格の期中改定や飼

込まれる生産者も生じている。

料米やエコフィード等の振興策を打出してい

下図に見られる通り穀類を主原料とする配
合飼料価格は大幅な上昇を示している。

る。
しかし、いずれにしても畜産農家の合理化

この価格の大幅な上昇は、主要輸出国であ

努力だけでは対処できない事態となってお

る米国の不作等により生産量が落ち込んだの

り、基本的には畜産物の販売価格の引き上げ

ではなくトウモロコシを例にとると経済発展

に依らざるを得ず、既に牛乳や鶏卵価格は一

の著しい中国等での需要増や原油高の環境問

部引上げられているが、現状は飼料価格の上

題に起因する米国のバイオエタノール向けの

昇分をそのまま畜産物価格に転嫁できていな

需要増等の影響を受けたものである。

い。このため鶏卵、牛乳、食肉いずれも国内

こうしたことから価格の上昇は一時的なも
のとはいえず、現在のような異常な高価格は

図
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ともかく高水準の価格が継続する可能性が高

での安定的な生産・供給に支障を来しかねな
い状況となっている。

配合飼料価格の推移

ニューストピックス

厚生労働省、体細胞クローン家畜由来畜産物の
安全性について食品安全委員会に評価依頼
厚生労働省は、（独）農業・食品産業技術

た牛、豚及び山羊並びに体細胞クローン家畜

総合研究機構畜産草地研究所が、わが国で行

の後代（子を含む子孫）に由来する食品（肉

われた試験研究の成果を取りまとめて、「体

及び乳）は、従来の繁殖方法で産出された家

細胞クローン後代牛と一般牛が生産した乳肉

畜に由来する食品と安全性において同等であ

を比較した結果差異は認められないことが判

る」とする評価結果を公表した。また欧州食

明」とした結果等を踏まえるとともに、国内

品安全機関（EFSA）も7月に、データの蓄

外において体細胞クローン家畜由来食品の安

積に限りがあるため、そのリスクアセスメン

全性に関する知見が集積されてきたことか

トに不確実性があるものの「現在の知見に基

ら、食品安全基本法の規定に基づき、本年4

づけば、牛・豚の体細胞クローン家畜および

月食品安全委員会に食品健康影響評価を依頼

それらの後代から得られる食肉・牛乳の安全

した。

性について、クローンでない家畜から得られ

食品安全委員会は、体細胞クローン家畜由

るものと差異は認められない」という体細胞

来食品の食品健康評価に係るワーキンググ

クローンのリスクアセスメントの最終結果を

ループの会議を開催して検討を進めている。

公表している。

なお、本年1月米国食品医薬品局（FDA）
は、「体細胞クローン技術を用いて産出され
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エコフィード
食料の自給率はカロリーベースで39%し

