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都府県酪農の技術と経営を考える

7.経営計画と実践課題および酪農家への支援(その 1)

阿部

は じ めに

前回は今後の都府県酪農のあり得ベき姿を「多様

性jを一つの軸として考えてみたが，今回と次回は，

経営と技術の内容について，その方向と課題，およ

び課題解決の手法，さらには，手法を実践してゆく

ための地域の協力体制について考える。

酪 農経営・技術 の 視 点

これからの都府県酪農が考えるべき経営 ・技術の

目指すべき視点としては以下が考えられる。

1)良質な自給飼料を生産し，輸入乾草依存体質か

らの脱却を図る。2)食品製造副産物を有効に活用す

るために，地域の TMRセンターを開設し，そこで

は，自給飼料を活用した安価で良質な飼料を製造し，

飼料調製 ・給与作業時間を短縮し，ゆとりと，考え

る時間を持った経営を持続させる，3)泌乳牛の管理

においては，栄養 ・飼養管理を充実させ，消化器障

害を低減させる， 4)周産期疾病を少なくし，繁殖成

績を向上させる， 5)暑熱対策を万全なものとする，

6)牛群の資質の斉一化を目指す， 7)乳房炎の防除対

策を万全なものとし，衛生的に高品質な牛乳を生産

する，8)牛乳の消費拡大に努める。

経営・技術の課題と

問題解決のた め の 手 法

上記の視点のいくつかについて，課題と問題解決

のための手法を以下に述べる。

1)経営計画の設定:前回述べたように今後の都府

県酪農においては，飼養規模，牛乳生産量，飼料生

産等においての多様性を持つことが，持続性維持の

ためには必要となる。その場合，それぞれの形態に

おける経営計画がしっかりと定められねばならな

い。「どんぶり」ではいけない。

その内容は，①個体と群の乳量に関する計画，②

頭数，更新，系統，繁殖等，生産対象の規模と質に
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関する計画，③牛乳の成分含量と体細胞数に関する

計画，④自給飼料の質と量に関する計画，⑤飼料の

購入と給与飼料の調製に関する計画，⑥牛舎構造，

暑熱対策，搾乳施設等の施設に関する計画，⑦作業

動線，飼料設計，飼料給与方法等の生産方法(ソフ

トウエアー)に関する計画，③原価目標と収益の計

画，等である。

一戸の酪農家は一つの企業体である。現状そして

今後の持続的な経営の維持のためには， r農的なの

どかさ」を保ちながらも，企業存続のための計画と

目標を，今，改めて策定することが必要であろう。

2)自給粗飼料の質:自給粗飼料を細分化すると ，

大きくは，牧草サイレージ(乾草)と飼料作物サイ

レージ(トウモロコシ，稲，麦 ・エンバク等)とワラ

類(稲，小麦，豆梓等)，放牧草に分けられる。牧草

サイレージと飼料作物サイレージについての地位

は 反容3胃機能の恒常性維持のためばかりではな

く，サイレージからより多くの牛乳を搾る」という ，

意識の転換が必要である。そのためには，特に牧草

サイレージに関しては採食性の高い製品を調製す

ることが必要である。前回も述べたが，可消化炭水

化物含量が乾物中 5 1 ~54%のサイレージを目指 し

た品種， 刈 り取り時期，調製法を目指すべきと筆者

は考えているが，その詳細については拙著(粗飼料

生産調製マニュアル，デーリイマン増刊号，デーリ

イマン社，2008)をご覧いただきたい。また， トウ

モロコシサイレージについては 畑地あるいは乾

田でトウモロコシ子実を生産するJという視点が重

要である。黄熟期刈 り取り調製のトウモロコシサイ

レージは乾物中に 25~30%のデンプンを含む。 この

サイレージを原物で 10kg，乳牛に給与した場合には，

トウモロコシ子実を約 1.4kg，茎 ・葉を約 1.8kg給

与していることになる。つまり ，黄熟期刈 りの トウ

モロコシサイレージは粗飼料ではなく ，デンプンと

繊維の TMRであるという認識を持たなければなら

ない(阿部亮，粗飼料生産調製マニュアノレ，デー リ

0369-5247/08/￥500/1論文/JCLS
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イマン増刊号，デーリイマン社， 2008)。

