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第８回放牧サミットが開催される
本誌22号（平成20年９月発行）ニュース

効果があったかについて話された。４人の講

トピックスでも紹介したように、最近は配合

演を総合すると、放牧用の草地が確保できる

飼料価格の高騰が、畜産経営に多大な影響を

などの条件が整えば、放牧を取り入れること

与えている。このような情勢の中、９月17、

は、牛の健康にもよく、酪農家の作業時間も

18の両日、
「配合飼料高でも収益性の高い放

少なくなり、１頭あたりの牛乳生産量は少な

牧酪農を推進しよう」をテーマとして第８回

くなるものの、購入飼料代も少なくなるので

放牧サミットが札幌市で開催された。主催者

所得は牛舎内飼育の場合とほぼ同じと言うこ

は社団法人日本草地畜産種子協会で、全国か

とのようであった。

ら300人余りの参加者があった。

乳牛を放牧しながら牛乳生産する場合の問

１日目の17日は４人の方の講演があっ

題の一つは、牛乳の脂肪の割合が低くなるこ

た。うち２人は研究者で、放牧酪農の経営的

とがある点である。酪農家はこの乳脂率を下

なメリット、デメリットや技術について解説

げないようにいろいろ苦労しているが、放牧

があり、あとの２人は放牧酪農を行っている

で生産した牛乳は脂肪率が低くなる場合もあ

酪農家で 、実際に放牧を始めてどのような

ることを消費者にも理解してもらう必要があ

パネルディスカッション
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ニューストピックス

した牛乳を自前で飲用牛乳にしたり、
チ−ズに加工したりして付加価値を高
めて販売する経営戦略をとっている。
原材料の大部分が輸入である配合飼
料に多くを依存する酪農経営では、飼
料価格の高騰は経営を直撃する。放牧
の活用、サイレージの利用など、自給
飼料を活用することが大切なことを示
した放牧サミットであった。
レークヒル牧場

るとの意見もあった。
２日目の18日は洞爺湖町及び喜茂別町で
放牧酪農を実践している酪農牧場を訪問し現
地検討会が行われた。いずれの牧場も羊蹄山
と洞爺湖の間に位置する。洞爺湖町の
酪農牧場「レークヒル牧場」では、放
牧酪農を始めたきっかけは奥さんの
「いい天気なのに、牛を牛舎の中に入
れっぱなしではかわいそうだね」とい
う言葉だったそうである。放牧を始め
てから10年経った現在の１頭あたり
の牛乳生産量は9,000kgを超えてお
り、経営は順調に推移しているとのこ
とであった。喜茂別町の酪農牧場「牧
場タカラ」では、集約的な放牧で生産

現地検討会
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世界の乳牛とその特色
人が牛の乳利用を始めたのは、５千年（紀

