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〈一般論文〉

耕作放棄地放牧での子ヤギの短時間隔離が母子の行動と搾乳量に及ぼす影響

安江 健1・松原桃子1・武田典子1

1茨城大学農学部，茨城県稲敷郡阿見町 300-0393

(2013. 2. 8受付， 2013. 8. 29受理)

要 約 都市近郊における耕作放棄地の畜産的利用では，担い手が非農家の一般市民であることから，放

牧によるヤギの組放的搾乳が有効と考えられる.本研究では，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，自然晴乳時の吸乳行動に応じて，子ヤギを短時間隔離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 4 組のザーネン種ヤギ母子を，出産後 0.8~6.2 ヵ月齢時に計 18 回，自然晴乳さ

せる平常日と，子ヤギを月齢に応じて 2~6 時間隔離する隔離日を設けて，昼間 11 時間連続の行動観察を実

施するとともに，隔離日には観察後に搾乳量を測定した.子ヤギの隔離により，平均搾乳量は試験期聞を通

して 180~350mL/頭と安定した量が得られたものの， 4時間以上の子ヤギの臨離は，母ヤギの 1日の食草

場所を隔離場所周辺に偏らせる可能性が示唆された.子ヤギの発声と隔離場所からの脱出試行回数，および

唾液コルチゾル濃度の結果からは，自然晴乳時の吸乳行動に応じた短時間の隔離で、さえも，子ヤギにはスト

レスとなる可能性が示唆された.以上から，子ヤギの隔離による搾乳方式は推奨されないと結論した.

草食家畜の放牧が耕作放棄地の新たな活用方式のーっと

して成果を上げつつあるが，茨城県南部などの都市近郊に

位置する耕作放棄地では，住宅と放棄地が近接しているこ

とから，ウシなどの大型家畜の利用は困難である場合が多

しi. 一方で，こうし1った都市近郊地域には農業を志向する

一般市民が多く，これ5非農家の市民による，耕作放棄地

の農的再活用が試行され始めている(安江 2005). これ

らの市民参加農園では，小型で扱いやすいヤギの放牧飼育

を取り入れ，省力的に放棄地を除草管理すると同時に，自

給的なヤギ乳生産を試行する例も見られる(安江 2005，

2006) 

ヤギを搾乳する場合，乳生産が主目的であれば子ヤギを

早期離乳して搾乳するのが一般的である(藤田 2005).

しかし，子ヤギを早期に離乳すれば， 1回もしくは2固の

搾乳を毎日行うことになり 子ヤギの人工晴育ち必要にな

る本研究のように，耕作放棄地の除草管理を主目的とす

る場合には，想定される担い手が非農家の一般市民である

ことから，毎日の搾乳や子ヤギの人工晴育は困難である.

よって，耕作放棄地放牧においては，母ヤギによる子ヤギ

の晴育と搾乳を両立し，人工晴育をすることなく，手の空

し1た時に数日(または数週間)間隔で搾乳するという粗放

的な方式が望ましい.しかも搾乳という労働を伴うのであ
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やめん羊では，子への授乳と搾乳の両立を図る「二重目的

システム (Dual-purposesystem) Jの有効性が報告さ

れている (FlamantとMorand-Fehr1982 : Marnetと

Komara 2008 : Delgado-Pertinezら2009).

