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パ ラ グ ア イ で の 肉 牛飼育事情調査

西村

1 .はじめに

ボリビアに JICA長期専門家として滞在していた

聞に 1 週間 (2001 年 3 月 25 日 ~3 月 3 1 日の間)の

パラグアイ肉牛飼育事情調査を行ったことがあり，

その調査結果の概要は現在でもわが国の畜産関係

者に参考になると考えられることから，この誌面に

おいて以下のとおり報告する。

2 パラグアイの肉牛生産事情

(アスンシオン国立大学での聞き取り )

肉牛頭数は約 950万頭であり，人口 500万人に対

比すると国民一人当たり約 2頭の飼育割合となる。

同国ではクリオロ牛(南米の在来温帯牛;南米では

スベイン語発音でクリオリョまたは，クリオジョと

いう。)にゼブー牛(ネローレ種，ブラーマン種な

ど肩峯のある熱帯牛(Bosindicus牛の総称で，南米

ではスペイン語発音でセブーという。)を交配し，

改良してきた。その後更に温帯種(英国品種，ヨー

ロッパ品種)を交配している。

現在，パラグアイの牛にはゼブーの血液が 50%

入っているといえる。飼養している英国品種，ヨー

ロッパ品種はアンガス種，へレフォード種，シャロ

レ一種，キアニナ種，シンメンタール種，フレック

ビ‘ュ一種，ブラワンスイス種，リムーザン種である。

大雑把にパラグアイの飼養肉牛品種を列挙する

と，ネローレ種，ブラーマン種，プランガス種，ブ

ラフォード種， パンパ・チャケーニョ種 (Pampa

Chaqueno:詳細については後述する。)，熱帯向け

改良へレフォード種とアンガス種である。

5~6 年前より牛の色が白くなり過ぎたが(ヨー

ロッパ牛を交配しすぎたの意味)，これらの牛では

脂肪の沈着が低いので輸出には適さない。

パラグアイ産牛肉の海外輸出市場は l位チリ， 2 

位ブラジル， 3位ヨーロッパで、ある。チリ市場では

2歳牛で生体 480kg，尻の外脂肪厚が 2mmのものが

要求されている。ゼブー×ヨーロッパ牛で、は 480kg

e元農水省技官(HiroshiNishim町 a)

博本

にするのは簡単で5あるが，この脂肪厚を付けるのに

550kg (30カ月齢)にする必要がある。ブラジルの

肉質の条件は，以前，年齢に関係なく早期去勢牛で

600kg (枝肉 300~330kg) で、あったが，最近買い上

げ条件が「柔らかい肉Jになったため，これに合致

するよう 480kg仕上げになりつつある。しかし，今

のところ，脂肪厚については要求してきていない。

去勢は離乳 (7~8 カ月齢)後の草の良い翌年春

(l2~15 カ月齢)に行っているが，最近では生まれ

て直ぐに去勢(剃刀で切り取り ，止血はしない。)

する新しい方法も普及しつつある。この方法では，

去勢の牛への影響が少なく頭当たり 2ドソレ高く

販売できる。除角はしていないが，アンガス種を多

く交配しているので，無角が多くなっている。

温帯牛で最も多く使用されているのは，アンガス

種，へレフォード種であるが，これらの牛は暑熱に

弱い。体躯の大きい種雄牛では毛が長いとダニも付

くので牧牛で使用できない。ここで繁殖された温帯

種雄牛でも 2~3 年自然交配に使うと駄目(精液性

状が)になる。 l回使用で駄目になる種雄牛もいる。

チャコ地方でへレフォード種を在来化したパン

パ ・チャケーニョ種が今どんどん使用されてきてい

る。本種をゼブーに交配すると良い牛が出来る。純

粋のパンパ ・チャケーニョ種が少なくなってきたの

でイ 10年前より雄牛の直接検定を開始している。南

部地域では肉牛が 24 カ月齢で 65~70%で受胎して

いるのに対し，ネローレ種，ブラーマン種では 10~

12%しか受胎できない(ボリビアの成績と対比する

と，ここのネローレ種の成績は極めて低いものであ

る。)。パンパ ・チャケーニョ種にもへレフォード

種同様ピンクアイ，アイ ・キャンサー， ~止間腐測が

発生するが，普通のへレフォード種よりそれらの発

生率は低い。豪州のジョン・フリッシュ博士(筆者

の豪州|での 2年間の留学時代の指導研究者)による

と，温帯牛の熱帯適応性の育種が世界の 2カ所で行

われたが，それらは豪州連邦科学産業庁熱帯牛研究

所とパラグアイ国チャコ地方であると言っていた。
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なお，チャコ地方は首都アスンションの西方に位置

