


はじめに 

 社団法人畜産技術協会は、社団法人日本食肉協議会の補助を受けて、平成 18 年

度、「副産物（エコフィード）利用肉豚生産推進事業」を実施した。

 わが国では、最近、牛乳の消費が停滞する一方で、チーズについては堅調な伸び

が予測されており、乳業各社においてチーズの製造ラインの増強や工場の新設によ

る生乳のチーズ仕向け拡大の動きがみられる。こうした中で、チーズの製造時に副

生されるホエイも多量に発生することが見込まれており、この有効利用がチーズ生

産安定の一つの重要な課題とみられている。

 一方、わが国の畜産業界は輸入穀物に大きく依存している。近年、米国でのとう

もろこしを原料としたエタノール生産の急増にみられるように、世界的にバイオ燃

料への関心が高まり、将来的に輸入穀物の値上がりは避けられないとの見通しがな

されている。こうした中で、安価な飼料資源の確保のために、地域資源の有効利用

の推進がきわめて重要な課題となっている。

 ホエイの飼料利用については、これまで独立行政法人農畜産業振興機構が中心と

なって、学識経験者、乳業関係者、食肉関係者、生産者団体及び農林水産省関係部

局等の参加を得て「ホエイの利活用に関する研究会」を組織し、第１回（平成 17
年 9 月 29 日）、第 2 回（平成 17 年 12 月 15 日）、第 3 回（平成 18 年 3 月 3 日）の

研究会を開催して、検討を重ねてきた。

 当該事業はこうした経緯を受けて取り組んだものであり、３回の検討会、ホエイ

活用養豚経営の現地調査をとおしてホエイの飼料利用について検討を進めるととも

に、これまでの取り組みの概要や成果を事業報告書としてとりまとめることとした。

 本報告書が、広く畜産関係者やこの問題に関心を持たれる皆様方にお役に立てば

幸いである。

 最後に、本報告書の作成に当たり、これまでの研究会や当該事業の実施にご尽力

いただいた皆様とともに、報告書を執筆いただいた方々に心より感謝の意を申し述

べます。

   平成 19 年 3 月

 
社団法人 畜産技術協会  

 



ホエイの飼料利用を進めるために 
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Ⅰ 事業実施の経緯及び調査・検討の概要 

 



１．ホエイの利活用研究会での検討

１）「ホエイの利活用に関する研究会」の開催 
酪農・乳業をめぐる国際化の進展の中で、乳製品の中でも国際価格と国内価格

の差が比較的小さいチーズについては、国産品が輸入品と価格面で競争し得る余

地があるとされている。このため、生産者においても、乳業メーカーにおいても、

国産ナチュラルチーズの増産に向けた取り組みが進められている。

  このような中で、将来、国産のナチュラルチーズの生産が計画どおり拡大して

いった場合、チーズの増産に伴い生産されるホエイの取り扱いが課題となること

を考慮し、課題解決の一助となるよう、チーズ生産の副産物であるホエイの新た

な用途等、その利活用について関係者が検討し、情報・知識を共有する場として

「ホエイの利活用に関する研究会」が設置された。

  設置の趣旨から、研究会の構成員については、国内で生産されるホエイの利活

用について関心を持つ関係者に呼びかけを行い、広く参加を受け入れる態勢の下

で開催することとされた。 

２）研究会開催の概要 
利活用研究会は、平成１７年９月に第１回の研究会を開催し、平成１８年３月

までの間に合計３回、次のとおり開催された。 

① わが国における今後のホエイ利活用の方向性 

第１回目の会議は、平成１７年９月に開催された。この会議では、研究会設置

の趣旨等の説明とともに、主要国におけるホエイ類の生産と貿易の状況について

の報告と利活用に向けた意見交換が行われた。

意見交換の中では、乳業メーカーにおける現在の業メーカーにおけるホエイの

取扱いの実態として、

ア．社内使用が主体の企業、

イ．社内使用と外販を行っている企業、

ウ．外販がほとんどの企業、

があり、企業によりそれぞれ異なる利用・販売状況であるが、外販については

チーズの種類による味の問題、用途開発の問題で拡大に困難があるとの説明があ

ホエイの利活用に関する研究会の構成

○乳業メーカー ○乳業関係団体  ○食肉加工会社 

○養豚生産者  ○食肉関係団体  ○学識経験者

○農林水産省  ○機構 
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った。

ホエイの販売は、製造コストとの関係で採算ベースに乗せることが難しい場合

も多いため一部には排水処理している例も見られる。特に規模の小さい工房タイ

プのチーズ工場では、排水処理されている例が多くあるとみられる。  

研究会で検討の対象としている養豚における飼料利用の動向については、北海

道や千葉での実施されている例があること、ほかにも岩手県、南九州などでリキ

ッドホエイの飼料利用が検討されていることが報告された。

養豚生産者からは、飼料コスト削減の見地からホエイの利用を検討していると

のことであり、調達コストが重要課題であること、これに加えて、副産物の利用

については、安定的な供給も大きな課題であるとの話があった。また、質疑のな

かでは、

ア．飼料コスト低減の見地から、養豚生産において食品残さが利用されている

例も多く見られるが、ホエイの供給については、有価での取引が行われる場合

には廃棄物の扱いにはならないとされていること。

イ．濃縮や酸度の調整、発酵など付加価値を加えた供給も検討課題であること。

等が確認された。

 第 1 回目の会議では、以上のとおり、取引価格の他に、安定供給の確保、ホエ

イの規格の決定、輸送方法等についての取り決め方法が飼料利用としての供給を

実現する上で重要であることが確認された。 

② 海外養豚におけるリキッドホエイの利用概要 

 平成１７年１２月に開催された。第２回目の会議では、リキッドホエイ養豚の

先進地域であるヨーロッパ地域の中でも、養豚業の盛んなデンマークとオランダ

を対象に実施した調査の結果が報告された。

訪問先の養豚農家からの聴き取りによるリキッドフィーディングの利点として

は、①豚の嗜好性が高く、固形飼料と比較して飼料のこぼれなどが少ないため、

飼料効率性が上昇し、豚舎内を清潔に保てる。②粉塵の発生が減少し、呼吸器系

の疾病予防効果的である。③加熱処理を行わないため、熱に弱い栄養素の変性損

失が少なく、消費エネルギー抑制効果があるとの報告があった。

また、契約の形態としては、養豚農家は定量の受入義務、乳業会社は定量の提

供義務合による年間契約により供給されていること、リキッドホエイを利用する

にあたっては、乳業工場が近隣にあるという地理的条件に恵まれることも条件と

なること等について報告された。

一方、調査先乳業工場では、ホエイをできるだけ食用に利用し、製造工程上や

むを得ず発生した分（非食用ホエイ）について Ph 調整のみで農家へ販売しており、

出来るだけコスト・手間をかけずに、輸送費相当分程度の販売価格で養豚農家へ

引渡しているとの事例等の報告があった。

 なお、事例紹介については、３の（４）の「リキッドフィーディングの事例」
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を参照してください。 

③ わが国における取組み事例 

第３回の研究会では、チーズ生産に伴い生産されたホエイを液状のままで養豚

飼料として活用し、豚肉の地域ブランド化に取り組んでいる北海道の十勝ホエー

豚研究会の関係者を招いて取組の現状と今後の課題についてお話を聞いた。

ア．十勝ホエー豚 ブランド化への取組み

（ア）十勝ホエー豚研究会の山岸真氏からは、以下の概要の報告があった。

  ・十勝ホエー豚研究会の発足経緯

    地域の特性を生かしたブランド化。 

・ブランド化の必要性についての考え方 

    消費者に安全・安心確かな美味しさを届ける。

    付加価値養豚の新たな銘柄として確立させる。 

・これまでの取組み 

    料理人による品質評価、帯広畜産大学による肉質分析予備試験。 

・今後の方向性 

    規格・基準づくり。

    品質分析・育成方法の確立、普及。

（イ）源ファームの大美浪源氏からは、以下の概要の報告があった。 

・ホエーを給与する目的方法

    保水性の高い良質の豚肉生産ができること、豚の健康度が高まり、安

全な豚肉生産ができること。 

  ・給与方法  

育成豚に対してバケツにより群給与。 

・ホエー豚の疾病状況、内臓廃棄率 

    内臓病変の減少により、健康的な豚の生産ができるようになった。

（ウ）フーデックスへの出展 

例年、幕張メッセにて開催されるフーデックス・ジャパンに出展、ホエ

ー豚の紹介等を実施。 

イ．チーズホエーを給与した豚の肉質特性 

帯広畜産大学の三上正幸名誉教授からは、ホエーを給与した豚と給与しな

い豚の肉質等比較分析結果、枝肉格付け、ｐＨ、水分含有量、粗タンパク質、

色調、柔らかさ、ペプチド量、遊離アミノ酸量、脂肪酸組成の比較結果等に

ついて報告していただいた。

講演では、

・ホエーを給餌することによって、豚の疾病減少の効果が認められるが、

明確な因果関係の究明は今後の課題であること、また肉質向上効果は、現

時点では顕著な優位性は見られないものの、官能評価で「美味しい」とい

3



う評価を得ていることもあり、評価方法が今後の課題であること、

・ホエーは豚の嗜好性が高く、養豚飼料として適していること、

等の説明があった。 

 

３）これからの課題 
 平成１８年６月から、研究会参加の乳業メーカーと養豚企業との間でリキッド

ホエイの試験的供給が開始されたが、この動きを更に推進していくためには、ホ

エイ給与による飼養技術の問題、取引価格の水準や輸送形態とコスト負担の問題、

栄養面や健康機能性から見た飼料としての価値、肉質に与える影響など解決・解

明すべき課題が残されており、関係者がそれぞれの立場で、また、事柄によって

は協力して対処していくことが必要である。 
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２．副産物（エコフィード）利用肉豚生産推進事業での検討

 独立行政法人農畜産業振興機構が中心となって設置した前述「ホエイの利活用

に関する研究会」での検討を受けて、社団法人畜産技術協会は、社団法人日本食

肉協議会の助成を得て、平成 18 年度に「副産物（エコフィード）利用肉豚生産

推進事業」を実施した。その活動の概要を以下に示す。

１）検討会メンバー
 検討会の委員等構成メンバーは以下のとおりである。

 委 員  
 ○学識経験者

   菱沼 毅（座長）（独）農畜産業振興機構 副理事長

   日高 智    帯広畜産大学 教授

   山岸 真    大樹町地場産品研究センター 研究開発担当主査

   南波利昭    （社）中央畜産会  専務理事

   萬田富治    北里大学 教授

   川島知之    畜産草地研究所 チーム長

 ○食肉関係者

   千田英一    日本ハム（株）  東京支社部長

   中田伸也    インターファーム（株）  社長

   齋藤裕次    伊藤ハム（株）  国内食肉ユニットﾁｰﾑﾏﾈｰｼﾞｬ

   卯木国治    プリマハム（株）  食肉事業本部商品部長

 ○乳業関係者

   重成範男    明治乳業（株）  取締役・酪農部長

   東倉健人    森永乳業（株）  酪農部長

   岡田臣弘    雪印乳業（株）  原料乳製品事業部課長

   鈴木昱雄    よつ葉乳業（株）  取締役

   田端経夫    （社）日本乳業協会  企画調査部長

 ○生産者団体

   西田典史    全国農業協同組合連合会  畜産生産部原料課長

   広田 隆    全国酪農業協同組合連合会  酪農部副部長

   佐藤光行    全国畜産農業協同組合連合会

   村上裕之    ホクレン東京事務所 酪農・畜産担当課長

   志澤 勝    日本養豚事業協同組合 副理事長

   伊藤政美    （社）日本養豚協会  常務理事  
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   梶並芳弘    （社）日本食鳥協会  専務理事

 オブザーバー  
 ○農林水産省生産局畜産部

   畜産振興課

   牛乳乳製品課

   食肉鶏卵課

 ○（社）日本食肉協議会

 ○（独）農畜産業振興機構

   酪農乳業部

   食肉生産流通部

 事業実施主体（事務局）  
 ○（社）畜産技術協会

 報告書作成 WG メンバー  
   萬田富治    北里大学 ﾌｨｰﾙﾄﾞｻｲｴﾝｽｾﾝﾀｰ長・教授

   日高 智    帯広畜産大学 畜産科学科教授

   守田 大    雪印乳業（株）  原料乳製品事業部ﾃｸﾆｶﾙｻﾎﾟｰﾄ課長

   立花文夫    全農飼料畜産中央研究所研究開発部養豚ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞ

   伊藤政美    （社）日本養豚協会  常務理事

   磯貝 保    農林水産省生産局畜産部牛乳乳製品課課長補佐

   俵積田 守   農林水産省生産局畜産部畜産振興課課長補佐

２）第１回検討会
 第１回の検討会は、平成 18 年 9 月 28 日（木）に開催し、今年度における当

該事業の実施計画等について意見交換を行った。

 議 事  
 ①  「ホエイの利活用に関する研究会」における検討の経緯

       （独）農畜産業振興機構

 ②  当該事業における検討会の実施について

    ア  開催要領（案）

    イ  今年度の実施計画（案）

    ウ  報告書のとりまとめ（案）

 ③  話題提供

    ア  副産物（エコフィード）利用肉豚生産

       日高 智（帯広畜産大学）  
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      要約）大学におけるチーズホエイを給与した豚の産肉性や肉質特性

に係る研究事例を紹介。豚にホエイを給与すると、増体が良く出荷

時期が早くなる。また、肉質については多汁性が高く口溶けの良い

柔らかい肉が生産できる可能性が高い。  
    イ  十勝ホエイ豚研究会

       山岸 真（大樹町地場産品研究センター）

      要約）十勝ホエイ豚研究会の活動を紹介。十勝地域は、小規模手つ

くりチーズの産地として定着しており、こうした酪農家との連携に

よってホエイ豚を生産し加工 販売する取り組みが始まった。  
    ウ  道東における試験的取り組みの概要

       鈴木昱雄（よつ葉乳業（株））

      要約）機構主催の研究会での検討を受けて、液状ホエイの給与試験

を開始。水代わりに給与したホエイの嗜好性は良好なこと、さらに

発育や肉質についても調査予定であることを報告。  
 ④  意見交換

３）第２回検討会
 第２回は、平成 19 年 1 月 31 日（水）に開催し、現地調査の報告等について

意見交換を行った。

 議 事  
 ①  現地調査の報告

    ア  インターファーム（株）

       日高 智（帯広畜産大学）

    イ  十勝地域

       山岸 真（大樹町）

    ウ  （株）秋田畜産物流

       川島知之（畜産草地研究所）

萬田富治（北里大学）  
 ②  事業報告書の構成及び執筆について

 ③  意見交換

４）第３回検討会
 第３回は、平成 19 年 3 月 26 日（月）に開催し、事業報告書の内容等につい

て意見交換を行った。

 議 事  
 ①  事業報告者（案）の検討

 ②  ホエイ給与試験の紹介  
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    ア  ホエイ給与が肉用種鶏の生産に及ぼす影響

       立石智宣（（独）家畜改良センター兵庫牧場）

      要約）肉用種鶏に２５％ホエイを飲水給与することにより、産卵率

が上昇しハウユニットが高い値を示したが、５０％ホエイでは体重

の増加は勝れたものの産卵率は低下した。また、ニップルドリンカ

ーによる給水システムはホエイの成分が付着し流れなくなること

からホエイの給与に不向きであった。  
    イ  発酵ホエイの給与利用法の開発

       萬田富治（北里大学）

       山之内忠幸（（独）家畜改良センター岩手牧場）

      要約）哺乳子牛における貯蔵ホエイ（有機酸等を添加し、調製）の

嗜好性試験の結果、乳酸添加ホエイの嗜好性が高かった。また、哺

乳子牛への乳酸添加ホエイの給与試験の結果、スターターの摂取量

に差はなかったが、増体量が増え、下痢の発症は減る傾向にあった。 
 ③  その他

    ア  ホエイ豚肉の試食

    イ  意見交換

５）現地調査
 平成 18 年 11 月に、ホエイを利用して養豚を行っている農場・農家を対象に

３件の現地調査を実施した。

 ①  （株）秋田畜産物流 鳥海高原ファーム（11 月 13 日（月））

 ②  インターファーム（株）  知床事業所・第１農場（11 月 26 日（日））

 ③  十勝地域 （11 月 27 日（月）～28 日（火））

 なお、現地調査の概要は次節のとおりである。
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３．現地調査報告 

１）（株）秋田畜産物流

調査農場  
（株）秋田畜産物流 鳥海高原ファーム（山形県飽海郡遊佐町）  

現地調査日  
平成 18 年 11 月 13 日（月）  

調査者    
萬田富治 北里大学 フィールドサイエンスセンター

川島知之 (独 )農業 食品産業技術総合研究機構 畜産草地研究所

千田英一 日本ハム (株 ) 東京支社

立花文夫 全国農業協同組合連合会  飼料畜産中央研究所 研究開発部

水野 崇 (独 )農畜産業振興機構 酪農乳業部

宮重俊一 (社 )畜産技術協会  研究開発第１部  

調査内容

１．株式会社秋田畜産物流  
株式会社秋田畜産物流は農場経営を主体として秋田に１農場、岩手に３農場、

そして本調査の対象農場である山形の１農場で母豚合計２２００頭の養豚経営

を行っている。それに加えて秋田には酪農の２農場もあり、３００頭ほどの搾乳

牛がいる。また、関連会社で、牛や豚の飼料の販売を行っている株式会社菅与畜

産は食品廃棄物の中間処理の許可も有しており、食品残さの混合物（バイプロ混

合物）の供給を担当している。両株式会社でパートも含めると合計８０名ほどの

従業員がいる。

２．鳥海高原ファーム  
１）概要

調査農場の鳥海高原ファームには母豚が８００頭いて、秋田の農場に預託で出

す７０００頭の子豚以外はすべて一貫経営である。LDB の三元交雑種を用いて

すべて平田牧場に出荷している。本年７月にリキッドフィーディングの施設を導

入した。ホエイを中心にバイプロを活用した経営を本格的に開始したのは１０月

からである。現在のところ、肉豚舎４棟すべてがリキッドフィーディングになっ

ており、離乳豚舎は３棟あるうち２棟のみにリキッドフィーディングの機械を設

置する予定で、現在工事中であり、一部の子豚にリキッド飼料が給与されている

だけである。今年中に工事は終了する予定である。母豚舎へはリキッドフィーデ
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ィングの導入予定はない。養豚場全体 SPF となっている。肥育豚舎はすのこ式

でウィンドレスの構造となっている。１４名の従業員がおり、パートはおらず、

すべて社員である。

 
２）飼養管理

利用している飼料原料は、ホエイ、せんべい屑、バイプロ混合物、それに配合

飼料である。ホエイならびにバイプロ混合物運搬用に前述の１０トンのタンクロ

ーリーと４トンのものを有している。

（１）ホエイは岩手県にある全酪連北福岡工場から、そこで排出される全量を

有価で導入している。自社の１０トンタンクローリーで週に３回運搬する。一部

はせんべい屑と混合するため農場に持ち込み、残りはバイプロ混合物を製造する

ため、秋田の菅与リサイクルに運搬する。ホエイの入手価格は輸送費別で、ｋｇ

当たり３円である。

（２）せんべい屑はメーカーから排出されるものを業者を介して購入している。

農場に持ち込んで、タンク内で加水し、液状になったものをホエイと混合する。

この飼料は肥育後期の仕上げ用に利用する。

（３）バイプロ混合物はうどん（乾麺）、煮豆（納豆用に煮た豆、一部納豆も

含む）それにホエイを混合したもので、秋田県の横手市にある菅与リサイクルで

製造している。この飼料は離乳豚と肥育前期用に用いる。

（４）配合飼料は日本農産で製造している指定配合の子豚用、肥育前期用、肥

育後期用の３種類である。１１５－１２０日齢で肥育後期用の飼料とする。当初

はマッシュを使用していたが、配管に詰まったため、クランブルに変えた。

肥育前期用としては、肥育前期用配合飼料 225kg、バイプロ混合物 100kg、そ

れに水 575kg を混合する。肥育後期用としては、肥育後期用配合飼料 225kg、
せんべい屑とホエイの混合物 200kg、水 475kg を混合する。飼料給与時のｐH
は 4.8 程度である。現在はリキッドフィーディングの導入段階ということで、バ

イプロの利用割合は少なめであり、指定配合はリキッドフィーディング導入前と

同様のものを利用している。今後その量が定まってくると、成分分析等を行って、

指定配合の微調整を行うことになる。

母豚舎で３週齢で離乳する。それまで餌付けは行わない。離乳後１週間は代用

乳を「豚々拍子」という液状ミルク自動給餌システムで給与する。その後、体重

25kg 程度になるまで、バイプロ混合物と子豚用を混合したものを給与する。リ

キッドフイ－デング開始は生後 6 週令からである。リキッドフィーディングシス

テムを設置した２棟の離乳豚舎にはそれぞれ５豚房と６豚房があり、１豚房あた

り４００頭飼育している。現在２－３豚房でリキッドフィーディングを開始した

ところである。

肥育豚舎は４棟にそれぞれ２豚房で１豚房あたり５００頭の多頭飼育である。 
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そのうち１豚舎においてリ

