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搾乳牛における能動的対人行動と受動的対人反応
集治善博＊
（平成16年12月28日受付）
要

約

著者は、これまで牛と人間の関係に関する一連の研究を行ってきた。特に、従来この分野の研究において用いられてきた調
査方法は、近づく人間に対する牛の反応すなわち受動的な反応であると考えられる。一方、一般に牛の日常管理に携わる中で
は、搾乳牛が自発的に人間に接近したり接触したりするのを経験する事も多い。これらの行動は、牛が自発的に人間に関わろ
うとする性質であると考えられるが、このような観点から牛の人間に対する行動を調査した研究は少ない。さこで、今回は、
搾乳牛の人間に対する行動を、能動的なものと受動的なものに分け、同時平行的に調査する研究を実施した。新潟大学農学部
村松ステーションの搾乳牛16頭を用いた。牛の能動的対人行動の測定として、ひとりの人間が放牧地の定点に腰をおろし、そ
の間に人間に対して近づく、においを嗅ぐ、鼻で接触する、舐める・擦り付けるなどの行動をビデオカメラで撮影した。一方、
受動的対人反応は、同じひとりの人間が放牧地を歩き回り、正面から近づき目前に停止した状態になったときの各個体の反応
をビデオカメラに記録した。結果はつぎのとおりである。能動的対人行動としては、直前を通過する、接触可能な距離に近づく、
人間のにおいを嗅ぐ、鼻で接触する、舐める・擦り付けるといった行動がみられた。全体としては、通過や近づく割合が大き
く、接触をともなう行動の頻度割合は40% 程度であった。これを個体ごとにみると、全体の頻度に大きな個体差があるだけで
なく、その出現割合にも大きな個体差がみられた。一方の、受動的対人反応としては、少し ( 手の届かない距離に ) 逃避する、
顔面を背ける ( 位置の変化はない )、無反応、においを嗅ぐ、鼻で接触する、舐める・擦り付ける等の反応が見られた。みのう
ち無反応の頻度が最も大きく、全体の約半分を占めた。接触をともなう反応は全体の2割程度に留まった。その頻度や出現割合
には個体差が大きかった。また、反すう時や食草時には無反応の割合が多く、佇立休息時には何らかの反応を示す割合が高かっ
た。各個体の能動的対人行動と受動的対人反応を数値化し関係を調べたところ、両者には正の相関関係があるが、必ずしも強
いとは言えなかった。そこで、両者に共通して見られた反応である、嗅ぐ、鼻で接触する、舐める・擦り付けるの3つの項目の
相関を求めたところ、嗅ぎと鼻での接触では相関が小さく、舐め・擦り付けでは有意な正の相関関係がみられた。このように、
搾乳牛の能動的対人行動と受動的対人反応は総じて関連しあっているが、やや異なった意味をもつ性質であるとも考えられた。
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筆者は、ここ数年間、家畜と人間の関係に関する研究をいく
つか行ってきた11〜15）。これまで、ウシの人間に対する反応を調
査する手法の多くには、逃避距離（ﬂight distance）の測定が
用いられてきた。この方法は、人間の接近に対して牛が示すい
わば「受動的反応」である。それだけでは片手落ちだと考える。
実際、放牧地においてウシは人間に接近したり、においを嗅い
だり、鼻で接触したり、舐めたり頭部を擦り付けたりする。す
なわち、牛の人間に対する反応のもう一つの側面として想定さ
れる「自発的行動」あるいは「能動的行動」を定義し、調査す
る必要があると考えている。
このような観点から、筆者は、初生子牛において、能動的対
人反応と受動的反応を同時に観察し、その関係について検討し
た結果、両者の間には正の相関関係があるものの、相関係数高
いとは言えなかった13）。したがって、搾乳牛の人間に対する反
応においても、能動的な行動と受動的な反応の両面から検討す
る必要があると考えられる。
前報15） では、放牧地において、搾乳牛が静止している人間
に対して示した「鼻での接触」や「なめ」の頻度を調査し、こ
れを「自発的な対人行動」として定義した。しかし、この自発
的な対人行動と、従来行ってきたスタンチョンに繋がれた状況
での「受動的対人反応」の調査は別の機会に行い、両者を併せ
て検討することはしなかった。そこでに、自発的な対人行動を、
受動的対人反応の対極にあるものとして「能動的対人行動」と

