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〈一般論文〉

乳房カバーを用いた短時間の授乳制限が耕作放棄地放牧における

母子ヤギの行動と搾乳量に及ぼす影響

安江 健1・秋元花苗1・秀鵬絵里1

1茨城大学農学部，茨城察稲敷郡陀晃町 300-0393

(2014. 6. 22受付審 2014.9. 2受理）

婆 約 本研究でId:，耕作放棄地放牧飼育における粗放的搾乳方式を検討するために，自然輔乳時の授乳

行動iこ基づき，母ヤギに乳房カバーを装完請して短時障授手しを制限した場合の母子の行動と搾乳量を検討した．

放牧されている 6組のザーネン種ヤギ母子を，出産後0.8～6.2ヵ月時に計 18回，自然捜乳させる平常司と，

乳房カバーを用いて2～6跨間設乳を制限する装篇8を設けて，昼間 11ff寺関連続の行動観察を実施するとと

もに装着臼には観察後1こ搾乳量を測定した．母子の空間的分離を伴わない乳房カパーを照いた援乳制限は，

母子双方の唾液中コルチゾル濃度に影響せす，母ヤギの行動や食草時の空間分布iこも懇影響することなく，

試験期間を過して 210～360ml／顕と安定した搾乳量を得ることを可能にした．以上から，耕作政棄地で放

牧錦育されている母ヤギに乳房カバーを装着しての搾乳方式は，母子ヤギに態影響を及ぼすことなく搾乳が

可能な方式であると結論した

都市近郊に位置する耕作放棄地の畜態的再活用では，ヤ

ギ乳の毘給的利用が1つの方策であると考えられる（安

江2005）が，この場合に想定される担い手が非農家の地

域住民であることを考えると，母蓄による子畜への授乳と

搾乳の両立を隣る，いわゆる f二重自的システム（Dual”

purpose system : Flamantと Mo「and-Fehr1982 : 

Marn etとKoma「a2008 : Delgado-Pertinez 5 2009) J 
による搾乳が有効と考えられる．しかし，数時間の母子分

離による覆乳制限の後に搾乳を実施設るこれら二重目的シ

ステムにおいて，具体的な母子分離の方法や時間が母子の

ストレス反誌や行動反応に及！ます影響は検討されていな

い．加えて，これらの研究はいす、れも舎飼い条件下であり，

我が国の耕作放棄地で昼夜放牧されているヤギでは全く調

べられていなしI.

これらの宵祭から，前報（安江ら 2013）では耕作放棄

地放牧において援乳を務lj提言する方法として，自然捕育時の

授乳行動に基づいて子ヤギを2～6詩閤シェルター内に隔

離する搾乳方式の妥当性を検討した しかし， 4時間以上

の子ヤギ隠惑は母ヤギの食車場所を子ヤギの隔離場所周辺

に偏らせることが示されるとともに子ヤギには2詩間

の賭離でさえもストレスを与える可能性が示された．すな

わち，耕作放棄地放牧での搾乳方式としては，母子の空間

的分離を伴わないで授乳行動のみを2～6時障防止できる

他の方法の開発が必婆であることを提喝した．

そこで本部究では，耕作放棄地放牧で子ヤギを隔離せす
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に設乳と搾乳の両立を図り，かつある程震の霊のヤギ乳を