び食べ残しを一定程度原料とする飼料と定

かありませんが、家畜のエサ、飼料の自給率

義され、エコロジカルでエコノミカルな飼

はいっそう低く、TDN（可消化養分総量）ベー

料という造語です。飼料自給率については、

スで25%しかありません。その中で、とう

平成17年に閣議決定された食料・農業・農

もろこしなどの濃厚飼料の自給率は10%に

村基本計画において、平成27年度までに飼

すぎません。すなわち、非常に多くの飼料用

料自給率は35%に、粗飼料自給率は現状の

穀類を海外に依存しています。輸入量が最も

75%を100%に、そして、濃厚飼料自給率

多いとうもろこしは、そのほとんどをアメリ

は現状の10%を14%にあげることが目標

カ産に依存しており、毎年1,200万トンほ

となっています。そのためには、現在国内で

どが輸入されています。一昨年秋からとうも

食品関連企業から排出されている食品残さの

ろこし価格が上がり始め、1ブッシェル（約

総量1,100万トンのうち現在飼料化されて

25kg） あ た り2ド ル か ら2ド ル50セ ン ト

いる総量250万トンを510万トンにまで引

だったものが、本年6月には7ドル65セント

き上げる必要があります。

にまで上がってしまいました。飼料自給率向

平成13年のBSEの発生に伴い、飼料安全

上の課題に加えて、このような飼料価格高騰

法が改正され、牛に対しては動物性タンパク

を背景に「エコフィード」が注目されていま

質の利用がきびしく制限されています。ただ

す。

し、豚や鶏に対しては、肉を含むような食品

エコフィードとは、国内で発生した食品製
造副産物、加工屑、余剰食品、調理残さ及

パンくず
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残さであっても適正な飼料化処理を行えば給
与しても問題ないとされています。
そのため、

野菜カットくず

技術講座

牛でのエコフィードの利用は植物由来の製造

成分値を基に設計して利用するパターンで、

副産物が中心になっています。利用方法とし

乾燥のための燃料費が必要ない事などから、

ては、製造副産物を乾燥して利用する場合

コスト削減に有効です。しかし、リキッド

と、サイレージとして利用する場合、それに、

フィーディングのシステム導入の初期投資が

草のような粗飼料と製造副産物等を混合し

かなり大きいという課題がある上、腐敗し易

て、発酵させて給与する発酵TMRというパ

い液体飼料なので、衛生管理を含めて高度な

ターンがあります。TMRというのはTotally

技術を必要とします。

mixed ration（完全混合飼料）の略です。
養豚におけるエコフィードの利用として

サイクルループ（環）」ということばが用い

は、大きく3つのパターンがあります。まず

られています。食品関連事業者から排出され

最初に多様な残さを大量に収集して、乾燥処

る食品残さから飼料化事業者がエコフィード

理して利用するパターン。製造される飼料は

を生産し、それを利用して畜産農家が畜産物

豚が求める養分量とずれる可能性があるの

を生産します。その畜産物をもとの食品関連

で、配合飼料の安全率を見越して、配合飼料

事業者で利用するという、このようなループ

中1割程度までの利用となります。乾燥して

を指します。このようなループを形成するこ

配合飼料に混合して利用するので、既存の給

とで、安定・確実なリサイクルが図られると

餌システムを活用できるので、農家にとって

ともに、消費者も巻き込むことで、リサイク

は初期投資や手間がかからないというメリッ

ルの輪が形成されます。また、本年度後半か

トがあります。次にパン屑等を中心に、配合

らエコフィードの認証制度が開始されること

設計可能な乾燥飼料を自家配で混合し、特徴

になっています。当面は製造される飼料に対

ある豚肉を生産しているパターンです。パン

する認証制度ですが、いずれは生産される畜

屑を多給することで筋内脂肪の多い霜降り豚

産物に対しても制度が活用されるでしょう。

肉が生産できることが示されています。
また、

エコフィード推進の課題としてイメージの問

地域特有の残さ、例えばブドウ粕、焼酎粕、

題があると言われています。しかし、消費者

海藻粉末等を利用した特徴ある豚肉の生産も

を巻き込んでの取組を進めることで、エコ

あります。自家配するには、飼料混合の設備

フィードが一般消費者の中にも確実に浸透し

や、配合設計のためのノウハウが必要となり

つつあると思います。

ます。最後がリキッドフィーディング（液状
飼料）です。水分の多い残さを中心に、その

おから

昨年改正された食品リサイクル法では「リ

リキッド飼料

川島

知之（かわしま

ともゆき）

畜産草地研究所

リキッドフィーディングシステム
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草は牛のごはん
こう聞くと、「確かにそうだよね。牛は日

