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飼料学（39）

一V産業動物一V［反鯛動物一（9）

一宇佐川智也＊　石橋　晃＊＊

Dヤギ山羊（Goat）0∂ρ〆θカ〃o〃5

　ヤギは偶蹄目Z加0吻の廊，ウシ科BOV’ぬθ，ヤギ

亜科C叩71襯ε，ヤギ属C卿mである。このヤギが家

畜化されたのは1万年以上前といわれる。家畜とし

ての古い歴史を持っヤギはインド神話，イソップ物

語，旧約聖書などの中にもみられ，それぞれの民族

にとって重要であったことを示している。家畜ヤギ

の祖先種は，現在でも西アジアの山岳地帯に生息し

ているベゾアールCσθgαg剛3と考えられている。

遊牧民によって東方に広められたヤギは螺旋角を

持っマルコールC，ヵloonε7∫と交雑され，インド，

中央アジアなどの在来種の基礎となったとされて

いる。西方に広められたヤギはアフリカ大陸，アラ

ビア半島，ヨーロッパ大陸の在来種の基礎となり，

このうち，アフリカ大陸へ向かったヤギは途中でア

イベックスC．漉xと交雑したと考えられている。

餌の乏しい山岳地帯や乾燥地帯で生存が可能なヤ

ギは，2003年現在でのFAOの統計では約7億6，800

万頭が世界各地で飼われており，その95％以上がア

フリカ，アジア，南アメリカで飼育されている。わ

が国の推定飼育頭数は34，000頭とされ，その80％

一以上が肉用として九州・沖縄地域で飼われており，

乳用目的には長野県などで飼われている。

表1　ヤギ飼養戸数および飼養頭数の推移

飼養戸数　飼養頭数

1945

1955

1965

1975

1985

1990

1994

195，889

480，200

294，450

67，23Q

19，300

11，100

7，110

250，323

532，960

325，120

110，80Q

50，500

34，500

30，800

（社）目本緬羊協会，1996

＊石川県立大学（TomoyaUsagawa）

＊＊（社）日本科学飼料協会（Terulshibashi）

1主な品種とその特1徴
　ヤギは山岳地帯に適した動物で，食性が広く草よ

りも潅木の葉や樹皮を好む。ヤギの乳，肉，皮，毛

は山間民族や遊牧民族あるいはヒンズー教徒やイ

スラム教徒にとってきわめて有用である。中近東，

アフリカ，アジアなどでは地域によってそれぞれ特

徴のある在来種を飼育している。現在，世界で飼わ

れているヤギの品種は216種といわれ〕ザーネン，

トッゲンブルグ，ヌビアン種などの乳用種，アンゴ

ラ，カシミヤ種などの毛用種，その他の肉用などに

利用されている在来種に分けられる。

1）乳用種

（1）ザーネン種Saanen
　スイス原産で毛色は白。雌雄とも無角を原則とし，

毛髭を有する。成体重は雌50～60kg，雄70～90kg。

産乳量は500～1，000kg，乳脂率3．5％，泌乳期間は

270～350日である。本種を用いて在来種と累進交配

が行われ，目本ザーネン種が作られた。

（2）ヌビアン種Nubian
　アフリカ東部のヌビア地方が原産。毛色は黒，灰，

褐，白色などがある。顔面は頭額が突出し，長く大

きな垂れた耳を持つ。一般に無角であるがねじれた

角を持つ雄もいる。成体重は雌約50kg，雄約60kg

である。乳量は変異が大きく300～500kg，乳脂率は

8％と高く，泌乳期間は200日程度である。高温多

湿に耐え，粗放管理にもよく適応し，双子率も高い。

2）毛用種

（1）アンゴラ種Angora
　トルコからコーカサスー帯にかけてが原産地で

ある。雌雄とも有角で成体重は雌35～40kg，雄42～

50kg。白い絹のような光沢のある美しい長毛にお

おわれ，この毛をモヘアmohairという。毛長は20～

30cm，産毛量は2、5kg程度である。クリンプcrimp

（羊毛に見られる細いちぢれ）がなく，スケール

scale（毛表面のうろこ状のもの）もほとんど見られ

0369－5247／07／￥500／1論文／JCLS
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ない毛を年2回刈り取る。モヘアは平均の太さが25