確保する搾乳方式を確立するために母ヤギの乳房を物理

的に護う f乳房カバー（uddercover) Jなる装着具を自

作し，それを用いた短時間授乳制限の影響を検討した．具

体的には，乳房カバーの装着が母ヤギの忌避行動や休怠姿

および食牽行動に及ぼす影響を明らかにすると伺詩！こ

乳房カバー装着による翠乳掛隈が母子ヤギのストレス皮fit

iこ及ぼす影響と，授乳制限による搾乳襲を調べた．

材料および方法

1. 試験場所と供試動物

前報（安江ら 2013）と同様，茨城県河見町に位寵するfの

らつくす震調j内の耕作放棄地の一部を用いた野草放牧地

（図 1). 1.00ha iこて試験を実施した．放牧地は前報より

も0.2haほど拡大したものの，場所信体Id:同一であった

しかし，チカラシパ （Pennisetumalaρθcuroidθs （し）

Spreng）の拡大により，試験賂問中の主な矯成草穫はチ

カラシパ，セイタ力アワダチソウ（Soidagoa!tissima L.), 

ヨモギ （ArtemisiaρrincθρsPam pan.）のJI喪となり，

局所的にアズマネザサ （Plθiob/astuschino Makino）が

優占する植生であった放牧池内には3.6X3.6mのシェ

ルターが設げられており（図 1），夏季には数少なし18陰

な提供した

試験は 2011～2013年の5～11月にかけて3年間実施

した．この3年間の4～5月に茨城大学農学部（以下，本

連絡者安江健（fa×・ 029-888…8576.e-mail . tyasue@mx.ibaraki.ac.jp) 
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Figure 1 Shape of the experimental paddock (1.00 ha) 

There was an animal shelter on the south-western 
corner of the paddock. The paddock was divided 

into 5 areas by virtual 30 m interval lines from the 
shelter when the spatial distribution of grazing 

does was analyzed 

学）で出産した日本ザネン種の母ヤギ（初産～3産）延

べ6頭とその子ヤギ 11頭（雌8頭，雄3頭）を，試験

放牧地に移動して 1週間の放牧馴致の後，試験に供した

放牧試験地への移動は 2011年には6月3日で， 2012年

と2013年はそれぞれ5月6日と 5月16日であった．双

子の子ヤギは反復にならないため，双子の場合には 方の

雌子ヤギのみを試験対象とした．本研究では雄の双子と単

子はいなかったことから，結果的に試験対象とした子ヤギ

は雌のみの6頭であった 2011年の8月6日と 2013年

8月28日にそれぞれ1組の母子を体調不良のため退牧し

たつまり，後述する観察期のうち，出産後2.4ヵ月まで

は6組， 3.2ヵ月は5組， 4.2ヵ月以降は4組の母子を試

験対象に用いた．なお，試験期間中にはこれらの試験対象

母子を含め，12頭（2012年）～20頭（2011年）のヤギ

（供試母子以外はすべて成去勢雄）が昼夜放牧されていた．

母ヤギにのみ毎日，発酵米ぬか約 200g＋市販濃厚飼

料（大麦＋トウモロコシ）約 150g＋ふすま約 80gを混

合した自家配合の補助飼料をシェルタ一内で個体ごとに給

与したが，他の個体については放牧地の野草のみでの飼育

であった．これら補助飼料は，観察日には観察終了後

(17 . 00）に給与した水とミネラルブロックはシェルター

脇で常時摂取可能であった．なお，以下に示す試験方法も

含め，これら供試動物の飼育管理および試験時の取り扱い

については，すべて茨城大学動物実験委員会の認可を受け

た．

2. 試験方法と測定項目

本研究では，母ヤギの乳房全体を袋状のカバーで覆うこ

とで授乳を制限し得る 「乳房力パ (udder cover) Jを

自作した（図 2). 力パ一部分は破れないよう丈夫なキャン

パス布を用い，放牧地で着脱が容易なように自在ベルト，

ゴムおよび組を使用し力パ一部分を身体に固定した．これ

らの部晶は，ヤギの行動や障害物で外れないように，胴の

前部と腰でしっかりと固定できるよう設計した．乳房力
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Figure 2 Udder cover used in this study 
The udder cover was made by canvas fabric. and 
it was worn by flexible belt. 

