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牧羊犬によるめん羊の行動性

久米正彦* ・牧田 豊* ・大久保悠加*

はじ めに

牧羊犬に関する資料はいたるところで見ること

ができる。また，ヒトがめん羊群に視覚 ・聴覚的介

入行動を行ったことに対する羊群の反応に関する

報告 1)がある。しかし，牧羊犬の行動に対するめん

羊の反応行動などを細く研究した資料は見かけな

し、。

この度，神戸市立六甲山牧場では，より多くの入

場者を誘致する方法のーっとして牧羊犬による「め

ん羊の追い込みショーj を計画し，平成 18年 7月

にニュージーランドで活躍中の牧羊犬を l頭導入し

た。

7月下旬よりニュージーランドのトレーナーの指

導の基で本格的に「めん羊の追い込みショーJを開

始したところ，牧場のイベントの中でも人気の高い

イベントとなった。

だが頭では牧羊犬の疲労度およびトレーナー

の休暇(労働条件)などでもう l頭増加しなければ

対応できない事態となり，平成 19年 7月にニュー

ジーランドより活躍中の牧羊犬を再度 1頭導入し

て「めん羊の追い込みショー」を実施する中でめん

羊自体の行動性に関する調査を行ったのでその概

要を報告する。

また，めん羊がどのような行動を起こすかを理解

してもらい諸家の参考に供したい。

導入した牧羊犬

導入した牧羊犬 2頭の概要を記載する。

名号;ケイト (Kate) 写真1)。

生年月日;平成 13年 6月 9目。

導入日 ;平成 18年 7月 3日。

性別，雌。

出産地;北ニュージーランド。

品種;ボーダー・コリー系統，ニュージーランド ・

ヘディングドッグ。

-神戸市立六甲山牧場 (MasahikoKume， Yutaka Makita， 
Yuka Ookubo) 

写真 l ケイト

この犬は，ボーダー ・コリ一種を基本にウイベッ

ト種やワイマラナ一種を交配して作成された牧羊

犬で，ボーダー・コリーの特性を受け継ぎながらよ

り敏捷(瞬発力)で耐久力および勇敢を備えた犬種

である。写真から体形，四肢の形態と筋肉の状態。

発毛と皮膚などで理解されると思う。

体重;21kg。

写真 2 グレン

名号 iグレン (Glen) (写真 2)。

生年月日;平成 13年 3月 30日。

導入日;平成 19年 7月 14日。

性別;雄。

0369-5247/08/￥500/1論文/JCLS
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出産地;北ニュージーランド。

品種，ボーダー・コリー系統，ニュージーランド・

ヘディングドッグ。

グレンはケイトより体形，発毛状態，皮膚などか

らややボーダー・コリー種に近いと見る。

体重 ;23kg。

体高 ・体長;60cm・86cm。

牧羊犬の概要

牧羊犬は，ワーキングドックと呼ばれる盲導犬や

介助犬，警察犬などと同じように人間のために働く

犬で，主に広大な土地に散らばるめん羊達を集める

ものと家畜の見張りをしたり，外敵から家畜を守る

役割をするものがある 2)。

ニュージーランドでは，広い土地にいるめん羊を

吠えて追い立てながら所定に誘導するニュージー

ランドハンタウェイと呼ばれる犬と仕事をしてい

る時はめん羊から全く目を逸らさず，吠えないで頭

部 ・前肢を低くして鋭い自でめん羊を威嚇しながら

所定に追い詰めていくニュージーランドヘディン

グドッグと呼ばれる犬がおり，ケイトとグレンは後

者のニュージーランド、へデ、イングドッグ(別名:ス

トロングアイ ・ヘディングドッグ)である。

ショー に用いるめん羊の管理状況

ショー会場への誘導および他のめん羊の管理 ・入

替えなどの関係を考慮、してめん羊舎に近い位置に

別飼めん羊舎を設置した(写真 3) 。

写真 3 別飼のめん羊舎

別飼めん羊舎の平面積 29.16m2 (8. 1m X 3. 6m) 

を3区分し 2区分にショーに用いるめん羊を 6頭ず

つ 12頭を飼育し，めん羊の状態を見ながら交lUこ

ショーに使用している。

また，ショーに支障があるめん羊が出れば交替用

に対応することも兼ねている。

もう 1区分には種雄羊2頭を別飼のために使用し

ている。

ショー会場の状況

平成 18年 7月 21日からケイトを用いて「めん羊

の追い込みショーj を開始した。

当牧場におけるショー会場の位置，形状および

ショー用の枠や橋などの設置状況は写真 4，5のと

おりで，ショー面積は約 6，100m2である。

しかし，フラットでなく全体が北から南にかけて

下がっており会場としては余り望ましい状況でな

いが，めん羊舎との関連や当場はフラットの場所が

いたって少ない地形ゆえ，フラットな場所は優先的

に入場者が使用するよう対処しているためである。

写真 4 ショー会場遠景

写真 5 ショー会場近景
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ショー内容概要

ショーの実施時間は平日が午後 1時30分の l回。

土曜 ・日曜 ・祭日およびお盆の期間は午前 11時 30

分と午後 l時 30分の 2回実施している。

ショーに使用するめん羊は 5~6 頭で，実施時間

は25分前後である。

ショーの内容は牧羊犬がめん羊を観客の前へ寄

せる行為，地面に輪を創りその中に入れる行為，橋

を渡す行為，寄せ集める囲い(ベンと呼ばれている)

