
昭和 59年度シンポジウム討論要旨

乳牛の群管理システムを考える

昭和5咋度シンポジウムは「乳牛の群管理シス

テムを考える」のテーマで，昭和 59年 12月 5日

(水)，午後 1時から，北海道大学農学部大講堂

において開催された。朝日田康司氏 C北大)，西

埜進氏(酪農大)を座長とし，近藤誠司氏(乳牛

の群行動と管理:北大)，干場信司氏(乳牛の群

管理施設:北大)，柏木甲氏(群管理用試験牛舎

の設計上の特徴と使用方法ならびに試験の方法:

北農試，現北海道オリオン(樹)の話題提供ならび

に参加者による討論が行なわれた。話題提供の内

容は，前号(19-号)に掲載されているが，以下の

要旨は当日の討論から取りまとめられたものであ

る。

座長(西埜):近藤先生の発表された「乳牛の群

行動と管理J~L関する質問をお願いします。

糟谷(上川農試): 100頭と 30頭の関係は分っ

たのですが， 30頭と 15頭とではどちらがよろし

いのでしょうか。

近藤:群の行動上の特性からいけば， 2頭以上，

30頭以下であれば，ほとんど同じであろうと感じ

ております。ただ，管理面の都合上，施設とか労

働集約性の点から考えて， 30頭以下iとすると今度

は逆に群ばかり増えてしまうという乙とになると

思います。

糟谷:そうする15頭の群でもいいという乙とです

ね。

近藤:そのあたりは経営の都合によってきまって

くるのではないかと思います。行動上は問題ない

と思います。

相木:群構成ないしは群の機能の問題で，行動の

斉J 性をとりあげていましたが，最近の群管理の

方法で，採食行動の斉一性を人為的にくずすよう

な管理，いわゆる不断給飼とかコンピューターコ

ントロールフィーダー CCCF)とかがあります

が，乙れらの関係で，群管理を新たに究明しなけ

ればならないのではという気がしますがいかがで

しょうか。

近藤:現在の群管理技術の中で，斉一」性と相反す

るような群管理システムが出てきているという問

題ですが，実際に CCFの試験を行なってみて，

また，ストーノレの数などの問題から考えてみて，

先程の 3つの群行動の特J性のうち，行動の斉_..j性

というのは，比較的くずれやすいのではないかと

思います。もともと一斉に採食したり移動したり

するというのは，おそらく，一番最初の目的であ

る防衛機能から生まれてきたのではないかと思い

ます。群から遅れたら食われてしまうといった乙

とから残っている乙とではないかと思います。だ

から，少しいじってやると割と簡単にくずれてし

まうという面があるようです。全体の考え方とし

て，群行動本来の独特のパターンと群管理技術と

いうのがど乙で接点があるのかという問題になり

ますが， 1つはそのパターンを壊してしまうとい

う乙と，例えば，社会性を壊すためにフリースト

ールを採用するとか，斉J 性を壊してCCFで給

飼するといった方、法と，もう 1つには，それらの

パターンをいかして， 1頭あたり乙れだけの個体

間距離が必要だから，これだけの頭数が収容でき

るといった方法があるのではないかという乙とを

漠然と考えています。

岡本(新得畜試):先程のお話しで，新しく群が

形成されるのに，色々な手続きがあって，約 1週

間かかるという乙とでした。乙れは，全然別々の

と乙ろや 2頭ず‘つの群などから牛を集めてきて新

しく群を形成する場合ですが， 1っすでに安定し

た群があって，そ乙に新しくメンバーが加わる場

合に，その群が安定するまでに，はたして 1週間
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かかるのかどうか。乙の場合，新しく加わる牛が，