しかし，多くの晴乳動物にとって母子の分離は，双方に

心理的ストレスを引き起こすことが多数の先行研究によっ

て明らかにされており (Pankseppら1978: Berman 5 

1994)，ヤギも例外ではない(Lickliter1982 :しickliter

とHeron1984 : Bergamasco 5 2005).過度な心理的

ストレスは母ヤギの乳量や子ヤギの発育に悪影響を及ぼす

のみな5す，家畜福祉上も問題となる場合があり，母子分

離を伴う搾乳方法は推奨されない可能性はある.しかしヤ

ギは，生後しばらくの聞は子畜が母畜から離れて物陰に隠

れる八イダ一種の草食動物であり(Lickliter1984)，自然

晴乳時でも母ヤギは数時間授乳せす，子ヤギを目立たない

場所へ隠して離れた場所で食草する行動特性(置き去り行

動)がある (O'Brien1984)ことから，母ヤギの授乳行動

に合わせた短時間の分離であれば，それほど問題にならな

い可能性もある特に複数の子ヤギを 1力所に集めてク

レッシ工(育児群)(O'Brien 1984)を作って臨離すれば，

母子にそれほど問題を引き起こさすに母子分離できる可能

性がある.しかし，上記「二重目的システムJ(Marnet 

るから， 1回あたりの搾乳量は多い方が望まししi. そのた とKomara2008 : Delgado-Pertinez 5 2009)におい

めには子ヤギを隔離して一定時間母子を分離し，その後に て，具体的な母子分離の方法や時聞が，母子のストレス反

溜まった乳を搾乳する方式が有効と考えられ，実際にヤギ 応や行動反応に及ぼす影響は検討されていない.加えて，
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これらの研究は舎飼い条件下であり，わが国の耕作放棄地

で昼夜放牧されているヤギでは全く調べられていない.

そこで本研究では，母子聞の授乳行動に基づいた短時間

の子ヤギ隔離による搾乳方式の妥当性を，母子に及ぼす負

の影響の有無と搾乳量から検討する乙とを目的とし，耕作

放棄地で昼夜放牧されている母子の行動的ストレス指標，

生理的ストレス指標，母ヤギの食草行動および搾乳量を調

べた.

材料および方法

1. 試験場所と供試動物

茨城県阿見町にある非農家の一般市民によって組織され

る「のらつくす農園J内の耕作放棄地(放棄後 10年以上

経過のタバコ栽培跡地)を用いた野草放牧地(図 1)，0.83 

haにて試験を実施した 放牧地の優占植生はセイタカア

ワダチソウ (Soidagoaltissima L.)，ススキ (Miscantus

sinensis Anderss.)，ヨモギ (Artemisiaρnnceρs Pam-

pan.)であり，局所的にアズマネザサ (Pleioblastus

chわoMakino)が優占していた.放牧地内には3.6x3.6m

のシェルターが設け5れており(図 1)，子ヤギの隔離時

にはこのシェルターに子ヤギを隔離した.

本学の野草放牧地でほぼ同時期 (2010年4月9日~

12 日)に出産した日本ザーネン種の母ヤギ(初産~3 産)

4頭とその子ヤギ8頭(雌5頭，雄3頭ですべて双子)を，

試験放牧地に移動して 1週間の放牧馴致の後， 2010年4

月30日から試験に供した.6月 15日に 2頭の母ヤギを，

体調不良のため母子ともに下牧し，かわりに本学の野草放

牧地で飼育されていた 2組の母子(どち5も初産でそれ

ぞれ2010年3月31日に雄 1頭， 4月4日に雌 1頭を出

産)を移動して，試験を 10月7日まで継続した.つまり

供試頭数は，試験期聞を通して母ヤギは 4頭(うち 2頭

は6月 15日から個体を変更)と変わ5ないが，その子ヤ

④ 
20m 

Figure 1 Shape of the experimental paddock (0.83 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 
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ギについては 6月 15日を境に 8頭から 6頭(うち 4頭

が同一個体)と異なった.なお試験期間中にはこれらの

観察対象母子を含め， 17~19 頭のヤギ(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+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ー内で個体ごとに給与した

が，他の個体は放牧地の野草のみでの飼育であった.これ

5補助飼料は，観察日には観察終了後 (17目 00)に給与

した.水とミネラルフ、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

2010年4月30日から 10月7日までの試験期間中，

日間差をできるだけなくすために，平常日と隔離実施日を

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.降雨lまヤギの行動を大きく変化させる(禽田 2000)

ので，観察日は雨天を避けて設定した.なお，母ヤギの搾

乳は，本試験期間中は隔離実施日以外には実施しなかった.

