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日本、世界の畜産業の GHG 排出と削減の必要性 

質疑応答なし 
 

乳用牛飼養における排出削減策 

小林（北海道大学教授） 
 乳用牛からのメタン排出量を育種改良によって一定程度削減するという話があったが、

育種改良による削減には一定の時間を要すると思われる。温暖化対策が急務とされる

中で、直近の 1～2 年等における短期的な対処法として考えられるものはあるか。 
 
日向 
 ご指摘のように、育種改良による個体乳量の増加や育成期間の短縮を通して単位乳量

当たりのメタン排出量を削減するまでには、5～10 年単位の時間を要すると考えてい

る。短期的な削減策としては、既存の制御技術である飼料中のタンパク質量の改善や、

カシューナッツ殻液の添加等を行って、消化管発酵由来のメタン排出量を削減するし

かないのではないか。加えて、ふん尿処理における対策も重要となる。 
 
小林 
 今回のプロジェクトに限らない一般論として、短期的なメタン削減策について考えた

場合、既存のメタン抑制飼料を使用していくのが現実的という理解でよろしいか。 
 
日向 
 一般論としてならば、その通りである。 
 
長田 
 今のご質問に関連して、他のパネリストの方から、この 30 年間で乳用牛の乳生成量は

2,000kg も伸びており、既に育種改良技術はメタン排出量の削減に寄与していると考え

られるのではないか、との意見があったことを紹介する。アミノ酸バランス改善飼料の

紹介のところで、年間の経営費が 100 万円程度増加するというお話があったが、これ

は 1 経営体あたりの数字か、という質問がきている。 
 
日向 
 その通りである。具体的には、経産牛 120 頭規模のフリーストール経営の場合を環境

評価のモデルとして設定している。その場合、配合飼料の年間摂取量はおよそ 2 トン

なので、配合飼料とアミノ酸バランス改善飼料の価格差を 4～5 円とすると、1 経営体
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あたりの負担額はアミノ酸バランス改善飼料 100 万円程度の増加になる。飼料の変更

により乳量が変化するわけではないため、コスト増加分のみが影響することになる。 
 
長田 
 次に、畜舎全体を閉鎖系にすることはできないのか、という質問がきている。非常に難

しい質問である。 
 
日向 
 社会科学が専門分野であるため、完全に回答できるだけの知識を持ち合わせていない

が、質問の「閉鎖系」とは、試験場や研究機関で行われるチャンバー法のような、牛１

頭を囲い排出されるふん尿やガスをすべて捕集する装置を、農場全体に広げる形にな

るかと思う。発表で紹介したように、スラリータンクに覆いをかけ、消化液から排出さ

れる温室効果ガスを捕集して濃縮させ、メタンガスを再利用する技術が開発中である

が、そのようなことが農場全体で可能なのかという点がご質問の意図かと思う。 
 
長田 
 おそらく豚や鶏のようにいわゆる「ウィンドレス畜舎」のようなものをつくるか、ある

いはスラリー処理では、日向先生からご指摘があったようにチャンバーを設けて閉鎖

系にするなど、温室効果ガスをできる限り表に出さない工夫がどこまで可能かという

ご質問だと思う。共同研究者の中で回答できる方がいればまた回答するということで、

この質問に関しては一旦保留とさせてほしい。次の質問で、全体的な費用を便益分析す

る上では、バイオガス施設の耐用年数をどう設定するかで結果が異なると考えられる

が、その点について何らかの基準は既にあるのか、というものがきている。 
 
日向 
 ご指摘のとおり、バイオガスプラントはかなり大きな投資となるため、耐用年数の設定

次第で年間のコスト、つまり減価償却は大きく変わりうる。今回の 15 年という設定に

ついて、何か明確な基準があるわけではないが、現在稼働中のバイオガスプラントが設

計された際の設定年数や、実際のプラントの稼働年数を参考にした。客観的で明確な基

準は、バイオガスプラントに関してはまだないのが現状である。 
 
長田 
 本件については、もう少し詳細な議論が必要と思う。また、先ほどの育種改良によるメ

タン削減に関しては、育種によりこの 30 年間で生産量が 2,000kg も伸びていることか

ら、育種改良は既に温室効果ガス削減に寄与しているということを補足する。 
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肉用牛飼養における排出削減策 