その群に比べて小さいような場合と，比較的強そ

うな場合とで違ってくるでしょうけれども，もし

御存知でしたら教えて頂きたい。

近藤:実際に実験を行なっている時に， 1頭故障

を起乙して一斉に群にできなかった場合がありま

す。その子牛を，後から群lζ入れた場合，非常に

早く群は安定します。なぜ早し 1かという問題です

が， 6'頭個別飼いにしていたものを 1群にした場

合，何もないと乙ろから作らなければいけない訳

ですが，すでに行動性等の土台がある所に組み込

まれる場合には，非常に容易な手続きではなし1か

と考えております。

座長:干場先生の発表された[乳牛の群管理施設」

に関する質問をお願いします。

上回(共済薬事):蹄の病気の比較が出ていまし

たが，股関節脱臼等の比較について教えて頂きた

しiO

干場:私が見ました資料に関しては，そのような

資料は見つかりませんでした。

座長:柏木先生の発表された「群管理用試験牛舎

の設計上の特徴と使用方法ならびに試験の方法」

に関する質問をお原郎、します。特になければ，と

のまま総合討論に入りまして，その中で質疑応答

をお願いしたいと思います。

座長(朝日田):総合討論に入ります前~L，柏木

先生の話題提供に関しまして，メーカーの立場か

ら何か補足する事がありましたらお願し 1します。

梅津(北海道オリオン):今回の会報lζ書かせて

頂いた中で，本質的に牛飼いの要素に欠けるんで

はないかという失礼な書き方をしている箇所があ

りますが，乙乙では，近藤先生のお話しにもあり

ましたように，牛を知るというとと，牛を飼うた

めには牛の親分にならなければいけないんではな

いかという乙とを書きたかった訳ですo それから，

施設の方で若干付け加えますと， ドアフィーダー

ですが，私自身はまだ完成したものとは思ってお

りません。乙れからは，コンプリートフィードと

言いますか，混合飼料というものが主体になって

くるのではないかと思われますが，今の施設では，

どうしても盗食等によって，実際に牛の胃袋に入る

るものと計算値とが違ってしまう。コンピュータ

ーでいかに正確に計算して給飼しでも，実際に牛

の胃袋に入るものがかなり違っていたので=は何に

もならないという乙とで，ドアフィーダーが開発

された訳ですが，現在の機械は，施設面で高いと

いう乙とと，管理上の問題点から，実際の酪農家

向けではないと感じています。乙の点につきまし

ては，機械屋サイドで今後改良して行きたいと思

いますD それからもう 1点，今回の会報の52頁の

乳牛管理システムについてですが，北農試の場合，

システム的にと言うより予算の都合上，各施設と

コンピューターのオンラインという乙とをしてお

りません。それぞれの制御部とコンビューターは

切り離して，取ったデータを後からコンピュータ

ーでにインプットして演算するという形になってい

ますが，今一般に農家から要求されるのは，コン

ピューターと各機械とのオンラインという乙とで

す。ところが，専門家でもなかなか使いこなせな

いのに，農家の段階で各機械とコンピューターを

オンラインしてはたしてうまく行くだろうか。コ

ンビューターは，あくまでも各データに基づいて

演算するだけ，演算したものは各制御部にインプ

ットするという形の方が良いのではないだろうか

と考えております。

座長:ありがとうございました。それでは，総合

討論に入りたいと思います。まず最初に，本日の

話題提供の中で，近藤先生は牛群というものの考

え方を，社会的群れ，群れj士会という言葉を使っ

ていた訳ですが，乙の点は，近藤先生の報告の骨

子をなす所だと思います。しかも，群というのは

適応機構を持っており，そしてまた，その群を構

成している個体に対する環境でもあるという 2面

性がある。その群の行動の反応機序を把握した上
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で生産効率を考えるべきだという乙とだったと思

