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質を測定するとよい。また初乳を飲んだ子
牛の血液を検査して、初乳の品質を測定す
ることも可能だ。血液中の移行抗体量が多
ければ多いほど初乳の品質は高いといえる。

初乳の品質を測定することで、その初乳
にどのような成分がどのくらい含まれてい
るかを知ることができる。さらに乾乳期の
飼料給与の点検も可能だ。母牛の胎内で胎
子が育つ乾乳期は一方で母牛のボディーコ
ンディションを適正に保つため、タンパク
質を制限しエネルギー値も低い飼料を給与
する。母牛はこの時期、体内で初乳をつく
っているのだから分娩後、初乳を子牛に給
与する前にその品質を測定することで乾乳
期の飼料給与メニューの点検ができる。こ
うした点検に基づく給与の改善を繰り返す
ことで、母牛は分娩後、品質の高い初乳を
泌乳するようになる。

初回の初乳は６〜８fが適量と一般的に
いわれる。母牛が初回に多量の初乳を出せ
ば出すほど、初乳に含まれる移行抗体の濃
度は低下してしまう。子牛が免疫をしっか
りと獲得するには十分な量の移行抗体を受
け取ることが必要なので、初回初乳の泌乳
量が多ければ多いほど不利になる。

給与する初乳の温度は40℃が最善であ
る。この温度ならルーメンまでではなく第
四胃まで届くのである。搾乳後すぐの温か
い初乳を給与する。

疾病に対する免疫を全く持たずに生まれ
てくる子牛（写真１）は、母牛の初乳（分娩
してすぐの生乳）から免疫抗体を受け取る。
従って初乳の給与は子牛に不可欠である。
将来、高い生産性を発揮する乳牛になって
もらうために子牛を順調かつ健康に哺育・
育成するには、まずは適切な初乳の給与が
大切となる。初乳は黄色くて固形分が多く
含まれている。子牛に免疫抗体を与えるだ
けでなく、エネルギーを与える。

初乳給与ではW素早く、たくさん、頻繁
にXが大切である。「素早く」とは出生後で
きる限り早く、「たくさん」は出生から24
時間以内に少なくとも６f、「頻繁に」とは
出生初日は１日２回、できれば３回の給
与—といったことを意味する。

初乳は極めて特殊な乳であり（写真２）、
その成分組成は通常の生乳とは全く異な
る。通常の生乳の固形分率が約13％に対し
て初乳は表に示すように高い。しかし分娩
から３日後、初乳の成分は薄まって完全に
通常の乳になってしまう。

初乳には免疫グロブリンが豊富に含まれ

ている。免疫グロブリンとは病原体から新
生子牛を守る移行抗体（初乳を飲むことで
母から受け取る抗体）である。初乳はまた
脂肪とタンパク質を含み、それらのエネル
ギー価も高いので、子牛は出生後数日を生
き抜くのに必要なエネルギーも得られる。
ビタミンＡやカロテンなどのビタミン成分
もたくさん含まれている。

出生直後、子牛が初乳を通じて受け取っ
た抗体は腸壁を通過して、血液に入って体
内に行き渡る。腸壁を通して移行抗体であ
る血清タンパク質を吸収する仕組みは、出
生直後だけの腸の特別な働きによる。しか
し出生から36時間以降になると、腸壁は
血清タンパク質を通過させなくなる。出生
直後は通過性があったものが出生から時間
がたつと徐々に通過性がなくなるのだ。

腸壁が移行抗体を通過させる力は出生後
弱まり、出生後６時間で40％未満となる。
だから初乳の給与は早ければ早いほどよ
い。最初に搾乳した初乳を素早く子牛に給
与するため、必要であればバケットミルカ
を使って分娩後すぐに母牛を搾乳する。

それもできなければ、あらかじめ凍結さ
せておいた他の母牛の初乳を分娩時に解凍
して飲ませる。さらに手に入る初乳が全く
なければ代用初乳を使う。代用初乳は粉末
で、水に戻して利用する。代用初乳の長所
は例えばIBR（ウシ伝染性鼻気管炎）、BVD

（牛ウイルス性下痢）の病原体を全く含まな
いことである。

分娩直後の初乳の品質は高いが、その後、
劣化が始まる。分娩から12時間後、初乳
の品質は分娩直後に比べて40％も低下す
る。また初乳の品質は母牛によって大きく
異なるのでコロストロメータ（初乳計）で品

搾乳後継牛の確保が喫緊の課題となっている。それだけに新生子牛を事故なく健康に
育てたい。オランダのビープロマガジン誌に掲載された新生子牛への初乳給与の在り方
を紹介する。（訳者）
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写真１　出生直後の子牛

写真２　出生後24時間以内に少なくとも６fの初乳を給与
写真３　 出生後、子牛が立ち上がり母牛から初乳を飲

めるようになるまで時間が必要

新生子牛に不可欠な初乳給与

表　初乳の成分（生乳との比較）

成分

固形分率（％）
タンパク質（％）
カゼイン（％）
移行抗体（mg／d）
脂肪（％）
ラクトース（％）
ビタミンＡ９（mg／f）
ビタミンＤ(IU／ｇ fat)
ビタミンＢ２（mg／f）
コリン（mg／d）
IgG（免疫グロブリン）（ｇ／f）