てスタートし、欧米式畜産の導入が企てられ

元前３千年）以上の昔に遡ります。これは、

ました。その政策のひとつとして、官営牧場

メソポタミアの遺跡ア・アンニ・バド・ダ寺

を設け、種畜の輸入・増殖と生産家畜の貸

院のモザイク画（図１）から窺えます。図１

付・払下げを行って、牧畜の普及滲透が図ら

は後からの搾乳で、牛の乳利用が山羊の乳利

れました。その一環として、主要な乳牛品種

用から導かれたものと考えられています。ち

が輸入されました。品種と最初の輸入年は、

なみに千年後のエジプトでは、図２のように

ジャージー（1877；明治10）
、エアシャー

横からの搾乳が行われていました。
乳生産に重点を置いて改良が進められた乳

明治22）、ガーンジー（1889；明治22）
、

牛では、それぞれの飼養環境に適した多くの

ブラウンスイス（1902；明治35）です。

品種が成立しています。そのなかで、頭数が

現 在（ 平 成19年 ） の 飼 養 頭 数 は、 ホ ル ス

多く、かつ多くの地域で広く飼われている品

タインが圧倒的に多数の99％以上を占め、

種を、「家畜の能力検定に関する国際委員会」

ジャージーが１万頭前後です。その他の品種

のデータで調べますと、ホルスタイン、
ジャー

としては、ブラウンスイスとガーンジーが数

ジー、ガーンジー、ブラウンスイス、エア

百頭、エアシャーが数10頭飼われています。

シャー、シンメンタールなどがあります。な

何れの品種もそれぞれに特色がありますが、

お、アメリカではシンメンタールを除いた５

とくに顕著なのはホルスタインとジャージー

品種を乳牛の５大品種と称しています。

です。

わが国の近代的な酪農は、明治維新によっ

図１．メソポタミア、フルのニン・カルサフのア・アンニ・
パト・ダ寺院正面の搾乳図（モザイク図、紀元前2,900年頃）
̶̶「家畜文化史」から̶̶
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（1878；明治11）
、ホルスタイン（1889；

ホルスタイン（写真①）はそのほとんどが

図２．古代エジプト人が牛乳をしぼる図（第11王朝、紀元
前2,000年ころ）̶̶H、デンベック著、小西正泰、渡辺
清訳「家畜の来た道」および近藤誠司著「乳牛の行動に関
する基礎知識」から̶̶

畜産おもしろばなし

白と黒の斑で特色は泌乳量にあります。体格

ルシウムなどのバランスが優れた食品で、と

が大きいこともありますが、乳量が他の品種

くに発育時の子どもには欠かせません。開発

に比べて多いことです。その代わりに乳肪率

途上国などでは子供の栄養不足が著しく、深

や乳タンパク質率は、やや低めの値を示して

刻な問題となっています。ユニセフなどの呼

います。搾乳速度も速く、乳用種として優れ

びかけで、それらの地域の児童養護計画が実

た品種です。体は乳用種の特徴であるくさび

施されています。そのPRのために、FAOは

型の体型をしています。次にジャージー（写

毎年10月16日を世界食糧デーと定め、各

真②）の特色は、体が小さく褐色で乳脂率が

国に記念切手やコインの発行を要請していま

他品種と比べて高いことです。乳量は他品種

す。それを受けて、牛乳を飲む図柄の切手も

よりも少ないですが、乳脂率が高く脂肪球が

発行されています。写真③は、世界食糧デー

大きいので、バターの製造に適しています。

の記念切手として1984年に南米スリナム

体格は小さく痩型で繊細です。側望、前望、

で発行されました。乳牛の乳房からほとばし

上望の３つのくさび型の体型を備えていま

る乳を子どもがコップで受けている図柄で

す。最後に、
５大品種でホルスタインとジャー

す。写真④はユニセフの乳幼児死亡防止啓蒙

ジー以外の品種に触れてみます。ガーンジー

運動の一環として、1987年にモロッコで発

は乳脂率が高くバター製造に適しています。

行された切手です。なお、わが国も、1946

エアシャーは乳の脂肪球が小さく乳幼児や病

〜 62年の長期にわたってユニセフの援助を

人用の飲用乳に適しています。ブラウンスイ

受けていました。私達は、このことを忘れて

スは傾斜地に強く放牧適性に富みます。

はなりません。

牛乳は、人の発育・成長や健康の維持・向

伊藤

晃（いとう

あきら）

畜産システム研究所

上に必要なタンパク質（必須アミノ酸）やカ

写真①

ホルスタイン（提供：日本ホルスタイン登録協会）

写真③

1984年スリナムで発行された世界食糧デーの記念切手

写真②

ジャージー （提供：日本ジャージー登録協会）

写真④ 1987年モロッコで発行されたユニセフの乳幼児
死亡防止啓蒙運動の切手
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家庭で作れる乳製品
乳製品の楽しみ