し，降雨量が少なく乾燥しており ，作物が余り生育

せず， 主に牛の放牧に使用されている。

パンパ ・チャケーニョ種の普及のため，同品種登

録協会の設立のほか，同種普及促進雑誌とカレン

ダーが発行されている。ただし，この牛は品種とし

てウルグアイ牛飼育協会に未だ認められていない。

肉牛の雄牛の直接検定はパンパ・チャケーニョ種

とネローレ種(昨年は口蹄疫の発生のため中止)が

ポソコロラドとパレリートでそれぞれ行われてい

る。検定に入る頭数は90~150頭位である。パレリー

トでのネローレ種検定受験牛は同品種登録協会の

協力の下で，全国より選定されたものであり，検定

事業は農牧省の2名とブリーダーから構成される委

員会によって運営されている。検定牛は検定期間中

毎月体重測定され，それらの飼育管理は放牧主体で，

濃厚飼料は草の少ない冬季に l頭当たり日量 600g

与える。予備期間は 1カ月，本検定期間は 10カ月

であり，検定牛は l群 25頭で放牧管理される。検

定牛は検定終了時には 300kg台であるが，その後競

り販売までの間に濃厚飼料を給与され 500kgにま

で増体される。牛所有者は売れた後に検定の手数料

を支払うが，検定事業はこの手数料で運営されてい

る。開始時，終了時は触診で生殖器検査が，また，

販売時には電気射精で精液検査が行われる。合格牛

は登録協会によって登録審査される。

パラグアイでの肉牛繁殖は自然交配の方が多く，

人工授精の普及は進んでいない。数値で示すと，繁

殖(肉牛)の約 15%が人工授精でなされている。牛

の販売価格が上昇すると人工授精率は上がるとの

ことである。液体窒素の価格は kg当たり 2.5ド、ル

である。 コマーシャル牛生産向けの自然交配は 3~4

カ月間行われ，複数の雄牛が雌牛の 4~5%の割合で

入れられる。純粋繁殖(ネローレ種，ブラーマン種)