観察日は子ヤギの発育に応じて O目8，1.0， 1.6， 2.0， 2.4， 

3.2， 4.2， 5.2， 6.2ヵ月齢時に設定し， 9つの時期に平常日

と臨離日の 2[QJ，計 18回の行動観察を行った.観察は

6: 00か517:00まで， 4~6 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.具体的にlet，

観察対象個体の空間分布に応じて告白が観察対象頭数を変

更して実施した子ヤギの隔離中には発声や脱柵試行が頻

発したため，隔離中の子ヤギは最低3名の観察者が観察

個体を手分けして観察，記録した.

子ヤギの隔離時聞は，耕作放棄地放牧における自然晴乳

時の最大吸乳間隔に合わせて設定した.具体的には，当野

草放牧地で過去に実施した予備観察の結果より， 0.8~ 

2.0ヵ月齢時は2時間， 2.4~4.2 ヵ月齢時は 4 時間， 5.2~ 

6.2力月齢時は 6時間とした.隔離実施日において，観察

終了の 17:00で隔離が終了するよう， 17: 00のそれぞ

れ 2 時間前(O.8~2.0 力月齢時: 15・00)，4時間前 (2.4

~4.2力月齢: 13 : 00)， 6 時間前 (5.2~6.2 ヵ月齢時:

11 : 00)に子ヤギをシェルタ一(図 1)へ誘導・隔離した.

シェルターの壁画は鉄柵でできており，母子は空間的には

分離されるものの，視覚的，聴覚的接触は柵越しに可能で

あった.なお，隔離中の子ヤギには，放牧地周辺の野草を

刈O取って自由採食分をシェルタ一内で給与するととも

に，ミネラルブロックと水ち自由に摂取できた.

1) 行動観察での測定項目

本研究では，多くの晴乳動物において社会的分離に対す

るストレス指標として使用されている発声 (8ergamasco

ら2005)を，母子ともに個体ごとに連続記録した.個体

ごとに発声回数を測定するために，発声個体が識別できる

「開口音 (Meee，Eeee) Jのみを記録した.隔離中の子ヤ



母子分離によるヤギの行動と乳量

ギでは，シェルターの壁や柵に対する足かけ，よじ登り，

体当たりを本研究では「脱出試行Jと定義して個体ごとに

連続記録した.加えて， 10分間隔で個体ごとの行動を食草，

休息(立位および伏臥位)，社会的遊戯，脱出試行，およ

びその他の5種類に分類記録(佐藤ら 1995)した.なお，

隔離実施日では子ヤギの移動と隔離，および後述する唾液

採取作業のため，作業中は観察記録が中断した.したがっ

て，観察日ごとに総観察時闘が変動することになるため，

発芦回数と脱柵試行回数については総回数/観察時間とし

て，すべて単位時間あたりで解析した.

子ヤギが3秒以上乳頭をくわえて口を動かしている状

態を吸乳と判定し，中断が 1分未満の場合には 1回の吸

乳パウ卜と判定した.つまり 1分以上の中断がある場合

に吸乳終了と判定し，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. 0，&乳パウトの間隔(つまり眼乳

していなし1時間)から，その観察日の最大吸乳間隔を算出

した 本研究では過去の予備観察の結果に基づいて子ヤギ

の臨離時聞を設定したが，この隔離時聞が本研究の個体で

の授乳・吸乳行動に合致した設定であったかどうかを判定

するために，隔離時以外の時間帯における最大吸乳間関を

隔離時間と比較した.

シェルターへの子ヤギの隔離により，母ヤギの食草場所

がシェルタ一付近に制限されたり，食草時間自体が減少し

たりする可能性が予想された.そ乙で，母ヤギの行動型を

食草，休息(立位および伏臥位)，授乳およびその他(佐

藤51995)の4種類に10分間隔で個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，牧区内各場所での食草時聞を母ヤギご

とに算出するとともに，その合計から観察 11時間あたり

の総食草時聞を算出した.その際に，子ヤギを隔離したシェ

ルターからの距離に応じて放牧地を 30m未満， 30~60 

m， 60~90 m， 90~120 m， 120 m以上の5つに区分(図

1 )して解析した.

