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飼料構造 論(1 ) 

阿部

飼料の問題をどのような視点から考えるか

亮

平成 18年後半からのシカゴ穀物市場のトウモロ

コシ価格の上昇に端を発する配合館料価格の高騰

は日本の蕩産を震播させ， r平成の畜産危機Jとも

呼ばれる事態を招来した。危機の収束は，それ以前

の 1ブッ、ンェノレ (25.4kg)が 2ドノレ 50セント前後

の価格に戻ることによってもたらされるが，平成 21

年 6月の価格は4ドル台で推移している。一時の 7

ド、ノレ台から見れば下がったj ということではあ

ろうが，以前に比べると，はるかに高い水準で、あるo

f大難が去っても小難が居座るJとしづ時期が長く

続く，あるいは，ニの水準がこれからの標準という

ことであるならば，日本の飼料の問題そして畜産物

の生産についても，新秩序の下での戦略と戦術を構

築して行かねばならないであろう。

これから何回かに分けて，日本の餌料の問題を考

えてみたい。標題の「飼料構造論」というのは，餌

料の問題を考える場合，種々の視点があり，それぞ

れの視点の視野の中に入ってくる要素を結びつけ

ながら問題の整理をしてゆく，つまり構造論的な解

析が少しでも出来ればという気持ちを込めている。

それぞれの視点とは， r飼料給与の内容と家畜の

反応，そして宣言]料の需給構造J， r飼料の生産と供

給の構造J，飼料の調達と世界・国内の社会・経

済状況との関わり J， r畜産物の生産様式，生産効

率と飼料給与との関係J， r耕畜連携と日本の農地

利用J， r畜産物の消費と

ある。

「飼料給与の内容と家斎の反応，そして飼料の需

給構造jの中では，畜産農家が儲かるための飼料ベ

ストミックスの模索とそのための婆件，日本の飼料

自給率，輸入飼料特に輸入粗飼料の質の問題，配合

餌料の生産と流通等が論議の対象となろう。 r飼料

の生産と供給Jでは，粗飼料については土地の集積，

コントラクター， TMRセンター，水田の多目的・

高度利尽に関する現状の分析と展望が，濃厚飼料で

は配合餌料の生産と流通，およびエコフィードの活

との関わり J等々で

本蕊産・続料t~調査所 (Akira Abe) 

用が主題となろう。

「飼料の寵達と世界・園内の社会・経済状況との

関わり Jでは，世界の穀物生産力と穀物の配分，気

象変動，水の問題，成長下にある国々の畜産物生産

と穀物の需給， WTO・FTAの枠組みと交渉等が関

心事としてあげられる。 r畜産物の生産様式，生産

効率と飼料給与との関係jの内容としては，生産様

式と家畜・家禽の飼養標準，飼料価格と生産様式，

飼料効率，館料給与・診断に関する技術普及，飼料

関連の試験研究の動向と試験研究・普及の体制等が

含まれる。

f耕畜連携と農地利用j の中では，畜産経営の多

様性と地帯区分が資掠循環や家蓄排池物との関わ

りで議論されねばならない。 r資産物の消費と飼料

との関わり Jでは，平成 13年の BSE発生以降の居

内の飼料規制の内容と問時に護産物の消費行動と

銅料の安全性との関係についてもコメントしなけ

ればならないであろう。

トウモロコシという一つの銅料穀物には，栄養価，

家畜への給与方法，加工方法，アメリカでの作付面

積，生産地の気象と作稿，エタノーノレ生産への仕向

け量，市場価格の変動，アメリカからの輪送コスト，

輸入先の多元化，銅料米との代替，エコフィードと

の代替，遺伝子組み換え開題，備蓄，配合餌料価格

の変動等々と，種々の自然科学的かっ社会科学的な

要素が従属し，一つの世界を形成している。

最初の話しに渓るが， r市場価格の変動Jによっ

て，周辺の従属要素もざわめき，トウモロコシ主体

の飼料構造を別の新たな構造に変換して行こうと

いう気運が一時高まった。その気運を消すことなく，

地道に言十麗を推進してゆくことが大切であると考

えている。そのためには上記した諸視点について過

去と現状を見つめ，課題を整理すると同時に，課題

の克服策を検討し，最善の計画をし，計画推進の主

体者を特定してゆくとしづ作業が必要である。筆者

は専門分野の家畜栄養学を基盤としながら，このシ

0369-5247/09/￥500/1論文/JCOPY
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リーズではいくつかの視点に関して現状を考察し，

