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カ ンボジア王国の牛，水牛の飼育事情

西村博*

1 はじめに

カンボジア王国(以下，カンボジアと表記)は近隣

のタイ国，ベトナム国に比べて畜産の発展がまだま

だ遅れてはいるが，最近急激に中国，韓国，日本等

からの経済投資を受け，経済発展がスピードアップ

させ始めてきている。経済発展により国民の所得の

向上に伴い，畜産物(食肉，乳製品等)の消費需要の

急激な増大が今後予測される。その意味で同国の畜

産の発展の加速化が益々進展していくものと考え

られる。

カンボジアへの我が国の畜産分野の本格的な技術

協力(専門家派遣，機材供与，研修員受け入れから

構成されるプロジェクト方式での)はまだ開始されて

はいないが，海外技術協力に強し、関心を持ち，海外

勤務を希望する畜産技術者としては，開発途上国の

畜産事情について事前に知っておくことも重要な

ことと考えられることから，本紙面でカンボジアの

牛，水牛の飼育事情について述べることとしたい。

2. カンボジ アの牛・水牛の

生 産事情

1)牛・水牛飼育の最近の傾向

カンボジアでは牛・水牛は過去肉生産用というよ

りは荷運搬使役，稲栽培のための地ごしらえ，厩肥

供給の目的で飼育されていたが，近年機械化の進展

に伴い，農民は少しずつ牛を使役牛から肉牛に転換

し始めている。その理由は生計の改善と経営の永続

的な職業化，収入拡大のためである。また，圏内及

び近隣国の牛肉の需要は今後増大することが予測

されており，この輸出市場からカンボジアが利益を

得ることが期待されている。約 10万頭の牛が毎年

タイ，インドネシア，マレーシア，ベトナム(主に

タイ，ベトナム)に輸出(主に密輸)されてきており，

UNDP HDR 2007年報告書によると， 2004年に

80， 000~150 ， 000 頭の牛が密輸され，正規の輸出は

わずか 10，600頭であったと報告している。この

ことは，現在飼育されている牛をより経済価値のあ

る肉牛に改良することが外貨の獲得に大きく寄与

することを如実に物語るものである

このため，カンボジア政府の牛産業の振興戦略は

契約飼育管理の推進であり，そのための事業として，

①人工授精を通じた海外からの新しい牛品種の

導入と在来牛との交雑育種，②民間肉牛生産事業の

ような肉牛生産業向けの技術の開発，③酪農振興，

④飼料生産管理と栄養改善(地元飼料資源の活用，

飼料の質量面の改善)，フィードロット・草地関係技

術の普及，飼料分析研究所の設置，濃厚飼料等の飼

料加工技術の普及，⑤家畜疾病防除等の事業の実施

が重要としている。

2)飼育されている牛・水牛の用途構成

カンボジアでの牛・水牛の使役畜，繁殖畜の飼育

目的は役用の他，財産及び食料としての安全保障で

ある。 2005年の政府の調査によると， 42%の農家が

使役畜を所有している。使役畜の使用は機械化の進

展(全作物栽培地の1/3)と，二期作(水田の 20%)に

より加速度的に減少してきている (1999年の調査で

は 60%の農家が使役畜を飼育)。つまり，機械化地

域と 二期作地域では高い比率 (70~80%) でハリア

ナ・ブラーマン交雑牛 (CBIT)の飼育(肉生産用途

に)が，機械化されていない単作地域では役畜，役

畜用候補畜の飼育が，また，周辺地域では在来種の
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飼育がそれぞれ好まれている。この他，多くの農村

地域の世帯(しばしば土地無し農民も)は使役畜を

飼育している。カンボジア農業省の家畜衛生生産局

(DAHP)の2005年の調査によると，全国で飼育され

ている牛の構成割合は， 43%が役牛， 27%が繁殖牛，

30%が役畜用候補牛となっている。

3)牛・水牛の主要生産県

カンボジアにおける牛・水牛の生産は全国に広

がっているが，主要生産県はコンポン・チヤム県，

コンポン・スベウ県，コンポン・トム県，カンポッ

ト県，プレイ・ベン県，タケオ県，コンポン・チナ

ン県，シェム・リアップ県とスパイ・リエン県であ

る。 2005年の国の牛・水牛飼育総頭数は 3，860，792

頭であり，対前年伸び比は約 5%である(表1)。伸

び率は県により異なっており，プレイ・ベン県が約

28%の伸び，コンポン・チャム県とコンポン・トム

県が 21%の伸び，コンポット県が 16%の伸び，シ

エム・レップ県が 15%の伸び，コンポン・スベウ県

が 10%の伸びをそれぞれ示している。

4)牛・水牛の品種

カンボジアにはコー・クメール種(KorKhmer) ， 

ハリアナ種，ブラーマン種，カンボジアン・ボス・

インディカス・タイプ (CambodianBos lndicus 

表 1 2004年， 2005年の牛・水牛の飼育頭数

(単位:頭，%)

