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精密栄養管理の基本
乳牛飼養標準 2006 年版、新たな分析技術の紹介

畜産草地研究所

畜産温暖化研究チーム

永西 修

１．はじめに

家畜や家禽の精密な栄養管理を行うことは、生産性の向上や糞尿中への環境負荷物質の

低減のほか、 近、バイオ燃料としてのトウモロコシの需要拡大により飼料価格の高騰が

問題となっているが、飼料コスト低減の点でも重要である。家畜・家禽が健康かつ正常に

発育し、乳・肉・卵などを効率的に生産するためには、エネルギー、タンパク質、ミネラ

ルなどを過不足なく給与する必要があるが、家畜の種類、雄雌、生育時期、乳や卵の生産

量により、これらの栄養素の要求量が異なることから生産条件に見合った養分要求量を示

したのが飼養標準である。日本飼養標準シリーズは日本標準飼料成分表のほか、乳牛、肉

用牛、豚、家禽、緬羊の６種類からなる。日本標準飼料成分表は飼料成分に関する広範な

データが記載されており、飼料製造関係者や農家が飼料の成分値を簡便に把握できるよう

に構成されている。同じ飼料でも動物種が異なれば飼料の栄養価は異なることから、動物

違いを反映させるために動物種対応した飼料の栄養成分値が記載されている。家畜や家禽

の栄養要求量や栄養素の利用効率については、飼養試験の積み重ねにより、数値の見直し

や新知見が得られている。これは、飼料標準は刊行された年代での基盤的応用技術の集成

であり、技術や社会の発展とともに改訂作業が必要となるためである。ここでは、新しい

乳牛の飼養標準 2006 版について、主として動物の栄養要求量の点から説明する。

一方、飼料の成分組成、消化率、栄養価などを正確に把握することは、家畜や家禽の精

密な栄養管理を行う上で重要な課題である。これに連動した形で飼料分析についても分析

項目の検討や分析法の改良が進められている。飼料分析では国際的な分析基準に従い、タ

ーゲットとする成分を正確に測定することが基本であり、わが国でも飼料分析法・解説

2004(飼料分析基準検討会編)や改訂粗飼料品

質評価ガイドブック（自給飼料品質評価研究

会編）が刊行され、わが国の飼料分析の基準

法として広く用いられている。つまり、図１

に示したように、家畜や家禽の栄養管理の精

密化は飼養技術の進展とともに、それに連動

した形で分析手法の高度化を伴うことが必須

である。そのため、飼養技術の進展に伴う新

たな分析法について紹介する。

２．日本飼養標準乳牛2006年版の概要

今回の改訂のポイントしては、１）エネルギー要求量の精密化、２）発育曲線モデルと
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妊娠による影響の評価と育成期から初産期の要求量の再検証、３）乾物摂取量推定式の再

検討、４）有効分解性蛋白質給与システム、５）稲発酵粗飼料や製造副産物など自給飼料

を活用した酪農に関する解説の充実、６）畜産環境問題に関連する内容の充実、７）栄養

要求量に関する計算ソフトウエアのバージョンアップである。家畜の栄養要求量の精密化

に関しては１）から４）までが該当し、５）や６）については飼料自給率の向上や畜産環

境問題などの社会的な背景による。わが国では食料自給率は 39 ％と先進国中でも低いこ

とから、飼料自給率の向上は良質な畜産物を国民に安定供給する上でも重要な課題である。

平成 17 年度に見直された食料・農業・農村基本計画では、平成 27 年度までに粗飼料の完

全自給を目指している。前版では繊維についての記載はあるものの、自給飼料資源の活用

とリンクした記載はなかった。改訂版では物理的有効中性デタージェント繊維の記載や稲

発酵粗飼料や製造副産物の利活用についての記載が充実された。一方、酪農経営の規模拡

大と個体乳量の増加にともない、家畜ふん尿による環境負荷量の増大と環境汚染が進み、

農場での窒素バランスとふん尿から管理が重要な問題となっている。そのため、ふん尿の

貯留施設容量や環境負荷量の算出基礎となる乳牛の糞尿量および窒素排泄量を示した。さ

らに、ふん尿量および窒素排せつ量に及ぼす飼養的要因を解析し、それらの低減策を示し

た。

（１）エネルギー要求量の精密化

日本飼養標準乳牛では 1994 年版より代謝エネルギーを基本単位としてエネルギー要求

量が構築されている。その中身は正味エネルギーシステムと言っても過言ではないが、正

味エネルギーを基本単位とすると、飼料のエネルギー価が動物種だけではなく、維持、成

長、妊娠、泌乳の利用目的によっても変化するために、ユーザーがエネルギー要求量を考

える場合大変複雑なシステムになってしまう。1999 年版以来、泌乳牛のエネルギー出納

試験は 100 例以上、育成牛の成績が 60 例以上実施されており、諸外国の飼養標準の基礎

解析に劣らない例数が確保されている。そのため、国内で行われた代謝試験成績から求め

た基礎的な乳牛の正味エネルギー要求量を計算の初期値として表示することとした。例え

ば、粗飼料と濃厚飼料では栄養素の利用効率が異なり、濃厚飼料の栄養素の利用効率が高

いと考えられているが、このような差を将来に明示化することへの取り組みを行っている。

（２）発育曲線モデルと妊娠効果体重、妊娠の要求量

乳牛の飼養標準（1999 年版）では育成牛の成育モデルは、３ヶ月齢から初産分娩時ま

で日増体量 0.74kg/日で直線的に生育するモデルが示されている。そのため、このモデル

には妊娠による増体効果が含まれず、初産分娩に向けた体重増加が示されていなかった。

その結果、実際の体重増加と育成牛の体重増加モデルとが一致しない場合があったことか

ら、今回の飼養標準の改訂では全国の関係機関から育成牛のデータの提供を受け、直線的

な発育モデルではなく実態に見合った非妊娠発育モデルを提案し、妊娠による体重増加を

発育モデルとは分離して計算した。

（３）育成期の要求量

近年、早期発育技術の進展により、日増体量を高めに設定するケースが多く認められて
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いる。また、前述の発育モデルの検証から育成初期の日増体量が前版のモデルよりもかな

り大きいことが示されている。1999 年版以降、育成期のエネルギー出納試験が数多く実

施されていることから、今回の改訂では育成期のエネルギー要求量を高増体時の要求量と

旧来の要求量の整合性にスポットをあて検証している。検証を行う過程において、育成牛

の成長のエネルギー効率は飼料の栄養価に強く影響を受けることが再確認され、1999 年

版の成長の要求量は高増体を目指した飼料給与時には若干多いことが明らかとなった。

また、育成期の乳牛の飼養試験成績からは寒冷期にエネルギー要求量が増加することが

示されたため、改訂版では育成期の成長の要求量に一律に設けられていた安全率（７％の

増給）を乗ずるのを止め、寒冷期のみについて７から 15 ％の増給を推奨している。

（４）乾物摂取量推定式

乳牛の飼料設計の基本は栄養要求量と乾物摂取量の算出が基本である。つまり、乳牛用

飼料を設計した場合に実際に食い込めるかが栄養要求量を充足させる上で重要だからであ

る。前版において乳牛の乾物摂取量の推定はかなり精度の高いものになったが、今回の改

訂では新たなデータを加えた解析を行うとともに、暑熱時での乾物摂取量の低下に対応可

能な取り組みを行った。泌乳初期（１～ 10 週）までは泌乳量に対応するだけの飼料を摂

取できないことから、泌乳初期乾物摂取量の補正を行っているが、改訂版では泌乳牛を初

産と２産以上に区分した乾物摂取量推定式を示し、精度の向上を図っている。また、乾乳

牛の乾物摂取量については、わが国で一般的に給与されている飼料資源を念頭にして、分

娩２週間前と１週間前に区分した乾物摂取量推定式を提示している。

暑熱期ではエネルギー要求量が増加することから、1999 年版では乾物要求量を増加さ

せるための補正係数が示されている。しかし、実際には乾物摂取量は低下するため、飼料

の質や給与方法などを工夫してエネルギー要求量を充足させることが必要である。今回の

改訂では、西南暖地におけるのべ 4000 点以上の乾物摂取量と１日の平均気温のデータを

解析し、初産牛では 23 ℃、経産牛 21 ℃を超えると乾物摂取量が低下することが明らかと

なり、平均気温に対応した乾物摂取量を示している。

（５）有効分解性蛋白質

日本飼養標準では蛋白質の基本単位を粗

蛋白質としているが、図２に示したように

反芻家畜では第一胃に生息する多数の微生

物により飼料の蛋白質や窒素化合物が分解

される。分解した窒素化合物は第一胃内微

生物に摂取され、微生物体蛋白質に合成さ

れるほか、第一胃内で分解されなかった蛋

白質とともに下部消化管に流入し、消化・

吸収される。一方、一部の窒素化合物は第

一胃でアンモニアとして吸収され、肝臓で

尿素に再合成されて糞尿中に排泄される。第一胃内微生物の合成量は分解性蛋白質やエネ

ルギーの供給バランスにより影響を受けることから、、第一胃内での蛋白質の動態を正確
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に把握し、蛋白質の必要量を提示するシステムを代謝蛋白質(MP)システムと呼んでいる。

1999 年版から飼料蛋白質の第一胃内での分解性に関する記述を行い、代謝蛋白質システ

ムへの移行を念頭においた、飼料蛋白質の第一胃内分解性を評価する分解性蛋白質(CPd)
システムを記載している。しかし、1999 年版の表に記載されている飼料の CPd および非

分解性蛋白質（CPu）含量は固有の値であり、飼料の分解率はルーメン内での滞留時間で

異なり、滞留時間が長いほど微生物による分解作用を受け易くなるため、乳量や乾物摂取

量の変化に伴う蛋白質利用性の変化を要求量側で調整する。改訂版では、有効分解性蛋白

質（ECP ｄ）システムへの移行を図っている。このシステムでは第一胃内で利用可能な

炭水化物量から第一胃内微生物合成可能量を求めるが、これが ECPd の要求量に相当する。

一方、乳量や乾物摂取量の変化に伴う蛋白質利用性の変化を飼料の消化管内通過速度によ

る分解率の変化で調整する。これが ECPd の供給量に相当する。ECPd の要求量と供給量

が一致し、蛋白質要求量を充足させる飼料構成が第一胃内微生物の合成量を 大にすると

の考え方である。

ECPd(%)=a+b × kd/(kd+kp)：可溶性蛋白質(a)、分解性蛋白質(b)、ｂ画分の第一胃内

分解速度(c)、Kp は飼料の通過速度

改訂版ではわが国で用いられている飼料についてデータベースの構築を行った。なお、

第一胃での飼料蛋白質の分解率や分解速度は、その種類や加工などにより影響を受けるこ

とが知られており、適正な飼料設計を行うためにはそれぞれの飼料について第一胃内での

蛋白質の分解性を把握する必要がある。測定方については後に記述する。

３．新たな分析法に向けた取り組み

今後、改良あるいは取り組みが必要な分析法としては、１）中性デタージェント（ＮＤ

Ｆ）分析法（脱脂、蛋白質、耐熱性α－アミラーゼ、亜硫酸ナトリウム）、２）in vitro 乾

物消化率（乾物、ＮＤＦ、ＴＤＮ）、３）蛋白質画分（溶解性、分解性）などがある。

（１）ＮＤＦ分析法

ＮＤＦは飼料の繊維含量を示すパラメータとして広く用いられている。しかし、ND
分析は粗飼料を対象に考案されたものであり、デンプン質飼料や加熱処理を受けた飼料な

どに適応する場合にデンプンやタンパク質が十分に除去されず、濾過が困難となるほか、

ＮＤＦ含量が過大に評価される問題がある。改訂自給飼料品質評価ガイドブックにおいて

もα－アミラーゼを用いたデンプン除去の前処理法が記載されているが、遺伝子組み替え

技術の進歩により高温でも活性を有する耐熱性α－アミラーゼを利用したデンプン除去と

亜硫酸ナトリウム添加による蛋白質除去を組み合わせた aNDf 分析法が考案されている。

aNDF 分析法の特徴としては、(1)サンプルは 0.5 ｇとし、粗脂肪含量が 5 ％以上のサン

プルは予めアセトンにより脱脂を行う必要がある。(2)亜硫酸ナトリウム 0.5g をサンプル

に加える。ND 溶液は 50ml とし、耐熱性α－アミラーゼを必要量添加する（添加量につ

いては決まってはいないが、飼料分析基準法・解説 2004（飼料分析基準編著）には耐熱

性α－アミラーゼとしてシグマ社 A3306 を 200 μ l 添加が記載されている。なお、亜硫酸

ナトリウムの添加は分析する直前に行う。(3)洗浄は安全に十分注意して高温水で行う。

デンプンの残存が見られる場合には、α－アミラーゼを添加してさらに洗浄を行う。(4)ND
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溶液の作成ではエチレングリコールモノエチルエーテルは有害性があることから、その代