う。いろいろな種菌を試してみたり、発酵温

牛乳、ヨーグルト、チーズ、バター、アイ

度や発酵時間を調整してみたり、自分の好み

スクリームなど、乳製品はそのまま食べるほ

に合うヨーグルト作りに挑戦すると楽しいと

かに、さまざまに料理されて食卓をにぎやか

思います。種菌はインターネットで買うこと

にしています。プレーンタイプのヨーグルト

ができますし、近所のスーパーなどでも扱っ

をカレーに入れる方は多いでしょうし、スパ

ている場合がありますので探してみてくださ

イスを混ぜ込んだヨーグルトに鶏肉を漬け込

い。ただ、家庭でヨーグルト作りをするとき

みオーブンで焼いたインド料理のタンドリー

に心に留めておいて欲しいことがあります。

チキンも人気です。チーズを使った料理もた

ヨーグルト作りに使う牛乳や道具を完全に滅

くさんあります。一例としてチーズを鍋で溶

菌するには特殊な装置が必要なので、家庭で

かし、茹で野菜やパン、ソーセージなどに絡

行うヨーグルト発酵ではどうしても他の菌が

めて食べるチーズフォンデュはスイスなどア

混入しやすくなります。
そのため、
自家製ヨー

ルプス地方の料理です。このようにさまざま

グルトを種菌にして次の発酵を行うことを繰

に料理して楽しめる乳製品ですが、ヨーグル

り返すと、入っている菌が次第に替わってし

トやチーズを家庭で手作りするのもまた楽し

まうことが多々あります。素性のしれない菌

いものです。

を増やして食べてしまわないように、自家製

自家製ヨーグルト

ヨーグルトを種菌にするのはほどほどにした
方が安全です。味、匂い、粘りなどが「いつ

ヨーグルトは発酵乳の一つですが、ここで

もと違うな」と少しでも思ったら、きっぱり

はわかりやすく発酵乳全体をヨーグルトと呼

捨てて新しい種菌を使って作り直してくださ

びます。市販の牛乳に種菌を入れ40℃ぐら

い。

いで一晩保温しておくと、発酵して自家製
ヨーグルトが出来上がります。台所にある道
具で充分できますし、知り合いからカスピ海
ヨーグルトやケフィアの種菌を分けてもらっ
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て作った経験がある方も少なくないでしょ

自家製チーズ
チーズとは「牛乳を凝固させ、水分（乳精）
を部分的に除いて得られるもの」であり、タ

畜産物あれこれ

ンパク質と脂肪、水分が大部分を占めていま

トは普通の家庭にはありませんが、インター

す。カッテージ、クリーム、モッツァレラ、

ネットで１グラム500円ぐらいで買うこと

マスカルポーネなど作ってすぐに食べる非熟

ができます。あとは台所にある道具で事足り

成チーズと、チェダー、ゴーダ、パルメザン、

ます。熱湯のなかでチーズを練る作業が熱く

カマンベールなど熟成させるチーズがありま

て大変ですが、ぜひ出来たての手作りモッ

す。家庭で手軽に作れるチーズの代表がカッ

ツァレラチーズを味わってみてください。

テージチーズです。牛乳をかき混ぜながらお
酢やレモン汁を適量加え、しばらく置いて固

台所にある道具で手軽に作れる乳製品を紹

形分と水分が分離したら清潔な布巾で漉して

介しました。手作りする楽しみとそれを味わ

出来上がりです。サラダやディップにしてお

う楽しみで二度楽しめるので、ぜひトライし

いしく食べられます。また、最近人気なのが

てみてください。詳しい作り方はいくつか本

モッツァレラチーズの手作りです。本来は水

が発刊されていますのでそちらを参考にして

牛の乳で作るものですが、牛乳でも作ること

ください。インターネットですぐに検索でき

ができます。モッツァレラチーズはレンネッ

ます。

トという酵素（凝乳酵素といいます）と乳酸
菌の作用で牛乳を豆腐状に固め、水分を抜い
て、熱湯のなかで練って作ります。レンネッ

野村

将（のむら

まさる）

畜産草地研究所

モッツァレラチーズを熱湯のなかで練っている

モッツァレラチーズとトマトのサラダ
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牛乳を搾る機械
牛乳を搾る