います。一方，干場先生は，多頭飼育化に伴う群

単位の乳牛管理というととで，その場合の群とい

うのは，近藤先生の言われる群とは若干違うので

はないかと思います。しかも，干場先生は，家畜

側の要求l乙答えた群管理システムへの到達という

乙とも言っておられます。その辺が，本日の群管

干場:私は，群管理を多頭管理と捉えていた点が

あります。それで，近藤先生が述べられたような，

個でなくて群であるから変わる状況という事に関

して，確かに考慮していなかった点はありますが，

施設を考える時に，乙れまでも人間サイドから家

畜サイドに押し付けてきていて，群としての動き

から施設を決めてきた事は非常に少ない訳です。

理システムを考える場合のまず基本的な考え方で， それが必ずしも良いという事ではありませんが，

そ乙をどう整理するかというととになろうかと思

います。その点につきまして，話題提供の先生方

~C ，それぞれの御意見をお願いして，その中から

集約していきたいと思います。

近藤:私自身の話のポイントは，放し飼いで群飼

にした場合に出てくる特別と言いますか，独特な

状況というものがあって，その反応機序を理解し

た上で管理技術を考えて行くべきではないかとい

う事だった訳です。それに対して干場先生は，群

単位と言いますでか，概念としての群として扱って

いて，その中でシステムというものを考えて行乙

うという乙とで話をされている。柏木先生は，実

際の具体例という形でのお話でした。干場先生と

私で基本的に群というものの考え方が違う訳です

が，私自身は，例えば乙乙に 100頭の乳牛がい

て牛舎に入っている。乙れが，つなぎ飼いにされ

ている場合と放し飼いにされている場合とで，技

術的にどのように違ってくるだろうかという乙と

を考える訳です。概念としての群であれば，つな

ぎ飼いであろうとなかろうと搾乳牛群というのが

あり，乾乳牛群，若牛群といったものがある。そ

の場合の技術というのは，非常に極端な事を言っ

てしまえば，今ある20頭， 30頭の牛群での技術

を発展させて行くことで，ないしは今ある技術で

解決できる問題でないだろうか。放し飼いにした

時に初めて従来の技術でおさえられない面が出て

来てしまうのではないか。そう考えた事が，私の

本日の本題でもあり，また研究の中心的な課題で

もある訳です。

多分乙れからも，そういう傾向が強いと思います。

それから，群管理を考える時に，個から群に変っ

たからという事だけで決まってくる問題は，それ

ほど多くはないだろうと考えていましたので，そ

の点について，割合無視したという面があるかと

思います。それから，頭数が変っても空気環境は

変わらないのではないかという点ですが，基本的

な望むべき空気環境は変わらないと思います口し

かし，理想的な空気環境を維持するための管理の

仕方は，頭数が変化すれば変わらざるを得ないと

思いますし，大きく変わると思います。けれども，

それは連続的ではないだろうと考えます。

柏木:群管理システムを放し飼いを中心に考える

場合には，つなぎ飼いの場合と違って解決しなけ

れJまならない問題点が多いと思います。

座長:どうもありがとうどざいました。今のお話

しで，近藤先生も干場先生もあまり違わないよう

な気がしてきました。家畜側の要求に答えた群管

理について，それが群れ社会というような点につ

いても，今後考えて行かなければならないだろう

と言うことだと思います。そ乙で，群管理という

ことに対して御意見を出して頂きたい。

上山(北大):家畜の適応性と言いますか，近藤

先生のお話しの社会適応性と言った事に関連する

と思いますが，例えば，育成時期に群で管理を行

なった場合に，牛によって個性があっていろいろ

と違った行動が出てくると思います。そのような

違いが，実際に生産に従事するようになった場合

にどうなるのか。もし，育成時の癖というものが
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最終的に生産段階にまで持ち込まれるのなら，子