2) 唾液中コルチゾル濃度

予備観察において，隔離による発芦田数の増加は母ヤギ

よりも子ヤギで著しかったことから，本研究では生理的ス

トレス指標である唾液中コルチゾル濃度 (Beerda5 

1996 : Fuchs 5 1997 : Tiefenbacherら2003) を子

ヤギにおいて測定した.性の影響力T不明であったため， 3 

組の母子から雌子ヤギを 1頭すっ選定し，代表個体とし

て唾液を採取した.唾液の採取は，隔離実施日の隔離直前

と臨離終了(観察終了)直後にシ工jレター内で保定して実

施した.血液混入のない充分量の唾液 (0.5mし以上)を

採取するため， 0.8ヵ月齢時にはヒ卜用のサリベットコッ

トン(フナコシ株式会社，東京)を，子ヤギの口腔サイズ

に合わせて半分に切ったものを用いた.しかし，分析に充

分量の睡液が得られなかったため，以降はヒ卜用のサリ

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，

それを甜子で挟んで、直接耳下腺や舌下腺を刺激して唾液分
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泌を促し， 1分ほどかけてガーゼに吸着させた.唾液を吸

着させたガーゼをチューブに入れて，クーラーボックスで

研究室に持ち帰り，ガーゼから唾液を抽出するとともにム

チンを除去するため，ただちに 5
0

C，10000xgで5分間

遠心分離し，その後の分析まで-20"Cで冷凍保存した

分析は(株)力イノス(東京)に委託し， EIA~.去を用いて

分析した.コルチゾル濃度が測定限界以下であったため，

分析にあたっては唾液を8倍濃縮することで分析を可能

にした

3) 搾乳量

隔離実施日の観察終了後 (17: 00)に，隔離していた

子ヤギを解放するのと入れ違いに母ヤギをシェルターへ収

容し，搾乳を行って搾乳量を個体ごとに測定した.搾乳は

2人で行い， 1人が母ヤギを保定してもう 1人がヤギ用モ

パイルミル力一((株)南関東オリオン販売，神奈)11)によ

り機械搾乳を行い，最終的には手搾りを行って乳汁を絞り

きった

3. データの取り扱いと統計解析

子ヤギの発声回数と脱柵試行回数については，双子の場

合には 2頭分の結果を平均し，腹ごとの平均値を反復と

して扱った (n= 4). 母子ヤギの発声回数，母ヤギの総

食草時聞を観察期ごとに平常日と隔離日で比較するため，

個体ごと(子ヤギでは腹ごと)のデータを平常日と隔離日

で対にした対応ある t検定を行った.唾液コルチゾル濃度

についても，各採取日ごとに個体ごとのデータを，隔離前

と隔離後で対にした対応ある t検定を行った.隔離中の子

ヤギによる脱出試行回数については，月齢を要因とした一

元配置の分散分析および Tukey検定により，月齢聞での

差を検定した.母ヤギの食草場所の偏りを検討するために

子ヤギを隔離したシ工ルタ一周辺 (30m未満)での母ヤ

ギの食草時間割合を，各個体の値を平常日と隔離日で対と

した Wilcoxon符号化順位検定により検定した 加えて本

研究では， 3.2力月齢時の観察以降に観察個体が部分的に

入れ替わり，子ヤギ隔離の経験が異なる個体が存在すると

ととなった.そこで，これら隔離経験の遣いが及ぼした影

響を検討するために，発芦田数と脱柵試行回数について，

経験の異なる 3.2力月齢時以降の4回の臨離日を通した

平均値聞の差を，告観察日の試験残存個体と途中参入個体

の値を対とした対応ある t検定で検定した.

