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北欧の旅から（７） 

乳牛省力管理の方法 
県畜産課 多 田 昌 男 

 

 最近所得の向上にともなう食糧消費構造の変化や、

一方では農家所得向上の観点から、畜産の伸びは全

国的な問題として大きく浮び上ってまいりました。

又さらに農業構造改善事業には、各市町村で畜産が

かなり大きく取り上げられ、今後の日本農業におけ

る畜産の担う役割はきわめて大きなものとなってい

ます。 

 しかし、年々農家労力は減尐の一途をたどり、畜

産経営は零細規模では、もはや健全な畜産業として

成り立たず、多頭羽飼育がその前提となった観があ

ります。多頭羽飼育経営の合理化は省力飼育管理が

できるよう畜舎の改善を行なうとともに管理方式の

研究が大条件と考えます。 

 最近乳牛においては、ルースハウシング方式があ

らゆる酪農雑誌に紹介され、大農場などではルー

ス・バーン牛舎が建設され実用の段階になりました。

しかしこれらの牛舎のみがいくら立派なものになっ

ても省力管理の目的は達成されません。その農家の

経営全体が合理化され尐ない労力によって最高の収

益をあげるよう努力しなければなりません。 

 そこでスウェーデンにおける乳牛省力管理の方法

について、その一例を紹介したいと思います。 

 

１、搾乳の方法と乳量 

 わが国では最盛期は殆んど３回搾乳を行なうのが

普通ですが、スウェーデンでは現在１日２回搾乳を

行なっています。普通朝５－６時、夕方 16－17時の

２回で、夜は行なっていません。つまり 12時間に１

回の割で搾乳していますが、搾乳はすべてアルファ

ラバル、マヌス等の電気搾乳器で行ない、普通２台、

大きい農家で３台を同時に使用しています。 

 搾乳後の後搾りは全然行なっていません。最初は

後搾りを行なっていましたが、現在はその必要もな

く、乳房炎等の障害もおこらないそうです。最近県

内の多頭飼育農家でも労力節約の意味から後搾りを
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行なわない酪農家がだんだんと見受けられるように

なりました。理想はその都度完全に後搾りすること

ですが、省力管理の面からは、多頭飼育農家はやむ

をえない場合もでることと思います。 

 スウェーデンの酪農家は、｢後搾りは乳量を増加さ

せ、乳牛の健康からもよいわけであるが、増加乳量

とそれに要する労賃とを比較した場合、労賃の方が

高くつくし、又後搾りしなくても乳牛に障害がおき

ないので、省力管理面から、現在２回の搾乳を行な

い、後搾りは行なっていない。｣と話していました。 

 結局わが国でも高能力牛以外は、だんだんこのよ

うな傾向をたどらなければならない方向においこま

れることと思います。ではこのような搾乳方法の結

果、乳量はどうかといいますと、給与飼料がよいた

めかそう悪くありません。私が実習した或る農家で

は、成雌牛 35 頭、種雄牛２頭、仔牛５頭、計 42 頭

に豚 200 頭を飼っている中程度の農家でしたが、そ

のうち搾乳牛 12頭の検定成績は「第１表のとおりで

した。一般の農家ですからそれほどずばぬけた成績

ではありませんが、第１産の平均乳量は 5,395kg、平

均脂肪率が４％、第３産で 6,095kg（32・５石）平均

脂肪率４・１％と２回搾乳でもかなりよい成績をあ

げています。 

 この農家のホルスタイン種初回種付月令は、

生後 18 ヵ月で、最長 20 ヵ月となっていまし

た。種付は種雄牛が自

由に入手できる関係か

らすべて自然種付で行

なわれていましたが、

そのうち 30 年３月 25

日生れの種雄牛の能力

は「第２表」のように

余り高能力牛ではあり

ません。搾乳牛と同列

にクサリでけい養して

いるのには驚きました。 

 

２、省力管理的牛舎の構造 

 最近わが国でもルース・バーン牛舎が各地

にボツボツでき始め、岡山県でも蒜山の県立

酪農大学校に現在建設されつつありますが、

この牛舎は北欧においてもすでに実用の段階となり、

だんだんと取り入れられつつあります。しかし何十

頭も協業経営等によって飼育する大農場であれば直

ぐに取入れることが可能ですが、10 頭以下の酪農家

では直ぐ採用するわけにも参りません。そこでここ

ではルース・バーン牛舎は一応省略して、これに類

似した従来方式の省力管理的牛舎を選んで説明して

みたいと思います。 

（１）牛房の大きさとけい留装置 

 まず牛房ですが、牛床の長さは日本のものと大差

なく 160－180cm（５・３－６尺）、１頭当りの床巾は

120－140cm 位ですが、個体の大きさによってそれぞ
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れ巾を規制しています。農家では後搾りをしない関

