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子牛に対する初乳加熱給与の技術普及に関する一考察

-北海道標茶町における政策的改善の取り組みを事例に-

Considerations of a Newly In仕oducedPasteurised Colos仕umfor CalfFeeding 

Case study of an Extension Originated by Public Inducement at Shibecha Town， Hokkaido 
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Katsunori ABU1位YA Yoshiaki AKAMA 

1.はじめに

我が国の酪農は，飼犠戸数が減少する反面，牛群の規模拡大や飼養管理の省力化，高精度化と高泌乳

による生き残りが不可欠な状況となっている。しかしながら，牛群の個体管理の難しさだけでなく，牛

白血病1)，ヨーネ病2)など細菌やウイルスによる感染症のリスクが高まり，酪農経営を持続する上で大

きな問題となっている。

これらの対策としては，基本的な飼養管理基準を道守したうえでの，畜舎の消毒，家畜へのワクチン

接種のほかに法令による各種検査や自主的な検査も含めた中で隔離・淘汰による対応がある。しかし，

これらの対策は，場合によって数年にわたる対応が必要となり，経済的なダメージだけでなく，精神的

にも重くのしかかり，当該農家とともに地域としても大きな課題となっている。また近年，市場流通牛

価格の高止まりを受け，自家育成が推奨される中，子牛の飼養管理が徐々に重要視され，伝染病予防を

目的とした正しい技術や対策の普及が大きなテーマとなっている。本稿は，伝染病対策の上から町を挙

げ子牛の初乳給与改善に取り組んでいる北海道標茶町の公的事業による初乳・移行乳加熱装置の導入を

事例に町内の関係機関との連携による初乳給与改善の技術普及の現状と課題について明らかにする。

先行研究については，①初乳加熱給与の導入，②組織間連携による技術普及の二長より整理を行

う。はじめに初手L加熱給与の導入について， Goddenら [3Jは，アメリカにおいて乳房炎等で出荷で

きない「廃棄乳Jを加熱給与した場合の経済性を子牛の増体量，離乳日齢と離乳時の体重等を従来の粉

ミルクを給与した場合との比較による経済効果を確認したo Vasseurら [11Jは，子牛の飼養管理とアニ

マルウェルフェアの関係について， r廃棄乳の加熱給与」を酪農家への調査項目として検討しているが，

効果等の詳細な分析までは行っていない。国内では，酪農家が給与する初乳や哨育器具の生菌数，加熱

処哩による細菌・ウイルスの不活化に関する報告がある(中岡 [5J，赤松ら[1 J，平田 [4J )。

吉田ら [13Jは，牛白血病清浄化対策の一環として，初乳の加熱給与を含め酪農家 1戸での対策事例

について牛白血病の陽転率低下を報告しているが，生産現場における伝染病予防を目的とした初乳加熱

給与の普及事例苧課題についてはこれら先行研究では扱っていない。

次に，組織関連携による技術普及について，内田ら [10Jは，農業改良普及活動を向上させるため，
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普及センター以外の集団活動における他機関との連携による信頼関係の構築の重要性を明らかにした。