相原（一般社団法人家畜改良事業団） 

 肥育牛には肉専用種、F1、ホル雄といった 3 通りの育養種があり、特に育種において

は黒毛和牛と乳用種の 2 通りの種雄牛を考える必要がある。乳用種種雄牛の育種につ

いて、先ほどの日向先生の発表にもあったように、ホル雌であれば生涯乳量や長命性な

どの向上によっても温室効果ガスの削減に寄与するため、育種改良の方針はそれらも

含めたものになると考えられるが、一方で F1 やホル雄では生涯乳量や長命性の向上は

メタン発生の抑制にあまり貢献しないことになる。その場合に今回示されたシミュレ

ーションどおりの育種効果が現れるのか。F1 やホル雄の場合、違った要因が入ってく

る可能性もあると考える。 

 
大石 
 今回はあくまで 10 年後の目標ということで、改良増殖目標の値を用いてシミュレーシ

ョンを行ったが、まさにご指摘の通りで、乳用種や F1 の改良の場合は単純に増体改良

を行うわけにはいかない。今回は「肉用牛」というカテゴリーで発表したため、肉用牛

としての乳用種肥育について検討したが、乳生産も組み合わせて温室効果ガスの削減

を考えていく必要があると考えている。明確に回答しにくい部分もあるが、乳量や長命

性と増体量との間に、どの程度の遺伝子的な相関があるかという点も評価に含められ

れば良いのではないか。 
 
相原 
 理解した。そういった乳用種独自の特徴を踏まえて進めてほしい。 
 
長田 
 続いて、板橋先生にコメントをお願いしたい。 
 
板橋（東京農工大学名誉教授） 
 肉用牛における温室効果ガスの削減について、詳細に全体の流れを示していただきよ

く理解できた。アミノ酸バランス改善飼料の問題、排せつ物の熱量の問題、育種改良と

いう 3 つの方面からのご説明をいただいた。アミノ酸バランス改善飼料におけるコス

トの問題については、改めて計算をしてもらえればと思う。興味深かったのは育種改良

だが、黒毛和牛について考えてみると、やはり肥育期間におけるコストが相当大きいと

いう点は大変重要である。メタン排出量を削減する育種改良に関連して、肥育期間の短

縮に結び付けることができると、非常に現実的なアプローチになるのではないか。肥育

期間が長くなるほど飼料摂取量当たりのメタン排出量も大きくなるため、肥育期間を 1
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ヵ月でも短縮できれば、相当な温室効果ガス削減につながるのではないか。これは経済

的な面で酪農家からも要望があると思うので、現実的ではないか。 
 
大石 
 コストに関する詳細は今回の発表中に含めていなかった。ルーメンバイパス次第な部

分もあるが、アミノ酸バランス改善飼料はアミノ酸単体で見るとそれなりのコストを

要する一方で、最終的に低タンパクにすることで、タンパク源として用いられる他の大

豆粕などの高価な飼料の使用を抑えることができるため、結果としてコストの増加は

あまり生じないと考えている。メタン低減のための飼料は色々なものが開発されてい

るが、脂肪酸カルシウムについて試算したところやはりコストが大きかった。一方で、

脂肪酸カルシウムは脂質であり、トータルのエネルギー量を考えたときにその分の補

填ができるので、ある程度のコストは要するものの、非現実な値にはならない。育種改

良の話とも関係するが、肉用牛飼養において他の畜種と比べて重要な点は、コストだけ

ではなく生産した枝肉の価格・売上が落ちてしまっては現場で導入できないというこ

とである。肥育期間を短縮すればコストも環境負荷も削減できるものの、それによって

売上が落ちてしまうことも考えられるため、売上の変化も含めて利益の評価を行って

いる。発表の最後で少し触れたが、肥育専業で考えた場合には肥育期間の短縮は実行し

にくいものの、一方で一貫生産システムを前提として試算を行うと、現実的なレベルに

なると考えている。そのため、肉用牛の評価に際しては、コストだけでなく生産される

肉の価値も含めて評価をすることが、環境負荷低減技術を現場に導入するうえで重要

と考えている。 
 
長田 
 オフセット技術は具体的には同じ畜産経営の中で行うという意味か。例えば、草地への

炭素貯留やバイオ燃料か、という質問がきている。 
 
大石 
 まず草地への炭素貯留はオフセット技術の１つだと思うが、肉用牛では実際に牧草地

において飼料生産を行っている事例が少ないと考えられる。バイオ燃料は、乳用牛のプ

ラントを想定されているものと思う。肉用牛は主に堆積発酵によってふん尿処理が行

われるが、今後排せつ物処理システムの改良などにより、エネルギー利用も不可能では

ないと考えている。これ以外のオフセット技術で肉用牛に関連したものはすぐに出て

こない。 
 
長田 
 大石先生の回答は肉用牛にフォーカスしたものであり、例えば鶏ふんボイラーなど、燃
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焼によってエネルギーを得る手法も考えられる。肉用牛単独としては、現状では 20%
削減も容易ではないと考えている。 