わりとしてトリエチレングリコールを同量加える。また、亜硫酸ナトリウムの添加により

繊維中の全てのタンパク質の混入が除去されるわけではない。また、亜硫酸ナトリウムの

添加によりリグニンなどの一部が溶解することから、NDF →酸性デタージェント繊維

(ADF)→酸性デタージェントリグニン(ADL)を連続的に測定する場合には亜硫酸ナトリ

ウムの添加をしてはいけないことが指摘されている。

（２）in vitro乾物およびＮＤＦ消化率

個々の飼料の TDN 含量の推定で NRC(2001 年版）では、TDN1x ＝ tdNFC ＋ tdCP ＋(tdFA
× 2.25）＋ tdNDF －７が記載されており、飼料成分やその消化性に連動した形で TDN 価

の推定がなされている。推定には真の消化率 td を求める必要があり、td を求めるための

式が提案されている（ 後に引く７％は代謝性糞の TDN 含量と定義）。一方、日本標準

飼料成分表(独立行政法人農業技術研究機構 2001 年版)は成分値と栄養価が独立した形で

表記されているため、飼料成分値と栄養価が連動していない。そのため、例えば、ある飼

料の成分値が成分表に記載されている値と大きくかけ離れていても、基本的には栄養価は

成分表に記載されている値を使うことになる。また、新たなデータの蓄積により成分値が

更新される一方で、栄養価がそのままの値を用いる可能性がある。今後、飼料成分から栄

養価が推定できるような、より柔軟性の高い形式が望ましいと考えられるが、そのために

は消化性に関するデータの蓄積を図ることが重要である。特にエネルギーや蛋白質の第一

胃内での消化性（分解性）は効率的な畜産物生産や家畜の健康度を維持する上でも有用な

情報になる。

人工ルーメン法（J.King and J.C.Plaizier Can.J.Anim.Sci.86:439-441,2006)）による測定法

を紹介する（下記分析手順参照）。この方法のポイントはサンプルをフィルターバックに
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計量し、第一内容液を入れた培養ガラス容器内に移し、人工培養装置（DAIZY Ⅱ：ANKOM
Technology 社）で 48 時間、緩やかに撹拌しながら 39 ℃で 48 時間培養する方法である。

また、フィルターバックごと、ND 処理を行い、余分の可消化物などを溶解し、真の乾物

消化率を得ることができる。なお、真の乾物消化率と NDF 消化率は以下の式により相互

に補完することができる。

a)NDF 消化率＝｛１－（100 － in virto 法による真の乾物消化率）÷ NDF 含量｝× 100
b)in vitro 法による真の乾物消化率＝ 100 －｛（100 － NDF の消化率)×(NDF 含量÷

100）｝

（３）蛋白質画分

飼料の蛋白質は様々な蛋白質と非蛋白態窒素より構成される。そのため、第一胃内での

蛋白質の分解性は飼料の種類により大きく異なる。前述した乳牛飼養標準では蛋白質給与

システムとして ECPd が取り入れられていることから、より正確な飼料設計を行うために

は給与飼料について第一胃内での蛋白質の分解性を把握する必要がある。一般には飼料蛋

白質の第一胃内分解率の測定法としてはナイロンバック（ポリエステルバック)法で行わ

れることが多い。ただし、ナイロンバック法については基準となる方法はなく、J.E.Nocek et
al. Animal production 42:111-118(1986)の推奨法がある。測定法としては写真のナイロンバ

ック（300 メッシュ、20 × 10cm）に２ mm の篩が通過できるように粉砕した試料を詰め

込み、一定時間、フィステル装着牛の第一胃内へ投入して取り出し後、流水で洗浄して乾

燥後、分解率を求める。フィステル装着牛の管理やナイロンバックの投入、取り出しなど

の過大な労力が必要である。そのため、ナイロンバック法の代替として酵素を用いた第一

胃内での蛋白質の分解率測定法が検討されてきた。それによると、蛋白質の分解に用いる

酵素は Strep. groseis(SGP)がナイロンバック法と酵素法での比較試験により適しているこ

とが明らかとなっている。そのため、改訂自給飼料品質評価ガイドブックに、SGP を緩

衝液に溶解し、粗飼料は 48 時間、濃厚飼料は 16 時間培養する方法を紹介した。その後、

T.J.Klopfenstein et al. J.Anim. Sci.79:Suppl E208-217,2001 は酵素の濃度を高めて 6.6uni/ml と
し、様々な粗飼料を供試してナイロンバック法と酵素法との比較を行った結果、分解可能

な蛋白質は２時間程度で分解することから、培養時間は 2 ～ 5 時間が適切であることが示

されている。なお、溶解性蛋白質や結合性タンパク質の分析法については、G.F.Licitra et al.
Anim.Feed Sci. Technol.72:1-10,1998 を参考にすると良い。

４．おわりに

前述したように家畜の飼養技術とそれに呼応した飼料分析法は家畜の精密管理の基礎と

して車の両輪に相当する。つまり、家畜の精密管理は家畜や家禽の合理的な生産を図るだ

けではなく、飼料資源の有効利用や環境問題の観点からも重要である。また、近年ではカ

ビ毒の発生など、飼料の安全性に強い関心がもたれており、飼料の品質管理に対する強い

関心がもたれている。一方、日本飼養標準はわが国の社会的背景や自然条件などの固有の

条件下での家畜や家禽の飼養技術の発達のもとで改訂が進められてきた。そのため、総合

的な観点から、わが国の畜産業の飼料給与指標として も適した内容であることを強調し

たい。
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乳・肉用牛向けの新飼料資源 
畜産草地研究所 
飼料調製給与研究チーム 

                          山田 明央 
 
１．はじめに 

平成１７年３月に策定された新たな食料・農業・農村基本計画において、食料自給率目

標の実現可能な水準として４５％ (平成２７年度：カロリーベース)と定められているにも

関わらず、平成１８年度６月の食料自給率は、前年度から１％低下し３９％となったこと

が農林水産省より公表された。トウモロコシのシカゴ定期は、平成１９年１月の１ブッシ

ェル当たり 400 セントを超える高値から、７月現在で３２６セントにまで下落したが、依

然前年同月比で４３．９％高で推移し、飼料用トウモロコシの輸入価格（ＣＩＦ）は、前

年同月を１トン当たり約 11,700 円上回る同 28,054 円（７１．７％）となった。このほか、

大麦は１トン当たり 33,335 円（８２．１％）、こうりゃんは同 28,786 円（７０．７％）、

小麦は 30,348 円（６４．９％）など、配合飼料原料のＣＩＦ価格は前年同月を大幅に上

回って推移している。これらの情勢を受け、１９年４～６月期配合飼料供給価格は１９年

１～３月価格に対し、全国全畜種総平均トン当たり約 3,200 円引き上げられ、配合飼料価

格は５月には 50,568 円／トン（２１．８％）にまで上昇し、20 カ月連続で前年同月を上

回った。さらに、１９年７～９月期配合飼料供給価格は１９年４～６月価格に対し、全国

全畜種総平均トン当たり約 1,100 円引き上げられており、ｋｇ当たり前年比約 10 円の上

昇となっている。 
一方で、食品循環資源の再生利用、食品廃棄物等の発生の抑制及び減量を促進すること

により、これら食品に係わる資源の有効な利用の確保と食品に係わる廃棄物の排出の抑制

を図ること頭を目的とする「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律（食品リサイ

クル法）」が、平成１３年５月に施行され、「バイオマス・ニッポン総合戦略」が平成１４

年１２月に閣議決定されている。「平成１８年食品循環資源の再生利用等実態調査（農林水

産省）」によると食品産業における食品残さは平成１７年度で年間 1,136 万トン程度発生し

ていると推計されており、その発生割合は食品製造業で４４％、食品卸業７％、食品小売

業２３％、外食産業２７％となっている。また、食品残さの５９％（約 666 万トン）が再

生利用され、その内、飼料として全体の２１％が利用されている。中でも、食品製造業か

らの残さは、エネルギー、蛋白質、脂肪含量が高いものが多く、その排出が工場等から行

われるために、一定量の確保が可能で年間を通じての成分組成の安定性を有している場合

が多いため、牛用の飼料として有用であり、このような食品残さを有効活用することによ

り、飼料費の節減、自給率の向上及び資源の循環利用による環境への負荷低減を図ること

が可能である。 
一般に食品製造からの食品残さを飼料として利用する場合、上述したように一定品質の

ものが安定的に供給可能なことの他、保存法が確立しており保存中の品質劣化が少ないこ

と、それらが低価格で利用できること、そして何よりも安全性が確保されていることが重

要である。利用に際しては、多くの食品残さが高水分でありそのままの状態で保存や運搬
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が困難であることから、排出後何らかの処理（乾燥、脱水、サイレージ化等）がなされる

ことが多く、飼料成分の変動にも留意する必要がある。また、従来からあるジュース粕に

加え、近年消費量の増加が著しい茶系飲料の残さやバイオエタノール残さである DDGS 等新

たな飼料資源に対してその飼料特性の評価を行う必要がある。ここでは、乳・肉用牛飼料

として利用可能な主要な食品残さ飼料資源について、その飼料特性を中心に紹介する。 

 

２．主要な食品残さ 

１）トウフ粕 

トウフ粕は古くから利用されている食品残さの代表の一つであり、全国で年間約７０万

トン排出されていると推計されるが、規模の小さな排出業者が多く、高水分（７０－８０％）

で腐敗しやすいため、未だに決定的なリサイクルシステムは確立していない。利用に際し

ては、排出直後にそのまま給与する他、サイレージ化もしくは乾燥して保存性を高め流通

する。サイレージ化する場合には、工場から排出後 2～3 時間後には好気性菌の著しい増加

がみられることから、配送後に利用農家の庭先で密封するのは危険であり、工場で排出直

後に速やかに密封貯蔵する必要がある。 

トウフ粕は、蛋白質と脂肪含量が多いエネルギー飼料に位置づけられる。繊維含量も多

いがルーメン内での分解速度が速く、繊維としての物理性は期待できない。また、蛋白質

もルーメン内分解率が高くルーメンバイパス率が低い。このため飼料設計する際に組み合

わせる他の飼料の物理性（粗飼料価指数：RVI）や蛋白質のルーメン内分解性等に配慮する

必要がある。 

 