主要県 2004年 2005年伸び率

全国

コンポン・チヤム県

コンポン・スペウ県

プレイ・ベン県

シエム・リアップ。県

タケオ県

コンポット県

3，690，517 

397，459 

336，331 

252，347 

244，499 

296，814 

219，447 

3，860，792 5 

481，315 21 

339，572 10 

324，101 28 

282，356 15 

313，191 6 

256，056 16 

コンポン・トム県 211，833 257，267 21 

(出所)カンボジア国農林水産省家畜衛生生産局(DAHP)

表2 カンボジアの牛品種

県 コークメール種ハリアナ種ブラーマン種

コンポン・チュナン 90% 6% 3% 

コンポン・スペウ

タケオ

49% 

39% 

20% 

25% 

30% 

35% 

ポー十yト 60% 25% 13% 

(出所)カンボジア国農林水産省家畜衛生生産局(DAHP)

Type=CBIT)の 4品種の牛がいる。ハリアナ種，ブ

ラーマン種は輸入された牛であり，子孫牛がカンボ

ジアの自然環境及びニーズに適応できるように

するためカンボジアの牛と交雑されている。

カンボジア政府は全国の牛品種の分布割合 (2006

年)を在来種のコー・クメール種(KorKhmer)が69%，

ハリアナ・ブラーマンタイプの牛(ハリアナ種，ブ

ラーマン種， CBITのとと)が 30%，その他が 1%と

推定している。ハリアナ種，ブラーマン種の分布に

ついては，表 2のように現在のところ依然としてハ

リアナ種の方が多いようである。これら以外のゼ

ブー牛としてはレッド・シンディ種，インド・ブラ

ジル種，サンタガートルーディス種が少頭数輸入さ

れている。

なお，ハリアナ種は 1954年に，ブラーマン種は

1985年にそれぞれ最初の輸入がなされている。

それでは，カンボジアの牛と水牛の主要品種の概

要を以下に述べる。

(1)ブラーマン種

本種は米国の南西部の湾岸部を起源とし米国の

NGOの LutheranWorld Federation (LWF)によって

1985年にフィリピンより輸入され，プノムタマオ国

立午育種センターにけい養された。この輸入の目的

は，タイ，ベトナムのように l頭牽きの耕起ができ

るように在来牛の体躯を大きくするためであった。

ブラーマン種は筋力が強いので米作が行われて

いる低地の洪水地域での耕起，ほ場での作業に使用

されている。

牛はくび木をかけて対で耕起したり，荷物を輸送

したり，荷物を引いたりするのに使用され，人々に

多くの，恩恵を与えている。

本種は使役作業に耐え，暑い気候，疾病に抵抗性

を持ち，低い維持飼料要求量の牛である。 2.5~3 

歳 (30~36 ヶ月齢)で成熟し1. 5 年間隔で子牛を分

娩している。農業活動での使役に加えて，蛋白質源

としての牛肉の他，皮革，角

(単位.頭~
及び農産工業用原材料とし

その他 県の頭数 ての副産物，堆肥，現金所得

<1 185，455 をもたらしている。

<1 338，455 しかし，本種が神経質な

<1 79，564 性質である点がオーストラ

2 308，809 リア，米国等と同様にカンボ

ジアでも指摘されている。
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(2)カンボジアン・ボス・インディ力ス・タイプ

(Cambodian Bos lndicus Type=CBIT) 