では 1雄当たり 40頭の繁殖サイズである。ネロー

レ種の登録料が高いほか，種雄牛も売れなくなって

きているので，最近登録牛の数がどんどん減ってき

ているとのことである。また，ネローレ種のブリー

ダーが少なくなってきているので，競り売りされる

ネローレ種雄牛も減ってきている。

最近，プランガス種などの合成品種が高い値段で

売れるので，アルゼンチン，米国から輸入したアン

ガス種，へレフォード種の精液で F1を作り，それ

に更にアルゼ、ンチン，米国からの輸入精液(アンガ

ス種等)を使うので，体躯が大きくなり，被毛も長

くなるので(耐暑性が低下するという意味)，自然

繁殖に使用できなくなる。耐暑性を持つセネポール

種(温帯牛)は被毛が短く， 2~3 年前よりパラグア

イに普及し始めてきている。ただし，本種はアナプ

ラズマ病への抵抗性が弱い。

パラグアイの会社は，アルゼンチンのブリーダー

(アンガス種，プランガス種の)，米国のブリーダー

(ネローレ種の)，ブラ ジルの大規模肉牛農家，パッ

カー(食肉加工会社)との合弁事業で，セネポール

種(アマゾン川そばのロンドリーアにある NOVA

VIDA社に委託して受精卵移植で増殖)，ホ ットラ

ンダ一種 (Hotlander: 1/4セネポール種x1/4レッ

ド・アンガス種X5/16シンメンタール種X3/16ブ

ラーマン種の血液構成を持つ合成品種)，アンガス

種，プランガス種，ネローレ種の交雑から 500万頭

規模の肉牛生産をブラジルで、行い，それらをスー

ノfーマーケットまで供給する大事業を計画してい

るとのことで、あった。また，この事業への技術アド

バイザーは最近CSIRO(Commonwealth Scientific and 

Industrial Research Organization) を定年退職した前

述のジョン ・フリッ、ンュ博士であると述べていた。

次に，年降雨量が 1，500~1 ， 800mmのパラグアイ

で主に栽培されている牧草はブリザンタ，タンザニ

ア，デクンベンスであるが，デクンペンスがよく維

持されている。チャコ地方は乾季に雨がなく，草地

の色が褐色に変化す.る。同地方では豆科牧草として

は飼料木のルキーナが使用されている。

3. ビデオ写真による

牛競り売りの見学

アスンシオン市内の常設牛共進会場の室内施設

で 56ロット (1ロ ット 50頭規模の子雌牛，子雄牛，

育成雌牛，育成雄牛)がビデオ写真による競り販売

が行われたが， 1 ロ ット当たり 3~4 分と短時間に競

り落とされた。競り会場に入る入場料は 16，000ガ

ラニー(約 533.3円)であり， 10人掛け円卓で 45

卓と立ち見の人で 500人位が来ていた。競り売りに

参加する入場者にはウイスキー，ビーノレ，ソフトド

リンク等のアルコール，飲料水とスナック(網焼き

ソーセージ，牛肉，ジャガイモ)が無料でサービス

されていた。競り売り用の牛を写し出すスクリーン
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には競り売りされる牛群と牧場の名前とその位置

が写し出され，競りが始まる。別の人を介して牧場

主自身も自分の牛を買うことができる。

子雌牛ではネローレ牛が 365，000 (約 12，167 

円)~420， 000ガラニー(約 14，000円)，リムーザ

ン種×ネローレ種交雑牛が 460，000 (1 5 ， 333 円)~

520，000ガラニー(17，333円)，子雄牛ではネロー

レ牛が 480，000(16，000円) ~520， 000ガラニー

(17，333円)，ブランガス種×ネローレ種交雑牛が

440，000ガラニー(14，667円)，シンメンタール種

×ネローレ種交雑牛が 620，000ガラニー (20，667

円)，ブラーマン種×プランガス種交雑牛が 505，000

ガラニー(16，833円)，リムーザン種×ネローレ種

交雑牛が 515，000(17，167円) ~605 ， 000ガラニー

(20， 167円)，パンパチャケーノ種×ゼブー交雑牛

が420，000ガラニー(14，000円)で、あった。ネロー

レ種純粋より温帯牛との交雑牛の方が高く売られ

ており，熱帯でより優れた生産性を示すゼブー牛×

温帯牛間交雑牛が正しく認識されていた。

写真 l ビデオ写真による牛競り売り風景

4. パンパ・チャケーニョ種の

ブリーダー(首都アスンションより

290kmの地 PozoColoradoにある)