表現することにし、
両者を同時並行的に調査する研究を考えた。
さらに、その両者の関係性についても検討したので報告する。

材料および方法
新潟大学農学部 FC 村松 ST の搾乳牛16頭を用いて調査した。
これらの搾乳牛はすべて、当場で生まれ育成したものである。
牛群は繋ぎ飼いであるが、春から秋の日中は隣接する放牧地に
放牧されていた。
調査場所は、その放牧地とした。約3,500m2の野草放牧地と
5,000m2の牧草地（長方形）２枚の３か所に輪換放牧された。
Lewis and Hurnik7）は搾乳牛は過去のいやな経験や取り扱いと
その場所を結び付けることができるとしている。すなわち、調
査場所の違いが、調査牛の人間に対する行動に影響する可能性
がある。ちなみに、本研究では、調査時以外は人間の出入りや
管理作業きほとんど行われていなかった。したがって、本研究
では場所の違いは考慮せず、３か所の結果をを込みにして結果
を集計した。
このような実験を行う場合、人間がどのような人間か、すな
わち調査牛と実験材料としての人間の関係を考慮する必要があ
る17）。古くは Sambraus と Sambraus9） が人工飼育した家畜の
人間に対する反応を「刷り込み」と紹介しているように、家畜
は特定の人間に親和性を示すのは事実である。また、近年、搾
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受動的対人反応
調査牛は、
人間に対して、逃避する（場所の移動をともなう）
、
顔を背ける（場所は移動しない）、（鼻を伸ばして）においを嗅
ぐ、鼻で接触する、舐める、擦り付ける、（軽く）押す、など
の反応を示した。
受動的対人行動では、「無反応」の割合が約半数を占めた。
また、全体の38.8% は「においを嗅ぐ」
「鼻で接触する」
「舐め
る」
「擦り付ける」といった人間に対して親和性を示す反応で
あった。それに対して、「逃避」と「顔をそむける」の割合の
和、
すなわち人間に対する拒否的反応は約13% に過ぎなかった。
したがって、本調査牛は全体的に人間に対してやや親和的に反
応していると判定された。

乳牛は人間を見分ける能力を有し1，2，6〜8）、Sato ら10）は否定的な
見解を示しているが、最近の多くの研究では過去の取り扱いに
よって牛の人間に対する反応が異なる可能性が示されてきてい
る1，2，16）。本研究では、人間は特定のひとり（著者）に限定し、
著者が調査する人間（カメラマン）と搾乳牛の行動の対象であ
る人間を兼ねた。また、その人間（著者）は調査牛すべての哺
乳・育成に携わり、言わば「乳母」であり「永年の顔見知り」
である。このことが本研究結果に影響しているであろうことは
当然考えられる。
調査は、すべてビデオカメラで撮影する方法で行い、後にテ
レビモニター上で解析した。１時間単位で調査を行い、６月か
ら11月までの間に56.5時間のデータを得た。
能動的対人行動の調査
ひとりの人間（筆者）が放牧地の２、３か所の定点に腰掛け
不動の姿勢をとった。その間に、調査牛が人間に示した行動を
ビデオカメラに記録した。調査時間中、人間は原則として調査
牛に対して、無関心・無反応を装った。１回の調査につき約40
分間行った。
受動的対人反応の調査
前項と同様にひとりの人間が、放牧地において、各調査牛に
正面から近づき、約50cm の位置で向い合って立つ状況で、反
応を調べた。本研究では、調査牛に接触しないようにした。１
頭あたりの調査時間はなるべく短くし（10秒前後）、次の調査
牛に移動するようにした。人間の移動時間を含めて１回の調査
は約20分とした。