２）ビール粕・発泡酒粕 

麦芽と副原料の米やデンプンで作った麦汁を濾過した後に残るのがビール粕であり、飼

料としては生ビール粕、脱水ビール粕、脱水後サイレージ化した発酵ビール粕および乾燥

ビール粕がある。発泡酒は酒税法上麦芽以外の副原料が１／３を超えるものを言うが、現

在我が国で市販されているものは麦芽比率が２５％以下であり、残り７５％以上が米、ト

ウモロコシ、コウリャン、馬鈴薯、でんぷん等の副材料となる。 

ビール粕は、排出時には水分含量が約８０％と高く腐敗しやすいため、乾燥もしくは水

分６５－７０％程度に脱水、サイレージ化して流通する。平成８年の調査時点で年間排出

量は約１００万トンであり、トウフ粕とは異なり大規模工場から大量に排出されるため、

専門の飼料会社による調製、流通システムが確立しており、もっとも飼料としての利用が

進んでいる。しかし、ビールの年間出荷量は平成６年の７１４万ｋｌをピークに平成１０

年前後を境として平成１７年には３５７万ｋｌにまで大きく減少し、ビール系飲料全体と

しても発泡酒が１７６万ｋｌ、「第３のビール」が１０１万ｋｌで、全体としても６３４万

ｋｌと減少傾向にある。この比率をそのまま排出量に当てはめると、ビール粕５６万トン、

発泡酒粕２８万トン、合計８４万トン程度と推計される。（注：「第３のビール」に関して

は、原料および製造法が大きく異なることからここでは取り扱わないこととする。） 

ビール粕の飼料特性としては、乾物中ＤＣＰが２０％、ＴＤＮが７１％で粗脂肪が９％

含まれている。蛋白質は、一般にビール製造工程で加熱処理を受けるためルーメンバイパ

ス率が高くなっているが、蛋白質含量およびその性質は製造会社間による違いが大きいと
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される。また、繊維には粗剛性があり、ルーメン内消失速度も遅いことから、粗飼料と濃

厚飼料の中間的な性質を持つが、一方、糖やデンプンといった非繊維性炭水化物は少ない。

その他、ビタミンＢ群およびリンを多く含む。発泡酒粕はビール粕に比べ、その原料構成

を反映してＮＤＦ含量が低く、生ではマルトースとラフィノースを主とする可溶性糖類が

２倍ほど多いが、脱水によりＤＭ中２％以下となりビール粕との差もほとんど消失する（西

野ら，2003）。 

 

３）醤油粕 

 醤油の原料は、大豆と小麦と食塩である。加熱膨軟化処理をした大豆と焙煎、粉砕した

小麦に麹菌を加え醤油麹を作った後に食塩を添加し、もろみを造る。このもろみがさらに

乳酸発酵等を経て熟成し、圧搾し生醤油を絞り出した残さが醤油粕となる。水分含量は約

３０％で、産出量は約９万トンと推計されている。平成１６年時点で、我が国の醤油醸造

会社数は約１，４００であり、大手５社でシェアの５５％、その他準大手９社で１６％で

る。排出構造としては、ビール粕とトウフ粕の中間であり後述する飼料特性からも利用の

拡大が期待されるが、焼却処理が５０％を超えているのが現状である。圧搾した醤油粕は

板状で排出されるが、これを粉砕もしくはフレーク上にして袋詰めもしくはフレコンバッ

クの形で広域流通も行われている。 

 醤油粕の飼料特性としては、脱脂大豆を原料に用いた場合、蛋白質、粗脂肪含量はほぼ

トウフ粕と同様である。一方、近年増加している未脱脂丸大豆を原料とした醤油粕の場合、

粗脂肪は乾物中２０％を超える分析結果も見られ、排出工場、ロット毎の変動には留意す

る必要がある。灰分含量は１０－１２％であり、その約８割が食塩である。現在、乳牛に

対しておよそ１日１頭２ｋｇ程度を目安に給与されている事例が多い。これらの飼料特性

に配慮すれば、醤油粕は季節変動がなく安定的に確保できる手頃な蛋白質源としてＴＭＲ

調製に向く飼料資源といえる。粗脂肪含量が高い醤油粕には脂溶性ビタミンが多く含まれ、

特に抗酸化力の高いビタミンＥが豊富である。 

 

４）茶系飲料粕 

 近年、出荷量の増加とともに排出量の増加が著しい茶系飲料残さも、短時間で熱水抽出

した残さであり、多くの栄養成分がまだ残存していることから有用な飼料資源である。こ

れら茶系飲料粕は非常に高水分であり、特にその製造法から外部水分が多く、また腐敗し

やすい。保存性を高めるためには乾燥もしくはサイレージ調製が望ましいが、熱水抽出後

の残さには乳酸菌や発酵基質となる糖類が非常に少ないことから、乳酸菌とセルラーゼの

添加等の処理が有効である。また、サイレージ調製および輸送のために水分を７０－７５％

程度にまで低下させる簡易な脱水法の開発も望まれる。 

飼料特性としては、特に緑茶粕は蛋白質含量が３２％と高く、ルーメン内有効分解率７

２％、下部消化管における消化率は８８％と報告されている。烏龍茶粕も蛋白質含量は２

３％と高いが、ルーメン内分解率は４６％、下部消化管消化率５３％と同じ茶葉由来粕で

もその性質は異なっている。緑茶粕にはカテキン類が多く含まれその機能性が期待される

他、タンニン類によるメタン発行抑制効果も報告されている。一方、麦茶粕は焙煎した大

麦を熱水抽出した残さであり、蛋白質含量は１３％、ルーメン内有効分解率は６６％であ

- 9 -



る。また、ヤギを用いて測定した蛋白質消化率は３３％と低く、焙煎等の製造過程の影響

が推察される。サイレージ化した緑茶飲料粕はＴＭＲ中に５％程度混合できる（西田ら，

2005） 

 

５）リンゴジュース粕・ミカンジュース粕・ニンジンジュース粕 

 リンゴジュース粕は、リンゴからジュースを圧搾した残さであり、年間約３万トンと算

出されているが、その利用率は５０％程度と推定される。また、その発生期間はおおよそ

９月～翌４月に限定され、気象条件や台風の影響にも左右され、他の生粕類同様に高水分

で腐敗しやすいため、通年利用のためにはサイレージ化による長期貯蔵が必要である。リ

ンゴジュース粕は、比較的糖類が高く、密封するだけで乳酸発酵が進むと同時にエタノー

ル発酵も行われる（岡田,2005）。 

 リンゴジュース粕は、ＤＣＰが２％程度と低い。一方、ＴＤＮは８０．５％と高く、サ

イレージ化したリンゴジュース粕は非常に嗜好性が高いことから、エネルギー系飼料資源

として期待される。 

 ミカンジュース粕の排出量は、年間約８万トンと推定される。また、リンゴジュース粕

同様季節性があり、長期保存のためにはサイレージ化が必要である。 

飼料成分としては、高水分でＤＣＰ３．８％と低く、ＴＤＮは８１．６％と高いため、

エネルギー系の飼料資源である。 

ニンジンジュース粕の粗蛋白質含量は７．７％、非繊維性炭水化物含量は５４．７％、

ＴＤＮは９３％であり、他のジュース粕同様に高エネルギー飼料である他、β－カロテン

を１６８．５mg/DMkg と生の牧草並みに含んでいる（永西ら，2004）。 

 

６）デンプン粕（古川，2001） 

 甘藷や馬鈴薯からデンプンを製造した際に発生する残さであり、約１００万トンの発生

量が推定される。甘藷粕は１０月～１１月、馬鈴薯粕は９月～１１月に集中して発生。甘

藷粕の水分は９０．５％、馬鈴薯粕は８３．７％と高く、生粕は腐敗しやすいのでサイレ

ージ化して貯蔵する。 

乾物中の養分はＤＣＰ含量が低く、可溶性無窒素物（ＮＦＥ）が７５％前後であり易発

酵生誕水化物のルーメン内利用性はかなり高く、またＴＤＮ含量は濃厚飼料並みに高い。 

 

７）キノコ菌床残さ（今井，1999） 

 近年、コーンコブ（トウモロコシ雌穂芯粉砕物）を主体とし、ふすまや米ぬかを栄養源

として添加したキノコ栽培菌床が拡大しつつあり、新たな飼料資源として利用できる。キ

ノコ菌床の水分含量は５５－６０％であり、そのまま密封貯蔵することによってサイレー

ジ化は可能である。 

 飼料成分は添加物の種類と量で変動するが、おおよそ粗蛋白質１０％、ＮＤＦ５５－６

０％、in vitro 乾物消化率３７－４４％とされる。 

 

８）焼酎粕 
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全国では年間約 140 万トンの焼酎粕が発生していると推測される。甘藷を原料とし

て焼酎粕は９月～１２月に集中的に発生するのに対して、麦やそばなどの焼酎粕は年

間を通じて排出される。焼酎粕は高水分（９４～９６％）でそのままでは極めて保存性

が悪く、過去には直接給与では乳汁への異臭や高蛋白質による繁殖障害も発生しやすい等

の理由で利用が制限されてきたが、近年、海洋投棄の禁止により新たな処理法として固液

分離し液部分を濃縮して穀類、牧乾草、ビタミン、ミネラルと混合してウエットタイプＴ

ＭＲの製造に利用する取り組みが進んでいる。 

 飼料成分としては、粗蛋白質含量が２０％以上と高く、また脂肪含量も多い他、甘藷粕

ではビタミンＢ群およびビタミンＥが多い。一般には醸造に伴って生成するクエン酸のた

めｐＨは４前後の酸性を示す。 

 

９）ＤＤＧＳ 

 本来は穀物から蒸留酒（エタノール）を生産する際の残さ全般を当てはまる言葉ではあ

るが、現在はほぼトウモロコシからエタノールを生産する際に排出される残さのみを指す。

米国でのトウモロコシを原料とするバイオエタノール生産の拡大に伴って排出量が増大し、

一部我が国にも輸入されている。 

 飼料特性は、粗蛋白質含量が３０％程度、粗脂肪含量が約１２％と高蛋白質、高エネル

ギー飼料であり、ミネラルとしてリンを多く含んでいる。蛋白質は乾燥過程で熱の影響を

受けており、ルーメン内分解率は４５％程度であり、ルーメンバイパス性が高い。飼料成

分については、排出工場、ロット間ならびに排出季節で変動が見られる。 

 

３．おわりに 

 この他にも各地域に存在する有用な食品製造残さ多いと考えられる。たとえば、研究等

で取り上げられた素材として、近年の健康ブームでその生産が増えているケールジュース

粕やワイン醸造ブドウ粕、パイナップル粕、アン粕、規格外長いも等の農産残さなどが上

げられ、これ以外にもまだ各地域に多くの飼料資源が存在するものと思われる。しかし、

おそらくそれらの素材は、高水分で腐敗しやすい上に、排出ロットが小さかったり、排出

季節が限定されており、残念ながら費用をかけて廃棄処理されている。これらの状況は一

朝一夕に変わるとは思われないが、我が国畜産を取り巻く情勢が今後厳しさを増して行く

中で、食品製造残さ利用方法としてのＴＭＲの普及・拡大および保存方法としてのサイレ

ージ化技術の高度化がますます重要となっている。普及と研究とが常に緊密に連携、協力

しながら、現場農家を支えて行く体制がより一層強化されることを望む。 
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飼料イネの利用 

 

畜産草地研究所           

飼料調製給与研究チーム 
吉田 宣夫 

 