佐藤[7]は，農業技術普及の課題として，技術改良と生産現場，消費者の関係の「分断」に着目し，

普及活動による地域の農業全体の情報共有化と相E理解を図る枠組みが必要としている。鶴岡 [9)は，

新しい技術の普及には，技術実証，導入の過程における①経営の発展，②技術開発，③普及・指導，④

施策実施と評価，⑤技術の波及に係る領域及び各主体が情報，価値判断を共有し，意思決定を行える主

体間連携関係の形成が重要であると述べている。大呂 [6)は，オーストラリアにおける農業生産者の

売上を一部徴収した課徴金と連邦政府から拠出される補助金にて運用される研究システムについて，統

治構造を3つの時間軸に分け変革過程を明らかにした。その過程のなかで，研究資金配分機関を通して，

生産者，研究者，普及員が対話を繰り返し，効果的な技術革新が生じていることを示した。

先行研究は技術普及を，①普及に関わる機関同士の相互理解を図るため，連携体制を構築することの

重要性を示し，②「研究システムJのような，複数の機関が関係する既存のシステムの役割を分析する

側面から捉えた。しかしながら，畜産，特に酪農の生産現場における紅織間連携による新しい飼養管理

技術の普及に関する検討はなされていない。

よって以下では，初乳・移行乳加熱装置導入の背景とその変遷について明らカ斗こする。次に，町内各

機関との連携による初乳の加熱給与という新たな飼養管理の技術普及の動向の把握と課題克服の取り組

み事例を整理し，新たな飼養管理の技術普及を受け入れるにあたって必要な条件の検討も併せて行う。

本研究の調査は， 2013年7月と 10月に北海道標茶町にて，初乳・移行制日熱装置を使用している酪

農家24戸に聞き取り調査を行った。

2.晴育期の飼養管理の課題と標茶町における初乳・移行乳加熱装置導入の背景

(1)晴育期の飼養管理の課題

子牛は母牛の胎内において，免疫を獲得することはできない。分娩後，抗体を含む初乳を飲むことで

腸管から移行抗体を吸収し，免疫を獲得することができる。生後 6時間を経過すると，腸管における移

行抗体を取り込む能力は低下してしまう [12)。そのため，一般的に子牛には生後 30分以内に日以上，

2 回目は 4 時間以内に1.5~2f 初乳を給与することが望ましいとされている。生後 7 目前後までは，初

乳もしくは，分娩後 5日間出荷することができない移行乳を給与する。その後，液状飼料の代用乳を 2

か月ほど給与する。

この時期の課題として，初乳を搾乳するパケットミノレカーや初乳を保管するバケツ，晴乳瓶や暗乳バ

ケツ等の噛乳器具の汚れと洗浄不良や，常温で長時間初乳を放置後給与することで大量の有害な微生物

を哨乳する危険性がある。さらに母牛が黄色ブドウ球菌3)，牛白血病ウイルスやヨーネ菌などに感染し

ていた場合，初乳を介して子牛へと親子感染してしまう危険性が存在する。

(2)標茶町における初乳・移行乳加熱装置導入の背景

標茶町の農業は，厳しい自然条件と生産性の低い土地条件のため昭和 31年に「郵Ii路内陸鰍句酪農地

域」の指定を受け，酪農を中心とした基盤整備事業に積極的に取り組み，広大な土地条件を生かした国

内屈指の酪農専業地帯として成長してきた。

標茶町が 2011年に策定した『酪農・肉用牛生産近代化計画j][8)には，平成32年 (2020年)を目

標とした飼養頭数，生乳生産量とそれらを達成するために，①生産・経営管理技術の高度化，②牛群の

改良，③粗飼料自給率向上等による生産の合理化等について取り組むとしている。表 1は，農林業セン

サスより町がまとめた生乳の生産量と乳牛の飼養頭数の 2008年の指標と目標を示したものである。
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表 1 標茶町における生乳の生産量および飼養頭数の指標と目標

7，444 
8，005 

2008年には， 327戸の酪農家があったが離農が進み， 2013年末では約 270戸である。1戸あたりの

平均飼養頭数は 118頭である。経産牛 1頭当たりの年間搾乳量は 7，444kgである。町では， 2020年度

までに，後継者不足や高齢化等により飼養農家戸数は 260戸まで減少すると予測しているが， 1頭当た

りの生産性を高めることで， 生乳生産量を 2008年より年間 5，000t増やす目標を持っている。このため，

表 1にある経産牛 1頭当たりの年間搾乳量や生乳生産量を具体的にどのような取り組みで達成させるか

が標茶町の酪農家と各機関にとって課題である。

標茶町内にある行政，系統 ・指導機 表2 初乳・移行乳加熱装置の導入の過程

関協働の組織として「家畜自衛防疫連

絡協議会(以下，自防協議会と記す)J

がある。これは，町，農協，農業共済

組合，農業改良普及センター，家畜保

健衛生所から構成されており，町内の

畜産経営における牛サルモネラ症の環

年

2009年

2010年

2011年

2012年

事項

-家畜自衛防疫連絡協議会が初乳・移行乳加熱装置導入を検討

-初乳 ・移行乳加熱装置の機能 ・役割と町内への具体的普及方法検討

-初手L.移行乳加勲装置を公的事業を用いての普及を検討

-事業資金による導入事業について地域協議会へ提案し係択された

-各地区にて初乳 ・移行乳加熱装置導入説明会を実施

-導入希望農家を地区ごとにとり まとめを実施

-初乳 ・移行乳加熱装置を希望農家へ設置， 82台稼働開始(第一次)

-初乳・ 移行乳加熱装置を希望農家へ設置， 8台追加稼働開始(第一次)