キッド飼料給与豚の出荷が

終わった。飼槽は同時に１

５頭が採食できるものを６

台設置してあり、それぞれ

の飼槽にセンサーが設置し

てあり、リキッド飼料が空

になると１５分後に自動的

に給餌がなされる。飼槽毎

に給餌量が記録されるよう

になっていて、設置されて

いる場所により給餌量が大

きく異なることが判かる。

給水機はつけているが、リ

キッド飼料の水分が高いた

めか、あまり飲水していな

いとのことであった。飼槽

のある区域へは一方通行と

なっていて、そこから出る

ところにオートソートスケ

ールが設置してあり、出荷

体重に達した豚は自動的にソートされる。弱い豚については隔離できる場所を設

けてある。多頭飼育することで、逃げ場所が多くなるため、弱い豚にとってはむ

しろメリットがあるそうである。豚房の中央部がすのこ式になっていて、飼槽を

設置してある場所は耐酸性の塗料をぬってある。

 
３）リキッドフィーディングシステム

リキッドフィーディングシステムはイギリスのハンプシャー社のもので、秋田

にあるダイヤ商事が代理店となっている。総額で６３００万円ほどとのことであ

る。タンクは４０トンのコンクリート製のものが３基あり、そのうち２基は表面

をＦＲＰ加工して耐酸性として、前述のせんべい屑とホエイの混合物、ならびに

横手で製造したバイプロ混合物を貯蔵する。ＦＲＰ加工していないタンクはせん

べい屑に加水して液状化するのに利用している。タンクの横にキッチンがあり、

ミキサーが５台設置してある。リキッドフィーディングシステムを設置する離乳

豚舎はそのキッチンに併設してあり、キッチンでバイプロ混合物と配合飼料を混

合して、直接離乳豚舎内の飼槽にパイプラインで搬送する。一方、肥育豚舎は４

００ｍほど離れており、せんべい屑とホエイの混合物とバイプロ混合物をキッチ

表１  飼養成績   

繁殖成績   

１頭あたりの平均分娩 回数/１年 2.5 回転 

１腹あたりの平均分娩 頭数/１回の分 娩 １１頭 

１腹あたりの平均離乳 頭数/１回の分 娩 10.5 頭 

育成率

子豚出荷 

95% 

7,000 頭 

  

肥育成績   

出荷総頭 数/１年  13,000 頭 

平均出荷 時体重 110kg 

  

枝肉成績   

平均枝肉 重量 74.7kg 

枝肉格付け 上 39.2% 

 中 39.3% 

 並 17.2% 

 等外 4.3% 

格落ちの要 因 被覆その他 

生体 1kg あたりの販売 価格 510 円 
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ンから肥育豚舎の給餌タンクまで搬送して、そこで配合飼料と混合して給餌する。

キッチンのミキサーの能力としては４５０ｍ搬送が可能とのことで、キッチンか

ら肥育豚舎にむけて緩やかに下っていることも搬送を助けている。

ホエイの利用については、乳酸発酵の培地として免疫力の向上に大きな期待を

寄せている。現在のところ、肉豚への給与が中心だが、すでに、嗜好性、食い込

み、飼料効率、健康状態が良くなったと感じられており、子豚からの一貫給与が

なされるとその効果が一層顕著になると期待されている。ただし、ホエイの入手

量が限られており、その他の多様な食品残さを利用することはためらわれており、

今後、現状の仕様管理のメリットを把握した上で、配合設計等の精密化を行いな

がら、残さの割合を増やしていきたい。

３．現地調査委員の論評  
１）経営方針について

オートソーターを有した大群管理と、リキッドフィーディングという、先導的

な飼養管理を行っている。しかし、平田牧場からの預託生産ということで、LDB
三元交雑種の利用ならびに指定配合の使用が条件となっていることから、近代的

な施設のメリットをフルに活用した経営となっていないかもしれない。飽食給餌

となっており、バークシャーが入っている交雑種であるため、厚脂傾向になって

いる（差別化のため、戦略的に厚脂になるように飼育していると思われるが）。

リキッドフィーディングシステムを採用してからのデータがまだ乏しいため詳

細はわからないが、厚脂が深刻化するようならば、ある程度の制限給餌が必要と

なるかもしれない。給与量の制限を行う場合、給与回数・一回あたりの給与量等

の条件にもよるが、強弱による体重差が一層顕著になる可能性が大きい。また、

飼料中の TDN を下げることで制限給餌を行うとすると、飼料に繊維質のものを

増やす必要があり、そのようなリキッド飼料をパイプラインで搬送できるかどう

かが課題となる。リキッドフィーディング施設設置のメリットとして、飼料摂取

量や飼料効率ならびに健康状態の改善が実感されているとのことであった。それ

らは重要なことであるが、経営上のメリットとしては飼料コストの削減が最重要

と考えられる。現時点での食品残さの配合飼料の代替え率は低く、そのメリット

を顕在化するには３－４割の代替えとしたいだろう。一つの方向性として、より

増体が良く、厚脂になりにくい系統の利用と、食品残さの代替え率を増やすため

の配合設計の変更があろう。本農場で蓄積したノウハウを活かして、場合によっ

ては他農場で実践することも可能と思われる。

２）豚房について

配合飼料に対応した施設をリキッドフィーディングに置き換えたため、給餌施

設と休息場所の配置が適切ではなく、すのこではない場所が糞場になってしまっ

12



ている。床が泥濘化しているためか、横たわって休息している個体が少ないよう

に感じられた。リキッドフィーディングに採用される飼料資源は塩分の高い物が

多く、一方栄養価が高いため、尿量は増える一方で糞は減少しがちである。また、

飼槽からのリキッド飼料のこぼしもあるため、床がぬれやすい。配置を改善して、

休息場の床が乾くように工夫すると増体も一層伸びると思われる。

 
３）ホエイの利用について

ホエイ給与が開始したばかりであるため、飼育豚の健康や、発育、肉質へ及ぼ

す影響などにつていのデータの集積が待たれる。ホエイは乾物率が数％しかなく、

１０ｋｇ給与したとしても乾物としては０．５ｋｇの給与に過ぎず、飼料の代替

えとしては２割程度に過ぎない。１ｋｇ３円で購入しているので、乾物１ｋｇあ

たり６０円程度となり、それに輸送費も加わるので、ホエイの利用だけでは飼料

コストの低減にはつながらない。リキッドフィーディングを採用するメリットを

明確にするには、残さの利用率を高めてコスト削減を行い、施設の投資に見合う

利益を上げる必要がある。また、それに加えて、乳酸発酵によるプロバイオティ

ックな効果が、飼育豚の健康面や発育等に反映できれば、付加価値をつけ、豚肉

の差別化につながることとなるだろう。現時点では、バイプロ等の精確な分析は

なされておらず、それに見合った精密な配合設計もなされていない。今後、バイ

プロの成分や給与量が固まってくると、それに応じた設計を行い、それに応じた

配合飼料を給与することになるだろう。それに応じて、ホエイやバイプロ等の安

定的利用のための工場での引き取り価格、長距離輸送コストなど使用実績も加味

した上で、経営全体の評価が待たれる。
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キッチン
（ミキシング室）

水タンク

配合飼料タンク
貯蔵タンク

全酪連
（岩手）

１ ２ ３

離乳豚舎

肥育豚舎

400mほど離れたところ
緩やかな傾斜を利用して搬送

本社
（秋田）

鳥海高原ファーム（山形）
リキッドフィーディング施設

１：バイプロ混合物
２：液状せんべいくず＋ホエー
３：せんべいくず＋水

搬送パイプライン
バイプロ＋配合飼料

搬送パイプライン
バイプロ および 液状せんべい

バイプロ＋配合飼料（肥育前期）
液状せんべい＋配合飼料（肥育後期）

ホエー

ホエー

バイプロ
　　　混合物

給餌タンク

配合飼料タンク

キッチンに併設

 
 

図１  飼料調製と給与の流れ  

 

   
写真１．聞き取り調査の様子    写真２．左奥がキッチン
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写真３．キッチン内のミキサー   写真４．コンクリートタンクの外観

 

   
写真５．せんべい屑と水をタンク内で混合 写真６．離乳豚舎の外観

 

    
写真７．肉豚舎の外観     写真８．肉豚舎内のミキサー 
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写真９．ミキサーの内部    写真１０．肉豚舎内部 飼槽まわり
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写真１１．飼槽      写真１２．弱った豚を隔離するスペース

中央部に降りてきているパイプでリキ

ッド飼料が搬送される。左のパイプは

リキッド飼料の有無をチェックするセ

ンサー

 

写真１３．オートソーター  



２）インターファーム（株）

調査農場

  インターファーム（株） 知床事業所Ａ農場（北海道網走市）

現地調査日

  平成 18 年 11 月 26 日（日）

調査者

  日高 智 帯広畜産大学 畜産科学科

花田正明 帯広畜産大学 畜産科学科

田端経夫 （社）日本乳業協会 企画調査部

信戸一利 （独）農畜産業振興機構 酪農乳業部  

調査内容

１．Ａ農場経営概要 

A 農場は、養豚事業、野菜事業および養牛事業を日本全国で展開しており、４つ

の事業所と 26 の養豚農場で母豚 3 万頭を所有し、年間肥育豚 60 万頭を出荷してい

る。本現地調査では、道東地域にある農場でのホエイを取り入れた養豚事業につい

て調査を実施した。A 農場は HACCP 認証農場で、SQF1000 および ISO14001 を取

得している。

調査した農場は、母豚数 720 頭、年間肥育豚出荷頭数 15,500 頭の農場である。  
 

１）労働力および畜舎施設

養豚事業は 12 人の労働力により実施され、畜舎施設は繁殖豚舎 2 棟、離乳子豚

舎と肥育豚舎がそれぞれ 5 棟、交配舎と妊娠豚舎がそれぞれ 1 棟、分娩舎 2 棟、離

乳豚舎 3 棟および育成後期豚舎 2 棟がある。繁殖豚舎は全面ストール、離乳子豚舎

は全面スノコ、肥育豚舎は部分コンクリートスノコとなっている (表 1)。豚舎の配置

を図 1 に示した。

表 1．畜舎施設

豚舎  棟数  構造  飼養頭数  
繁殖豚舎  2 ストール  母豚 740，哺乳 1,100 
離乳子豚舎  5 全面スノコ  肥育向け  3,400 
肥育豚舎  5 部分コンクリートスノコ  肥育豚  3,600 
 その他 交配舎１，妊娠豚舎１，分娩舎２，離乳舎 3，育成後期豚舎 2
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図１．豚舎の配置
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２）肥育豚の生産・出荷工程

原種豚は他の事業所の農場から供給され、調査農場では原種豚を 3 ヵ月間着地検

疫し、ワクチンを接種した後、繁殖に供している。育成雌豚は生後 210 日齢、体重

120kg で雄と接触させ、生後 240 日齢、体重 140kg で人工授精により交配を実施し

ている。

交配後、18～35 日でエコー画像診断で妊娠鑑定を行い、妊娠後 114 日で分娩、

平均で母豚 1 頭当たり年間約 2.4 回分娩し、産子数は平均約 10 頭である。分娩後

21 日齢で離乳し、離乳時体重は６～７kg となる。母豚は交配舎で離乳１週間以内

に発情・交配される。

離乳から肥育までの離乳舎 (育成前期舎 )、育成後期舎および肥育舎では、１房当

たり 60～200 頭の大群飼育管理で肥育しており、いずれにおいても空調システムで

室温を設定しており、シーリングベンチレーションが施されている。大群飼育のメ

リットとして、事故率の低減、肉質の向上さらに室温を低く設定できることから、

省エネとなることが挙げられる。

給与飼料は、豚のステージごとに配合飼料を給与しているが、ホエイは繁殖豚お

よび哺乳、離乳および肥育のステージで給与されている (表 2)。

表２．給与飼料の種類

給与飼料  給与ステージ  入手先  
配合飼料  繁殖，哺乳，離乳，肥育  購入  
ホエイ  繁殖，哺乳，離乳，肥育  よつ葉乳業，雪印乳業 1）  
1）よつ葉乳業株式会社十勝工場，雪印乳業株式会社中標津工場  

２．ホエイの導入とその利用の概要 

ホエイの導入は 2006 年５月から、飼料費の低減やホエイに含まれる乳酸菌の豚

に対する効果を期待して、また、リキッドフィーディングの前試験として実施され
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た。ホエイは表 2 に示したとおり 2 箇所の乳業工場から導入している。ホエイを水

代わりに給与し、導入量は１ヵ月当たり 70～100 トンとなっている。

ホエイの導入にあたっては、ホエイの飼料としての安全性および安定供給の契約

を結び、工場渡しで１円／kg の価格となっている。しかし、運賃を負担しているた

め、農場から離れているよつ葉乳業十勝工場から導入しているホエイは運賃を含め

ると１kg あたり約５円にもなる。また、ホエイは蟻酸を添加してｐH を 4～4.5 に

調整し、暑熱期においても腐敗などの品質の低下がおきないよう管理されている。

農場内のホエイの貯蔵はステンレスタンク (6ｔ )１基、ポリタンク (１t)6 基、FRP
タンク (20ｔ )１基で、長くても１週間以内に給与し終わるよう配慮されている。農

場内におけるホエイの利用設備は、図 2 および図３に示した。

豚舎別のホエイの給与設備と方法は表 3 に示した。

表３．豚舎別のホエイ給与設備と給与方法  
豚 舎  給与設備と給与方法  

妊娠舎  飼槽にエンビ配管，10 頭に１バルブ  
交配舎  土管飼槽にバルブで落し込み  
分娩舎 A 各豚房に枝配管し，ホースで給与  
分娩舎 B 各豚房に枝配管し，ホースで給与  
肥育舎 E １区画に枝配管し，ホースで給与  
育成後期舎  1 豚房 (60 頭 )にホエイ給与装置２台，時間制限給与  

 

図２．肥育豚および妊娠豚へのホエイ給与設備
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写真 1．分娩舎でのホエイ給与  
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図3．育成豚舎でのホエイ給与設備
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豚のホエイに対する嗜好性は高く、先を

争って飲む様子が伺える (写真 3)。農場で

は全頭に給与できるホエイの量を確保し

ていないので、調査時点でホエイを給与

している各ステージの給与頭数を表 4 に、

また、各ステージにおける 1 日 1 頭当た

りまたは体重 1kg 当たりのホエイ給与量

を表 5 に示した。

 
表４．各ステージのホエイ給与頭数

給与ステージ  頭 数  区 分  
繁殖豚  700 頭  全頭給与  
哺乳子豚  120 頭  3～4 日分の頭数  
離乳子豚  120 頭  1 ロット  
肥育豚   40 頭  試験ロット  

 

 
写真 2．育成前期豚へのホエイ給与  

写真 3．ホエイ給与直後に殺到する離乳
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表５．各ステージにおけるホエイ給与量  
ステージ  給与量 (kg／日 ) 備 考  
繁殖豚    

維 持  4～5  
妊 娠  4～5  
授 乳  4～5  

離乳子豚  0.1～0.2 体重１kg 当たり  
育成前期  0.2～0.5 日齢 25 日以降  
育成後期  1～2 日齢 60～100 日  
肥育豚  2～5 日齢 100 日以降  

３．ホエイ給与の効果 

約６ヵ月のホエイの給与により，良くなったと思われる点は、飼料の食いつきや

食い込み、豚の健康状態、糞尿の状態および枝肉と肉質に対する評価が改善された

ことである。

ホエイの給与で変化がなく、または明らかでない点は、飼料効率や受胎・分娩な

どの繁殖性および保育性と増体量などの発育性である。

４．ホエイ利用での問題点 

ホエイ利用での問題点は、前述したように物流コストを要し、実際のホエイの導

入価格が約５円と見積もられることである。ホエイの 1kg 当たりの価格を５円とし

て、１日１頭当たり３kg を９０日間給与すると、ホエイの価格だけで 1,350 円のコ

ストを必要とする。枝肉重量を 72kg とすると、枝肉の価格が 18.75 円 (1350 円／

72kg)高くないと、ホエイ給与の採算が合わない計算となる。  
また、ホエイを給与するための設備投資が高いことも、ホエイ給与のコストを押

し上げる一因となっている。

５．ホエイ利用での課題点と今後の計画 

ホエイ利用において、現在不明な点が多く、研究機関等で検討してほしい点は以

下の 3 点である。  
①  ホエイ利用での飼料調製、給与基準および給与方法

②  ホエイの効果的な貯蔵方法

③  ホエイ給与が豚の健康や繁殖能力へ及ぼす影響  
今後のホエイ利用の計画としては、ホエイの価格および設備投資資金しだいであ

るが、現状での利用方法を工夫すること、また将来的にはホエイをベースとしたリ

キッドフィーディングを推進・実施したいこと、さらにホエイだけではなく、他の

バイオマス資源 (副産物など )も視野に入れて、工夫を進めたいとのことであった。  
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まとめ

現在の日本の飼料自給率は非常に低く、ホエイなどのバイオマスを有効に飼料と

して利用する必要がある。本調査では、ホエイを先進的に利用・給与している農場

を調査したが、「乳業工場から遠い」という立地上の不利益がコストを押し上げる一

因となっていた。近くに立地していれば、もう少し有効にホエイを利用可能ではと

思われた。最後に、調査にあたりご協力をいただいた農場の方々に心から感謝申し

上げます。また、本報告書の写真についてもご提供いただいたことを申し添えます。  
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３）十勝地域

現地調査日

  平成 18 年 11 月 27 日（月）～28 日（火）

調査者 

田端経夫 （社）日本乳業協会 企画調整部

佐藤光行 全国畜産農業協同組合連合会

宮島 肇 ホクレン農業協同組合連合会 酪農畜産事業本部生産振興部

信戸一利 （独）農畜産業振興機構 酪農乳業部

※山岸 真 大樹町地場産品研究センター 

※：現地対応および報告 

調査内容

【目 的】

 ホエー豚の取り組みに関しては、「十勝ホエー豚研究会」や「十勝ナチュラルチー

ズ連絡協議会」など、関連組織の情報交換がなされている十勝地域は先進地であり、

小規模のチーズ工房と養豚家が連携を実践している点においても成功している一例

と考え、その取り組みを調査する事とした。

 また、大規模な酪農地帯十勝で展開される、大手乳業メーカーのチーズ戦略の中

で、重要な位置を占めるホエー対策についても、現状把握を行いたいと考えた。

 更に、ホエー豚の加工という観点からも、より付加価値を高めた製品づくりの可

能性を「生ハム製造」を例に調査する事とした。

【概 要】 

小規模ではあるが先進的な取り組みを行っているホエー給与養豚（２社）の現状

を把握すると共に、課題や今後の展開の可能性などを調査した。 

小規模工房・養豚農家間のホエー運搬   

Ｇ工場ホエー搬出口 
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Ｅ農場放牧ホエー豚  

ローリーによる受乳  

また、ホエーの供給元であるチーズ工

房（２社）および大手乳業メーカー（２

社）の供給の現状や課題、についても調

査し、ホエーの需用と供給の意識につい

ても、大手工場と小規模工房の双方から

聞き取りを行った。

 帯広畜産大学で設立された十勝生ハム

製造研究所の代表を務める三上名誉教授

を訪ね、ホエー豚の高付加価値化の可能

性についても調査した。 

【行 程】 

＜平成 18 年 11 月 27 日（月）＞

帯広空港着→中札内村①（Ａ）専業チーズ工房→大樹町②（Ｂ）酪農家のチーズ工

房→③（Ｃ）養豚農家→④（Ｄ）乳業工場→⑤（Ｅ）畑作兼業養豚農家→帯広市 

＜平成 18 年 11 月 2８日（火）＞ 

⑥（Ｆ）畜大三上名誉教授→⑦（Ｇ）乳業工場

【内 容】 

①（Ａ）専業チーズ工房：社長対応に

より、ホエー供給の現状ならびに取組む

に至った経緯などをうかがった。

２０００年１０月オープン当初より、

ホエー処理が出来無ければチーズ加工は

続けられないと判断し、現十勝ホエー豚

研究会代表者の養豚農家に試験的にホエ

ー供給を行い現在に至っている。年間

１５０ｔの乳処理量で白カビ系ソフトタ

イプのカマンベールやブリーチーズをメ

インに製造し、１２０～１３０ｔのホエーを排出している。供給先は上記養豚農家

が中心ではあるが、研究用に帯広畜産大学や帯広農業高校へも供給する事がある。

 今後の乳製品加工の発展はホエーの有効処理に掛かっていると考え、ホエーの供

給システムを含め、ホエー豚の普及拡大に熱意を持って取組んでおられる。

 ホエーについては有償で供給しているが、現金ではなく肉の現物支給と言う形で

処理している。

 また、チーズの販売時には、ホエー豚肉やソーセージなどの加工品の抱き合わせ

販売にも取り組み、ホエー豚の知名度アップと消費拡大に努めている。 
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Ａ工房屋外ホエー貯蔵タンク 

聞き取り調査 

 ホエー供給に当たっては、十勝支庁の

農務課畜産係担当の飼料業者指定を受け、

飼料製造管理者資格取得講習会も受講済

みである。

 

②（Ｂ）酪農家のチーズ工房：代表の

対応により、ホエー供給の現状や酪農現

場のチーズづくりについてうかがった。

１３０頭の乳牛飼育経営で、その内年

間 ５０ｔの乳処理でプレスタイプのセミハード

系チーズをメインに５～６ｔのチーズ加工を行っている。ホエーについては４５ｔ

ほぼ全量を後述の町内養豚家へ供給し、価格は８.４円／㍑である。また、十勝野フ

ロマージュ同様飼料業者指定を受け、現金取引している。

 