牧草サイレージや飼料作物サイレージに高い乳

生産機能を付与した飼料構造では，ワラ類が反須胃

機能の維持のために貴重な飼料棟、として注目され

る。昭和 62年の乳脂肪率の取引基準の改正によっ

て，搾乳牛の飼槽から消えた稲ワラの復活を期待し

たい。また噌好性と消化性の向上のためのワラ類の

アンモニア処理の復活も望まれる。

3)広範囲なバイオマス資源の利用:前回，輸入の

トウモロコシの代替飼料を日本の飼料構造の中に

しっかりと位置付け，給与飼料のベストミックス化

を図るべきと提案した。日本各地にはさまざまなバ

イオマス資源が存在し，それは乳牛の飼料として価

値あるものが多い。

転換畑からは規格外の小麦や大豆が，また，畑作

地帯からは規格外のニンジンや薬物野菜やスイー

卜コーン茎葉が，農産残澄と して稲ワラ，小麦ワラ，

豆梓が，食品工業からはアン粕， トウフ粕，醤油粕，

ビーノレ粕， リンゴ、ジュース粕，麦茶粕，ウイスキー

粕，葡萄酒粕，焼酎粕，酒粕，パイナップル粕等々

と飼料原料としての地域資源は多い。これらの素材

の中にはすでに，飼料として用いられているものも

あるが，これからは，集約的な利用法として自給粗

飼料と組み合わせたベストミックス TMR生産の原

料としての利用法が確立されることが望まれる。国

内にはそのような形態が一部では見られるが， 一般

的な形には未だなってはいない。筆者は以前にイス

ラエルにおいて，酪農集落の中の TMR工場を見学

したことがあるが，そこでは，コントラクターの生

産する小麦乾草，小麦サイレージ， トウモロコシサ

イレージの自給粗飼料と大麦， トウモロコシ，小麦

の穀粒に併せて，コーンスターチ粕，ヒマワリ脱脂

粕，ミカ ンジュース粕，クエン酸製造粕，ビール粕，

グ、ルテンフィードと多彩な食品製造副産物が使用

されていた。

四国とほぼ閉じ面積のイスラエルには， 30の

TMRセンターが開設されており，そのいずれもが

食品製造副産物と自給飼料(粗飼料と穀類)をベー

スとしているとの話で、あった。このような TMRセ

ンターには 18年の歴史があり，その聞には多くの

試行錯誤が繰り返されたともしづ。一つの国策であ

るとの感を抱いて帰国したが，都府県酪農の参考と

すべき姿であろう(阿部亮，食品製造副産物利用と

TMRセンター，酪農総合研究所， 2000)。

4)食品製造副産物利用の手順.地域内に排出され

るさまざまな食品製造副産物を TMRセンターで利