境モニタリング事業や特定疾患対策と 資料 :家畜自衛防疫連絡協議会への聞き取り調査による。

してのバルク乳検査等防疫に関する事業の企画，実施を行っている。その一環として， 2009年より子牛

の損耗を減らし，平均産次数を増やすことで生乳生産基盤の維持を図る具体策の検討を行った。その結

果，政策的に町内酪農家の晴育管理技術の向上を図り，伝染病対策も含めた子牛の疾病を防ぐために初

乳・移行手凶日熱装置(以下， r加熱装置」と記す)の導入を決定した。町内での加熱装置の導入の過程を表

2に示した。

2009年には，自防協議会として加熱装置の町内への具体的普及方法を検討した。翌2010年には，公

的事業資金での導入を検討，関係組織に提案し，採択された。そのため， 2011年町内各地区にて導入の

説明会を実施し，地区ごとに導入希望農家のとりまとめを行い， 82台の加熱装置が稼働を開始した。翌

2012年には， 8台が追加導入された。

なお，導入の説明会に際しては，自防協議会として事業の趣旨・目的を説明するとともに，加熱装置

のメーカーが機能・役割と使用上の留意事項等を説明した。標茶町で導入された加熱装置は，恒温槽の

技術を応用し，初乳・移行乳を湯煎するもので， 600C30分で乳を加熱し，牛白血病ウイルス，ヨーネ菌，

黄色ブドウ球菌，マイコプラズマベ大腸菌5)等を不活化させることができる。また， 600Cの温度帯で

は，初乳中に含まれる免疫グロプリン等の成分は破壊されなし例。

加熱装置は，①加熱温度 600C，保持時間 30分間で病原菌やウイルスを不活化する殺菌機能，②子牛

が飲む温度や乳の保存温度に冷却する機能，③保存した冷凍，冷蔵乳を噛乳温度にする湯煎機能を備え

ている。

(15) 



3.初乳・移行乳加熱装置導入後の初乳給与改善動向の把握

(1)初乳・移行乳加熱装置の使用状況

標茶町内における加熱装置の使用状況確認と初乳給与の対応を把握するために，加熱装置を使用して

いる 24戸の酪農家へ聞き取り調査を行った。各農家の使用状況の特徴を表 3に示した。さらに「つな

ぎ飼し、J，fフリーストーノレ」の飼養形態ごとの使用状況を表4に示した。

表3 初乳・移行乳加温装置の使用状況と日甫育管理の特徴

サンプル
飼養形態 持乳頭数

加黙に用いる乳 発酵乳

番号 初事L 移行事L の給与

フリーストール 50 。 。
一一一一ーー

2 フリストル 70 。 。
一ー 一一ーー

3 フリストル 74 。
一一一一ーー

4 フリーストール 98 。 。
一一一一一一

5 フリーストール 100 。
ー一一一一一

6 フリーストール 110 。 。
ーーー ーーー

7 フリーストール 140 。 。
一 一 一 一 ーー

8 フリーストール 180 。
一一一 一一一

9 
フリストル

700 。 。
(法人経営)

10 つなぎ 38 。 。
11 つなぎ 40 。 。
12 つなぎ 50 。 。
13 つなぎ 501 0 。 。
14 つなぎ 55 。 。
15 つなぎ 57 。

一ー一一 ーー
16 つなぎ 60 。 。

ーー一 一ーー
17 つなぎ 60 。

一一一一 ーー
18 つなぎ 68 。 。

一一一一 一ー
19 つなぎ 70 。 。 。
20 つなぎ 70 。
21 つなぎ 70 。 。 。
22 つなぎ 70 。
23 つなぎ 98 。 。

ー一一一一一
24 つなぎ 不明 。

資料.聞き取り調査(2013年 7月， 10月) より作成。

加熱に用いる乳として，初乳の加

熱を行っているのは 10戸，移行乳

の加熱が 23戸で、あった。飼養形態

ごとに使用状況をみると，つなぎ飼

いにおいては，平均搾乳頭数が約 64

頭であり，初乳を加熱給与している

副資材
明書宵管理の取り組み

の利用

生菌剤 力 フハッチの活用，晴乳器異を殺菌している

力一フハッチを活用 個体感染リスウ減少の取り組みを行う

力一フJ、ジチを活用，個体感染リスヲ減少の取り組みを行う
一ー 一一一 一一ーーーー ー一 一一一一 ーーー一一一一 一一一
捕手L時に毎回晴乳器具の殺菌を励行(アルカリ洗剤での洗浄も行う)

生菌剤 未加熱の初乳には!乳酸菌製剤を混ぜて給与している
ー一一一ーー一一一 一一一 一一一一一一一一一一一一ー一一
加勲済の冷凍初手しを湯煎給与 パケットミJレ力ーのメンテナンスも行う

全乳の明暗乳ロポット給与機の導入を検討している

分娩後量初の初乳lまパケットミル力ーで搾乳後未加勲給与している

糖度計を用いて繍度20以上の初乳のみ加黙給与.子牛の事故率低下し 個体販

生菌剤
売の収益が向上した.分娩管理マニュアルを整備.帳票も運用し易さ考え，改

ITを行っている.初事L抗体価上げるために分娩前の母牛へのワクチン接種も

行う.
一一一一一一ー一一一一

生菌剤 全乳時有育，力一フハッチを活用
一一一一一一ーーーーーーー一ーーー一 一一一 一ー一一一一
冷凍ストッ力一2台活用。移行乳は20'/X酪農洗剤容器で冷;車保存
ーー 一一 一一一ーーーー一一一一一一一一一一一ー一一一一
カーフハッチを活用 個体感染リスヴ減少の取り組み基を行う

