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Ｑ. 23 放牧地のレイアウトの留意点を教えて下さい。 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

解 説 

 放牧地のレイアウトを考える際には、まず保全すべき領域は保全林として除外しなけれ

ばなりません。すなわち、急傾斜地および風衝地は土壌浸食の危険性があるので除外し、

水があるところから一定の距離も水質汚染の危険性があるので除外します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 急傾斜部分と水系を保全します 

 

 次に残された領域について、牧区の境界をどのようにするか（牧区配置）について検討

します。その判断基準となる要素がいくつかあります。 

１．境界を構成する牧柵の総延長距離は、経費と労力にはね返ってきます。 

２．牧柵に沿って牛が移動した場合には土壌浸食の危険性があります。 

３．家畜の巡視が容易となるように牧区と道路を配置することが望ましいです。 

４．飲水が容易で泥濘化を避ける設置が可能な移動式水槽を検討します。 

Ａ．最近、利用頭数が減少する公共牧場の増加や反対に利用頭数の増大に対応し

牧区の再編が必要となっている公共牧場が見られます。牧区のレイアウトに当たっ

ては、放牧地は平坦地よりはむしろ傾斜地に作られることが多いので、地形、傾斜

度、斜面方位に留意する必要があります。まず急傾斜地、水系付近、風の強い尾

根付近は保全林帯とします。また、家畜の移動や巡視が容易にできるような牧区

配置、泥濘化を防止するための飲水施設等の配置など、検討すべき設置基準がた

くさんありますので、後で修正できるようにしましょう。 
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図２移動可能な水槽を用いれば泥濘化を軽減できます 

 

 こういったさまざまな条件をすべて同時に満たすような配置を最初から固定すること

は困難ですので、使いながら少しずつ改良していくという考え方で配置すれば良いと思い

ます。そのためにも、電気牧柵や移動式の施設等を積極的に活用しましょう。 



 

39 

Ｑ.24 給水施設設置の留意点を教えてください。 

 

 

 

 

 

 

解 説 

１ 放牧牛の１日１頭当たりの飲水量は春先の涼しい時期で５L、夏の暑い時期には 35Ｌ

に達します。それゆえ、放牧を行う際は、給水施設を必ず設置し、放牧牛の頭数に見合

った飲水量を確保する必要があります。 

 

２ 公共牧場は、開設当時は各牧区毎飲水水飲施設と導水施設が設置されていましたが、

耐用年数が過ぎ利用できない場合や１牧区を小さく仕切って集約放牧を行う場合は、新

たに水飲施設を設ける必要があります。飲水確保の方法には大きく分けて、貯水タンク

を用いる方法と配管施工やホースで水を引き込み飲水器に給水する方法の2種類があり

ます。貯水タンクを用いる方法は設置場所を選びませんが、トラック等で水を運搬した

り、雨水を集積利用したり、定期的にポンプで水源から水を汲み上げる必要があります。

いずれも運搬や補給に労力がかかる他、補給の間隔が長くなると飲水が滞留している期

間が長くなり、水質低下といった衛生面でも充分注意する必要があります。これにくら

べ、配管施工やホースで水を引き込み飲水器に給水する場合、設置が水道水を確保でき

る場所に限られるという欠点があるものの、常に新鮮な飲水を供給できるので、衛生的

で家畜の健康にいいです。水道水が確保できる放牧地の立地条件下であれば、湧水や農

業用水路といった自然の水源を利用するよりも、衛生的に安心できる水道水を給水施設

に配管施工やホースで引き込みことをお勧めします。 

 

３ 給水槽にはドラム缶や浴槽といった廃材を利用したものもあるが、給水施設周辺の泥

寧化防止と水の節減のために、溢水防止の自動給水装置を用いるのが望ましいです。溢

水防止の自動給水装置には、（1）フロートを用いて水量が不足すると自動的に給水さ

れるタイプ、（2）バスケットボール大のフロート栓を有するタイプ、（3）牛舎と同じ

ウォーターカップを放牧地に設置するタイプがあります。（1）は最も簡易で自作可能

ですが、牛が足などを入れないような高さに設置する必要があります。（2）は最も頑

丈ですが、コンクリート土台等の設置が必要となるため費用がかかり、一度設置すると

容易には移動できません。（3）は水源から飲水を引ければどこにでも設置が可能です

が、出水スイッチは放牧牛が自ら押す必要があるため、馴致が必要です。 

Ａ. 放牧頭数に見合った衛生的な飲水を確保するため、ホース等で水道水を給水

施設に引くことをお勧めします。その際、周辺土壌の泥寧化防止と水の節減のた

めに、溢水防止機能のある自動給水装置を用いるのが望ましいです。 
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４ 飲水場周辺は溢水で湿潤になりやすく、牛の集合も頻繁なため、泥寧化しやすい土壌