図２

受動的対人反応の出現割合

さらに、これらの結果を搾乳牛の行動形別にまとめて図３に
示した。各受動的対人反応の出現割合を採食時（食草）
、佇立
休息時、横臥休息時に分けて示した。その結果、横臥休息時に
は「無反応」の割合が非常に大きく８割以上を占めた。横臥時
は佇立時に比較して当然行動の自由度が低く、人間に対しても
様々な反応ができないと想像される。一方、横臥時は休息レベ
ルが高く覚醒レベルが低く人間に対しても鈍感になっているこ
とも考えられた。採食時にも、
約半分の割合で「無反応」であっ
た。逆に、佇立休息時には「無反応」の割合が最も少なかった。
全体の８割近くが人間に対して何らかの反応を示した。した
がって、このような調査を行う場合には、調査牛が佇立休息し
ている場合に、最も本質的な結果が得られるものと考えられる。

結果および考察
能動的対人行動
観察中、搾乳牛は人間に対して、近くを横切る（立ち止まら
ない）、近寄って立つ（接触しない）、においを嗅ぐ（接触しない）、
鼻先で接触する、舐める、頭部を擦り付けるといった行動を示
した。
これらの行動の出現割合を図１に示した。その結果、通過と
「来る」の和が全体の半数以上を占めた。すなわち、能動的な
対人行動の半分が人間への接触をともなわないものであった。
嗅ぎはむしろ割合が少なく、「鼻接」と「舐める・擦り付ける」
の割合が大きかった。このことから、搾乳牛の能動的対人行動
は、人間への接触をともなわない消極的な行動と、強い接触を
ともなう行動の両極端のどちらかであると考えられた。

図３ 行動形別の受動的対人反応の出現割合のちがい

個体ごとの評点とその個体差
各個体の能動的対人行動と受動的対人反応の評点を算出し
た。能動的対人行動と受動的反応に共通して観察された、
（鼻
を伸ばして）においを嗅ぐに１、鼻で接触するに２、舐める・
擦り付けるに３点をそれぞれ与えた。受動的対人反応の、逃避
する（場所の移動をともなう）に−２、顔をそむける（場所は
移動しない）に−１、
無反応には０、また能動的対人行動の「通
過」と「来る（だけ）
」も０点をそれぞれ割り振って調査時ご
との点数をつけた。
この際、（軽く）押すが見られた場合が若干観察された。こ

図１ 能動的対人行動の出現割合
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の行動は人間を舐めたり擦り付けたりする一連の接触行動の中
で見られるものであり、人間に対する本質的な攻撃行動ではな
いと考え、３点から0.5を減じ2.5点と評価した。
その結果、能動的対人行動では、16頭中１頭は評点が０であっ
た。この個体は「人間に近付かない個体」とであった。他にも
３頭の評点が０に近かった。残り12頭は人間に対して行動する
個体であると考えられた。
また、受動的対人反応では、16頭のうち、３頭がマイナスの
評点を示した。これらの個体は人間の接近に対して、少し逃避
したり一定の距離を取るために２，３歩移動することが多い個
体であった。残り13頭はプラスの評点を示した。

図６ 各個体の能動的対人行動と受動的対人反応の得点の関係

位相関係数は0.861（スピアマン）、0.609（ケンドール）であった。
各個体の能動的対人行動と受動的対人行動には正の相関関係
があるが、相関係数は１に近いわけではなかった。すなわち、
各個体の能動的対人行動と受動的対人行動は若干異なる性質で
ある可能性も考えられた。
ただし、能動的対人行動の評点は０以下にはならず、両者の
関係を正確に評価するには、調査方法と解析方法を新たに考え
る必要があると思われた。

図４ 各個体の能動的対人行動の出現頻度

このように、調査牛は人間（著者）に対して全体的には親和
的反応を示す個体が多く、拒否的な反応を示す個体は少ないと
いえる。
次に、各個体の能動的対人行動の出現頻度を図４に、受動的
対人反応を出現割合を図５に示した。
図４の能動的対人行動では、全体の出現頻度だけでなく、そ
の行動の割合にも大きな個体差がみられた。すなわち、それぞ
れの個体は「それぞれのやり方」で人間との関わりを持ってい
ると考えられた。
図５の受動的対人反応の出現割合においも、個体差が大きく、
それぞれの個体が特有の反応を示すと言える。