μmで，動物繊維の中で最も光沢があり，弾力も強

くて復元性がよい。

（2）カシミヤ種Cashmere・
　本来はチベット原産で，アンゴラヤギとチベット

在来ヤギとの交配で作出されたとされる。カシミヤ

ウールを生産するヤギの総称として使われること

が多い。インド西北部カシミール州がカシミヤ織の

集荷地であることからカシミヤと呼ばれるように

なった。インド北部，イラン高原，中央アジア，モ

ンゴル，チベットなどで広く飼われている。よじれ

た長大な角を持つものが多く，毛色は黒，灰，褐，

白色と多様。寒暖の激しい地域に適応して長ぐて粗

い外毛と柔らかい下毛を有する。この下毛を春先に

すき集めて作ったのがカシミヤ織である。体格は小

型から中型と変異が大きい。チベットで多く飼われ

ているものは小型で，平均体重は雌が22kg，雄が

24kgである。々シミヤウールの産毛量は成雄で

210g，成雌で180gと少ない。長さは4～6cm，太さ

は14μmである。

3）その他の在来種
（1）韓国在来ヤギKorean　nativegoat
　黒色の小型ヤギ。成体重は雌15～18kg，雄18～

20kg。有角で肉留はなく，腰麻痺に対する抗病性

を持つ。粗放な管理によく耐え，周年繁殖性を持っ。

（2）シバヤギShibagoat
　五島列島や長崎県西海岸一帯に肉用として飼わ

れていた。柴山羊あるいは芝山羊とも表記される。

体高が雌雄とも50cm前後の体質強健な小型ヤギ。

成体重は雌20～25kg，雄25～30kg程度であるがば

らっきが大きい。有角で肉留はなく，毛色は白がほ

とんどである。周年繁殖性を持ち，産子数は2子以

上が多い。ザーネン種などの無角の品種でよく見ら

れる間性はほとんど出現しない。連産性に優れる。

2ヤギの飼料産業

日付でウシ専用と表示された配合飼料をヒツジ・ヤ

ギヘ給与することが禁止された。市販の配合飼料に

対象家畜としてヤギも表示されることが望まれる

が，現段階では，トウモロコシ，大麦，大豆粕，ふ

すまなどの単味飼料を自家配合して給与する必要

があるq

表2ヤギが好む飼料

　わが国のヤギの飼養頭数は僅かで，草だけでも飼

える動物であるため，ヤギ専用の飼料は作られてい

ない。乳量の多いヤギは粗飼料のみでは必要な栄養

分を十分に確保することが困難であるため，従来は

市販の乳牛用配合飼料が転用されてきた。しかし，

BSEの問題を契機に，飼料の安全性の確保及び品質

改善に関する法律の一部改正により，2005年7月1

　　　　ヨモギ，レンゲ，ウマゴヤシ，ハ
　　　ギ，イタドリ，ツルマメ，タデ，
野　草　　アカザ，クズ，野エンドウ，スギ
　　　ナ，ツワブキ，ニガナ，タンポ
　　　ポ，メヒシバ

　　　クリ，カキ，クヌギ，カシ，シ
　　　イ，ビワ，マテバシイ，アカシ
　　　ャ，ケヤキ，ヤナギ，ポプラ，ブ
　　　ナ，ナラ，ホオノキ，ブドウ，ノ
樹葉　イバラ，ウメ，モモ，サクラ，ナ
　　　シ，カイドウ，茶，ミカン，グ
　　　　ミ，ヤマハンノキ，ダケカンバ，
　　　アケビ，コブシ，ナンキンハゼ，
　　　イタチハギ，ハイビスカス

牧草・

飼料作物

クローバ，いもづる，ジャガイモ
茎葉，アルファルファ，イタリア
ンライグラス，チモシー，オー
チャードグラス，トウモロコシ

萬田正治，2000

3ヤギの採食上の特性
　ヤギは青草や乾草の他，樹葉の嗜好性が強く，広

葉樹の新芽，若芽，樹皮まで食ぺる習性があるため，

ブラウザーbrowserと呼ばれている。少し高い所の

樹葉や枝先を食ぺる時は後足で立ち上がり，前足を

幹や枝にかけて食ぺることもある。口の中はヒツジ

と同様，上顎前部には歯がなく，その代わりに歯肉

の上皮が硬く厚く角質化しており（歯床板），これ

と下顎の鋭い切歯とで切り取り，臼歯で咀囎する。

地面に生えている草を採食する時はヒツジと同様

に地際まできれいに食べることができる。一般にヒ

ツジよりは長い草，高い部分を好むが，選り好みが

多い。刈り取った草を与える場合，高水分の青草類

だけを与えると軟便化するので，半乾きか乾燥した

草を与え，時々樹葉も補給するとよい。地面に落ち

た飼料や汚れたものは食べない習性があり，同一飼

料に飽き易い反面，馴染みのない飼料はなかなか採

食しない。舎飼いでは飼料が床にこぼれない工夫や
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数種類の飼料を組み合わせることが必要である。ヤ