この牧場の土地面積は 5，400haで， 3，000頭の牛

が飼育されている。 内訳は 300~400 頭の繁殖牛の

他， 2， 400~2， 500頭の肥育牛(牧場主は自分の兄の

牧場から素牛の供給を受け， 24カ月齢で 420kgに仕

上げている。)と， 200頭の検定牛である。牧場主

の兄は別の地域で 27，000ha土地を持って，パンパ ・

チャケーニョ種の増殖育種と肥育をしている。

パンパ ・チャケーニョ種はへレフォード種そのも

のの外貌特徴を持っており，濃い赤褐色の毛色，大

きな白顔で，体型は背は低く ，体の深み・幅があり，

胴長で，中型サイズの牛である。毛は短く毛艶が良

く，優れた熱帯適応性を持っている。毛が長い牛は

呼吸が荒く，肉付が悪い。牛には有角と無角がし、る。

雌牛は 14カ月齢より種付けされる。1群当たり雌牛

25~40 頭の 3 カ月間の自然交配で 85%の受胎率(熔

印率は 95%) である。 ロマプラタでは 90~95%の

受胎率を示しているとのことである。 子牛は 7~8

カ月齢で離乳し，雄子牛は座滅法での去勢をしてい

る。

この地域にはダ、ニが生息しているが，牧草の草丈

を低くしているので，ダーニが牛に付かないとのこと

である。

若雄牛の直接検定は 13カ月齢で開始し， 10カ月

間行う。成績 1位の牛は 2.5歳で体重 650kgで、あっ

た。検定は 30頭 l群で 3群行っている。体重は 28

日間隔で測定するとともに，皐丸は左右とも長さ，

幅，弾力性，皮膚の厚さ(厚い，薄い，鍛があるに

ついて)，毛の有無が調査される。皮膚が厚く，織

があり，毛があると精液の性状が悪くなるとのこと

であった。種雄牛は草のみで 840kgまで増体してい

る。

この牧場でのパンパチャケーノ種作出の歴史を

ごく簡単に述べると以下のとおりである。

牧場主の父がアノレゼンチンよりへレフォード種

の種雄牛を買い，これをこの地のクルオロに交配し

て生産された子孫牛に熱帯適応性に関する選抜淘

汰を通じて改良を 30年間行い，その後現在の牧場

主が 10年間改良を継続し，合計 40年間のパンパ

チャケーノ種の育種をしている。離乳時では被毛は

長いが， 20カ月齢でその被毛が短くなるか長くなる

かが決まる。

パンゴラグラス(砂質土壌，やせた土壌に強く ，

年 3~4 回刈れる。 )を入れているが，再生が早く ，

雑草を抑制してくれる。この牧場での使用イネ科牧

草はヒューミディコーラ，セタリア， パンゴラグラ

ス，コロニアルグラス，スターグラス，パーミュー

ダグラスである。晴好性はパンゴラ >シグ、ナル>

ヒューミディコーラである。乾季には草がなくなる

ので，糖蜜 ・尿素を補足給与する。

タンゴラグラス(タンネノレ×アンゴラ)はパンゴ
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ラグラスより葉が広く，生育が早く，草丈が高く，

牛が良く食べる。ボリビアの CIABO (ボリビア国

立人工授精所)，ペニー県に生育している。パンゴ

ラグラスは年中滞水する地域では駄目になるし，造

成費が高いので，タンゴラグラスの方が良い。茎を

15~20cm 差し込んでおくと直ぐに根がつく 。 この

地域では地下 3mより海水より塩分濃度の高い地下

水が出ているので，建物の屋根より集める雨水で地

下水を薄めて牛に飲ませている。

5. 

写真 2 パンパ ・チャケーニョ種の種雄牛群

写真 3 パンパ ・チャケーニョ種の種雌牛群

チョリティツアー・コミテ工

移住 民地協同 組 合 (Loma 
Plata 首都より 500km)

1)本 協同組合の事業概要

ポーランド人，ドイツ人移住者が最初カナダに移

住したが，その後，パラグアイのチャコ地方に再移

住してから 10年後にこの協同組合が組織化され，

現在 74年の歴史を持っており，会員数が 3，000名

第 2号 (2008年)