③（Ｃ）養豚農家：代表の対応により、昼食のホエー豚丼を試食しながら、取り

組みの経緯をうかがった。 

 昭和５５年にホクレンの加工豚実験農

場に指定され、ホエーのリキッドフィー

ドを行うヨーロッパ事情を知り、地元乳

業メーカーと供給の打ち合わせも行った

が実施に至らなかった。

 平成１１年にはソーセージやベーコン

の加工場とファームレストランを併設し、

本格的生ハムの加工にも着手している。

それに伴い、加工品の品質向上を目指

し、ホエー 給与の取り組みも行い始め、現在、年間１０００頭

出荷の育成豚に与えている。ホエーの量が確保できれば、繁殖用の親豚にも飲ませ

てみたい意向があるが、出荷頭数を増やす予定は無い。人員は養豚部門２名、ファ

ームレストランと加工部門４名の体制である。

ホエーの給与により、ワクチンの投与量も減少し、下痢などの事故率の低下、更

には屠場における内臓廃棄率も年平均１５％台に抑えられている。

 通常の出荷は、１８０日齢で１２０㎏程度であるが、生ハム用に、２００日以上

をかけ１６０㎏にし、モモの重量を１６㎏以上にしたいという目標があり、ホエー

給与による増体重や肉質、飼料効率などにも興味がある。
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Ｅ農場放牧ホエー豚、給水（ホエー）施設  

 

④（Ｄ）乳業工場：室長ならびに酪農事務所長対応により、工場内見学およびチ

ーズの試食を行いながら、ホエー供給の可能性などについてうかがった。

 現状では、ホエーの取り出し口が設けられておらず、外部への供給対応は難しい。

全量ホエーパウダーへの加工を行っており、会社の方針としてホエー豚用への試験

的供給が決定されれば、対応の可能性も有るとの考えであった。

 しかしながら「食品工場からの副産物がエサ用にとなると、消費者イメージもあ

るので・・・」、と現場ではやや慎重な姿勢であった。

 

⑤（Ｅ）畑作兼業養豚家：養豚担当者の対応により、ホエー給与の実態や今後の

可能性などについてうかがった。 

 野菜づくりがメインの農場で

あるが、豚の導入を連作体系の

一環と考え、循環型農業を推進

しているので、放牧ホエー豚に

こだわっている。

 生産される野菜や豚肉につい

ても、差別化の一つの方法とし

てホエー豚の可能性に共感し、

取り組みを開始した。 

 ３０kg 程度の子豚を買い、幕別町

のチーズ工房からモツァレラチーズ生産時のホエーを、ほぼ毎日２００～４００㍑

運搬し、７０～１００㍑／頭／生涯、以上飲ませ出荷している。

 養豚部門は２名体制で、平成１８年度の出荷数は６０頭程度であり、各部位セッ

トでの精肉価格は１,２８０円（札幌）である。

 

⑥（Ｆ）畜大三上名誉教授：畜産大学の肉製品加工場にて、ホエー豚の付加価値

を高める加工方法（主に生ハム）についてうかがった。 

聞き取り調査 Ｃ農場提供：給与ホエーに群がる様子  
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Ｇ工場屋外ホエー搬出・１ｔ運搬容器 

 イタリアではパルメザンチーズの生産時に排出されるホエーを飲ませた、良質の

豚肉からパルマの生ハムが生産され、スペインではドングリを食べさせたイベリコ

の豚からも極上の生ハムが生み出される。

十勝においてもこだわりの肉生産技術と加工技術により、経費と手間隙は掛かる

が、モモ１本１０,０００円の原料から２年の熟成を経て５０,０００円になる高付

加価化を目指し、本格的生ハム製造技術の研究が行なわれている。

 更に、研究から一歩進んで大学発のベンチャーとして、生ハムの製造販売会社が

始動し、研究から販売・消費への道筋が立ち始めたところでも有る。

 

⑦（Ｇ）乳業工場：管理部長ならび製造部長対応により、工場内見学（チーズの

製造工程とホエーパウダー）を行うとともに、現在のホエー供給の取り組みや、今

後の可能性などについてうかがった。

 ２倍濃縮ホエーを道東の大規模養豚場へ（２～３回／月）試験的に供給している

他、十勝管内の肉牛育成農家へ（３～４回／週）毎月５０ｔ程を有償提供している。

 提供の条件は、各自での運搬とそれに伴う容器の確保、そしてホエーパウダーに

見合うだけの価格設定（乾物換算３０円以上／㎏）である。

年間５万トンの乳処理で５千トン

のチーズを造る工場に於いては、４

万５千トンのホエーが排出されてお

り、現在は脱脂粉乳の代替としてホ

エーパウダーに加工されている。

 現状、チーズの価格中にはホエー

の処理経費の占める部分が大きく、

消費者に積極的に買っていただける

為に、チーズの価格を下げられるか

どうかは、ホエーの有効利用に掛か

っていると言っても良いかも知れないとの事であった。

 

帯広畜産大学 三上名誉教授・生ハム 
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【考 察】

 小規模のチーズ工房と養豚家の取り組み、大手の乳業メーカーと大規模養豚の現

状や考え方には大きな開きがある。これは経営スタンスの違いから生じるもので、

仕方ない事であるが、乳製品加工現場から排出される、有用な地域資源であるホエ

ーについて、新たな価値を見出して行く必用があると考え以下４ポイントについて、

協議を深める必用があると考えた。

 

①ブランド化にあたるには消費者の観点に立った価値・価格の考え方が重要であ

る。この事は、例え分析値では証明できていない肉質でも、ホエー豚に価値を見出

し、通常の豚肉よりも高値で取引される事実があるからである。

②食品工場であるので、そこから出たホエーの対応にも充分な配慮が必要であり、

利用される養豚家との充分な協議と信頼関係が必要である。

③肉質の分析で優位差のある結果が少ない現状から、新規にホエー豚に参入する

養豚家に対し、その他の要因においても有意な説明材料を示す必用がある。

④ブランド化に当たっては、とかく規格 基準づくりがメインとなりがちであるが、

消費者の視点に立ち、この「乳業と養豚の環境に配慮した連携」の取り組みを中心

にアピールする事も大切である。消費者は、規格基準を守る為の経費を上乗せされ

た、高価な豚肉を望んでいるのでは無く、健康に育った美味しい豚肉を望んでいる

からである。

【課 題】

 チーズ増産に伴い、膨大な量のホエーを前に、乳業メーカーと養豚業界がやっと

対策の為のテーブルについた段階である。今後とも、行政や農畜産業振興機構など

関係団体が積極的に音頭をとり、今回実施した様な実態調査やモデルケースの把握

に努め、研究会的な組織を継続し、ホエー豚の取り組みを見守ることが必用である。

また、後続のホエー豚養豚の参入を促す意味でも、市場を納得させる肉質の優位

性や、経営における明らかな導入効果を示す科学的根拠の裏づけが必要となる。 

帯広畜産大学フィールド科学センター実験豚舎  左記豚舎内 
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十勝ホエー豚研究会の自主的な取り決めである６０㍑／頭／生涯という暫定基準

も、現状では努力目標であり、科学的根拠は乏しく今後の帯広畜産大学などの研究

成果を待つ必要がある。

【まとめ】

 今回の視察を通し、乳業も養豚も大手と小規模では、現状の取り組みや考え方に

も違いがある事が分かった。

 しかしながら、それらはチーズ生産と養豚規模のマッチングなど、取り組みの地

域性による違いも多く、今後両者の可能性や課題を整理検討する必用もある事が分

かった。

チーズ製造時のホエーを飲ませ、豚を飼い、生ハムに加工して食すといった、究

極のスローフードの食文化が北海道に育ち、消費者に受け入れられていくことが大

切であり、北海道の一次産業のブランドイメージ形成を荷なう、重要な役割である

と思われた。

 また、乳業と養豚の取り組みとして、北海道を中心とした一例ととらえがちであ

るが、これらは前述の「北海道」を「地域」と読み替え、全国各地の取り組みに当

てはめ、自らの所属する分野の事だけではなく、畜産と乳業界の統一ブランド形成

と考えて取り組む事が、業界全体の為に重要と思われた。

 

29



 

Ⅱ 今後取り組むべき課題と方向 
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今後取り組むべき課題と方向

１．行政サイドより

北海道における19年度末からの乳業メーカー大手３社のチーズ新増設工場の稼

働に伴い、生産者団体は、チーズ向け生乳の供給を拡大することになる。見通しで

は、工場の稼働にあわせ、今後３年間で、現状の30万トン強から約30万トンの供給

を拡大することになる。

これに対し、チーズ向けの乳価が他用途に比べ低いため、生産者の中には、供

給拡大に対する不安もある。チーズ向けの乳価は、北海道の18年度の場合、40～50

円であり、さらに、一定数量を超えた部分は10円引きとなっている。減産型の計画

、 （ ）生産に対応した特別対策の乳価と同程度であり 通常の加工原料乳の乳価 60円弱

に比べて低い。

このような状況も踏まえ、農林水産省では、３月８日に決定された19年度畜産

物価格関連対策の中で、チーズ向け生乳の供給拡大を支援する「生乳需要構造改革

事業」を、19～21年度の３年間の事業として措置した。

、 。 、一方 そもそものチーズ向け乳価の水準を高めることも重要である すなわち

乳業メーカーが支払い可能な乳価の水準を高めることが課題であり、その点で、副

産物であるホエイの価値向上が大きな意味をもつと考えられる。

各乳業メーカーでは、それぞれに、ホエイの価値を高める努力をされていると

。 、 。承知している また 本事業では飼料として価値を高める取り組みが行われている

それらに加え、ホエイの価値をさらに高める新たな需要の開発を進めることも課題

であろう。

牛乳乳製品課としても、19年度から３年間の計画で、ホエイに含まれる成分に

着目したホエイの新規用途開発を促進することとし、(財)日本乳業技術協会が大学

と共同で行う研究開発を支援する措置を講じたところである。

個々の乳業メーカーの取り組みに加え、飼料としての価値向上、さらにより価

値の高い需要の開発により、ホエイの価値が高まり、それがチーズ向け乳価に反映

されることを期待している。



生乳需要構造改革事業

○１９～２１年度の３年間、北海道におけるチーズ向け生乳の供給拡大３０万トンを
含む、チーズ、液状乳製品、発酵乳向け生乳４２万トンの拡大を支援。

３年計２３７億円

４２万トン
拡大

チーズ・液状乳製品・発酵乳
向け生乳の供給数量

１８年度に増加した数量
奨励金１０円＋２円/kg

１８年度

７２億円

５７万トン

１０９万トン

２１万トン

２０年度

５７万トン

１０１万トン

８万トン

１９年度

７０万トン

１１７万トン

１３万トン

２１年度

チーズ・液状乳製品・発酵乳
向け生乳の供給数量

基準数量
９３万トン

基準数量を上回る数
量５７万トン

奨励金１０円/kg

１８年度に増加した数量
奨励金１０円＋２円/kg

１８年度

７２億円

５７万トン

１０９万トン

２１万トン

２０年度

５７万トン

１０１万トン

８万トン

１９年度

７０万トン

１１７万トン

１３万トン

２１年度

（７１億円） （２３５億円）

ソフト事業込み

奨励金部分
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２．業界サイドからみた課題と方向

 
飼料としてホエイの利用を促進するためには、供給サイドの乳業者および利用サ

イドの養豚・食肉業者、双方にとってメリットとなる接点を探っていく必要がある。

そのために以下の諸点についての検討や研究、対策が求められよう。  
ａ）ホエイの有効利用、供給価格、輸送方法、処理・品質保持、経費負担等（供

給サイド）

ｂ）ホエイの有効活用、購入価格、輸送方法・農場立地、施設投資、保管方法、

品質保持、給与方法（給与の形態、量等）等（利用サイド）

ｃ）ホエイを給与することによる豚の健康（糞便状態、生理機能）、発育、繁殖

等への影響の解明  
  ｄ）ホエイ豚と通常豚との相違点の解明

  ｅ）商品化、ブランド化する場合の訴求点（何を売りにするか）

  ｆ）ホエイ豚を食することによる人への影響、効果

  ｇ）その他

 このことについて、乳業者サイド、養豚・食肉業者サイドから寄せられた考え等

を以下に紹介する。

１）乳業者サイドからみた課題と方向  ①  
（１）考え方・価値観の相違

ａ）ホエイに対する価値観、考え方が乳業者、養豚業者で大幅に異なる。

・乳業者  ⇒  食料品、貴重な資源、価値あるもの  
特に国際的な穀物、食料不足から、ホエイに対する栄養素の供給源とし

て期待度は今後より高くなると予測され、供給順位として食料品用途が優

先され、飼料向けの供給は優先度が低いものと考えられる。

・養豚業者  ⇒  残さ、余りもの、乳業者は処理に困っている

＊スタート時点でボタンのかけ違いが発生している  
 

（２）飼料向けとして活用する場合

ａ）ホエイ価格

・原則的に、ホエイの価格は原料・製造コスト見合いが必要

ｂ）輸送価格・方法

・液状ホエイを利用する場合、供給価格の中で輸送コストがかなりの部分を

占める。  
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乳業者の大型チーズ工場のロケーションはすでに決定（根室２ヶ所、十

勝３ヶ所）しており、運賃という大きな要因を加味すれば、使用可能地域

は限定される。

・輸送コスト軽減の手法として、できる限りエネルギーをかけない方法、濃

縮物で運搬

・保存期間延長に向けた工夫が必要  ⇒  ｐＨ調整、冷却処理

ｃ）その他

   養豚メーカーへの販売となる場合は、乳業メーカーにおいても飼料製造業

者届けが必要となる。乳業メーカーは厚生労働省、養豚メーカーは農林水産

省管轄に近いと考えられ、食品製造工場における飼料製造法の届出に関して、

官庁での意思統一（交通整理）を要望したい。この点を整理しなければ、最

終段階で大きな壁になると考えられる。  
 
（３）方向性  

最近、ホエイは機能性食品の原材料の一つとして評価が高まっており、乳

業者としては食品としてのホエイ利用を第一と考えている。

しかしながら、ホエイの飼料としての利用により豚肉の付加価値向上等の

利点が評価され、かつ輸送上の問題、養豚業者側の安定利用が確保されるな

ど条件が整うならば、飼料として利用方法も選択肢の一つとして考えられる。

ａ）乳業者  ⇒  ホエイを飼料として供給する場合、安定的に供給できるシステ

ム作りを考える  ⇒  循環型農業、地球環境にやさしい取り組み、企業イメー

ジアップ

ｂ）養豚業者  ⇒  ホエイ飼料給与による豚肉の付加価値をあげていく努力、豚

の健康維持の代価としも認識が必要  ⇒  ホエイ価値に見合った畜産物マーケ

ット確立

ｃ）行政  ⇒  ホエイ給与で生産された畜産製品付加価値を上げていく支援活動

・給与方法の確立

・畜産物付加価値に対する科学的検証

・マーケティング確立  
                  以上  

２）乳業者サイドからみた課題と方向  ②  
（１）ホエイの活用、家畜への給与  

ホエイは製菓、製パン、飲料等に使用されているが、ホエイの利活用方法

の一つとして、多元化を図る観点から飼料の一部としての利用がある。  
 

（２）ホエイの供給価格、輸送方法、処理・品質保持  
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ａ）ホエイの供給価格

液状ホエイの状態での原価計算に基づく価格をもって供給価格とすること

が乳業側にとって理想的であるが、養豚側としては少しでも低額としたいと

の考えが強く、最終的には両者の話し合いで決まるものと考えられる。

ｂ）輸送方法

タンクローリーで運ぶことが最良と思われる。

ｃ）処理・品質保持

品質保持を行うには冷蔵施設が必要であり、別途乳酸菌を添加することも

有効と考えられる。  
 

（３）経費負担

ａ）生ホエイ搬出設備

乳業工場にあっては、ホエイを液状で搬出することは想定しておらず、生

ホエイを搬出するには設備の整備が必要である。恒常的に生ホエイを出荷す

るとすれば、乳業側の負担での設備の整備はやむを得ないものと思料される。

ｂ）輸送費

生ホエイの供給にあっては、必要とする者がその都度引き取りに来るのが

一般的と考えられ、従って、輸送経費は養豚側の負担とするのが妥当と考え

られる。  
以上  

３）養豚・食肉業者サイドからみた課題と方向  ①  
現在、リキッドフィーデイングで４万頭の肉豚を飼育している。  

 （１）牛乳（手付かずの賞味期限切れのもの及び製品製造のパイプラインの洗浄

したもの）は、現状農場着で約２円/L で有償利用されており、利用価値が認

められる中で養豚生産側としても活用が出来ると考える。

ホエイの場合も同価格で供給出来るのであれば、受入設備（肉豚１頭当り

１万円）を設けても活用できる。 

 
（２）ホエイの供給が、定時・定量的に出来るのであれば、畜産振興の視点で考

えれば大変良いことであり、利用可能であるが、受入単価が大きな問題であ

る。

上限でもリッター当り２円が可能とすれば、肉豚１頭当り５リッターの活

用が見込める。 

   
（３）農場立地については、出来ればチーズ工場に隣接（パイプラインで結べる

距離）する場所に養豚場を建設する事が望ましい。  
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一方、飼料工場との距離も考慮する必要がある。  
 

（４）ホエイを給与した豚肉の銘柄化およびブランド化を目指す。 

併せて、ホエイを供給する乳業メーカーの系列畜産部門への豚肉還流を考

慮して貰うと、循環型の利用という課題に即応すると思料する。 

以上 

４）養豚・食肉業者サイドからみた課題と方向  ②
 （１）安定した品質・成分のホエイの供給

 （２）現状、液体での給餌であるが、日持ちの問題・給餌の難しさの改善と、給

餌量を正確に把握するために、乾燥ホエイ（粉末）の開発が望まれる。  

 （３）豚の腸内細菌を整えるなどの健康促進効果が証明されると飼料として利用

しやすい。  

 （４）ホエイを与えることで、味・肉質が向上すれば「差別化豚」として付加価

値を付けて販売できるため、利用拡大が図れる。  
以上  

５）養豚・食肉業者サイドからみた課題と方向  ③
   世界的なバイオエタノールの生産増加に伴い、今後の輸入穀物の価格は上昇

し続けることが懸念される。そのため国産の安価な飼料原料の確保は重要な検

討課題の一つとなっている。  
   昨春より、近隣のチーズ工場から出るホエイの飼料利用を検討するため、液

状のホエイを工場から約１年間連日輸送し、豚に投与した結果からいくつかの

課題が見えてきた。  

 （１）ホエイ単独では飼料価格の低減化は難しい。

    ホエイ自体は１０００円／ｔで購入したが、輸送費用が予想以上にかかり、

逆に飼料価格の上昇をもたらした。ストレートホエイは９０％が、３倍ホエ

イも８０％が水であり、水を運んでいるようなものである。  

 （２）リキッド飼料のための給餌施設が必要であり、初期投資がかかる。

    リキッド給餌ラインを導入しなければ、従業員への負担は大きく、その分

の人件費もコスト上昇につながってしまう。また、豚の食べこぼしも増加し、

飼料の無駄につながるケースも見られた。  
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    新規に豚舎を整備する場合はパイプラインなど当初から設置可能であるが、

現在の施設を利用するとなると、改造経費は少なく見積もっても１頭当たり

１万円程度掛かり大きな負担である。  

   以上の課題を考えると、今後ホエイを代替飼料として利用する場合には、以

下の点を検討する必要がある。  

 （１）ホエイの利用価格（ホエイ＋輸送費用）のより低減が不可欠

    他の食品残さの飼料利用と同様に、ホエイを購入するのではなく、逆に処

理料金をもらって輸送費用と相殺できることが望ましい。乳業メーカーの英

断を期待する。それが不可能であれば、ホエイを養豚場へ運ぶのではなく、

養豚場をチーズ工場に近づける必要がある。  

 （２）ホエイ以外の飼料資源も同時に利用するリキッド飼料の生産が必要

    ラインの投資を回収するためには、飼料コストの大幅な低減が不可欠とな

るが、ホエイ単独では投資額を回収するだけの効果は得られない。飼料の代

替となる食品残さ等を追加することにより、配合飼料の割合を下げ、より安

価な飼料を設計する必要がある。

また、ライン投資に対する補助金も期待したいところである。  
以上  

６）地域における研究会の活動からみた課題と方向  
（１）乳業サイドから 

フェルミエ（農家製工房）以外の中小規模工房では、排水処理問題が切実

である。チーズの増産はホエイ処理が行えるか否かに掛かっている。なお、

フェルミエでは、子牛に飲ませている。

廃棄物としてではなく、チーズ製造の延長としてホエイを大切に扱う事が

必要。

ホエイの貯蔵と運搬方法の検討が必要。

品質保持のために乳酸菌スターターを添加するなど新たな技術の研究も必

要。 

 （２）養豚サイドから 

食品生産現場の、まだ食品として扱えるものを、有効利用するために分け

てもらうと言う考え方を定着させる必要がある。

チーズ工房との信頼関係を築くことが大切。

ホエイ豚のブランド化に際して・・・消費者の頭の中にいかにしてイメー
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ジを築くかが大切。（例、地域資源循環・環境に配慮・ヨーロッパの長い伝統・