 
大石 
 そう考えている。 
 
長田 
 霜降り牛と赤身牛では、温室効果ガスの排出量はどちらが少ないのか、という質問がき

ている。 
 
大石 
 霜降り牛、赤身牛という区分けでの検討が適当かは難しいが、特に黒毛和種の生産にお

いては、霜降り肉をつくるためにそれなりの肥育コストを要する。一方で、赤身肉の場

合には早く仕上げられることがあるため、あくまでもイメージであるが、短期肥育で増

体に注力した牛を改良することでその分排出量が減少する可能性はある。一方で、霜降

り牛だから負荷が大きいと決めつけるのは問題で、霜降り牛であっても肥育期間の設

定や霜降りをうまく入れる肥育技術を検討することで、温室効果ガスの削減に繋げら

れると考えている。 
 
長田 
 次の質問で、最後のスライドで気候変動緩和の重要性の周知や枝肉の格付けについて

言及があったが、具体的な方法があれば教えて欲しい、というものが来ている。 
 
大石 
 具体的な方法について明確に回答することは難しい。牛という生き物を相手にした温

室効果ガス削減は簡単ではないが、今回の成果報告会のような場を通して削減目標の

達成に向けた技術の開発状況を周知し、削減の困難な部分についての検討などを進め

ていくほかないと考えている。古くから格付けは行われているが、枝肉の格付け自体の

仕組みについても、もう少し検討の余地があるかもしれない。枝肉の格付け自体の仕組

みに関する研究を行っている先生方もたくさんいると思うが、気候変動緩和の観点の

みならず、より時代に沿った方法を検討していくことも必要ではないかと考えている。

一方で、具体的にどうすべきかという点は難しい。 
 
長田 
 非常に難しい質問である。格付けの基準として気候変動が配慮されるのが良いのでは

ないかということかもしれないが、そのためにはまず我々が行っている技術開発の中
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で、どの程度温室効果ガスが削減可能かという情報を出していく必要があると考える。

一方で、どの程度まで削減できれば格付けに反映されるのかという点については、現段

階で一研究者が提案することは難しいと考えている。 
 
大石 
 今回は格付けを例としてお示ししたが、格付けに限らず、昨今は生産に関する様々な情

報が消費者まで届く機会も増えてきている。最終的な販売の段階において、温室効果ガ

スの削減に関する情報を示し、何らかの格付けを行う方法を考えるのが良いのではな

いか。 
 

中小家畜飼養における排出削減策 

荻野 
 生体から排出される呼気および排出物、二酸化炭素、メタン等の数値等を測定する場合、

飼育チャンバーと測定器はどのようなものを使っているのか、という質問をいただい

ている。まず生体について、豚や鶏が呼吸によって排出する二酸化炭素は、もともとそ

の家畜が餌として摂取したものが分解されて発生するものである。飼料中の炭素は光

合成によって大気中から二酸化炭素として取り込まれたものなので、差し引きゼロと

いうことでカーボンニュートラルとして取り扱い、温室効果ガスとしては考慮しない

ことになっている。メタンと一酸化二窒素については、炭素繊維リアクターのところで

紹介したが、マルチガスモニターと呼ばれる温室効果ガスの濃度を連続で測定できる

分析装置があり、これを用いて分析・測定を行っている。排せつ物管理から発生する温

室効果ガスの場合、堆肥化か汚水浄化処理かによって発生が大きく異なる。堆肥から発

生した温室効果ガスを捕集する場合には、ふん尿の量にもよるが 1 メートルから数メ

ートル規模のチャンバーを設置し、排気から発生する温室効果ガス濃度を測定する。汚

水浄化処理施設における測定では、炭素繊維リアクターのところで示したが、漏出を防

いだうえで曝気槽の上部から空気を吸引し、その空気中に含まれる温室効果ガスを測

定することで分析を行っている。 
 

長田 
 1998 年にデンマークに留学した際、いわゆるウィンドレス豚舎という、排せつ物を貯

留する豚舎において温室効果ガスを測定したことがある。豚自体よりも排せつ物から

のメタン発生量が大きかったため、排せつ物を取り除くことによってメタン発生量は

大きく低下するため、豚舎内での発生量は大きくないという印象を持った。測定は、荻

野さんから説明があったマルチガスモニターを使用して連続的に行っていた。補足で

あるが、マルチガスモニターを使用してはいないものの、農研機構の前身である畜産試
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験場時代に厳密な測定が実施されており、その際の測定値と今回の算定値は同程度の