子牛の損耗を防ぎ産次数を増やすことが生乳生産の盤維持につながり 酪

哩軍~'l~空費'f'.1JrJJ. ど):]と l三tj:J> 一一一ー一一ーーーーーーー
子牛に飲ませる生事Lは全て加黙して給与を徹底図っている

生菌剤 全乳哨育。不足時パルヲ乳を加熱給与している

全乳岡高宵を行うことでi 液状飼料代の低減を鼠みている

加熱装置の処理時聞が長いことが不満である

糖度20以上の初乳を冷濠保存給与することで事故が減少した

力一フハッチを活用 輔乳器具洗浄等衛生に留意している

初乳は未加熱給与，ホルスヲインのオス子牛は全乳晴膏を実施

力一フハッチを活用I 捕手L器具洗浄等衛生に留意している

子牛の事故が減ったが，診療点数での効果を知りたい
ー ー一 一一 一ー ー ー ー一 一 一 ー ー 一 一 一 ー ーーーー一一 一一
移行事L給与のため一日6図加黙装置を作動させている
一一 一一 一一一一一一 一一一一 一一一ー一一一一一一一一一
牛の状態に変化がない(下痢が減少しない)

割合は 47%，移行乳の加熱給与は 93%であった。また，聞き取り調査によると初乳・移行手しし、ずれも加

熱して給与している割合は 40%あり，つなぎ飼いの特徴として，分協頻度がフリーストールと比較して

少ないため，加熱装置の利用が飼養管理の中に取り込み易かったことが要因として挙げられる。

一方，フリーストールでの飼養形態の特徴としては， 1戸あたりの平均搾乳頭数が約 169頭であり，

初乳の加熱と初乳・移行乳共に加熱している戸数は 33%とつなぎ自動、を下回っていた。移行乳の加熱は

82%であり，初乳の加熱よりも，これまで廃棄していた移行乳を加熱給与することで，液状飼料代の低

減によるコストの削減を図ろ うとしていた。聞き取り調査によると， 2013年 4月以降の飼料購入費の
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子牛に対する初乳加熱給与の技術普及に関する一考察(安田 ・牛崎・高木・久保田 ・鐙谷・赤間)

高騰も，移行乳の給与割合を全体として 88%に押し上げた。加熱済の移行乳に生菌剤等を添加して給与

する酪農家が 5戸あったことも特筆される。

いずれの飼養形態においても，初乳を非加熱で給与している農家は，母牛の分娩後，パケットミルカ

ーで初乳を搾乳し，晴乳瓶に移し替えておおむね6時間以内に子牛に給与していた。初乳を加熱する酪

農家においては，分娩後初乳を加熱し給与するものと，加熱済初乳を湯煎解凍後給与しているものがあ

った。

標茶町の日甫育管理の特徴として発酵初乳の活用が多いことも挙げられ，今回調査した 24戸のうち 9

戸が発酵初乳を給与していた(表 3)。母牛が分娩した後の 5日間の乳は，免疫グロプリンや各種ビタミ

ンが豊富に含まれるが，出荷には適さない余剰の乳となってしまう。個体差があるものの， 1頭当たり

約 50~100kg の移行乳が出る。 子牛が消費する分を差し引いた 25-50kg の移行乳を活用したのが発酵

初乳である。発酵初乳は常温で 1か月ほど保存が可能であり，年間平均気温が 5.30C(2012年)と冷涼な

気象条件の標茶町では， 20年程前から発酵初乳の普及が進んでいた。移行乳を加熱して発酵初乳にした

場合，大腸菌等の汚染がない状態で発酵が進むと考えられ，発酵初乳の変敗が減少し「品質が安定したJ

としづ酪農家(サンプル番号 16)があったことからも，旧来からの発酵初乳利用酪農家も移行乳の加熱処

理を促進していた。

表5には晴育管 表 5 n甫乳管理の取り組み内容

理の取り組み内容

について，取り組

み開始時期を加熱

装置導入前と後に

分け，さらにそれ

らの晴育管理にお

ける意義を示した。

取り組みの内容
取り担岬翻始時期

加熱装置導入前 加熱装置導入後

-力ーフハッチの活用 。
-パケッ トミルカーのメン7ナンス 。
ーー一ーーーー ー一 一ー ーーー 一一ーーーー
-晴育器具の洗浄I 殺菌 。

ー一一ーー ー

-発酵初乳の利用 。
一ー一一 ーー ーー-ーーー

-糖度の測定 。
一一一一ーー

-分娩管理マニュアル整備 。
-母牛へのワウチン接種 。
-加黙済初乳の冷;車保存，湯煎給与 。
資料聞き取り調査(2013年 7月， 10月)より作成。

同署膏管理における意穫

病原菌 ・ウイルスの個体感染を防止

搾乳機器由来の乳房炎橿患リスクの低減

晴育器具の汚れに由来する疾病リスヲの低減

-余剰初乳!移行乳を長期間常;星保存

-液状飼料(粉ミルヲ)購入賓の削減

免疫グロプリン含量の確箆(品質の確認)