パ とその装着具には，自作できるように安価で手に入。

易い素材を使用しており， 1つ約 2,000円で作製可能で

あった この乳房カバーを個体ごとに乳房の形状に合わせ

て作成した．

試験は，子ヤギ隔離による搾乳方式を当地で検討した前

報（安江ら 2013）と対応させるために，出産後0.8,1.0, 

1.6, 2.0, 2.4, 3.2, 4.2, 5.2, 6.2ヵ月時の雨天以外の日に

平常日（乳房カバーを装着しない日）とカバー装着目を設

定して実施した. 5～11月の試験期間中，日間差をでき

るだけなくすために，平常日と装着目は連続，もしくは3

日以内にこの順に設けて行動観察を行った つまり， 9つ

の時期に平常日と装着目の2回計18回の行動観察を行っ

た．観察は 6 00か517 00までの日中 11時間， 3～

4名の観察者が対象母子につき従って，肉眼による連続観

察で実施した観察終了時に母子ヤギの唾液を採取すると

ともに，装着目の観察終了後には母ヤギの搾乳と子ヤギの

体重測定を行った．

母ヤギへの乳房カバーの装着時間は，前報（安江5

2013）の子ヤギ隔離時間に合わせて月齢に応じて 2時間

（出産後0.8～2.0力月時），4時間（2.4～3.2ヵ月時）' 6 

時間（4.2～6.2ヵ月時）としたただし，前報では 4.2ヵ月

時に4時間の隔離時間としたが，乙の研究での平常日（自

然授乳時）の最大阪乳間隔が平均で 3.2ヵ月時に 402分，

4.2力月時に 351分とほぼ＇ 6時間であったことから，本

研究では 4.2ヵ月時の装着時聞を6時間に延長した．装

着目において，観察終了の 17 00で乳房カバーを外せる

よう， 17.00のそれぞれ2時間前（出産後0.8～2.0ヵ

月時.15 00)' 4時間前（2.4～3.2ヵ月時・ 13 00)' 