まえがき 

 配合飼料、輸入粗飼料の価格高騰のなかで、飼料イネ（稲発酵粗飼料）への期待が益々

大きくなっています。平成 12 年から稲発酵粗飼料に仕向けられるイネ生産が始まり、平成

18 年度の作付面積は 5,212ha まで伸び、今年度はさらに広がろうとしています。そこで一層

の品質向上に向けて、稲発酵粗飼料を利用する側、良質な稲発酵粗飼料を調製する側とと

もに技術を導入する視点、生産から調製までを担うコントラクターの視点からそれぞれの

チェックポイントを整理してみたいと思います。 

 

１ 収穫時期と仕向け家畜 

 これまで飼料イネの収穫適期は黄熟期（出穂から 30～35 日後）とされてきました。しか

し、現実には面積拡大とともに適期を過ぎる事例も多数散見され、泌乳牛への適応性が課

題となっています。この理由は、表１のとおり登熟とともに未消化籾排出率が高まること

が指摘されています。肉用牛と比べて日乾物給与量５～６kg と多給することからエネルギ

ー不足を招くため、図１のように出穂から 20～35 日後程度（糊熟～黄熟前期）に収穫調製

する必要があります。加えて、馴致の仕方、飼料分析に基づく適正な飼料設計、健康状態

のモニタリングなど日常的な基本技術を徹底

することが大切です。 

 これに対して肉用牛では、繁殖牛は泌乳牛と

同様に多給できますが、肥育牛は日乾物給与量

２kg 以下、さらに肉質を重視するビタミン A

制御給与法から稲発酵粗飼料中のβカロテン

含量が低いものを求めています。登熟とともに

飼料イネ中のβカロテン含量が低下すること

が知られており、収穫適期は黄熟期以降（出穂

から 35～50 日後）のものの適応性が高いこと

が明らかにされてきました。 
 利用家畜に応じた収穫が行われていること

をチェックし、収穫作業を行う集団と十分な話

し合いをすることが大切です。 

表１　籾消化率に及ぼす熟期と破砕処理の影響(東北農業研究センタ

乳熟期 糊熟期 黄熟期 完熟期

籾消化率(%) 12.8 6.1 1.0 0.0

※各熟期の完全籾をメッシュ袋に入れて96時間、去勢牛の反芻胃内に浸漬

完全籾 圧片籾 粗挽き籾 粉砕籾

籾消化率(%) 0.0 34.0 45.3 66.6

※各処理の籾をメッシュ袋に入れて24時間、去勢牛の反芻胃内に浸漬

※完全籾の106時間後の籾消化率は5.9%、籾消化率は４熟期の平均値

項目
処　理

収穫時期
項目

▲

出穂期

★

乳熟期 糊熟期 黄熟期 完熟期

刈遅れ

乳牛向け
肥育牛向け

0

図１　収穫適期と仕向け家畜の考え方

10 20 30 40 50日
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 飼料価格高騰のなかで、飼料イネ、食品残さ（エコフィード）を発酵 TMR に調製し、高

秘乳牛への給与を可能なものにする実践的な研究（高度化事業 2005-2007：中央農業総合研

究センター、畜産草地研究所、広島県、雪印種苗㈱ほか）が実施されています。その成果

が平成 20 年には詳細なマニュアルとして発行されますのでご注目ください。 

 

２ 発酵品質の向上 

 品質の優れた稲発酵粗飼料を収穫調製することは、幅広いユーザーの要求に応えること

になり、地域での耕畜連携を強化することに繋がります。このため、前項で示した仕向け

家畜に応じた収穫時期を遵守し、高い発酵品質のサイレージを調製しなければなりません。

しかし、気象条件、収穫機種や調製後の管理等によって品質は大いに左右されます。ダイ

レクトカットサイレージの指標として、①カビの発生がなく、②水分含量 65％以下、③pH4.2

以下が目標となり、このようなサイレージは長期貯蔵性が期待できます。そのために取る

べき対策として、①降雨中の作業を避け、発酵品質を確保するための安全策として、②切

断長が長くなる作業機では、乳酸菌の添加を行うことを推奨します。図２は収穫時期に６

つの台風が襲来した平成 16年に全国調査

を行ったサイレージの発酵品質を示して

います。稲発酵粗飼料用に開発された新

規乳酸菌「畜草１号」（雪印種苗㈱製品）

を添加したサイレージ 13 点、無添加サイ

レージ 27 点の有機酸含量構成と pH のそ

れぞれの平均値です。過酷な収穫条件で

も明瞭な添加効果が得られています。 

 乳酸菌添加は一定の経費がかかります

ので、ユーザーと十分な話し合いをして

いただき高品質の飼料提供を行うことが望まれます。 

 しかし、乳酸菌添加を行っても搬送中のフィルム破損等で嫌気的条件が損なわれるとサ

イレージ品質は必ず低下しますので、基本技術を守った取り扱いが必要です。 

 

３ 新技術の導入 

 飼料をめぐる内外の諸情勢は、高品質、低コストの国産飼料を持続的に生産拡大するこ

とを求めています。そのために稲発酵粗飼料の課題や問題点を解決し一歩ずつ技術革新を

図っていく視点が大切になっています。 

 高い収量の飼料イネ生産を目指すうえで、ＷＣＳ用イネの新品種を採用することが大切

です。平成 12 年以来、ほぼ毎年新しい品種が登録され、(独)農業・食品産業技術総合研究

機構（以後、農研機構）で育成したものは９品種にのぼっていますが、（社）草地畜産種

子協会から販売されています。 

pH

ａ

ａ

ａ

ａ

ｂ
ｂ

ｂ

ｂ

0

1

2

3

4

5

6

0

0.5

1.0

1.5

無添加  (n=27) 

乳 酸

有
機
酸
含
量

% FM

酢 酸 プロピオン酸 酪 酸

図２「畜草1号」添加サイレージの品質改善効果 

a,b;有意差あり (P<0.01)

畜草１号添加  (n=13)

pH
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図３にその適地を示しました。 近では、関東

以西の適品種で茎葉型の「リーフスター」、九

州全域に適し多収性と耐倒伏性を兼ね備えた

「タチアオバ」が品種登録されました。さらに、

今年度は東北向け品種、次年度は北海道向け品

種の登録が予定されています。 

 高い発酵品質とともに家畜の採食性に優れ

たサイレージを作るうえで、収穫機の果たす役

割の大きいことが指摘されてきました。従来機

の課題を克服するために、農研機構の中央農業

総合研究センター（写真１，図４）および生物

系特定産業技術研究支援センター（写真２）で

新型機の開発が行われています。 
 
 

 

写真１ 自走細断型ホールクロップ収穫機（中央農研）   図４ 自走細断型ホールクロップ収穫機の構造図 

（従来機をベースに細断装置、混合撹拌装置を組み込み） 

 両機種の外観や構造は異なりますが、ＷＣ

Ｓ用イネを細かく切断し、均一にしかも高い

密度でロール成型してネットで梱包する仕組

みは共通しています。これらで収穫された稲

発酵粗飼料は発酵品質が極めて優れ、TMR
センターなどのミキサーの混合適性が高いこ

とから期待が高まっています。 
この２機種は平成 20～21 年度の発売を目指

して 終的な検証が行われています。今回、

２つの新技術を紹介しましたが、情報収集に 写真２ 自走式細断型ロールベーラ（生研センター） 

努めていただくとともに、新商品や開発機の現地適応性について検証されることを期待し

ます。 

ニシアオバ

夢あおば

ホシアオバ

クサノホシ

クサホナミ

クサユタカ

北海道向け : 
来年度登録予定

べこあおば

リーフスター

 新品種:奥羽飼395号

 新品種:タチアオバ
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４ 供給組織の役割 

 （社）日本草地畜産種子協会によって、平

成 18 年度に飼料稲高収量・低コスト生産技術

実態調査が行われました。この調査は稲発酵

粗飼料に取り組まれている全国９県の個人、

生産組織を対象に行われたものです。現地で

の生産実態の現状と到達点がわかりますの

で、栽培場面についてその特徴点を紹介しま

す。 

 ＷＣＳ用イネの栽培は同一圃場で連年栽培

するか、ブロックローテーションのなかで単

年栽培するかの２つに大別されます。前者で

は堆肥利用などが可能になりますが、後者は

収穫時の脱落籾の発芽によるコンタミネーシ

ョン、堆肥施用による窒素過多が次年作の食

用稲への影響を及ぼすとされています。表２

はこれらの栽培動向を示したものですが、同

一圃場の連年栽培とブロックローテーションの割合が８０：２０と食用稲栽培への影響を

避けるため同一圃場で栽培を続ける事例が多くなっています。そのなかでも５年以上にわ

たって同一圃場で栽培されているものが４３％にのぼっています。 
 表３は 10a 当たりの堆肥および化成肥料（窒素含量の明記あったもの）の施用量を回答

された４６事例を示したものです。化成肥料の単独施用（17 事例）の多くはブロックロー

テーションの場合と想像されますが、堆肥と組み合わせた肥培管理（29 事例）が耕畜連携

のもとで着実に広がっています。 
 同様に、この肥培管理のもとで得られた推

定の現物実収量の平均値を表４に示しました。

栽培年数、品種、水分含量等との突き合わせ

をしなければなりませんが、「稲発酵粗飼料生

産・給与技術マニュアル」に示されている値

に近い 10a 当たり堆肥３～５ｔ、窒素２～６

kg の施用によって、食用稲に比較して多肥栽

培で多収が得られていることが分かります。 
 各地域では普及機関、ＪＡ組織、市町村ほかの関係者の皆さんによって、多年にわたる

地道な努力が行われ、10a 当たりの現物実収量 5,500kg を実現する地域も散見されるように

なりました。収量増と品質向上は取引価格への反映もできますので、コントラクター組織

の運営上も大きなメリットとなります。 

表２　　ＷＣＳ用イネ栽培の経過年数と栽培圃場

栽培圃場

経過年数 １年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 ７年以上

東　北 1 0 2 4 2 6 1

関　東 1 1 4 4 6 4 2

中　国 0 1 5 1 7 0 0

九　州 1 0 3 2 4 2 1

計 3 2 14 11 19 12 4

栽培圃場

経過年数 １年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 ７年以上

東　北 0 0 0 0 0 1 0

関　東 0 0 1 0 3 2 0

中　国 0 0 1 0 3 0 0

九　州 0 0 1 2 0 1 1

計 0 0 3 2 6 4 1

同一圃場の連年栽培

注：一部の取り組みも含む。

ブロックローテーション栽培

表３　　堆肥および化成肥料施用量の関係

0 0～2 2～4 4～6 6～8 8～10 10～12

0 1 2 4 4 3 2 1 17

1 1 1 3 1 6

2 3 11 1 15

3 1 2 3

4 2 2 4

5 1 1

3 5 12 18 4 3 1 46
※平成18年度稲発酵粗飼料調査事業中間報告

堆
肥
施
用
量

(t/10a)

化成肥料施用量 (Nkg/10a)

事例計

項目 計

表４　　堆肥および化成肥料施用量と推定現物実収量の関係

0 0～2 2～4 4～6 6～8 8～10 10～12

0 2203 2003 2200 3000 2000

1 2000 2400 1647

2 1741

3 2850 2200 2750

4 3500 4000

5 3500

※1 平成18年度稲発酵粗飼料調査事業中間報告

※2 牧草ﾛｰﾙ400kg、細断ﾛｰﾙ300kg、ｺﾝﾊﾞｲﾝ型ﾛｰﾙ250kg、ﾌﾚｰﾙ型ﾛｰﾙ200kg、ミニﾛｰﾙ35kg

※3 予乾調製法があるため、生草収量として統一できない。

堆
肥
施
用
量

(t/10a)

化成肥料施用量 (Nkg/10a)
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 稲発酵粗飼料の品質向上のための方策づくりとして、栽培履歴のトレースバック、品質