ホエーパウダーは高コスト・高エネルギー消費・異業種間連携・乳酸菌・健

康な豚など）

そのイメージを裏切らない最低限の給与量を定めるなど、生産者の規格基

準づくりも大切。

しかしながら、がんじがらめの規格基準は、それに伴うコスト高を消費者

に押し付ける事にもなりかねないので、要注意。

健康な豚肉で安くて美味しければそれで良い。

チーズの生産者・豚の飼い主のこだわりが分かればよい。 

 

両業界ともトップダウンでこの事業が展開されれば、大手は急速に進む事が

予想されるが、本当に困っている（パウダーに出来ない）中小規模工房は取り

残される可能性がある。国や関係機関により補助事業やシステムづくりの必要

性が大きいと感じる。 

以上 
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３．研究技術開発における課題と方向

１）豚の飼料としてのホエイについて  
牛乳には少なくとも約 3％のタンパク質が含まれており，その約 20％がホエイ

タンパク質である。ホエイタンパク質には，腸管内で有害な微生物の増殖を抑制

し，腸粘膜からの微生物の体内への侵入を防ぐはたらきがあることが知られてい

る。  
乾燥したホエイパウダーは，乳児用の粉乳や製菓材料，栄養食品の材料として

これまで利用されてきたが，乾燥せずにそのまま人の食品としての利用はあまり

知られていない。EC では、オーストリアを中心として，液状のホエイに果汁な

どを加えて健康飲料として利用されている。

豚用の飼料としてもホエイパウダーは利用されており，3～4 週齢の離乳子豚に

給与すると日増体量が増加することが報告されており (Mahan 1992)，とくにホエ

イに含まれるラクトアルブミンとラクトースを添加したときにその改善効果が大

きいとされている。

最近では，膜分離技術の進歩により，ホエイの脱塩や濃縮，成分の分離などが

可能となっている。膜分離技術によって，液状ホエイの粗タンパク質 (CP)含量を

34～80％程度まで濃縮が可能で (Grinstead ら，2000)，73％の CP を含むホエイ

濃縮物を 0～35 日齢まで 5.0～6.7％給与したとき，乾燥血漿と同様に良好な増体

量が得られることが報告されている（Grinstead ら，2000）。また，飼料会社に

よっては，濃縮ホエイと中鎖脂肪酸を材料として，新生子豚用の補助飼料を市販

しており，体重１kg 以下の子豚の育成率が改善されるとしている。

乳製品やホエイタンパク質の給与効果に関するほとんどの研究は，新生子豚や

離乳子豚など 0～40 日齢程度の幼若豚での報告が多く，肥育後期豚に給与した研

究報告例は少ない。イタリアのパルマハムは，パルミジャーノ・レッジャーノの

ホエイを給与することで知られているが，ホエイの給与が豚の肉質にどのような

影響を与えるか十分には明らかとなっていない。三上ら (2006)は，ホエイを離乳

後 (30 日齢 )～45 日齢まで 0.4L／頭・日，46～60 日まで 0.8L／頭・日，61～120
日齢まで 1.6L／頭・日給与した LWD 豚の肉質について，胸最長筋（ロース芯）

の水分，粗タンパク質含量，ｐH，肉色，加圧ドリップロス，クッキングロス ,剪
断値，ペプチド量および遊離アミノ酸量について，また背脂肪の脂肪酸組成につ

いて報告している。これらのうち，ホエイ区と対照区で違いがみられたのは，粗

タンパク質含量は対照区 (22.6％ )がホエイ区 (21.7％ )より有意に多く，加圧ドリッ

プロスはと畜 10 日目でホエイ区  (25.4％ )が対照区 (27.1％ )より，クッキングロス

はと畜 5 日目でホエイ区 (16.3％ )が対照区 (18.3％ )より有意に低く，ホエイ区の肉
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質は多汁性に優れているとしている。他の測定項目ではホエイ区と対照区で差が

ないとしている。  
 

表 1．ホエイ給与が豚の肉質に及ぼす影響  

 
しかし，背脂肪の脂肪酸組成のうち，総不飽和脂肪酸量を比較すると，対照区

55.0％であるのに対して，ホエイ区は 56.1％と，わずかであるがホエイ区の割合

が高い値を示している。不飽和脂肪酸は飽和脂肪酸と比べると融点が低く，その

割合が多いと滑らかな食感が増すとされている。

したがって，ホエイ区が対照区と比較してジューシーで滑らかな食感と推察さ

れるが，不明な点も多く，さらにホエイ給与が豚の肉質に及ぼす影響について検

討する必要があろう。

 
文 献 

MAHAN D C. Efficacy of dried whey and its lactalbumin and lactose components at 

two dietary Lysine levels on post weaning pig performance and nitrogen balance. J. 

Anim. Sci. 70:2182-2187. 1992 

Grinstead G S. et al. Effects of whey protein product and spray-dried animal plasma 

on growth performance of weaning pigs. J. Anim. Sci. 78:647-657. 2000 

三上正幸ら．チーズホエーを給与した豚の肉質特性．北海道畜産学会報．48：
45-51．2006 

対照区 ホエイ区 

ドリップロス(％)  1 日目 32.9±2.6 32.9±1.9 

5 日目 30.7±2.0 30.2±2.2 

10 日目 27.1±2.4a 25.4±2.4b 

クッキングロス(％) 18.3±2.6a 16.3±2.9b 

剪 断 値（kg／cm2） 0.86±0.17 0.85±0.19 

a,b：異なる文字間に有意差有り (P<0.05) (三上ら ,2006) 
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２）ホエイの飼料としての利用に関する研究について 

ホエイの利用法としては、乾燥した粉末製品、水分含量を 50%前後にした

濃縮品、乳清タンパク質濃縮物 (WPC)や乳清タンパク質単離物 (WPI)のような

膜処理により得られた製品、そして液体のホエイをそのまま利用する方法に大

きく分かれる（Sienkiewics と Riedel, 1990）。ホエイは水分含量が高く、乾

燥するには多大な燃料を必要とする。液体のまま家畜飼料として利用できるな

らば、低コストで安定的な処理が可能となる。国内でのホエイの飼料利用推進

にむけて、欧米を中心にホエイの飼料利用に関する研究を整理する。  
 
豚用飼料として

ヨーロッパ、中でもオランダでは水分の多い副産物を利用したリキッドフィ

ーディングシステムが多くの養豚農家で採用されており、液体ホエイの飼料利

用が広く行われている。そのような農家では、各種の液状副産物を入手し、プ

レミックス（ベースとなるスープ）を自ら製造し、その他の残さや濃厚飼料を

豚の要求量に合わせて混合して豚に給与する。利用される副産物は小麦でんぷ

ん副産物（小麦からデンプンやグルテンを生産する際に発生する副産物）、ジ

ャガイモ皮（ジャガイモを蒸して取り除いた皮）それにホエイ等で、1996 年

には液体の製造副産物が合計 230 万トンほど豚に与えられている（Scholten

等, 1999）。また、オランダにおける液体の製造副産物を飼料として販売して

いる会社と排出元の製造業者の協会、OPNV がとりまとめた資料によると、2003

年に飼料として利用された副産物の量は 530 万トン程とされており、そのうち

ホエイは 60 万トンとなっている。このようにホエイは養豚の現場で大量に利

用されており、副産物の流通は大手の４社（Duynie, Hedimix, Beuker, Bonda

社）が主に行っている。その成分や給与基準については流通会社のウェブサイ

トに示されている。ホエイの豚用飼料利用に関する文献として、Leibbrandt

と Benevenga(1991)が総説としてとりまとめている。また、離乳子豚への液体

ホエイ給与による代用乳の代替効果を Maswaure と Mandisodza(1995)が示して

いる。近年では、ホエイ給与によるサルモネラの防止効果に関するレポートが

報告されている（Lo Fo Wong 等、2004）。 

 
反芻家畜用飼料として

反芻家畜用飼料としてのホエイ利用については、総説 (Schigoethe, 1976, 
Thivend, 1978, Modeler 等 , 1980, )と書籍（Sienkiewics と Riedel, 1990, 
Crawshaw, 2001）等がある。液体ホエイの摂取量については飲水を制限する

かどうかでその量が異なるが、日量 30l ぐらいから 100l を超す例もある

（Anderson 等 , 1974, Sienkiewics と Riedel, 1990）。一方、WPC や WPI に
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ついては機能性の観点から近年多くの報告がなされている (Kushibiki 等 ,  
2005)。  
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Ⅲ ホエイに関する情報 

 



１．ホエイについて

１）ホエイの成分特性 
牛乳の主要な栄養成分はたんぱく質、脂肪、炭水化物（主として乳糖）、ミネラ

ル、ビタミンなどで構成されている（図 1）。特に主要なたんぱく質はカゼインた

んぱく質とホエイたんぱく質であり、カゼインたんぱく質はミセル状態で乳中に

存在している。 

ホエイ（乳清）とは、牛乳から脂肪、カゼイン、脂溶性ビタミンなどを除去し

た際に残留する水溶性画分をいうが、一般的にはチーズ製造またはカゼイン製造

の過程でカードを分離した後に残る黄緑色の水溶液をいう。 

チーズホエイの固形分は 6～7％であり、この中でも最も多いのが全固形の 70％

以上を占める乳糖である。さらに、β－ラクトグロブリンやα－ラクトアルブミ

ンなどのたんぱく質 13％、灰分 10％、脂肪のほかに水溶性ビタミンが含まれてい

るが、この成分は原料乳の組成、カードの種類、製造条件などにより異なる。 

２）ホエイの種類 
ホエイはチーズ製造の過程で分離される「チーズホエイ」とカゼイン製造の過

生乳

無脂乳固形分

脂質

水分

窒素化合物

炭水化物

水溶性ビタミン

ミネラル
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乳糖

グルコース

ガラクトース

たんぱく質
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ﾌﾟﾛﾃｵｰｽﾍﾟﾌﾟﾄﾝ

その他

ﾎｴｲﾀﾝﾊﾟｸ

αｶｾﾞｲﾝ

βｶｾﾞｲﾝ

κｶｾﾞｲﾝ三大栄養素

87.6%

3.8%

3.2%

4.6%

3.7%

0.1%

0.7%

2.6%

0.6%

8.6%

非たんぱく態窒素化合物

図1．生乳中の主な成分

※数値は分析値例
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図1．生乳中の主な成分
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程で分離される「カゼインホエイ」に大別される。チーズホエイとカゼインホエ

イの成分の一例を表 1 に示す。 

ホエイはその由来により、

スイートホエイと酸ホエイ

に分けられる。スイートホ

エイは硬質および半硬質チ

ーズのような熟成型チーズ

製造の際に分離されるもの

で、pH6.0 前後で甘味があ

る。対して酸ホエイはカッ

テージチーズやクリームチ

ーズなどの非熟成型（フレ

ッシュ型）チーズを製造する過程、あるいはカゼインを製造する過程で分離され、

pH4.5 程度で酸味がある。 

 

３）ホエイの栄養成分 
表 1 に示すように、ホエイの固形分は 6～7％であり、この中で最も多いのが全

固形の 70％以上を占める乳糖である。一方、栄養学的特性の中で最も着目される

のがたんぱく質である。ホエイ中のたんぱく質は必須アミノ酸の割合が高く、消

化吸収なども優れており各種食品への利用も進んでいる。ホエイの主要栄養成分

である、たんぱく質、乳糖、ミネラルについて以下概説する。 

① たんぱく質 

牛乳中のホエイたんぱく質とカゼインたんぱく質の比率は約 20：80 であるの

に対し、ヒトの母乳中では約 60：40 であり、ホエイたんぱく質の割合が高くな

っている。乳児用調製粉乳の配合設計において、ホエイたんぱく質は重要であ

る。 

ホエイたんぱく質の主要成分の一つであるβ－ラクトグロブリンは、ホエイ

たんぱく質の約 50％を占め、分子量約 18,300 の球状たんぱく質である。ホエ

イたんぱく質の中で最も多く存在しているので、ホエイたんぱく質濃縮物の有

する物性面での特性をコントロールするたんぱく質と考えられる。対してα－

ラクトアルブミンについては、ホエイたんぱく質の約 25％を占め、分子量約

14,100 の球状たんぱく質である。 

② 乳糖 

乳糖はカルシウムやマグネシウムの吸収促進に役立っていると考えられてい

る。食品への利用では、乳糖の甘味は蔗糖の約 1/6 であるため、甘味の抑制に

利用される。また、還元糖であるためメイラード反応による色調の改善（発色）

が期待でき、菓子などへの利用も進んでいる。乳糖を付加価値の高いオリゴ糖

表1．ホエイ中の主な成分　(%)
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Kosikowski,F.(1982) : Cheese and Fermented Milk Foods
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へ変換する技術開発も行われ、ガラクトオリゴ糖、ラクチュロースなどが販売

されている。 

③ ミネラル 

ホエイ中の固形分の 10％程度を占めている。カルシウム、リン、ナトリウム、

カリウム、マグネシウムが主要成分である。 

④ その他主な微量成分 

ホエイには免疫グロブリン、ラクトフェリン、ラクトパーオキシダーゼとい

った、少量ではあるがある種の生理活性を有するたんぱく質が含まれている。

チーズホエイには、凝乳酵素であるレンネットで切断されたκ－カゼインのフ

ラグメントであるグリコマクロペプチド（糖ペプチド）も含まれている。

免疫グロブリンは細菌やウィルスなどの抗原と結合し、抗原が体内に侵入す

ることを防ぐ効果を持つ。感染防御における最も基本的なたんぱく質と考えら

れている。ただし、熱に不安定であり、加熱殺菌するとその活性の大部分は失

われる。ラクトフェリンは分子量約 80,000 の鉄結合性の糖たんぱく質である。

抗菌作用、鉄の吸収調節、免疫系調節などの多様な生理機能を有する。ラクト

パーオキシダーゼは分子量約 80,000 のたんぱく質であり、抗菌活性に関係して

いる。グリコマクロペプチドについては、ビフィズス菌を増殖させる効果、胃

酸分泌を抑制する効果、細菌毒素中和活性、インフルエンザウイルスの細胞へ

の付着阻止効果（試験管レベル）などが知られている。  

 

４）ホエイの用途 
前述したように、ホエイにはたんぱく質、乳糖、ミネラル等様々な成分が含ま

れている。各成分の栄養・生理活性上の価値は高く、それら成分の分離分画によ

ってさまざまな方面への利用が広がっている。 

後述するが、ホエイパウダーにはホエイをそのまま濃縮、乾燥したホエイパウ

ダーの他に、ミネラル分を低減させた脱塩ホエイパウダーがある。ホエイパウダ

ーは脱塩工程の有無に関らず乳等省令上の｢乳製品｣と認められている。このよう

なホエイパウダーの用途としては、製菓・製パン、各種乳飲料、アイスクリーム

等、脱塩ホエイパウダーについては、乳児用調整粉乳の原料として利用される。 

また、ホエイ中のたんぱく質を、限外ろ過膜などにより高めたＷＰＣ（Whey 

Protein Concentrate：ホエイたんぱく質濃縮物）については、飲料、ヨーグルト、

乳児用調製粉乳をはじめ、多くの食品に利用されている。たんぱく質を選択的に

分離することで、ゲル化性や気泡性、乳化性等の機能性を付与し、ヨーグルトの

組織改良や畜肉製品のインジェクション用ピックル液として、卵たんぱく、カゼ

インナトリウム、大豆たんぱく等と共に使用される。 

ＷＰＩ（Whey protein isolate）は、ホエイ中のたんぱく質を選択的に分離し

たもので、高純度のたんぱく質含有商品が得られる。栄養価に優れているばかり
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ではなく、高いゲル化性、起泡性、乳化性等の特性ももち、ハムやソーセージ等

の畜肉製品に使用される場合がある。 

その他にもホエイたんぱく質の高い栄養価を利用し、病人食、乳幼児用食品、

治療食、あるいはスポーツ選手やボディービルダーがホエイたんぱく質粉末をた

んぱく補給に利用するなど、様々な分野で利用されており、そのニーズは今後更

に大きくなると予想される。 

 

５）ホエイの加工技術 
前項で示したように、ホエイそのものでは固形分が 6～7％前後と低濃度であり、

固形分あたりの

ミネラル分が比

較的高い。濃縮、

乾燥、脱塩、分

離などのさまざ

まな加工や精製

処理を行うこと

で、成分をコン

ト ロ ー ル し 、

様々な用途に適

したホエイ関連

の素材を提供で

きる（表 2）。代

表的なホエイに

関連する加工技術を以下概説する。 

② ホエイの前処理 

チーズ製造時に副生されるホエイは、チーズカードに取り込まれなかったチ

ーズ粒子もしくは細粒、脂質、酸、ミネラル、微生物、その他乳成分を含んで

いる。チーズ製造では通常、遠心分離（ホエイセパレータ）によってチーズ細

粒と脂質の大部分をホエイから除去するが、チーズ細粒の除去には清浄遠心機

（クラリファイヤー）を用いることが多い。除去した脂質はホエイクリームと

呼ばれる。脂質とチーズ細粒を取り除いた状態でホエイを前処理すると、ホエ

イの最終製品の品質が向上する。 

なお、チーズ発酵に用いた乳酸菌の一部はホエイの中にも残存し、後工程に

て乳糖（ラクト－ス）を乳酸に変換するため、ホエイ中に長時間残存させるこ

とは望ましくはない。したがって、ホエイの加工工程では、ホエイを中温度域

で長時間滞留させずに殺菌処理を行った後 10℃以下に冷却し、乳酸菌を不活性

化して酸生成を抑える必要がある。 

減圧濃縮・噴霧乾燥水　分　　蒸　　　散

電気透析膜ミネラル　　電気透析

UF膜乳糖・ミネラル限外ろ過

UF膜乳糖・ミネラル加水連続限界ろ過

MF膜脂肪・細菌精密ろ過

RO膜水　分逆浸透

NF膜一価イオンナノろ過

イオン交換樹脂ミネラル他　　イオン交換

遠心分離機脂　肪　　遠心分離

備　考除　去　物処　理　法

減圧濃縮・噴霧乾燥水　分　　蒸　　　散

電気透析膜ミネラル　　電気透析

UF膜乳糖・ミネラル限外ろ過

UF膜乳糖・ミネラル加水連続限界ろ過

MF膜脂肪・細菌精密ろ過

RO膜水　分逆浸透

NF膜一価イオンナノろ過

イオン交換樹脂ミネラル他　　イオン交換

遠心分離機脂　肪　　遠心分離

備　考除　去　物処　理　法

表2．ホエイの加工方法
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ホエイの殺菌は、異なる時間と温度を組み合わせた殺菌方法を用いても良い

が、72℃で 15 秒以上（HTST：高温短時間殺菌）の殺菌を施するのが一般的であ

る。 

② 蒸発と乾燥 

蒸発とは、ホエイから水分を除去する工程である。ホエイの総固形分は、前

述の通り 6～7％であり、蒸発を行って水分を除去すればホエイの輸送と保管に

かかるコストが削減できるため、ホエイ製品の製造では広く採用されている。

蒸発方法として広く採用されている方法が、減圧濃縮である。減圧した蒸発装

置では、100℃を下回る温度でホエイ中の水分を気化させて除去することができ

る。 

乾燥とは同様に水分を除去する工程であるが、チャンバーと呼ばれる乾燥機

内で前述の濃縮ホエイを高温の空気流と混合させるように噴霧し、瞬間的に水

分を除去する。なお、乾燥機にも様々なタイプがあるが、現在では、ほぼ例外

なく噴霧乾燥機（スプレードライヤー）が採用されている。 

③ 膜処理技術 

膜技術では、液状ホエイを半透膜に通過させる。ポンプとバルブの組み合わ

せによって、膜前後で圧力勾配が生じ、ホエイ中の小さな分子が膜を通過する。

その結果、膜を通過できない大きな分子と粒子が濃縮される。膜を通過できず

に残った部分をリテンテート（濃縮液）と呼び、膜を通過した部分をパーミエ

イト（透過液）と呼ぶ。

細孔のサイズ

や上限分子量の

異なる膜を使え

ば、ホエイ成分

を 選 択 的 に 分

離・濃縮できる。

つまり、分離膜

は、イオンある

いは分子レベル

の大きさの細孔

を有しており、

膜の細孔径より

小さなイオンや

分子は膜を透過

し、大きなものは阻止される「篩分け」機構といえる。なお、ホエイ加工に利

用する膜には、（１）逆浸透膜：ＲＯ、（２）ナノフィルトレーション：ＮＦ、

（３）限外ろ過膜：ＵＦ、（４）精密ろ過膜：ＭＦの 4 種類がある（図 2）。 
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最も孔が小さいのは、逆浸透膜（ＲＯ）である。通過できるのは水だけで、