ギの嗜好性の高い飼料を表2に示した。

4ヤギの栄養素要求量

1）ヤギヘの飼料給与の現状
　ヤギは反鯛動物であり，第一胃に生息する微生物

の働きで繊維質の飼料を利用できるので，繊維質の

多い飼料を給与する。繊維質の少ない飼料を給与し

続けると微生物の作用が低下し，食滞などの消化器

系の疾病を起こし易くなり，乳の脂肪率が低下する

原因となる。クローバなどのマメ科飼料を給与する

場合，多く与えると鼓脹症14なり易いので注意が必

要である。乳量の多いヤギは粗飼料のみでは必要な

養分量を確保できないので濃厚飼料を給与して不

足分を補う必要がある。特に泌乳最盛期の分娩後

2ヵ月ぐらいまでは不足し易い。山羊乳にはカルシ

ウムやリンなどの多量のミネラルが含まれている

ので，ミネラルの補充が必要である。搾乳している

ヤギの栄養状態は被毛の状態などで判断できる。被

毛に光沢があり，背腰や腰角の骨がはっきりと現れ，

皮下脂肪があまりない状態がよい。わが国には新し

く検討されたヤギの飼養標準はない。日本緬羊協会

でまとめられた飼料給与例を表3に示した。

5ヤギの飼養形態

1）舎飼い
　わが国では広い草地に放牧する例は僅かで，舎飼

いが一般的である。通常，年間を通して舎内で飼育

され，外に出されるのは畦畔，道端，河川敷などに

繋牧される時ぐらいである。ヤギは寒さに強いが暑

さと湿気に弱い。したがって，舎飼いでは換気に十

分配慮し，床を乾燥した状態に保ち，夏は特に風通

しをよくする。すのこ床にするなど工夫するとよい。

成山羊1頭当りの床面積は3．3m2が目安である。乾

草の給与のために草架を用いる場合は，乾草を草架

から引き出す傾向が強いため，草架の下に受け皿を

設けた方がよい。水入れは糞尿が入らない位置に設

置する。ヤギは高所を好む習性があるので，山羊舎

に併設して運動場を設け，その一部を高く盛り土に

するか，ブロックなどを積んで石山を設置するとよい。

2）放牧

　放牧の際，ヒツジ同様，ネットフェンスなどが牧

柵として利用できる。ヤギは牧草だけでなく木の葉

や木の皮まで食べてしまうので，放牧地内に樹木が

ある場合は幹を金網などで巻くなどの保護が必要

になる。鉱塩の給与と飲水場の用意は必須である。

3）繋牧

　繋牧は畦畔，道端，河川敷などの草のある場所に

表3ヤギヘの飼料給与例（ヤギ飼料給与カレンダー）

区　分 9月　　1Q月　　／1月　　12月　　　1月　　　2月　　3月　　4月　　5月　　6月　　7月　　　8月 備　考

ステージ
　　搾乳期

（交配期）　　　（乾乳）

一一一一一一一＝＝＝＝＝＝； 　乾乳期　二一＝＝分娩　　一一一一一一一一一一一一一搾乳期

（妊娠末期）　（搾乳開始）　（泌乳最盛期） 搾乳山羊必要養分量（kg）

＊維持飼料

体重（60kg）当り

DM　　　CP　　　TDN

皿　一　一　一　一　一　一

搾乳山羊の飼料給与例（kg）

濃厚
飼』【

0．4 G．3 G．3 0．8 1．5 1．3 1．0 Q．8

乾牧草 1．5 2．0 2．0 2．0 3．0 1．5 1．5 1．5

青牧草 3．0 2．0 3．0 5．0 4．0

搾乳山羊の給与飼料中に含まれる養分量（kg〉 1．506　0。06　0．591

＊生産飼料

乳量（F％4．0）1kg当り

DM　　　CP　　　TDN

DM 2．19 2．33 1．94 2．38 3．82 2．97 3．10 2．74
CP 0．19 0．17 0．12 0．19 0．33 0．32 0．33 0．27

TDN 1．35 1．37 1．11 1．46 2．40 1．98 2．04 1．76

子雌山羊の飼料給与例（kg）

山羊乳 1．5 1．7 0．8 0，515　0．05　0．281

人工乳 0．01 o．1 0．3 0．35 O．3 0．2

