まえがき
本書は、月刊『現代農業』で読者にとくに好評だった和牛（おもに繁殖・育成）
の記事を厳選し、一冊にまとめたものです（和牛飼育に役立つ乳牛の記事も一部
あります）
。牛と毎日を共に過ごし、牛を家族の一員として大切にしてきた農家
の長年の経験から生まれた知恵や技は、次世代に引き継ぎたい宝物です。また、
そんな農家をサポートしてきた獣医師や研究者など専門家の知見もぜひ広めたい
ところです。
Ｐａｒｔ１や２は、まさに農家のアイデアオンパレード。子牛の皮膚病は五倍
酢と油で治す、古い毛布でカーフジャケットを作るなど、お金をかけず身の回り
にあるものを活用する自給の知恵が満載です。今日からさっそく実践してみたく
なる記事に、きっとめぐりあえると思います。
Ｐａｒｔ３、４のテーマは子牛、母牛の飼育方法です。近年、牛が大型化し、
肉質もきめ細かいサシが入るようになるなど、黒毛和種の改良が急速に進んでき
ました。また、世代交代とともに農家の規模拡大も進んでいます。本パートでは、
群飼い管理のコツ、子牛へのスターターの早期給与による内臓や骨格の成長促進、
母牛の分娩前後の増し飼いや別飼いなど、時代の変化に対応するための最新の飼
養技術について、農家の実践例や専門家の解説を掲載しました。
Ｐａｒｔ５では、生産が拡大している飼料米・飼料イネを上手に使いこなすコ
ツを、Ｐａｒｔ６では「牛の性格が『つむじ』の位置でわかる」など、ちょっと
意外だけど役に立つ牛の話題を集めました。

一般社団法人 農山漁村文化協会

本書が、牛を愛する人たちのかけ橋の一つとなり、牛と人が共に幸せに暮らす
営みが末永く続くことを願います。
二〇一七年八月 

腕利き肥育農家に教わる

「将来性のある子牛」とは？
● 鹿児島県伊佐市・丸目英明さん
「 今 は 多 少 荒 削 り な と こ ろ が あ って
う肥 育 農 家の丸目さん。いい子 牛は

もいい。将 来 性を買うんだよ」と言

としていること」
「骨格がよく発育し

「ムダな脂がついておらず、すっきり
ていること」
「粗飼料で胃がしっかり

角ばっていて、幅が狭い

平坦で幅が広い。
骨格がしっかりしている

できていること 」が大 事。セリのと

背中

きに見分けるポイントを教わった。

丸目さんが97万6000円で競り落とした256日齢の
去勢牛（父・茂勝朗─母の父・安福久─母の祖
父・百合茂）
。発育がよく、
ムダな脂がついていない。
セリ前には、子牛の前躯（首のあたり）
、中躯（腹
のあたり）
、後躯（腰のあたり）の幅や深さを見る
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首

顔

鉢

額

アゴ
アゴ張り（エラ張り）
がよく、首に力がある。首に深みがあるので（矢
印）
、首が短く見える。粗飼料をいっぱい食べ、反芻し、噛む回数
が増えると、アゴや首が発達、顔も幅広くなる

足

額が広く、鉢締まりがいい。面長すぎず、顔に幅がある
（アゴが発達しているからそう見える）
。目に活力があり、
キリッとしている

みる

皮膚を引っ張って

どうだ、といわんばかりに堂々と立っている。 前足2本の間隔が広
い＝胸幅や肩幅が広い＝そこに肉がたくさんつく。お上品に足を揃
えているのはダメ

化粧肉の
見極め方

太すぎず、細すぎず、長すぎず、短すぎず。「鬼
さんのような角」がベスト。 筋（矢印）は2
本までならOK（離乳と去勢のストレス）

首元と肋骨のあたりをチェック。 皮膚が
薄く、ビヨーンと伸びる。ゆとりがある証
拠。肥育すると、順調に大きくなるはず

お尻を見てみる

尾元が太く、
尻幅があり、
それでいてシュッ
としている。ムダな脂がついていない
3

角

皮 膚が 厚く、 伸 びない。
濃厚飼料の多給で、皮下
脂肪がついて締まっている

筋がたくさん。 病気か、風邪が長引いたか、
なにか別のストレスがあったのか
尾枕（矢印）がついている。
尾の付け根の脂肪のこと

くわしくは、76ページからの記事をご覧ください。

中根さんの牛舎。仕切りのない
広々したスペースでのんびり母
牛が過ごす（大西暢夫撮影、
以下 O）

30 年連続一年一産！

ゆったり、
サラサラ床の
快適牛舎

モ〜かる繁殖農家は
母牛の飼い方が違う
● 岐阜県恵那市・中根まき子さん
「どんな母牛でも、一年一産する能力を持っ
とる。それができないのは、何かがストレ

スになって邪魔してるからや」こう断言する
のは、繁殖母牛 75 頭を飼う中根まき子さん

だ。牛飼いを始めて 30 年以上、平均分娩間

上の写真の母牛部屋の中心には哺乳子牛用のスペースがある
（子牛のみ出入り自由）
。 弱い者は牛舎の中心に置いて、みんな
で守ってやるとストレス防止に（O）

隔が一度も一年を超えたことがない。

中根さんは、
「母牛の能力はエサで決まる」

と言う。嗜好性のいい粗飼料を腹いっぱい食

わせ、独自に開発した自家配合飼料を毎日与

えて、年間を通じてタンパク不足にならない

ようにする。将来を担う育成牛は、とくに手

をかけてかわいがり、良質の粗飼料をしっか

り与えて腹を作る。

一番手前が広めの分娩房（個室）
。分娩後約
2週間たつと、ひとつ奥の少頭数群飼いスペー
スへ移動し、約2週間過ごす。分娩してから1カ
月の間は、とくにたっぷり増し飼いする（O）
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ルーメン容量の大きい、腹のできた母牛にする

11産目を妊娠中の「ふじこ」
（飛騨白清
─安福─糸福、11歳）
。推定体重は約
650㎏。 背線が少しゆるんできているが
毛ヅヤよく若々しい。（田中康弘撮影）

手前は、繁殖雌牛にする予定の7カ月齢の「まゆ」（茂重安福─
第一花国─安平）
。この時期から育成用牛舎に移し、毎日ブラッシ
ングして信頼関係を作る、良質粗飼料で大きな胃袋を作る。（O）

自家配合飼料「やはぎミックス」

腹が立派な「ゆめこ」（光平福─安平─隆桜）
。8歳で 8
産目を妊娠中。推定体重 600㎏以上。中根さんの飼う母
牛は、体が大きくルーメンの容量も大きいので太っていると勘
違いされることがあるが、余分な脂肪は少なく繁殖障害も一
切ない（田中康弘撮影）
繊維の豊富なコーンコブを主体に、ヘイキューブやビートパルプ、
フスマなどを栄養バランスを考えて配合し、微量要素も加える。
すべての母牛に1日3.0 〜 3.5㎏給与（O）
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くわしくは、110ページからの記事をご覧ください。
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