他のホエイ成分は殆ど全て残る。減圧濃縮と同様、逆浸透システムもホエイ固

形成分の比率は変えずに、水だけを除去して固形成分を濃縮する。

ナノフィルトレーション（ＮＦ）は、水と一緒に一部の一価イオンも通過さ

せるため、ホエイは部分的に脱塩される。一価のミネラルを除去させるので、

ホエイの塩味低減には有用である。

限外ろ過膜（ＵＦ）の孔は、前述の逆浸透膜やナノフィルトレーションより

も大きい。したがって、ホエイ中の乳糖と灰分は膜を通過できるが、たんぱく

質は通過できずに残る。このため、ホエイたんぱく質濃縮物（ＷＰＣ）の製造

においては、限外ろ過膜が標準的な装置となる。なお、たんぱく質含量が 50％

以上のＷＰＣを製造する場合には、リテンテートに水を加えて余分な乳糖とミ

ネラルを洗い流す工程が必要となる。この加工をダイアフィルトレーション（Ｄ

Ｆ）と呼ぶ。

膜分離で最も大きな孔を持つのが精密ろ過膜（ＭＦ）である。小さな水溶性

たんぱく質、乳糖、灰分、水はこの膜を容易に通過する。この膜は脂肪球を通

さないので、遠心分離で回収されない少量の脂質を除去するのに使用されたり、

微生物の除去に用いられたりする。 

④ 電気透析技術 

ホエイには全固形の 10％程度、ヒト乳の 3 倍程度のミネラル（塩類）が含ま

れているので、

乳児用調製粉乳

の原料として利

用する場合や、

他の食品に使用

する場合には高

度な脱塩処理を

行う必要がある。 

電気透析では

イオン交換膜と

いう特殊な膜を

使用し、ホエイ

の成分を分離す

る推進力として、圧力の代わりに電流を用いる。電気透析膜を通過できるのは

荷電をもったイオンだけで、乳糖やたんぱく質は通過できない（図 3）。電気透

析では、ホエイ中の灰分の最大 80％程度まで除去される。 

⑤ イオン交換樹脂技術 

水中のイオンを交換する合成樹脂（イオン交換樹脂）を利用してイオン交換
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図3．電気透析装置の概念図（モデル）
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する技術である。イオン交換樹脂が充填された樹脂塔を通すことにより、ホエ

イ中のイオンを水素イオンや水酸イオンと交換する方法である。陽イオン交換

樹脂塔でホエイ中のＮａ＋やＣａ２＋が樹脂表面でＨ＋と交換吸着されることに

より除去され、次に陰イオン交換樹脂塔でＣｌ－、ＳＯ３
２－硫酸塩などの陰イ

オンがＯＨ基に置き換えられる。イオン交換では、ホエイ中の灰分の 90％以上

除去できる。 
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２．我が国におけるホエイの生産動向等

１）国産ホエイ

〈冒頭注〉

我が国における国産ホエイの生産量に関するデータは限られている。

ここで用いた数値は 「①生産動向」については、生産者団体が集計している、

チーズ向け生乳の販売数量」からの試算値、また「②用途別にみた消費動向」

については乳業メーカー等からの聞き取り情報に基づくものであり、いずれも

公式な統計データではないことに留意されたい。

① 生産動向

生産者団体が集計しているチーズ向け生乳の販売数量を基に試算すると、過

去５年間においてチーズ製造の過程で発生した液状ホエイ（生ホエイ）は、年

間２６～３０万トン程度と推計される。仮に、これが全てホエイ粉（ホエイパ

ウダー）として加工されたと仮定すると、最大で年間１５，０００～１８，０

００トン程度が生産可能と推計（試算）される。

ホエイの国内生産量の推計（試算）

（単位：トン）

平成 年度 １４年度 １５年度 １６年度 １７年度13

304,585 283,441 305,675 309,540 330,310生乳

274,127 255,100 275,108 278,586 297,279液状ﾎｴｲ

16,448 15,306 16,504 16,715 17,837ホエイ粉

注１）生乳はﾁｰｽﾞ向け販売数量（ 社）中央酪農会議）（

注２）換算係数は液状ﾎｴｲ＝生乳×０．９、ホエイ粉＝液状ホエイ×０．０６。

② 用途別にみた消費動向

国産の生乳を原料としてホエイを生産している複数の乳業メーカー等からの

情報によれば、これらメーカー等が平成１６年度に生産した国産ホエイパウダ

ーは、１３，９０５トンとされている。

これに対し、在庫利用も含め社外販売量は９，００９トン、社内消費仕向量
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が７，０６３トンとされている。

また、社外販売動量９，００９トンの販売先は 「乳業・アイスクリーム 、、 」

「調理食品 「卸売」がそれぞれ２０％程度、次いで「製菓・製パン」等と」、

されている。

一方、社内消費仕向量７，０６３トンの用途は 「乳飲料」が約４０％と圧、

倒的に多く、次いで「菓子・デザート 「乳等主原料食品 「アイスクリー」、 」、

ム類」が、それぞれ２％程度とされている。

食用以外については、例えば飼料用が考えられるが詳細は不明である。

２）輸入ホエイ

① 輸入動向

我が国のホエイの輸入については （独）農畜産業振興機構がウルグアイ・、

ラウンド農業合意に基づくカレントアクセスとして輸入するホエイ、民間企業

が関税割当制度に基づく割当てを受けて用途を限定して輸入するホエイ（例：

育児用調製粉乳用、飼料用等）があり、いずれも国際的に約束した一定数量

の範囲内で無税又は低税率（一次税率）での輸入が可能となっている。この他

に高い関税相当量（二次税率）を支払えば数量制限なしに誰でも輸入すること

が可能となっている。

最近５年間の輸入動向を概観すると、食用のホエイでは （独）農畜産業振、

興機構が輸入するホエイを含め年間約１７，０００～２１，０００トン程度、

主にオランダ、米国、ニュージーランドから輸入されている。また、その他用

途（主に飼料用、用途不明も含む）として年間約２５，０００～３４，０００

トン程度、主に米国、オーストラリア、ポーランドから輸入されており、合計

で年間４３，０００～５０，０００トン程度が輸入されている。

ホエイの輸入動向

（単位：トン）

平成 年度 １４年度 １５年度 １６年度 １７年度13

21,024 20,945 17,841 17,694 17,074食用

27,588 27,598 24,952 31,927 33,618その他

48,612 48,543 42,793 49,621 50,692計

資料：財務省「貿易統計」
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注 ）食用ホエイは、 ． 及び育児用調製粉乳ホエイの計で生ホエイ及び1 HS0404 10
乳製品混合品は除く。

注２ 「その他」の主な用途は飼料用で、用途不明も含む。）

（参考）ホエイの主な輸入国（平成１７年度）

（単位：トン）

ｵﾗﾝﾀﾞ 米国 ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ その他 計

8,725 3,598 2,263 2,488 17,074食用

（ ) ( ) ( ) ( )51.1% 21.1% 13.3% 14.6%

米国 ｵｰｽﾄﾗﾘｱ ﾎﾟｰﾗﾝﾄﾞ その他 計

18,941 7,729 3,029 3,919 33,618その他

( ) ( ) ( ) ( )56.3% 23.0% 9.0% 11.7%

資料：財務省「貿易統計」

注 ）食用ホエイは、 ． 及び育児用調製粉乳ホエイの計で生ホエイ及び乳製品1 HS0404 10
混合品は除く。

注２ 「その他」の主な用途は飼料用で、用途不明も含む。）

② 用途別にみた消費動向

〈冒頭注〉

ここで用いた数値は、カレントアクセスとして（独）農畜産業振興機構が輸

入したホエイについて、乳業メーカー等からの聞き取り情報に基づくもので

あり、公式な統計データではないことに留意されたい。

輸入ホエイを利用している複数の乳業メーカー等からの情報によれば、平成

１６年度における輸入ホエイ（カレントアクセス）の仕入量は３，９３３トン

とされている。また、在庫利用も含めた社外販売量は１，０３９トンとされて

いるが、販売先における用途は不明である。

これに対し、社内消費仕向量は３，３７２トンとされている。用途は 「調、

製粉乳」が約５０％、次いで「乳飲料」が約３０％ 「アイスクリーム類」が、

約１０％ 「はっ酵乳」が約８％などとされている。、

なお、前述の①における「輸入数量（食用 （貿易統計）と本項で記述し）」

た「輸入ホエイ（カレントアクセス）の仕入量」との差に相当するホエイは、

「貿易統計」によれば、主に関税割当を受けて民間企業等が用途限定で輸入す

る「育児用調製粉乳用ホエイ」等と考えられる。
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３）今後の生産予測等

① 国産チーズの増産体制に伴うホエイの生産

国際化の進展に対応しつつ、我が国酪農が今後とも安定的な生産を確保する

ためには従来のバター、脱脂粉乳を中心とした生産構造から輸入品と一定の競

争力を有するチーズへの転換を進めることが課題である。

このような中、国内大手乳業メーカーは、平成 年を目途としてチーズ工20

場の新・増設計画を発表し、国産チーズ生産振興に向け関係者一体となった積

極的な取り組みが進められている。

この計画によれば将来的には現状の約 倍の国産チーズの製造が見込まれて2

おり、これに伴いホエイの生産量も単純に約 倍となることが見込まれる。2

以上を踏まえ、将来的に生産が見込まれるホエイの数量を、例えば平成１７

年度のチーズ向けの生乳販売数量（ 社）中央酪農会議）である約３３万トン（

を基に試算すると、液状ホエイが約５９万トン発生し、これが全てホエイ粉に

加工されると仮定すると約３万６千トン生産可能と推計される。

ホエイの生産予測（推計）

（単位：トン）

１７年度 将来

330,310 660,620生乳

297,279 594,558液状ﾎｴｲ

17,837 35,674ホエイ粉

）「 」 （（ ） ）注１ １７年度 の生乳はﾁｰｽﾞ向け販売数量 社 中央酪農会議

注２ 「将来」の欄は、１７年度の数値を単純に２倍したもの。）

注３）換算係数は液状ﾎｴｲ＝生乳×０．９

ホエイ粉＝液状ホエイ×０．０６

② 今後の生産予測と展望

現状において、輸入ホエイについては、ホエイを膜分離技術、イオン交換技

術等の高度技術を応用して蛋白質の成分含有量を調整したホエイ蛋白濃縮物

（ )など付加価値製品として特徴を有するいわゆるWhey Protein Concentrate:WPC

調製ホエイが多くみらる。

国産ホエイは 保存性 輸送効率を高めるために ホエイを乾燥したもの ホ、 、 、 （

エイ粉）が業務用として販売されているのが一般的であり、前述の輸入ホエイ
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に比べて加工度が低く低コスト生産が可能であるものの、製品としての大きな

特徴は備えていない。

ホエイについては様々な機能・高栄養価を有することが一般的に知られてお

り、ホエイを原料とした様々な付加価値製品が製造・開発されているが、コス

ト面等からその多くを安価な輸入品に依存しているのが実情であると考えられ

る。

このような状況も踏まえ、今後の国産チーズ増産に伴い大量に発生するホエ

イの処理・利用については、実需者のニーズに即した多様な仕様の製品や飼料

も含めた新たな利用形態を開発していくことが課題となろう。
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３．諸外国におけるホエイの利用

１）世界のチーズの生産 
諸外国のホエイの利用状況を見る上で、チーズの生産過程でホエイが排出され

ることから、世界のチーズの生産動向を見る必要がある。 

 世界のチーズの生産量は、世界的な需要増加を反映して、2005 年で 1,647 万

トンであり、前年比で 2.4％の増、2000 年と比較すると 11.0％も増加している。

主要な地域で見ると、ヨーロッパが 867 万トン（前年比 1.8％増）、北米が 482 万

トン（前年比 2.5％増）、南米が 97 万トン（前年比 5.4％増）、オセアニアが 64

万トン（前年比 5.9％減）となっている。 

 また、カゼイン/カゼイネートの生産過程でもホエイが排出されるが、その生

産量は、EU15 カ国で約 17 万トン、ニュージーランドで約 12 万トンとなっている。 

ホエイは、ホエイパウダー、ラクトース、ＷＰＣ、ＷＰＩ等に処理加工される。

このうち、ホエイパウダーの生産量は、EU15 カ国で約 150 万トン、米国で約 47

万トン、オーストラリアで約 10 万トン、ニュージーランドで約 2 万トンとなって

いる。ラクトースの生産量は、EU15 カ国で約 37 万トン、米国で約 30 万トンとな

っている。特に、米国は、ホエイパウダーの生産が減少し、ラクトースの生産が

増加している。

  （注）生産量は、2004 年（オーストラリアは 2003 年）のものである。

３）ＥＵ、主要国におけるホエイの利用 

（１）ＥＵ 

ア ＥＵ-15 のホエイパウダーの生産・消費

ａ 生産

EU は主要なホエイパウダーの生産地であり、世界の 3 分の２の生産を占

める。これを国別に見ると、フランス（シェア 28％）、ドイツ（同 10％

未満）、オランダ（同 15％）の 3 カ国が全体の約半分を占めている。

また、主要地域である EU を見ると、2004 年で、フランスが約 60 万トン

（シェア 40％）、ドイツが約 29.4 万トン（同 19％）となっている。つい

で、フィンランドやオランダも主要生産国で、フィンランドが約 10.4 万

トン（同 7％）、オランダが約 9.52 万トン（同 6％）となっている。

EU 全体としての生産量は増加傾向にあり、2004 年は 152 万トンで 5 年

前と比べ 12％増となっている。同時期のチーズ生産量の伸びは、10％とな
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っている。

ｂ 消費

ホエイパウダーの EU 内での消費は増加傾向にあるものの、生産量ほど

の伸びにはなく、2003 年は 130 万トンで 5 年前の 4％増となっている。

消費を見ると、スイートホエイパウダーが全体の 4 分の３を占め、多く

は飼料用となっている。その他は、脱塩ホエイパウダー、菓子やベビーフ

ード用の原料用である。従って、EU では、ホエイパウダーは主に、畜産部

門での家畜飼料（代用乳）用に利用されてきた。生産量の約 3 分の２が家

畜飼料（子牛や子豚用）として利用されている。

＜主な給餌例＞ 

     ・ 子豚用：エネルギーとたんぱく質を含むことから酸性ホエイを給餌。

酸性で消化にも良い。給餌割合は、乳糖量を目安に調整。乾物量で全

体の 10～30％になるようにし、日齢に応じて調整する。 

     ・ 子牛用：20％脂肪含有のエサに 18％を限度としてスイートホエイパ

ウダーを混入。高たんぱく含有飼料には 50-55％までスイートホエイ

パウダーを混入できる。 

     オランダは EU 内で、最もホエイパウダーの消費量が多く、EU の約 3 分

の１を消費する。その大部分は飼料用である。

     フランスおよびドイツも消費量が多く、飼料用の利用も多いが、食用も

重要となっている。

     これら（蘭、仏、独）の国において、家畜用、とりわけ子牛用で、ホエ

イパウダーの消費量が多いのは、子牛（Veal）産業が発展しているためで

ある。子牛（Veal）生産には多くの代用乳を必要とする。

     オランダの場合には、他の国に比べホエイの家畜飼料としての利用割合

が高いが、これは環境規制（飼養頭数密度の制限）に関係する。飼養頭数

が減少する中、生乳生産量を維持しようとすれば、子牛への授乳を減らし、

代用乳を利用することとなるためである。

イ 新規加盟国（NMS-10）の需給概要 

新規加盟国（NMS-10）の需給は、EU-15 に比べ、その水準は低い。しか

しながら、過去 3 年の伸び、とりわけ家畜用飼料に利用されるスイートホ

エイパウダーの生産の伸びは著しい。2003 年の生産量は、2000 年に比べ

30％増の 11.1 万トンとなっている（EU-15 の生産量の 8％に相当）。

NMS-10 では、熟成チーズの生産増加に併せ、液状ホエイを加工し中東や

アジア向けにスイートホエイパウダーの生産量を増加させてきた。

フランスの「Euroserum 社」はポーランドやチェコの地方工場の市場に

入り込んだ最初の企業である。この 2 カ国が NMS-10 の主要生産国である。

とりわけ、ポーランドは NMS-10 で最大のホエイ生産国であり、NMS-10 全
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体の約半分を生産している。2003 年のホエイ製品の利用で NMS-10 の供給

量の 56％以上を利用している。

ウ ＥＵにおけるホエイの飼料利用の概要 

     ホエイパウダーは、飼料原料として脱脂粉乳（SMP）と競合関係にある。

SMP と違い、ホエイパウダーの飼料利用に対する補助制度はない。 

     近年、SMP の飼料利用に対する補助金があるにもかかわらず、その利用

割合は減少傾向にある。これは、主に 2 つの理由による。

・ 飼料用としての需要の低下。これは、ＥＵにおける子牛の飼養頭数の

減少による。

・ 家畜用飼料の代替物間の競争の結果。ホエイパウダーは補助金がない

にもかかわらず低コストであるためホエイパウダーの利用が増加して

いる。

過去 15 年間で子牛のエサとして、SMP の大部分がホエイパウダーに置き

換わった。ホエイパウダーの３分の２以上が現在、家畜用として利用され

ている。

今後のホエイパウダーの飼料利用は、以下の 3 つの条件による。

・ SMP の飼料利用にかかる補助金の水準

・ 補助金を全額受け取る SMP の混合割合

・ SMP やカゼインとの価格関係

エ ＥＵにおけるホエイパウダーの価値 

     ホエイパウダーの製造コストに関するデータは企業秘密であり不明であ

る。 

     2006 年 12 月の時点で SMP とホエイパウダーの価格（卸売価格）差は 1.16

ユーロ/kg あり、ホエイパウダーは SMP の価格の約 44％である。 

     この価格差からすれば、規模拡大が行われる畜産部門を中心に今後の飼

料利用は増加すると見込まれる。 

（２）オーストラリア 

ア チーズ生産量 

     02/03 年度 379,001 トン

     03/04 年度 383,748 トン

     04/05 年度 385,519 トン 

イ ホエイ製品生産量 

     02/03 年度  96,748 トン

     03/04 年度 105,390 トン

     04/05 年度 105,225 トン 

ウ ホエイの処理・用途 

チーズ工場は、全体で 113 工場（ビクトリア州に 51 工場と集中してい
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る。）であるが、ホエイ処理工場は、27 工場（ビクトリア州に 16 工場）と

なっている。これらのうち、12 工場はチーズ製造とホエイ処理を行ってい

る。

ホエイ製品生産量のうち、国内向けが約２割（主に、乳児用製品、ビス

ケット、アイスクリーム用原料の一部として：仕向け割合は不明）となっ

ており、残り８割が輸出され、インドネシア、中国、フィリピンが主要な

輸出先となっている。

ホエイパウダーは、アイスクリーム、製菓材料、チョコレート、乳児用

製品、ヨーグルト、飲料、食肉加工製品の原料の一部に用いられている。

また、当然のことながら養豚、馬、養鶏産業での飼料としても利用されて

いる。

ホエイプロテインについては、スナック菓子、ジュース、製菓材料、ア

イスクリーム、食肉加工製品、プロテイン飲料、乳児用製品、ダイエット

製品などの原料として利用されている。また、化粧品やスキンクリーム、

入浴用製品（入浴剤としての塩）などプロテインを用いるものの原材料の

一部にも利用されている。

カゼインについては、ほぼ全量が輸出され、米国、日本向けが中心。麺

類、チョコレート、マヨネーズ、アイスクリーム、チーズ製品の原料とし

て用いられるほか、プラスチックや化学物質の原料としても利用されてい

る。 

     なお、食用、飼料用の内訳、および廃棄処分数量については把握不可。 

（３）ニュージーランド 

ア チーズ生産量 

     02/03 年度 293,000 トン

     03/04 年度 296,000 トン

     04/05 年度 266,000 トン 

イ カゼインとプロテイン輸出量 

     02/03 年度 146,000 トン

     03/04 年度 127,000 トン

     04/05 年度 142,000 トン 

ウ ホエイの処理

ａ ＮＺの生乳処理は、農協系メーカーであるフォンテラ社が、95％以上

を行っている。

ｂ 同社のチーズの生産は、10 工場で行っている。（うち ホエイチーズ

が 1 工場）

ｃ 同社のカゼイン又はカゼイネートの生産は、8 工場で行っている。

ｄ これらの工場から、チーズホエイ、カゼインホエイが排出されるが、
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同社の方針として、これらのホエイからは、付加価値をつけた製品を製

造することを優先している。

なお、20 年位前までは、これらのホエイは廃棄が多かったが、現在は

環境問題もあり、廃棄はほとんどなく、最近 10 年程度で工場の集約化

とともに高度利用が進んだ。

ｅ それらは、ＷＰＣ（80％以上）とＷＰＩであり、ＷＰＣは、8 工場（う

ち 6 工場は、チーズ工場と併設），ＷＰＩは、2 工場（いずれもチーズ工

場と併設）で生産されている。

ｆ これ以外に、ラクトース（4 工場）、ラクトアルブミン（1 工場）など

が、生産されている。

ｇ 優先順位の低いＷＰＣ（80％未満），ＷＰは、オーターメイドとなっ

ている。

ｈ ホエイ処理工場の規模は、生乳ベースで 4 万トン／年から 50 万トン

／年程度で集約化が進んでいる。

ｉ 同社のオーストラリアにある工場（オーストラリアのシェアで 2 位）

も、同様のホエイ処理がされている。 

（４）米国 

ホエイ製品の消費量は、食用が 58 万トン（うち、ホエイパウダーが 26 万

トン、ＷＰＣが 12 万トン、ラクトースが 13 万トン）であり、飼料用が 11

万トン（うち、ホエイパウダーが 3 万トン、濃縮ホエイが 3 万トン、ＷＰＣ

が 2 万トン）となっている。 

    なお、生産量は、ホエイパウダーが 47 万トン、ＷＰＣが 16 万トンとなっ

ている。 

    また、聞き取りのできたチーズ工場の概要は、次のとおり。 

Foremost Farms USA（Baraboo、ウィスコンシン州）

（会社概要）

Foremost 社は、米国で生乳生産量が上位 10 位以内に位置付けられる酪農

協同組合が所有する会社で、また、2002 年４月の Rabobank International

による調査では、世界で 14 番目に大きなチーズ生産者とされた。現在の会員

数は３千人で、年間販売額は 14 億ドル。酪農協同組合としては、1890 年を

端緒とするが、95 年、ウィスコンシン酪農協同組合とゴールデン・ガーンジ

ー酪農協同組合が統合し、現在の Foremost 社が設立された。現在、同社はウ

ィスコンシン州を中心に 24 の施設を所有する。 

   （生産） 

① チーズ生産量 

500 百万ポンド（227 千トン）／年 

② ホエイ処理量 
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300 百万ポンド（136 千トン）／年 