課題を整理し，展望を見いだしてゆきたいと考えて

いる。

シリーズの第 1回である本稿では，種々の視点の

中に含まれる課題のいくつかについて「飼料価格高

の中で考えたことを述べるが，本稿では概略的

な著書き方に止める。より詳細・具体的な内容につい

ては次号より逐次，論述したい。問題提起の一つの

形としてお読みいただければ幸である。

食料需要， 飼料 需要 そし て

エネル ギー需要

家畜は英語でライブストックアニマルとも呼ば

れる。筆者なりの解釈は日常的には人間と食の

競合をしない，人間の食し得ないものを摂取し，い

ざの時に人間に素晴らしい蛋白質や脂肪を供給し

てくれる存在」である。日本の畜産の歴史の中では，

明治期から昭和 30年代中庸まで，都市部の養豚，

農村地帯の有畜棲合農業では，そのような家資飼養

の姿が常態であった。しかし，地産地消的な畜産物

の小規模な需給均衡の時代にあっては，それでよ

かったが，ヨーロッパで、は産業革命以降，日本では

昭和 30年代後半からの高度経済成長で都市部に人

口が集中し，膨大な量の食素材を不断不休に供給し

なくてはならない状況が創り出され，同時に日本で

は食生活が畜産物消費の拡大に向かう中で，ライブ

ストックから生産効率の高い産業動物という定義

に置き換わざるをえなくなった。

余談になるが筆者が長年勤務した農林水産省の

省産試験場の英語名は NationalInsitute of Animal 

Industryで、あった。

アニマルインダストリーの展開では家畜は人間

との食の競合をせざるをえなくなる。トウモロコシ，

コウリャン(マイロ)，小麦，大豆等がその代表的な

作物である。家畜用の穀物として，アメリカではト

ウモロコシに強く依存し，ヨーロッパで、は小麦に依

存する。

2003年の先進国の小麦の需要量は全体が 2億 4

千万トンであるが，その中で飼料仕向量は 8千万ト

ンで，全体の 33%を占める(世界食料需給の現状，

平成 19年，農林水産省)。ヨーロッパを中心とす

る先進国では小麦を人間と家畜が分け合い，共有し

ているという姿である。

そのような姿は高度経済成長期の始め，畜産振興

が焦居の急、であるにもかかわらず，銅料用トウモロ

コシが今のように潤沢に供給できなかった持代の

日本の畜産の中にもみられた。専増産ふすま(専管

ふすま)と呼ばれる製品である。筆者は， rこれは

日本人の智志だj と恩っている。ふすま，つまりわ

れわれが通常，食用とする小麦粉を製造する捺のヌ

カの部分は重量比で約 22%である。しかし，専増産

ふすまはこれに粉の部分が 20%加わる，つまり歩留

まりが約 60%の製粉を行い，小麦粉の一部を人間が

家畜に割り削いていたのである。今，この製品の製

造は制度的には廃止されたが，自主的な製造は継続

している。

平成 21年春米穀の新用途への利用の促進に

関する法律Jが国会で審議され可決された。新用途

とは米穀粉，餌料その他加工品である。生産製造連

携事業計画(生産者 製造事業者一利用促進事業

者)や新品穏育種計闘を作成し，農林水産大庄の認

定を受けた場合には，種々の支援措置が受けられる

という仕組みである。

古代以来，稲作国家日本において聖域でさえあっ

た米の世界が家畜に門戸を開いたのであるから，そ

の背景には種々の事情はあるものの，やはり，日本

と日本人にとっては画期的なことである。

米をどのように飼料利用し，日本の会と畜産に生

かし，水田農業を活性化してゆくか，畜産に関わる

人達のこれからの諜題であるが，大事で、かっ楽しい

宿題でもある。

穀類の食料としての利用と飼料としての利用の

聞に，もう一つエネルギ一利用が入ってきた。トウ

モロコシのシカゴ相場の押し上げの発端はここに

ある。アメリカの農業，施設型産業，エネルギー産

業そして政権が種々の思惑を秘めながら展開した

バイオエタノール事業の根っこにある精神はエネ

ノレギーベストミックスであろう O 石油エネルギー，

原子力エネルギー，自然エネルギー(水力，風力，

太陽光，地熱等)，バイオマスエネルギー(エタノー

ノレ，油実由来油脂燃料)を使い分け，需給における

リスクの分散と地球温暖化防止に貢献しようとい

う考えが底辺にあると思う。

B本でも米穀を原料にエタノーノレ生産をしよう

とする動きがある。穀物という資源をこれから，食

と飼料とエネノレギーにどう配分して行くのか，大
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きな人類の課題である。