条件にあります。給水施設にはフロート等の溢水防止機能を付けて、土壌の湿潤化を防

ぎましょう。また、給水施設周辺をコンクリートで舗装したり、ゴムマットやすのこな

どの資材を用いることも泥寧化防止対策には有効です。 

 

５ 家畜は飲水ができなくなると摂食量も低下します。そのため、日常の放牧巡視を行う

ときは水槽が壊れていないか、汚れていないかを必ず確認してください。水槽が壊れて

いたり、汚れていたりしたら直ぐに修理し清掃して、放牧牛がいつでも清潔な水を飲め

るようにしておきましょう。 

 

６ 春の放牧開始前には給水施設に水が届くかの点検を必ず行い、配管やホース、水槽か

らの水漏れを点検します。転牧や終牧の際には水槽を清掃し、完全に落水しておくと、

次回の使用時に清潔な水を直ぐに供給することが可能となり、寒冷地では凍結による配

管の破裂防止にもつながります。 
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Ｑ．25 暑熱対策について教えてください。 

 

 

 

 

 

 

解 説 

１ 牛は暑熱ストレスを受けると体内の熱を放出するために呼吸が速くなり、肩で息をす

るようになります。このような状態が長時間続くと発情・受胎・妊娠に関与する内分泌

ホルモンの分泌異常がおきて、増体、乳量、繁殖成績の低下を招きます。 

 

２ 放牧地には全ての放牧牛が暑熱から回避できるだけの面積がある日陰場所を設ける

必要があります。草地造成時に樹林を残しておくと、放牧牛は樹林の日陰を利用して、

暑熱を回避します。 

 

 

 

 

Ａ． 放牧牛が暑熱から回避できるよう日陰林や庇陰舎を設けましょう。また発汗

により失われる水分やミネラルをいつでも十分に補給できるよう、冷たい水と鉱塩を

放牧牛が自由に飲食できるようにしてください。 

 



 

42 

 

 

 

３ 放牧地に日陰林が無い場合は、太陽からの放射熱から放牧牛が回避するための庇陰施

設を設ける必要があります。簡易なものであれば、鉄パイプで組み立てた骨組みに、アル

ミを装着して太陽光を反射する寒冷紗やシートで屋根を被せるだけでも十分効果があり

ます。また、施設内の通気性を高め、暑熱が施設内に蓄積しないようにするため、側面は

できるだけ開放することが重要です。 

 

４ 放牧牛は体温が上昇すると発汗による気化熱で体温を下げようとします。そのため、

発汗により失われた水分を補給する必要があります。夏季の放牧牛は1日に1頭あたり35

～40Lを給水するので、いつでも十分な量の冷たい水を放牧牛が飲める状況にしておき

ましょう。 

 

５ 補助飼料を与える場合は消化率の高い飼料を与えるようにし、発汗によって失われた

ミネラルも十分に補給できるよう鉱塩（カウキャンディー）を置いておきましょう。 
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Ｑ．２６ パドックや通路、放牧地の飲水場、牛道など泥寧化対策について教えてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

解 説 

１ 舗装が行われていないパドックや通路、放牧地の水飲み場、牛道は泥寧化してしまい

ます。泥寧化は放牧牛の牛体の汚染、蹄病や乳房炎の増加、放牧牛の運動阻害といった

家畜への悪影響の他、土壌流亡、糞尿流出による周辺環境への悪影響も懸念されます。

また、激しい泥寧化は人や機械による作業の大きな妨げとなります。 

 