濃厚
飼料

0．6 0．62 0．62 0．9 0．05 0．1 0．2 0．4 0．5

乾牧草 1．0 1．5 2．0 2．5 0．1 0．2 0．3 0．4 0．7 0．8

青牧草 0．7 0．8 0．2 0．4 0．5 0．7

1飼養標準は乳用山羊の飼養標準（斎藤氏による）1飼養標準は乳用山羊の飼養標準（斎藤氏による）

2）飼料給与量は給与ロス10～20％程度を見込んだ数値

（社）目本緬羊協会，　1996
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杭を打ち込むか，樹木があればそれを利用して，ヤ

ギを綱で繋いで，綱の長さの範囲内を自由に採食さ

せる簡便な方法である。綱に撚り戻しを付け，ヤギ

に綱が巻き付かないようにし，事故防止のための見

回りが必要である。

表4ヤギの泌乳成績

品　種 頭
数

泌乳
期間
（目）

総 乳　量 泌乳量

（9旧）
平均
（kg）

、範囲

（kg）

乳用日本
ザーネン種1）

肉用在来種1）

乳用目本
ザーネン種2）

2
4
8
7

168

91

240

308

47

598

302～313

26～71

　一

1，833

517

2，490

1）鹿大農1979年

2）農水省長野種畜牧場1968～70年

　萬田正治，2000

6産業動物としての
　ヤギの最近の話題

1〉山羊乳
　ヨーロッパでは昔からヤギは「貧乏人の乳牛」な

どと呼ばれ，小規模経営の農家や農家以外の人達に

よって，自家用乳生産の目的で飼われてきた。山羊

乳は脂肪球が小さく消化し易いため，昔から病人の

ための栄養食品とされてきたのである。山羊乳には

独特の臭いがあるため，牛乳よりも一段と低くみら

れてきたが，最近では乳成分が人の母乳に近いこと

から，牛乳アレルギー症を示す幼児に対する有効性

が見直されている。牛乳の主要蛋白質でアレルゲン

性の高いαs1一カゼインが母乳と山羊乳には含まれ

ていないためと考えられている。さらに，山羊乳は

アトピー性皮膚炎の子供たちによいとの事例報告

もある。山羊乳は飲用だけでなくチーズ，ヨーグル

ト，アイスクリームなどに加工されている。ヤギの

泌乳量は品種，個体，年齢，飼養管理などによって

異なるが，泌乳成績の例を表4に示した。

2）ヤギによる雑草処理
　ヤギは家畜化されて長い年月を経た今でも野生

の性質を失わないでいる。乾燥した土地や高い山地

を好む動物であるため，農耕民族に随伴する家畜で

あるより，山国に住む民族や，草原や砂漠を往来す

る遊牧民族の家畜に適しているようである。した

がって，ヤギがヒトの管理下から離れると容易に野

生化する。ヤギの持つ広い食性がサハラ砂漢や中近

東の砂漠地帯の拡大化に大いに関わっているとさ

れ，無人島などに放たれた場合しばしば植生破壊の

主因として糾弾される。この例は，小アジア，地中

海沿岸諸島などで多く見られている。ヤギは好んで

木の皮や若芽を食う，いわゆる森の破壊者であるか

らである。しかし，ヒトの管理下でヤギの食性をう

まく使えば有用な役畜となる。昨今，中山間地など

で耕作放棄地などの遊休地が目立つようになって

いるが，ヤギを繋牧するなどして雑草処理をさせる

ことができる。傾斜の強い果樹園の下草処理にも利

用できる。ヤギの適正な放牧，繋牧による利用は，

草刈りの労力を省くだけでなく，むしろ国土保全に

繋がるはずである。また，ヤギの糞は粒状で水分も

少なく，ばらまかれた糞はそのまま有機質肥料にな

り，汚物感を感じさせない。

　　　　　　　　参考文献
Clutton－Brock，J．（増井久代訳），図説・動物文化史事典，82－98，
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