
岡山畜産便り1957.09 

山羊改良普及の体験を語る 
総社市山羊協会 土屋 碩夫 

 

 想い出せば今から丁度10年前敗戦の痛手も生々し

い昭和22年頃の当地の山羊は資質と言い能力と言い

現在のものとは雲泥の差がありました。その大半は在

来種か或は之に近いもので１日の最高泌乳量僅かに

１升前後泌乳期間４乃至６ヶ月年間の総泌乳量１石

未満で然も性質温順ならず搾乳に手間のかかるもの

が多かったのです。従って，母乳不足の育児用か病弱

者用等特定の人が点々と飼育していたに過ぎずその

総頭数も僅かに数十頭で，飼育者は固定せず１，２年

位で次から次へと転売されていた様です。之は当時の

山羊が乳用としての飼育価値に乏しかった事と山羊

の飼い方が分らない為一般に普及するに至らなかっ

たものと思われます。と申す私も昭和21年に在来種を

飼い始め之に飽き足らず翌22年の春長野県よりザー

ネン種の牝１頭を導入しましたが成る程能力高く毎

日２升５合位の泌乳を続けるのですから直ぐ近隣の

評判になり自身もすっかり得意になったものです。然

し好事魔多しと申しますがやがて夏の訪れと共に腰

麻痺で倒れ散々治療に苦労させられやっと起立する

様になったと思ったら今度は原因不明の食欲不振，栄

養低下，乳量激減ですっかりしょげてしまいました

（後年消化器寄生虫の被害と言う事が分った）。当時

何度も山羊飼育を断念しようかと迷ったものです。然

しザーネン種の優れた能力と資質にすっかり魅せら

れた私は何とかして病気を防ぐ方法はないものかと

色々研究工夫し其の後も何度かの失敗を繰り返し乍

らやっと昭和24年に腰麻痺と消化器寄生虫の予防に

自信が出来ました。そこで私の直感した事は先進地よ

り優良種山羊を導入して品種改良を図ると共に飼育

管理の技術指導さえすれば山羊は屹度延びる家畜だ

と言う事でした。爾来９年間に10頭のザーネン種の優

良種牡山羊を自ら繋養して繁殖に供用すると共に山

羊の飼い方の指導に努めて参りました。現在では，市

内だけで400頭周辺を含めれば1,000頭に達し未だ未

だ増加の傾向にあります。又能力は１日の最高乳量２

升乃至３升泌乳期間10ヶ月年間総泌乳量３石乃至４

石のものは珍しくなく山羊の産地性の性の確立に一

歩一歩近づきつつあります事は同慶に堪えません。 

 

○山羊飼育層の変遷 

 ここ10年間山羊を手放さなかったと言う人は極く

尐数で終戦直後の絶対的食糧難の時代に飼い始めた

人は主として小農かサラリーマン階級の人が多く逐

次その必要性がなくなるにつれて昭和25，６年頃より

食生活が量より質へ移り変るに従い中農，大農階層が

食生活改善の為に飼い始めて居り，どうやら山羊は貧

農の家畜ではなく寧ろ富農層に多く飼育されて居り

ます。又最近は酪農の発達と共に山羊から乳牛へ（自

給から販売へ）進んだ人も可成りあります。然し稀に

は割切ったものの考え方をする酪農家もあって生産

コストの低い山羊乳を自家用とし牛乳は全部売って

いる例もあります。前記25，６年頃は飼育層の転換期

とでも申しますか一時山羊熱も下火になり普及も足

踏み状態にあったのですが其の後食生活の改善が喧

しく叫ばれる様になってから又急速に普及して参り

中には一度山羊飼育を中断して居た人迄が矢張山羊

乳の味が忘れられないと言って再び飼い始める等，最

近では山羊も安住の地を得たと言う感じがします。 

 

○改良普及の要点 

 山羊を積極的に普及する為には勿論宣伝も必要で

すが私の体験上一番大切な事は品種改良と飼育管理

の技術指導だと思います。此の両者は恰も車の両輪の

如く常に並行して行かなくてはなりません。一方で優

良種の血液を注入し飼育価値の高い山羊を生産する

と共に他方でその天賦の能力を充分発揮さす如く技

術指導をする事が大切で唯単に優良種の血量増加の

みに専念して居る地方を見受けますが之はザーネン

種の対病性を無視したやり方で此の際飼育管理が旧

態依然であるなら結果は恐らく－になるでしょう。昔

から“悪い山羊を飼えば乳が出ない。良い山羊を飼え

ば病気に弱い。結局山羊は駄目な家畜だ”とよく言わ

れていますが悪い山羊とは在来種の事で能力は低い

が耐病性が強い。良い山羊とはザーネン種の事で成程
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乳は沢山出すが病気に弱い，そこで大切な事はザーネ