結果および考察

各月齢時における隔離中以外の観察時での最大阪乳間隔

と，隔離日における搾乳量の平均値を表1に示した.最

大阪乳間隔の平均値は，最低でも 1.0力月齢時の 152分

であり，耕作放棄地で自然晴乳しているヤギでは，最低で

も2時間程度は吸乳しない時聞が存在した.最大阪乳間

隔はその後月齢の進行に伴って増加し，自然離乳直前であ

る6.2ヵ月齢時の 550分(約 9時間)まで増加した.本

研究では， 0.8~2.0 力月齢では 2 時間， 2.4~4.2 力月齢
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Table 1 Maximum suckling interval during no-separation phase. and milk yield on separation day 

Age of kids (mo.) 0.8 1.0 1.6 2.0 2.4 3.2 4.2 5.2 6.2 

Maternal separation (h) 2 2 2 2 4 4 4 6 6 

Maximum suckling interval (min) 167.8 151.8 170.8 223.8 329.7 402.8 350.8 436.5 551.8 

:t SD 41.10 32.28 31.21 68.79 71.11 39.71 19.06 69.44 124.79 

Milk yield (mL/does) 197.5 256.3 215.0 180.0 283.3 247.5 250.0 240.0 337.5 

:t SD 84.2 143.0 123.4 87.2 256.6 183.2 117.5 42.4 293.4 
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Figure 2 Changes in the vocalization rate of does (Up) and kids 

(down) during the maternal-separation phase. 

Separation phase in normal day (口)corresponds to the time zone of 

maternal separation in separation day (・). Error bars indicate SD. 

* and ** indicate the significant differences (P < 0.05 and P < 0.01. 
respectively) between normal and separation day (Paired t-test). 

では4時間. 5.2~6.2 力月齢では 6 時間の隔離時聞を採

用したが，いすれの月齢でも最大吸乳間隔は隔離時間より

も長かった.つまり，本研究で設定した隔離時聞は，自然

授乳時においても生じる程度の阪乳しなし1時間であり，設

定した隔離時聞が自然晴乳時の母子行動に合致していたと

いう点で，その妥当性が確認された.子ヤギ隔離後に実施

した搾乳により得られた乳量(表 1)は. 2.0力月齢時の

180 mL/頭から 6.2ヵ月齢時の 338mL/頭と，子ヤギを

離乳して搾乳した場合(藤田 2005)よりも少なし1ものの，

すべての月齢時で同程度のヤギ乳が安定的に搾乳できた.

般に，日本ザーネン種ヤギの泌乳曲線は，泌乳40日目

前後をピークに以降は減少してゆく(藤田 2005)が，月

齢に応じて隔離時聞を漸増させることで.6ヵ月間はほぼ

同程度のヤギ乳を得ることができると考えられる.

子ヤギ隔離の経験が異なる個体が存在したことになる，

3.2ヵ月齢時以降の隔離日で比較した残存個体と導入個体

聞の結果の比較では，母子ヤギの発芦田数と子ヤギの脱柵

試行回数のいすれでも，両者間に有意差leI::見5れなかった.
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すなわち，各観察期での結果は，子ヤギ隔離の経験回数の

違いよりも乳期(子ヤギの月齢)の進行による影響が大き

いものと考えられた.図 2に子ヤギの隔離時に相当する

時間帯中の平均発声回数を母子それぞれで示した.つまり

隔離日は隔離時間中の，平常日は同じ時間帯中の平均発声

回数である 母子ともに 6.2カ月齢時において平常日より

も隔離日で有意(どちらも P< 0.05)に増加しているが，

乙れは隔離日にちょうど乗駕行動を頻発する雌子ヤギが 1

頭いた乙とから，発情徴候としての発声の頻発(名倉2005)