に対するユーザー調査、クレーム管理などコントラクター組織としてのチェックポイント

を作成することが大切になっています。供給側の義務部分となるこれらの方策を取ったう

えで、ロールベール単価の再設定を行うこともできます。その場合、①購入乾草の実勢価

格、②飼料価値等を勘案し、供給側とユーザーの双方に稲発酵粗飼料の利用メリットが出

るような協議も必要になってきました。 

 
５ おわりに  

 飼料イネ生産と利用が広がり、一歩ずつ技術革

新を図る地道な努力によって定着してきました。

写真３は WCS 用イネ品種「はまさり」を給与し

た褐毛和種牛肉の直売店ですが、このような牛肉

や牛乳の特産品づくりが各地で始まっています。

トウモロコシ価格の高騰問題が国民の暮らしに

影響することから、マスコミでも取り上げられる

時代です。今こそ、「一切れの国産牛肉、一杯の

牛乳の消費が水田を守る」を合い言葉に消費者、 

実需者とも連携した生産利用から消費までの輪 写真３ 稲発酵粗飼料で育てた「はまさり牛」の

を作り上げたいものです。              直売（左：筆者） 
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精密栄養管理の具体化・ＴＭＲ調製
畜産草地研究所

飼料調製給与研究チーム

塩谷 繁

はじめに

わが国の経産牛１頭当たりの年間搾乳量は、

この 20 年間で毎年 110kg の割合でほぼ直線的に

増加しています。高泌乳化が進行した背景には、

乳牛の遺伝的改良が順調に進められたこともあ

りますが、円高等で安価になった輸入濃厚飼料

の給与割合の増加も大きな要因となっています

（図１）。そのため、粗飼料の給与割合は 20 年

前の 50 ％から 45 ％にまで低下し、粗飼料自給

率も 75 ％に低下しています。このような飼料構

造の変化は、乳牛の能力向上に対応するための

必然的方向であったかもしれませんが、逆に疾病の増加や繁殖成績の低下などにより生涯

生産性の低下を招く誘因ともなっていました。

地球上で依然として飢餓や食糧難に喘ぐ地域がある中で、反芻家畜は、人間が利用でき

ない草資源や食品残渣から動物性蛋白質を供給するのが本来的な役割です。そのため、牛

用飼料は我々の食料となる穀類などとの競合をできるだけ避け、限りある資源を有効に活

用しなければなりません。反芻家畜にとって過剰な栄養分は代謝に余分なコストがかかり

負担となるだけでなく、その排泄物が環境への負荷となります。21 世紀の酪農において、

食料の安定供給と環境保全に配慮し、農業行動規範（GAP；Good Agricultural Practice）に

準拠した経営を実践するには、乳牛の各栄養素要求量と給与量の均衡を図り、無駄のない

「精密栄養管理」を行うことが重要となります。以下では、精密栄養管理が環境保全等に

及ぼす効果やその実践に有効となるＴＭＲ調製給与の方法について概説します。

１．乳牛のエネルギー代謝の現況

家畜に給与された飼料のエネルギーは、図２のように利用されます。給与飼料の総エネ

ルギー（GE）は、全てが家畜に利用されるわけではなく、糞としてのエネルギーロスを

差し引いたものが可消化エネルギー（DE)で、DE から尿やメタンのロスを差し引いたも

のが代謝エネルギー（ME)です。そこから、生体内の代謝過程で発生する余分な熱増加（HI）

を差し引いたものが正味エネルギーとなります。

さらに、家畜が必要とするエネルギーは、体を維持するために必要な維持エネルギー

（NEm）と増体や産乳に必要な生産エネルギー（NEp）に分けられます。日本飼養標準で

図１．乳量と配合飼料給与割合の推移

（「畜産物生産費」より作図）
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は、産乳のための ME 要求量を乳生産に対する

ME の利用効率から算出しています。この利用

効率は、生産された牛乳のエネルギー／摂取

した ME 量で示されます。乳脂率４％の牛乳の

エネルギー価はおよそ 733kcal ですが、これを

生産するのに必要な ME 量を 1987 年版の日本

飼養標準では 1195kcal（TDN で 0.33kg）として

いました。乳生産に対する ME の利用効率は

0.62 でありました。ところが、1999 年版ある

いは現在改訂中の新版においてもこの効率は

変わっていません。すなわち、この 20 年間の

乳生産量の増大を中心的に支えてきたのは、

乾物摂取量の増大、消化速度の増加、養分濃度の向上による「栄養素摂取量の増加」にあ

ったといえます。

これらの状況は、関東東海北陸畜産関係場所の協定研究のの泌乳成績の推移に如実に表

れています（図３）。昭和 50 年代前半は、乳量に対して可消化養分総量（TDN）の摂取量

が多く、要求量を十分に満たしている状況でしたが、乳量が増加するに伴って徐々に充足

率が低下してきました。その後、昭和 60 年代では、乳量の増加に対して乾物摂取量がそ

れほど増加しなかったため、飼料中の養分含量を高めることで充足率を満たすようになっ

てきました。しかし、その後も乳量は増加し続け、近年では充足率を満たすことが困難に

なりつつあります。このような状況でも乳量は増加し続けていますが、それは泌乳初期に

おける体組織からのエネ

ルギー動員によって行わ

れているものと考えられ

ます。今後の乳量の増加

は、泌乳初期の消耗を大

きくし、ますます代謝病

の危険性を高めることに

なるでしょう。泌乳初期

において、体蓄積よりも

産乳に振り向けられる栄

養素配分の調節機構を解

明し、適度な体蓄積を保

ち泌乳をセーブさせる制

御法の開発が必要です。

図２．飼料エネルギーの利用の流れ

図３．協定研究における乳牛の乾物摂取量、乳量、TDN充足率の推

移（関東東海北陸畜産関係場所の協定研究成績より作図）
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２．飼料蛋白質評価法の進展とその利用

近年、飼料蛋白質の評価方法としてルーメンでの分解や発酵を考慮した動的モデルが開

発され、日本飼養標準においても下部消化管から吸収される蛋白質を想定した代謝蛋白質

（MP；Metabolizable Protein）システムへと移行しつつあります。図４に MP システムの概

略を示しました。このシステムでは、ルーメン分解性蛋白質（CPd）と非分解性蛋白質（CPu）

のそれぞれの系から供給される MP 量を予測します。その際、飼料の養分組成や牛の状態

等から発酵エネルギーの供給量やリサイクル窒素量も推定します。アメリカ NRC 飼養標

準 2001 年版では、生産に対する MP の利用効率を維持および産乳で 0.67、妊娠で 0.33 と

しています。現在改訂中の日本飼養標準では、

MP システムの考え方が採用されますが、現在

のところは CPd と CPu の含量がガイドライン

として示されています。例えば、日乳量 40kg

の搾乳牛では、Cp 15.5%（CPd 10.5%、CPu 5.0%）

程度となりますが、今後は MP システムの導

入および飼料の蛋白質分解特性データの充実

により、要求量の精緻化が可能となり給与飼

料の蛋白質含量をさらに引き下げることもで

きると考えられます。

今の乳牛にとって周産期は、代謝病等の発生を低減するための要管理期といえますが、

この時期の蛋白質要求量を精密化するための研究が茨城県を主査とする協定研究で行われ

ています。この試験では、分娩前の飼料として 適な蛋白質含量を明らかにする目的で、

日本飼養標準を基準とする標準区（CP 12%）と CP 含量を高めた高 CP 区（CP 14%）を設

定し、初産、経産別にそれぞれ 70 頭を供試し、分娩後 15 週間の泌乳成績、繁殖成績、増

体などを調べています。その結果は、経産牛と初産牛で異なっていました。経産牛では、

高 CP 区で乳量が多かったが体重の減少も大きく、エネルギーバランスが負となる期間が

長くなり、繁殖成績にも悪影響を及ぼしており、CP 12%程度が望ましい結果となりまし

た。一方、初産牛では高 CP 区で体蓄積が高まる傾向にあり、初産牛の分娩前の 適 CP

含量は 14%程度と考えられました。このように、今後は産次や泌乳ステージごとに新しい

蛋白質分画法による精密な栄養管理が求められることになると考えられます。

３．環境保全に向けた飼養管理

精密栄養管理は、過剰な養分代謝による疾病リスクの低減、資源の有効利用に役立つだ

けでなく、家畜からの排泄物を低減するので環境保全にも有用な技術といえます。乳牛か

ら排出される窒素のほとんどは、過剰に摂取された蛋白質であり、それが糞尿中に排泄さ

れます。蛋白質は概して濃厚飼料中に多く含まれることから、濃厚飼料の割合を高めると

過剰給与になりやすい傾向にあります。過剰な蛋白質は、環境負荷の原因となるだけでな

く、ルーメン内で毒物のアンモニアを発生し、乳牛の健康を損ねたり、暑熱のストレスを

図４．代謝蛋白質システムの概略
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増強する原因となります。したがって、前出の蛋白質のルーメン分解性に配慮し、 小限

の給与量にすることで窒素の排泄量を低減できます。現状の一般的な飼料設計を調べてみ

ると、飼料中の CPu の割合が低く、CPd が過剰に摂取されている場合が多いといえます。

CPd および CPu のバランスを改善した飼料が泌乳牛の窒素排泄量および乳生産に及ぼ

す影響の一例を紹介します。通常飼料は CP 含量が 16%（うち CPd が約 10%）で、一方の

低 CPd 飼料は CP 含量を 14 ％（うち CPd が約 8%）としました。図５に示すとおり、糞尿

中への窒素排泄量は、低 CPd 飼料給与で約 25 ％も減少しました。特に、尿への窒素排泄

が、濃度、量ともに大きく減少しました。また、乳量および乳成分については、２つの飼

料間で差が認められませんでした。飼料費については、低 CPd 飼料が乾物で 0.17 円/kg ほ

ど高くなりましたが、給与量が少なくて済むことから、１日の飼料費には差がありません

でした。さらに、糞尿窒素排泄量が少なくなったおかげで、堆肥化のための副資材の使用

量も節減できることから、経営的にはなんら問題がないといえます。現在のところ、CPu

を多く含む飼料は、加熱大豆、コーングルテンミールなどに限られています。今後、地域

の未利用資源などから、これらの飼料に匹敵する適度な分解性の飼料を見いだすことが期

待されます。

図５．分解性の異なる飼料給与による窒素排泄量、乳量および飼料費の比較

地球温暖化ガスの一つであるメタンは、牛などの反芻

家畜のルーメン内で、炭水化物を原料に微生物によって

生成され、その量は飼料エネルギーの 5 ～８％に達しま

す。生成されたメタンのほとんどは、口からあい気とと

もに排出されますが、メタンにはおよそ 13kcal のエネル

ギーがあり、過剰なメタン生成は飼料エネルギーの損失

といえます。図６は飼料の栄養価および環境温度がメタ

ン生成量に及ぼす影響を示しています。牛からのメタン

排出量は飼料栄養価が高いほど少ない傾向にあります。

また、暑熱環境では、消化管機能の減退などにより飼料

の消化性が低下することによりメタンの生成量が増加します。したがって、メタン排出量

低減には飼料のエネルギー含量を高める必要がありますが、単に濃厚飼料の給与割合を高

めるだけでなく粗飼料の消化性を高める工夫も重要となります。

窒素排泄量(通常飼料を
100とした割合）％
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図６．飼料栄養価、気温と

メタン発生量の関係
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４．精密栄養管理における自給粗飼料の利用