6時間前（4.2～6.2ヵ月時 11 : 00）にヤギ母子をシェ

ルター（図 1）へ誘導し，母ヤギを保定して乳房力パを

装着したなお，シェルターに誘導することの影響を考慮

し，平常日にち同時刻には一旦観察母子をシェルタ に誘



授乳制隈によるヤギの行動と乳量

導した．

2-1. 行動観察での測定項自

前報（安江52013）と同様，母子間行動として授乳（級

乳）回数とその爵隔，行動的ストレス指標である発声鎮度

ならびに母ヤギの食車時の空間分布と食主主時簡を澱定し

た．これら！こ加え，子ヤギが吸乳を試みたが＼欽めなかっ

た回数を眼乳試符回数として測定するとともに，級乳欲求

から派生した転嫁行動と考えられる日操作（Albrightと

Arave 1997）の回数を子ヤギで測定した．自作した乳房

カバーの装着が母ヤギの行動や動作仁悪影響しないことを

確認するため，｛後肢挙げJ,f本を f謹し！Jたり｛擦り付けj

たりするロ数を乳房カバーへの患避反応とみなして測定す

るとともに，｛木恵、中の盗勢を記録した．それぞれの行動は

次のように定義して記鎧した．

前報と詞様，子ヤギが3秒以上乳頭をくわえて口を動

かしている状態を級乳と判定し，中断が1分未満の場合

には 1屈の日及乳期と判定した つまり， 1分以上の中断が

ある場合に 1[Q)の吸乳期の終了と判定し，これら吸乳の

開始・終了を個体ごとに秒単位で連続記録した. Q及乳期の

間隔（つまり眼字ししていなし1時間）から，その観察日の最

大級乳鶴橋を算出した．上述のとおり，双子の一方のみを

鶴察対象とした本研究では，；受乳と級乳の頻震やその間隔

は間ーで、あった．子ヤギが母ヤギの乳房下！こ口吻を楚し入

れたものの，母ヤギの拒否や乳房カバーの装着により級乳

できなかった場合を子ヤギの吸乳試行として連続記録し

た．子ヤギの口操作として，乳房カバーとその装着具，シェ

ルターの栂や壁などの物体および邑身の体に対する fかじ

りjや［しゃぶりJri'iffめjを 1分以上の休止期が生じ

るまでを 1回として操作対象ごとに分類して連続記録し

た本研究でも前報同様，発声lcl:1閲体識別が容易な「陪口

畜（Meee,Eeee) Jのみを母子高方で個体ごとに連続記

録した．乳E響力パー装着による母ヤギの不快感の指標とし

て，「後肢を挙げるJ.r体を掻くjおよび「体を擦り付けるj

畠数を窓避行動として母ヤギ銅体ごとに連続記録した.r後
鼓挙げjは後肢の蹄を飛節より上に挙げた場合，日本を撞くj

は角や後肢で体を掻いた場合 r f本を擦り付けるjは体を

｛也個体や壁などの物体に擦り付けた場合と定義し， f掻くj

と f擦り付けjはその持続時間に潤わ59'',1思として連

続記録した．

これら連続記録した行動に加えて，母ヤギでは前報と同

様，行動形を食草， f木患（立｛立および伏臥イ立），授乳およ

びその他（佐藤51995）の4種類に 10分間隔で僅体ご

とに分類記録し，食草の場合にはその位置も地図上に 10

分間隔で記録した．これらの記録から，休態時間中に占め

る伏臥位休患時間の割合を，安寧な休息姿勢の指標として

母ヤギで算出した本研究では シェルターへの子ヤギ隔

離は行っていないものの，シェルターは夏季には数少なし1

臼陰であり，ヤギの空間分布の中心となることが予想され

たそこで乳房カバーの装着が母ヤギの食草時の空間分布
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に及ぼす影響を検討する本研究においても，放牧地をシェ

ルターからのfEe離区分に応じて30m間隔で区分し（毘 1),

各区分での食草跨簡を母ヤギごとに算出した．

2-2. 暖液中コルチゾル濃度

本研究では，生理的ストレス指標である短液中コルチゾ

ル濃度（G「eenwoodとShutt1992）を，母子双方にお

いて測定した．唾液の採取は，平常日と装着日の観祭終了

時（装蒼終了時： 17:00）に母子をシェルター内で保定

して実施した．充分譲の唾液（0.5mL以上）を採取する

ため，前報と両様，ヒト用のサリベットコットンのコット

ン部分を丸めたガーゼに交換し，それを錯子で挟んで蘭接

耳下腺や舌下腺を騨激して額j夜分泌を促し， 1分ほどかけ

てガーゼに級着させた．唾液を級慧させたガーゼをチュー

ブiこ入れて，クーラーit、ツクスで本学の実験室に持ち帰り，

ガーゼから暖液を抽出するとともにムチンを徐去するた

め，ただちに 5°C, 10,000×gで5分間遠心分離し，そ

の後の分析まで－ 20℃で冷凍保存した．分析は 2011年

と2012年に（株）カイノス（東京）, 2013年に（株）矢

内原研究所（静岡）へ委託し， εIA法を用いて分析した．

コルチゾル濃度が測定限界以下のサンプルか、存在したた

め， 2011年と 2012年の分析におたっては唾液を8倍濃

縮することで分析を可能にしたが， 2013年のサンプルに

ついては濃縮操作ができす＼検出眼界値（0.07μ g/dl) 