結果となっている。荘林先生から、標準的な 1 経営体でみると乳用牛や肉用牛と比較

して養豚やブロイラーは温室効果ガス排出量が大きいのか、という質問がきている。こ

の点は経営体へのインセンティブ政策を考えるうえで重要とのことである。 
 
荻野 
 まず、標準的な経営体を考えた場合、豚や鶏の方が、乳用牛や肉用牛の経営よりも規模

が大きいのではないかと思う。そのため単純な比較は難しいが、例えば強引に生産物の

重量当たりの温室効果ガス排出量で比べてみると、どうしても乳用牛や肉用牛では消

化管内発酵によるメタンの排出量が大きいため、その分中小家畜のほうが排出量は小

さいのではないかと思う。ただし、最初に申し上げたように、経営体という観点からす

ると比較は難しいというところである。 
 
長田 
 先に私からもお示ししたように、乳用牛と肉用牛はそれぞれ 4 割、3 割という排出量シ

ェアを持っているため、どうしても削減を図りたいところである。一方で、削減可能性

の高い分野を優先しようと思うと、やはり先行するのはバラエティーにも富んでいる

中小家畜ではないかとも考えている。一方で、多様な削減策をもってしても、中小家畜

における削減量は 3 割から最大 4 割程度である。 
 
荻野 
 温室効果ガス排出量における中小家畜と乳用牛・肉用牛との比較については、発表で述

べた通りであるが、乳用牛と肉用牛ではやはり消化管内発酵からのメタン排出量が多

くの割合を占めているのに対し、中小家畜では排せつ物管理からの排出と飼養管理に

おけるエネルギー利用に伴う二酸化炭素の排出が多くを占めている。そのため比較的

ターゲットは絞りやすく、例えば排せつ物管理からの一酸化二窒素やメタンの排出量

を効果的に減らすことで、経営体としても温室効果ガスが大きく削減できると考えて

いる。 
 
荻野 
 荘林先生から追加でコメントをいただいた。経済的インセンティブの観点からだと、１

カ所から大きく出ているほうが対応しやすく、効率のよい対策ができる可能性がある

ということか、という質問であるが、これはその通りである。費用にもよるが、中小家

畜特に鶏の経営は大規模化しており、効率的に対策ができると考えている。 
 



8 
 

総合討議 

荻野  
 アミノ酸バランス改善飼料について一つ質問をいただいている。アミノ酸バランス改

善飼料に添加される結晶アミノ酸の製造過程ではどの程度の温室効果ガスの排出があ

るかというご質問である。細かい数値は記憶していないが、結晶アミノ酸の製造過程か

らは、１kg 当たり約５kg の温室効果ガス排出があったと記憶している。 
 
長田 
 製造過程からの排出は確かに大きいが、アミノ酸バランス改善飼料を導入して削減す

る温室効果ガスに比べれば小さいということになろう。 
 
荻野 
 補足すると、結晶アミノ酸の製造過程で発生する温室効果ガスは、ほかの飼料原料、例

えばトウモロコシや大豆かすに比べると大きいが、先ほど肉用牛で大石先生からも説

明があったように、アミノ酸バランス改善飼料ではタンパク質含有量を下げるので、大

豆かす等のタンパク質源を減らして、トウモロコシ等のエネルギー源を増やすことに

なる。一般的にタンパク質源のほうが価格が高いので、それを減らすということはコス

ト低減要因になる。アミノ酸バランス改善飼料にはコストを上げる要因と下げる要因

の両方があるが、結果的に先ほど肥育豚の例で示したように、アミノ酸バランス改善飼

料のほうが少しコストは安くなる。アミノ酸バランス改善飼料自体の環境負荷につい

ても、ほかの飼料原料の組成も変わるので、一概にアミノ酸バランス改善飼料のほうが

温室効果ガスの発生量が大きいとは言えない。さらに排せつ物管理からの温室効果ガ

スについて N2O を中心に減らせるので、トータルとして温室効果ガス削減効果は高い

と言える。 
 
小林 
 このプロジェクトは４年目で、１経営体当たり温室効果ガス 20％削減という目標につ

いて初年度はどうなるものかと思っていたが、今日の話を聞く限り中小家畜ではかな

り楽に達成できそうであるし、乳用牛・肉用牛も達成可能ではないかという気がする。

10 年後の 2030 年の 26％削減も頑張れば達成できそうであるし、もっと先の話になる

が 2050 年の 80％削減や 100％削減に向け、だんだんとハードルが高くなるが、良い

スタートダッシュになったのではないか。このプロジェクトも、この後さらに違う形で

研究は進み、さらに技術の進歩が出てくるだろう。削減率を上げていき国際的な認知を

高めていくためには、様々な知見や研究だけではなく、社会システムの構築みたいなも

のも重要になるのではないか。J-クレジットのような制度をインベントリ報告に絡めて
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構築していくのが重要ではないか。私が不勉強なだけかもしれないが、J-クレジットの