糖がつながってできているので、そういう意

がな一日草を食べていて、それで大きくなっ

味ではごはんの主成分であるデンプンと同じ

ているもんね。」と単純に思ってしまいます。

です。ただひとつだけ違っているのはそのつ

でも、ヒトや豚のようないわゆる雑食動物が

ながり方で、セルロースはベータ結合、デン

草を食べても消化することができなくて、と

プンはアルファ結合というつながり方をして

てもあんなに大きくはなれません。では、ど

いて、ヒトや牛、豚などいわゆる高等動物に

うして牛は草だけであんなに大きくなれるの

はアルファ結合を切る酵素はもっています

でしょう？その秘密は、お腹の中にあります。

が、
ベータ結合を切る酵素はもっていなくて、

実は牛や羊、馬などの草食動物は自分の力で

消化管の中に棲んでいる微生物のもつベータ

草に含まれている植物繊維を消化しているの

結合を切る力を借りているのです。

ではなくて、お腹の中に棲んでいる微生物の

さて、それではこの微生物はどこに棲んで

力を借りて植物繊維を分解しているのです。

いるのでしょう？実は、動物の種類によって

植物繊維の主成分であるセルロースはブドウ

その場所は少し違っています。牛や羊には胃

大腸

4％

小腸

30％

33％

豚

33％
胃
大腸

8％
16％

馬

30％
46％

胃

盲腸

小腸
第３胃

小腸

大腸

10％ 4％

牛
第２胃

24％

1 2
48％

第１胃

6％

3
4

第４胃

8％

図1．家畜の消化管構造と消化管体積の割合（ハッチ部分は微生物の生息部位）
（新畜産ハンドブック（講談社）より改変）
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畜産おもしろばなし

袋がたくさんあるという話を聞いたことがあ

低倍率の顕微鏡でも観察することができる原

ると思います。このような動物は反すう動物

生動物（プロトゾア）が生息していることで

と呼ばれていて、雑食動物の胃の前部にあた

す。その他にも、細菌類（バクテリア）、真

る場所に食道から変化した反すう胃を持って

菌類（カビ）や古細菌（メタン菌など）が多

いて、それが発酵タンクのように大きく、そ

数（1g当たり100億〜 1兆個）生息してい

こにたくさんの微生物が生息しています。反

て、繊維分解などの反すう動物特有の機能を

すうとは発酵中の草などをかみ戻すことをい

発揮しています。これらの微生物の特徴は、

い、このことがこのような動物を反すう動物

酸素が嫌いなこと（嫌気性と呼びます）とそ

と呼ぶいわれです。この反すう胃はとても

の場所が好き（他のところにはほとんどいま

大きくて、体重600kgを超えるような牛で

せん）だということです。

すと150リットル以上ある場合もあります。

いろいろとお話ししましたが、一言で言う

一方、馬やウサギのような草食動物では、大

ならお腹に棲んでいる微生物のおかげで「草

腸や盲腸が発達していて、そこにたくさんの

は牛のごはん」になるということです。そし

微生物が生息し植物繊維を分解しています。

て、草食動物たちは、地球上にもっとも多く

このように、胃の後ろにある大腸などに生息

存在する植物繊維というバイオマスを、肉や

する微生物によって植物繊維を分解している

乳という貴重なタンパク源として私たちに与

草食動物を「後腸発酵動物」と呼ぶこともあ

えてくれるとても重要な存在なのです。

ります。草食動物では植物繊維を分解する消

竹中

化管の部位が発達していて、その必要のない

昭雄（たけなか

あきお）

畜産草地研究所

ヒトや豚などの雑食性動物と比較すると消化
管の構造が大きく異なっています。図1にそ
れぞれの家畜の消化管構造と消化管ごとの体
積の割合を示しましたが、大腸
や盲腸で繊維を消化している馬
では、消化管の9割以上が腸な
のに対して、反すう胃で繊維を
消化している牛では、6割以上
が反すう胃を含む胃だというこ
とが分かります。
では、そのお腹の中の微生物
にはどのようなものが棲んで
いるのでしょう？牛のルーメ
ン（第一胃）の中から採取した
液を顕微鏡で見たものが図2で
す。一見しただけで分かるのは、