以下のサンプルが2検体存症した

2-3. 搾乳叢と子ヤギの体重

乳房カバー装着目の親祭終了時（17.00）に母子ヤギ

をシェルターへ担容し，唾液採取後に母ヤギの搾乳襲を｛固

体ごとに灘定した．搾乳は2人で行い，搾乳｛悶｛本を搾乳

台｛こ保定して，放牧地用のモバイル搾乳機（（株）南欝東オ

リオン販売，神奈j11)を用いた機械搾乳を行い，最終的に

は手搾りで乳汁を較りきった．なお，本部究では母ヤギの

搾乳は乳房カバー装着目以外iこは実施しなかった これら

の搾乳作業中に親祭子ヤギの体重を 200g精度の秤で測

定した．

3. データの取り扱いと統計解析

乳房カバー装着のため観察中に母子ヤギをシェルターに

誘導したが，この装着作業中は観察を中止した．また，平常

日においても装着目と同条件とするため，対応する時刻iこ

シェルターに誘導した．そのため観祭日ごとに総観察時間

が奨なることとなった．よって連続記録した頻度データは，

このシェルターへのヤギの移動と装着にかかった作業時聞

を金銭祭時間から引いた実際の総観察時簡を用い， 1時間

当たりの結集に換算して平常日と装着目で比較した．平常

日と装着日間の比較は，すべて詞一個体での値を対とした

対応ある t検定を用いて，観察期ごとに有意差を検定した．

ただし母ヤギの全休息詩問中に占める伏臥位休息詩閤の割

合と，場所在分ごとの金主害時間都合については数値がパー

セントなので，同一｛固体の｛直を対としたWilcoxon符号化

順位検定により平常巴と装慧日間の差を検定した．これら
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の統計解析はすべてエクセル統計2008for Windows 