24
14
4.8
48
6.7
2.7
2,950
0.9～1.8
4.8
0.70
81

18
8
4.3
25
5.4
3.9
1,900
－
2.7
0.34
58

14
5
3.8
15
3.9
4.4
1,130
－
1.9
0.23
17

13
3
2.5
0.6
3.7
5
340
0.4
1.5
0.13
＜２
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酪農家自身で与える

写真４　子牛を個別のハッチに入れ、個体ごとに専用の哺乳バケツを使わせるのが望ましい

子牛が母牛から直接授乳できるように母
子をペンなどで一緒にするのは勧められな
い。出生後、立ち上がった子牛はじっとし
ていて、母牛の乳房から初乳を吸うようにな
るまで12時間は必要だろうから（写真３）。

酪農家自身が初回の初乳を哺乳瓶（例：
容量２fのもの）、できれば哺乳バケツを
使って給与するのが望ましい（写真４）。子

牛にはこのようなやり方で初回の初乳を摂
取させるのが自然である。ただしその場合、

■ヒトも摂取できるか

初乳は欠かせないたくさんの栄養素を含むの
で、人間も利用できる（ただしオランダとは異
なり、日本では食品衛生法に基づく乳等省令で
分娩後５日以内の初乳を食品として搾乳するこ
とは禁じられている―訳者注）。例えば初乳を
入れてポリッジ（オートミールに水や牛乳をか
けて食べる）やホットケーキをつくる（なおポリ
ッジには初乳をかき混ぜながら入れないと塊だ
らけになってしまうので注意）。初回ではなく
２回目の初乳がこうした料理には合っている。
またアスリート（運動選手）も初乳粉末をよく利
用している。アスリートは負荷がかかるトレー
ニングの後、体力を素早く回復させるため、凍
結初乳の錠剤も摂取している。

■凍結初乳

分娩後母牛から初乳を不十分かまたは全く得
られないとき、別の母牛からの初乳を凍結した
物を利用する。子牛が飲めるように解凍して給
与する。凍結初乳には高齢の経産牛からの物を
使うのが良い。高齢の経産牛はその牛群特有の
移行抗体を多く含むからである。

凍結初乳は冷凍庫の中で最長１年まで品質を

子牛が十分な量の初乳を飲める吸引反射が
見られることが条件である。

保てる。給与時の温度は40℃が理想であるが、
電子レンジで解凍してはならない。タンパク質
を損傷する電子レンジは移行抗体も破壊する。
60℃を上限とする温湯の中に凍結初乳が入っ
たバケットを入れるか、湯煎をして解凍する。

■冷蔵庫で保存した初乳

最初に搾乳された初乳は最も品質が高い。例
えば２回目に搾乳された初乳よりも移行抗体を
多く含む。だから初回の初乳に移行抗体が十分
にあることが分かったら、初回初乳を分娩後１
〜３日に分けて給与するのが望ましい。２回目
の初乳は４日目以降に使う。ただし、こうして
使う初乳は冷蔵庫で７℃未満に冷やして保存す
るのが条件である。

初乳は温かいままだと品質が早く劣化するだ
けではなく、病原体がバクテリアと共に急激に
増殖するようになる。こうして汚染された初乳
を給与すると、子牛の体に多くの病原体が入る。
こうした初乳を給与するのは生産性を阻害す
る。なお初乳は冷蔵庫では最長３日間保たれる。

■子牛間の感染を消毒で予防

哺乳バケツや哺乳瓶を清潔に保つことは非常
に重要である。哺乳バケツや哺乳瓶に残った初

乳が固まるのを防ぎ、バクテリアが繁殖するの
を避けるため、給与を終えたら80℃以上の熱
湯とブラシで洗浄する。

なお個体別に同じ哺乳バケツを使うことを強
く勧めたい。ペンと哺乳バケツが対応するよう
同一番号を付けて管理する。離乳したら哺乳バ
ケツや哺乳瓶などの用具は分解できるだけ分解
して、消毒液で殺菌する。哺乳バケツは十分な
数をそろえる。洗浄後の哺乳バケツを数日間、
空気乾燥しても殺菌効果がある。このようなや
り方をすると、子牛への感染機会がなくなると
ともに子牛間の感染も防げる。

■代謝プログラミング理論

「代謝プログラミング」（metabolic program-
ming）と呼ばれる理論によると、子牛は出生後
２カ月の間、健康に育ち最大限の成長を果たす
と、成牛になったとき初産で乳量が大きくなる。
高い品質の初乳で育成期の基礎づくりをすると
その後、順調に増体するのである。

乳腺も出生後１週間で形づくられ、乳房炎へ
の耐病性も備わる。離乳期まで子牛は出生時の
2.5倍まで増体し、1日当たりの平均増体量は
850ｇである。（抄訳；2015年３月号から許可
を得て翻訳・転載）　　　　　　【訳・瀬野　裕】