ン種と在来種の対病性を比較した場合如何なる点が

ザーネン種が劣って居るかを研究してその対策を講

じ“良い山羊必ずしも弱くない”と言う風に持って行

かなくてはなりません。幸い私は獣医師なので此の点

の技術指導を併せ行い得た事が改良普及の速度を早

からしめたかと存じます。 

 

○改良普及上の盲点打破 

 真の品種改良は優れた能力，体型，資質等を具備し

然も対病性の強い品種を作り出さなくてはならない

筈です。然しどうも山羊の場合対病性は余り顧慮され

ないで現状は寧ろ逆比例の状態でザーネン種の血量

が増すに連れて腰麻痺と消化器寄生虫に対して極端

に弱くなり無処置で飼育するならその大半は罹病し

廃斃にきするか或は遺伝的能力を十分発揮しないで

終る様です。此の点戦前或は戦時中から夙にザーネン

種の利用価値を認め先進地（長野県）より数多の優良

種を導入して山羊の改良普及に努められた先人達の

成績が余り芳しからず恰も岡山県はザーネン種の適

地でないかの如くに言われた所以であり改良普及上

の大きな盲点だったと思われます。偖て岡山と長野の

気候，風土等を比較するに第一彼の地に比し夏季高温

多湿で蚊の発生が多い事，第二に当地は和牛の密集地

帯である事はザーネン種の大敵である腰麻痺と消化

器寄生虫の発生率と密接な関係があるので両疾病の

病源，感染経路，予防，治療法等の不明瞭な時代に於

ては確に大きな障害だったと思われます。然し今や獣

医学は長足の進歩を遂げ此の両者を完全に克服し得

る段階に到達して居ります。さすれば過去に於て岡山

と長野の間にあった大きなハンディキャップは人為

的保護を加える事により解消されたと申されましょ

う。そこで優秀な種畜さえ導入して県内で繁殖育成す

るならば決して彼の地に劣らないものが出来る筈で

す。 

 

○多乳山羊の出現 

 ２産次１日の最高乳量４升８合５勺，年総泌乳量

（300日検定）７石９斗５升を記録し，体長率120.8を

示す逸物（たいら一号）が既に昨年倉敷市に出現して

居ります（本誌第７巻第６号掲載）。此の山羊の血統

は下記の様で県内産の牝に長野産の牡を累代交配し

て作出したものであります。私は先年山羊事情視察の

為長野県に遊びたいら一号の先祖の能力等を調査し

て見ましたが彼の地にも斯んな多乳のものは稀有で

あると言う事をしりました。又大半の種牝は発育を考

慮して２才種付をして居る様です。然したいら一号は

昭和29年４月30日生で同年の11月12日に当才種付を

して居り初産次最高乳量２升８合，体積も豊で２産次

体重22貫に達して居ります。之によって見るに当地は

彼の地に比し気候が温暖で冬季間と雖も青刈飼料を

豊富に給与する事が出来る点確に山羊の発育，泌乳に

好影響をもたらすのではないか。従て前記腰麻痺と消

化器寄生虫を完全に防ぐなら彼の地に比し寧ろ有利

だと言う事が考えられます。又長年に亘り和牛の育成

で培われた個畜管理の腕前を山羊の飼育に応用する

なら更に素晴しいものさえ作出可能だと言えましょ

う。 

 

 

 

○強力種牡山羊の選択使用 

 過去９年間に10頭のザーネン種牡山羊を繋養し繁

殖に供用しましたが品種改良上最重要の地位を占め

る種牡山羊の入手には万金を惜まずその飼養管理に

は完璧を期しました。又常時数頭を置き牝山羊との配

合を考え乍ら交配（昭和29年以降人工授精）すると共

に後代検定により種牡の遺伝能力の優劣を調査し此

の中から所謂強力種牡を見付出し之を徹底的に活用

する事に努めました。実際に種牡の後代検定には２年
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以上を要するので唯単に２年連用したと言う理由の