（（株）社会情報サービス，東京）を用いて実施した．

結果および考察

1. 授乳（吸字U行動と搾乳盤

金観祭を通して乳房カバー装着詩には子ヤギの吸乳はo
gであり，田中 11時障の全観察時間中の吸乳回数は平常

巳よりも装着司で 0.1～0.4回／時程度減少した．つまり，

本研究で用いた乳房カバーにより子ヤギの吸乳は完全に防

止可能で，装着により 0.1～0.4回／時相当の吸乳が制限で

きることが確認できた また 2ヵ月齢蒔における観察子

ヤギ6頚（すべて雌）の平均体重ごと SDは13.1±2.7kg

であり，田本ザーネン種の雌子ヤギにおける良好発育（2カ

月齢で 16kg以上）（藤田 2005）に近い発育であった．

装着時以外での最大限乳間需と，装道臼における搾乳量

の平均億を表1に示した 最大阪乳間隔の平均値は，子

ヤギを隔離した前報（安江52013）の場合と同様， 0.8ヵ

月齢時の 146分から 6.2ヵ馬齢時の565分まで月齢の進

行iこ伴って増加し，ほとんどの観察期で乳房カバー装着時

間は最大吸乳鶴隔より短かった．しかし，前報とは異なり，

最大阪乳障隔は4.2ヵ月齢時には一旦234分まで大きく

減少し，その結果， 4.2ヵ月齢持と 5.2ヵ丹鈴時には，乳

房カバー装着時間（6詩鰐）は最大級乳間隅よりも長くなっ

た．つまり， 4.2と5.2ヵ月齢時の授乳制捜の時間は，自

然授乳時において生じる以上の時間であり，子ヤギへの吸

乳制限ストレスとなった可能性があった

乳房カバー装着後の搾乳により得5れた乳量（表 1)は，

出産E後 6.2力丹時の 210ml／頭から 2.4ヵ月時の 357

ml／頭と高官報と同程度の量をすべての月齢詩で安定的

に搾乳できた 1cだし，本研筑では， 6.2ヵ月時仁はすで

に自然離乳して乳聾がOm Lの母ヤギち1頭存在したこと

から，耕作放棄地放牧ヤギでは，確実に搾乳量を得るため

には出産後6ヵ月までに搾乳を終えた方が望ましいこと

が示唆された．

2. 子ヤギの行動反応

前報（安江52013）の子ヤギ隔離でl武器離時間の良

さに関わらず，子ヤギの発声頻震は隔離により有意に上昇

したが，母子の空間的分離を伴わない本研究では，発声頻

度は平常巴（全平均で 3.6国／時）と装着日（3.5回／詩）

障で有意差はなく （P> 0.05），どちらも前報の隠離日

(28.8冨／時）の 1/8以下であった．発芦田数は社会的分

離に対するストレス指標と考え5れている（Lickliter

1982 . Bergamasco 5 2005）ことから，母子の空調的

分離を伴わない本研究での搾乳方式は，子ヤギlこ分離スト

レスを与えない点で有効であることが確認できた．

乳房カバー装着時間帯中の子ヤギの吸乳試行回数を函3

に示した．平常日（臼）については乳爵カバー装着時間帯

に対応する時間中の眼乳試行自数，装着目（闇）について

は装着中の回数を示している．吸乳試行関数の平常臼と装

日間の差は， 0.8力月齢時の 1.2回／時から 1.6ヵ月齢

詩の 3.8岱／時に向かつて徐々に摺加し， 1.6ヵ月齢時で

は平常臼と比べ装着信で限乳試行回数は有意に増加した

(P < 0.05）.つまり，授乳制限による吸乳欲求の高まりは，

1.6ヵ月鈴付近で最大となる可能性が示唆されたこれら

1.6ヵ月齢時の吸乳欲求の高まりを反映し，乳房カバー装

着詩間帯中の子ヤギの口操作詔数（図 4）も，乳房力パー

や装着ベルトと自身の体仁対する nslfめJと fかじりJの

増加に伴い，その総回数は 1.6ヵ月齢時で平常臼よりも装

着Bで有意に増加した （P< 0.05). 加えて，平常臼と比

べた装着目での口操作の総回数の増加量は，政乳試行回数

と同様0.8ヵ月齢跨の 1.5回／碍から 1.6ヵ月齢時の 7β

自／時に向けて徐々に憎加し 2.0ヵ月輪符には 3.8回／時

と減少に転じた．阪乳行動の制限により，柵などの構造物

や日身へのG操作窃数が上昇することが，ウシなどの反努

家畜でよく知られている（AlbrightとArave1997). こ

れら子ヤギでの吸乳試行自数と口操作回数の結巣は，おそ

らく子ヤギの発育に伴う養分要求重量の増加と母ヤギの乳生

産量のfB:下および子ヤギの食議行動の発達誼度の関係か

ら， 1β ヵ月齢時付近で最も乳lこ対する栄養上の欲求が高

まり，その結果， 2時慢の吸乳防止でさえも子ヤギにスト

レスとなった可能性があることを示唆した．

3. 母ヤギの行動反応

装着時龍宇野における母ヤギの怠避行動回数を悶5に示

した．｛後最挙げj，「体を掻くJ.r擦り付けjといった思

避行動の総数は，いずれの観察期でも平常Bと装着目の障

に有意な差はみられなかった （P> 0.05）.平常日

自のどちらも出産後2.4ヵ月時をピークに山なりの形を示

したが，これは 2.4ヵ月時が7～8月に担当したことがら，

γable 1 Ma×imum suckling interval during no-wearing phase. and milk yield in the cover司 wearingday 

Observation period II 盟 w v VI Vll v童 lX 

Age of kids (mo.) 0.8 1.0 1.6 2.0 2.4 3.2 4.2 5.2 6町2

Du「ationof cove「wea「ing(h) 2 2 2 2 4 4 6 6 6 

Maximum suckling inte「val(min) 146.4 152.5 187.0 157.7 244.7 304.8 234.1 340.3 564.8 

±SD 24.0 23.8 86.7 28.7 124.9 74.0 83.6 225.4 190.4 

Milk yield (mし／doe) 343.2 268.3 269.2 305.0 356.7 262.0 305.0 258.8 210.0 

±SD 238.0 140.5 116.3 157.2 81.9 119.5 106.3 204.1 144.5 
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Figure 4 Changes in the rate of oral manipulation by kids during the wearing phase. 
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the wearing day. 大 indicatesthat the total numbe「oforal manipulation significantly 
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本研究と問自に別個体で実施した 24時間の行動観察で得