に入れる行為(写真 6) で今のところショーは終了

としている。ショー終了後はショー会場外で観客と

のふれあいを行い，より 一層牧羊犬を理解してもら

うように努めている。

写真 6 ショーの終了

めん羊の行動性

私たちは「めん羊の追い込みショー」を行うまで

は，牧羊犬の能力(瞬発力 ・ジャンプカ・ランニン

グ能力 ・状況判断 ・トレーナーの命令に服従等)と

トレーナーの力量がショーを左右する要因と思っ

ていたが，実際にショーを実施してみて，めん羊が

ショーをこなす上で大きな要因であることを痛感

した。

ショーに用いためん羊は 12 ヶ月齢以上の雌 91~

102頭中から活力，体形などを検討の上で選定し，

平成 18年 7月から平成 19年 7月上旬の約 1年間は

ケイト(雌) 1頭で，平成 19年 7月中旬から平成

20年 5月下旬まではグレンとケイトを交Eに使用

して行ったショ}においてめん羊が示した行動性

は下記のとおりであった。

(1)ショーに用いる頭数は 5~6 頭であるが長い間

ショーに用いているとショーの流れを学習し，

牧羊犬が誘導する前に次の誘導動作をめん羊自

体が行動した。

学習能力が高いめん羊は交替する必要があり，

交替用のめん羊をストックしておかなければな

らなかった。

(2)性格の強いめん羊は牧羊犬の誘導に対して牧羊

犬が時には噛みついても体当たりの姿勢で対抗

し，牧羊犬が飛ばされるような事態があった。

とくに，分娩後間もない母羊は母性本能かその

傾向性が多く認められた。

(3)めん羊の行動特性には，群集性と追従性 3-5)が

あり，そのうえに犬に対する恐怖感を覚える習

性を活用して視覚的 ・聴覚的な刺激を与えて牧

羊犬はめん羊の行動をコントロールする。

ショーに用いるために別飼して一緒にしている

めん羊達の単独行動はいたって少ないが，別の

グ、ノレープから 1~2頭を急にショーに参加させた

場合，別のグ、ループから参加させためん羊がし

ばしは単独行動をとり群集性と追従性を示さな

いことが多く認められショーの遂行が難しく

なった。

また，単独行動を示すめん羊でも気の合うめん

羊と組めば単独行動をしない場合があった。

(4)体力が余り無いめん羊(加sEぎみのめん羊も含

む)および恐怖心に弱し、めん羊は牧羊犬の威嚇

などで萎縮して動こうとはしない(出来ない)

ことがあった。当然，ショーには使用できない

ので交替する必要があり，当場では当歳以上

(雌)のめん羊の約 10%に認められた。

(5)当場は昭和 48年にサフォーク種を導入(雄 l頭，

雌 2頭)したことがあり，未だに体毛に少し黒

毛があったり ，皮膚(頭部・四肢)に黒い斑点

があるものが生まれる。

サフォーク種の遺伝を多く受け継いでいると見

られるめん羊は牧羊犬の誘導に対して抵抗する

姿勢が多く認められた。

考察

(1)めん羊も学習能力が高いことが認識されると共

に，個々に差があることも判明した。

同じようなショーを行っている所も同様な現象
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を経験しているとの報告を受ている。

(2)めん羊において闘争行動が認められるのは，雄

の性行動と飼槽給飼の際の採食行動だけと 6)言

われているが，哨乳中のめん羊は母性本能が強

く牧羊犬の誘導に対して闘争行動を示すことが

多い点を考慮すべきである。また，肉用種は毛

肉兼用種よりも体力 ・気質などが強く牧羊犬に

対して抵抗する行動傾向がある。

(3)めん羊をショーに用いようとする場合は，用い

るめん羊だけを一緒に飼育することによって，

牧羊犬の誘導に対して群行動が維持されやすい

のはめん羊が，個体聞の相互作用とコミュニ

ケーションに関連して示す行動パターン 7)と見

る。

群集性の強弱は品種によって異なり，概して毛

用種は強く肉用種は弱い 8) また，群行動が成

立するのは最低4----5頭であるとの報告 9)がある。

よって，当場もショーに 5----6頭用いる理由は上

記のためである。
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農業畜産情報

北海道上期の生乳 3.1%増も計画未達

ホクレンがまとめた生乳受託乳量速報値で，北海

道の生乳生産は上期 (4月----9月)累計で前年実績比

3.1%増となったことがわかった。9月に生産が急落

したものの，全体として飼料高騰などの厳しい経営

環境下ながら，堅調に増産した。ただ，年間目標の

前年実績比 3.6%増の水準には達しなかった。

通年の生産目標の達成には，下期はこれまで以上

の増産が必要。例年，年間で最も生産量が少なくな

る 11月に向けて，現在は生産が減少する時期。ホ

クレンは「今月と来月は，し、かに乳量を保ち 12月

以降の生産増につなげていけるかが鍵だJ(生乳受

託課)と話す。

飼料自給率向上行動計画 1.1万 ha作付増

都府県の指定生乳生産者団体幹部や大手乳業の

酪農部門担当者らでつくる「全国酪農飼料自給率向

上協議会J(事務局=日本酪農乳業協会)は 11月 8

日までに，酪農飼料の自給率を上げるための行動計

画を決定した。今年度の青刈りトウモロコシや稲発

酵組飼料(ホーノレクロップサイレージ=wcs)など

の作付拡大面積目標を l万 1000haに設定した。今

後の自給率向上策のベースとなる。

青刈りトウモロコシでは前年比 10%，稲 wcsは

同 20%，それぞれ拡大するとした。農水省によると，

2007年度の都府県の作付面積はそれぞれ約 4万

7800ha，約 6300ha。牧草などを含めた飼料作物全体

の面積は約 29万 7100haとなっている。
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