と考えられた.母ヤギの発声回数(図 2上)は. 2.0ヵ月

齢時以前では隔離日で大きな増加が見られたが，平常日と

の聞に統計的有意差があったのは. 6.2ヵ月齢時以外では

3.2ヵ月齢時 (P< 0.05)のみであった これは図中の標

準偏差の大きさで示されるように，個体差が極めて大き

かったためである.本研究では.6~8 頭の同月齢の子ヤギ

をクレッシエ(育児群)に見たててシェルタ一内に隔離し

たが.1頭以上の母ヤギ(j固体は決まっていない)がシェル

タ 周辺部に留まる場合が多く，その個体が頻繁に発声し



母子分離によるヤギの行動と乳量

たのに対して，他の母ヤギは離れて食草したりしてほとん

と、発声しなかった.野生化ヤギ群でも，子ヤギ周辺に留ま

る母ヤギ (Stayer)と子ヤギを数時間放置して食草にでか

ける母ヤギ (Leaver)の存在が観察されており (O'8rien

1984)，この現象はクレッシ工の形成に付随して生じる母

ヤギの個体特性と思われる.一方で，子ヤギの発声回数(図

2下)は標準偏差が母ヤギより小さく， 0.8~2.0 力月齢

と3.2ヵ月齢時では隔離日に有意な増加 (P< 0.05また

はP< 0.01)がみられ，それ以降は前述の 6.2カ月齢時

を除いて有意差はなく，隔離時聞が長くなることよりもむ

しろ加齢に伴い隔離の影響は小さくなった.このことは，

3.2ヵ月齢以前では， 2~4 時間にわたる母からの隔離は

子ヤギに心理的ストレスを引き起こす一方で， 4.2ヵ月齢

以上であれば，隔離時聞は 4時間でも 6時間でも，子ヤ

ギにとって臨離によるストレスは小さい可能性を示唆す

る.

隔離日の隔離中における子ヤギの脱出試行回数を図 3

に示した.脱出試行回数は 1.0力月齢で最も多くなり，そ

れ以降徐々に減少したが，最終的に 0にはならなかった.

1.0力月齢時に比べ， 3.2力月齢以降で有意に減少した

(P < 0.01または P< 0.05).これら脱出試行回数の結果

からも，臨離の影響は隔離時間の長さよりも子ヤギの月齢

に依存すると考えられた.なお，子ヤギの隔離中の行動時

間割合の結果では，脱出試行の時間割合は月齢に関わらず

0~3% とわすかであり，社会的遊戯行動に費やした時間

割合は 1.0力月齢時で25%と極めて大きく，その後6.2力

月齢時の2.4%まで，加齢に伴って減少した.

3頭の雌子ヤギにおける，隔離前後の唾液中コルチゾル

濃度を図 4に示した子ヤギでは，幼齢時の唾液分泌速度

の遅さにより，血液混入のないサンプルを採集することの

困難性が報告されている (GreenwoodとShutt1990). 

2h 

本研究では，唾液採取にヒト用のサりベットコットンを使

用した 0.8ヵ月齢時には充分量の採取ができなかったもの

の，コットンをガーゼに変更することで， 1.0力月齢時以

降には血液混入のない充分量の唾液が採取できた. 1.0ヵ

月齢時においてのみ，隔離後のコルチゾル濃度は隔離前よ

りも有意 (P< 0.05)に高かった.多くの晴乳類でコル

チゾルの日内周期は一般に朝に高く，夕方にかけて徐々に

減少する (KirschbaumとHellhammer2000)ことを

考えると， 1.0力月齢時はこの日内周期による低下分を超

えるほどの上昇を示しており，隔離によるストレスが非常

に大きかったと考え5れる.つまり 1.0ヵ月齢時では，隔

離はたとえ 2時間であっても生理的ストレス指標にも表

れるほど，子ヤギに対する母子分離の悪影響が強いと考え

られる.

図5は母ヤギの全観察時間 (11時間)中における食草

時聞を，シェルターからの距離区分ごとに積み上げ，平常

日と隔離日で比較した結果である.図中の*1ま総食草時間

の平常日と隔離日間の有意差 (P< 0.05)を示している.