係から１頭１頭の隔柵は不要となり、酪農試験場以

外では隔柵は全然見かけませんでした。 

 排尿溝の巾は 40－50cm、深さ 10－15cm位が普通で、

どちらかといえば、岡山県のものより巾が広く、深

さも浅い傾向を示していました。けい留装置は殆ん

どクサリで首を１ヵ所或は両つなぎにしていました

が、デンマークの酪農試験場では鉄首輪の下部にク

サリを付け、それを両端が上下する横木の中央に取

付けていましたが、常時首に横木の重みを感じるよ

うに思いました。 

（２）牛体汚染防止対策装置 

 牛体汚染防止策として電牧線の応用による糞尿落

下位置規制装置及び電動器による排糞除去装置が設

置されていました。まず電牧線応用による糞尿規制

装置ですが、これは乳牛が排糞、排尿する場合、背

を高くするために体長を一時的に縮める結果、糞尿

落下位置が正姿勢の場合に比べて 20－30cm前方に移

動することが多くなります。この結果糞尿は牛床上

に落ち乳房など牛体後部や敷料汚染の最大の原因と

なります。そこで、糞尿排泄の体型をできるだけ正

姿勢に近い状態に保たせ、排尿溝に常時糞尿を落下

させるよう規制しているわけです。 

 この規制目的で電牧線を適当に架線することによ

り、その電気刺激を利用し、乳牛を一たん後退させ

てから糞尿を排尿溝に落下させます。又尾房の規制

により排尿溝の尿水で体全体を汚さないことも考え

られています。 

 なお、いくら排糞尿を排尿溝内に正しく落下させ

ても、常時速やかにこれらを取り除かなければなり

ません。そこで考えられたものが電動力による排糞

チェン装置です。このチェンはスウェーデン、デン

マークの多頭飼育農家では乳牛、豚を通じて殆んど

取付けられています。これが省力管理に及ぼす効果

は特に大きいようです。 

（３）電牧線応用による糞尿落下位置規制の方法 

 糞尿落下位置を規制する装置は「写真４」のよう

に電牧線をスタンチョン式牛床上に誘導し、牛床上

150cm 位の高さに 16－14番線位の針金を牛体とは直

角の方向に障子を用いて架線し、これから写真のよ

うな細い上下できるクサリを２本さげ、この先に巾

２cm、厚さ３mm、長さ 50cm 位の鉄板を連結し、乳牛

がこれにふれると電気刺戟によって前述のような効

果があるわけです。電牧の位置はスウェーデン、デ

ンマークともにき甲より後部10－20cm位の所でした。

なお尾房は直径３－４mm 位の綿糸入りビニールひも

を天井から30－40cmのゼンマイをつるした先に取り

つけ、乳牛が立っている状態で引ほどきに結すんで

おきます。乳牛が横臥した場合尾房が丁度腰の部分

に位置して、排尿溝にはつからないようになります。

このためハエ、カなどを尾房でおっても牛体を汚染

することがありません。 

（４）日本における糞尿落下位置規制装置とその応

用効果 

 ではこのような装置は、日本には考えられていな

かったかといいますと、そうではありません応用の

ヒントは或は外国から得たかも知れませんが、古く

は大分前のことと思いますが、戦後この原理を応用

して、十字部の前方に丸太棒などを取付け背の上昇

を制限する方法が「家の光」に紹介されたと記憶し

ています。又最近では、「畜産の研究、本年７月号、

農林省農事試験場畑作部の鈴木氏等」が発表された

「牛体汚染防止策としての電牧線の応用」でその効

果が紹介されています。この成績は貴重であり、北

欧のこの装置に関連性がありますので、その効果の

一部を転用さして頂き、比較検討して頂く飼料とし

たいと思います。 

 乳牛の糞尿排泄時のおける背の上昇程度は排泄糞

時 65 例の平均 12・５cm（最高 20cm以上一例）排尿

時平均 14・９cm（最高 20cm 以上５例）で排尿時の上

昇がやや多いようです。鈴木氏等は牛床上 150cm 程

度の高さに径３mm 内外のビニール被覆線を牛体に対

して直角に架線し、これからそれぞれ牛体の下部に

径２mm内外の被覆線 2本を長さが調節できるように

して下げ、これを径４mm、長さ 80mm程度の裸線で速

結し、乳牛が 

これにふれることによって前述の効果をあげること

となります。 

 背線上の架線の位置の高さについて５、10、15cm

の３段階の試験結果では、約 10cmがほぼ適当な高さ

といわれます。つまり 5cm では飼料採食時に接触す

る場合があって、乳牛は常時不安の状態となり、生
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産力にも悪影響を及ぼし、又 15cmでは牛の大きさに