これはブラーマン穫とハリアナ種を種々の血液

割合で交配されている交雑牛であり，ハリアナ種タ

イプが最も好まれている。本種の体の大きさは県及

び村毎に広く変化しており，栄養度の差異もこの変

異に影響を与えている。本種の飼育頭数は圏内総頭

数の 30%を構成している。 CBITの所有農家のタイ

プ別の好みは地域によって異なっており，メコン川

沿い，カンダノレ県，コンポン・チャム県の換金作物

栽培地域はハリアナ種タイプを好んでいる。本種は，

体高が高いこと，体がスリムであることから賢く，

おとなしく，チャーミングな牛と考えられている。

雌牛は高い値段が付く販売用の役用牛を繁殖する

ために飼育されている。

(3)ハリアナ種

本種は北インドの東部パンジャブを起源、とする

ゼブー牛(Bosindicus)であり， 1956年にインドより

カンボジアに輸入された。体毛は白色又は灰色であ

る。雄牛は背中に黒いパッチを持ち，短く薄い光沢

のある毛をしており，やや薄くかっ柔らかい皮膚で

あり，ハンサムな顔つきで長く幅が狭い顔である。

頭蓋骨は前額部で突き出ており長い角でやや垂れ

た長い耳を持ち，首は十分に長く胸垂は小さく肩峰

はコンパクトで，背は薄く腹部は十分長く，やや小

さい暦部である。胸囲は十分に大きく(前胸は後方

より大きい)，足は長めで小さく，尾は薄く短い。

体長は 160~175cm，体高は 135~145cm であり，雄

牛の成熟体重は 450kg，雌牛のそれは 350kgである。

体高があり体幅が狭く，体高に見合った深みのない

体深であるため，枝肉歩留まりは 45~50% と低い。

道路での俊敏な作業能力と泌乳能力に向けて選抜

育穫されている。

去勢牛は効率的な使役牛(耕起，整地，運搬用途

の)である。農民は乳生産，使役用にハリアナ種を

飼育するのを好んでいる。カンボジアではハリアナ

種の交雑牛は十分飼料を供給できる)11沿し、及び米

を栽培している地域に飼育されている。

そしてハリアナ種はブラーマン種に比べて体幅

が狭いが性質が温順であり，換金作物が栽埼されて

いるメコン)1付合いの畑でのけん引力，道路での歩行

スピードの点で優れ人気が高い。

(4)コー・クメール(KorKhmer)種

本種はカンボジアの在来種であり，同国の自然環

境によく適応し，最も飼われている牛品種である。

本種は多分野生の牛(BosSauve!is)を起源としてい

るが，純粋タイプの牛を生産するため幾世期にわた

り純粋化されてきた。コー・クメール種は低地タイ

プと高地タイプの 2タイプが存在する。

牛は耕起，整地，輸送，食肉生産，肥料生産，皮-

毛生産等の多くの用途に使用され，農民の必要な財

産と考えられている。

①低地タイプ

体の大きさは中型で体長は 150~180cm で首が短

く胸垂は極端に垂れておらず，肩峰は小さく角は中

程度の長さ (22~27cm) で先が尖がり腹は垂れてい

る。毛色は褐色，白色又は黒色である。体重は 250~

350kgある。このタイプはプレイ・ベン県，タケオ

県，カンポット県，コンポン・スベウ県，コンポン・

チャム県，コンポン・トム県，コンポン・チュナン

県，ポーサット県，バッタンパン県とカンダル県に

見られる。

②高地タイプ

体躯は小型で体長は 120~170cm で首が短く胸垂

は小さく，肩峰は盛り上がっており尻は大きく平直

な背，やや出っ張った眼で，十分な腹部をし，短く

小さい角で毛色は褐色から赤色である。体重は

150~200kg である。このタイプはクラチェ県，ス

トワン・トレン県，ラタナ・キリ県，モンドソレ・キ

リ県，プレア・ビヒア県，ウドン・メンチェイ県と

シェム・リアップ県に見られる。
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(5)コー・クラピ一種(KorKrabie :スワンプ水牛)

本種はカンボジアに 70万頭飼養されており，そ

の94%が主要米栽培地で飼育されている。体躯の大

きさにおいて種々異なっており，多くの地域で牛よ

り優れた発育をしている。水牛肉は牛肉より人気が

低いので，海外に輸出されている。

この水牛の外貌は野生の水牛(BubalusBuba!is)に

類似しており，多分野生の水牛と共通の祖先を持っ

ていると思われる。カンボジアに極めて長い間飼育

されており，海外から輸入された記録はない。

①山水牛(Mountainbuffalo) 

本種の水牛はラタナ・キリ県，プレア・ビヒア県，

カンポット県，シアヌークビノレ特別市，コツコン県，

クラチェ県，ストウン・トレン県下のようなやや冷

涼な気候の水際及び密林際地域に沿って飼育され

ている。この水牛は大きな体躯で，平均体高が 140~

150cm，体長が 125~160cm，胸囲が 185~210cm で，

成熟体重は雌で 350~450kg，雄で 500~600kg であ

り，毛色は濃い褐色である。

②平原水牛(Plainbuffalo; Krabai Kdam) 