２ 泥寧化を招く大きな要因は湿潤な土壌と放牧牛の頻繁な踏みつけです。水飲み場周辺

は特に牛が集まりやすく、土壌も湿潤なため、泥寧化しやすい環境にあります。フロー

トつきの給水槽やウォーターカップなど溢水防止機能のある水飲み場にすることによ

って、周辺土壌の湿潤化を軽減して、泥寧化を防ぎましょう。 

３ 牛が頻繁に集まったり、往来したりしてどうしても泥寧化するような場所は舗装工事

や資材を用いた対策が必要です。コンクリート舗装が頑強で最も効果的な方法ですが、

Ａ．泥寧化を招く大きな要因は多雨、湿潤な土壌と放牧牛の頻繁な踏みつけです。

水飲み場には溢水防止機能をとりつけ、カキガラや山砂、火山灰などやスノコを

敷く、コンクリート等で泥寧化しやすい場所の舗装を行うなどを検討します。ま

た、水飲施設の場所を定期的に移動することも効果的です。雪解け時や梅雨時

期の放牧抑制も泥寧化軽減には重要です。 
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費用がかかり、一度施工すると移動や撤去が難しいといった難点もあります。簡易的な

ものであれば、厚手のゴムマットを敷いたり、木製のすのこを埋設するといった方法も

あります。また、一時的ではありますが、砂やウッドチップにより泥寧箇所を埋めると

泥寧化が緩和されます。砂利や小石等の資材の埋設も泥寧防止には効果がありますが、

分解されることなく永続的に残ってしまうので、一度埋設してしまうと耕起や撤去が難

しくなることを念頭に置いておく必要があります。 

 

４ 起伏のある放牧地では谷部と尾根部で土壌水分が変わってきます。水分の集まる谷部

にはできるだけ通路を設置しないよう、牧区の設計を行いましょう。 

 

５ 降雨量の多い梅雨時期は土壌も常に湿潤で特に泥寧化しやすい環境下にあります。泥

寧化が予想される場所や牧区は梅雨時期だけ禁牧する等の土地利用計画をたてること

も重要です。 

 

６ 積雪地域の雪解け直後の放牧は土壌が湿潤な状態にあるため泥寧化する可能性があ

ります。泥寧化しやすい場所の土壌が十分乾くのを待って放牧しましょう。どうしても

放牧する必要がある場合は、日当たりが良く、土壌が乾燥しやすい牧区から放牧利用す

る計画をたてましょう。  
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Ｑ．27 牛の誘導路の設置（幅、施工法）についての留意点を教えてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

解 説 

１ 牛舎から放牧地へ、また、牧区から牧区へ放牧牛をスムーズに誘導するには、誘導路

の設置が重要です。誘導路の配置が悪い場合は、放牧を取り入れても集畜にかえって労

力がかかり、省力化につながらないこともあります。 

 

２ 牧区間を移動するときは他の牧区を通らずに、どの牧区にでも行けるように誘導路を

配置します。また、放牧牛が牛舎から牧区へできるだけ短い距離で移動できるような配

慮が必要です。 

 

３ 誘導路の路盤は放牧牛の頻繁な踏みつけでも泥寧化しないように、砂利や火山灰を利

用して頑強なものにします。また、泥寧化の大きな要因である土壌の湿潤を軽減するた

め、誘導路は中央が盛り上がったカマボコ型とし、両側に側溝を掘ります。 

 

４ 誘導路を崩壊から防ぐために、都府県ではルートマットを形成し土壌保全能力に優れ

たシバやセンチピードグラスを誘導路に播種するのも効果があります。 

 

５ 傾斜や段差が大きい放牧地で、斜面を上下に結ぶ必要がある場合は、傾斜線方向には

誘導路を設けず、斜度14°以下になるように斜めの誘導路にしたほうが、崩壊は少なく

て済みます。 

 

６ 放牧牛が通るためだけの誘導路であれば幅は1.5ｍもあれば十分です。ただし、誘導

路は施肥や掃除刈りのための作業機械が通らなければならない場合も多いので、5ｍ程

度の幅があったほうが便利です。 

７ 近年では電気牧柵の技術が発達し、簡単に牧柵を設置できるようになりました。電気

牧柵への馴致ができている放牧牛を牧場の敷地内で移動させるような場合は、ポリワイヤ

ー製の電気牧柵を誘導路の柵として用いることもできます。電源が乾電池式の携帯型電牧

器も現在では市販されていますので、簡単に電源を確保することもできます。 

Ａ. 公共牧場において、新たに集約放牧に取り組む場合は牛の誘導路設置が必要

となる場合があります。牛の誘導路は砂利や火山灰を利用して頑強なものとし、両

側に側溝を掘るなどして排水対策を行います。誘導路は作業機械の通路となる場

合も多いので、5ｍ程度の幅があったほうが便利です。 
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Ｑ．28 電気牧柵の種類、特徴、設置のポイントについて教えて下さい。 

 

 

 

 

 