ルカーでは乳

観光牧場での牛乳の手搾り体験は、牧歌的

頭と乳房内の

な風景を演出する定番のイベントです。しか

牛乳を直接吸

し、日本の乳用牛は牛乳がたくさん出るよう

い出すので早

に改良されており、朝晩２回の搾乳で各々

く搾れるので

20kg以上も出る場合があるので、酪農家で

す。ところで、

はミルカーと呼ばれる機械を使って効率的に

休みなく吸引

牛乳を搾っています。短時間に搾乳するのは

し続けると乳

牛乳を多く出させる上でも重要です。搾乳さ

頭の血流を阻

れる時には泌乳促進ホルモン「オキシトシン」

害し、乳房内

が分泌され、乳腺細胞（血液から牛乳を生産

の細胞組織がダメージを受け、乳房内に侵入

する細胞）が活発になり、乳房内にミルクを

した細菌に感染すると乳房炎を発症し易くな

押し出して内圧が上昇します。乳房で牛乳を

ります。そこで、ティートカップの内側にゴ

生産しながら搾乳しているのです。しかし、

ム製のライナーを設けた２重構造にして、乳

オキシトシンの効果は数分しか持続しないの

頭端を陰圧にして牛乳を吸引する吸引期と、

で、長時間掛けて搾乳すると乳腺細胞の活動

乳頭を圧迫した状態で吸引を中断する休止期

が低下して搾り切れなくなります。

を１分間に50 〜 60回の周期で交互に繰り

ミルカーの原理
ミルカーは、乳頭に吸い付いて牛乳を搾り
出す４本のティートカップを４本の乳頭に
別々に装着し（写真①）、バキュームポンプ
で牛乳を吸引しています。手搾りの場合は、
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ませんが、ミ

写真① ミルカー（４本の乳頭に
ティートカップが吸い付いている）

返しています。この動作を「拍動」と呼びま
すが、乳頭をマッサージする効果で乳頭の鬱
血等を軽減しています（図１）
。
搾乳作業を効率化するシステム
酪農家にとって毎日朝晩２回、各２〜３時