本種の外貌は山水牛のそれと同じである。体躯の

大きさは小格で、あり体高はやや低い。成熟体重は雌

が 300~400kg，雄が 400~500kg，体高は 120~137cm ，

体長は 121~157cm，胸囲は 200cm であり，円形に

曲がる角をし，尾は短い。この水牛はプレイ・ベン

県，スパイ・リエン県，タケオ県，コンポン・チャ

ム県，コンポン・トム県，シェム・リアップ県，バッ

タンパン県，ポーサット県及びコンポン・チュナン

県で見られる。本水牛は独特な条件を要求するので，

牛のようにあらゆる場所で飼育することはできな

い。この水牛は湖，浸水地，ある程度の高台のある

地域に富む所で飼育される必要がある。

7.K牛は牛のように農作業に使用される家畜であ

るが，異なる特別の容貌を持っている。牛に比べて

水牛が持つ特別の能力がゆえに，深い泥の水田のあ

る地域又は輸送が困難な地域では，農ゐ民は耕起，整

地，輸送に水牛を使うことを好んでいる。さらに，

水牛は水分の多い植物を飼料として採食することが

できるし，稲ワラのような飼料を消化するのに牛よ

り高い能力を持っているが，暑い太陽に耐えること

ができない。家畜化された水牛は 30~36 ヶ月齢か

ら繁殖でき， 14歳まで生存することができる。栽培，

耕起，整地及び輸送での使役に加え，蛋白質の重要

な供給源として水牛肉を供給することができる。皮

革，毛，角等は加工産業の原材料として使用される。

糞尿は米，換金野菜のための，及び土地の肥沃度を

改良するのに必要な自然肥料であり，農家の所得源

である。

3. 牛 ， 水 牛 の 飼 育 管 理

1)飼育管理全般

カンボジアの牛，水牛の飼育では家族による小規

模システムが伝統的に行われており，これら大家畜

を生産する目的は役用家畜として飼育することで

ある。このシステムでは l 戸当たり 1~50 頭が平均

的な飼育規模である。

老齢になった牛，水牛が都市及び地方での畜肉消

費向けに屠殺・販売されており，農民間での生体販

売は使役畜を更新するためである。家族経営は，家

族労働を家畜管理に使用する上で有利であるが，事

実，調査結果によると全国の農業生産の 98%は家族

経営であることが分かる。

カンボジアでの家畜生産は伝統的な方法に基づ

いており，農民は牛舎を通常住宅の下か横に設置し，

乾季の聞は牛，水牛を収穫後の稲田に日中連れて行

き，稲の切り株を自由採食させ，夕方に牛舎に連れ

戻し，補助飼料(稲ワラ，車)を給与している。この

飼育では専業的農家より飼育費は低くなるが，疾病

に擢患したり，飼料不足に直面している。言い換え

ると，このような飼育方法は，専業農家より飼育費

が低いというメリットはあるものの，牛が疾病に擢

患したり，飼料不足による栄養失調になりやすいと

いうデメリットも持ち合わせている。

放牧されない牛は一 日中追い込み柵内で地元で

入手できる飼料を制限給与されている。夜間滞留用の
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柵が使用されているが，これは牛の盗難防止と牛糞