総食草時間も 6.2力月齢時に隔離日で有意 (P< 0.05) 
に減少しているが，これは前述のように発情子ヤギの影響

と考えられる 母ヤギは，子ヤギの隔離時聞がそれまでの

2時間から倍の4時間に延びた 2.4力月齢時に，隔離日で

総食草時聞を有意 (P< 0.05)に減少させたが，それ以

外の観察期ではいす、れも子ヤギの隔離は母ヤギの総食草時

間自体には影響しなかった.つまり隔離時聞が急激に延ぴ

たりしない限り， 6時間までの子ヤギ隔離であれば，隔離

以外の時間帯に食草時聞を確保し得るものと推察された.

一方，食草場所のシェルタ一周辺への偏りを，総食草時間

中に占める 30m未満(図 5の圃)での食草時間割合で検

討した結果， 2.0カ月齢時までは平常日と隔離日間に差は

なかったが， 2.4力月齢時以降は 30m未満の場所での食
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Figure 3 Changes in the rate of attempt to escape by kids during the 
maternal separation 
Error bars indicate SD. Di汗erentsuperscript letters (A8， ab) indicate 
the significant di打erences(P < 0.01 and P < 0.05， respectively) among 
each class of age (One-way-ANOVA and Tukey's test) 
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Figure 5 Changes in the grazing time of does at each area during 
observation phase (6 : 00-17 : 00) 
安 indicatesthe significant differences (P < 0.05) in the total grazing 

time between normal (N) and separation (8) day (Paired t-test) 

時間中の 25%にも達した (1.0ヵ月齢時)ことから，人

為的なクレッシ工形成は，子ヤギの心理的ス トレスを緩和

する一定の効果はあったものと推察されるしかし，ク レッ

シ工形成時の母ヤギの個体特性として， 1頭以上の母ヤギ

が隔離場所周辺に留まることで，心理的ストレス指標であ

る発声回数の増加を低減するには至らなかった.野生化ヤ

ギ群での観察 (O'Brien1984)では，通常 8頭以上の子

ヤギによってクレッシ工が形成されていることから考える

と，本研究において構成頭数が8頭であった 2.4ヵ月齢

時までは，少なくともクレッシ工が機能する頭数であった

と思われる.クレッシェ構成頭数をより増やすことにより，

隔離時における心理的ストレスの軽減効果が期待できる可

草時間割合が隔離日で増加する傾向(すべて P= 0.06) 
が見られた つまり母ヤギの食草場所への影響は，子ヤギ

の月齢よりもむしろ隔離以外の時間帯にどの程度回復でき

るか，つまり隔離時間の長さに依存するものと考えられる.

子ヤギが幼齢でも隔離が2時間であれば，母ヤギの食草

場所の偏りは隔離以外の時間帯で是正でき，逆に隔離が4

時間以上になると，食草場所の隔離場所周辺への偏りが是

正できないものと推察される.

本研究では，同月齢の子ヤギ 6~8~.買を狭いシェルタ

内に隔離して人為的にクレッシ工 (隔育群)を形成するこ

とで，母子分離の影響を緩和できるのではと考えた 隔離

時間中の子ヤギの社会的遊戯行動の時間割合が最大で隔離

456 451-458，2013 日畜会報 84(4) 
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能性もあるが，本研究で想定する担い手が非農家の一般市

民であることを考えれば，これ以上の増頭は現実的ではな

い.したがって，クレッシ工に本研究以上の効果を期待す

ることは難しいと判断される.

本研究の結果をまとめると，母ヤギでは子ヤギの隔離に

よって発声回数は増加したものの，そのほとんどが統計的

に有意な増加ではなく(図 2) シェルタ一周辺に留まる

母ヤギ以外には，それほど母子分離によるストレスを負荷

せずに済むものと考えられた.しかし，隔離が4時間以

上に及ぶと，食草場所が隔離場所周辺に大きく偏ることが

示された(図 5).隔離に用いたシェルターは，耕作放棄

地放牧においては数少なし1日射や風雨の遮蔽物であり，そ

の周辺部は普段からヤギの滞在時聞が長く，植生状態が悪

化しやすい場所である.母ヤギの食草行動への悪影響を考

えた場合には.4時間以上の隔離はやめるか，野草の質・

量ともに良好な別の場所に，子ヤギ隔離施設を設けるなど

の対応が必要と考えられる.一方，子ヤギの発声回数は，

3.2力月齢時までは隔離によって有意に上昇する場合が多

く(図 2).特に 1.0ヵ月齢時ではコルチゾル濃度が有意

に増加するほど高し1ストレスがかかっているもの(図 4)