の生産組合である。会員向けに牛乳処理加工セン

ター(フレッシュ牛乳， LL牛乳，ヨーグ、ノレト，チー

ズ，バター製造)，食肉処理加工工場(食肉，ハム，

ソーセージ製造) ，濃厚飼料製造工場，種畜牧場 ・

家畜人工授精センターを持ち，牛乳・乳製品，食肉 ・

加工品，濃厚飼料，飼料作物 ・牧草種子(ガトンパ

ニック，タンザニア，コロニアルグラスであり，ガ

トンパニック種子はボリビアにも輸出している。)， 

種畜・凍結精液，肥育牛の生産・販売を行っている。

種畜牧場 ・人工授精センターではホルスタイン種，

ブラウンスイス種， )馬のクオーターホース種の飼育，

パンパ ・チャケーニョ積，改良へレフォード種(熱

帯適応性付与)，ブラーマン種の増殖育種の他，人

工授精，受精卵移植等に関する研究も有っている。

乳牛は 1 日 2 回搾乳で l 頭当たり 43~44kg の牛

乳を生産しており，まれに l万 kgの高能力牛もみ

られる。

写真 4 パラグアイの牛追いカウボーイ

2)家畜人工授精センター

ここに繋養されているブラーマン種はノj、.中型の

ミートタイプの体躯の牛である。このセンターで飼

育されている改良へレフォード種は熱帯適応性に

ついて長年選抜されてきているため，毛が極めて短

く，体躯も小 ・中型である。同センターのパンパ ・

チャケーニョ種も毛が短く，質の高い繁殖雌牛，種

雄牛が飼育されている。このセンターの近くに設置

されている同センターの支所では牧草のみでの交

雑牛の肥育試験，交雑繁殖雌牛の周年放牧下の繁殖

が実施されている。交雑牛の自然交配での分娩率は

85~86% と高率であり， 一 日増体量もネローレ種，

ブラーマン種より高いものである。



西村・パラグアイでの肉牛飼育事情調査 279 

この地域がネローレ種よりブラーマン種を好む

のは，農家が小規模経営で草が多くある中で，ブ

ラーマン種が温順で管理し易く，牛肉生産性が高い

からであるとのことである。農家は交雑においてリ

ムーザン種，ゲルビッヒ種，アンガス種，へレフォー

ド種の精液を交雑牛生産に使用しているが，このセ

ンターはアンガス種，へレフォード種とゼブー牛問

の交雑を推奨している。

このセンターの支所の土地面積は 5，000haで，う

ち4，000haの改良草地(草種はパンゴラグラス，ガ

トンパニック)を持ち，草地の牧養力が 1ha当たり

1AU (家畜単位)である。水が長く張る湿地地帯で

はガトンパニックは駄目で，スターグラスが適して

いる。 肥育牛は 20~24 カ月齢で 430~450kg で出荷

されている。生体 kg当たりの販売価格は O.60~ 

0.68米ドルである。草のみのDGは0.68kgである。

240頭/haでの 3牧区輪換が行われている。

写真 5 熱帯向きに改良された
へレフォード種の種雌牛群

写真 6 中型のミートタイプに改良された
ブラーマン種の種雄牛

3) 家畜人工授 精 センタ一長の所有

する牧 場 の見 学

900haの草地(ガトンパニック ，パンゴラグラス，

スターグラス，タンザニアが生育)に 450頭の肉用

繁殖雌牛が放牧されている。自然交配での受胎率は

86~93%である。 l 雄牛当たり 30~35 頭で 4 カ月間

の自然交配を行っている。9カ月齢の離乳で F，牛

(ブラーマン種×へレフォード種交雑牛)xブラー

マン種間交雑牛 (75%ブラーマン種 x25%へレ

フォード種)はブラーマン純粋種より 15~20kg 体

重が重い。

へレフォード種とブラーマン種とのクリスクロ

ス交雑が行われており，ブラーマン種雌牛， F，交雑

雌牛，戻し交配雌牛を見たが，交雑牛は肉付が良く，

受胎率，子牛の発育が良好であった。以前はブラー

マン種の純粋が良いと思っていたが，今は交雑牛が

最も優れていると認識するようになったとのこと

である。このように，パラグアイの肉牛生産関係者

はゼブー牛よりゼブー牛×温帯間交雑牛の方が熱

帯での牛生産性が高いことを認識していることを

発見したことは筆者にとって大きな驚きであり，喜

びであった。これに反し，勤務地で、あったボリビア

では依然としてゼブー牛の l種であるネローレ種が

ゼブー牛×温帯種交雑牛より優れていると a思って

おり，この点についてボリビ、アはパラグアイより大

きく立ち遅れているように感じられた。

4)協同組合会員 農 家の見学

パンゴラグラスに8種の豆科牧草を混播した試験

において，アリスクローパーが最も活発に生育して

おり，この地域(砂地土壌)に向いている。蛋白質

含量も高いし，同伴牧草のパンゴラグラスの蛋白質

含量も高める。地面を遭うので，重放牧に耐え， 10 

年間維持している。茎が硬いので乾燥に強い。牛が

糞を通じて他の牧区にアリスクローパーを広げて

くれている。種子の販売価格は kg当たり 70ドル(1

日120gの収穫)である。10カ月間の混播草地放牧

比較試験で生体重増加量が 148kg/ha重かった し，

乾草の生産量も増えた。アリスクローパーの播種量

は 100g/ha で良い。 播き方は 6~10m 間隔で手で播

く。

センダン樹(現地での呼称名はパライソ)が放牧

地内に列状に植えられており，木材生産と庇蔭樹に

使用されている。2週間毎に枝打ちをすると 1年で
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3mの樹高になる。10年で幹の直径が 40cm位にな