牛の時l乙群管理l乙適さないものは，その時点で淘

汰してしまった方が良いという考え方も，極端な

場合，出来ると思いますがいかがでしょうか。そ

れから，干場先生にお伺いしますが，アメリカあ

たりで群管理というものが，非常に広く行なわれ

るようになってきている訳ですが，育成時におけ

る管理施設と，搾乳というような生産段階におけ

る管理施設との関連性について，先程の慣れとも

関連しまして，何か研究がなされていますでしょ

うか。

近藤:いわゆるなれとか個性差という問題は，他

の様々な問題とも関連して，非常に難しい問題で

す。個体差に関して言いますと，これから頭数規

模が増えてきて，群の中の個体管理自体がコンビ

ューターを利用してようやく出来るような状態に

なって来るとすれば，個体差の大きい牛群は，生

産面ではなくても，行動面でも好ましくないと思

います。育成段階で非常にユニークな行動をする

ような牛やどうしても群になじまないような牛は，

淘汰されるべき運命にあるのではないかと考えま

す。もう 1点，適応とか順応と言った問題ですが，

牛自体は非常に順応性の高い，何にでも大体なれ

てしまう動物だと理解しても良いのではないかと

思います。それと非常に似た問題ですが，学習の

問題があります。子牛の時に一生懸命撫でたら，

生産的には直接結び、つきませんが，成牛になって

からも扱い易い牛になるのではないかという事で，

毎日くり返し牛を撫でたという実験があります。

しかし，乙れは簡単に消えてしまいます。学習と

いうのは，くり返し何度でも施さないとすぐ消え

てしまいます。学習と順応をどう区別するかとい

う問題はありますが，乙のような訓練自体を実際

の管理技術として生かすには，もう少し研慣が必

要だと思います。

干場:若牛の段階と成牛の段階で目標が違うと言

いますか，若牛の段階の最大の目標は健康に育て

る事であって，成牛の段階では，いかに乳を生産

するかという事になるかと思います。それで，子

牛をできるだけ健康で，自由に能力を発揮させ得

るような牛に育てるという意味で，色々な施設，

例えばカーフハッチであるとか，その次の段階，

また次の段階というふうに施設を考えて行ってい

るのだろうと思います。ですから，目的が違いま

すので，子牛の時乙のような施設で飼ったから，

成牛の時乙うなったという事にはならないと思い

ます。ただ，例えば，外でカーフハッチのような

施設で飼った子牛が，成牛になってコールドパー

ンにも適応しやすいという報告はあります。しか

し，私が見た限りでは，例えばカーブハッチで飼

っていた子牛が，必ずしも成牛になってコーノレド

パーンで飼われている訳ではありませんし，必ず

しも子牛の施設と成牛の施設とが関連があるとは

思いませんでした。

座長:今の点は，育成時の管理システムとか生理

学といった観点からの御意見だと思いますが，群

管理という観点から御意見ございませんか。

岡本:私は基本的には近藤先生と同じ考え方です

が，近藤先生のお話しでは，放し飼いにした時の

牛の群としての行動から，新しい管理技術が要求

されるのではなし、かという事でした。放し飼いに

しなければ要求されないのかという事になります

と，いわゆるつなぎ飼いの場合でも，牛がお互い

に顔見知りであるという状況では，それは何か淡

い群れではないかと私は考える訳です。隣の農家

の牛と，自分の牛舎につながれて飼われている隣

の牛とでは，その牛にとっては，群れにならない

までも認識が違うのではなし、かと思いますが，そ

の点はし、かがで、しょうか。具体的には， 1日に 1

~2 回非常に短い時間でもパドック等に出れば，

そ乙でいわゆる群れになるんではなし、かと思いま

すが。

近藤:最後に言われた事がまさにその解答だと思

います。先程，つなぎ飼いと放し飼いとはっきり
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分けて言いましたが，実際，現在の酪農経営の中