（１）飼料設計

ⅰ）飼料成分値

飼料設計をするに際し、全ての粗飼料の飼料成分を分析しておく必要があります。これ

は、流通粗飼料についても同じです。サイレージでは、多くの場合で事前の分析が困難で

すので、分析値が戻ってくるまでの間は、過去の分析値や成分表のデータを利用すること

になります。しかし、これは止む終えない場合の対応であり、この設計での給与はできる

だけ短期間にすべきです。また、飼料成分の中でも水分は も変動幅が大きいことから、

ロールベールサイレージなどを利用する場合、各農場や TMR センターで簡易な水分測定

を行う必要があります。実際の水分と設計値の変動幅の許容限界は５％以内です。これ以

上差が大きくなると TMR の設計そのものの意味を失ってしまいます。

濃厚飼料についても飼料成分値が必要ですが、一般に多く使われている素材については、

成分表の値を使っても大きな問題はないと思われます。配合飼料についても、保証成分値

を用いるか、製造元に問い合わせることでよいでしょう。ただし、農産・食品製造粕類の

ように成分表に記載されていない素材や地方や製造法によって大きく成分の異なるものに

ついては、分析の必要があります。また、たとえメジャーな素材についても、特殊な加工

（熱、圧力などの物理的処理や酸・アルカリなどの化学処理が加わっている場合など）が

されている場合も分析する必要がある。

ⅱ）牛群の現状

設計の前段として、牛群の構成、乳量・乳成分、BCS（ボディーコンディションスコア）

の状態、糞の状態などを調べておく必要があります。牛群の産次、分娩後日数、乳量、乳

成分を基に、牛群の 70 ～ 80 ％に該当する牛の要求量にあわせて設計します。また、BCS

や乳成分（特に乳脂率と乳蛋白質率の比）のばらつきが大きい場合は、群の再編なども検

討します。

（２）飼料設計と養分濃度

以下では、実際に飼料設計をする上での留意点や参考となる養分指標について解説しま

す。特に、問題となりがちな泌乳初期や暑熱時を中心に考えてみましょう。

ⅰ）エネルギー

飼料のエネルギー価は、飼料設計の基本とな

る基も重要な成分の一つです。

泌乳初期や暑熱期の飼料摂取量不足を補うに

は、高エネルギー含量の TMR が有効となります。

高エネルギー飼料は、熱発生量が少なく、体温、

呼吸数の上昇を抑えることができます。暑熱の

ストレスが緩和されるので、乳量、乳成分の低

下も少なくなります（表１；塩谷ら、1997）。

高エネ区 通常区
現物摂取量（kg） 26.73 29.56

乳　量（kg） 24.71 23.20

乳成分（％）
　乳脂率 3.76 3.34
　乳蛋白率 3.15 3.15

熱発生量(MJ） 106.1 107.5
体　温（℃） 39.2 39.3
呼吸数（回/分） 57.9 62.5

表1．高エネルギーTMRの効果
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ⅱ）蛋白質

通常の飼料給与で、蛋白質は過剰になりがち

ですが、乳量 40kg 以上の場合や、採食量が不足

する泌乳初期では不足する可能性があります。

蛋白質が減少すると、乳量が減少し、乳蛋白質

率も減少します。また、蛋白質の要求量は高温

時に増加する傾向にあるため、採食量が減少し

やすい夏季では、飼料中の蛋白質含量を高める

必要があります。しかし、蛋白質は脂肪や炭水

化物と比較して代謝の過程で発生する熱量が大きく、蛋白質の過給は暑熱のストレスを増

強してしまいます。特に、過剰の蛋白質がルーメン内で分解されると大量のアンモニアが

生成され、その排泄に余計なエネルギーを必要とします（図７）。したがって、前述のよ

うにルーメン内における分解率に配慮する必要があります。高泌乳時における非分解性蛋

白質（CPu）の給与割合は、40 ％程度が推奨されます。非分解性蛋白質を多く含む飼料と

しては、加熱大豆、コーングルテンミールなどがあり、牛乳生産で不足しがちなメチオニ

ンやリジンなどの必須アミノ酸を多く供給する必要もあります。非分解性と分解性の蛋白

質の比率を適正にして、CP 全体の給与量を要求量ギリギリに合わせることのより、糞尿

の窒素排泄量も低減できます。

ⅲ）繊維

乳脂率の安定のためには、繊維の給与量が重要

となります。NRC 飼養標準の NDF の推奨値は 25

～ 28%ですが、日本とアメリカでは飼料構成が異

なるため、日本飼養標準・乳牛（1999）では 35%

が推奨されています。

夏季や泌乳ピーク時には乳脂肪率が低下しやす

く、繊維含量または粗飼料由来の繊維を増やす必

要があります。図８（白石ら、1996 から作図）に

示すように、NDF 含量が増加すると乳脂率も増加

しますが、40 ％にもなると乾物摂取量が低下し、乳量が減少してしまいます。夏季に乳

量の低下を招かずに乳脂率 3.5%を維持するには、飼料中の NDF 含量として 36 ～ 38 ％が

必要であると考えられます。しかし、単純に粗飼料を多給すると、ルーメンで多量の発酵

熱が出ることから、適正な粗濃比にすることが重要です。

また、繊維の物理性も考慮すべき重要な要素です。粗飼料因子（RVI）については、日

本飼養標準・乳牛（1999）で 31 分／ kg 以上が推奨されています。また、 近では、切断

長を加味した有効繊維（eNDF）が指標化され、泌乳牛で体重の 1.2 ～ 1.3 ％が推奨されて

います。また、パーティクルサイズという計測手法も提案され、高泌乳牛用飼料のガイド

ラインとして 1.9cm 以上が 6 ～ 10 ％、0.9cm 以上が 30 ～ 50 ％以上が示されています。

図７．乳牛における蛋白質の代謝

図８．夏季のNDF含量と乳生産の関係
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ⅳ）ビタミン、ミネラル

品質の悪い粗飼料やコーンサイレージなどカロチン含量の少ない飼料を給与する場合に

は、ビタミンＡが不足しがちになります。乳成分に対するビタミンＡ及びＤの添加効果は

明確ではありませんが、繁殖成績には効果が認められているほか、β－カロチンには体細

胞数を減少させる効果があるといわれており、十分な量を給与する必要があります。また、

ビタミンＤは分娩後の低カルシウム血症予防のために不可欠です。さらに、ビタミンＢ群

のひとつであるナイアシンは、ケトーシスの発生を抑え産乳量の増加に効果がありますが、

高泌乳牛の泌乳前期において不足する可能性があります。したがって、夏季や泌乳初期の

牛に対しては、このようなビタミン類が不足しないように留意する必要があります。

夏季には、発汗や流涎などによる水分排泄量が増加しますが、それとともに、ミネラル

の排泄量も増加してしまいます。なかでも、カリウムやナトリウムの損失が著しいといわ

れています。日本飼養標準・乳牛（1999）では、暑熱期の維持に要するミネラルの要求量

を適温期の約 10 ％増しとしています。とくに、高温時には、泌乳牛の血清中カルシウム、

リン及びマグネシウム濃度が低下することからこれらのミネラルの補給が重要です。

ⅴ）TMRで最大乳生産を得るための養分濃度

表２には、TMR で 大乳生産を得るために必

要な養分濃度について、著者らが目安として用

いている値を参考として示しました。この表で

は、FCM 乳量 25 ～ 30kg の牛群を想定していま

す。適温時に比べ暑熱時では、高エネルギーで

蛋白質の分解性に配慮した低 CP の飼料設計とな

ります。また、NDF 含量も適温時より高めの設

定となります。実際の設計手順については、前

節を参照してください。

（２）給与方法

粗飼料を２～３ cm に細切して適正な水分にすることで混合精度を高め、選び食いを防

止することは TMR 調製の基本です。さらに、乾物摂取量（DMI）を 大にするためには、

50cm 以上のバンクスペース（飼槽幅）が必要だとされています。給与回数や給与方法で

は、一般的に、給餌回数や掃き寄せを多くすると DMI が多くなります。それは、飼料へ

のアクセスのしやすさだけでなく、TMR の鮮度とも関係します。

乳脂率が低下しやすい夏季では、粗飼料の給与量として、粗濃比で 40：60 以上の粗飼

料を給与する必要があるとされています。それだけの粗飼料の採食量を確保し、ルーメン

の恒常性を維持するには、TMR の利用が 適です。しかし、高温多湿な環境では発熱し、

嗜好性が低下してしまいます。そこで、TMR の保存性を向上させる方法として、蟻酸ア

ンモニウムなどの添加剤（森ら、2003）や TMR の水分を下げる（磯崎ら、2003）などの

方法が提案されています。

表2．TMRの養分濃度の目安

項   　目 適温時 暑熱時
TDN　　  ％ 72～75 75～78
ＣＰ　　   ％ 16～18 14～16
CPd/CP  ％ 64～68 63～66
ＮＤＦ　   ％ 33～37 35～39
NFC　    ％ 35～40 37～42
粗飼料　％ 40～50 25～40
乾物率　％ 55～65 55～80
残飼量　％ 5％以上 5％以上
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２）発酵TMRの利用

自給粗飼料の利用において、TMR 給与方式は、利便性の向上、栄養バランスの改善お

よび副産物利用による低コスト化が図られるなど大きなメリットがあります。さらに、こ

れらのメリットを活かすには、TMR センターにおける一括調製～流通が望まれます。し

かし、従来の TMR 調製方法では保存期間が限られてしまうことから、ほぼ毎日の配送が

必要となります。そこで、できた TMR を梱包、発酵させて貯蔵する方法（発酵 TMR）が

開発されつつあり、今後の TMR センター向けの技術として期待されています。さらに、

この発酵 TMR の調製方法として細断型ロールベーラの活用が検討されています。

山本ら（2005）は、稲発酵粗飼料を主な粗飼料とした TMR を細断型ロールベーラで発

酵 TMR に調製し、その飼料特性や乳生産性をみています。図９に示したように、この方

式で調製された発酵 TMR は、乳酸含量が高く pH が低いことから、長期保存が可能にな

るだけでなく、開封後１日たっても温度の上昇、変敗がみられませんでした。さらに、夏

季に行った飼養試験の結果では、通常の TMR に比べて嗜好性が良好で、第一胃内のプロ

ピオン酸生成量が増加し、乳蛋白質生産量が増加するなど、飼料価値を高める効果が期待

できそうです（図 10）。ただし、乳酸が過剰に生成されると、ルーメン内で乳酸からプロ

ピオン酸が生成されるためルーメン内の酢酸／プロピオン酸比（A/P 比）が低下し、乳脂

率の低下等に結びつく可能性があります。サイレージ発酵やルーメン発酵において適度な

乳酸含量にするための発酵制御技術などが今後の検討課題になると考えられます。

３）モニタリング

設計通りの TMR を給与しても、期待通りの

成績が得られない場合があります。これは、

牛群の状態を十分に把握していない場合や、

飼料の劣化、環境の悪化などにより期待の DMI

が得られない場合などに起きます。したがっ

て、牛群の採食状況等をモニタリングし飼料

設計に反映させることが重要となります。表

８に示した項目には、専門家でないとできな

い項目もありますが、酪農家にとってできる

部分を継続して行っていくことが重要です。

図９．発酵TMRの発酵特性 図10．発酵TMRの乳生産性

項目 主なチェック事項

飼料の消化
採食（残飼）/反芻回数・時間・
量、飲水、糞の性状など

牛の代謝機能
体重、ボディーコンデションスコ
ア、血液代謝プロファイル、尿

牛乳
乳量、乳成分、体細胞、細菌数、
尿素窒素など

疾病
疾病の種類、発生時期・期間、発
生率など

行動
各行動時間、異常行動の有無、
歩様（跛行の程度など）など

繁殖成績 乳検データ、空胎日数、流産率な

表3．主なモニタリング項目
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おわりに

食料・農業・農村基本計画（農林水産省、2005）における飼料自給率 10 ％増加の目標

をとうもろこしで達成しようとするならば、約 25 万 ha もの作付け面積拡大が必要となり

ます。当然、他の飼料作物も増やさなければならないので、25 万 ha はオーバーとしても、

現状の 8.7 万 ha から過去に作付けられたことのある 12 万 ha 程度まで約３万 ha は増やす

必要があると言えます。

一方、このような飼料作付けの担い手として期待されるコントラクターは、全国に 317

組織あり、約９万 ha の飼料作物の収穫等に携わっています。１組織当たりの請負い面積

は、平均で約 280ha になりますが、これは北海道を含めた場合であり、都府県の場合には

約１万 ha の面積を 195 の組織が行っており、請負い面積の平均は約 50ha/組織となります。

この割合で、とうもろこしの作付け面積の増加をコントラクターが請け負うとすると、新

たに約 600 のコントラクターの設立が必要となります。そうなると、都府県平均で現状４

つの組織を 12 まで増やす必要があるということになります。それと平行して、TMR セン

ターの増設も望まれます。

これまで記してきたように、コントラクターや TMR センターに有効な技術が続々と開

発されつつあります。また、行政もこれらの組織に対して支援をしてくれています。後は、

これを支援し、実行する人の育成、定着が望まれるところです。本稿がのような新たな動

きの呼び水として、少しでも役立つことを祈念します。

引用文献

１）磯崎良寛ら（2003）乾物率増加による乳用牛 TMR の発熱および 初区立低下防

止．九州沖縄農業試験研究成果情報 14、143-144

２）塩谷繁ら（1997）暑熱環境下における泌乳牛の生理反応．栄養生理研究会報 41(2)