を集めるためであり，集積された糞尿は放牧場に散

布される。繁殖用の種雄牛は種付料で着実な現金収

入をもたらすので，よく管理されている。

二期作地域では放牧が行われず，舎飼で稲ワラ，

イネ科牧草，マメ料牧草の青刈，バナナの茎，7.k草，

米糠等が給与されている。稲の単作地域では稲ワラ

の他，収穫跡地の稲田，共有地での放牧が主な飼料

源である。集められた飼料は先ずは役牛と主に自宅

で飼われる種雄牛に給与されている。

100~500 頭規模の商業的飼育は国内の適地に集

中しており，自然草地，水源が用意されている。こ

のシステムは国総頭数の 2%未満(2005年の DAHP

報告書)を占めているのみである。

カンボジアで使用されている補助飼料は稲ワラ，

米糠，野草(メIJ取給与又は放牧)，バナナの茎，野菜

屑，シュガケーン・トップ，サツマイモのつる，

キャッサパ(芋)，キャッサパ葉(乾季にサイレージ

利用)，桑の葉，ビール粕，水草等である。

な お，プノンベンにある University of 

Tropica1Agriculture Foundationの Dr.TR Preston に

よると，カンボジア在来牛の肥育では稲ワラに

キャッサパ葉と野菜油を添加した飼料が有効で

あるとのことである。

このように牛飼育に使用されている飼料資源は

自己有地，共有地，調整地のいずれかで生産されて

いる。なお，自己有地では稲，その他の作物が栽培

されており，副産物の稲ワラが飼料として利用され

る。次に，共有地は l村当たり平均 20haあり，野

草，雑草が自生し周年放牧，メIj取給与で使用される。

二期作地帯では刈取給与のため，この共有地が利用

され， 1 日 当 たり 20~25kg の草を集めている。 調整

地は，過放牧になっている共有地とか，大部分の土

地が洪水の被害を受けやすい共有地を持つ村で使

用できる。

牛の飲用水について述べると，牛用も含む家庭用

井戸は過去，米国国際開発庁 (USAID)，オックス

フォード飢餓救済委員会 (Oxfam)，国連児童基金

(UNICEF)及び国際協力機構(JICA)の協力で建設さ

れてきており，地下 35m から秒速 2~3l の水が供給

されており，掘削費は 1m当たり 3ドルで、ハンドポ

ンプが 30~50 ドソレで、あるとのことである。カンボ

ジアの資料によると，ゼブー牛は温帯牛，在来牛よ

写真 4 プノムタマオ国立牛育種センターのブラーマン種，
ハリアナ種の繁殖牛群の放牧風景

り水の必要量が少ないが，それでも 1日当たり 40l

の水を必要としており，少なくとも 2日毎に給水を

する必要があると報告されている。

2)牛の繁殖

牛の繁殖は放牧下での牧牛と引き付け交配の2つ

の繁殖方法が採られている。牧牛は稲作の単作地帯

のほとんどの牛群において 1~4 月の聞に行われて

おり，繁殖のピークは初期の雨が降り，草が新芽を

ふき出す 3月， 4月である。稲作の二期作地帯又は

舎飼が行われている地域では，牛が発情したと時に

引き付け交配が行われている。供用される種雄牛は

外部のもの又は共有のものであり，種付料が支払わ

れる。村の種雄牛の場合では， 6ヶ月間に 400頭以

上の雌牛に交配されている。

2000年以降，生産性の向上，市場の要求及び近親

交配の防止手段の観点から，種雄牛供給に商業化の

動きが起きてきており，業者が種雄牛交換事業を進

めたり，外国品種(インド・ブラジノレ種， レッド・

シンデ、イ種等)を輸入している。

家畜衛生生産局が 2000年に実施した調査におい

て牛の繁殖率は 68.9%であったと報告しており，こ

れによると，概ね牛は 3年毎に 2産する率となって

いる。なお，小格体躯の純粋の在来種(コー・クメー

ノレ穫)は繁殖性が高く，年 l産していると言われて

いる。このように小型の在来種の繁殖率が高い点は

他の熱帯地域の開発途上国の在来牛でも同様に報

じられているが，この小型在来牛の優れた繁殖性の

理由は維持代謝栄養必要量が大型のゼブー牛，温帯

牛(Bostaurus)に比べて低く，粗蛋白質含量が低く

なった粗野な飼料でも十分利用できる能力を持ち，

良好な牛体栄養状態を維持できるからである。
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4. 牛-水牛飼育に使用可能な

推定飼料資源量

家畜衛生生産局によると，カンボジアの作物栽培

面積は 200万 haであり，その内， 180万 haが水田

である。水田の内， 25万 5，000haが三期作地帯であ

り， ha当たりの稲ワラの収量は米の単作地では1.4

トン，二期作地では 2.3トンである。他の換金作物

を含めた牛・水牛飼育に使用で、きる粗飼料量は年間

323万3，000トンで，その内水田が 270万9，000トン

を供給していると推定されている。この他，他の作物

が栽培される 20万haからは 89万トンの飼料(トウ

モロコシ，落花生ワラ等であり，野菜，シュガケーン・

トップは含まれていない。)が生産されるが， 4~5 

県に生産が限定されていると報告されている。

5. 