用する場合，または個々の酪農家で TMR素材とす

る場合には，以下の「利用の手順」を踏むことが，

飼料の品質保持，飼料価格低減，乳牛の生産性向上，

乳牛の健康の維持，畜産物の品質確保，畜産物の安

全性確保のために必要である。①利用できる量の評

価，貯蔵手法の決定と輸送手段の工夫，②基本的な

栄養素含量の調査，③採食性テスト等，小規模な家

畜による基礎試験，④飼料設計のための詳細な飼料

特性の把握，⑤飼料設計，⑥乳牛を用いた飼養試験

の実施，⑦酪農場における総合的な経営評価である

(阿部亮，粗飼料生産調製マニュアノレ，デーリイマ

ン増刊号，デーリイマン社， 2008)。

5)栄養管理:泌乳期の消化器障害の防止，乳牛の

ライフサイクノレを通してのボディコンデションの

適切さの維持，周産期疾患の防止と繁殖成績の向上，

一定乳量の維持と泌乳曲線の最適化，乳成分濃度の

維持と向上，暑熱対策等を考える際には，栄養管理

を適切に行うことが基本になるが，そのためには，

乳牛，飼料，牛舎についての点検(モニタリング)が

必要である。種々の項目にわたっての点検の結果を

総合的に解析しながら，栄養 ・飼養管理の改善方策

を明確にすることが出来るからである。点検の項目

としては以下が挙げられよう。①乳量 ・乳成分， ②

残食の量と種類および盗食の有無と状況， ③ボディ

コンディション，④獣医師による診断と治療の有無

とその内容， ⑤横臥/起立の状況と反甥・岨嶋状況，

および乳牛の快適性，⑥飼料摂取と飲水における乳

牛の競合状態，⑦蹄の状態，③牛舎内温度と換気状

況および直腸温度 ・呼吸数，③飼槽 ・水槽 ・ミノレキ

ングパーラー ・搾乳機器の衛生状態，⑨糞の状態，

⑩サイレージの品質と飼料分析結果および飼料設

計，⑪飼料の給与回数，採食状況，⑫T加1Rの水分

含量と素材の混合の均一性，選び食いの状況，⑬発

情発見の方法と頻度 ・時間，⑭授精等繁殖管理の記

帳と保管，⑬乳牛の年齢構成，⑮牛舎内の作業動線，

清潔さ，⑮フリーストーノレ ・フリーパーンにおける

群分け，⑪飼料の価格(自給飼料生産費と購入飼料

価格)と乳飼比，⑮乳牛の系統，等である。

そして，このような点検を精度高く実施するため

には，牛群検定成績，臨床カルテ，飼料分析データ，
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集乳時の乳量 ・乳質データ，代謝プロファイルテス

