
  
  酪肉近と研究開発・技術普及(4)

  誌名 畜産の研究 = Animal-husbandry
ISSN 00093874
著者名 阿部,亮
発行元 養賢堂
巻/号 69巻10号
掲載ページ p. 847-848
発行年月 2015年10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)



847 

酪 肉 近 と 研 究 開発・技術普及

~その 4 乳用牛におけ る 技 術 課 題 (1 ) ，...， 

阿部

前回は酪農における「人」の問題について，酪農の

多様性維持という視点から現状を見，課題についての

考察を行った。今回と次回は乳用牛飼養についての

技術的な問題を考えてみたい。

1 .酪 肉近 にお ける技術に関する記述と

家畜改良増殖目標における目標数値

酪肉近及び家畜改良増殖目標における「技術課題」

と「数値目標jについて 9つの項目を選び，その項目

についての内容を記述し，その内容に関して「関連の

ファクトデータ・解説・考察」を付加するとしづ形で

書き進めたい。今月号では， I省力化機械の導入Jと

「計画的な乳用雌牛の確保」の二つを取り上げる。

1 )ロボット等の省力化機械の導入推進

<酪肉近>

搾乳ロボットや晴乳ロボット等の省力化機械が

普及・定着しつつある。(中略)国や関係機関は，

我が国の実態に応じてロボットを含む既存技術の

改良等を図るとともに，ロボットに ICT(情報通信

技術)を組み合わせた精密飼養管理システムの開発

を図る。地域の関係機関は，これらの技術等の導

入・普及に対応した新たな飼養管理の方法について

指導・普及を図る。

<ファクトデータ・解説・考察>

人手不足に対応する省力化技術の開発・普及は今

後10年の酪農を考えてゆく上での重要課題である。

従来推進してきたコントラクターや TMRセンター

などの外注(アウトソーシング)に加えて，今回の

酪肉近では，その手段としてロボットが取り上げら

れている。

ロボットとして現在，牛舎の中で稼働している自

動化装置・機器には，搾乳ロボット，哨乳ロボット，

自動給餌器，自動掃き寄せ機，自動換気システム，

コンポスト機器等があるようだ。ここでは，搾乳ロ

ボットについて解説する。

*畜産飼料調査所 (Akira Abe) 

亮

搾乳ロボットでの搾乳では， I乳牛の自発的な搾

乳ストールへの進入J，I個体識別J，I乳頭の洗浄J，

「乳頭の検出・装着J，I搾乳J，Iティートカップの

離脱J，IデッピングJ，I牛の退出」が行われ，同時

に飼料も給与される。搾乳に介在する酪農家の作業

が大幅に低下するという利点と同時に，個体情報の

観測が同時に行われるというのが搾乳ロボットの

もう一つの特徴である。それは例えば，乳量，体重，

乳脂率，乳蛋白質率，電気伝導度，乳色，体細胞数，

反須時間等である(瀬野)。これらのデータは個体

や群の飼養管理技術の改善に貢献することになる。

実際に使用した酪農家の評価はどうであろうか，

「搾乳作業から解放されたが，より細かな個体観察

が必要となるため，肉体労働から頭脳労働がメイン

になったん「観察作業の仕事が中心となった。繋ぎ

飼養の時には朝夕の作業がメインで昼間の作業は

少なかったが，今は逆。朝夕の作業が少しで，昼間

の作業がメインという感じだ。夕方の作業は 5時に

は終わるJ，I事務所のパソコンで繁殖管理や電気伝

導度による乳房炎チェックなどに時間をかける。搾

乳ロボットにしてからは，そうした個体データの確

認作業に時聞を十分に費やせるようになった」

(デーリイジャパン，特集・搾乳ロボット)。

搾乳ロボットの導入状況はどうであろうか， 2013 

年2月時点での北海道内の導入牧場は 138戸で，導

入率は 2.1%であるという(デーリイジャパン，特

集・ロボット搾乳)。今後の動向はどうか， I畜産ク

ラスター事業によって飛躍的に導入台数が伸びる

ことが予想される」としづ観測がある(西村雅夫，

デーリイマン)。今後の導入農家数の増加が予想さ

れる中，搾乳ロボットが内包する種々の観測機能を，

牛群の管理における PDCAサイクノレ (plan計画・ do

実行・ check点検。 action改善)の中の点検と改善

の段階にどう活かして行くか，そこに，試験研究と

技術普及の新たな役割が生じよう。
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2)計画的な乳用後継牛の確保