実際の例を見てみると、確か森林系が大変に多く畜産系はほとんど認証例がなかった

と記憶している。確かアミノ酸バランス改善飼料や排せつ物管理区分の転換で何個か

認証されていたと思うが、今日の乳用牛や肉用牛の発表で出ていたメタン削減対策に

絡めた形でクレジット認証できるようなものが出てくると良い。日向先生に、J-クレジ

ット制度で使えそうな発想や具体例などをあればお聞きしたい。 
 
日向 
 J-クレジット制度を、例えば乳用牛などの大家畜に適用する場面はどこかという話かと

思うが、おそらく乳用牛の場合で一番考えられるのはバイオガスだと思う。今回の報告

で詳しいところまではお見せしていないが、バイオガスプラントを導入することによ

って、ふん尿由来で排出されるメタン・N2O が激減する。それだけではなくメタンを

燃焼させることにより従来の化石燃料を代替することができるので、家畜ふん尿由来

のメタン削減以上の効果がありそうである。この部分のクレジット化が最も目を付け

るところかと思う。あと、現在はメタン発酵施設も湿式だけではなく乾式メタン発酵施

設など液体ではない有機物をメタン発酵させる技術もあるので、もしそういうのを適

用すると乳用牛だけでなく肉用牛のほうにまで発展できる気はする。 
 
小林 
 クレジットなどで使い始めると認知も広がり、グリーンなライフスタイルなどとして、

農家だけではなく広く国民にも興味関心がわくのではないか。SDGs や今年から始まっ

たムーンショットプロジェクトの社会認知を広げていくには、この J-クレジットをう

まく利用していくのも一つのやり方ではないかという気がする。 
 
長田 
 J-クレジット制度に初期から関わられていた荘林先生に、J-クレジット制度の普及に関

してコメントをいただきたい。 
 
荘林（学習院女子大学教授） 
 先ほど小林先生や日向先生がおっしゃったように、私自身も個人的には温室効果ガス

削減に市場を使うべきだと強く思う者の１人である。一方で、国内の農業分野の温室効

果ガスのシェアが極めて小さいので、国内での温室効果ガス削減の話があまりメジャ

ーに取り扱われないという構造的な問題がある。J-クレジットの取引が今後もっと活発

化するためには、当然規制がかからないと駄目なわけで、規制がかかって初めてクレジ

ットに対する需要が発生するわけだが、仮にその時が来たとしても、農業分野はボリュ

ーム的に小さいというところが非常につらいところである。ただ、１カ所当たりのクレ
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ジットの発生量を大きくすればするほど取引費用が減じられるので、J-クレジットの中

で売買される可能性が出てくるのではないかと思う。１カ所当たりのボリュームを大

きくするときに、経営体が大きければそれで有利になることもあるし、何経営体かをま

とめて、つまりアグリゲートして、一つの取引とするやり方もあるかと思うが、その辺

の制度のデザインを考えることが大事である。さらに、日向先生が先ほどおっしゃった

ように、仮にバイオガスプラントが非常に有望な選択肢だとすると長期の投資になる

ので、長期の投資をクレジットに結び付けるには様々な工夫が必要になる。その辺も考

える必要がある。国内的な認知を高めるもう 1 つの方法として、食料輸入を我が国は

当然多くしているわけだが、その食料輸入分については生産国で温室効果ガスを発生

させており、そのことに対して我が国もある種の倫理的な責任を負っているという観

点で、我が国の大変高い水準の研究成果を生産国に対して適用して温室効果ガス削減

を後押しし輸入国としての責任を果たす、というようなストーリーも重要なのではな

いか。私自身はこのような畜産分野の研究の話を聞かせていただくたびにいつも感銘

を受けているので、国際貢献により日本の中で「なるほどな」と思われるようなやり方

が必要なのではないか。 
 
長田 
 国際貢献の話題について、どのように日本の技術が海外に貢献していくか、農林水産省

の長野様にコメントをいただきたい。 
 
長野（農林水産省） 
 私は気候変動の国際交渉を担当しているので海外の方々の発言から日ごろ感じている

ことと、先生方のお話から思うところを述べさせていただく。まず、家畜飼養システム

からの温室効果ガス排出が多いことについては、いろいろとカラクリがあり、必ずしも

家畜が悪い、例えば牛を食べるのが悪いということではなく、特に国内の農家の皆さん

におかれては、非常に有用な栄養源を生産しているということと、おいしい食べ物を生

産しているということに誇りを持ってほしいと思っている。また、国内の認知度を高め

るのにクレジットのプロジェクトが非常に有効であるというのはそのとおりだと思っ

ている。これまでも関心がありそうな企業や人に、やってみないかというお話をしてい

る。先ほど日向先生からバイオガスが有効というお話があり、また荘林先生からは長期

の投資が必要というお話があった。個人的に誰かやってくれないかと思っており、家畜

飼養システムの排出が多いということは逆にそこにビジネスチャンスがあると思って

いるが、温室効果ガスを減らすプロジェクトというのは非常に定量化が難しく、そこに

研究者の出番がある。バイオガスやエネルギーの産生は、定量化の手法が決まっている

のでやりやすい。それを長期的な投資にするには、補助金なども使い企業を巻き込んで

行うのが良い。そこに少しチャレンジングである牛のメタン削減や、排せつ物からの
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N2O 削減などアグロノミー的なものを、少しでも良いので組み合わせれば良いと思う。 

