
  
  中洞式山地酪農・技術編（7）

  誌名 畜産の研究 = Animal-husbandry
ISSN 00093874
著者名 中洞,正

幸山,明良
発行元 養賢堂
巻/号 67巻9号
掲載ページ p. 963-966
発行年月 2013年9月

    
農林水産省 農林水産技術会議事務局筑波産学連携支援センター
Tsukuba Business-Academia Cooperation Support Center, Agriculture, Forestry and Fisheries Research Council
Secretariat

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



963 

中洞式山地酪農・技術編 7 

中 j同 正*・幸山明良*ホ

1 4.簡易牛舎の作り方

山地酪農のために必要とする主な施設は，牛舎，

搾乳場，牛乳処理室，堆肥場，給水場，飼槽，など

である。但し，牛の飼養頭数によっては，上記で挙

げた施設が必要であるかどうかを吟味しなければ

ならない。少頭数(6頭未満)の飼養の場合，大きな

施設は適当ではない。一般的には，酪農を行うに

あたり，立派な施設が必要であると想像されがち

だが，中洞式山地酪農では，少頭数の飼養の場合，

上記で挙げた施設のほとんどは必要でない。

ここでは低コストで可能な手作り施設を紹介する。

①牛舎の主要目的

牛舎の主要目的は次の諸点にある。

ア)搾乳と牛乳処理の便宜

イ)飼料給与と牛の手入れの便宜

ウ)治療やお産する牛を休養させる*

エ)離乳した仔牛を隔離する

*寒冷地の場合，極寒期でのお産は寒さによるストレスから
仔牛の死亡率が高くなる。これを防ぐため，牛舎の中に牛
を入れ，たくさんの敷き誌やパークを敷き，暖かい環境を
作ってあげると良い。

牛舎を設計するには，位置，換気や保温，採光，

水，排水，について考えなければならない。特に

重要なのは，位置を選定することである。着眼点は

下記の通りである。

カ)牛，牛乳，飼料および厩肥の移動運搬のため，

堅い道路が近いこと

キ)放牧場に通ずる道路がぬからないこと

ク)水の便が良いこと

ケ)排水の便が良いこと

コ)他の建物や立ち木に接近せず，空気の流通と日

光照射を妨げないこと

サ)乳製品加工を自らが行う場合，乳製品製造棟に

隣接していること

.山地酪農家・中洞牧場，.東京農業大学客員教授

(Tadashi Nakahora) 

"中If司牧場 (Aki悶 Kouzan)

②基礎が必要な簡易牛舎(6頭以上の飼養の場合)

現在の牛舎の形態は，一般的に基礎を必要とする

牛舎が多数存在する。なぜ基礎を必要とするかとい

えば，多くの牛を飼うからである。多頭数での飼養

は，糞尿処理の問題に始まり ，多くの牛が同じ場所

を頻繁に歩けば地面がぬかるむ。ドボド、ボになって

人が歩くのも容易ではなくなるので， 基礎が必要と

なるわけである。

基礎を作る前に注意しなければならないことが

ある。寒冷地の場合，冬場は地面が凍結するため，

地上へと盛り上がる。コンクリートを入れる前に，

必ず 20cm程度の砕石を入れてコンクリートを打つ

ようにする。コンクリートを流し込む時は，基礎を

強固なものにするため，ワイヤーメッ、ンュを入れる

と割れ難くなる。経済的に余裕があれば 50cm以上

のコンクリ ート壁にし，長めの単管ノξイプを用いて，

2~3m ピッチで一緒に固め，壁の足を作る。 後は，

クランプや垂木を用いて壁や屋根を作る。屋根材に

は，波トタンが安価で扱いやすい。

③基礎が必要でない簡易牛舎(6頭未満の飼養の場合)

