
岡山畜産便り1957.09 

山羊飼育あれこれ 
岡山県久米郡久米町 

佐々木 敍一 

 

 私は早期種付，早期分娩そして仔の当才種付を奨励

する。今年は９月には種付，来年２月に分娩させ，２

月，３月の寒い間は仔に乳をまかせて十分飲ませる。

従って仔は発育よく，秋には体重80貫（30キロ）は大

丈夫，当才種付が可能。春，れんげや若草がやれる頃

より乳をしぼって飲む。親山羊の妊娠中に於ける飼養

管理を十分にして，厩を暖かくすれば，栄養失調や寒

さのため仔が死ぬことはない。先ず種付を成功さすた

めに，親山羊分娩後の泌乳による疲労の回復が大切，

次に芽出し麦を種付１ヶ月前より少しずつ給与して

発情を促進する，と共に駆虫の励行及削蹄もやってお

きたい。種付後，再発情なく妊娠が確定したとなると

標準発育（生時体重 牡－約１貫100匁 牝－約800

匁）以上の元気な発育の良い仔山羊を分娩さすべく，

本腰を入れて親山羊の飼育を始める。約５ヶ月で分娩

するが，妊娠の初期にうんと肥らせておくことが大切

である。種付時の体重より分娩時には３貫以上肥って

いるように体重を増しておきたい。というのは腹にい

る仔は種付後63日で体長が９㎝，86日で16㎝と僅かの

日数で倍近くの大きさになり，140日で体長50㎝と妊

娠後期には急速に発育する。従って胃が子宮のため圧

迫され胃の働きも多少弱まるので，妊娠後半期に十分

くい込ませて肥らせることは無理である。十分なる日

光浴と適当なる運動をさせれば相当肥らせても難産

の心配はない。 

 

 山羊の体重を測って飼う。体重に応じて飼料の栄養

価を計算して給与すれば，濃厚飼料をつかっても経済

的に飼える。勿論，飼料は草が主体であるが，冬青草

のない時は濃厚飼料も必要である。私の牝山羊，昨年

明３才で３升泌乳，昨年は麩を給与したが，今年は良

質の粗飼料のみにしたところ２升５合しか乳がでな

い。濃厚飼料を給与していた山羊は粗飼料のみにきり

かえると，草のくい込みが少い故か，乳量が減る。や

はり仔山羊の時より草をくい込む山羊に育成するこ

とが肝要で，乳が一度に沢山でるにこしたことはない

が，少くとも分娩１ヶ月前迄は１日に１升位泌乳する

山羊を飼いたい。泌乳期間の長い山羊が実用向である。

山羊を飼うのは，乳を飲んで栄養を補給するためで，

線香花火式に春には２升３升とでるが，れんげがなく

なると目立って減乳し秋種付の頃には乾乳している。

これでは１年の半分しか乳が飲めず，半年はただ飼い

と言うことになる。種付時に２升もでる山羊が岡山県

にもいるとのこと，それ程でなくても少くとも家族が

毎日飲む必要量だけの乳を，できるだけ長くだしてく

れる山羊を飼いたい。最高２升５合でる山羊で，大体

泌乳期間を通じての平均が１日１升位になる。勿論山

羊の個体にもよるが，10ヶ月間も泌乳能力のある山羊

でありながら，飼育管理の如何によっては６ヶ月で乾

乳している山羊もあるのではないだろうか。その原因

は色々であるが飼料によることが，大きな原因であろ

う。 

 

 前述の如く，山羊の体重を測ること，体重に応じて，

維持飼料としてタンパク質が何匁，デンプン価は何匁，

産乳飼料としてタンパク質がいくら要ると飼料の栄

養価を計算して，給与すれば山羊がもっている能力だ

けの乳は出してくれる。一例をあげると，体重10貫の

山羊で１日に維持飼料としてタンパク質約10匁，デン

プン価約90匁必要である。この山羊が乳１升だすには

産乳飼料としてタンパク質約23匁を要する。即ちタン

パク質約33匁とデンプン価約90匁給与すれば，10貫の

山羊があまりやせずに１日１升の乳を出すことにな

る。麩５合やればタンパク質約９匁デンプン価約40匁

となり，不足の分は他の飼料で補えばよいことになる。

体重を測って山羊を飼うことの必要を痛切に感じる。 

 

 分娩予定日が近づく。難産でないように，嬉しいよ

うなそわそわした気持。愈々分娩，前肢がでているか，

後肢か逆仔でないかと心配する。無事出産。牝か，牡

か，角がではしないか，早速親山羊に味噌１握りを温

湯にといて与える，元気をつけるため。暫くして仔山
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羊の体重測定，牝で800匁以上あれば親山羊の飼育管