図２．牛の第１胃（ルーメン）内容液の顕微鏡写真
（EN、EP、EUはプロトゾアの種類）
（写真：梶川博）
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エサの種類と牛乳、牛肉の品質
牛は牧草や飼料用トウモロコシ、穀類中心

データはあまりありません。むしろ牛の年齢

の配合飼料などを毎日大量に食べて、牛乳や

や品種、肉の部位などの影響が大きいようで

牛肉を生産します。どのようなエサを食べる

す。

かは実に重要な問題で、牛乳や牛肉の品質に

飼料の種類は、牛肉を口にしたときの脂肪

は、エサの種類によって影響を受けるものが

の舌ざわり、
「口どけ」
にも影響を及ぼします。

あります。

一般に「サシ」とよばれる筋肉中に入りこん

その典型的なものとして、脂肪の色が挙げ
られます。

だ脂肪は、口どけがよいものほど高級とされ
ます。口どけがよいものを筆者はあまり食べ

放牧地に生えている牧草を食べることの多

たことはありませんが、科学的には脂肪の融

い夏場には、牛乳の色は黄色みが強くなりま

け始める温度（融点）が低いことを意味しま

す。これは牛乳中に4%ほど含まれる乳脂肪

す。牛肉脂肪の融点は、大麦を多く与えて肥

が黄色くなるためです。牛肉脂肪の色も、生

育すると、トウモロコシを多く与える場合に

の牧草を多く食べるほど黄色くなります。飼

比べて低くなることが知られています。飼料

料用トウモロコシなどを多く食べても同じ傾

の種類によって融点が低くなる理由は、脂肪

向がみられます。脂肪の黄色みは、緑黄色野

を形成する脂肪酸のうち融点の低い
「モノ
（一

菜の色素としてもおなじみのカロチン
という成分によります。生草中に多く
含まれるカロチンは脂肪に溶け込みや
すく、体内に摂り込まれると乳脂肪や
体脂肪の中に移行・蓄積して、黄色く
みえるようになるわけです。
脂肪ではなく牛肉自体の色について
は少し事情が違います。牛肉の色は、
鮮やかな赤い色が好まれますが、意外
にも飼料の種類によって牛肉の色が影
響を受けることを積極的に示す研究
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牛舎における採食の様子

畜産物あれこれ

価）不飽和脂肪酸」とよばれるもの、代表的

にするとき、どのようなエサを食べた牛に由

なものにオレイン酸がありますが、その含量

来するものか、思いを馳せてみてはいかがで

が増えることと関連づけられています。

しょうか。

近年は、畜産物に含まれる機能性成分につ

青木

康浩（あおき

やすひろ）

家畜改良センター

いて注目されることも多くなりました。飼料
の種類との関係では、放牧して生草をたくさ
ん食べる牛ほど共役リノール酸を多く含む牛
乳や牛肉を生産することが最近明らかになっ
ています。共役リノール酸には抗酸化作用や
抗ガン作用があるので、明るい日差しの下、
牧草をたくさん食べさせる放牧の利点として
注目されるでしょう。
以上のように、牛乳や牛肉の品質には飼料
の種類によって影響を受けるものがありま
す。スーパーや小売店で買うときや実際に口

Q
A

放牧中のホルスタイン

飼料米とはなんですか？
飼料
飼料米とは牛や豚や鶏などの家畜の飼料として使用される米のことです。一方で
飼料
人の食べる米は食用米といい、一般に水田で稲作用の機械を使って栽培されます。
人の食
飼料米は食用米と全く同じ方法で栽培することができ、特別の施設や機械が不要です。
飼料米の成分含量はトウモロコシとほぼ同程度です。飼料の主体はトウモロコシ
ですが日本における自給率はとても低く、年間1,200万トンものトウモロコシが米
国から輸入されています。肉用牛には輸入トウモロコシを主体とした配合飼料を給
与します。このトウモロコシの半分（配合飼料の約30％）を飼料米に代えて肉用
牛を飼育し、トウモロコシのときと同じ品質の牛肉を生産することができました。
両方の牛肉を消費者に食べ比べてもらうと、
「飼料米を与えて生産された牛肉は香
りが良く、脂も美味しい」という意見もありました。
価格が高騰する輸入トウモロコシの使用を減らし、自給飼料である飼料米を使用
した家畜生産が注目されています。飼料米を生産・利用するためには10アール当
たり900kgの粗玄米を収穫し、粗玄米１kg当たりの生産コストを100円以下にす
ることが課題です。そのための研究開発が今年度から始まっています。
丸山