飼料 ベストミッ クスと自給組飼料

筆者は館料のベストミックス化を日本で，これか

ら真剣に考えてゆくべきだと思っている。それは，

自給粗飼料，エコフィード，輸入穀類の比率の最適

化である。この中に，上記した銅料米が入ってくる

ことを展望しながらである。

都府県の酪農の話しをすると分かりやすく，また

飼料ベストミックス化の意義も理解し、ただけるで

あろう。都府県酪農の餌料給与構造は，配合飼料(輸

入穀類)，輪入乾草，輸入ビートパルプが主体で、自

給粗飼料は輪入乾草よりも少ないか，あるいは，無

いかであり，食品製造副産物は配合飼料や輸入ビー

トパルプ。よりもはるかに少ない。

平成 18年後半から，配合館料，輪入乾草，輸入

ビートパルフ。が，みな播って値上がりした。ある地

域の平成 16年 7月と平成 19年 11月の館料価格の

kg当たりの上昇額をみると，乾草が 8.5~10 円，

ビートパルプが 6 円，配合飼料が1O~16 丹であり，

搾乳牛33頭飼養のある離農家における平成 16年と

平成 19年の飼料投入額の差は 1日6，600円となっ

た。牛乳販売価格の中に占める飼料費，いわゆる乳

銅比は 33.0%から 41.6%に上昇し可処分所得を圧

縮したのである(種村・丹羽・阿部ら，畜康の研究

62巻 5号 539-542，2008)。

飼料投入費の上昇分に占める輸入乾草の比率は

34%，配合飼料の比率は 55%である。ここで注目す

べきは輸入乾草比率の値である。

自給粗館料の給与割合が高い酪農家はこの値が

少ない分だけ，可処分所得が多くなっている。都府

県酪農の場合，粗館料の自給率が乾草価格の上昇と

いうボディブローの効き目を大きく左右したので

ある。

平成 19年度，日本は 213万トンの長もの乾草を

輸入しているが，その質は決して良くはない(商

聖子・阿部ら，資産の研究62巻6号， 665-669，2008)。

この量を自国内で生産するとなると，どれだけの銅

料作物面積が必要か。飼料作物生草収量の平均値で

ある 3，920kg/10アーノレをベースに考えると約 185

千ヘクタールが必要である。平成 19年度の銅料作

付面積は 897千ヘクタールであるから，併せて

1，082千ヘクタールの作付面積を必要とする。日本

の飼料作物作付面積が最も多かったのは平成2年で，

その年は 1，046千ヘクタールで、あった。平成2年の

経産牛頭数は 1，285千頭で乾車の輸入量は 89万ト

ンであり，平成 19年度の経産牛頭数は1， 011千頭

で乾草の輪入量は上記のように 213万トンである。

電話一本で牛舎に乾草が積み込まれる。その分だ

け牧草サイレージやトウモロコシサイレージを作

らないとしづ体質に変化し，その体質が持つ弱さを

直撃された。飼料価格変動に対する緩衝能を高める

ための自給飼料生産を平成2年当時の規模にどのよ

うにして回復するか，これも大きな課題である。

飼料効率

ブロイラーはふ化後 7~8 週齢でと殺されるが，

大型化と早熟化の方向にあり，それに伴って体脂肪

量が著しく増加しているとしづ(臼本飼養標準・家

禽， 2004年瓶)。体脂紡と腹腔内脂肪の蓄積と飼料

の有効利用について考えてみる。筆者が畜産試験場

に在職中，研究部内の村上斉氏(現九州沖縄農業研

究センター)から受けたレクチャーの内容を略記す

る。1)腹腔内脂肪は単なる余来日脂肪の蓄積場所で

ブロイラーの生体維持に必要なものではない， 2) 