各測定項目間の関係
前項では、各個体の能動的対人行動と受動的対人反応の関係
が必ずしも直線的でなく、両者は若干異なる性質である可能性
を示した。では、能動的対人行動と受動的対人反応として、同
じ行動と判定された項目間の関係はどうなのか、すなわち同じ
行動を能動的な場合と受動的な場合で意味がちがうのかどうか
を検討した。
各個体の嗅ぎ、鼻接、舐め・擦りの３項目の能動的行動の頻
度および受動的反応の割合の間の相関関係を検討した。
その結果、嗅ぎ、鼻接、舐め・擦りの相関係数はそれぞれ0.267
（NS）、0.407（NS）および0.749（p ＜0.01）であった。また、
同じデータを用いて順位相関係数（スピアマンおよびケンドー
ル）を求めたが、やはり、舐め・擦りでは有意な正の相関がみ
られ、嗅ぎと接触では相関は有意ではなかった。このように、
同じ行動であっても能動的な行動である場合と受動的な反応で
ある場合には必ずしも同じ意味ではないことが考えられた。
さらに、相関係数は嗅ぎ、鼻接、舐め・擦りと人間に対する
動作がより積極的で強くなるにしたがって大きくなっているこ
とも興味深い。すなわち、牛がもっとも積極的に人間に反応す
る行動と考えられる舐め・擦りでは、その場面が能動的か受動
的かに関わらず調査個体の性質がより強く表現されるものであ
ると考えられる。逆に、嗅ぎのような積極性の小さいと考えら
れる行動は、能動的に行うのと受動的に反応することの意味が
異なると考えられた。

図５ 各個体の受動的対人反応の出現割合

能動的行動と受動的行動の関連
各個体の能動的対人行動と受動的対人行動の評点の関係を図
７に示した。
両者の間の相関係数は0.667（生データ）であった。また順

以上の結果から、搾乳牛の人間に対する行動は能動的なもの
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各個体の嗅ぎ、鼻接、なめ・こすりの能動的対人行動と受動的対人反応の関係
すべての単位は頻度（回 / 時間）

と受動的なものに分類して考慮すべきであることが確認でき
た。また、特に接近する（だけ）やにおいを嗅ぐ（だけ）など
積極性の小さいと思われる行動においては、その性質や意味が
若干違う可能性が示された。これらのことから、搾乳牛の管理
技術、特に取り扱いにおいては、個体別による方法を考慮する
必要があると考えるべきである。さらに、もちろんこれらの事
実は搾乳牛以外の動物にもあてはまると考えられ、動物と人間
の関係構築のための新しい考え方や技術につながることが期待
される。
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Voluntary Behaviour and Passive Response toward
a Human of the Milking Cows
Yoshihiro SHUJI＊
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Summary
Cattle are not only passivity to the human, and they act voluntarily. Many researchs of the relations of the cattle
and human were only passivity behaviour. So, voluntary behaviour was examined to a human of the milking cows, and
relation with the passivity behaviour was studied. Behaviour to one human, like thier nanny, of 16 milking cows of Niigata
university Muramatsu Station were examined. The behaviour which cows showed voluntarily was examined to a human
being who sat on the pasture. And, the behaviour which cows showed were examined to a human who stood up in thier
imminence. Furthermore, relation between the voluntary behaviour and the passivity behaviour of each individual were
examined. As a voluntary behaviour, crossing , approaching, smelling, licking and it rubbing to the human were seen.
Though various behaviour was done toward the human, it came at all and near, and the individual if it was not was in the
active individual, too. And, as a passivity behaviour, avoiding , touching with nose, licking and it rubbing the human were
seen. As for the cattle, half of nothing reacted to about at passive opportunity. The correlation of the synthetic evaluation
of the voluntary behaviour of each individual and the passivity behaviour wasn't necessarily strong. But, it was rubbing
and licking, and well both corresponded well. The nature which avoided the more active nature which acts voluntarily and
a human being was extracted as a result of the factor analysis. In other words, a cattle has the nature that let's involve not
only passivity but also a human being actively.
Key words: Voluntary Behaviour, Passive Response, Milking Cow, Behaviour to Human
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