か

カンボジアでの牛の使役

ら良質牛肉生産用途への

転換の動き

農業での機械化の進展，牛肉需要の増大，農家所

得の向上の観点から，カンボジア政府は現在の使役

牛から商業的付加価値牛肉生産用途牛への牛の品

質の転換を進めることを計画しており，現在，すで

に EU協力でサンタガートルーディス種(米国テキ

サス州のキングランチ牧場で作出された5/8ショー

トホーン種X3/8ブラーマン種の合成種)が，また，

隣国タイで造成されたカンベンセン種(1/4タイ在

来種x1/4ブラーマン種X1/2シャロレ一種の合成

種)が導入されてきており，付加価値の商い高品質

牛肉生産用途の牛の飼育が始まっている。

カンボジア国内の市場においても高級牛肉の需要

の動きは起こっており， 2007年 11月 29日にプノン

ベン市内の高級スーパーマーケット (Lucky

Supermarket)で実施した牛肉価格調査結果は表 3の

とおりであり，輸入牛肉がカンボジア国産牛肉の約

3~4 倍の高い価格となっており，高級牛肉の生産の

インセンティブがすでに存在している。

表 3 カンボジアでの国産牛肉と輸入牛肉の価格比較

なお，カンボジアのこの種の高付加価値牛肉生産

の動きが依然として同国の近隣諸国に比べていか

に遅れているかを物語る近隣国の交雑育種の実施

事例を示すと，前述のタイでのカンベンセン種の造

成と，タイ東北部のサコーンナコン県のポンヤンカ

ム家畜飼育協同組合が行っているタイ在来種とフ

ランス品種(シャロレ一種， リムジン種，シンメン

タール種)の交雑牛肉生産である。また，乳牛での

改良においてもタイでの在来種，ブラーマン種又は

サイワール種とホノレスタイン種聞の 2元交雑育種，

ベトナムでのベトナム在来牛(VietnamYellow種)と

レッド・シンディ積，ブラーマン種，サイワール種

との 2元交雑育種，及びミャンマーでの在来種

(Shwe Ni種， Pya Zein種)とホルスタイン種との 2

元交雑育種がそれぞれ実施されている。これらの詳

細を示すと表 4のとおりである。

カンボジアには現在在来牛の他，熱帯肉牛である

ゼ、ブー牛品種のハリアナ種，ブラーマン種が大半で

あり，良質牛肉生産向けの交雑牛生産のためには温

帯牛を種牛，又は精液の形で輸入しなくてはならない。

ただし，熱帯において，“通常の温帯牛"品種(熱帯適

応性を持たない温帯牛のこと)の種雄牛を暑熱環境

下で健康な状態で飼育・維持することは多くの困難

を伴うことから，精液で導入することが望ましい。

導入を検討すべき推奨品種としては表5のようなもの

が考えられるが，通常の温帯牛を導入する場合には

ハリアナ種，ブラーマン種等ゼブー牛の血液割合を

1/3~ 1/2 に保持する必要があるものと考えられる。

なお最近注目されてきている表 6の“熱帯適応性

を持つ温帯牛"を交雑育種に使用する場合には，こ

れらの品種からも熱帯適応性を付与できるので，混

入するゼブー牛の血液割合を大きく下げることが

可能となる。このことは，牛の早熟性，良質な肉質，

温順さへの一層の改良につながることを保証する

ことを意味する。“熱帯適応性を持つ温帯牛"につ

いて，補足説明をすると，このような能力を持つ牛は

熱帯国で長期(数百年規模の長さで)にわたり自然に

肉部位名

ストリッフ。ロイン

テン夕、ーロイン

国産牛肉体)

(単位:米ドル/kg)

豪州産牛肉の) 価格差 (B)/(A)

選抜され，熱帯適応性を獲得してきた温帯牛か，

人為的に選抜・造成された温帯牛から構成され

ている。なお，参考まで熱帯地域での生産性向

上に向けた交雑育種から造成された合成品種
6.75 20.60 

6.20 26.90 

3.1 

4.3 
を示すと表7のとおりであり，多様な熱帯環境

向けに沢山の品種が作出されてきている。
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表 4 タイ，ベトナム及びミャンマーでの交雑育種の実施

番号 合成品種名 造成方法

カンベンセン種(タイ) 25%タイ在来牛X25%ブPラーマン種X50%シャロレ一種

2 ターク種(タイ) 62.5%シャロレ一種X37.5%ブ伊ラーマン種

3 カビンブリ種(タイ) 50%シンメンタール種X50%ブラーマン種

4 交雑肉牛(ベトナム) 1)レッドシンディ種×ベトナム・イエロー種(在来種)

2)ブラーマン種×ベトナム・イエロー種

3)サイワーノレ種×ベトナム・イエロー種

5 交雑乳牛 1(タイ) 3/4以上のホルスタイン種X1/4以下のゼブー又は

タイ・フリージャン種 タイ在来種(ブPラーマン種、サイワール種又は在来種)