られた，ヤギの伏思f立休怠は昼間（6: 00-18 00）より夜

間（18 00も： 00）ではるかに多い（昼間；平均 180分，

夜障，平均 430分）という結果からは，昼障の 1～4詩

間程度の休息中にたとえ伏主人｛立が阻害されても， 1自全体

での伏臥イ立時間の総計告体には大きな問題はない可能性も

ある．しかし，たとえ短時間で、あってお安楽な休息である

伏思位詩間割合が減少することは家事福祉の観点、からは好

ましくない．乳房カバーやベルトの部分を伸縮性のある素

材に変えるなど，カバーと装着異の素材を変えて，より乳

房や体の動きに選鉱する乳房カバーに改良することが有効

乳房カバー装着の影響よりちむしろ，夏季に発生する吸血

昆虫による影響が、大きかったものと推察された．

装着時間帝における母ヤギの伏臥位休息時障割合（密 6)

は，すべての観察期において平常日に比べて装着目で減少

し， 9つの観察期のうち， 5つで有意に減少した（P< 0.05 
またはp< 0.01）.装潜時障帯における休息時間自体に

はいすれの観察期にも平常日と装着臼間に差はなかったこ

とから，｛木恵、中の伏臥位時間だけが装着Bで短くなること

が示された．これは，おそらく乳麗カバーの装藩が＼伏臥

住での乳房の変形や伏臥位動作の際の体位の変更に対する

自由度を低くし，伏臥位姿勢を閉塞したものと思われた
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と考えられる．

図7に母ヤギの全観察詩障（11時簡）中における食主主

時間を，シェルターからの距離区分ごとに積み上げ，平常

巴と装着Bで比較した．図中の＊，＊＊は総食奈時間の平

常Bと装着自障の有意差（それぞれρ＜0.05とp< 0.01) 

を示している．母ヤギの総食主主時間自体では，出産後 1.6

および6.2ヵ月跨仁平常日より装着目で有意に減少した（P

<0.05）.しかし，装着時間帯に隈ってみた場合，どちら

の観察期においても装着巴で、の有意な減少はなかったこと

B畜会報 85(4) 539-547, 2014 

から，これらの減少は乳房カパー装着以外の要因によるも

のと考えられた．すなわち，乳房カバーを装着することで

動きが制張され，食草詩間毘体が短くなったことによるも

のではないと考えられた．一方，乳房力パーの装着が歩行

動作を制限した場合，乳房カパーを装惹したシェルタ一周

辺での食草時間割合が相対的に増加する可能性が考えられ

た．そこで食草場所のシェルター箆辺への偏りを総食草

時間中に占める 30m未満（悶 7の酉）での食草時間割合

で検討した結果，いすれの観察期においても 30m未満の

544 
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場所での食草時間割合は平常日と装着目で差はなかった

(P > 0.05）.子ヤギを隔離して吸乳を防止する搾乳方式

では，隔離時聞が4時聞を超えると子ヤギを隔離したシェ

ルタ 周辺に母ヤギの食草場所が偏る傾向が示されている

（安江ら 2013）.しかし，本研究の結果からは，乳房力パ

の装着が食草場所をシェルタ一周辺に偏らせることはな

く，子ヤギを隔離しての搾乳方式よりち母ヤギの食草場所

の偏りは是正できることが明5かとなった．
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4. 生理的ストレス指標

生理的ストレス指標である唾液中コルチゾル濃度の結果

を図 8に示した上述のとおり， 2013年では子ヤギの

0.8ヵ月齢時と母ヤギの出産後2.0力月時でそれぞれ1頭

すつ，測定限界値以下のサンプルが存在した よって，母

ヤギでは出産後0.8～1.6および2.4力月時で6頭分，2.0

と3.2ヵ月時で5頭分， 4.2～6.2ヵ月時で4頭分の平均

値であり，子ヤギでは0.8と3.2ヵ月齢時で 5頭分， 1.0
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～2.4ヵ月齢時で 6張分， 4.2～6.2ヵ月齢時で4頭分の
謝 辞