③ ホエイの用途（仕向け割合、％）

・ 食用 63％

うち、ホエイパウダー向け 25％ 

        WPC 向け       23％

        乳糖向け       15％

・ 飼料用 36％

うち、リキッドホエイ 28％ 

        ホエイパウダー ８％

・ 廃棄処分 １％未満

（販売価格） 

ホエイパウダー等の価格については、USDA が毎月公表する各乳製品の平

均価格に基づき、以下のとおり算出する。

① ホエイパウダー（食用）  ホエイパウダー平均価格（参考：2006 年 10

月平均、＄0.3640/lb）＋２セント／ポンド

② ホエイパウダー（飼料用） ホエイパウダー平均価格－２セント／ポン

ド

③ リキッドホエイ（飼料用） ホエイパウダー平均価格の 68％ 

なお、「家畜飼料向けリキッドホエイ」について、飼料用リキッドホエ

イは、無脂乳固形分 35％に濃縮している。

主要仕向け先については、ほとんどが、更新用乳子牛向け。肉豚生産者

に対しては、パーミエイトパウダー（ホエイパウダー）を供給している。

輸送手段及びコストについては、タンク車（トラック）で輸送。コスト

は輸送距離など条件により変わってくるが、ウイスコンシン州内では、300

～500 ドル/トラック１台（５万ポンド収容可能）分、（３～４セント/lb）、

隣のイリノイ・ミネソタ州までで 500～700 ドル/トラック１台分。なお、

輸送コストは、通常 Foremost 社が負担するが、時には供給先が負担する

こともある

 

（１）デンマーク 

① 養豚農家（Ebbesen 氏農場）

ユトランド半島南部農村地帯に立地する農場であり、事務所、養豚施設、

飼料倉庫及び飼料耕作地（約 180 ヘクタール：大麦）という施設を有してい

る。リキッドフィーディングシステムも含めた全ての施設等初期投資額は約

4 億 3,400 万円であり、繁殖・育成経営（育成及び繁殖・分娩舎）の農場で

ある。 
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４）リキッドフィーディングの事例 



 

 

農場概観 

また、バイオガス利用装置を（自家発電設備を）所有し、12 円/１Ｋｗで

電力会社に販売（年間販売額約 2400 万円）しており、環境面で地域に貢献し

ている。

従業員 4 名、ポーランド人研修生 2 人（来年には日本人研修生も受け入れ

る予定）であり、飼料形態はサブタンク方式によるリキッドフィーディング

システムを利用している（リキッドホエイも利用）。

養豚の状況としては、1500 頭の子取り用雌豚（原種豚農場から約 32,000

円/頭で購入、産後、約 20,000 円/頭で出荷）を飼育し、繁殖は全てＡＩ（人

口受精）で行っている。年間子豚出荷頭数は約 40,000 頭（産子数 1 頭あたり

28 頭、年間 2.3 産）、子豚は離乳時（7.2ｋｇ）まで育て、ドイツ（一部ポー

ランド）に平均 4,140 円/頭で出荷している。1 頭あたり分娩数は出産時 16.2

頭（うち 2.0 頭は死産）⇒離乳時 12.2 頭であり、3 元交配種（ＬＷ×Ｄ）を

飼養している。

 

 

豚舎内部（子取り用雌豚） 
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リキッドフィーディングの状況としては、ホエイ、大麦、小麦、ミネラル、

大豆粕、大豆油、水を配合したものを中心に利用している。非定時定量品と

して、パンの耳、ビール、ライ麦、ケーキ等も使用することもある。基本的

配合（エネルギー）割合は 50％大麦、15～20％大豆粕・油、ホエイ 4％、残

りはその他である。大麦は使用量の 50％が自家栽培であり、粉末状にして使

用（保管倉庫・粉末機所有）している。

リキッドシステム初期投資額は約 3 億 6000 万円（母豚 1 頭当たり約 24 万

円）であり、Ｄａｔａｍｉｘ社製リキッドフィーディングシステム装置（サ

ブタンク方式）を所有している。パイプライン全 3.5ｋｍ（各母豚ごとにリ

キッドで給餌）であり、8,000ℓ×2 基のセンタータンク所有し、ホエイ専用

貯蔵タンク（5,500ℓ）1 基所有している。

Ebbesen 氏が考えるリキッドフィーディングの利点としては、①豚の嗜好

性が高く、固形飼料と比較して飼料のこぼれなどが少ないため、飼料効率性

が上昇し、豚舎内を清潔に保てる②粉塵の発生が減少し、呼吸器系の疾病予

防効果的である③加熱処理を行わないため、熱に弱い栄養素の変性損失が少

なく、消費エネルギー抑制効果がある。

 

 

リキッドフィーディングシステム 

 

サ ブ タ ン ク 給 餌 バ ル ブ

セ ン タ ー タ ン ク
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リッキッドフィード配送用パイプライン 

リキッドホエイは約 20ｋｍ離れた乳業工場（ARLA Foods 社）からチーズ

ホエイ（ＴＳ（固形分）割合 5％）を搬入し、35DKK/ｔ（約 700 円）で購入

している。使用量は 16t/日（２日毎に 32ｔを受け入れ（専用タンクローリー

搬入される））であり、リキッドホエイは乳業工場にて蟻酸によってＰｈ調整

（ｐｈ4.0～4.1）されている。また乳業会社との年間契約により、養豚農家

は定量の受入義務、乳業会社は定量の提供義務がある。

リキッド飼料にホエイを使った動機として、①低価格（最大のメリット。

大麦と比較しても安価）②定時定量供給で非常に使いやすい③酸性のため、

リキッドの腐敗防止効果（パイプは常にリキッドで満たされており、細菌の

繁殖抑制に効果がある）とのことだった。またリキッドホエイを利用するに

あたって、国内の他の養豚家でホエイを利用したくても出来ない状況におい

て、乳業工場が近隣にあるという地理的条件に恵まれ、リキッドホエイを利

用できる。

② 乳業工場（Arla Foods 社 Bov 工場）

デンマーク全体の 98.5％の生乳を処理する Arla Foods 社の 1 工場であり、

ユトランド半島最南部（ドイツ国境付近）に立地している。年間集乳量は約

10 万ｔであり、ユトランド半島南部（良質な生乳が多い）を集乳地域として

いる。
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Arla 工場概観 

同工場はチーズ専用工場であり、主要商品としてＦＥＴＡチーズ（サイコ

ロ状でオリーブオイル、にんにく・ペッパーなどの香辛料で味付けされたチ

ーズ）を生産している。チーズ生産量は年間 14,000ｔ、ホエイ処理量は年間

10 万ｔであり、平均乳価は 2.2DKK/ｋｇ（約 45 円）であった。 

ホエイの用途は基本的に食用（全処理量の 80％）に向けられてり、飼料用

は処理工程上でやむをえなく発生する食用に適さないもので、全処理量の

20％程度である。

飼料用として処理されるものは、同工場で蟻酸を添加し、ｐｈを 6.2～6.3

⇒4.5 程度に調整、専用ローリーで周辺養豚農家に直接搬送している。

食用・飼料用に関わらず、全てのホエイは、本社が 10DKK/ｔ（約 200 円）

の価格で Bov 工場から買い取っている。よって、飼料用ホエイは工場から直

接農家へ搬入されるが、売買は養豚農家⇔本社間でされるため、同工場処理

分の飼料用ホエイ単価については確認できなかった。

 

 

非食用リッキッドホエイ 
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（参考）Arla Foods 社は飼料用リキッドホエイとして 「Ｐerlac」（商

品名）を販売している

        カテゴリーＡ 「Ｐerlac5.5」 固形分 5.5％ 60DKK/ｔ 

（約 1,200 円） 

        カテゴリーＢ 「Ｐerlac7」  固形分  7％  35DKK/ｔ 

（約 700 円） 

        カテゴリーＣ 「Ｐerlac14」 固形分 14％  70DKK/ｔ 

（約 1,400 円） 

（２）オランダ 

① 養豚農家（W．Beulink 氏牧場）

オランダ北東部酪農地域に立地し、敷地総面積は約 70 ヘクタール、常時飼

養頭数は 11,000 頭、出荷頭数は 30,000 頭/年であり、オランダでも上位 10

戸に入る大規模養豚農家である。

日本では珍しい育成専門農家であり、23ｋｇで子豚を購入し 58ｋｇで出荷

している。従業員は 2 人（経営者を含め）、飼料形態はドライフィーディング

を主流とし、8 年程前からリキッドホエイを水の代わりに利用している。主

な飼料としては、麦類、とうもろこし、大豆、クッキー（粉砕）、ホエイ（リ

キッド）であった。

ホエイ用貯蔵タンクを 35ｔ×2 基所有しており、ホエイ受入量は 70ｔ/日、

ホエイ購入価格 6EUR/ｔ（約 840 円）、ホエイ流通経路としては乳業メーカ

ー・チーズ工場（約 40km 離れた Drents-Overijsselse Cooperate 社 Veendam

工場）から飼料会社を通じての搬入であった。この飼料会社を通じる経路は、

オランダでは一般的な経路らしい。

 

 

リキッドホエイ用タンク（中央後側） 
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リッキッドホエイパイプライン（右側） 

② 乳業工場（Friesland Foods Cheese 社・Domo 社 Bedum 工場）

オランダ北部の酪農地帯に立地し、チーズ工場とホエイ処理工場が隣接し

て設置されている。年間集乳量は約 60 万ｔ、集乳酪農家戸数は約 700 戸、チ

ーズ生産量は年間 63,000ｔ（主としてゴーダチーズを生産）、ホエイ処理量

は年間 52 万ｔ、従業員数は 160 人（2 工場計）、ISO9001・2000、HACCP を取

得している、近代的な大規模工場である。

 

 

Friesland Foods 工場概観 

主製品であるゴーダチーズ処理工程で生じるホエイは、品質が安定してい

るため、そのほとんどをホエイパウダー、ＷＰＣ（調製ホエイ）として食用

に利用しているが、処理工程上止むを得ず発生する食用に不適正なホエイに

ついては、飼料用リキッドホエイとして養豚農家に搬入している。飼料用ホ

エイ生産量は 60ｔ/日（全処理量の 5％相当分）であり、飼料用ホエイ販売価

格は原則として無償で養豚農家に提供していた。 
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５）統計資料

 

資料：世界の酪農状況 2006（国際酪農連盟日本国内委員会） 

 

チーズ生産量      （千ﾄﾝ） 

国  名 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

EU15 ｶ国計 6,382 6,597 6,614 6,668 6,768 6,876 

新 EU 加盟 10 ｶ国計 760 792 840 843 888 917 

EU25 ｶ国計 7,142 7,388 7,454 7,511 7,656 7,793 

アイスランド 5.7 6.7 6.6 7.0 7.1 7.0 

ノルウェー 81.4 80.5 80.5 83.0 84.0 86.0 

スイス 146.3 172.2 160.4 160.2 162.4 167.7 

ブルガリア 56.0 68.7 82.0 82.0 84.0 84.0 

クロアチア 19.2 19.7 19.8 21.0 21.5 25.6 

ルーマニア 51.4   43.0 49.0 53.0 55.0 

ベラルーシ 52.8 68.7 64.0 66.9 63.9   

ロシア 220.7 255.4 309.0 335.0 347.9 370.9 

ウクライナ 66.8 103.4 127.5 167.8 222.8 271.1 

カナダ 328.4 329.6 334.6 341.5 345.5 351.5 

メキシコ 133.5 139.6 138.0 126.5 134.5 142.6 

アメリカ 3,747.0 3,687.3 3,877.0 3,881.5 4,024.8 4,140.0 

アルゼンチン 452.6 431.0 373.3 325.8 370.6 400.0 

ブラジル 445.0 460.0 470.0 460.0 468.0 476.0 

チリ 51.9 57.6 60.6 60.6 67.2 77.7 

中国   5.0 8.0 10.0 15.0 15.0 

日本 126.2 123.4 122.8 118.8 119.6 122.5 

韓国       12.0 13.0 12.0 

イスラエル 98.8 100.2 101.7 102.4 103.5   

オーストラリア 375.5 412.7 370.4 383.8 385.5 363.1 

ニュージーランド 289.0 311.0 285.0 321.0 290.0 280.0 

南アフリカ 43.3 47.4 48.1 50.2 46.3   

ジンバブエ 6.9           
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カゼインとカゼイネート生産量 
    

（千ﾄﾝ） 

国  名 2000 2001 2002 2003 2004   

EU15 ｶ国計 157.0 171.0 144.0 160.0 175.0   

リトアニア 1.0           

ポーランド 4.2 6.6         

ロシア 14.0 16.0 12.0 6.0 12.0   

ウクライナ       15.6 20.2   

オーストラリア 9.0 8.0 13.9       

ニュージーランド 102.0 108.0 134.0 120.0     

       

資料：世界の酪農状況 2006（国際酪農連盟日本国内委員会） 
 

ホエイパウダー生産量 
    

（千ﾄﾝ） 

国  名 2000 2001 2002 2003 2004   

EU25 ｶ国計         1,600.0   

EU15 ｶ国計 1,420.0 1,450.0 1,465.0 1,500.0 1,520.0   

スイス 2.8 1.8 2.5 2.9 1.2   

カナダ 51.5 52.9 48.0 39.2 24.8   

アメリカ 543.3 474.3 506.1 492.8 469.4   

ニュージーランド 23.4 15.5 22.6 23.0 23.0   

オーストラリア 61.5 87.8 96.7 105.4     

       

資料：世界の酪農状況 2006（国際酪農連盟日本国内委員会） 
 
加盟国別ホエイ生産量の推移

       (千ﾄﾝ） 

  1999 2000 2001 2002 2003 2004 ±％ 

デンマーク 34.4 37.3 40.3 38.8 39.3 . . 

ドイツ 196.1 227.7 235.7 249.5 275.7 294.0 + 6.6 

フランス 585.6 622.6 648.6 610.7 629.8 605.9 -3.8 

スペイン . 9.9 7.9 14.0 15.0 . . 

オランダ 240.0 125.0 104.3 117.0 101.3 94.8 -6.4 

フィンランド . 88.7 102.6 109.9 112.9 103.5 -8.3 

イギリス 63.7 61.0 66.4 61.7 . . . 

EU15 合計 1,355 1,420 1,450 1,465 1,500 1,520 + 1.3 

資料：ZMP「DAIRY REVIEW 2005」 

注：「 . 」はデータなし。 
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ＥＵのホエイ生産量および消費量の推移

       (千ﾄﾝ） 

 

 

2000 2001 2002 2003 

2004 

(EU15) 

2004 

(EU25) 2005 

生産量 1,420 1,450 1,465 1,500 1,520 1,600 1,650 

飼料用 840 940 860 840 900 950 960 

食用 420 349 400 437 437 423 415 

資料：ZMP 

注１：2003 年までは EU15、2005 年は EU25 の数値。 

 
ＥＵのホエイ需給の推移

        (千ﾄﾝ） 

    
2000 2001 2002 2003 

2004 

(EU15) 

2004 

(EU25) 
2005 

生 産   1,420 1,450 1,465 1,500 1,520 1,600 1,650 

輸 入   9 6 14 7 . 2 5 

輸 出   167 188 202 220 . 289 280 

消 費   1,260 1,289 1,260 1,277 . 1,373 1,375 

 うち飼料用 840 940 860 840 900 950 960 

  うち食用 420 349 400 437 . 423 415 

在庫増減 2 -20 40 10 . -60 0 

資料：ZMP 

注１：2003 年までは EU15、2005 年は EU25 の数値。

注２：「 . 」はデータなし。 

 
ＥＵのホエイ輸出量の推移

       (千ﾄﾝ) 

    1999 2000 2001 2002 2003 2004 

デンマーク 13.5 15.4 18.7 15.8 15.3 16.8 

ドイツ   130.4 169.4 182.3 170.3 210.6 225.9 

フランス 324.9 360.0 374.2 338.2 353.4 364.5 

アイルランド 40.6 49.6 54.6 42.7 48.5 60.3 

オランダ 96.7 112.4 110.5 111.0 108.8 126.7 

イギリス 26.0 26.0 29.0 39.1 31.0 39.7 

その他 90.9 117.3 126.0 123.2 129.2 114.1 

EU15 合計 723.0 850.1 895.3 840.3 896.8 948.0 

  うちＥＵ域外向け 119.1 167.1 187.5 202.0 219.9 231.2 

資料：ZMP「DAIRY REVIEW 2005」 

注１：2004 年の数値は暫定値。

注２：2004 年のＥＵ域外向け輸出量はＥＵ25 外への輸出量。 
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ＥＵのホエイ輸入量の推移

       (千ﾄﾝ) 

    1999 2000 2001 2002 2003 2004 

ベルギー 54.7 56.2 62.9 58.6 62.8 73.8 

デンマーク 4.8 7.7 11.2 10.0 8.8 11.9 

ドイツ   50.8 46.3 51.7 46.2 51.0 38.5 

ギリシャ 4.5 4.1 4.1 5.6 6.7 6.7 

スペイン 42.3 56.6 58.7 54.1 50.0 40.8 

フランス 49.3 55.0 64.7 67.7 65.9 52.4 

アイルランド 8.5 12.4 9.4 13.1 26.3 25.7 

イタリア 37.2 43.4 41.4 36.2 41.9 49.9 

ルクセンブルク . 1.1 1.3 1.3 1.2 1.1 

オランダ 292.7 320.0 336.8 314.6 322.6 328.3 

オーストリア 4.7 4.0 3.9 3.6 6.0 5.3 

ポルトガル 2.0 2.7 2.9 2.8 2.7 3.6 

フィンランド 0.2 0.5 1.2 1.3 1.4 1.5 

スウェーデン 6.5 3.5 3.4 4.5 4.2 5.6 

イギリス 21.2 19.2 24.8 22.2 26.6 25.0 

EU15 合計 579.4 632.7 678.4 641.8 678.1 670.2 

  うちＥＵ域外から 4.8 9.4 6.4 14.4 6.5 1.4 

資料：ZMP「DAIRY REVIEW 2005」 

注１：2004 年の数値は暫定値。

注２：2004 年のＥＵ域外からの輸入量はＥＵ25 外からの輸入量。 
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ホエイ輸入量(年平均)の推移（1970-1999）

         

  1970-79 1980-89 1990-99 1999 

  百万トン %  百万トン % 百万トン %  百万トン %  

オランダ 56,143 34.2 180,242 39.5 233,501 30.6 292,637 29.4 

ドイツ 27,243 16.6 74,420 16.3 66,714 8.7 45,997 4.6 

イタリア 29,297 17.9 50,168 11 45,234 5.9 37,194 3.7 

ベネルクス 12,964 7.9 36,645 8 52,500 6.9 54,842 5.5 

スペイン 5,298 3.2 11,211 2.5 38,315 5 42,266 4.3 

中国 1,231 0.8 10,537 2.3 41,793 5.5 83,269 8.4 

フランス 6,809 4.2 12,384 2.7 34,243 4.5 49,264 5 

日本 9,936 6.1 13,802 3 28,036 3.7 41,157 4.1 

イギリス 4,809 2.9 10,918 2.4 20,474 2.7 21,191 2.1 

メキシコ 125 0.1 1,785 0.4 31,206 4.1 55,947 5.6 

韓国 684 0.4 9,559 2.1 20,814 2.7 30,619 3.1 

フィリピン 1,364 0.8 4,785 1 15,685 2.1 24,312 2.4 

デンマーク 2,648 1.6 6,529 1.4 7,907 1 4,836 0.5 

アイルランド 2,624 1.6 5,959 1.3 7,365 1 8,423 0.8 

カナダ 0 0 501 0.1 15,270 2 32,621 3.3 

タイ 0 0 847 0.2 13,916 1.8 22,765 2.3 

香港 13 0 1,477 0.3 11,732 1.5 6,363 0.6 

その他 2,788 1.7 24,323 14.8 78,657 10.3 140,081 14.1 

世界計 163,976 100 456,092 100 763,362 100 993,784 100 

資料：Agra CEAS 
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Ⅳ 内外の文献にみるホエイの飼料利用 

 



内外の文献にみるホエーの飼料利用 

 

科学技術振興機構（ＪＳＴ）の文献調査サービスを利用し、収録されている内外

主要二次資料約 80 種から、「ホエーの畜産利用」をキーワードとして検索し、出力

された 1970 年代から 2006 年までの 171 課題の中から標題の“飼料利用”に適う約

80 課題を抽出し、分類・整理して、課題名、著者名、資料名をここに掲載する。な

お、一般に科学技術用語としては“ホエー”が使われており、引用した文献の課題

名の用語として使われている“ホエー”はそのままにした。

１．総説・成果情報・解説記事等 

１）飼料共通

２）各家畜について

３）製造・加工処理関連 

２．原著論文（短報・速報を含む）  

１）飼料共通

２）ホエーの飼料利用と変換・処理加工など 

（１）発酵製品（ＳＣＰ，微生物タンパク質）など

（２）サイレージ添加物

（３）処理加工

３）家畜ごとの飼料利用

（１）牛の飼料としての利用 

       ア 哺乳子牛の飼料・栄養生理

       イ 育成牛の飼料

       ウ 成牛の飼料 

ａ乳牛の飼料

ｂ肉牛の飼料

ｃ牛の飼料共通 

（２）羊の飼料としての利用

（３）豚の飼料としての利用  

ア 子豚、スターター

イ 育成豚

ウ 繁殖豚 

（４）鶏の飼料としての利用 

ア 雛の飼料

イ ブロイラーの飼料

ウ 産卵鶏の飼料 
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１．総説・成果情報・解説記事等 

１）飼料共通 
飼料全般に共通する成分、利用法などについて４題みられた。 

 

①和文標題：動物の栄養へのホエーの利用 新しい考慮 

原文標題：L'utilisation du lactose´rum dans l'alimentation animale. Conside´rations 

nouvelles. 