今， 9週齢の鶏で体重が 2.6kg，体脂肪が 20%，腹

腔内脂肪が 3%，0~9 週までの飼料摂取量を約 7kg

と考える， 3)鰻腔内脂肪を含め，生体維持に必要

としない脂肪の量を飼料に換算すると 2.1kgとなり

ブロイラー飼料の 30%が不可食部分の生産，つまり

飼料ロスとして計算される。

平成 19年度のブロイラ一周配合飼料の生産量は

約 380万トンである。この中の 30%，約 114万トン

が鶏体の生理的な維持に意味を持たない脂腕の生

産にまわっている。腹腔内緒肪は商品価値がほとん

どなく，鶏体処理場も好ましくない(新編・飼料ノ¥

ンドブック，第二版， 日本科学館料協会，平成 16

年)。ブロイラーの配合館料中の穀類割合を 63%と

すると，約 72万トンの穀類がこのために消耗され

たことになる。

飼料要求率は年 O.13の割合で改善されるとの予

測があるという(上記， 日本飼養標準・家禽)。

しかし，効率よく体重が増加しでも，その中身が

このような形では， Iさてなあ」と首を傾げざるを

えない。 I畜産のやりかたと飼料jの一つの課題が

ここに見られるが，これはブロイラーだけの話では
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ない。加工，流通，消費の段措までを考慮に入れた，

社会的な経済効率をベストミックスに加えて検証

することもまた必要である。

お知らせ

2009年フードチェーン・ ブランドセミナーのご案内

“日本の畜産に科学で貢献"

日本イーライリリー株式会社エランコアニマノレ

ヘルス事業部は， 2007年より「フードチェーン・ブ

ランドセミナー」と題しまして，生産者から消費者

までを対象として健康な動物と食品の安全」を

基本テーマとしたセミナーを開催してまいりまし

た。毎屈多数の生産者の皆様，ならびに飼料業界お

よび流通業界の皆様にご参加頂いております。ここ

にあらためまして感謝申し上げます。

本年も 9月 8日(火)に東京で r2009年フード

チェーン・ブランドセミナーj を開催いたします。

今回はわが国の資産にも少なからず影響を与えて

いる世界的な人口増加と食糧供給について，異なる

お立場の四名の講師蹄にその課題と対策に関する

御講演をお瀬いしております。

世界的な人口靖加に伴い，将来的に食糧ーの場産が

必要となっていくことは明らかです。そのためには

さらに農耕地を広げるか，もしくは何らかの革新的

な科学技術を用いて食糧生産の効率改善を進めて

いくしかありません。しかし，可能な農耕地には限

界があり，また環境保全の観点からも受け入れ難い

方策かと思います。したがって，後者の重要性が以

前にも増して認識されつつあると考えております。

ただ，食糧生産に関わる科学技術は，最新の科学に

基づくものであり，とかくそのリスクとベネフィッ

トが正しく評価・理解されていないケースも多く，

多くの有用な科学技術が充分に活用されていると

は含い難い状況であると考えます。

今回のセミナーではこの状況について，経済学，

生産現場，消費者，そして科学の四つの立場からご

講演を賜ります。異なる立場からこの課題について

のご意見を侭い，本セミナーの参加者の皆様のみな

らず，生産・流通・消費のそれぞれのお立場の方々

において，食の安全・安心をお考え頂く捺の一助と

なれば光栄に存じます。

時節柄大変お忙しいこととは存じますが，万障お

繰り合わせの上ご参加賜りますよう謹んでご案内

申し上げます。

なお，恐れ入りますが，ご参加いただく方のご氏

名，ご連絡先を添付「フードチェーン・ブランドセ

ミナー 参加申込書j に明記の上，ファックスにて

参加のお申し込みをお顕い申し上げます。

会場の都合により定員の 150名様に達し次第締め

切らせていただきますのでご了承ください。

プログラム内容[講師のご案内(演題は未定)] 

近畿大学水産学科水産経済学研究室

准教授 有路昌彦様

株式会社ジャパンブアーム 執行役員

養j琢 事 業 本 部 長 中 屋 { 多 様

全毘消費s者団体連絡会

事務局長 阿 南 久 様

宮崎大学農学部獣医衛生学講座

准教授 末吉益雄様

臼時 2009年 9月 8日(火)

午後 l時より午後 5時 30分まで

(12時 30受付開始)

セミナー終了後，簡単な懇親会を予定しておりま

すので、奮ってご参加ください。

会場東京コンブアレンスセンタ一品)I 

5F 大ホールA

(東京都港区港南 1-9-36 アレア品川

電話:03-6717-7000 ) 

http://www.tokyo-cc.co.jp/features_s.html 

参加費用 無料

今思のセミナーに関するお問い合わせは， 日本

イーライリリー株式会社エランコアニマルヘノレス

事業部 吉田(霞話:078-242-8349)までお願いい

たします。
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