国際的には、日本の技術を海外で適用するのはそのとおりだと思う。最近、温室効果ガ

スの実質ゼロ宣言が、国レベルでも、自治体レベルでも、民間企業レベルでも非常に盛

り上がっている。このときに、非常にチャレンジングだが、間違いなく農業分野がビジ

ネスチャンスでもあるので注目を浴びることになると思う。先ほど荘林先生から、排出

規制がかかることにより排出量取引の熱が高まるというお話があったが、そうならな

くても実質ゼロを自ら宣言しておいてそれを本当に達成しようと思ったら、おそらく

間違いなく農業分野、しかも排出が多い家畜飼養システムの削減ポテンシャルに企業

や投資家が目を向けなくてはならないと思うので、温室効果ガス削減は難しいがチャ

レンジしてほしいと思う。 
 
長田 
 確かに、まだキャップ・アンド・トレードみたいな規制がない現在の状況下では、農家

が自発的に取り組むことに何らかのインセンティブがなければならないということは、

間違いなくそのとおりだと思う。ルーメン発酵を抑制する、つまりルーメンからのメタ

ン発生を抑制する資材は様々あるが、カシューナッツ殻液などについてコストなど導

入の問題点について質問が来ている。 
 
大石 
 ルーメン発酵制御の資材の費用対効果に関する質問であるが、メタンの低減効果に関

する費用対効果がどの程度かという話については、資材により削減率は様々で現在の

ところいろいろな報告がある。試験的に使われているもの、既に普及して使われている

ものを含めて削減率は様々で、価格に関しても製造しているメーカーにより様々であ

るので、費用対効果として示すのはやや難しい。ただし、一般的な話としては、通常の

飼料よりは少し高めである。しかし、ルーメン発酵を制御することが非常に重要と考え

られており、牛の生産で温室効果ガスを減らすと考えたときに、直接的に影響するとい

うことでルーメン発酵制御はとても重要なファクターになる。ただ一方で、牛というの

は人間が利用できない飼料資源をルーメンという本当に素晴らしい微生物の助けを借

りて利用して生きている生物なので、ただ単に発酵を人間の思うようにコントロール

できれば良いかと言われるとそういうわけでもない。あくまで牛として問題なくしっ

かり成長できることを様々な資材で確認した上で、その上でうまくメタンを低減する

ことが重要となってくる。そのため、実際に広く様々な研究者の方が研究されていて、

例えば今回いらっしゃる小林先生はカシューナッツ殻液のスペシャリストである。 
  
小林 
 カシューナッツ殻液はルミナップという製品名で 10 年程前から売られている。現在は
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改良されて製剤形状として 3 種類ぐらい販売されているが、価格は安くはなく決して

費用対効果が高いというものではないが、現在のところ常時食べさせる使われ方では

ない使われ方がされている。例えば、離乳した直後や肥育末期に起こりやすい鼓脹症や

アシドーシスに対し、ルーメンの微生物を整えて異常な発酵が起こらないようにして

それを予防する使われ方である。副次的な効果として、おそらくメタン排出量も下がっ

ている。メタンの抑制効果は農研機構でチャンバーを使って精密に測ったら、泌乳牛で

5％、乾乳牛で 20％、最大で 40％程度であった。ただ、実際に泌乳している牛だと 5％
程度である。値段的にどの程度かということが興味のあるところだと思うが、アメリカ