解 説 

１ 電気柵の原理と設置のポイント 

  電気柵は、①電気牧柵器から出力されるショック電気が、②ワイヤーから動物の体を

通り抜け地面に流れ、③地中の中を電気が走り、④その電気をアースで吸い上げて電気

さくの電気回路が成立し動物にショックが発生します。（図参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）電気柵のアースの重要性  

上の説明からアースが確保されないと、電気柵の「回路」を成立させることが出来な

くなるので、電気牧柵器の性能をフルに出すことが出来なくなります。 

必要とするアースの量は電気牧柵器の性能によって大きく異なります。低出力のもの

は、長さ 20-30ｃｍのメッキしたワイヤーを地中に差し込むだけでも十分ですが、高出

力モデルになると約１ｍの長さの銅製のアース棒を２ｍ間隔で 12 本以上設置すること

が必要な場合もあります。 

Ａ． 電気牧柵は、ショック電気を発生する電気牧柵器とフェンス部から構成されます

が、それぞれについて種類、特徴、設置のポイントについて説明します。 

 

 

 

破線は電気の流れ 

図 電気牧柵の回路 
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（２）ワイヤーの導電性と接続 

 電気牧柵は、牧柵ですが全体が電気回路ですから、ワイヤーの導電性が重要になるの

は言うまでもありませんが、それと同様に重要なのは接続部分です。なぜなら、高電圧

を送電しているため接続箇所が不完全だとそこでスパーク放電をして、電圧低下だけで

なく、ワイヤーがスパークで断線します。これは高出力の電気牧柵器ほど注意する必要

があります。 

 

２ フェンスの機能区分と施工ポイント 

  電気牧柵のフェンス部は、恒久柵と簡易・移動柵に大別されます。恒久柵とは、名の

通り、一度設置したら長期間使用するもので、耐久性と物理的特性が求められます。そ

れに対して、簡易・移動柵は簡便さが求められます。 

  このように２つのタイプが必要とされるのは、電気的には、ショック電気を末端まで

確実に送り込むフェンスと、電気柵の機動性を最大限発揮するフェンスを区分すること

で容易に家畜を制御し、草地の生産性を上げるためです。 

（１）恒久柵の施工のポイント 

 恒久柵には、一般的にはフェンシングワイヤーと呼ばれる丈夫なワイヤーが用いら

れ、それを高い張力（φ2.5ｍｍのワイヤーの場合は、80-120ｋｇｆ）で緊張されるの

でコーナーポストはそれに耐えるように設置する必要があります。コーナーポスト間の

ワイヤーは強い力で引かれるので、真上から眺めると直線ラインになりますが、そこを

パーマネントポスト（以下、PP と表示）と呼ばれる地面に打ち込む杭と、架線間隔を保

持する線間保持材（バトン以下、B と表示）によって、地面からフェンスが一定の高さ

になるように設置されます。従って、杭間隔が必ずしも等間隔にはなりません。この点

が、有刺鉄線の柵と異なることです。 

施工上のポイントは、如何にコーナーポスト間のフェンスラインを直線にすることで

す。直線でないと杭に横方向に応力がかかる事になり、長期的にフェンスが傾きます。 
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（２）簡易・移動柵とその取扱注意点 

一般的には簡易・移動柵はピッグテールポールと、ポリワイヤーとリールによって構

成されます。これを使用すると 100ｍの簡易フェンスが約３分程度で設置や撤去が出来

ます。 

  この利便性により大きな牧区の中仕切りに良く使われますが、周囲が有刺鉄線柵の場

合でも、上記の恒久的電気牧柵でも利用出来ます。前者は、ポータブルな電気牧柵器が

必要になるのに対して、後者では、周囲から電気が取れるので作業がより容易になりま

す。 

  なお、ポリワイヤーの接続は単に紐結びで済ましている場合が散見されますが、図の

ように結んだ後、ライターでポリエチレン部を燃やし、ステンレス線を出してよじり、

確実に電気が伝わるようにすることが大切です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 牧区レイアウトと電気牧柵の保守 

  牧区のレイアウトは、地形や、放牧する家畜の種類等を考慮し決定しますが、通路の

配置でそれらが決定するので重要です。通路の設置場所は路肩の土「切り盛り」工事を

最小で済ませられ、雨水の影響を考慮し決定します。 

 この通路は、圃場全体を電気牧柵で構成する場合、恒久柵設置の重要な場所となりま

す。通路は家畜の圧力がかかる場所で耐久性を要求されるだけでなく、末端まで電気を

送る基幹ラインとして利用するためです。電気柵の弱点は漏電で、その保守管理が重要

ですが、基幹ラインを通路脇にすると容易にアクセス出来るので、最少の労力で点検と

対応が可能となります。 
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４ 電気牧柵の安全管理について  