従車員の曹理レベJレの統一を図り 事故防止を図る

疾病リスヴ低減と初事L中の抗体価をよげる

初乳由来の病気感染リスクの防止

加熱装置導入前からの取り組み事例としては，カーフハッチの活用，初乳を搾るパケットミルカーの

ゴム，チューブ、類を含めた部品の交換や洗浄などのメンテナンス，日甫乳バケツや哨乳瓶等の洗浄 ・殺菌

等が挙げられる。これらを行うことで，①子牛聞の病原菌やウイルスの感染防止，②搾手嶋器由来の乳

房炎リスクの低減， ③晴育器具の汚染に由来する疾病リスクを低減することが可能となる。また，発酵

初乳の給与も加熱装置導入前より普及が進んでいたことは既に述べた。

加熱装置導入後の新たな日甫育管理の取り組みでは，初乳の糖度計による測定が挙げられる。これは，

初乳中に含まれる溶固形分の含有量(Brix値)を測定することで，給与する初乳の品質を確認することで

ある。 加熱装置導入後に農業共済組合の獣医師が情報誌や診療時に酪農家に情報提供したことにより，

2戸が継続的な取り組みを行っていた。

サンプル番号9の法人経営においては，外部コンサノレタントからの提案で『分娩管理マニュアノレ』を

整備し，①分娩管理(自然分娩を心掛ける，介助のタイミング等規定)，②乳熱予防(経産牛へのカルシウ

ム剤の給与等)，③胎盤停滞予防，④適切な初乳給与の実施の 4項目を規定している。特に，適切な初乳

の給与については，ア)出生後 6時間以内に Brix値 20以上の初乳を 3Q以上給与すること，イ)給与した

初乳について，給与時間，給与量を記帳し履歴に残す，ウ)搾乳した日付，牛の番号，初乳の Brix値の

記録 ・保存方法，エ)Brix20以下の初乳は廃棄も しくは，加熱後適切に給与する牛を選定して給与する

こと等を規定している。この農場においては，飼養頭数の拡大による事故の要因を，分娩や日南育に携わ
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る従業員聞の技量の差にあることに着目し，作業の適正化を行うためにこのマニュアルを導入した。記

帳した帳簿は，一定の年限を定めて保管している。そのほか， この法人経営においては分娩前に母牛に

ワクチン接種を行うことで，疾病リスクの低減と初乳の抗体価を上げる取り組みを行っていた。

サンプル番号 18の家族経営の酪農家においては， 2012年より全ての初乳について糖度を計測し Brix

値 20以上の初乳のみを加熱， 500mlのベットボトノレ容器に小分け ・冷凍保存を行い，分娩時に冷凍初

乳を湯煎し生まれた子牛に給与していた。

(2)初乳・移行乳加熱装置の課題と要因解析

表 3の日甫育管理の課題のうち，加熱装置を使用している酪農家から指摘された加熱装置に対する課題

について，内容と要因について表 6に示した。課題は，加熱装置の処理時聞が長いという「装置の機能

要因」によるものと，下痢が減らない，牛の状態に変化が見られないという「酪農家への普及方法Jに

分けることができる。

加熱装置の機 表6 初乳・移行乳加熱装置の課題

能要因については，

加熱装置はパッチ

式を採用しており，

60
0Cの温度を 30

課題

加熱装置の処理時聞が長い

牛の状態に変化がない

(下痢が減らない)