みで新しいものと交換するのでは真の改良は難しい

のではないでしょうか。私の場合10頭中強力種牡と認

められたものは僅かに２頭で（月光号と３ＮＳ－533

号）月光号は７年間連用し３ＮＳ－533は４年間連用

現在尚繋用中です。現在当地産山羊中優秀なものは大

部分両者の血液が入って居ります。 

 

○有角種牡山羊の活用 

 山羊には性的異常のものが比較的多く生れますが

之は間性因子の存在のため牝牡何れにも性分化発達

が不充分で両生殖器を不完全な形で併有している個

畜で一般に両生又は中性と言って居る之は殆んど両

親の双方に間性因子を持って居る場合該因子をホモ

の状態で持って生れた牝仔が間性なので牛のフリー

マーチンの生因とは全く別個のものです。名古屋大学

の近藤恭司博士の研究に依ると現存する日本の有角

山羊の80％は間性因子を持たず無角山羊の80％はも

っていると言われ，無角どうしの交配を繰り返して行

くなら間性の発生率は漸増し25％に近づくと警告し

て居られる。もともと間性は牝として生れるべき個体

故斯くては山羊の繁殖率を著く低下さす結果になり

ます。私の場合も昭和23年より同29年に至る間無角種

牡のみ連続７頭を繁殖に用いた結果牝山羊の75％は

無角とあり間性の発生率は漸増し前記の数字に近く

なりました。そこで昭和30年より思い切って有角種牡

を導入し無角の牝殊に間性を産んだ経歴のあるもの

及び無角どうしの交配で出来た無角のものに種付し

た結果現在では殆んど間性山羊はみられなくなりま

した。一方有角の産仔数はぐっと増えて参ります故生

後１週間前後で苛性加里法による除角手術を励行し

ています。 

 

○山羊協会の結成 

 終戦後の数年間は飼育頭数も尐く山羊飼養法の個

人指導も可能であったが逐次頭数の増加と範囲の拡

大するにつれてそれも段々困難になり組織的指導の

必要性を痛感して居た矢先，偶々昭和28年広島で催さ

れた中国連合畜産共進会に出品した地元山羊の不成

績に刺激され当地方の熱心家数人の発起により始め

て吉備郡西部地区山羊改良組合が結成され組織的改

良普及事業に乗り出しました。その後昭和30年町村合

併による総社市の誕生と共に総社市山羊協会と改称

事務所を総社地区農業改良普及所内に置き範囲もず

っと広くなり行政区域と一致した為纏りも良く資金

的にも恵れ益々発展の経過を辿り現在会員180名，会

長は篤農家の田辺益雄氏である。本会の目的は山羊の

改良増殖と普及を図り農業経営を合理化すると共に

食生活の改善に役立てようと言うのが狙いで会長以

下数名の特別熱心家の献身的努力に支えられ乍ら主

として次の様な事業を行って居るが一歩一歩堅実な

歩みで目的達成に近づきつつある事は誠に結構な事

であります。 

（１）仔山羊コンクールの開催 

 毎年５月（農繁期前）に１回その年に生産された仔

山羊を一堂に集めて比較検討しその育て方を研究す

ると共に種山羊の産仔成績をみて居りますが回を重

ねる毎に進歩の跡がみられ改良普及上好結果をおさ

めて居ります。特に当日は婦人の参加者多く婦女子の

労力配分を有効に利用すると言う山羊の特意性に合

致していて誠に結構です。 

（２）共進会の開催 

 毎年９月に１回開催して居りますが之又回を重ね

るに従い立派なものが出品される様になり改良普及

上好成績をおさめて居ります。 

（３）飼養管理の講習会の開催 

 毎年１回斯会の権威者を招聘して飼養管理の講習

会を開催し飼育技術の向上に資して居ります（日本山

羊登録協会副会長根岸八朗先生２回，同中四国地区理

事権藤恕先生１回） 

（４）山羊乳料理の講習会開催 

 山羊乳の自家利用の研究は大切な事であり乍ら

仲々難しい問題です。昨夏岡山栄養短期大学の光藤静

子先生を招聘し主として山羊飼育農家の婦人を対象

にした料理の講習会を開催しましたが集りもよく

仲々の好評でした。 

（５）合理的飼育技術の指導 

 如何にしたら労尐くして然も山羊が健康で乳を沢

山出すかを考え計画的飼育を奨励していますがその

概要は次の様です。 

（ａ）山羊飼育の心構え 

“山羊は自家用の乳牛だと思って飼え”と言っていま
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す。漠然と山羊位簡単に飼える家畜はない等と言う一