ト，尿検査データ等の付備があるとよい。

6)周産期疾病と繁殖成績 :本シリーズの第 4回目

(種村高ーら，畜産の研究，62巻， 8号， 2008)にお

いて，茨城県 6酪農家の周産期の栄養状態，疾病，

繁殖成績を紹介した。要約すると，①周産期の飼料

構造は輸入乾草が主体で，配合飼料の給与量は低い，

②養分要求量に対する充足率が粗蛋白質，エネル

ギーともに低い例が多く，代謝プロファイノレテス ト

の結果では周産期疾患(乳熱，胎盤停滞，第四胃変

位，脂肪肝等)に関して臨床的に要注意な牛が多い，

③6酪農家の 1 年間の診療 ・治療回数は 1O~59 回(平

均で 32回)と多く，その中では第四胃変位，胎盤停

滞，卵巣静止，排卵遅延，ケトーシス，ダウナー症

候群などが多い，④ボディコンディションスコアー

が全体的に理想値よりも低い，⑤空胎日数が 200日

以上の乳牛が散見される，⑤周産期疾患が多く ，繁

殖成績の悪い乳牛が散見される原因のーっとして，

乾草の粗蛋白質含量，エネルギー含量の低いことと，

それを補完する配合飼料の給与量が低いことが挙

げられる，である。

都府県酪農における分娩間隔は平成元年が413日

であったものが，平成 17年には 443日と一ヶ月遅

延している(乳用牛群能力検定成績のまとめ，平成

17年度，家畜改良事業団)。また，検定牛の除籍の

頭数比率では「繁殖障害で売却」が 26.4%という高

率を占める(同上)。

繁殖成績の低下の下での酪農経営では，治療費 ・

医薬品代の負担の増加，精液代金の加算，産子数減

少による子牛販売代金の減少と更新乳牛の購買経

費の増加が， r目に見えない形Jで増加していると考

えねばならない。また，本シリーズの第 3回目(種

村高ーら，畜産の研究， 62巻， 7号， 2008)におい

て述べたように，搾乳日数が長期化することによっ

て乳飼比が増大し，効率の悪い牛乳生産を行う結果

となり ，乳飼比の増加は，現在の飼料高の状況の中

では大きな問題となる。

繁殖成績の向上のためには，栄養管理の高度化

(飼料の質)と繁殖の管理の両輪がバランスよく連

動しなければならない

ちば NOSAI連中央家畜診療所の斎藤氏は乳牛に

おける繁殖障害の発生状況と課題について，以下の

ように整理されておられる。①平成 16年度におけ

る全国の繁殖障害発生件数の乳牛飼養頭数に占め

る比率は約 22%におよぶ，②その内容は卵胞嚢腫，

卵巣静止など，発情周期を回帰せず，授精に至らな

いものが 37.1%，鈍生発情，発育不全黄体，黄体遺

残など，授精は可能であるが，なかなか受胎に至ら

ないものが 52.0%で，卵管，子宮，子宮頚管および

臆などの異常が 10.0%である，③課題は，まずは発

情を発見し，授精すること ，次に，腔が発育できる

環境作りをどうするかである，④飼育頭数の多頭化

や飼育環境がタイス トールからフリーストーノレや

フリ ーパーンになってきているところから，発情の

観察以上に受精後の観察は困難になってきている

が，受胎率向上のためには，群としての管理と個の

管理をバランスよく行っていくことが重要である

(驚藤康倫，臨床獣医， 25巻 8号，第 143回日本獣

医学会学術集会公募ワークショップ，家畜臨床現場

における繁殖障害の実態と今後の課題)。

7)飲用牛乳の消費拡大飲用牛乳等(牛乳，加工

乳，成分調整牛乳)の消費量が減少し続けている。

平成 18年(度)は前年対比で 3.4%減少の 4，115千

klであり，茶系飲料の 5，449千 klよりもかなり低い

数値となっている。平成 12年には飲用牛乳等が

4， 565千klで茶系飲料の 4，380千klを上回っていた

のが，平成 13年には逆転され，平成 18年には上記

のように差が開いている。一方，茶系飲料は平成 18

年(年次)は前年対比で 2.4%の減少に転じているが，

野菜飲料(444千 kl)は前年対比で 19.7%，ミネラル

ウォーター(1， 802千kl)は前年対比で 26.2%と上昇

している(農林水産省会議資料:農林水産省「牛乳乳

製品統計J，社団法人全国清涼飲料工業界調べ)。

国内の BSE発生以来，畜産物の安全性の確保のた

めの種々の努力(飼料規制， ポジティブリスト等)が

畜産界全体でなされており，その努力が日本国

内の生産物は健全な状況で生産され安全である」と

いう認識を深め，結果として，消費量や価格にも反

映するという，そういう構造には残念ながら至って

はいない。酪農家にとっては，消費者は大事で大切

にしなければならないが，その心理と行動について

は分からないことが多すぎるというのが正直なと

ころであろう。

牛乳乳製品の消費動向に関する調査~2007 年度

調査結果の概要~(社団法人日本酪農乳牛協会，畜

産の情報，圏内編，農畜産業振興機構 2008年 4月
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号)の中で，白もの牛乳類の飲用を阻害する要因が