要因

加熱装置はパッチ式を採用，60'cの温度で30分保持する。60'Cの温度に到達さ

せるために20分以上経過する様に『乳及び乳製品の成分規格等に関する省令』

にて規定。

初乳を6時間以よ常温で放置，細菌数よ昇等変敗した乳を加熱給与司加熱装置

の使用方法や，前提条件等普及方法に課題

分保持することは 資料聞き取り調査(2013年 7月， 10月)より作成。

先に述べた。これは，殺菌効果を上げるため殺菌温度に到達するまで 20分以上の時間をかけた直線的

昇温の予備殺菌を規定した 「乳及び乳製品の成分規格等に関する省令」に準拠した機能を採用している

からである。表 4に示した調査農家全体の初乳の加熱実施割合が 40%に留まる最大の要因として，処理

時間の長さが考えられる。これを克服するためには，加熱装置の機能のみでなく ，表 5に示した晴育管

理を総合的に取り組むことを訴求する必要がある。また，加熱装置を使用することによる効果を科学的

に示すことが必要である。

次に，子牛の状態に変化がないという回答をした酪農家には，加熱に用いる初乳の状況の確認を行っ

た。その結果，これらの酪農家は，初乳を 6時間以上常温にて放置し，細菌数の増殖等変敗した乳を加

熱給与している可能性があることが判明した。このことから，取り扱う乳の衛生管理や加熱装置の機能

だけでなく，子牛の適切な飼養管理を含めた普及方法に課題があると指摘できょう。

そのため筆者らは 2013年7月に，役場，農業共済組合，農業改良普及センター，農協と加熱装置の

製造メーカー(0社)とで加熱装置，日甫育管理普及の課題について検討を行い，関係機関連携による聞き

取り調査で得た結果について，各機関が独自に検討，対策を行うよりも横断的な検討を行い，各機関連

携による対策を行った方が酪農家に効率的・効果的に情報を伝達する事ができると判断した。そのため，

各機関が持つ課題を出し合い，対策の課題V課題解決の優先順位や目標を確認するために特性要因図 7)

を作成した(図 1)。はじめに，各機関より町内の晴育管理と加熱装置普及についてそれぞれ課題として捉

えている事柄についてキーワードの確認を行った。なお，図 1の各機関の並びについては，子牛の個体

販売業務を通して，各酪農家の日甫育育成の飼養管理と市場での個体販売価格等市場に一番近い農協を右

に示し，次に飼養管理技術の指導啓蒙，もしくは診療を行う農業共済組合と普及センター，政策を企画

実施する役場，そして市場から遠い O社の順に示した。さらに，各機関共通の課題については，図の上

部に示した。O社を除く機関の共通課題としては，①子牛の損耗を減らしたい，②予防的措置を講じ損

耗を減らすという 2点が挙げられた。また，表 6に示した酪農家が挙げた加熱装置の課題と各機関が挙
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げた課題に対応する課題について，図 1中に「※」で示した。

。社 役場 農業共済組合普及センタ L 農協

子牛の損耗減らしたい 子牛の損耗減らしたい 干牛の損耗滋らしたい

子牛の病気は分からない 予防的措置講じ損耗減らす 予防的措置講じ損耗減らす 予防的措置講じ損耗減らす

農家へ使用方法説明に苦慮 町肉酪農家の離農止めたい 加熱装置の仕組みが不明楽 加熱装置の仕組みが不明栄

農家が使いこなす方法ないか※ 晴育について指導できない 『初乳の価値J普及したい 増体率を上げたい

指導機関と情報交換が不得手 普及の課題を明らかにしたい来 農家が使いこなす方法ないか※ 他産地との競争に勝ちたい

晴育について聞かれるのが怖い 精度の高い調査行いたい 他地域の取り組み状況が分からない 子牛個体販売価格上げたい

単独での取り組みに限界感じる 加熱装置稼働状況を把握したい※ 経済効果を明らかにしたい

図1 特性要因図(初乳・移行乳加熱装置，晴育管理普及の課題と目標)
注)農協の課題は酪農家の意見を代弁，他機関は固有の意見である。
資料:2013年 7月開催合同打合せ時の情報交換内容をもとに作成。
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0社は，搾乳機器を中心に機器の製造やサービスを行ってきたが，生産現場の「初乳管理」の衛生的