で 1980 年代ぐらいから使われていて今でも使われているモネンシンという抗生物質

と比べると割高である。また認知も足りない感じであるので、少し努力していかなけれ

ばならない。今のところ価格が高いのかというと、材料がベトナムで採れるカシューナ

ッツの副産物なので、それを日本まで運んできて日本で製剤化しているからである。輸

送コストなどが嵩み最終産物が高くなっているので、現地で製剤化して現地の牛に使

えばかなりコストを抑えられるのではないかと思う。 
 
長田 
 続いて板橋先生からコメントをいただきたい。 
 
板橋 
 メタンを抑制する添加物は、小林先生のところで素晴らしいものが開発されて、現在広

がりつつあるということである。ご存じのように、以前から世界各国で様々なメタン抑

制物質が開発されてきているわけである。ただ、効果、コスト、安全性などから、実際

にメタン抑制に使われているものは非常に限られている状況にある。この中でイオノ

フォア（モネンシンなど）は肉牛の飼料効率改善と鼓脹症の防止で飼料添加物として日

本でも広く使われているが、これはメタン抑制効果が高いというのは以前から知られ

ており、結果的にこれによるメタン削減は相当あると思う。要は、やはり農家の人がこ

のような資材を使って経営的にプラスになるのかどうか、また経営の判断で使うのか

どうか、ということになると思う。残念ながらまだメタン削減のために使うということ

だけではなかなか普及しない面があると思うが、これはこのようなプロジェクトを通

じての課題だと思う。こういう資材はまだいろいろなものが出てくると思うし、使い方

も様々になっていくと思う。場合によっては、複数を同時に組み合わせて使うとより効

果が出るものもある。全体の温室効果ガス削減の中でこういう資材の利用を考えてい

かなければならない。また別の話になるが、全体的な温室効果ガス削減は、繰り返しに

なるが、いかに農家の人がこのような資材を取り入れてくれるかということ次第であ

る。今日のお話にあった様々な成果についてもそうだが、結局経営的にプラスになると

いうような判断がないと、なかなか使用されない面がある。私は餌の給与方法が非常に
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大きいと思っており、これは鶏、豚、牛、全部について共通して言えることだが、アミ

ノ酸バランス改善飼料にしても、これによって経営的にプラスになれば、農家は取り入

れてくれると思う。そして実際に温室効果ガスが減っていけば、本当に素晴らしいこと

だと思う。特に乳牛のメタン排出については、ご存じのとおり、日本ではメタン排出量

全体はあまり減っていないが、評価するときに生産物当たりのメタン排出という観点

が非常に大事だと思う。原乳生産量当たりのメタン排出量は確実に年々減っている。つ

まり効率的になってきている。これは、餌の給与の仕方が効率的になっているというこ

とである。乳牛の場合は特に TMR がものすごく普及している。これは効果的な飼料給

与法の一つで、これによるメタン削減効果はかなり大きいと思われる。育種改良とは別

の話になるが、飼養管理ではいかに効率的に飼うかということがそれぞれの家畜に共

通で重要である。効率的な飼養管理をコストの問題も含めてうまく農家に普及させて

いくことが大事だと思う。 
 
長田 
 今までの議論に少し欠けていた視点として、生産性を向上させることによって排出量

を減らすということがある。生産量は同じであるが、メタン、一酸化二窒素の発生量が

減っていくのであれば、これは貢献の 1 つではないか。日本の牛乳生産における温室

効果ガス排出量などのいわゆる環境コストは、それほど高くないと聞いたことがある

が、荻野さんはそのような計算をしたことがないか。 
 
荻野 
 LCA で酪農の評価をしたことがあるが、だいぶ昔の研究にはなるが、その時には牛乳

を１kg 生産するのにざっくりと温室効果ガスも１kg 出るという結果だった。海外の文

献等を見ていても、先進国であれば大体１kg 強という結果が多かったので、その程度

ではないか。 
 
長田 
 つまり、発展途上国に日本の技術を導入することで、効率化により温室効果ガス削減を

図ることができる可能性は十分あるのか。 
 
荻野 
 そうである。乳量が少ないと乳量当たりのメタン排出量が大きくなってしまうので、そ

の生産性を上げることは重要である。 
 
日向 
 個体の乳量の増加が最終的には単位生産乳量当たりの温室効果ガス削減につながるの
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ではないかという話だが、農林水産省の生乳生産費のデータで見ると、平成 28 年に生

乳 100kg 当たりの全算入生産費が大体 8,600 円である。そのうち、流通飼料費が 3,687
円であり、４割程度になる。頭数規模が増えていくと、流通飼料費は明らかに減ってい