  2009 年、淡路島で畑の周囲に通電していたワイヤーに接触し死亡した事故が報道され

ました。この事故は、100ｖの商用電源をそのまま畑の周囲に回し、さらに漏電ブレー

カー機能が作動しないように配線を変更したため発生しました。推定では、電気牧柵の

数千倍位の電気が体に流れ致死に至ったと考えられます。 

  電気牧柵の電圧が 6000 ボルト以上に対して、交流 100ｖは安全ではないかと考えられ

ている方もたまにおられますが、体を流れる電気（電流、電気量）は全く異なり、交流

100ｖは極めて危険です。 

電気牧柵は、電気によるショックを利用しますが、冬場の静電気で事故がないのと同

様に安全です。電気牧柵は仕様書どおり使用していると安全です。しかし、ショックを

与えるため、そのショックで足を滑らせ用水路に落ちると言うような二次的事故はあり

ますので、設置場所は十分に配慮する必要があります。 

  国内では電気安全法に基づき、電気牧柵の周囲に危険表示をすることが義務づけられ

ており、人の近づくところには適宜その表示をする必要があります。具体的には、黄色

の「きけん表示板」の設置が必要です。 

  また、トゲのついたものに通電するのはそれが血管に刺さる危険があるので、行なわ

ないで下さい。  

電気牧柵は、単なる牛の囲いでなくツールです。使いこなして最高の放牧にチャレン

ジして下さい。 
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Ｑ．29 追い込み施設の種類とその設置の留意点について教えてください。 

 

 

 

 

 

 

解 説 

１ 放牧牛の人工授精や妊娠鑑定といった繁殖管理や寄生虫駆除剤による衛生管理、牛の

治療等が必要な場合、追込み施設があれば効率的に放牧牛を捕獲し、作業を行うことが

できます。 

 

２ 追込み施設はパドックに併設して設けると、施設の重複を避けることができ、コスト

の低減が図れます。さらに、追込み施設と併設したパドックに屋根やシートを被せるこ

とにより、夏季は簡易な庇陰施設として利用することもできます。 

 

３ 追い込み施設に放牧牛をスムーズに追い込むためには、追い込み柵への集畜場にパド

ックを利用し、追い込み柵をロート状に設置して、牧柵に沿って放牧牛を誘導する設計

にすると効率的に追い込むことができます。追い込み柵の幅は成牛 1 頭が通れる幅の通

路型にしておくと、牛が左右に動けない状態になるので、捕獲が容易になります。また、

追い込み通路の途中に体重計を設置しておけば、放牧牛の健康管理に大切な体重の測定

も容易に行うことができます。 

 

４ 追い込み柵は多数の放牧牛を狭い通路に追い込むので、堅牢で放牧牛に損傷を負わせ

ない資材を用いる必要があります。パドック柵は簡易な電気牧柵を用いても可能ですが、 

追い込み柵部分は頑丈な資材を用いて設置します。鉄製パイプ等で堅牢に作られた追い

込み施設であれば、ロープで放牧牛を繋留する場合にも便利です。 

 

５ 放牧牛を他の放牧地へ移動させたり、運搬車へ積み込んだりする場合にも追い込み施

設を利用することができます。放牧牛の捕獲から移動へ効率的に作業が行えるように、

パドックと追い込み施設は出入り口付近のできるだけ平坦な場所に設置すると有効で

す。 

 

 

 

Ａ．パドックに併設してロート状の通路型追い込み柵を設置すると捕獲が容易になり

ます。追い込み柵は多数の放牧牛を狭い通路に追い込むので、堅牢で放牧牛に損

傷を負わせない鉄製パイプ等の資材を用いると安心です。 
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６ 

人を見たら逃げる牛は、なかなか捕獲できません。牛が追い込み柵や集畜パドックに

入るのを怖がらないよう、普段から放牧牛を馴致しておくことが大切です。放牧牛の

監視の際に少量の補助飼料を与え、パドックに給水・給塩・給餌施設を設けておき、

日頃からパドックに放牧牛が集まることに慣れさせておくと、捕獲もスムーズに行う

ことができます。 

 