<酪肉近>

酪農経営においては，乳用雄子牛よりも価格の高

い交雑種子牛の生産が増加していることなどから

乳用後継牛の頭数が減少しており，生乳生産量の減

少要因のーっとなっている。こうしたことから，優

良な乳用後継牛を確保する必要がある。(中略)性

判別技術の活用により，優良な乳用後継牛の確保を

推進する。その上で，受精卵移植技術の計画的な活

用を促進し，乳用雄牛や交雑種から，より付加価値

の高い肉専用種の生産への移行を推進する。

<ファクトデータ・解説・考察>

乳牛の飼養頭数の減少が続いている。乳牛総頭数の

推移を見ると，平成 17年が 165万5千頭，平成22年

が 148万4千頭，平成27年が 137万 1千頭である。

10年間で約 28万頭減少している。その理由として，

「分娩間隔が長期化している，繁殖が旨くいlっていな

し、J，r乳牛の供周期聞が短くなっているJ等とともに，

ここに書かれているように， r乳用雌牛への黒毛和牛

精液の人工授精による Fj牛生産Jが挙げられている。

日本家畜人工授精師協会が平成 27年 6月に公表

した内容を見ると， r平成 27 年 l 月 ~3 月期の乳用牛

への黒毛和種の交配状況(Fj交配率)Jは全国平均で

33.3%であり，これは前期(1O~12 月期)と較べて

0.2ポイントの上昇であり，前年同期比でも 0.2ポ

イント上回っている。地域別で見ると，北海道は

20.8%であり，都府県は 49.6%であるJ(全酪新報)。

上記酪肉近では， r先ず後継牛を確保しよう」と

呼びかけている。この問題は，前述した PDCAの

plan・計画の中に位置する。酪農場が立てるべき計

画の中には乳量・品質・生産コストの計画などとと

もに， r生産対象の計画Jがあり，この中には，飼

養頭数，更新，系統，分娩間隔等が含まれる。数年

後の牛群の構成を考えた現在の雌牛への交配計画

が立てられねばならない。それによって自ずから

F)交配率も適正な範囲に収数してくるだろう。実際，

そのことに関して計画的に経営を推進している人

も多い， r先ず後継牛の確保を考えて人工授精をす

る。受胎しなければ黒毛和種の受精卵の移植をする，

それで受胎しなければFjを種付けするJ(デーリイ

ジャパン 2014年 12月号)という例などである。し

かし， r経営(売上額)の向上」と「後継牛の確保J

についての比重の置き方は経営者毎に異なる。

それでは，国全体で考えた場合，後継牛確保のた

めの Fj交配率はどの程度まで許容されるのであろ

うか。この問題は過去にも議論されている。関連の

文献の内容を以下に紹介する。「乳牛群の更新・改

良に支障を来さないためには，肉用牛の交配割合を

乳牛群の3分の l以内に制限するべきであるといわ

れている。このため，平成 7年から，乳牛群に占め

る黒毛和種授精の割合の実態調査が進められてい

る。それによると，平成 7年の乳牛への和牛交配割

合は全国平均28.1%，平成9年には34.1%であり，

特に都府県では交配割合はそれぞれ 40.8%，47.4%

と高く，乳牛群の改良に影響が懸念される水準を超

える事態になっているJ(大森昭一朗)。

平成 27 年 1~3 月期と平成 9 年度の数値は近似し

ているが，その当時と今とでは，乳牛の平均分娩間

隔，乳牛の飼養頭数，一戸当たりの乳牛飼養頭数も

異なる。同じような数値でも，その数値が日本酪農

の力に及ぼす影響度は異なると考えるのが妥当で

あろう。

この問題，つまり乳牛資源を牛乳生産と肉生産に

シェアーする問題で，もう一つ考えねばならないこ

とに肉用種繁殖農家の戸数と頭数の減少がある。平

成 17年度と平成26年について繁殖農家戸数と頭数

を比較すると，戸数では 2万6千戸，頭数では 2万

8千頭減少している。そこで，酪肉近では，上記の

ように， F)生産に止まらず，受精卵移植技術による

付加価値の高い肉専用種の生産を促している。限ら

れた，そしてトレンドでは減少基調にある肉資源と

乳資源のバランスをどのように保ってゆくか。ここ

にも，今後 10年間の酪農と肉用牛生産の葛藤があ

るが，今の状況をどう評価するか，研究者による調

査研究を期待したい。
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