で，つなぎっ放しにしている所があるだろうかと

いう事があります。北大農学部の附属農場の牛舎

には，経産牛約2D頭，全部で70頭ほどの牛がいま

す。乙の牛舎はつなぎ飼い式牛舎です。実際には

放牧を加味していますので，特に放牧シーズンは，

つながれている時間の方が短いです。外でパドッ

クにいるか，放牧地にいるかといった形で、すから，

牛舎全体をミルキングパーラーとして使っている

ようなものです。ですから，放し飼い群管理とつ

なぎ飼いとを，実際にど乙で分けるかという問題

が今出て来ている訳です。結局どとで分けるかと

言えば，メインである給飼と搾乳をどのように，

例えば搾乳をパーラーでやっているかノマイプライ

ンないしはバケットでやっているか，また給飼を

1頭ずつ前に置いてやるかCCF等を使ってやる

かといった問題になると思います。ですから，実

際につなぎ飼いといってもかなり群になっている

訳で，岡本さんが最後におっしゃられた通りだと

思います。

座長:次にステージ別の群分けという事が，若干

のくい違いはありますが共通的に出て来ている訳

です。乙の点に関して御意見お願いします。

渡辺(ヤンマー農機):昨年度の現地研究会で十

勝をまわりました時に，最後に見せて頂いたスタ

ンチョン式牛舎のお宅では，育成段階は全部林間

放牧に出しており，非常に良い育成が仕上がると

いう事でした。乙の点に関して御意見を伺いたい。

干場:育成段階と言われたのは，晴育を終えた段

階か，あるいはそれから少したった段階という事

だと思いますが，私の説明の中には放牧の事は全

く入ってませんし，私自身考慮していませんでし

た。それで，放牧に関して特に申し上げる事はあ

りませんが，それにしても，暗育段階とその次の

放牧に出すまでの段階については，例えば，晴育

段階では個々に隔離して飼い，次iζ小数のグノレー

プ忙して飼うというような事については変らない

と思います。

近藤:私はステージ別の群と言いましたが，乙れ

は，管理面等でそのように分けた方が良いという

事で，その場合に，ステージ別の群ごとに，どの

ような行動特性があるかという事を紹介した訳で

す。当然，育成牛の放牧という事もありますし，

乙の場合，御指摘のような林間放牧だけでなく，

例えば共同牧場に預けてしまうという形もありま

す。現実にそのような方法でうまく行っています

し，私自身，群れとしてそれは非常に良い乙とだ

と思います。運動させたら骨も太くなるだろうと

思いますD ただ，今後の経営全体の動向が大規模

化，多頭数管理と同時に，非常に高度な生産性を

求められており，飼料給与も非常に細かく管理す

る必要がある訳です。その意味で，林間放牧等，

栄養学的な出納関係が正確に把握できない場合の

検討がもう少し必要だと思います。

座長:群管理システムの中でのコンビューターの

利用という問題がありますが，その点について御

意見お願いします。近藤先生は，コンビューター

の事はあまり触れられていなかったように思いま

すコがいかがでしょうか。

近藤:放し飼い群飼育において，頭数が非常に多

くなってきた時に初めて生きてくるものだと思い

ます。その段階では，群の中の個を管理するのに，

情報管理方式として，コンピューターは非常に有

効だと思います。現時点で，搾乳牛が30頭，40頭

でコンピューターがし、るだろうか。それよりも，

個体別のカード等を，その農家はきちんと整理し

ているだろうかという事が心配ですし，コンビュ

ーターを入れたら，それで何でも片付くと思って

いるのではないかと思うと，若干不安になります。

確かに， 100頭， 200頭とか，欧米等のように

1，000頭単位で搾乳牛を管理しなければならな

くなった時点で，コンピューターは不可欠なもの

になってくると思います。ただ，人間のカンピュ

ーターと言いますか，乙れは非常にすさまじいも
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ので，例えば， 30頭搾乳牛を持っている人は，牛