より作用しないことになります。 

 つぎに前後的位置の決定については、き甲直後、

第 13 背椎上、及び十字部前方 10cm の３位置につい

ての比較試験では、第 13背椎上付付近がほぼ適当な

位置であることがわかっています。そうしますと北

欧におけるき甲部から 10－20cm 後方の位置と、どち

らがより効果的であるか、余り大差はないものと思

います。 

 なお、鈴木氏等の行なった架線の経費は「第３表」

のように１頭当り 57円程度となっています。 

 牛体の汚染度は汚れが最も問題になる後軀両側面

積に対する汚染面積と汚染の程度に応じて０－５の

６段階の配点を鈴木氏等は行なっていますが、10 頭

の泌乳牛についてそれぞれ使用前後20日間にわたっ

て毎朝の調査結果の平均は、電牧線使用前牛体汚染

度３・７のものが、使用後は０・８となり、牛体は

ほとんど汚染しなくなり、敷料使用量も１日１頭当

４・59kgから１kgに激減しています。 

 また敷料使用量の減尐にともなって、１敷料交換

労働が「第４表」のように節減され、汚染度の軽減

によって手入に要する労力も半減し、労働は従来の

47・８％に半減され省力管理がなされています。 

 なお、以上の装置が泌乳にどのような影響を及ぼ

すかについて調査されていますが、ほとんど悪影響

は認められていません。 

 

３、排糞除去装置 

 30 から 50 頭飼育の小農家では、わが国と同様排

糞はスコップで排尿溝の片隅に時々集められ、一輪

車に積んで堆肥舎へ運ばれます。しかしそれ以上或

は 100 頭以上もの多頭飼育農家では、数人の管理で

は飼料給与、搾乳処理に殆んどの労力をついやさな

ければなりません。そこで尐しでも労力を節約する

目的で考えられたのが排糞除去装置で、この装置は

動力によって糞を排尿溝から直接堆肥舎へ送るよう

になっています。 

 この構造の基本は７月号「ランドレース種豚を訪

ねて」の項における豚の排糞除去装置と同じですが、

糞を運搬する部分の一部構造が異っています。豚の

場合は排糞場の巾が１米もあるうえに敷藁が余り沢

山混入しない関係から

運搬が容易となり、従

って糞を押す衝立よう

の「糞かき器」が１個

のみでよろしい。しか

し乳牛の場合は敷藁が

混入したり、排糞量が

豚に比較して遙に多く、

又排尿溝が 40－50 糎

程度のため、糞かき器

は豚のものより小さい

ものを溝の長さに応じ

て沢山付けなければな

りません。 

 デンマークの国立酪

農試験場の例をあげま

すと、約２米間隔に高

さ 10糎、厚２糎程度の

厚板を排尿溝巾より

稍々短くしたものの一端を鉄金具で糞運搬用チェー

ンに取りつけます。取付けた糞かき器は堆肥舎の方

向に移動する場合は糞を受け、反対方向に移動する

場合はチェーン取付位置で屈折し、牛床に遠い側の

排尿溝を移動します。このような設備で１日数回ボ

タンを押すだけで自動的に糞が堆肥舎へ堆積されま

す。 

 電動機は写真のように舎外の高い所に３馬力位の

ものを置き、チェーンはスイッチによって左右両方
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に回転するようになっていますが、その半分は排尿