り，椅子，テーブル，木戸の材料に使えるので，高

く売れる。皮は苦いので，放牧牛に食べられること

はない。

5)ドイツ人移住地 市街の概況

道路幅が広く，家も大きく建て，いろんな生活物

資を販売する巨大スーパーマーケッ トを持つヨー

ロッパの伝統に根ざす大きな町作りをしている。

フィラデルフィアでは2階建てのスーパーマーケッ

ト， 3，000人収容の会議場，ラジオ局，病院，高校

が整備されている。

全 ドイツ人移住社会はパラグアイ国内に 120万

ha (ロマプラタに 65万 ha，牛 65万頭飼育)の土地

を所有し，人口が約 2.8万人(ここに1.5万人)で

ある。

6. 日系人のイグアス移住地の視察

1)日本人が経営している肉牛牧場

イグアス移住地はアスンションより東方に

280kmに位置し，エステ市，イグアスの滝に近い。

イグアス移住地には大規模な日本人直営肉牛牧

場があり，同牧場の草地面積は 3，000ha(内，改良

草地， 700ha)で，牛が4，600頭飼育されている。2，000

頭の繁殖雌牛の 60%がブラーマン種雌牛， 40%がア

ンガス種×ブラーマン種交雑牛である。

アンガス種とブラーマン種の FJ雌牛に黒毛和種

(黒毛和種の代わりに褐毛和種を交配している群

もある。)を交配して肥育素牛を生産し，草地肥育

をしている。今後の課題は市場開発である。試験屠

殺で 13カ月齢，生体358kgの枝肉 (202kg，歩留56%)

を見たが，全く脂肪交雑は見られず，内部に良い脂

肪が付いている。精液はブラジノレのヤクルト牧場か

ら輸入している(1本 7~8 ド、ノレ) 。 牛の毛は短くなっ

ており，暑熱には問題がないようである。以前はア

ンガス種×ブラーマン種の 1代交雑牛をチ リ向けに

24~30 カ月齢， 420~450kg (枝肉 220~240kg) に

肥育してきた。 現在， 6~7 カ月齢で平均 155kg であ

り， 3~4 カ月齢の早期離乳をしている。 肥育牛の牧

区面積は 1haで l日毎の転牧をしている。

雄牛 (3/4アンガス種x1/4ブラーマン種， 1/2 

へレフォード種x1/2ブラーマン種，1/2アンガス

種 x1/2 ブラーマン種)は 16~17 カ月齢で 350kg

になり，外部に販売している。パラグアイではネ

ローレ種の頭数が減ってきて，その逆に交雑牛が増

えてきている。また，ブラーマン種のパラグアイ牛

群に占める頭数割合は 10%位とのことで、あった。

2)日系人 農 家の視察 (一軒目 )

農地として自己有の土地 290ha(50haは牧草地，

140haは大豆 ・エンバク ・小麦の穀実生産， 100ha 

は大豆 ・エンバクの放牧)と借地の 160ha(大豆 ・

小麦 ・エンバク生産)を使用しており，肉用繁殖雌

牛 50頭(サンタガートルーデ、イス種×ネローレ種

交雑牛)と外部より購入する肥育素牛 (6カ月で

400kg (雌牛) ， 430kg (雄牛)に仕上げている。)

を飼育している。今年は資金がないので交雑素牛が

買えず，ネローレ種の雌子牛を 110頭購入した。大

豆の収量は，遺伝子組み替えのものを使用し ha当

たり 3.2~3. 3トンである。サンタガートノレーディ

ス種×ネローレ種交雑牛の発育は優れており，これ

に勝る品種はいないとのことで、あった。素牛購入は

借金で、行ったが，銀行金利が 28%と高いため，経営

的には大きな儲けではないが，安定した収入である。

このため，以前は機械の更新は簡単に出来たが，今

は困難となっている。 3~4 年間の放牧地使用と 2~

3年間の大豆作の牧草地畑地輪換を行っている。

3)日系人 農 家の視察 (二軒目 )