舎に入っただけで，様々な事を重み付けしながら

情報を選択して見てしまう。乙の牛は今日は食い

込みが悪かったけれど千可で、もない，というような

事をさっさと判断してしまう。個体の特性，個体

差というものを，頭の中で調整しながら管理して

行く訳です。乙れが，コンピューターで， 100頭，

200頭を管理するようになると，おそらくそれは

なくなると思います。一定の規格の中の乳牛しか

扱えなくなる。いくら生産性が高くても非常に癖

の強い牛等は，その管理の中では切り落されて行

きますし，また，切り落として行かなくてはなら

ッジが溜って排水上の問題が出てくると思います

が，乙の点をどうすればよろしいのでしょうか。

干場:今年の現地研究会で見学しました伊藤牧場

の場合ですと，自然換気で地下ピットという形で

すが，表面に出るスカムといったものは，ほとん

ど出来ていないようです。それがなぜかという事

につきましては良く分かりませんが，換気が十分

なので，嫌気性発酵にならないからとも考えられ

ます。それで，特別問題にならない状態に出来る

のではないかと思います。

渡辺:その点が本当に大丈夫なのかという事を伺

いたい訳ですが，土谷さんいかがでしょうか。

ないと考えております。 土谷(土屋特殊農機具製作所):伊藤牧場の場合，

座長:ありがとうございました口群管理，ステー 予算の関係で十分な施設が出来ませんでしたので，

ジ別の問題，コンピューターと話しを進めて来ま 最初は少しトラブルがありましたが，現在では解

したが，全体として御意見ございますでしょうか口 消しております。発酵しない点に関しては，良く

渡辺:干場先生にお伺いします。コールドパーン わかりません。

の牛舎でスラット方式の場合に，ピットにおける 太田(土谷特殊農機具製作所):ピットの糞尿を

糞尿の撹持，発酵をどのようにするかという事で 汲み上げる時の臭気について現地の方に質問しま

す。乙れを撹持，発酵すれば，当然非常に臭気が したと乙ろ，風の吹いている時に汲出すのだとい

上がり，空気環境が悪くなるのではないかと思、い

ますが。

干場:ウォームパーンでもコーノレドパーンでも，

地下ピットに溜める方法はよく取られていると思

います。ただ，その場合~c，発酵したものがその

まま上にあがってしまいますと相当な臭気になり

ますから，よほど大きな換気量でなければ，舎内

の環境は悪くなると思います。ですから，コール

ドパーンでも相当大きな換気量だと思いますが，

それを，冬のかなり寒い時でも密飼いでカバーす

る方式を取っているのだと思います。処理につき

ましては， 6ヶ月以上溜めれる貯溜槽ですから，

おそらく年に 2回ぐらい，集中的な処理をする事

になると思います。

渡辺:コールドパーンの場合，糞尿槽の撹持をし

ないで，なるべくそっとしておくという管理をや

られているように思われますが，その場合，スラ

うことでした。それから，発酵するかしないかの

問題ですが，あのようなシステムで十分に発酵さ

せて，園場l乙撒いた時に臭いが全くしない程に撹

持することは不可能だと思います。もし，十分捷

持して，圃場lζ撒いた時l乙堆肥臭以外にしないと

いう程度まで発酵を進める場合は，牛を出して発

酵させるか，さもなくば別の発酵槽を設けるとい

うような，別の事を考える必要があると思います口

伊藤(伊藤牧場):スラリーの発酵およびスカム

についてですが.実際設計上のミズもありまして，

撹持等の問題はありましたが，スカム等の問題は

ありませんでした。ただ，最初に少しトラプ、ルが

ありましたのは，オガクズを使っていたからでは

なし1かと思いますD オガクズを使いますと，中の

水分を吸って固くなってしまうという事がありま

したので，オガクズをやめたと乙ろ，それから非

常にうまく行っています。

4
1
i
 

F
h
u
 



寵田(北大，現鳥取大):近藤先生は群管理の中

での個体管理が大変重要であると言われましたが，

特に家畜衛生に携わる者としまして，病気の早期

発見といった観点からも，十把一絡げで良いとい

うのが，けっして群管理ではないと私は思ってい

ます。その個体管理の中でも，群管理になって非

常に重要になって来ますのは繁殖管理で，特に，

スタンチョンではなくて，フリーストールやノレー

ズパーンの場合，発情発見をどうするかという事

は大きな問題だと思います。近藤先生の言われた

カンピューターのようなものが出来れば，あの牛

がおかしいという事がすぐ分かるのでしょうが，

コンビューターシステムで解決するという事があ

るのかどうか，メーカーの方にお伺いします。

土谷:コンピューターでなくても，今我々のシス

テムで行っている乙とで，乳温を常l乙チェックす

る乙とで体温の変動を把握して，発情等の発見を

行なうという方法があります。