理が十分であったと嬉しい。昨年県下で牝仔の生時体

重１貫200匁あったという話をきいて驚いた。妊娠親

山羊にカルシウムとビタミンＡが不足すると丈夫な

大きな仔はできない。角のでる山羊は生れると毛が渦

を巻いているからすぐ分る。私は今年牝牡各１頭の除

角を生後７日目に行ったが，牝は成功，牡は失敗。牡

の方が生育が速いが，角の成長も牝より速く，生後５

日目位に除角すればよかった。有角の牝山羊には間性

が殆んどない。又その山羊にできる仔にも間性が殆ん

どでないので有難い，が角があると危い。又売却する

にも売りにくい。除角すれば，無角の山羊も同じで間

性がでないだけ利点がある。生れて３日経って生後10

日以内に是非除角する。 

 

 これから山羊飼育上一番大切な仔山羊の育成が始

まる。私は今迄に牡仔５頭，牝仔６頭育成してきた経

験より，仔山羊の育成について記してみよう。牡30貫，

牝20貫に育成したのが私のレコードである。 

仔山羊育成の要点は， 

 １．標準発育以上で生れていること。 

 ２．離乳期の飼育を上手にする 

 ３．生後１ヶ年間の飼育に力をいれる 

仔山羊は生れると１日に３，４合，１ヶ月経つと１升

以上の乳をのむ。仔は発育に体重の２割以上の乳が必

要である。体重が増すにつれ乳も沢山いる。普通１ヶ

月に１貫は体重がふえる。800匁で生れた仔は１ヶ月

で約２貫になる。体重の２割即ち400匁の乳が，最低

限度，発育に必要である。だから１升少々乳のでる山

羊は仔１頭を１ヶ月余り育成するのに精一杯という

わけで，人間がその乳をのめば，それだけ仔の発育が

おくれる。乳が不足するようでは仔の育成は失敗。生

後２ヶ月間は乳を全部のませ，同時に２週間目頃より，

やわらかい草や麩を給与する。次第にその量を増して

いく。草も十分食べだし体重４貫（15キロ）以上にな

って離乳する。丁度リレーでバトン・タッチをうまく

やるように，くい込みがよく，下痢することなく離乳

することが仔山羊育成のコツである。離乳後は良質の

粗飼料を十分くい込ます。どんな山羊になるか，仔山

羊の育成は楽しいものである。 

 

 先ず骨格の大きな山羊をつくること，これには日光

浴，運動，カルシウムの給与が肝要。骨格のしっかり

した土台をこしらえる一方，内臓器官を大きくして腹

をつくるように飼うこと。内臓器官の大きい山羊はく

い込みがよい。巾をだす，深みをますように飼う。そ

の上胴伸びがでるようになれば内臓器官が大きくな

った証拠。くい込みのよい山羊は将来乳もよく出る。

結局，山羊の腹をつくって体積のある山羊に育成する

には，仔山羊の時より乾草を夜食として十分くい込ま

すことが大切。今後の山羊飼育は胴伸びのよい体積の

ある山羊をつくることに重点を置く。プッシュという

人は，体高100に対して，体長比107を山羊発育の理想

としている。しかし体長比110位の山羊を育成したい。

岡山県には体重比120という全国でも稀な山羊がいる。

さすがに，この山羊は最高乳量５升近くでる。又１日

に青草７，８貫も食べる由。 

 

 春，若草萌え出ずる頃には，１ヶ月に２貫から３貫

仔山羊の体重が増すように飼うこと。春は仔山羊育成

に全力を傾ける時期。生後１ヶ年間育成に力を入れる

のは勿論であるが，特に春の飼育に力をぬけば仔山羊

の育成は失敗である。２月に生れた800匁の仔が毎月

１貫ずつ増体しても，10月には８貫800匁となり当才

種付ができる。昭和30年10月東京で行われた全国共進

会では生後６ヶ月で12貫の牝仔山羊が出品されてい

た。春１ヶ月間に２貫増体することはむずかしいこと

ではない。 

 

 折角大きくなった仔山羊も離乳後間もなくやって

くる農繁期に多忙のため飼育管理が十分できず，仔山

羊の発育がおくれることのないようにすること，順調

な発育を是非つづけ度いものである。仔山羊が下痢を

する，厩が湿気ている。これは仔の発育に非常に悪い

影響を与える。厩がいつも乾燥していること，毎日糞

の状態をみて下痢をさせないこと，及寄生虫の駆除が

仔山羊育成上何より大切である。 

 