平均｛重である．母ヤギと子ヤギのどちらも，平常自と装着

日を比較してどの観察期でち有意な差はなかった （P>

0.05）.従って，乳爵カバーの装着によって生じ得る悪影

響は，生理的ストレス指標に表れるほどではなかった乙と

が示Eされた．具体的には，上述のように，子ヤギの吸乳要

求が高く（図 3），阪乳欲求から派生した転嫁行動と考え

られる口操作摂震が高まった 1.6ヵ月齢時（図的におい

ても，乳房カバーによる設乳制限時間が自然晴乳時の最大

級乳間隔よりも長かった 4.2および 5.2ヵ月齢時（表 1)

においても，これらの悪影響が生理的ストレス指標｛こ表れ

るほと、ではなかった．加えて乳房カバー装着による母ヤ

ギの伏臥住休息の阻害も，生理的ストレス指標に表れるほ

どのストレスは引き起こさなかったものと考えられた．

結論

本研究の結果をまとめると，乳房カバーを装着しての授

乳制限による搾乳方式は，子ヤギの鵠離による搾乳方式と

比較して，子ヤギに母子分離によるストレスを与えず，母

ヤギの食草場所を子ヤギの需離場所周辺に嬬5せることも

なく，関離による搾乳時と時程度の乳量を得ることができ

ることが明5かとなった．すなわち， 2週間～1ヵ月間に

1固という本研究程度の搾乳頻度であれば，耕作放棄地で

放牧鵠育されている母ヤギに乳房カパーを装着しての搾乳

方式は，少なくとも出産後5ヵ月間にわたって 210～

360 mし／鎮の乳を安定的に供給できる有効な方式である

と結論する．一方で，実際に本研究の搾乳方式を活用する

場面では，さらに搾乳鎮度が増加する場合も考えられる．

その場合には，吸乳要求が最も高まる月齢時（本研究では

1.6ヵ月齢詩付近）に子ヤギに悪影響が出易い可能性があ

ることから，この月齢時付近では装着時間を短縮するなど

の対策が必要かもしれない．加えて，本研究ではストレス

となるほどではなかったが，母ヤギの伏臥但休息に対して，

装着類度を増加させると悪影響が出る可能性が考えられ

る．その場合には乳房カバーの素材を変えてより乳房や体

の動きに選応する乳欝カバーの改良が必要であると考えら

れる．
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本研究の実施に探して，供試放牧地の提供，供試ヤギの

貸与にご協力し1ただいた茨城累阿見町｛のらつくす農屋J
（高原英成代表）の皆様に深謝しまサ．
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授乳制限によるヤギの行動と乳量

Effects of short-term restriction of nursing with the udder cover 

on behaviour and milk yield of dairy goats under grazing 

condition in abandoned cultivated land 
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In O「de「toevaluate the extensive milking methods under grazing condition on abandoned cultivated 

land in Japan, the behaviour and milk yield were analyzed when 6 dyad of Saanen does and their kids 

we「etemporary restriction of nursing with the udder cove「accordingto their nursing behaviou「under

na初日icondition. In the “normal day”when does could nurse to their kids freely and the“cover同wea「ing

day”when does were wo「nthe udder cover du「ing2-6 h according to their lactation period, total 18 

times of 11-hours continuous observations were conducted du「ing0.8-6.2 month of their lactation. 

Additionally, milk yield was measu「edimmediately after the observation in the wea「ingday. The 

rest「ictionof nursing with the udder cover that did not include the spatial separation between does and 

kids allowed the stable milk yields (210-360 ml/doe) without the negative effects on goats’salivary 

cortisol level, does’aversive behaviour and spatial distribution during grazing time. It was concluded 

that the extensive milking methods with sho「t”term「estrictionof nu「singwith the udde「cove「was

recommendable in grazing goats on abandoned cultivated land. 
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