61-68

３）白石恭二ら（1996）暑熱時における作乳牛の適正な NDF 水準．九州沖縄農業試

験研究成果情報 11、127-128

４）森浩一郎ら（2003）高水分サイレージ調製時における二次発酵防止剤の添加効果．

九州沖縄農業試験研究成果情報 14、155-156

５）山本泰也ら（2005）ラップサイロに調製した稲発酵粗飼料主体 TMR の乳牛にお

ける栄養価および窒素利用性．日本草地学会誌 51（別）、126-127
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TMR 施設運用方法 
畜産草地研究所 
飼料調製給与研究チーム 

                         喜田 環樹 
1. TMR 給飼施設の概要 

酪農業における給飼作業は、搾乳作業に次いで労働時間が長く、省力・軽労化の要望が

強い作業である。近年の搾乳牛の高能力化に伴い、TMR（Total Mixed Ration）給与事例

が増えてきているが、TMR ミキサは導入コストが高く、低コストで省力的な TMR 給与技

術が求められている。そこで、サイロクレーンを基軸とした全自動 TMR システムを紹介

する 
地下水位の低い地域では省力的にサイロ詰め可能な地下角型サイロが普及している。し

かし、取り出し作業が重労働で危険を伴うことから、省力的な取り出し手法が求められて

いたが、瀬川により開発されたサイロクレーンにより、地下角型サイロからの粗飼料（乾

草・サイレージ等）の取り出し作業が省力手的に可能となった。全自動 TMR 給飼機は上

記システムを更に改良し、サイロクレーン制御によるサイレージの自動取り出し、配合飼

料の計量機能、粗飼料と配合飼料の混合拡販機能、牛舎飼槽への自動配飼機能を持たせ、

コンピュータ制御によりほぼ無人での TMR 給飼を可能としたシステムである。 
本システムの特徴は、多回給飼を全自動で行うことにより、飼料のサイロからの取り出

し、計量・混合・調製・給与の作業の省力化を可能としている点にある。牛にとっても新

鮮な TMR を採食可能であり有用なシステムとなっている。 

①サイロクレーンによる地下角
型サイロからの自動取り出し

②飼料荷受槽への貯留

③２軸混合スクリュによる粗飼
料と配合飼料の混合調製搬送

④配飼コンベアによる配飼

⑤飼槽でのＴＭＲ採食

図１. サイロクレーンを基軸とした全自動ＴＭＲ給飼機
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 サイロクレーンは現在 250 台程、全自動 TMR 給飼機は 30 件ほどが導入されている（岡

本、2001）。 
 
2. 全自動 TMR 給飼機の運用について 
畜産草地研究所総合実験牛舎では、全自動 TMR 給飼機によりフリーストール内の 4 牛

群で 30 頭程の搾乳牛を対象に多回給飼を行っている。システムの構成について図 1 に示

す。地下角型サイロにて牧草・トウモロコシのサイレージ調製し給与している。角型サイ

ロのうち 1~2本は購入乾草の貯留用に利用している給飼は各牛群 8回までの多回給飼が可

能である。粗飼料は 4 種類、配合飼料は 4 種類を設定できる。 
給与量等の設定は給飼機に接続した PC 上の設定プログラムを用いて行う。PC はイン

ターネットに接続されており、牛舎外からも給飼機の制御及び、稼働状況の管理が可能で

ある（喜田ら）（図 2）。 
また牛舎内にはライブカメラシステムを設置し、ライブカメラを制御することで牛舎施

設の稼働状況や牛の様子を管理することができる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.参考文献 
 岡本富夫（2001）：酪農施設における全自動 TMR 給飼システム及び全自動堆肥化シス

テムの設計・施工 農業施設 32（2），57～58 
 喜田ら（2003）：酪農施設機器と牛群のモニタリングに関する研究 農業情報研究 12（4），
299-306 

全自動TMR給飼機

牛舎管理室のパソコンで管理

インターネット

ライブカメラ

ライブカメラの画像

給飼機の稼動状況データ

図2. 牛舎施設モニタリングシステム

URL http://pc211.ngri.affrc.go.jp/

制御PC兼サーバー ユーザーPC

ユーザーPC
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自給飼料生産拡大への取り組み  
畜産草地研究所 

飼料作生産性向上研究チーム 

佐藤 節郎 

 

はじめに －なぜ国内で飼料を生産しなければならないのか－ 

■ 粗飼料自給率が低下した理由 
1970 年代以降、我が国の飼料自給率

は徐々に低下し、2005 年では 25％に

なっています。濃厚飼料では常に 10％
前後で推移しています。従って、飼料

自給率の低下は、粗飼料自給率の低下

によるものと考えられます（図１）。 

1970 年代後半に開発された画期的

な技術としてロールベーラによる調製

技術が上げられます。この技術は牧草

や長草型グラスを対象として開発され

たもので、ラッパーと組み合わせるこ

とにより省力的にラップサイレージを

調製できるため、主に冬作イタリアンライグラスの調製を目的として急速に広がりま

した。この省力的なロールベール体系は、機械効率を向上させるために夏作飼料作物

にも応用されるようになりました。サイレージ用トウモロコシ（以下、トウモロコシ）

は TDN 収量が高く、嗜好性がよいきわめて優れた夏作飼料作物であるのにも関わら

ず、収穫に多大な労力を要することから、その一部は、ロールベール体系が可能なス

ーダングラス類などの長草型グラスにとって代わられました。しかし、長草型グラス

への需要は大きく伸びることなく、これらのグラス生産が行われなくなった後でもト

ウモロコシ生産は回復しませんでした。 

一方、1970 年代以降は、１頭当たりの乳量が高い乳牛を飼養する高泌乳牛時代に突

入します。それに伴い濃厚飼料の給与量が増加し、経済力をつけていた我が国の円高

基調もあり、濃厚飼料輸入量は増加し、同時に乾草の輸入量も増加してゆきます。1980
年代にはトウモロコシの生産面積も増加しましたが、飼養頭数の増加には追いつきま

せんでした。 

このように、ロールベール体系に起因するトウモロコシ等の粗飼料生産の減少、飼

養頭数の増加、高乳量の追求のための購入飼料への依存などにより、我が国の飼料自

給率は大きく低下してゆきます。 
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図１．我が国の飼料自給率の推移

1979年までの輸入飼料はすべて濃厚飼料とみなされる

ロールベーラの普及
高泌乳牛への移行

食糧需給表から、筆者が作成
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■ 顕著な輸入飼料価格の高騰 

1973 年の第１次オイルショック以来、米国では燃料用エタノール利用に向けての政

策を継続しています。2005 年に

は「エネルギー政策法 2005」が

策定され、燃料用エタノールを

主とする再生可能燃料の使用量

を 2012 年までに 75 億ガロン

（284 億 L）拡大することにし

ています。このほとんどはトウ

モロコシを原料として生産され

ます。それは、エタノールを生

産するときのコストはトウモロ

コシがもっとも安いからです

（図２）。コムギを利用した生産

コストも低いのですが、米国でのトウモロコシの国内生産量は 227,767 千トンとコム

ギの 43,705 千トンに比べてはるかに多いため、エタノール生産はトウモロコシに依存

しやすくなります。米国では 2005/2006 年産トウモロコシの 13.6％が燃料用に仕向け

られており、燃料用エタノール需要は今後も増加が見込まれます。 

現在のところ、米国のトウモロコシ生産は堅調とはいえ、飼料用トウモロコシの

95％以上を米国からの輸入に依存している我が国への影響は避けがたく、トウモロコ

シの輸入価格は、対 2005 年比で 149％となっています。輸入穀物の値上がり基調はト

ウモロコシにとどまらず、オオムギ、コムギで、それぞれ、155、165％となっていま

す。また、フスマやイナワラの輸入価格も高騰し、輸入乾草価格も高水準です。そし

て、輸入飼料価格は、気候温暖化、降水量の偏在、人口増加、BRIC４国などの経済活

動を直接的・間接的に影響されながら今後も高騰してゆくと考えられます。 

このように、我が国の畜産では、1970 年代に多労なトウモロコシ生産が敬遠された

ことが契機となり飼料輸入量が増加しました。80 年代は飼料を増産しましたが、90
年には力が尽き、2000 年代には、輸入飼料の価格が高騰して畜産経営を圧迫するよう

になりました。しかも、その価格はグローバルな問題に影響されます。このような影

響を少しでも緩和するため、我が国で必要な飼料はできる限り国内で生産しなければ

なりません。ここでは、自給飼料生産拡大のため、トウモロコシおよび飼料イネの栽

培面積拡大に寄与する生産技術について述べるとともに、今後の飼料ムギ類栽培につ

いて展望します。 

 

自給飼料生産拡大に向けた取り組み 

１．トウモロコシ 

トウモロコシは、中央アメリカ地域原産の１年生草本であり、現在、我が国では主
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図２．米国における作物別の燃料用エタノール生産費

小泉（2006）から筆者が作成
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にサイレージ用及び生食・加工用として栽培されています。サイレージ用トウモロコ

シの 2006 年の栽培面積は約８万５千 haで、北海道の道東、道北や沖縄を除く全国で

栽培されています。前述の通り、TDN 収量が高い優れた夏作飼料作物ですが、多頭化

と高泌乳量をめざす酪農では労働力が不足するため、多労なトウモロコシ栽培が敬遠

され、その作付面積は減少し続けています（図３）。 

農林水産省は、平成 17 年３月に策定した

新たな｢食料・農業・農村基本計画｣の中の生

産努力目標として、飼料生産量を平成 15 年

度の 352 万ｔ（TDN 換算）から平成 27 年度

までに 524万ｔに引き上げることを目標とし

ています。こうした取り組みにおいて、単収、

TDN 含量がともに も高いサイレージ用ト

ウモロコシの果たす役割は重要であり、作付

面積を回復させるための技術的方策が強く求

められています。 

ここでは、トウモロコシの安定栽培のため

の基本的技術について述べた後、トウモロコ

シ栽培を復活させるための新しい技術を紹介します。 

１）サイレージ用トウモロコシの安定栽培のための基本的技術 

①品種の選定 

トウモロコシは品種の改廃が早い作物ですが、新品種の導入により乾物生産力が世

界的に見ても向上しています。それぞれの地域に適した新品種を活用していくことで、

単収の向上を期待できると考えられます。我が国では、海外で育成された品種が利用

されてきましたが、近年は、我が国でも中～晩生品種を中心にすぐれた品種が育成さ

れていますので、これら品種のより積極的な利用が望まれます。 

品種の選定にあたっては、地域の気象条件や作付け体系に応じて、早生、中生、晩

生の品種を組み合わせるとともに、耐病虫性、耐倒伏性に優れる品種を選定します。

トウモロコシの収穫適期は黄熟期ですが、同一品種を栽培すると刈取適期が一時期に
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図３．飼料用トウモロコシ栽培面積の推移