新（まるやま

岐阜県畜産研究所

しん）

飛騨牛研究部
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第12回（平成20年）
全国草地畜産コンクール受賞農家
（和牛の繁殖農家、佐々木利枝・和則氏、島根県浜田市弥栄町）
１．経営の特徴
弥栄町は山林原野が約86%を占め、耕地
は僅かに４％しかありません。このような立
地条件下で、佐々木氏は、昭和49年から里

万円近い農業収入をあげており、地域を代表
するすばらしい経営です。
２．飼料生産拡大へ努力を傾注
放牧地は自己所有地（2 ヵ所1,100ａ）
、

山放牧を行っていましたが、シバ草地の優良

借 地（3 ヵ 所105ａ ）、 遊 休 農 地（1 ヵ 所

事例の視察を契機に、平成４年から裏山のシ

40ａ）、公共放牧場（800ａ）で、利用で

バ草地の造成に取り組み、現在では７ヵ所の

きる土地資源を積極的に活用した低コスト生

放牧地利用と６ヵ所の飼料畑での飼料生産に
取り組んでいます。肉用牛の飼養頭数は、成
牛59頭、育成牛５頭、子牛42頭で、肉用牛
部門と耕種部門との複合経営です。TDNベー
スで粗飼料自給率は61.0%、飼料自給率は
51.8%で、立地や土地所有など困難な条件
下にも関わらず、自給飼料生産の拡大に努力
を傾注しています。負債はなく、まさに典型
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的な中山間地域にあって、家族労力で3,400