改善の要求を受け加熱装置の開発を行った。しかしながら，加熱装置の使用方法や晴育含めた子牛の健

康管理についての情報収集，情報発信は不得手であり，課題で、あった。

役場においては，子牛の損耗を減らすための予防的措置を加熱装置の普及で講じることで，離農を食

い止めたく，そのために精度の高い調査を行うことの必要性を課題として挙げた。農業共済組合，普及

センターは子牛の損耗を減らすために，加熱装置の仕組みや初乳の価値についてその応用方法を含めた

情報を酪農家に届けることが必要であることを課題として挙げた。これは，表6に示した酪農家が挙げ

た課題に対応するものである。農協においては，各酪農家の飼養管理のレベルと市場で、の個体販売価格

の関係を明確に把握しており，子牛の損耗を減らすことや増体率を上げることで子牛の個体販売価格を

高めたいが，加熱装置の也組みが不明であることと，加熱装置の導入による経済効果を明らかにする必

要性を課題として挙げた。

図1の特性要因図を作成した成果として，①各機関の札織の特性からそれぞ、れの持つ課題を認識する

ことができた点と，②課題の解決策の共有と役割分担の明確化を共に認識することができた点が挙げら

れる。これらの成果により，初乳・移行乳の加熱給与としづ新たな飼養管理を酪農家に普及するために，

各機関連携による取り組みが不可欠となった。次節においては，各機闘が連携しての取り組み事例とし

て①広報活動，②加熱装置使用動向把握のための調査，③講習会の実施について述べる。

4.課題克服の試み

加熱装置普及の課題として， r装置の機能要因jによるものと，下痢が減らない，牛の状態に変化が見

られないという「酪農家への普及方法」の課題があることが分かった。これらの課題を克服する試みと

して，白防協議会は以下に示す三つの普及活動に取り組んだ。

第一に，各機関の広報媒体を用いて加熱装置を使いこなしている酪農家の声や下痢等の疾病を軽減さ

せるため，加熱装置の活用や糖度計による初乳の品質確認、実施の重要性について記事として掲載した。

農業改良普及センターは 2013年 1月に，加熱装置の活用と初乳の糖度計測lこついての啓蒙記事をホー

ムページにて公開した。また，農業共済組合は 2013年 7月に農業共済新聞に標茶町内で加熱装置を使
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用し，伝染病予防に取り組む酪農家を記事にて紹介した。このように，各機闘が情報を発信することで，

加熱装置の活用を個々の酪農家に促した。

第二に，自防協議会として加熱装置の使用動向の調査を連携して行うことで普及の課題を各機関と共

に把握した。調査は， 2013年 7月と 10月に行い，各酪農家の晴育管理の形態やどのような疾病の発生

で困っているのか，聞き取りを行いながら晴育施設の衛生管理に由来しているのか，もしくは晴乳器具

の汚染に由来しているのか等，具体的な改善点についての'情報を聞き出し，その場で回答する方法で個々

の酪農家に伝達した。また，同様の問題を抱える他の酪農家の取り組み方法について，加熱装置活用の

ほかに，分娩管理や晴育育成管理等，具体的かっすぐに取り組める方法等も酪農家に伝達した。

第三に，自防協議会が町内の各酪農家の晴育管理の取り組み動向と，加熱装置の活用方法について共

有しあう講習会を企画し， 2013年 12月に実施した。これは，各酪農家が哨育管理で困っていること，

加熱装置を使用する際の不明点や晴育管理上の困難をどのように解決しようとしているのかの取り組み

事例等の意見を出し合い，個々の疑問点の解消を行うことを目的とした。

酪農家においては，耕種作物と違い，搾乳手順や晴育管理方法まで個々の酪農家の作業形態が違う。

そのため，筆者らは画一的な情報の押し付けでなく，各酪農家が納得して初乳・移行乳の加熱給与とい

う新たな飼養管理を取り入れるため，具体的な事例や解決策を含めて，各機闘が情報を共有化し連携し

て情報を伝えた。これら連携した普及活動の試みの結果，三つの効果が出た。第一に，酪農家に伝わる

情報が複数機関の見識が加わることで、多面的になった。第二に，情報共有の過程で、各機関の相互理解を

図る枠組みもできた。第三に，加熱装置を継続的に使用している酪農家において農業共済の子牛への病

傷支払が減少する等経済効果を見出すことができた。これらは，各機関と酪農家の意識に変化が起き，

加熱装置に対する各機関の疑問点が徐々に解消されてきていることに起因するものと推察される。

5.まとめ

本稿は，北海道標茶町を事例に町を挙げた子牛の初乳給与改善とその普及について現状と課題を明ら

かにした。はじめに，初乳・移行手L加熱装置の使用動向をつなぎ飼いとフリーストーノレの飼養形態別に

確認した。つなぎ飼いにおいては，分娩頻度がフリーストールに比較すると少ないために，初乳の加熱

給与を約半数の酪農家が行い，移行乳についてはほぼすべての農家が加熱給与を行っていた。フリース

トールにおいては，分娩頻度が高いため移行乳を加熱給与していた。液状飼料価格の高騰もこの動きを

加速させていた。年間の平均気温が約 5
0
Cとし、う冷涼な気象条件を活かして発酵初乳の給与が 20年程前

から普及していたことも，加熱装置の使用を牽引する要素となっていた。

次に，町内の日常育管理の取り組みとその意義について，加熱装置の導入前から行われているものと，

導入後に新たに取り組みがなされたものと分けて確認した。加熱装置導入は，初乳や移行乳を加熱給与，

また冷凍保存して湯煎給与するとし、った病原性リスクを低減させる取り組みのほかに，母牛にワクチン

を接種することで初乳の抗体価を高めたり，糖度計を用いて初乳中の免疫グロプリン含有量を確認する

といった初乳の品質確認を含めた精度の高い晴育管理をもたらす等，初乳の加熱給与だけでなく，他の

予防対策を積極的に行う経営を見出した。しかしながら，加熱装置の機能要因と酪農家への普及方法の

二つの課題があった。これらを克服するために，自防協議会の各機関は連携して広報媒体を使った加熱

装置を使いこなしている酪農家の声を紹介した。次に連携して個々の酪農家を調査することで，加熱装

置の使用を促すのみでなく，各農家の晴育に関する課題について各機闘が具体的にかつ早急に取り組む

ことのできる情報を提供した。また，合同の研修会を実施し，加熱装置を使用する際の不明点や晴育管
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子牛に対する初乳加熱給与の技術普及に関する一考察(安田・牛崎・高木・久保田・鐙谷・赤間)