と推察された.これら子ヤギの結果は. 3.2ヵ月齢までは

隔離時聞が畏すぎる，ならびに 1.0カ月齢という月齢で隔

離する乙と自体が時期尚早である可能性を示すと同時に，

4.2ヵ月齢以上であれば，本研究で採用した隔離時間 (4

または 6時間)でも子ヤギに心理的ストレスなどの悪影

響は少ない乙とを示している.このように，母ヤギの側か

らは子ヤギの月齢よりもむしろ 4時間以上という隔離時

聞が問題であり，逆に子ヤギの側からは 3.2力月齢以前の

若齢期という時期が問題となる.したがって，本研究の結

果か5は，母子双方に問題がない子ヤギ隔離法としては，

4.2ヵ月齢以降に 2時間の隔離となり，この場合の搾乳可

能量は，本放牧地において過去に測定した自然晴育時の搾

乳量である 100mL/頭と同程度と見積もられる.この程

度の乳を得るのであれば，あえて母子分離を伴う搾乳は必

要ではなく，自然晴乳のままで搾乳すればよいと言わざる

を得ない.現実的には子ヤギの隔離による搾乳方式は推奨

できないと結論される.

本研究で担い手として想定する 般市民では，得られた

乳は基本的に自家消費なので乳量はそれほど重要ではない

が，それでももう少し搾乳あたりの乳量を得たい場合には，

母子分離以外の手法を考案する必要がある.ウシでは離乳

時のストレス軽減のために，子ウシに装着することで母子

の空間的分離を伴わないで，吸乳行動のみを防止する鼻フ

ラップ (Haley5 2005)などが実用化されている.この

器具はウシ用であってヤギに適用はできないし，これは離

乳を促す際の器具でそもそも頻繁な脱着を想定していな

い.乙の鼻フラップのように，母子の空間的分離を伴わな

いで，吸乳行動のみを 2~6 時間防止できる方法を開発す

れば，耕作放棄地を活用して 180~350mL/頭程度の搾
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乳は可能と考える.
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Effects of short-term maternal separation on behaviour and milk yield 

of dairy goats under grazing condition in abandoned cultivated land 
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It is considered that extensive milking by grazing-dairy goats is effective for utilizing the abandoned 

cultivated land in the urban area， since the practitioner is a non-farmer citizen. In order to evaluate the 

extensive milking methods under grazing condition on abandoned cultivated land in Japan， the 

behaviour and milk yield were analyzed when 4 dyad of Saanen does and their kids were briefly 

separated according to their suckling behaviour under natural condition. In the “normal day" when kids 

could suck their does' udder freely and the “separation day" when kids are separated from their does 

during 2-6 h according to their age， total 18 times of 11-hours continuous observations were conducted 

during 0.8-6.2 month old of kids. Additionall'l人 milkyield was measured immediately after the 

observation in separation day. The milk yields in separation day were relatively stable (180-350 mL/ 

doe) through experiment because separation time was extended from 2 h to 6 h according to kids' age. 

However， more than 4 h separation concentrated the does' grazing-site on the surrounding area of 

kids' isolated shelter. From the results of vocalization rate， the rate of attempt to escape from isolated 

shelter and the concentration of salivary cortisol， it was suggested that kids' stress was induced by 

short-term maternal separation in spite of the resemblance between the duration and that one of 

maximum suckling interval under natural condition. It was concluded that the extensive milking 

methods with short-term maternal separation was not recommended in grazing goats on abandoned 

cultivated land. 
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