７ 高価ではありますが、連動式あるいはセルフロック式のスタンチョン等の捕獲施設を

用いれば、放牧牛が餌槽に補助飼料を食べに来た時に容易に多頭数を一度に捕獲するこ

とができて便利です。 

 

【追い込み施設の概要】

パドック

追い込み柵
（体重測定や捕獲を行う）

ゲート

ゲート

牧柵

飲水場

放牧地

放牧地や運搬車へ
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Ｑ.30 簡易な牛の捕獲方法を教えてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

解 説 

1. 音響誘導 

 音響誘導とは、音（たとえば音楽や警笛など）と報酬（たとえば餌）との結びつきをあ

らかじめ牛に学習させておき、任意の場所から学習させた音を鳴らすことで、管理者の望

む場所へ牛を自発的に移動させ、管理者が執拗に牛をおいたてることなく誘導できる集畜

技術を指します（写真 1）。牛は音階や楽器の違い、移調による変化を聞き分けられるた

め 1）、こうした能力を活用することで異なる音楽で学習させた牛群をそれぞれの音楽で別

々に誘導することも可能です 2）。公共牧場で実際に音響誘導を行うには、放牧前にパドッ

クなどで予備訓練を 10 回程度行った後、実際の現場で訓練を開始するのが効果的です。

報酬には放牧中に補助飼料として給与する濃厚飼料を用いれば良いでしょう。音響誘導に

用いる音は、人間に聞こえる音（20〜20,000Hz）であれば問題ありませんが、黒毛和種や

ホルスタイン種は、3,000〜6,000Hz 周波数帯の音が聞こえにくいため、この帯域の音は

避けた方が良いでしょう。具体的な訓練方法については塚田（2007）3）を参照してくださ

い。 

２．移動式自動ロックスタンチョン 

 公共牧場の放牧地では、草資源を効率的に利用するため、複数の牧区に分割して牧区間

を転牧させる輪換放牧が行われています。各牧区に追い込み柵が設置されていれば、音響

誘導によりそこへ牛を集畜することで捕獲・保定が容易に行えますが、設置されていない

場合、追い込み柵がある場所まで牛を誘導して捕獲する必要があります。こうした放牧地

での捕獲・保定作業を容易に行うため、移動式の自動ロックスタンチョンが開発されてい

ます 3）、4）。 

Ａ. 広大な公共牧場で放牧されている牛に薬剤を塗布したり、種付け作業を行った

りするためには、放牧地に散らばって分布する牛を一カ所に集めて（集畜し）、個体

毎に捕獲・保定する作業が必要となります。こうした集畜・捕獲作業を省力的かつ

簡便に行うには、音響誘導という集畜技術や移動式の自動ロックスタンチョンが

役立ちます。 

車で放牧看視に行ったときに転牧する、餌をやるなどの牛が好むことをすると、

車の音で集まるようになります。牛を棒で殴るようなことをすると牛は人に恐怖心

をいだきますので、このような牛に恐怖心を植え付ける行動は慎むべきです。 

集約放牧の基本であるワンデーグレイジング（毎日転僕を行うと、牛の捕獲は

非常に簡単になり、ＤＧの向上、草地管理の容易性等からも優れています。 

また、小規模の牧場では移動式の自動ロックスタンチョンが役立ちます。 
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 ここでは、軽トラック搭載型の集畜捕獲作業車を紹介します。この試作車は、市販の軽

トラックに音響誘導用のスピーカーとアンプを、さらにその荷台に牛を捕獲・固定する自

動ロックスタンチョンを搭載したものです（図 1）。 

 この軽トラック搭載型自動ロックスタンチョンが通常のスタンチョンと異なるのは、可

動部レバーの下方に水平のバーがとりつけてあり、軽トラックの荷台の高さの制約で牛が

スタンチョン下部まで頭を下げられなくても自動的にロックされる工夫がなされている

点です。 

 こうした移動式の自動ロックスタンチョンと音響誘導技術を組み合わせることにより、

放牧地の任意の場所に放牧牛を誘導し、比較的簡便に放牧牛を捕獲・保定することができ

ます。そのため、少人数でも安全に薬剤塗布や妊娠鑑定などの作業が行えます（写真 2）。 

 

写真 1 音楽を鳴らす

と、報酬（餌）との関

係を学習した牛は音源

へ自発的に集まってく

る .畜産草地研究所小

迫孝実博士提供の写真

による. 

図 1 拡声音響装置および自動ロックスタンチョンを搭載した機動的集畜捕獲作業車. 