乳頭内に溜まった牛乳を外部から潰して押し

間の搾乳作業は必須で、管理時間の過半を占

出す動作なので１回に数十グラムしか搾れ

めており、軽労働化と搾乳時間の短縮が重要

技術講座

な課題です。大
規模な酪農家

図１．拍動の仕組み

次世代の搾乳システム

では、牛舎内に

乳房炎（乳房に炎症が起きる疾患）による

放し飼いするフ

経済的損失は日本で年間数百億円に達すると

リーストール方

試算されており、搾乳作業における乳房炎予

式を採用してお

防も喫緊の課題になっています。乳房炎の原

り、搾乳時には

因は複雑ですが、その予防として搾乳時のリ

搾乳場（ミルキ

スク低減は効果的です。一般に、一頭の牛で

ン グ パ ー ラ ー）

も４つの乳頭での搾乳量や搾乳速度は異なっ

に 牛 を 集 め て、

ているので、４つの乳頭で同時に搾乳が完了

同時に６〜数十頭をミルカーで搾り効率化し

しません。しかし、既存のミルカーでは、全

ています（写真②）。

ての乳頭から牛乳を搾り終わるまで搾乳動作

搾乳ロボット（写真③）で搾乳作業を全

（拍動）を継続しているので、早期に搾り終

自動化している酪農家もあります。搾乳ロ

えた乳頭では過搾乳（空搾り）が生じていま

ボットは、乳頭の位置をセンサーで検出して

す。
空搾りされると乳房内の細胞組織の損傷、

ティートカップを自動的に装着します。ま

乳頭端のびらん、乳房炎への感染リスクが増

た、乳頭の洗浄、前搾り、ティートカップの

大します。これらを解決するために、畜産技

自動離脱、乳頭の殺菌、ミルカーの洗浄など

術協会の事業において、ＩＴとセンシング技

全ての作業を自動無人化しています。ロボッ

術を駆使して、各個体の乳頭毎に搾乳時間を

トを使うと牛に触れる機会が減るので、各牛

最適に設定して乳頭への負荷を低減するミル

に無線式の個体識別タグを装着して、各種セ

カー（写真④）の開発が進められているとこ

ンサーで乳房炎や牛舎内での行動などを牛ご

ろで、
近い将来の実用化が期待されています。

とに収集してコンピューターで管理していま
す。なお、搾乳ロボットは50 〜 60頭に１
台設置しており、牛は適当な時刻に自発的に

本田

善文（ほんだ

よしふみ）

畜産草地研究所

ロボットを訪問するようトレーニングされて
います。

写真② 20台のミルカーが並んでいるミ 写真③ 搾乳ロボット（センサーで乳頭を探 写真④ 開発中のミルカー（パネル
ルキングパーラー
してティートカップを自動的に装着している） に各種情報が表示されている）
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放牧で高泌乳牛を健康に飼う
レークヒル牧場
レークヒル牧場は北海道洞爺湖町にある牧

をすべて牧草からまかなうわけではありませ

場です。洞爺湖町を中心とする地域は、洞爺

んが、放牧地で好きなだけ牧草を食べて快適

湖と有珠山と海とに囲まれており、北海道で

に過ごし、十分な運動が出来るために健康に

は最も気候温暖な地域で、交通の便もよく、

なります。これが第二の特徴の原因の一つに

景観にも恵まれているため、北海道有数の観

もなります。

光地になっています。
牧場の当主は塩野谷幸一さん。牧場の面積

あたりの牛乳生産量が多く、分娩間隔が短い

は放牧地、採草地、飼料畑合わせて60ha。

ことです。平成19年のレークヒル牧場の１

飼養している乳牛は、経産牛が55頭、育成

頭あたり平均牛乳生産量は9,600kgで、そ

牛が34頭です。なぜか2頭だけがジャージー

の年の北海道の平均より900kgあまり多い

種であとはホルスタイン種で、経産牛のうち

成績でした。同じく平成19年のレークヒル

50頭前後は搾乳牛です。北海道の酪農家と

牧場の乳牛の分娩間隔は平均380日で、北

しては中位の経営規模です。

海道平均より約50日短い成績でした。分娩

レークヒル牧場の特徴の第一は、積雪のな

間隔とは、一つの分娩から次の分娩までの日

い期間である４月下旬から10月の間は放牧

数で、１年１産、つまり分娩間隔365日くら

主体で乳牛を飼養していることです。放牧期

いであれば最も効率的と考えられています。

間中、牛は１日２回の搾乳時以外は昼夜放牧

これらの数字は、レークヒル牧場の牛の飼い

されています。放牧期間中、牛は必要な養分

方が大変上手であることを示しています。

放牧サミット現地検討会
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レークヒル牧場の特徴の第二は、乳牛１頭

放牧風景

現場紹介

この牧場の特徴の第三は、牧場敷地内に工

リットがあると塩野谷さんは話していました。

場を設立してアイスクリームの製造販売をし
たり、酪農体験牧場として児童生徒や社会人
に酪農体験の場を与えたりと、消費者との交

北

寛彰（きた

ひろあき）

北海道胆振農業改良普及センター

流を図っていることです。
レークヒル牧場が放牧酪農を始めたきっか
けは、
「乳牛のあるべき姿は放牧」と考えた
からだそうですが、そのまたきっかけは奥さ
んの「いい季節なのに牛は牛舎の中でかわい
そうだね」であったとか。10年前に始めた
放牧酪農は着実に成果を挙げ、購入飼料価
格が高騰している現在でも、放牧することに
よって購入飼料に対する依存度が低くなり、
牛の健康にもプラスで、放牧は経営的にもメ