下の写真は，中洞が 20代の時に初めて作った手

作り簡易牛舎で，この写真はまだ完成途中であるが，

全て廃材と山から伐採した木を使ったゼロ円牛舎

である。基礎を打たずしても少頭数であれば，牛を

飼う事ができる。
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④搾乳場と搾乳方法

官頭で前述したが，牛の飼養頭数によって搾乳場

と搾乳方法を考えなければならない。山地酪農では，

牛は搾乳する時のみ搾乳場に入札搾乳が終われば

山へ帰って採食・休息するとし、う具合である。従って，

追い込み式(開放式)の搾乳場にする方が，牛を搾乳場

で待たせることがないので都合が良い。搾乳場の

形式は下記の通りである。

ア)併列式(アブレスト)牛を横に並べて搾るもの

イ)縦列式(タンデム)牛を縦に並べて搾るもの

ウ)鯨骨式(へリングボーン)斜めに併列して搾るもの

中洞牧場では手作りの4頭のタンデム式を用いて

いる(下の写真)。

搾乳場iの床は，糞尿の清掃が容易であるコンク

リートを勧める。もちろん，搾乳場全体の床の勾配を

排水方向に決めて作ることにより，清掃を素早く終える

ことができる。中桐牧の搾乳場の勾配は約2%である。

③の基礎が必要でない簡易牛舎で前述したよう

に，頭数が少なければ，以前中桐が建築した牛舎の

ように，搾乳場もコンクリートを用いずとも搾乳が

可能である。最も簡単な手法は，山から帰って来た

牛を木柱や木やパイフ。で、作った枠につなぎ，そこで

搾れば良い。雨風が凌げる屋根や壁があれば最も

良いが，たとえ無くても搾乳はできる。この方法は，

山にある木を利用して作るため，ほとんどコス トが

掛からない。新規就農者のように資本金に余裕が

ない方にお勧めの方法である。

次は，搾乳方法について説明する。ヨーロッパは

もとより日本においても，手搾りは過去の技術と

なろうとしている。特に酪農を主たる経営部門 と

する主畜経営においては，搾乳はほとんどミルカー

によって行われている。しかし， ミルカーおよび

搾乳場には，多大の施設・資材費用が掛かることは

言うまでもない。だが手搾りであれば，その費用は

バケツキ骨迭缶程度で済ますことができる。中洞式山地

酪農なら，約6頭程度の牛は，ミルカーなしでも飼う事

ができる。ミルカーがなかった時代，約 20頭の牛を

手搾りしたという人もいる。当然，現在の牛とは違い，

乳量は圧倒的に少なかっただろうが，今の時代だから

こそ，改めて手搾りとしづ技術を見直したい。そ して，

手搾りとしづ技術が牛にとっても消費者にとっても，

酪農の技術および魅力を高めるのではなし、かと期待

している。

さて，ミルカーにはバケット式，乳かん式および

パイプライン式がある。パケット式は牛乳を秤量し

たり冷却したりするためには，いちいち取りはずし

たり，牛乳を他の容器に移したりする必要があるので，

多数の牛を能率的に搾乳するには不便である。しかし，

少頭数の場合はパケット式で十分である。

乳かん式は牛乳を直接牛乳輸送缶に搾り込む

方式でパケットから牛乳を移す手聞は省けるが，

l頭 l頭の乳量を秤量することは不便であるし，

また牛乳を直接冷却室に移すという問題を解決

すること ができない。 しかし，搾乳および機械の

清掃は，非常に能率的で少頭数の場合には，一番

向いていると考える。

パイプライン式は，現在，大多数の酪農家がこの

方式を導入している。パケットや乳かんを用いず，

直接牛乳を搾ると同時に，これを冷却室に送り込む

方式で，長いパイプラインとバルク・クーラーを

必要とする。この方式は搾乳を行いながら直ちに牛乳

を冷却する利点があるが，自ら建設したとしても施設

費が高いことが一番のネックである。しかしながら，

多数の牛を搾乳する場合には，パイプライン式が能率

的である。中洞牧場では，一日約 30頭以上の牛を

搾乳しているため，パイプライン式を導入している。

搾乳時間は 2時間以内である。

⑤牛乳処理室

搾乳後直ぐに，自ら牛乳を加工するのであれば牛乳

処理室は必要ないが，長時間保存する場合は，牛乳を

直ぐに冷却しなければならない。言うまでもないが，

牛乳は菌の繁殖力が高く，常温で保存すると品質劣化

を招く恐れがある。牛乳の量が多い場合は，特に

パノレク・クーラーを使用することを勧める。また，

食品を扱っているので，牛乳処理室は衛生的でなく

てはならない。ミルカーに付いた糞などはブラシで
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締麗に洗浄し，再度パイプラインの洗浄と共に，