理の取り組み事例の意見を出し合うことで，個々の疑問点の解消を行った。このことで，酪農家に伝わ

る情報が複数機関の見識が加わることで、多面的になった。また情報共有の過程で各機関の相互理解を図

る枠組みもできた。さらに，農業共済の子牛への病傷支払が減少する等経済効果を一部，見出すことが

できた。

標茶町の取り組み事例より，新たな飼養管理の技術を酪農家へ効率・効果的に伝達するためには， I連

携」する各機関が共通する目標に対して，①横断的な各機関の役割分担を明確にし，②各札織の進捗状

況を含め情報共有の体制を構築し，③課題解決のための行動の把握と情報共有がなされる必要がある。

先行研究においては， I連携jの枠組みの重要性を述べているが，標茶町の取り組みにおいては，特性

要因図により酪農家が持つ課題と各機関が持つ課題と目標と役割分担を明確にした。なお，各機関の連

携を契機とした酪農家の採択行動，搾乳頭数区分別の使用状況，経営の実績値に基づいた技術普及の効

果等を分析することは，残された課題としたい。

註

1)牛白血病ウイルス感染を原因とする地方病性牛白血病と病原微生物が不明な散発性牛白血病の総称。

わが国では家畜伝染病予防法の届出伝染病に指定されており，対象動物は牛，水牛。数年の潜伏期

の後に元気消失，食欲不振，下痢，便秘などの症状を示し，数週間で死に至る。治療は行われない。

2)マイコパクテリウム属のヨーネ菌(Mycobacteri・'umavium subsp. paratuberculosis)の感染によって

起こる慢性肉芽腫性腸炎である。家畜伝染病予防法における法定伝染病。感受性動物は牛，羊，等

の反須類。分娩 1戸数週間後の発症が多く，慢性的な下痢，削痩，泌乳量の低下を呈し，発症数ヶ月

から 1年以内に死亡する。治療は行わずに淘汰する。

3)動物の皮膚，消化管(腸)常在菌(腸内細菌)であるブド、ウ球菌の一つ。ヒトの膿蕩等の様々な表

皮感染症や食中毒，また肺炎，髄膜炎，敗血症等致死的となるような感染症の起因菌でもある。

4)単独で肺炎を引き起こすほか，他のウイルスや細菌と複合的に感染し，牛呼吸器複合病を起こす主

な病原体としても知られている。

5)大腸菌のうち，特定の病原因子を有する菌あるいは混合感染により， u甫乳牛の下痢症と新生子牛の

敗血症を起こす。重要な発病要因として初乳摂取の良否があげられる。

6) Goddenら [3J，赤松ら[1]，平岡 [4Jによる。

7)原因が結果にどのような関係で影響しているのかを整理した図である。 1952年に東京大学の石川磐

教授が考案した。製造の現場で用いられることが多い。詳しくは富士 [2Jを参照のこと。
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Abstract 

百出 s旬dy，based on an extension scheme originated by a public inducement at Shibecha town， 

Hokkaido， Japan， foc田 edon revealing the meaning of and challenges to improving colostrum management 

白roughthe in仕oductionof fi巴edingpasteurised colostrum. First，也epublic scheme for the in位oductionof 

new colos仕umm姐 agement，such as feeding paste町izedcow colostrum to calves， was aimed at m血imizing

infectious diseases， such as Johne's disease (paratubenωlosis) and bo羽neleukemia. Second， we compared 

two groups， farmers keeping animals in stanchion barns with those keeping anirnals in企eestall barns.百le

number of anirnals in the second group was 1紅ger，so也e企equencyof p紅同d討onof darns was higher. 

Farmers ofthe first group tended to utilise a pasteuriser， a device which pasteurises cow colo甜 um，more than 

the second group. Third， a cross-functional team formed by co-opぽativeo:fficers， extension 0宜icers，

veterinarians， town o:fficers and eq山pmentdealers， provided multi-dimensional information regarding feeding 

pasteurised colostrum， which can be speedily implem巴ntedby farmers 

This study showed that in extending new techniques in the field， the cooperation of multiple 

or伊国ationssurrounding da町 白rmersis needed.百leymust all share血esame objectives， goals and cycle of 

work during the process of extension for the individual farmer. 

(受理日 2014年5用29日)
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