曽根(新得畜試):群管理の基本的な事で，将来

的に必ず問題になると思いますし，近藤先生と干

場先生の聞のギャッフ。の 1つだと思いますが，放

し飼いの場合の密度，空間の大きさの問題がある

るのではなし、かと思います。

干場:搾乳牛のフリーストールの場合，ストーノレ

の数の 125%の牛を入れてもかまわないという飼

い方が奨励されています。 100頭分のストールが

あれば125頭入れても良いと言う乙とで，その場

合，牛は一斉に寝る事は出来ない訳で，行動パタ

ーンも変って来ると思います。どの程度まで入れ

る事が出来るかという点に関しては良く分りませ

んので，その辺は，乙れから近藤先生と一緒に研

究して行きたいと思います。

岡本:干場先生のお話しで，各ステージにおいて

必要とされる空気環境の表がありまして，特lと，

熱的環境と衛生環境のどちらが強調されるべきか，

という乙とがステージ別に出ています。乙の中で，

搾乳牛について，熱l乙重点と表現されていますが，

私は，乙の点に疑問があります。乳生産を行なっ

ている牛は，多量の飼料を採食し，体内で代謝し

て牛乳を出す訳で，衛生に重点と書いてある牛よ

りは，単位体重当り，あるいはメタボリックボデ

ィサイズ当りの産熱量がかなり高く，従って，臨

界温度もかなり低いと考えます。また，搾乳牛に

おいても，乳房炎その他の病気の事もありますし，

と思います。干場先生の話しでは，コールドパー やはり衛生的環境を重点に置くべきだと思います

ンでは，環境効果や経済効果を高めるのに，かな が，いかがで、しょうか。

りの密飼いが奨励されています。一方，近藤先生 干場:乙の表は必ずしも適当でない面があると思

の空間分布の研究から，密飼いが，例えば牛にス います。なぜなら，熱的環境と衛生的環境とを同

トレスを与え，ひいては生産性に影響が出るとい 、じレベルで比較出来ませんし，係数化する事も出

う事になれば，密飼いを否定することになって来 来ない訳で，熱的環境の方が衛生的環境よりも重

るのではと感じています。その辺につきまして，

近藤先生と干場先生のお考えをお聞きしたいと思

います。

近藤:非常に重要な問題だと思います。実際に密

飼いの状態であまり問題は出てないようですが，

行動上では，明らかに色々な変化が見られます。

乙れからの研究においては，その要因は単一で考

えてもだめなのではないかと思います。色々な条

件が重なった時に，密飼いの場合，急、に影響が出

要だと言っても，その内容は必ずしも明確ではな

し、からです。それで，今まで考えていたよりは，

乙ちらの方に重点を置いた方が良いのではないか

という意味で書いた訳です。例えば，若牛で衛生

的環境を重点、と書いてますのは，今まで，子牛の

場合に，温かい所で飼うという事が重点に考えら

れていると思われますので，それよりも，衛生的

環境を重点に考えて飼うべきではないだろうか，

という事です。同様に，搾乳牛につきましても，

つ臼
「

hu



衛生的環境はどうでも良いと言う事ではなくて，

最小限の衛生的環境が保てれば，後はむしろ，産

乳に結び、ついて来る熱的環境を重点に，今まで以

上に考えなくてはいけないのではないかと思いま

す。

堂腰(北大):今の事と関連して，また，先程の

密飼いの事とも関連すると思いますが，環境対策

が十分でない設計の所で密飼いにするのは，最低

最悪ですし，その点に関しての注意が必要だと思

います。 例えば，密飼いで牛の出す熱を利用する

場合でも，換気を十分行なう事が大事だと思いま

す。

座長:まだまだ、御意見を頂いて，本来ならばもう

少し討論を行なってまとめをしたいと考えますが，

残念ながら予定の時間も過ぎてしまいました。し

かし，本日のメインテーマは，乳用牛の群管理シ

ステムを考える，という乙とですから，結論を出

そうという事ではなくて，考えたという事で大い

に成果は上ったと思います。ただ，まだまだ話題

にしなければならない点がたくさんあると思いま

す。また，柏木先生は，今回の会報の中で，今後

求められる研究は個体能力を十分発揮できる高能

力牛の低コスト，省力的群管理技術の確立ならび

に群管理システムの開発にある，と書いておられ

ます。誠に，乙の通りであります。このようなシ

ンポジウムは， 1回だけで終るというものではあ

りません。 9月の現地研究会で 1回目を考え，今

日は 2回目を考え，乙の次また考える乙とがある

と思います。それで，御出席の皆様方の，それぞ

れの分野での御活躍，それから特に北農試の群管

理試験牛舎での成果を多いに期待して，新たな管

理システムの開発に努力して行きたいと思います。

本日はどうもありがとうどざいましたロ付白手)
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