全国の 3，486人の調査結果と して整理されている。

アンケート項目について，く減少した ・飲用しなしり

にあてはなる (A)とあてはまらなし、 (B)を数値化

(%)すると，①牛乳には味にく せがある (A30.0，

B51. 7) ，②牛乳のにおいが嫌い (A26.7， B55. 9) ， 

③牛乳は飲んだ後，口に残る (A31.6， B50. 1) ，④ 

牛乳を飲むとお腹の調子が悪くなる (A34.6， 

B47. 0)，⑤牛乳を飲むと太ると思う (A9.8， B73. 7) ， 

⑥牛乳はコレステローノレが気になる (A9.8， B71. 2) ， 

⑦牛乳は日持ちがしない (A16.2，B65. 2) ，⑧牛乳

は持ち歩けない (A18.9， B63. 7) ，⑨自動販売機 ・

売庖など買いやすいところに牛乳がない (A11.3，

B71. 5)，⑮飲みたい牛乳がない (A14.4，B68. 1) ， 

⑪牛乳が体によくないという情報を本などで得た

(A7. 2， B79. 6)，⑫医者に言われた (A4.4， B83. 7) ， 

⑬牛乳アレルギーがある (A5.5， B84.0)。

また，このアンケー トの中では，食生活の変化に

関連する質問の結果も整理されているが，く飲む量

が減少した ・飲用しなしひという人の回答で上記と

同じ数値を示すと，牛乳以外に飲みたい飲み物が増

えた (A42.5，B37. 1)，牛乳が家の冷蔵庫に置かれ

なくなった (A17.7，B65.9)，給食が無くなって牛

乳を飲まなくなった (A23.4，B61. 6)という結果で

ある。乳糖不耐症に関しては幼児期からの継続的な

飲用の習慣が，また， 他の飲料との競合では牛乳の

栄養学的な機能と生理学的な機能の認識について

の周知 ・徹底が不可欠である。筆者は， i日本人の

食生活の中における牛乳の地位と役割についての

社会的な認識が食生活の向上と，食の多様化の中で

あいまいとなってきた，それが牛乳消費量の減少の

背景にはあるのでは」と考えている。

次号では今回，提起した問題解決のための「関係

者の協力体制作り」について述べたい。

お知らせ

日本牛臨床寄生虫研究会

北海道シンポジウム開催のご案内

このたび当研究会(会長.本好茂一)では定例の

シンポジウムを下記要領にて開催いたします。当研

究会は，寄生虫感染に関する基礎研究と臨床現場と

を直接結びつけ，臨床応用技術の普及や啓蒙を図る

目的で設立されました。大学，公的研究機関，臨床

現場で活躍される先生方の幅広いご参加をお待ち

しております。

1)開催日時 11月 20日(木) 9・30-12: 15 

2)場所 :北海道大学術交流会館

干060-0808札幌市北区北 8条西 5丁目

(011) 706-2141 

3)内容:

座長.高橋俊彦(北海道釧路地区 NOSAI)

9 : 30-9 : 40 開会挨拶(本好会長)

9 : 40-10 : 10 r乳牛の乾乳期における消化管内寄生

虫駆虫が分娩後の生産性に及ぼす影響」

栗栖睦幸(北海道十勝NOSAI)

10・10-10・40rウシハジラミ寄生によるストレス

が黒毛和種肥育牛の反容苦行動に

及ぼす影響について」

児島秀典(長崎県 NOSAI県北)

10 : 40-11 : 10 i牛の新しい住血微生物ーエゾシカと

の関連」

猪熊 蕎 (帯広畜産大学)

11 : 10-11 : 40 iネオスポラ流産の防御方法の開発

に向けて」

西JI[義文(帯広畜産大学)

11 : 40-12 : 10 総合討論

12: 10-12: 15 閉会挨拶 (堀井副会長)

4)参加費 :正会員はテキスト代として 2，000円，非

会員は 4，000円(テキスト代含む)

問い合わせ先 .牛臨床寄生虫研究会事務局

(メリアル ・ジャパン内)

東京都千代田区永田町 2-14-2

電話 03-5251-8166

(徳山 :keiri.tokuyama@merial.com) 

当研究会では， 10年にわたるこれまでの研究成果を

取りまとめた CDも2，000円にて販売しております

ご興味のある方は当会事務局までお知らせくださ

い。また，本 CDはシンポジウム会場でもお求めに

なれます。
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