1， 200haの土地を持ち，この うち，改良草地(ス

ターグラス，ギニアグラス，デクンベンス，セタリ

アィ芝)が 450ha，林地 350ha，畑作 400ha(280ha 

は大豆， 120haはトウモロコシで，冬作は，エンバ

ク・イタリアンライグラス(青メ11)，ライ小麦(実)) 

である。牧草(コロニアノレグラス)を 3年作り，そ

の後大豆に転換し， 3年したらまた牧草地に戻す。

大豆の収量は ha当たり約3トンである。夏の大豆，

冬のライ小麦には肥料を入れている。

950頭の肉用牛の繁殖と肥育の一環経営である。

ネローレ種雌牛にサンタガートルーディス種とか

狙帯牛(アンガス種，シンメンタール種)の雄牛を

交配して肥育素牛を生産している。不足する素牛は

外部より購入する。肥育には雨季に牧草を，乾季に

は濃厚飼料 2kg(大豆屑 30%，ライ小麦 70%)とエ

レファントグラスの飽食給与である。

トウモロコシの実のみのチューブ型のビニール

サイロ(1本 70トン，サイズは長さ 60mX径1.5m。

l本 100万ガラニー (33，333円))を 45haから 6

本作っており，水分含量 30~31%で詰めている。 卜
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ウモロコシの実が安い時はこの保存法はメリット

がある。袋が高いので，穂、軸を入れると採算が合わ

ない。充填機は 7，500米 ド、ル(ブラジノレ製)である。

写真 7 中型のミー トタイプに改良された
ブ、ラーマン種の直接検定終了牛

7.パ ラグアイ調査を通じての

全 体 所感

上述のようにパラグアイ国ではすでにゼブーと

楓帯牛との交雑を通じた生産性の高い肉牛生産が

展開され始めており ，そこで見た知見，技術は近い

将来ボリビア国にも到来し，この国でのゼブー牛×

温帯牛聞の交雑牛生産を加速させる極めて重要な

ものであると認識した。とりわけ，熱帯向け温帯肉

牛品種としてのパンパ ・チャケーニョ種，改良へレ

フォード種の存在を知り得たことは大いなる収穫

で、あった。

写真 8 超大型のチューブ型のヒマニーノレサイロ

8. おわりに

本誌面で紹介したパラグアイ調査結果それ自体

は約 7年前のデータではあるが，チャコ地方で育種

された熱帯適応性を持つ温帯品種のパンパ ・チャ

ケーニョ種(調査時点で 40年間の育種改良の歴史

を持つ)，熱帯向けに改良されたへレフォード種(調

査時点で 30年間の育種改良の歴史を持つ)などは

熱帯地域で畜産分野の技術協力に携わる専門家と

しては把握しておく必要のある知識であろう。

新製品紹介

|牛用混合飼料 |ビオチン 3倍増量 !

「フットビオ P3Jは，既存品「フッ トビオ PJの

ピオチン含有量を 3倍に強化 した製品です。ピオチ

ンは，アミノ酸や脂肪酸の代謝の他，皮膚や神経，

甲状腺などの維持に必須のビタミンです。牛の蹄は，

皮膚の細胞が角質化して作られていますがどオチ

ンはその角質化に補酵素として関与しています。

特長

・従来のフットピオPに比べて 3倍量のビオチンを

配合しています0

・吸収性に優れたペプチドミネラノレを配合してい

ます。

フットビオ P3

-自由祇食なので，省力的かっ継続的な給与が行え

ます0

.ルーメンの恒常性維持のため，重曹を配合してい

ます。

規格:20 kg， 5 kg x 4 

発売日:平成 20年 1月

輸入発売元;日本全薬工業(株)

お問い合わせ:日本全薬工業(株)PA事業部:

TEL 024-945-2319 (ダイヤノレイン)

URL: www.zenoaq.jp 
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