著者名：FE´VRIER C, TOULLEC R (I.N.R.A., France) 

資料名：Tech Lait

巻号ページ(発行年月日 )：No.952, Page.47-56 (1981.03)  

 

②和文標題：ホエー,その利用について 

著者名：高橋セツ子 (藤女大) 

資料名：酪農ジャーナル

巻号ページ(発行年月日 )：Vol.57, No.12, Page.32-34 (2004.12.01)  

 

③和文標題：家畜の栄養としてのホエー 濃縮物の利用 

原文標題：Lactoserum en alimentation animale. Utilisation sous forme concentre´e. 

著 者 名 ：DE LA GE´RAUDIE｀RE M (Direction des Industries Agro-Alimentaires, 

France) 

資料名：Rev Aliment Anim

巻号ページ(発行年月日 )：No.377, Page.19-23 (1984.06) 

④和文標題：畜産における利用のためのカードホエーの生物学的富化 

原文標題：Биологическое обогащение творожной

сыворотки для использования в животново

дстве. 

著者名：ШИЛОВСКАЯ Т Е 

資料名：Molochn Prom-st' 

巻号ページ(発行年月日 )：No.2, Page.24-26 (1981.02)  

２）各家畜について 
牛、鶏の飼料としてのホエー利用についての総説等は見当たらず、豚について

３題みられた。養豚用飼料として、子豚用スターターおよび育成豚用飼料への配
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合について文献レビュー、成果情報が採録され、肥育豚生産への利用が紹介され

ている。 

 

①和文標題：「十勝ホエー豚」のブランド化 

著者名：山岸真 (大樹町地場産品研セ), 文秀喜 (帯広畜産大) 

資料名：北海道養豚研究会報 

巻号ページ(発行年月日 )：Vol.36, No.1, Page.11-13 (2004.06.23) 

 

②和文標題：機能性畜産物の現状と課題 ホエー給与によるこだわりの豚肉生産-

産業間連携で"十勝型食文化形成"を目指す- 

著者名：山岸真 (十勝ホエー豚研究会) 

資料名：畜産コンサルタント 

巻号ページ(発行年月日 )：Vol.41, No.8, Page.40-44 (2005.08.01) 

③和文標題：1997 年養豚界よろず談義 イタリア・パルマハムとホエーによる豚の飼

養 

英文標題：1997 various talks on hog raising industry.Italy, "parumahamu" and feeding 

of pig with whey. 

著者名：青木隆夫 (埼牧心友会 事務局) 

資料名：月刊養豚界  

巻号ページ(発行年月日 )：Vol.32, No.13, Page.40-43 (1997.12) 

 

３）製造・加工処理関連

  工場廃水を処理して飼料添加物を製造する装置についての紹介が１題みられた。

 

①和文標題：乳業工場の廃水管理と数種の乳業工場廃水の家畜飼料強化剤及

び飼料添加物への変換 

英 文 標 題 ： Dairy Wastewater Management and the Conversion of Select Dairy 

Wastewater Streams into Animal Feed Supplements/Additives. 

著者名：PROUTY J L (Provista Inc., CA) 

資料名：AIChE Symp Ser (Am Inst Chem Eng)  

巻号ページ(発行年月日 )：Vol.90, No.300, Page.88-94 (1994) 
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２．原著論文（短報・速報を含む） 

 70 題ほど検索できた。論文掲載誌の発行国は米国が圧倒的に多いが、日本（12）、

ドイツ英国およびソ連（各５）、カナダ、オランダ（各４）のほかイタリア（１）も

みられる。

１）飼料共通 
飼料添加物としての利用に関するものが数題みられたが、いわゆる“機能性”

について検討した課題は検索できなかった。 

２）ホエーの飼料利用と変換・処理加工など 
  ホエーから微生物タンパク質（ＳＣＰ）を製造して利用する技術、サイレージ

添加物としての利用、ホエーを乾燥などして利用するための製造・加工法などに

ついて 22 題検索された。 

（１）発酵製品（ＳＣＰ，微生物タンパク質）など。 
ホエーを酵母、バクテリア、カビなどにより発酵させて単細胞生物体（Ｓｉｎｇ

ｌｅ Ｃｅｌｌ Ｐｒｏｔｅｉｎ）を作り飼料用タンパク質として利用する技術を検討した報

告が７題検索された。 

 

①和文標題：粗たんぱく質に富んだ反すう類の飼料添加物を生産するためのホエ

ーからの乳酸連続発酵 

英文標題：Continous lactic acid fermentation of whey to produce a ruminant feed 

supplement high in crude protein. 

著者名：KELLER A K, GERHARDT P 

資料名：Biotechnol Bioeng  

巻号ページ(発行年月日 )：Vol.17, No.7, Page.997-1018 (1975) 

②和文標題：チーズホエーより高たんぱく質飼料添加物の製造 

英文標題：Production of protein-rich animal feed supplement from cheese whey. 

著者名：BARRAQUIO V L, SILVERIO L G, REVILLEZA R P, FERNANDEZ W L (Univ. 

Philippines at Los Banos) 

資料名：Milchwissenschaft 

巻号ページ(発行年月日 )：Vol.36, No.4, Page.209-211 (1981.04) 

③和文標題：チーズホエーを加えたフィードロット排水ろ液から,窒素に富む反すう

76



動物用飼料添加物を生産するための最適バッチ発酵法 

英文標題：Optimized batch fermentation of cheese whey-supplemented feedlot waste 

filtrate to produce a nitrogen-rich feed supplement for ruminants. 

著者名：ERDMAN M D, REDDY C A (Michigan State Univ.) 

資料名：Appl Environ Microbiol 

巻号ページ(発行年月日 )：Vol.51, No.3, Page.498-503 (1986.03) 

④和文標題：酵母系バイオマスを用いるミルクホエーのエンリッチメント 

原文標題：Обогащение молочной сыворотки дрож

жевой биомассой. 

著者名：ГУДЗЬ С П, КУЗНЕЦОВА Р А, ГИРНА О В 

資料名：Molochn Myasn Prom 

巻号ページ(発行年月日 )：No.1, Page.46-47 (1988.01) 

⑤和文標題：乳業工場の副産物の家畜飼料としての利用 ホエー及び限外ろ過ろ

液よりの乳酸アンモニウムの生産 

原文標題：Utilizzo di sottoprodotti del caseificio in alimentazione animale: Produzione 

di ammonio lattato da siero e permeato di ultrafiltrazione. 

著者名：MUCCHETTI G (Inst. Sperimentale Lattiero Caseario, Milano, ITA) 

資料名：Latte 

巻号ページ(発行年月日 )：Vol.13, No.5, Page.433-438 (1988.05) 

⑥和文標題：チーズホエーを補充したニワトリ・ブタ・ウシ排せつ物ろ液のバッチ発

酵 

英文標題：Batch fermentation of cheese-whey supplemented poultry, swine and cattle 

waste filtrates. 

著者名：ERDMAN M D, REDDY C A (Michigan State Univ., MI, USA) 

資料名：Biol Wastes 

巻号ページ(発行年月日 )：Vol.22, No.1, Page.23-37 (1987) 

⑦和文標題：こはく酸ベース動物飼料添加物生産のための Anaerobiospirillum 

succiniciproducens によるホエー発酵 

英文標題：Whey Fermentation by Anaerobiospirillum succiniciproducens for 

Production of a Succinate-Based Animal Feed Additive. 

著者名：SAMUELOV N S, ZEIKUS J G (Michigan State Univ., Michigan), DATTA R, 

JAIN M K (MBI International, Michigan) 

資料名：Appl Environ Microbiol  
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巻号ページ(発行年月日 )：Vol.65, No.5, Page.2260-2263 (1999.05) 

 

（２）サイレージ添加物 
ホエーには飼料作物や他の飼料原料ををサイレージとして利用する場合に有

効な成分が含まれており、ホエーを添加物として利用する技術を検討した報告

が９題検索された。

ホエー製品を添加するサイレージ原料としては、トウモロコシ、アルファル

ファ、農産副産物があり、国内の稲発酵粗飼料への添加も３題検索された。い

ずれも、出来上がったサイレージの化学組成、栄養価、飼養成績などを改善す

るとしている。 

 

①和文標題：添加乾燥ホエーまたはホエー製品を含む尿素処理とうもろこしサイレ

ージの化学組成 

英文標題：Chemical composition of urea-treated corn silage containing added dried 

whey or whey products. 

著者名：SCHINGOETHE D J, BEARDSLEY G L, MULLER L D 

資料名：J Dairy Sci 

巻号ページ(発行年月日 )：Vol.57, No.12, Page.1511-1515 (1974) 

②和文標題：尿素および乾燥ホエー含有とうもろこしサイレージの飼養価値 

英文標題：Feeding value of corn silage containing added urea and dried whey. 

著者名：SCHINGOETHE D J, BEARDSLEY G L 

資料名：J Dairy Sci 

巻号ページ(発行年月日 )：Vol.58, No.2, Page.196-201 (1975) 

③和文標題：乾燥ホエーの添加がコーンサイレージの発酵品質 ,めん羊の採食性

およびルーメン内の分解性に及ぼす影響 

英文標題：The effects of the addition of dry whey powder on the fermentation quality of 

corn silage, its intake by sheep, and its degradation in the rumen of sheep 

著者名：柴山草太 (酪農学園大 酪農), 泉賢一, 森本健太, 野英二, 名久井忠 (酪

農学園大 農場) 

資料名：酪農学園大学紀要 自然科学編 

巻号ページ(発行年月日 )：Vol.30, No.1, Page.121-126 (2005.10.20) 

④和文標題：ホエー処理アルファルファヘイレージの評価 

英文標題：Evaluation of whey-treated alfalfa haylage. 

著者名：DASH S K, VOELKER H H, SCHINGOETHE D J, MULLER L D  
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資料名：J Dairy Sci 

巻号ページ(発行年月日 )：Vol.57, No.4, Page.434-438 (1974) 

⑤和文標題：アルカリ性適応乳酸菌によるアンモニア処理わらおよびホエー組合せ

物のサイレージ 

英文標題：Ensilage of ammonia-treated straw in combination with whey by means of 

alkaline-adapted lactic acid bacteria. 

著者名：SUHAIMI M, BRUYNEEL B, VERSTRAETE W (State Univ. Ghent, Ghent, 

BEL) 

資料名：J Appl Bacteriol 

巻号ページ(発行年月日 )：Vol.63, No.2, Page.125-132 (1987.08) 

⑥和文標題：液状ホエーで再水和後サイロに入れたセルロース性作物廃棄物 

英文標題：Cellulosic crop wastes ensiled after rehydration with fluid whey. 

著者名：ROOKE J C (Pepsico, Inc., TX), STULL J W, WHITING F M, BROWN W H 

(Univ. Arizona) 

資料名：J Dairy Sci 

巻号ページ(発行年月日 )：Vol.66, No.10, Page.2142-2148 (1983.10)  

 

⑦和文標題：飼料用イネの添加物によるサイレージ発酵品質改善試験 

著者名：近藤正治, 福井弘之 (徳島県農林水産総技セ 畜産研) 

資料名：徳島県立農林水産総合技術センター畜産研究所研究報告 

巻号ページ(発行年月日 )：No.1, Page.116-118 (2001.12) 

⑧和文標題：飼料イネサイレージの発酵品質向上現地実証試験 

著者名：福井弘之, 近藤正治 (徳島県農林水産総合技術セ 畜産研) 

資料名：徳島県立農林水産総合技術センター畜産研究所研究報告 

巻号ページ(発行年月日 )：No.2, Page.92-94 (2002.12) 

⑨和文標題：初乳発酵乳清 ,乳酸菌及びブドウ糖添加が飼料イネサイレージ発酵

品質に及ぼす影響 

著者名：福井弘之, 井内民師 (徳島県農林水産総技セ) 

資料名：徳島県立農林水産総合技術センター畜産研究所研究報告 

巻号ページ(発行年月日 )：No.3, Page.126-129 (2003.12) 

 

（３）処理加工 
1980 年代に旧ソ連邦からホエーを発酵、濃縮して飼料や燃料用エタノール製
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造する技術が報告されている。そのほか国内から、ホエーのオリゴ等への変換

などについての報告が６題検索された。 

 

①和文標題：農場スケールのプラントにおけるトウモロコシならびにトウモロコシ-ホエ

ー混合物からの燃料エタノールと高たんぱく質飼料の生産 

英文標題：Fuel ethanol and high protein feed from corn and corn-whey mixtures in a 

farm-scale plant. 

著者名：GIBBONS W R, WESTBY C A (South Dakota State Univ.) 

資料名：Biotechnol Bioeng 

巻号ページ(発行年月日 )：Vol.25, No.9, Page.2127-2148 (1983.09)   

 

②和文標題：ホエーの飼料用濃縮物 

原文標題：Сывороточные кормовые концентраты. 

著者名：НЕСТЕРЕНКО П Г, БЕССАЛОВА Н Г 

資料名：Molochn Prom-st' 

巻号ページ(発行年月日 )：No.9, Page.16-17 (1984.09) 

③和文標題：濃厚飼料「クソナ」の製造 

原文標題：Производство кормового концентрата

"Ксона". 

著者名：ЕРЕСЬКО Г А, ЯВОРСКИЙ М И, ПЛИСКО Е Г 

資料名：Molochn Prom-st'

巻号ページ(発行年月日 )：No.6, Page.28-29 (1985.06) 

④和文標題：新製品の製造技術  

原文標題：Технология производства нового про

дукта. 

著者名：ГРИЦЕНКО Т Т, ОКСАМИТНЫЙ Н К 

資料名：Molochn Myasn Prom 

巻号ページ(発行年月日 )：No.4, Page.38-40 (1988.07) 

⑤和文標題：ガラクトオリゴ糖含有ホエー粉の調製 

英文標題：Production of whey powder containing oligosaccharides. 

著者名：柳平修一, 小林智子, 相良康重 (雪印乳業  技研), 工藤武雄 (雪印乳業  札

幌研) 

資料名：雪印乳業研究所報告 

巻号ページ(発行年月日 )：No.92, Page.99,101-106 (1990.10)  
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⑥和文標題：ホルマリン処理したホエーを与えた乳牛と仔牛の乳や血液 ,組織中の

ホルムアルデヒド量 

英文標題：Levels of formaldehyde in milk, blood, and tissues of dairy cows and calves 

consuming formalin-treated whey. 

著者名：BUCKLEY K E, FISHER L J, MACKAY V G (Agriculture Canada, British 

Columbia, CAN) 

資料名：J Agric Food Chem  

巻号ページ(発行年月日 )：Vol.36, No.6, Page.1146-1150 (1988.11)  

３）家畜ごとの飼料利用

（１）牛の飼料としての利用 
ホエーや関連製品の飼養試験成績、栄養生理について報告されているものが、

哺乳子牛の飼料（スターター）、育成牛の飼料、成牛の飼料全体などについて

25 題検索された。 

ア 哺乳子牛の飼料・栄養生理  

ホエー給与による栄養生理への影響、代用乳へのホエー利用、初乳ホエー

の利用などについて５題検索された。 

 

①和文標題：乳清蛋白質濃縮物はほ乳子牛の脂質吸収を高める 

著者名：櫛引史郎, 新宮博行 , とう野英子, 押部明徳 (東北農研), 伊藤文彰, 小松

篤司 (農業技術研究機構 畜産草地研) 

資料名：東北農業研究成果情報 

巻号ページ(発行年月日 )：No.19, Page.252-253 (2005.07) 

②和文標題：初乳ホエー濃縮物の補添は新生子ウシの血清における補体活性を

増加させる 

英文標題：Colostral whey concentrate supplement increases complement activity in 

the sera of neonatal calves. 

著者名：ROKKA S, KORHONEN H, MARNILA P (Agricultural Res. Centre of Finland, 

Jokioinen, FIN), NOUSIAINEN J (Valio Ltd., Helsinki, FIN) 

資料名：J Dairy Res 

巻号ページ(発行年月日 )：Vol.68, No.3, Page.357-367 (2001.08) 

③和文標題：乳清から作った初乳代替製品が仔ウシの免疫グロブリン G 吸収に及

ぼす影響 

英 文 標 題 ： Effects of a Colostrum Replacement Product Derived from Serum on 
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Immunoglobulin G Absorption by Calves. 

著者名：QUIGLEY J D III, FIKE D L, EGERTON M N, DREWRY J J (Univ. Tennessee, 

Knoxville), ARTHINGTON J D (American Protein Corp., IA) 

資料名：J Dairy Sci  

巻号ページ(発行年月日 )：Vol.81, No.7, Page.1936-1939 (1998.07)  

④和文標題：子牛の乳代替物での酸沈殿カゼインのレンネット凝固に対する影響 

英文標題：Effect of acid-precipitated casein in calf milk replacer on rennet clot. 

著者名：JENKINS K J (Research Branch, Agriculture Canada) 

資料名：J Dairy Sci  

巻号ページ(発行年月日 )：Vol.65, No.8, Page.1652-1654 (1982.08) 

⑤和文標題：代用乳の安定性と保存性の改良のための方法と冷飲用飼料として子

牛の飼育への利用可能性 

原文標題：Verfahren zur Verbesserung der Stabilitaet und Haltbarkeit von fluessiger 

Futtermilch und deren Einsatzmoeglichkeiten in der Kaelberaufzucht einschliesslich 

des Kalttraenkeverfahrens. 

著者名：DREWS M, KAUFMANN M, LUEPPING W, VOSS E 

資料名：Kiel Milchwirtsch Forschungsber   

 

イ 育成牛の飼料 

育成牛の飼料として乾燥したホエー、ホエーサイレージを利用した報告が

４題検索された。 

 

①和文標題：第一胃分解性炭水化物および蛋白質量の異なる餌に対する子牛の

反応 

英 文 標 題 ： Response of Calves to Diets That Varied in Amounts of Ruminally 

Degradable Carbohydrate and Protein. 

著者名：MAIGA H A, SCHINGOETHE D J, LUDENS F C, TUCKER W L, CASPER D P 

(South Dakota State Univ., Brookings) 

資料名：J Dairy Sci 

巻号ページ(発行年月日 )：Vol.77, No.1, Page.278-283 (1994.01) 

②和文標題：早期および後期離乳子ウシの離乳食に乾燥ホエーの添加効果  

英文標題：Effect of adding dried whey to starter diet of early and late weaned calves. 

著者名：DEPETERS E J, STONE J L (Univ. California), FISHER L J (Research Branch 

Agriculture Canada)  
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資料名：J Dairy Sci 

巻号ページ(発行年月日 )：Vol.69, No.1, Page.181-186 (1986.01)  

 

③和文標題：第一胃分解蛋白質の源としてのホエー II 育成反すう動物用として 

英文標題：Whey as a source of rumen-degradable protein. II For growing ruminants. 

著者名：STOCK R, KLOPFENSTEIN T, BRINK D (Univ. Nebraska, NB, USA) 

資料名：J Anim Sci 

巻号ページ(発行年月日 )：Vol.63, No.5, Page.1574-1580 (1986.11)  

④和文標題：ウシの消化性および成長に及ぼすホエーと一緒にサイロ貯蔵した麦

かんおよびコムギふすまの影響 

英 文 標 題 ： Effects of feeding wheat straw and middlings ensiled with whey on 

digestibility and growth of cattle 

著者名：ZOBELL D. R., OLSON K. C., WIEDMEIER R. D., STONECIPHER C. (Utah 

State Univ., UT, USA), OKINE E. K. (Univ. Alberta, Alberta, CAN), 

GOONEWARDENE L. A. (Alberta Agriculture, Alberta, CAN) 

資料名：Can J Anim Sci 

巻号ページ(発行年月日 )：Vol.85, No.1, Page.69-74 (2005.03) 

 

ウ 成牛の飼料 

成牛に対するホエー給与について乳牛、肉牛、共通問題で 16 題検索した。 

ａ乳牛の飼料 

乳牛に対するホエー給与の飼養試験成績を、４題検索した。その中には高

泌乳牛に対する液体ホエー給与試験成績も含まれている。 

 

①和文標題：炭水化物の分解性と脂肪の量を第 1 胃内で変動する飼料に対する

泌乳雌牛の反応 

英文標題：Response of early lactation cows to diets that vary in ruminal degradability 

of carbohydrates and amount of fat. 