σF) 

6 交雑乳牛II(タイ) 3/4ホルスタイン種x1/4ゼブー

タイ・ミルキング・ゼブ一種 σMZ)

7 交雑手L牛 1(ベトナム) 1) 50%レッドシンディ種X50%ベトナム・イエロー種

(1)ベトナム在来牛を交雑に使用 2) 50%サイワール種X50%ベトナム在来種

3) 50%ジャージー種X50%ベトナム在来種

8 交雑乳牛II(ベトナム) 1) 5/8ホルスタイン種X2/8AFSxサイワール種

(1)ゼ、ブー牛を交雑に使用 2)5/8ホルスタイン種X3/8サイワール種

3) 50%ジャージー種X50%サイワール種

9 交雑乳牛(ミャンマー) 1)ホノレスタイン種xShweNi種(在来種)

2)ホルスタイン種xPyaZein種(在来種)

表 5 交雑牛生産向けの温帯牛

温帯牛の種類 品種グループ 品種 選定利用

英国品種 アンガス種
肉質に優れる牛肉生産を

通常の温帯牛
志向する場合

ヨーロッパ品種 リムジン種等
年間を通じて十分な飼料資源があり，

飼料不足の心配のない地域

熱帯適応性を テュリ一種， 肉質と早熟性，温順な性質を

持つ温帯牛 セネポール種等 志向する場合

表 6 熱帯での牛交雑に使用できる“熱帯適応性を持つ温帯牛"

番号品 種 名 原産地または作出国 その他

アダプタウアー (Adaptaur) 豪州 (CS1RO)
へレフォード種とショートホーン種聞の

交雑種

2 アフリカンダ一種 (Africander) 南アフリカ共和国

3 CIATクリオウロウ種 (Criol1o) ボリビア

4 セネポーノレ種(Senepol) ノ〈ージン諸島 レッド・ポール種とンダマ種の交雑種

5 テューリ一種 σuli) ジンパブ、エ

6 熱帯適応性改良へレフォード種 パラグ、アイ へレフォード種内で耐暑性選抜

7 
パンパ・チャケェーニョ種

パラグアイ
ドイツ人移民牛農家による育種

(pampa Chaqueno) (へレフォード種と同じ毛色)

8 ロモシヌアノ種侭omosinuano) コロンピア

(注)クリオウロウ(別名クリオジョ)種は中南米の在来温帯牛(数百年前にスペイン，ポルトガルより

導入された牛の子孫牛)のことであり，ロモシヌアノ種はクリオウロウ種の1つで、あるo
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表 7 熱帯における交雑育種から造成された合成牛品種(1)

No 品種名 作出国 品種組成 毛 色

1インド・ブ、ラジル(IndoBrasil) ブラジノレ
ギア種，カンクレ種，ネローレ種等の ブラーマン種と

インド・ゼブ一間交雑種 同様

2オカンポ種 (Ocampo) ベネムス恭エフ一 1/8クリオウロウ x5/8ゼブー
x 1/4ホルスタイン種

3オーストラリアン・フリージアン・
濃い褐色から

サイワール種 豪州 1/2サイワーノレ x1/2フリージャン
黒色(Australian Freisian SahiwalニAF~り

4オーストラリアン・ミルキンクe

-ゼブ一種 豪州 1/2サイワール種 x1/2ジャージー種 濃い褐色
(Australian Milking Zebu=AMZ) 

5カンチム種 (Canchim) ブラジル 5/8シャロレ一種 x3/8ゼブー
白色または

明るい稲葉色

6ゲルプレイ種(Gelbray) 米国
ゲ、ルヒVヒ種×レッド・アンガス種

×ブ、ラーマン種

7 コブ子ラ手重 (Kobrah) 米国 3/8フゃラーマン種 x5/8和牛(KobeBee。
8サンタ・ガートノレーデ、ス種

米国 5/8ショートホーン種 x3/8ブラーマン種 濃い赤色(Santa Gertrudis) 

9サンタ・クルス種(SantaCruz) 米国
1/2サンタコゲートルーディス種 x1/4レッド、

濃い赤色
-アンガス種 x1/4ゲルビッヒ種

10シャーフォード種 (Charford) 米国
1/2シャロレ一種 x3/8へレフォード種 明るし、ものカミら

x 1/8ブpラーマン種 濃い赤色

1lシャプレイ干重 (Charbray) 米国
1/8-1/16シャロレ一種 白色または

x 7/8-15/16ブラーマン種 明るい稲葉色

12ジャマイカ・ブ手ラック種
ジャマイカ アンガス種×ゼブー 黒色で無角(Jamaica Black) 