耕作放棄地の放牧

裏山のシバ放牧

竹林を活用した放牧

現場紹介

産に取り組んでいます。また、飼料畑も耕作

者が生まれたということは、本経営のすばら

放棄地等を積極的に借り受け、借地（5 ヵ所

しさを証明するものです。和則氏は弥栄町和

325ａ）に永年牧草を作付けし、自己所有

牛改良組合副会長、平成17年度より県の放

地（1 ヵ所34ａ）は、とうもろこしとイタ

牧アドバイザーとして、利枝氏は島根県指導

リアンライグラスを２作し、サイレージで利

農業士として、和牛振興に貢献しておられま

用しています。また、平成18年には「地域

す。

放牧推進事業」を活用して耕種農家３戸と畜
産農家１戸で「あたご放牧協議会」を組織し、

４．期待される地域での普及性

耕種農家の委託を受けて耕作放棄地40aで

和牛放牧は担い手不足、農林地の荒廃が深

３頭の繁殖雌牛の放牧を行っています。さら

刻化する中山間地域において農林地を保全す

に、竹林の拡大防止を図るため、島根県畜

る有効な方法として認知されつつあります。

産技術センターが行う竹林の草地化の実証

佐々木氏は近隣の耕作放棄された水田や転作

試験に協力しており、当初、40aから開始

田を借り受け、粗飼料生産基盤の拡大に取り

した試験は、近隣農家の協力を得て、160a

組んでおり、中山間地域の地域資源利用に立

への拡大が予定されています。この他、稲

脚したモデル経営として高く評価されます。

わらの積極的な収集（堆肥交換350a、購入

５年後には、別経営で新規就農した息子さん

480a、計830ａ分）にも取り組み、稲ホー

と家族経営協定を締結し、飼養頭数80頭規

ルクロップ生産（100ａ）を予定するなど、

模、うち放牧頭数が40 〜 45頭の肉用牛繁

さらに飼料生産の拡大に意欲的に取り組んで

殖経営の成立が見込まれており、中山間地域

います。

振興のリーダ的存在として活躍が期待されて

３．後継者が新規就農
５年前からJA職員を退職した主人の和則
氏が経営に本格的に参加されました。また、

います。
萬田

富治（まんだ

とみはる）

北里大学獣医学部附属
フィールドサイエンスセンター

実質的な後継者である息子さんも、平成
19年4月より同一敷地内で地域肉用牛
振興対策事業を活用して新規就農し、放
牧を取り入れた35頭規模を目標とした
和牛繁殖経営を開始しております。当該
地域の肉用牛飼養農家戸数は53戸で、
うち87％以上が5頭以下の小規模な経
営 で あ り、 就 業 年 齢 も65歳 以 上 が 約
68％を占め、高齢化と後継者不足で飼
養戸数の減少に歯止めがかからないとい
う厳しい現状ですが、20代の新規就農

牧場の全景
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みなさまの

声

飼料高騰が続く中で
には、乳価の30円アップが必要だとの声も聞く。

●再生産できる価格のあり方●

酪農が危機状態にあることがひしひしと伝わって

この4月に3大乳業メーカーの牛乳希望小売価

くる。だからこそ、この価格決定の構造でいいの

格が10円値上がりした。スーパーをのぞくと、

かと大きな疑問を持つ。再生産が保障され、生産

特価対応の牛乳もあり、やはりそちらに手が伸び

物の価値を十分反映した、そして歪な配分でない

る。ガソリンや食料品の値上げが続く中で、消費

適正な価格、全うな価格で消費が行われる社会が

者は家計を切り詰め、生活防衛に入っている。価

必要になってきているように思う。

格は安いに越したことはない。
一方、生産現場からの窮状を訴える声は、7

●飼料米の取り組みと食文化●

月15日の全国20万隻漁船の一斉休業に象徴され
た。漁業をめぐるマスコミ報道の中で、魚の価格

飼料米や、稲ワラの飼料化など国産飼料づくり

は流通（量販店）に決められていると耳にした。

の取り組みが少しずつ広がっている。先日都内の

価格の決まり方はそうなのか、それでいいのかと

生協が開催したフォーラムで、パネリストの一人

疑問をもちつつ、しかし消費者にそんな情報は余

から、日本型の酪農・畜産・農業の提案があり、

り届いていないだろうなーと思っていたら、牛乳

生産物の多少硬い牛肉、草臭い牛肉、黄身の色が

の価格も同様だとわかった。

薄い卵、水っぽい牛乳を私たち消費者はもう一つ

7月31日に酪農家2,200人による、乳価10円の

の食文化として受け入れていけるだろうかの問い

値上げを求めたデモがあったが、先の小売価格

かけがあった。

10円の値上げ時の乳価は3円だったとわかった。
AERA8月4日号の記事によれば、牛乳の価格の

価格のことも含めて、食べることの中身がトー

内訳（生産者、
メーカー、
流通の取り分）は、
３・３・

タルで問われているように思う。消費行動・食生

４だと書かれている。この取り分だと、乳価10

活を農業や畜産業再生につなげていけるものにし

円アップは小売価格33円の値上がりにつながる。

ていきたい。

ただ、乳価10円アップでは生産者は赤字が続き、
廃業に追い込まれないで再生産が保障されるため

矢野

洋子（やの ようこ）

東京消費者団体連絡センター

お知らせコーナー
みんなで紙面を作る『Q and A』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
質問状の宛先：〒113-0034 東京都文京区湯島 3-20-9 ㈳畜産技術協会
皆様の関心事がどのようなところにあるのかを教えて
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
いただくことにもなりますので、それらをもとに今後
Fax. 03-3836-2302
e-mail:info@jlta.lin.go.jp
の紙面作りにも役立ててゆきます。

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。
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://jlta.lin.go.jp./
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