著者名：CASPER D P, SCHINGOETHE D J, EISENBEISZ W A (South Dakota State 

Univ., Brookings) 

資料名：J Dairy Sci 

巻号ページ(発行年月日 )：Vol.73, No.2, Page.425-444 (1990.02) 

②和文標題：泌乳牛に対する異なる炭水化物源 ,添加脂肪を含む飼料の評価 

英文標題：Evaluation of Diets Containing Supplemental Fat with Different Sources of 

Carbohydrates for Lactating Dairy Cows.  
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著者名：MAIGA H A, SCHINGOETHE D J, LUDENS F C (South Dakota State Univ., 

Brookings) 

資料名：J Dairy Sci 

巻号ページ(発行年月日 )：Vol.78, No.5, Page.1122-1130 (1995.05) 

③和文標題：乳糖を給餌すると泌乳乳牛中の第一胃に酪酸塩および血しょう中に

β-ヒドロキシ酪酸が増加する 

英 文 標 題 ： Feeding Lactose Increases Ruminal Butyrate and Plasma β

-hydroxybutyrate in Lactating Dairy Cows 

著者名：DEFRAIN J M, HIPPEN A R, KALSCHEUR K F, SCHINGOETHE D J (South 

Dakota State Univ., Brookings) 

資料名：J Dairy Sci  

巻号ページ(発行年月日 )：Vol.87, No.8, Page.2486-2494 (2004.08) 

④和文標題：液体ホエーを給餌した高泌乳牛の能力 

英文標題：Performance of high-yielding dairy cows fed liquid whey. 

著者名：PINCHASOV Y, HASDAI A, GORDIN S, KATZNELSON D, VOLCANI R 

(Agricultural Research Organization, Israel) 

資料名：J Dairy Sci 

巻号ページ(発行年月日 )：Vol.65, No.1, Page.28-36 (1982.01) 

 

ｂ肉牛の飼料 

肥育牛に対するホエーの長期間給与の成績が２題検索され、そのうちの１

題は解体・成分分析・官能検査まで行い、肉質にホエー給与の影響が全くな

いことを報告している。  

 

①和文標題：生育期-仕上げ期去勢牛用限外ろ過ホエー透過産物 

英文標題：Ultrafiltrated whey permeate products for growing-finishing steers. 

著者名：SCHINGOETHE D J, CASPER D P, COSTELLO W J (South Dakota State 

Univ., SD, USA), ROLLINS D G (Animal Health and Nutrition Serv., Inc., MO, USA) 

資料名：Can J Anim Sci 

巻号ページ(発行年月日 )：Vol.68, No.4, Page.1309-1314 (1988.12) 

②和文標題：乳牛の枝肉品質 甘性ホエー給与の影響 

原文標題：Schlachtwert von Kuehen. Auswirkungen von Suessmolkefuetterung. 

著者名：FREUDENREICH P (Bundesanstalt fuer Fleischforschung, FRG) 

資料名：Fleischwirtschaft  
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巻号ページ(発行年月日 )：Vol.64, No.8, Page.958-961 (1984.08) 

 

ｃ牛の飼料共通 

ホエーを牛の飼料として利用する際の共通的な問題について、ルーメン内

性状から多給の影響、給餌頻度の影響などについての飼養試験成績の報告を

10 題検索した。 

 

①和文標題：第一胃分解蛋白質の源としてのホエー I 微生物蛋白質生産におけ

る影響 

英文標題：Whey as a source of rumen-degradable protein. I Effects on microbial 

protein production. 

著者名：STOCK R, KLOPFENSTEIN T, BRINK D, BRITTON R (Univ. Nebraska, NB, 

USA), HARMON D (Kansas State Univ., KS, USA) 

資料名：J Anim Sci  

巻号ページ(発行年月日 )：Vol.63, No.5, Page.1561-1573 (1986.11) 

②和文標題：乾燥全ホエー給餌ウシのルーメン内の微生物たんぱく質合成 

英文標題：Microbial protein synthesis in rumens of cows fed dried whole whey. 

著者名：WINDSCHITL P M, SCHINGOETHE D J (South Dakota State Univ.) 

資料名：J Dairy Sci  

巻号ページ(発行年月日 )：Vol.67, No.12, Page.3061-3068 (1984.12) 

③和文標題：乾燥全ホエー含量の多い飼料を給じした去勢ウシの反すう胃内揮発

性脂肪酸および pH に対するプロトゾア除去の影響 

英文標題：Effect of defaunation on ruminal volatile fatty acids and pH of steers fed a 

diet high in dried whole whey. 

著者名：GRUMMER R R, STAPLES C R, DAVIS C L (Univ. Illinois) 

資料名：J Dairy Sci 

巻号ページ(発行年月日 )：Vol.66, No.8, Page.1738-1741 (1983.08) 

④和文標題：乾燥全ホエーを多量給じした去勢ウシのラクターゼ活性 

英文標題：Lactase activity in steers fed large amounts of dried whole whey. 

著者名：KING K J (Michigan State Univ.), SCHINGOETHE D J (South Dakota State 

Univ.) 

資料名：J Dairy Sci  

巻号ページ(発行年月日 )：Vol.66, No.8, Page.1675-1682 (1983.08) 
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⑤和文標題：多量の乾燥ホエーによる乳牛および去勢牛の泌乳および生育 

英文標題：Lactation and growth of dairy cows and steers from large amounts of dried 

whey. 

著者名：SCHINGOETHE D J, SKYBERG E W (South dakota State Univ.) 

資料名：J Dairy Sci 

巻号ページ(発行年月日 )：Vol.64, No.7, Page.1571-1578 (1981.07) 

⑥和文標題：去勢雄ウシ第一胃の諸特性に及ぼす炭水化物源と給飼頻度の影響 

英 文 標 題 ： Effect of source of carbohydrate and frequency of feeding on rumen 

parameters in dairy steers. 

著者名：BRAGG D ST A, MURPHY M R, DAVIS C L (Univ. Illinois) 

資料名：J Dairy Sci 

巻号ページ(発行年月日 )：Vol.69, No.2, Page.392-402 (1986.02) 

⑦和文標題：ホエーとトウモロコシの比率が異なる牛用飼料の第一胃内発酵の特

性と消化率 

英 文 標 題 ： Rumen frementation characteristics and digestibility of cattle diets 

containing different whey:maize ratios. 

著 者 名 ：SUSMEL P, SPANGHERO M, MILLS C R, STEFANON B (Udine Univ., 

Pagnacco(UD), ITA) 

資料名：Anim Feed Sci Technol 

巻号ページ(発行年月日 )：Vol.53, No.1, Page.81-89 (1995.05) 

⑧和文標題：バーミューダグラス乾草を主体に飼養してホエイを補助飼料として与

えたウシの消化 ,採食量および体重増加量 

英 文 標 題 ： Digestion, Feed Intake, and Live Weight Gain by Cattle Consuming 

Bermudagrass Hay Supplemented with Whey. 

著者名：GALLOWAY D L SR, GOETSCH A L, SUN W, FORSTER L A JR, MURPHY G 

E, GRANT E W, JOHNSON Z B (Univ. Arkansas, Fayetteville) 

資料名：J Anim Sci 

巻号ページ(発行年月日 )：Vol.70, No.8, Page.2533-2541 (1992.08) 

⑨和文標題：放牧牛の補給栄養としてのホエー製品  

英文標題：Whey product investigated as range cattle supplement. 

著者名：BERTELSEN A 

資料名：Feedstuffs 

巻号ページ(発行年月日 )：Vol.53, No.14, Page.12-13 (1981.04.06)  
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⑩和文標題：乳酸アンモニウム 飼料原料 ,貯蔵飼料 

英文標題：Ammonium lactate - Feedstuff and feedstock. 

著者名：MARRIOTT T A (Calor Agriculture Research Inc., UK) 

資料名：J Soc Dairy Technol 

巻号ページ(発行年月日 )：Vol.38, No.4, Page.109-116 (1985.10)  

 

（２）羊の飼料としての利用 
ホエーを羊の飼料として利用する技術についての報告を２題検索した。 

 

①和文標題：ヒツジの摂食量 ,消化性 ,ルーメン発酵 ,酸-塩基平衡に及ぼす発酵ア

ンモニア化濃縮ホエーパーミエート給餌の影響 

英文標題：Effect of feeding fermented, ammoniated, condensed whey permeate on 

intake, digestibility, rumen fermentation, and acid-base balance in sheep. 

著者名：BOUKILA B, SEOANE J R, GOULET J, BERNIER J F (Univ. Laval, Que´bec, 

CAN), PETIT H V (Ferme Expe ´ rimentale sur le mouton, Agriculture et 

Agro-Alimentaire Canada, Que´bec, CAN) 

資料名：Can J Anim Sci  

巻号ページ(発行年月日 )：Vol.75, No.1, Page.135-143 (1995.03)  

②和文標題：飼料生産における牛乳ホエーの利用 

原文標題：Использование молочной сыворотки в

кормопроизводстве. 

著者名：НЕСТЕРЕНКО П Г, МИХАЙЛОВА Н И, ДАВЫДЯН

Ц А Е, ВОРОШИЛОВА А И 

資料名：Molochn Prom-st' 

巻号ページ(発行年月日 )：No.1, Page.21-23 (1981.01) 

 

（３）豚の飼料としての利用 
子豚、育成豚、繁殖豚について 14 題検索した。肥育豚への給与についての報

告は検索されなかった。 

ア 子豚、スターター 

ホエーを含む子豚用離乳飼料に配合する大麦、添加する塩類などを検討し

た試験の報告が２題検索された。 

 

①和文標題：豚用スタータにおける大麦の評価 

英文標題：An evaluation of barley in starter diets for swine.  
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著者名：GOODBAND R D, HINES R H (Kansas State Univ., KS, USA) 

資料名：J Anim Sci  

巻号ページ(発行年月日 )：Vol.66, No.12, Page.3086-3093 (1988.12)  

②和文標題：乾燥ホエー含有の豚スタータ飼料への塩化ナトリウム,燐酸ナトリウム

あるいは塩酸の添加の影響 

英文標題：Effect of Supplemental Sodium Chloride, Sodium Phosphate, or Hydrochloric 

Acid in Starter Pig Diets Containing Dried Whey. 

著者名：MAHAN D C, NEWTON E A, CERA K R 

資料名：J Anim Sci  

巻号ページ(発行年月日 )：Vol.74, No.6, Page.1217-1222 (1996.06) 

 

イ 育成豚 

離乳後の育成豚飼料に配合するエネルギー源、蛋白源、ミネラル源として

の乾燥ホエー、液状ホエーおよび添加物につい検討した試験成績の報告が 11

題検索された。 

 

①和文標題：幼若豚の栄養消化率における窒素とエネルギー源の影響 

英文標題：Effects of nitrogen and energy source on nutrient digestibility in the young 

pig. 

著者名：OWSLEY W F, ORR D E JR, TRIBBLE L F (Texas Tech Univ., TX, USA) 

資料名：J Anim Sci 

巻号ページ(発行年月日 )：Vol.63, No.2, Page.492-496 (1986.08) 

②和文標題：乾燥ホエー中の蛋白質および(または)炭水化物分画が早期離乳豚

の能力および栄養素消化率に及ぼす影響 

英 文 標 題 ： Effect of protein and(or) carbohydrate fractions of dried whey on 

performance and nutrient digestibility of early weaned pigs. 

著者名：TOKACH M D, NELSSEN J L, ALLEE G L (Kansas State Univ., Manhattan) 

資料名：J Anim Sci 

巻号ページ(発行年月日 )：Vol.67, No.5, Page.1307-1312 (1989.05) 

③和文標題：乾燥ホエーとコーン油が離乳豚成長能力 ,脂肪消化率および窒素利

用に及ぼす影響 

英文標題：Effects of dietary dried whey and corn oil on weanling pig performance, fat 

digestibility and nitrogen utilization. 

著者名：MAHAN D C (Ohio State Univ., OH, USA), CERA K R, REINHART G A  
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資料名：J Anim Sci  

巻号ページ(発行年月日 )：Vol.66, No.6, Page.1438-1445 (1988.06) 

④和文標題：離乳子ブタに給与された発酵ホエー濃厚飼料 

英文標題：Fermented whey protein concentrate fed to weaned piglets. 

著者名：CINQ-MARS D, BRISSON G J (Univ. Laval, Que´bec, CAN), BE´LANGER G 

(Laiterie Etchemin Inc., Que´bec, CAN), LANCHANCE B (Research Station, Canada 

Dep. Agriculture, Que´bec, CAN) 

資料名：Can J Anim Sci 

巻号ページ(発行年月日 )：Vol.66, No.4, Page.1117-1123 (1986.12) 

⑤和文標題：成長期のブタの蛋白質源のアミノ酸およびエネルギー消化性 

英文標題：Amino acid and energy digestibility of protein sources for growing pigs 

著者名：GOTTLOB R. O., DEROUCHEY J. M., TOKACH M. D., GOODBAND R. D., 

DRITZ S. S., NELSSEN J. L., HASTAD C. W. (Kansas State Univ., Manhattan), 

KNABE D. A. (Texas A & M Univ., Coll. Station) 

資料名：J Anim Sci 

巻号ページ(発行年月日 )：Vol.84, No.6, Page.1396-1402 (2006.06) 

⑥和文標題：乾燥ホエーでトウモロコシ・大豆粕配合率を変えさらに L-リジン HCl

を添加して調整した離乳子豚用飼料のリジン水準の効果  

英 文 標 題 ： Effect of Dietary Lysine Levels Formulated by Altering the Ratio of 

Corn:Soybean Meal With or Without Dried Whey and L-LysineHCl in Diets for 

Weanling Pigs. 

著者名：MAHAN D C (Ohio State Univ., Columbus), EASTER R A (Univ. Illinois, 

Urbana), CROMWELL G L (Univ. Kentucky, Lexington), MILLER E R (Michigan State 

Univ., East Lansing), VEUM T L (Univ. Missouri, Columbia) 

資料名：J Anim Sci  

巻号ページ(発行年月日 )：Vol.71, No.7, Page.1848-1852 (1993.07) 

⑦和文標題：リジン給与量を 2 水準とした離乳子豚の発育成績と窒素バランスに対

する乾燥ホエイとその構成成分 ,ラクトアルブミンおよび乳糖の効果  

英文標題：Efficacy of Dried Whey and Its Lactalbumin and Lactose Components at Two 

Dietary Lysine Levels on Postweaning Pig Performance and Nitrogen Balance. 

著者名：MAHAN D C (Ohio State Univ., Columbus) 

資料名：J Anim Sci 

巻号ページ(発行年月日 )：Vol.70, No.7, Page.2182-2187 (1992.07)  

89



⑧和文標題：乾燥乳清補給または無補給のトウモロコシ-大豆粕飼料に L-リジン・

塩酸を異なる水準で添加し給与した離乳時ブタの成長能力 

英文標題：Growth performance of weanling pigs fed corn-soybean meal diets with or 

without dried whey at various L-lysineHCl levels. 

著者名：MAHAN D C (Ohio State Univ., Columbus), LEPINE A J, CHUNG Y K 

資料名：J Anim Sci  

巻号ページ(発行年月日 )：Vol.69, No.5, Page.2026-2032 (1991.05)   

 

⑨和文標題：新鮮な液状スイートホエーを加えた飼料を給与した離乳豚の生産の

評価 

英文標題：An evaluation of the performance of weaner pigs fed diets incorporating 

fresh sweet liquid whey. 

著者名：MASWAURE S M, MANDISODZA K T (Pig Ind. Board Experimental Farm, 

Harare, ZWE) 

資料名：Anim Feed Sci Technol  

巻号ページ(発行年月日 )：Vol.54, No.1/4, Page.193-201 (1995.08)  

⑩和文標題：Aspergillus niger のフィターゼによる処理あるいはホエーによる浸漬が

高フィチン酸オオムギ-菜種粕飼料のミネラルと蛋白質の発育中豚による利用性 

英文標題：A vailability for growing pigs of minerals and protein of a high phytate 

barley-rapeseed meal diet treated with Aspergillus niger phytase or soaked with whey. 

著者名：NAESI J M, HELANDER E H, PARTANEN K H (Univ. Helsinki, Helsinki, FIN) 

資料名：Anim Feed Sci Technol 

巻号ページ(発行年月日 )：Vol.56, No.1/2, Page.83-98 (1995.11)  

⑪和文標題：子豚の実験的ロタウイルス感染症に対する豚血しょうおよび牛乳清の

予防効果  

英文標題：Preventive effect of dry porcine plasma and dry bovine milk whey on porcine 

rotavirus infection in hysterectomy-produced colostrum-deprived piglets. 

著者名：柴田勲, 浜野厚 , 深見直, 矢挽輝武 (全農連  家畜衛研) 

資料名：日本獣医師会雑誌 

巻号ページ(発行年月日 )：Vol.43, No.12, Page.859-863 (1990.12) 

 

ウ 繁殖豚 

繁殖豚についてホエーも含む飼料添加物給与の繁殖成績について検討した

報告が１題検索された。 
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①和文標題：新しい炭水化物及び蛋白質資源が泌乳期間中の経産ブタの能力に

及ぼす影響 

英文標題：Effects of a novel carbohydrate and protein source on sow performance 

during lactation 

著者名：PAYNE R L, LIRETTE R D, BIDNER T D, SOUTHERN L L (Louisiana State 

Univ. Agricultural Center, Baton Rouge) 

資料名：J Anim Sci 

巻号ページ(発行年月日 )：Vol.82, No.8, Page.2392-2396 (2004.08) 

 

（４）鶏の飼料としての利用 
ホエーを雛、ブロイラー、産卵鶏の飼料として利用する技術の報告が７題検

索された。 

ア 雛の飼料 

未同定成長因子源としてホエーを他の動物性飼料などと比較検討した試験

成績の報告を２題検索した。 

 

①和文標題：ひなの飼料選択に対する未同定の成長因子源の影響 

英文標題：Effects of unidentified growth factor sources on feed preference of chicks. 

著者名：CANTOR A H, JOHNSON T H (Univ. Kentucky) 

資料名：Poult Sci 

巻号ページ(発行年月日 )：Vol.62, No.7, Page.1281-1286 (1983.07) 

②和文標題：ブロイラー成長促進物質を供給すると報告されていた飼料成分の再

評価 

英文標題：A reevaluation of feedstuffs formerly reported to supply growth promotants 

for broilers. 

著者名：RYDELL J A, BOND P L JR, MEINECKE C F, STEPHENSON E L (Univ. 

Arkansas, AR, USA) 

資料名：Nutr Rep Int 

巻号ページ(発行年月日 )：Vol.37, No.3, Page.639-643 (1988.03) 

 

イ ブロイラーの飼料 

プロバイオテック効果、ホエー給与の肉質への影響などについての報告を

４題検索した。 

 

①和文標題：出荷週齢ブロイラーに気管内接種したサルモネラ残留に及ぼすホエ
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ー及びプロバイオテック剤を添加した仕上げ飼料の影響 

英 文 標 題 ：Influence of whey and probiotic-supplemented withdrawal feed on the 

retention of Salmonella intubated into market age broilers. 

著者名：BILGILI S F, MORAN E T JR (Auburn Univ., Alabama) 

資料名：Poult Sci 

巻号ページ(発行年月日 )：Vol.69, No.10, Page.1670-1674 (1990.10) 

②和文標題：乳清水給与ブロイラー肉の官能検査 

著者名：金子国雄, 山崎光一, 井上真也, 古川すみ世, 古賀利衣 (三池農高), 農新

介, 長田貞之, 永利嘉浩, 大橋登美男 (オーム乳業 ) 

資料名：西日本畜産学会報 

巻号ページ(発行年月日 )：Vol.44, Page.97-98 (2001.07.07) 

③和文標題：乳清水給与ブロイラー肉の物性 

著者名：金子国雄, 山崎光一, 大橋登美男 (福岡県三池農高校), 農新介, 長田貞之, 

永利嘉浩 (オーム乳業 ), 武田博 (宮崎大 農) 

資料名：西日本畜産学会報  

巻号ページ(発行年月日 )：Vol.43, Page.77-79 (2000.07.07) 

④和文標題：ブロイラー鶏での脚パッドの皮膚炎の生成に対するぬれたひなと飼料

にビオチンまたはホエー添加の影響 

英文標題：Effect of wet litter and supplemental biotin and/or whey on the production 

of foot pad dermatitis in broilers. 

著者名：HARMS R H, DAMRON B L, SIMPSON C F 

資料名：Poult Sci  

巻号ページ(発行年月日 )：Vol.56, No.1, Page.291-296 (1977) 

 

ウ 産卵鶏の飼料 

ホエー給与による鶏卵の品質向上を目指した国内の試験成績の報告を１題

検索した。

 

①和文標題：乳清カルシウム・パプリカ混合飼料の給与が採卵鶏の卵質におよぼす

影響 

英文標題：Effects of feeding of milk serum calcium and paprika mixed feed on egg quality 

of laying hens. 

著者名：藤田雅彦, 吉田智子, 北村克彦 (滋賀県畜産技セ) 

資料名：滋賀県畜産技術センター研究報告  
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巻号ページ(発行年月日 )：No.1, Page.24-27 (1992.12) 
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