13ジャマイカ・レッド、種
ジャマイカ レッド・ボール種×ゼブー

濃いものから
(Jamaica Red) 中間の赤色

14シンブラ種 (Simbrah) 米国 5/8シンメンタール種 x3/8ブ、ラーマン種 種々の毛色

15シンブ、ラジル種 (Simbrasil) ブラジル シンメンタール種×ネローレ種

16セネポール種(Senepol; パージン
レッド・ポール種×ンダマ種 赤褐色日IJ名RedPied Nelthropp) 諸島

17ドロートマスター
豪州 1/2ブ、ラーマン種 x1/2ショーホーン種

明るいものから
(Droughtmaster) 濃い赤色

18バルゾナ種のarzona) 米国 アフリカンダ一種×へレフォード種
濃い赤っぽい

褐色

19ビーフマスター種(Beefmaster) 米国
1/2ブ、ラーマン種 x1/4へレフォード種 種々の毛色

x 1/4ショートホン種 (赤が主要)

20ピタングエラズ (Pitangueras) ブラジノレ 5/8レッド・ポーノレ種 x3/8ゼ、ブー

21ブラフォード種 (Braforめ 米国 5/8へレフォード種 x3/8ブラーマン種 赤色毛、白顔

22ブラホーン種 (Brahorn) 米国 1/2ショートホーン種 x1/2ブミラーマン種

23フ守ラマシ種。ヨrahmasi) 米国 リムジン種×ブラーマン種 種々の毛色

24ブラムジン但rahmousin) 米国 5/8リムーザン種 x3/8ブ、ラーマン種 赤褐色

25ブラメイン種 (Brahmaine) 米国 5/8メイノ・アンジュー種 x3/8ブPラーマン種 種々の毛色
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表 7 熱帯における交雑育種から造成された合成牛品種(2)

No 品種名 作出国 品種組成 毛 色

26ブPラメンタール種(Brahmental) 米国 ブ、ラーマン種×シンメンタール種 種々の毛色

27ブラ・スイス種 (Bra-Swi邸) 米国 1/2ブラウン・スイス種 X1/2ブラーマン種

28プランガス種のrangus) 米国 5/8アンガス種 x3/8ブラーマン種 黒色で無角

29ベルモント・レッド種
豪州

1/2アフリカンダ一種 x1/4へレフォード種
濃い赤色

(Belmont Red) x 1/4ショートホン種

30ボンスマラ種(Bonsmara)
南アフリカ 10/16アフリカンダ一種 X3/16ショート

赤色
共和国 ホーン種 x3/16へレフォード種

31 '"yラパールナ種仰alabar) ブラジノレ クリオウロウ×ゼブー 種々の毛色

32マンテクエイラ種仰antequeira) ブPラジル クリオウロウ×オランダ種×シンメンターノレ種 濃い赤褐色

33モチャ・ナショナル種
ブラジル

クリオウロウ×レッド・ポーノレ種×アンガス種
無角

(Mocha Nacional) ×リンカーン・レッド種

34レッド・プランガス種(RedBrangus) 米国 3/8ブラーマン種 x5/8レッド・アンガス種 無角

(出所)1. Beef Production and Management (by Gary Minish & Danny Fox， Reston Publishing Inc.) 

2. Beef Production and the Beef Industry-A Beef Producer's Perspective 

(by E. Taylor， Burgess Publishing Company) 

3. BeefProduction Technology in the Tropics (by Hiroshi Nishimura) 

4. Brahman-T he Beef Cattle Builder (by Ed Danils) 

5. Cattle Production in the Tropics (by W. J. A. Payne， Longman) 

6. おわりに

カンボジアで飼育されている牛品種は近隣国の

肉牛品種とは異なり，依然としてカンボジア在来牛，

ゼブー牛が中心であるが，近い将来には飼料基盤の

整備，飼育管理技術の改善もする中で，他の国同様

のゼブー牛と英国品種，ヨーロッパ品種等の温帯牛

との交雑牛生産が本格的に開始されるとともに，酪

農振興も進んでいくものと思われる。

その意味で，我が国が培ってきた日本の畜産技術と

海外技術協力から獲得してきた熱帯畜産技術及び

経験も活用しながら行われる ODA技術協力を通じて，

我が国がカンボジアの牛産業の発展に大きく貢献

することを畜産技術者の一人として原品、次第である。
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