 分娩後２，３ヶ月で最高乳量をだしている頃の親山

羊の栄養状態は，１年中で最もやせている最悪の時で

ある。この時期に体重が18貫位はある山羊をつくるこ

とを，私は育成の目標にしている。又長期間乳がいく
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らよくでても，突きかかったり，かんだりして女や子

供の手に負えない荒い山羊では困る。温和であること

が何より，飼いよい山羊でなくてはならない。おとな

しい山羊といっても，山羊そのものの個体にもよるが，

いつも山羊に接し，可愛がって飼育すれば，尚，でき

れば生後２ヶ月目より人工哺乳すると，人間が母山羊

代りに乳をやることになるから，とても人になついて

おとなしい山羊になる。搾乳時に乳をこぼす，腹が立

って山羊をたたく，山羊はたたいた人には恐怖心をも

っているので，その人にはおとなしいが，他の家族の

ものにはとても荒いという話をよくきく。手荒いこと

をすると，結局飼育管理の面でマイナスになる。私は

人にはおとなしいが山羊には物凄く荒い牝山羊を飼

ったことがある。山羊にはおとなしい面もあり，一方

野生的なところがある。おとなしい山羊に育成するに

は，忍耐及工夫がいる。私は約10年間山羊の改良を目

標に，種牡山羊を飼育している。昭和25年秋，鳥取県

倉吉の中国７県共進会に県代表として出品したシル

バー号という種牡は乳頭が大きく，審査の際ほめても

らった山羊で，１升８合でる牝にこの種牡をかけて３

升から出る仔ができたが，種牡を飼っている者にとっ

ては，親よりも乳のよくでる仔ができるのは何より嬉

しい。よい種牡をかけて，よい仔ができても，その仔

がもっている能力を十分発揮さすべく，仔山羊を育成

しなければ山羊の改良は望めない。現在私は種牡山羊

を２頭飼育している。どちらも昨年５月生れで生後１

年３ヶ月，１頭は総社市の土屋碩夫氏飼育のバレー一

号の仔で体重17貫，他の１頭は農林省長野種畜牧場に

いるパーフォード・カーロの仔で体重19貫，今秋より

種付に使用。来春この２頭の種牡がどんな仔をだすか，

今から楽しみにして飼育に精出している。残念乍ら，

私は中家畜の人工授精師の免状がないので，人工授精

にて種付をすることができない。人工授精師の講習が

あれば是非受講したいと思っている。 

 