ミルカーの汚れも確認する。牛乳処理室のパイプ

ラインや床などを頻繁に清掃し，厳重に衛生空間を

保たなければならない。そのためには，牛乳処理室の

床はコンクリ ートにし，排水先にスムーズに流れる

よう勾配をつけると良い。改めて言うまでもないが，

虫やネズミなどの出入りは厳禁である。

⑥堆肥場

既存の酪農では糞尿処理に多大の人力と時間を

要するが，山地酪農では，この処理を自然の力に

任すこと ができる。 山地酪農の場合，牛は一 日の

大半を山で過す為，特に堆肥場を設ける必要はない。

頭数と面積のバランスさえ保つことができれば，

土地が本来持っている地力とそこに生息する鳥や虫，

微生物のみで糞尿を分解 ・還元することができる。

目安とすれば， lhaあたり搾乳牛 2頭が限界である。

(中桐牧場でAは毎年土壌診断を行っているが，基準

値を超えたことがなし、)しかし，頭数が増え，牛舎

内もしくは，パドックに糞尿が溜まるようになれば，

堆肥場を設ける必要がある。堆肥場を建設するなら

基礎に単管パイプを打ち込み，牛舎を建てる時と同様

に屋根を掛ければ良い。トラクターを所持している

場合，トラクターのサイズにもよるが，堆肥場の壁

は最低でも 1.5m以上にすると，パケットでの運搬

がスムーズである。またトラクターの馬力で破壊さ

れないように壁の厚さは 20cm以上にする。その中

には鉄筋を格子状に組んで入れると強度が増す。

⑦給水場

山地酪農では，牛は基本的に山(放牧地)の沢水を

飲み，喉を潤すことができるが，牛舎の近くでも，

搾乳後の牛や搾乳牛以外の牛達にも喉の渇きがない

ように，給水場を設けてあげると良い。右の写真は，

中桐牧場で実際に手作りした給水場である。使わなく

なった U字溝を加工してボールタップを付け，配管

したシンプルなものである。ただし， ボーノレタップや

ドレン管を牛に悪戯されないように，板やブロック

などで，ガー ドしなければならない。U字溝以外にも

ドラム缶や使わなくなった浴槽を利用すれば材料費

が掛からない。頭数が少なければ，ボールタップが

なくても水道からホース を使って水を溜めておく

だけで良い。また，頭数によって異なるが，一週間に

一度程J度の掃除は欠かせない。虫が湧いたりヘドロが

j留まらないように注意して欲しい。

給水揚

③飼槽

山地酪農では，通年昼夜放牧が必須であるが，朝晩

の2回だけ搾乳や牛の状態を確認する為，全頭を牛舎

まで呼び込む。その時に必要なのが，牛のおやつを

入れる飼槽である。中桐牧場では，ビートパルプを

主体としたおやつを給与している。すると，牛が

おやつ欲しさに牛舎へ帰って来る習慣がつく。牛は

常に放牧されていると，野生化してしまう恐れがある。

また，山地酪農で一番難しいことは，牛の個体管理や

牛群管理である。牛は一日のほとんどを山で過す為，

人が牛の状態を確認できるのは，牛舎へ戻って来る

たった 2回だけである。もちろん，頭数が増えれば

増えるだけ牛の状態を確認する難しさが増す。ただで

さえ，場jき回る牛を見て回るのは，容易なことでは

ないが，おやつを給与することで，牛が食べることに

集中し，全頭が落ち着きはらう。その時に，1頭 1頭

の状態を確認すれば，万が一，体調を崩した牛や

お産が近い牛などに気が付き，早急に対処を講じる

ことができる。以下の 2枚の写真は，中桐牧場で

使用している手作り飼槽である。

飼槽 1
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飼槽2

畜産の研究第67巻第9号 (20 1 3年)

およそ 30頭以上の育成・乾手L牛を飼養している

のであれば，飼槽 2のような頑丈で多くの牛が食べ

られる飼槽を作ると良い。作り方は，牛舎の建て方と

一緒である。しかし，手作りとはいえ，生コンなどを

大量に必要とするので，コスト函ではお勧めできない。

できる限り安価におさめるのであれば，飼槽 lの

ような廃材を利用した飼槽や U 字工やドラム缶でも

構わない。
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7月の和子牛異例の 48万円超 もと牛不足「年内堅調」

和子牛の相場が異例の上昇を続けている。JA全農がまとめた 7月の取引結果によると， 1頭平均価格は

前年比 20.3%高の 48万 3545円。全国平均で 48万円に乗せるのは 2008年 2月以来 5年 5カ月ぶりで，北

海道の市場は軒並み 50万円を上回る高値となった。口蹄疫，東日本大震災な どの影響でもと牛不足が慢

性化しているため，今後も高値が続くとの見方が強い。

6， 7月は，導入した子牛の出荷時期が年末の最需要期から外れるため，例年であれば相場が最も安い時

期に当たるが，今年は堅調な推移が続く展開となっている。

高値相場が続く背景には，全国的な子牛不足がある。農畜産業振興機構の肉用子牛取引情報によると，

今年 1~7 月の取引頭数の合計は， 口蹄疫発生前の 09 年同期に比べ l 割少ない。

北海道の市場は軒並み前年比 2，3割高で，いずれの市場も 50万円の大台に乗せた。南北海道市場では

08年 2月以来 5年 5カ月ぶり，十勝市場では同年 1月以来 5年半ぶり，北見市場では調査対象市場となっ

てから初の 50万円台だ。市場開設者のホクレンは「道外からの購買者が全体の約 7割を占めるため，全

国的な子牛不足の影響を強く受けた」と分析。8月以降も「大きく下げることはなしリとみる。

九州でも前年比 2，3割高の水準を維持。特に鹿児島県の薩摩市場は 「安福久j の血統の子牛が人気で，

全国で最も高い 55万 100円の値を付けた。JA全農九州素牛駐在事務所は「開設市場が少ないこともあり，

8月はさらに上げそう。秋以降は例年通り，年末に向けて上げ基調で推移する」とみる。

東北や北関東でも前年を 1，2割上回る相場が続いている。東北の家畜市場関係者は 「子牛不足を受け

導入が遅れているJと指摘。空き牛舎を埋めようと肥育農家が数量確保に動いているため 「相場が底上げ

されている」としサ。 3等級を中心に枝肉相場が高値を維持していることも影響したとみられる。

今後について，市場関係者は「下げ要因は見当たらず，年末まで堅調な推移が続く」と見通す。年末の

需要期には，全国平均で 50万円をうかがう可能性もありそうだ。
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