溝の下を通しています。スウェーデン、デンマーク

においては、私の見た範囲では堆肥舎の屋根は１軒

もありませんでしたが、おそらく殆んどの農家がコ

ンクリートで囲ったこのような堆肥舎を利用してい

るものと考えられます。 

 なお、ホ種肥育雄牛或はホ種乳牛小数飼育農家で

は、尾房の毛を根本から刈取って牛体汚染防止策の

一助としていましたが、肥育雄牛以上にはわが国で

は向きません。やはり房々とした尾房があってこそ、

乳牛の価値をより一層高めるものと思います。 

４、牛乳処理施設 

 デンマーク国立酪農試験場では搾乳器をかける前

に黒色ガラスを直径 10 糎程度の缶の底に取付けた

「簡易乳房炎検出器」で最初の１－２絞りを検査し

て乳房炎の早期発見につとめていました。 

 北欧では朝搾りの牛乳はその朝冷却された後出荷

されますが、夕搾りの牛乳は一夜冷却用水槽に置か

れます。水槽その他、牛乳処理施設については、わ

が国と大同小異で、殆んどの農家に、最近わが国の

集乳所に取付けられているような水を一定温度に保

つ冷却器が取付けられています。 

 スウェーデンの或る農家では牛乳缶を湯や薬液で

洗った後、水パイプをコンクリート床の一部にのぞ

かせて取付け、その先に５・６個の穴を開けて牛乳

缶をふせてバルブを開けば、綺麗に最後の水洗がで

きるようにしていました。ちょっとした考えですが、

使ってみるとなかなか便利なものです。使用後の搾

乳器は常に薬液を入れて保存し、乳房炎の防止、牛

乳の変質防止にそなえています。 

 わが国のような集乳所はなく、多頭飼育農家で、

しかも工場が近い場合は、農家の为人が小型トラッ

クを運転して自ら運びます。しかし小数飼育農家で

は一定の露天の道路脇の場所に置き、これを組合の

集乳車が朝７時過に集めて工場へ運びます。あちら

の輸送缶の大きさは牛乳が 50瓩程度入るもので、２

人でないと持てそうにもありませんが、あちらの人

は簡単な二輪車にうまく乗せて移動します。 

 

５、飼料の給与は適蛋白、適熱量 

 乳牛の飼料給与は大麦１瓩の栄養価を１飼料単位

としたＦＥ法を採用して行なっていますが、これは

大麦が農家において大量に生産されるからだと考え

られます。チモシー、赤クローバー等の牧草、乾草

或はサイレージ等を为体とした飼料給与を行ない、

大麦或はえん麦等の濃厚飼料によって不足養分量を

補足しています。穀類は総べて粉砕して、カルシウ

ム、ミネラル、食塩等を配合した濃厚飼料を粉のま

ま給与しています。濃厚飼料には油粕類は混入して

いませんが、これは蛋白質要求量に対する過給防止

のためには、おのずから不要となるわけです。しか

し仔牛の育成にあたっては蛋白質補給のため脱脂乳

が与えられます。ですから北欧での配合飼料には特

定の場合を除き油粕類は混入されていません。 

 私が酪農試験場勤務中に乳牛の飼養試験を行なっ

たことがありますが、その当時、乳牛の蛋白質要求

量に対する適量給与に苦心したことがあります。つ

まり蛋白質量の多い牧草、飼料作物の利用率が高く

なればなるほど、現在生産されている高蛋白質の配

合飼料では、ＤＣＰ、ＴＤＮの均衡が取れなくなり

ます。これを蛋白質の余り高くない、養分総量の高

い濃厚飼料にするためには、大麦、トウモロコシ等

の穀類を混与しなければなりません。この私のなや

みを北欧の酪農は解決してくれました。つまり草か

ら始まった外国方式の酪農を取入れれば入れる程、

稲藁酪農から始まった従来からの濃厚飼料の給与は

不合理となります。ＤＣＰ10％、ＴＤＮ70％程度の

配合飼料を給与するよう心掛け、蛋白過給による一

時的乳量の増加を防ぎ、優良乳牛の長期使用こそ経

営の合理といえましょう。 
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 このような給与を行なっているため、北欧ではわ

が国の乳牛のように痩せた斜尻のもの、又不妊牛は

見ることができませんでした。酪農を営む以上、牧

草、飼料作物の増産を行なうのは勿論ですが、その

反面現在のような高蛋白配合飼料が販売される場合

は、麦類等の自給も考えなければなりません。麦作

転換を強くさけばれている今日、このようなことを

いうと笑われるかもしれませんが、要は今より生産

費の安価になるような作付方法を研究して、乳牛に

適応した飼料給与を行なって頂きたいと思います。

かたよった飼料給与は乳牛の寿命を短かくし、不受

胎をまねき酪農経営の破壊をもたらすものと思いま

す。 

 次にアメリカにおける飼養試験成績から見ますと、

不合理な飼料給与ほど「第５表」のように受胎率が

悪くなっています。試験は９区に分けて、各区６頭

ずつで行なわれましたが、わが国の農家で従来多く

行なわれていた高蛋白、低熱量（低養分総量）の場

合は、６頭中１頭も受胎していません。北欧で行な

っている高蛋白、高熱量ないし、中蛋白、中熱量の

場合は、この表のように全頭受胎する意味がお分り

のことと思います。 

 

県南部に豚丹毒発生 

 畜産課でこのほどまとめたところによると、県南

部各地に８月末までに豚丹毒が 152 頭発生し、その

うち 48頭が死亡している。発生豚は豚丹毒と出血性

敗血症との合併症の型が多いといわれる。豚丹毒菌

は魚の生アラ等に附着しているといわれるが、健康

な豚の咽喉や腸内にも存在し、これが何らかの感作、

おそらく悪い環境で豚を飼育したため、体の抵抗力

が弱まり感染するものと云われている。発生豚舎の

ほとんどが風通したが悪く不潔でむし暑かったり、

直射日光がよく射し込むのであったとのことである

ので、本病の予防はこれらのことに注意して清潔な

豚舎で、健康な管理を行なうことが大切とされてい

る。 

 

 

 