 さて山羊種付の時期がやってきた。是非，早期種付

をすすめます。人工授精のことは全然分らないので，

山羊の種付につき，生がけの場合の経験を記してみよ

う。 

◎牝山羊発情の状態 

 牡をたずねてなく，尻尾をふる，陰部及眼のふちの

赤みが幾分ます，くい込みが悪くなる，いらいらする，

粘液を出す，人間に立ち上ってくる，ウーとひくくう

なる山羊もいる。 

（個体及時期により発情の程度に強弱あり） 

◎私は経験より尻尾の振り方のみで発情の程度を知

り，種付の適期を判断する。 

尻尾のつけ根を手でふれてみる。 

１．尻尾を下げることなく振り，尻を丸くし，じっと

おちついている……種付に最適の状態 

２．尻尾をふっているが時々さげる，ややおちつきが

ない……種付に今少しというところ又は遠路を歩い

て疲労している場合 

３．尻尾を時々ふるが，いらいらして逃げまわり，手

をふれると尻尾をさげる……発情の初期か終期の状

態で種付は無理 

 ◎おとなしく牡の小舎に入り，尻尾をふって，じっ

としている牝……受胎確実 

 牡の小舎に入ってもいらいらし，時々尻尾をさげる

牝……受胎不確実 

 牡の小舎に入るのをきらう，入っても尻尾をさげて

まきこむ牝……種付不可能 

 ◎種付直後，大ていの牝は排尿し，落着いてくる。

山羊により尻を丸める，ねりがみをはじめる，こうな

れば受胎確実なり。 

 ◎稀に肛門に交尾することあり，これには困るが，

しばらくして再交尾す。 

 ◎種付の前後には牝を休ませること。遠路を歩いて

きた山羊ほど長く休ませることが大切。多少とも山羊

は疲労している。疲労した山羊は尻尾のふり方が弱い。

しばらく休むと尻尾を強くふりだす。 

 ◎偽発情（排卵を伴わない発情）の山羊が稀にある。

種付後10日程しか経っていないのに，発情している。

前よりも発情が強い。再び種付をする。これは発情の

弱い10日程前のが偽発情である。 

 ◎分娩予定日がきても仔ができない，が乳頭のつけ

根が少しふくれている。いつだったか尻に血がついて

いた。これは流産したのだ。ほんとに惜しい。折角受

胎しても流産しないように飼育管理が肝要。 

 ◎人間には分らないが牡には分る刺激臭が発情し

た牝にはあるらしい。種牡は牝の姿をみなくても又そ

のなき声をきかなくても，その来訪を感知し，小舎の
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中で，いらいらして立ち上り，戸口に頭をだしたり引

込めたりする。 

 ◎一方種牡は強烈なる牡臭にて牝をよぶ。その臭は

随分遠くに及ぶ。その臭の強烈なるほど牡は元気旺盛

にて，着物にしみ込んだ臭は仲々とれない。牝またこ

の牡臭をしるや，なくのをやめ，臭のする方へさっさ

と歩く。 

 ◎種付時期には種牡は生理的要求からか，自己の尿

をのむ─何か生理的に必要な分泌物が含まれている

のだろう─そのため，顔，前脚，胴は茶褐色に染まる。

この色の濃いほど，又牡臭の強烈なるほど牡は元気な

り。 

 ◎発情した牝がくると，牡はいらいらして物をたべ

ない。食べないと弱るし，食べてはくれない，種付時

には食べさすのに頭をいためる。人工授精であればこ

んな苦労はないと思う。とにかく，牝のいない時に食

い込ますより仕方がない。結局，種牝は種付時期前の

６月頃より，種付時になっても弱らないように，濃厚

飼料を給与して，十分飼育しておくことが大切である。 

 ◎大霜の朝，焚火にあたりつつ，山羊の話，世間話

と種付前のしばしひととき，まことに楽し。 

  種付にはりきって出る霜の朝 

 ◎山羊の様子をみて，山羊の気持ちを知る，即ち山

羊と話のできる飼育家になりたい。 

 以上山羊飼育について，とりとめのないことを，あ

れこれと述べましたが，山羊を飼っていられる皆様の

御参考に，多少でもなれば何より幸甚です。 

 

ヤギ飼育管理メモ 
春 

 ○若草，木の芽の飽食に注意…………下痢，食滞，鼓腸の原因 

 ○搾乳は一滴も残さぬように…………しぼり切らぬと乳房炎にかかることがある 

 ○仔ヤギの除角…………………………生後５日─10日目頃 

 ○仔ヤギの去勢…………………………生後１乃至２週間の頃 

                  仔ヤギの体重４貫以上で離乳する 

 ○離    乳…………………………仔ヤギ発育に必要な乳量は体重の20％以上 

                  ヤギ乳１升の重量は約500匁 

夏 

 ○蚊の防除，防暑設備…………………ヤギ小屋は風通しよく 

 ○腰麻痺の予防…………………………蚊の発生の頃から始める 

 ○日射病に注意…………………………直射日光を避ける 

 ○熱射病に注意…………………………ヤギ小舎がむせないように 

 ○乳の腐敗に注意 

                  外部寄生虫の駆除 

                   Ｄ.Ｄ.Ｔの粉末をヤギの身体に散布 

                           （１ヶ月に１回） 

 ○寄生虫の駆除…………………………内部寄生虫の駆除 

  寄生虫がいると，毛，皮膚に光   フェノチアジン・フェノゾール等駆虫剤を 

  沢なくヤギがやせて活気がない   与え胃虫，腸結節虫を駆除する 

 ○ヤギの身体を洗ってやる（暑い日に） 

 ○種牡の種付準備………………………６月頃から濃厚飼料を徐々に増す 

秋 

 ○種    付…………………………産仔が目的の場合（９月に種付） 

   （再発情の有無に注意）    乳が目的の場合（10月，11月に種付） 



岡山畜産便り1957.09 

                  当才仔ヤギは体重８貫以上で種付 

 ○妊娠ヤギの管理………………………流産をしないよう 

                  カルシウム，蛋白質が不足しないよう 

冬 

 ○防寒設備………………………………ヤギ小舎にすきま風が入らぬよう 

                  厩替の際，厩肥は全部ださぬよう 

 ○石灰わらの給与………………………消化し易くなり，澱粉価は麩に近くなる 

 ○温湯の給与……………………………夏は清水の給与 

   『ヤギ飼育のこつは，是を愛するにあり』 

 