草を食べる乳牛

Q 「家畜共済」とはなんですか？
A

「家畜共済」とは、農家が飼養している家畜（牛・豚・馬）が、病気、ケガ、火
災で死亡したり、飼えなくなった場合、その損害を補てんする制度です。あわせて、
病気やケガで獣医師による治療をうけた際の治療費も支払われます。人の生命保険
と健康保険がセットになったものとお考えいただくとイメージがわくと思います。
共済の契約は、農家の皆さんが組合員となって設立された農業共済組合に、家畜の
頭数や価格をもとに選択する共済金額（補償額）に応じた掛金(保険料)を支払うこ
とで成立します。国の政策保険として実施されていますので、掛金の半分は国が負
担します。
契約期間の単位は、通常１年間で、乳用牛では、成乳牛、育成乳牛、子牛などに
分けて掛金率(保険料率)が決められております。
また、多くの農業共済団体では、家畜診療所を運営しており、農家が電話で連絡
すれば、家畜診療所獣医師に庭先まで往診してもらい治療を受けることが出来ます。
18年度の乳用牛でみると約150万頭（契約の対象となる頭数の90％）が共済に加
入しており、
「家畜共済」は畜産農家の経営の安定にとって無くてはならないもの
となっております。
大森

雅彦（おおもり

まさひこ）

全国農業共済協会
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みなさまの

声

“おいしい牛乳を皆様に”
〜飼料費高騰のなかで〜

私の労働は１日10時間で350日、他

をやっています。そのモミガラ堆肥はお

に畑や家事そして老人介護等。
それでも、

いしい米・野菜・果実・チューリップ作

いろいろと楽しみは作れます。

り等に利用されています。この地域の輪

昨年からの原油価格の高騰やバイオエ

をもっと大きくしていくと仲間が増え良

ネルギーの影響等で飼料高になり、生産

い方向が見えてくる気もします。

費が上がり経営が厳しくなりました。従

７月に近所に住む30代の若い夫婦の

業員・飼料費・光熱費の削減、牛の管理

牧場が洪水にあい牛舎が水没してしまい

をもっとしっかりする等、もう頭の中は

ました。私の牛舎に空きがあったので

一杯です。

40頭の牛をトラックで運んできました。

水田が自然のダムの働きをするよう

なんという試練を受けてしまったのか、

に、酪農の多面的な役割としてエコフィ

呆然とする彼女を抱き締めました。でも

ードの利用が環境をよくします。加えて

今は二人、牧場へ戻り頑張っています。

飼料代を安くするためにも必要です。で

一生懸命頑張っている息子と明日を担

もしっかりと栄養価計算しないと牛にダ

う子供達の為にも安心安全なおいしい牛

メージを与え、おいしい牛乳は作れませ

乳を供給できるよう頑張りますので、み

ん。牧草を作るにしても土地がないし、

なさまもどんどん牛乳を飲んで頂ければ

もう酪農の仲間があまりいなくなったの

と思います。

で難しいです。畜産の指導員も段々と少
なくなりました。

長井

節子（ながい

富山県

私はモミガラ堆肥を作り、循環型酪農

砺波市

せつこ）
長井牧場

お知らせコーナー
みんなで紙面を作る『Q and A』欄をご用意。皆様からのご質問を募集しています。
乳や肉、卵の生産に役立っている畜産の技術について、常日頃より「どうしてなのか？」と疑問に感じていたり、
「もっ
と詳しく」知っておきたいと思う事柄が多いと思われます。
質問の主旨を簡略にまとめていただき『Q and A』欄までお寄せ下さい。リーフレットの紙面上でできる限り分かりや
すくお答えしてまいります。それと同時に、消費者の
質問状の宛先：〒113-0034 東京都文京区湯島 3-20-9 ㈳畜産技術協会
皆様の関心事がどのようなところにあるのかを教えて
消費者向けリーフレット「生産と消費をつなぐ 身近な畜産技術 Q and A」欄
いただくことにもなりますので、それらをもとに今後
Fax. 03-3836-2302
e-mail:info@jlta.lin.go.jp
の紙面作りにも役立ててゆきます。

このリーフレットをご希望の方は下記までお申し込み下さい。
社団法人

畜産技術協会

〒113-0034 東京都文京区湯島 3-20-9
TEL:03-3836-2301 FAX:03-3836-2302
ホームページ http://jlta.lin.go.jp./
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