般の通念に迷される事なく即ち無計画に河川堤防や

空地，路傍等に繋牧する事のみで自然に大きくなって

沢山乳を出す等と言う甘い考えで臨む事を厳に戒め

て居ります。 

（ｂ）飼料作物の栽培奨励 

“山羊に飼料圃を与えよ”協会では山羊に畑の一部を

あて之に飼料作物の栽培を奨励して居りますが年間

を通じ清浄粗飼料の給与が可能である計りでなく農

繁期や農薬散布時期，冬の青草欠亡期の粗飼料確保が

容易に出来衛生上は勿論の事労力軽減の点から言っ

ても非常に有利です。又３畝の畑を高度に利用すれば

飼料作物のみで年間３石の搾乳は可能であり，仮に乳

を買うとして１合10円に計算すれば３石で３万円段

収10万円になるわけで山羊の為に飼料圃を準備する

事は経営面から言っても有利だと言える。 

（ｃ）山羊舎の完備 

 実際に山羊舎と呼ぶのは勿体なく山羊小屋と言う

方が遙に適切なのが多いものですが之では決して良

い成績は得られない。尐くも４尺に５尺の広さは必要

で採光よく冬は暖く夏は涼しく，防蚊設備を完備し度

いものです。防蚊設備の事を言うと大変おっくうがる

人が多いのですが１年や２年で飼育を止めるならい

ざ知らず永続飼育をするからには衛生上は勿論の事

経済上から言っても労力の面から言っても遙に有利

なのです。 

（ｄ）山羊は婦女子の手で飼え 

 山羊飼育が農家の栄養自給が目的である点と婦女

子の労力配分を有効に利用し得る特意性を考え成る

べくその手による飼育を奨励していますが繊細な愛

情と綿密な飼育は却って好成績を収めて居ります。但

し温順で搾乳容易な山羊である事を山羊舎の完備，年

間所要飼料の確保が容易であると言う条件が満され

て居らなくてはなりません。 

（ｅ）消化器寄生虫の防除 

 本問題に就ては昭和30年の岡山県獣医畜産学会で

既に私が発表し（本誌第６巻第11号掲載済）その対策

の必要性を強調して置きましたが実際に山羊の居る

所必ず寄生虫（主として胃虫・腸結節虫）ありと申し

てもよい位普遍的でその実害は山羊改良普及上の最

大隘路を形成して居ると言っても決して過言ではあ

りますまい。そこで出来るだけ舎飼を奨励し，清浄な

粗飼料の給与と検便，駆虫を励行して居ります。 

（ｆ）腰麻痺の防除 

 当地は水田地帯の為夏蚊の発生多く又和牛の密集

地帯の為腰麻痺の危険率が高いので山羊舎の防蚊設

備の完備と予防注射の励行，早期受診を指導して居り

ます。 

（６）登録事業の推進と泌乳能力検定 

 此の両者は山羊の品種改良上不可欠の要素故協会

が中心になって組織的に指導奨励して居りますが，前

者は既に相当の普及をみ後者又その緒につかんとし

て居ります。 

（７）仔山羊の販路開拓 

 去る７月２日県，郡両畜連の共催で総社家畜市場に

於て仔山羊せり市が開催されましたが最初の試みと

しては仲々の好成績で生産意欲の高揚に有益だった

と思います。特に購買者の大半が県北の各郡であった

事は経目に値いします。協会としては将来益々優良仔

山羊の生産を図り此の種の正常ルートを経て県内は

固より県外の需要にも応えたい所存です。 

 

○結び 

 以上戦後10年間の当地方山羊改良普及の歩みを

縷々説明申し上げましたが，要は偶々私が種牡管理者

としてその先達をつとめ一方では優良種の血液を注

入すると共に他方ではその飼育管理の技術指導を並

行させ，更にそれを普遍化する為に組織的活動に持っ

ていった経過の概要であります。 

 終りに臨み私の特に強調し度い事は人為的保護さ

え加えるなら我岡山県に於ても優良山羊の作出と其

の普及は可能であり，否寧ろ有利な要素さえ多分に存

在して居ると言う事で，此の拙文が県下同好の志の奮

起を促すに役立ち，山羊に関する限り後進県と言う汚

名を１日も早く返上する為の動機を作る事に聊なり

とも貢献するならば幸甚に存じます。 

 

 