く。30 頭から 50 頭だと流通飼料費は 100kg 当たり 4,000 円程度で、100 頭以上にな

ると 3,500 円程度まで下がる。おそらくこの要因の一つには TMR の効果があると思

う。そのため、個体乳量を上げるとなったときには、やはり飼養形態、例えばフリース

トールや TMR 給与は、個体乳量の増加に関して貢献するであろうし、それが結果とし

て生乳 1kg 当たりの温室効果ガス削減にもつながる。 
 
長田 
 乳量を上げていくのは育種改良も含めてということになるが、それがまず非常に確実

なやり方ではないかということが確認されたと思う。もちろん小林先生が言われるよ

うに、いろいろな資材を使うことも例えばこの 5 年、10 年では非常に効果的ではある

が、長いターゲットを考えたら、育種はおそらく欠かさざるを得ない技術導入の一つで

あると考える。 
 
日向 
 私の報告のところでも少し話したが、１頭当たりないしは１経営体から排出された全

ての温室効果ガス排出量を生産された乳量で割ると、乳量が 10％増えると温室効果ガ

ス排出量は 100/110 に減る計算となる。特定の技術だとその技術が作用する部分だけ

温室効果ガス排出が下がるということになるので、乳量を上げるのは温室効果ガス削

減にはかなり効率的ではないかと思う。 
 
長田 
 我々が目指さなければならないのがゼロエミッションであれば、オフセットなども考

えなければならないが、まず 20%削減、26%削減とステップを踏むならば、その削減に

はまず技術が必要であることの確認はできたかと思う。自発的な普及を考える上で、畜

産において気候変動の緩和にも適応にも対応できる技術はあるかという質問がきてい

る。荻野さんとも話をしたが、一つご提案できるのはアミノ酸バランス改善飼料の養豚

での使用においてそのような成果が出ていると考えている。当然アミノ酸は暑熱対策

にもなる。私どもの農研機構畜産研究部門の中でも盛んに研究されており、既に暑熱環

境が始まっている九州、沖縄でいかにして損耗を減らすかという研究の中で、リジンを

はじめとした幾つかのアミノ酸をある程度添加していくことで損耗を減らせるという

研究結果が出ている。まだ研究段階におけるものだが、この技術自体は単にアミノ酸を

増やす、減らすという観点ではなく、餌を効率的に使う、そして排せつ物からの窒素も

減らす、という win-win が実現できる技術ではないかと思う。これはたぶん採卵鶏や
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ブロイラーでも同じことができるのではないかと期待しているし、長期的には牛でも

できないか発展を期待している。なお、生産性向上に病気による無駄なロスを減らすこ

との評価は含まれているか、というご質問が来ている。 
 
荻野 
 病気によるロスを減らす点は、これも広い意味で生産性向上ということかと思う。今回

は私の発表では特に考慮していない。考慮しなくてもお示ししたような削減が可能だ

ということであるが、もちろん長期的には、育種とか飼養管理の改善を含めて、病気に

よるロス低減も図れると思うので、それを考慮するともう少し生産量当たりの温室効

果ガス削減を上積みできる可能性は十分にある。 
 
大石 
 肉用牛の試算でも今回は病気の発生率の変化等は考慮していないが、それでもある程

度温室効果ガス排出量を減らすことができるという評価なので、荻野さんの回答と同

様である。 
 
日向 
 乳牛も同様である。 
 
長田 
 生産性向上は当然だが、病気は経営として無駄なロスになるので、病気に対する抵抗性

をつけることや丈夫な家畜を育てることは、トータルとして非常に大きな削減になる

のではないか。そういう意味でも、飼養管理という点ではやはり日本は先進国であるし、

同じアジアへの展開で国際貢献ができると思う。 
 
長野 
 この質問は私からさせていただいた。この質問の趣旨を申し上げると、荘林先生もおっ

しゃったように、生産国への協力は一般論として必要だと思うが、そのときに普通は途

上国を対象とする。アジアもしかりであるがこれから経済発展をしていかなくてはい

けず、また気候変動に対して最も脆弱なアフリカや島嶼国も重要だと思う。そのいずれ

においても、私たちが国際交渉の場で気候変動の話をすると、必ず食料安全保障の話が

出てくる。そのときに家畜の話をすると、大体途上国では伝染病で非常に多くの家畜を

無駄に殺処分してしまうことがあるようである。やはり途上国では、先進国以上に伝染

病等によるロスや、食品ロスの話でもよく言われるが、冷蔵がしっかりできておらず腐

らせてしまい捨ててしまうロスがある。それを減らすというのは、気候変動が昨今のよ

うに非常に話題になる前から途上国では特に悲願であった話で、温室効果ガスを減ら
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すための技術協力も必要であるが、まずは昔からある課題の伝染病にかかりにくくす

るための国際協力が必要である。そこにプラスして温室効果ガス削減の効果を数字で

評価することができれば、みんなハッピーである。その辺を大きな視野で見るというこ

とを、ぜひ研究者の皆さんにはお願いしたい。企業との連携も必要だと思うが、やはり

研究者の出番が多いと思うので、ぜひ環境だけ、温室効果ガスだけを見るのではなく、

病気を減らすという意味での国際協力も同じ一つのパッケージでお考えいただければ

ありがたい。 
 
長田 
 そのような大きな視点で考えていかなければならないが、短期的に温室効果ガスを減

らせと言われると、課題を出された研究者としてはどうしてもそこに集中してしまう

ので、気を付けなければならない。今回選んだ発表者は、2050 年というゼロエミッシ

ョンの区切りの年に現役でいるか、あるいは生きている人たちであり、そのような若い

年代の研究者に例を提示していただいた。今後あと１年間の時間があるので、私達とし

ては各畜種ごとの削減策を、それぞれの区分ごとに関係する団体等と一緒に相談しな

がら、より良いもの、より導入しやすいものに変えていきたいと思っている。 
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