耕地及び作付け面積統計から筆者が作成

寒地 寒冷地 温暖地 暖地

早刈 早刈

早・普通刈 早刈

普通刈 早・普通刈 早刈

普通・晩刈 普通刈 早・普通刈

晩刈 普通・晩刈 普通刈

晩刈 普通・晩刈

晩播用 （晩春播種/秋収穫） ○

二期作用 ２作（夏播種/秋収穫） ○

「自給飼料生産の手引き（全農）」を一部修正して菅野（2006）作成

表１．主要な栽培管理とそれに適した品種の早晩性及び刈取り時期

早晩性 栽培管理
適用地域ごとの刈り取り時期

中生（RM127以下）

晩生（RM128以上）

１作（春播種/夏収穫）

１作（春播種/夏秋収穫）

１作（春播種/夏秋収穫）

１作（春播種/夏秋収穫）

１作（春播種/夏秋収穫）

１作（春播種/夏秋収穫）

超極早生（RM90以下）

極早生（RM105以下）

早生（RM115以下）

早中生（RM120以下）
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集中し、刈遅れ等による品質の低下を招くため、作業性が低下しない程度に熟期の異

なる複数の品種を組み合わせて作付けします。都道府県における主要な作付け体系と

それに用いる品種の早晩性について表１に示しました。トウモロコシの二期作は年平

均気温 15℃以上の西南暖地で可能で、主に九州地域で行われていますが、黄熟期まで

待って刈り取ることはできません。また、二期作トウモロコシの後作に冬作イタリア

ンライグラスを作ることは、気温と労力の点から困難になります。 

②播 種 

 トウモロコシの播種期は発芽・生育に適する日平均気温が約 10℃（ソメイヨシノの

満開期）に達した時期（早播きの限界）としますが、早播きによる霜害が予想される

場合には、播種深度を通常（２～３cm）よりも深くし、深さ４～５cmとなるように覆

土を厚くします。播種はコーンプランタなどで畦幅が 70cm 程度、10a 当たり播種密度

は早生種では 8,000 本程度、中生種では 7,000 本程度、晩生種では 6,000 本程度とな

るようにします。これは、１本あたりの重量が晩生になるほど大きくなることを反映

しています。 

【トウモロコシの播種密度】 

 我が国の飼料用トウモロコシは10a当たり6,000～8,000本の密度で播種されるこ

とが多いようです。この播種密度は、米国の食用トウモロコシでも同様です。しか

し、米国ではこの播種密度を見直すための試験が行われています。日射量と降水量

が十分なとき、播種密度が 10,000～12,000 本/10a のとき子実収量が 大となると

されています。また、茎葉収量は日射量と降水量に関係なく播種密度を大きくする

と増加すること、播種密度を増加させると雑草が抑制されることなどが明らかにな

っています。すなわち、トウモロコシの密植栽培は気候変動に対し安定したもので

あり、また、雑草防除の点からも有効です。しかし、茎が細くなることによる倒伏

被害、種子代の増加などが問題になります。 

③施 肥 

 トウモロコシは施肥反応に優れた作物であり、吸収量に見合う肥料成分（例えば窒

素で約 20kg/10a）を化学肥料や堆肥で施用する必要があります。堆肥を連用した圃場

では化学肥料の施用量を少なくすることができますので、土壌分析を行い化学肥料を

減じた施肥設計ができます。化成肥料の施用は播種時に播種機によりに行いますが、

生育期間の長い中晩生品種や降雨量の多い地域（温暖地、暖地）では、肥切れしやす

いので、生育初期（４～６葉期）に施肥量の 20～30％を追肥するとよいでしょう。 

④雑草防除 

雑草防除のため、播種直後に除草剤を土壌処理します。10a 当たりアラクロール（ラ

ッソー乳剤）250ml とアトラジン水和剤（ゲザプリム）150g を混用し、10 アール当

たり 100～150 リットルの水で希釈して全面散布します。播種直後に圃場を鎮圧して

おくとしっかりとした処理層ができあがり、除草剤の効果が確実になります。作業の

都合で土壌処理ができなかった場合には、トウモロコシの２～４葉期にアトラジン＋
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メトラクロール（ゲザノン）、ニコスルフロン（ワンホープ乳剤）、ハロスルフロンメ

チル（シャドー）等を茎葉処理することも可能ですが、ニコスルフロンは二期作品種

などには薬害を生じることがあるので注意を要します。 

【土壌処理と茎葉処理】 

雑草が出芽する前に除草剤を散布することを土壌処理、出芽してから散布するこ

とを茎葉処理といいます。すなわち、土壌処理は予防的、茎葉処理は対処的な方法

です。土壌処理ではトラクタが作物のない圃場を自由に走れますから作業は簡単で

す。しかし、発生してくる雑草がわかりませんから、多くの種類の雑草を防除でき

る除草剤を散布します。それに対して、茎葉処理では雑草が発生してから散布しま

すから防除効果のはっきりした除草剤を選択できるという利点がありますが、除草

剤散布時には作物も出芽・生長していることが多いので、作物を傷つけないように

作業しなければなりません。 

２）トウモロコシ栽培を復活させるための技術 

トウモロコシの作付け拡大のためには、①播種の省力化、②耐倒に対する対応、③雑

草害の軽減、④転換畑等における湿害回避等に関する技術開発が重要となります。こ

こでは、これらの、今後のトウモロコシの作付け拡大のための技術的課題について解

説します。 

なお、トウモロコシ栽培に関わる先導的新技術として細断型ロールベーラがもっと

も期待されていますが、以前に、本機械とその利用方法について検討されていますの

で、ここでは省略します。 

①省力的栽培技術 

 トウモロコシのサイレージ生産に要する 10a 当たりの作業時間（平成 14 年の都道

府県のデータ）は、耕耘・播種・基肥に要する時間が 2.87 時間（全体の 31.6%）、追

肥・除草が 0.96 時間（10.5%）、収穫が 2.42 時間（26.3%）、細断・詰込み等が 2.90
時間（31.6%）となっており、単位面積当たりの作業時間短縮のためには、播種作業

の省力化が不可避です。このため、不耕起栽培法や部分耕起栽培法の検討が各地で進

められています。 

不耕起栽培法や部分耕起栽培法に関する研究は、暖地における二期作栽培等で成果

がみられます（柿原ら1996(福岡県), 小畑ら2004(宮崎県), 舘野ら1999(九州沖縄農研), 
小林ら 2004/ 2005(九州沖縄農研)）。 

柿原ら（1996）は、市販の機械を組み合わせて転換畑用の不耕起作溝播種機を開発

し、その利用により、播種作業効率が慣行栽培法の２倍に向上すること、圃場表面水

が迅速に排出され、圃場の地耐力も高く維持されること等を明らかにしています。小

畑ら（2004）は、市販の施肥播種機を改良したトウモロコシ用不耕起播種機を用いる

ことにより、一期作トウモロコシ栽培後に二期作トウモロコシを不耕起播種すること

ができ、作付け作業時間が耕起法の約３分の１に短縮できること、雨水の排水直後か

ら作業できるために降雨による作業遅延が少ないことを明らかにしています。舘野ら 
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（1999）は市販のロータリーカルチベーターの爪の一部をはずしたものに市販の播

種機と施肥機を組み合わせた部分耕起・施肥・播種機を開発しました（図４）。この機

械では、ロータリーカルチベーターの残った爪で部分的に耕起した溝に、トウモロコ

シ種子と化学肥料を落としてゆくものです。畦間の植生が少ない二期作トウモロコシ

に有効な技術であり、播種機の目皿やベルトを換えることにより、トウモロコシ以外

の飼料作物にも利用できます。前作（冬作）の後にトウモロコシを不耕起または部分

耕起栽培するときには競合する前作との競合を緩和する必要があります。小林ら

（2004、2005）は、九州における「冬作＋トウモロコシ二期作」の年３作体系を可能

にするには冬作再生草の抑圧方法が重要であること、冬作イタリアンライグラスの再

生草抑圧にはトウモロコシ播種後約３週間での茎葉処理除草剤散布（ニコスルフロン）

が有効なことを明らかにしています。温暖地においては、森田ら（2006）が、市販の

トウモロコシ用不耕起播種機を用いた作付け体系確立に向けた取り組みを行っており、

秋作エンバクの収穫翌春のトウモロコシ不耕起播種により安定栽培が可能なことを明

らかにしています（図５）。また、冬作がイタリアンライグラスの場合、再生草の抑制

方法としては茎葉処理除草剤散布（ニコスルフロン）の効果が大きいことを明らかに

しています。 

このように、トウモロコシの不耕起栽培や部分耕起栽培に関する研究が進められて

きました。しかし、このような圃場を耕起しない栽培法は堆肥を施用する機会があり

ませんので、容易には普及しません。また、冬作飼料作物を前作とするとき競合を防

ぐために茎葉処理剤を散布しなければならないことがあります。不耕起栽培や部分耕

起栽培を普及させるにはこれらの問題を解決しなければなりません。 

②耐倒伏性の向上による収穫ロス低減化技術 

トウモロコシの倒伏は機械収穫のロスを増大させるため、その対策は育種、栽培両

面において極めて重要な課題です。トウモロコシの倒伏には、３つの型があり、挫折

型（品種の稈の強さが個体の地上部と風雨に耐えられずに折損する場合）、転び型（品

種の稈の強さが十分であるものの、地下部の根の保持力が地上部重と風雨に耐えられ

ずに倒伏する場合）、湾曲型（稈に柔軟性があるため湾曲する場合）に分類されます。

図４．飼料作物用部分耕起・施肥・播種機 図５．エンバク跡へのトウモロコシ不耕起播種

（写真提供 森田聡一郎氏）（写真提供 小林良次氏）

図４．飼料作物用部分耕起・施肥・播種機 図５．エンバク跡へのトウモロコシ不耕起播種

（写真提供 森田聡一郎氏）（写真提供 小林良次氏）
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我が国では倒伏は台風などの降雨を伴う強風によって生じることが多く、土壌が湿

潤・膨軟となり根の支持力を低下させる結果、転び型倒伏が多発します。特に九州に

おいては、台風を避けるために早播きが推奨されていますが、台風は７月～10 月の広

い範囲で襲来するため、より耐倒伏性の高い品種を選定することが必要です。 近の

育成品種は従来の国内育成品種の弱点とされてきた耐倒伏性に関して改善が進められ

ており、現在では、外国導入品種に劣らない水準に達しています（伊東(2006)）。また、

挫折型でない転び型や湾曲型の場合、登熟初期までであれば回復するので、そのまま

にしておくようにします。 

一般に、播種直後の鎮圧は根の支持力を高め、耐倒伏性を増す効果があることが知

られていますが、条件によっては耕起を行わない不耕起栽培も、耐倒伏性を高めるこ

とがあります。井上ら（2000）は、不耕起栽培におけるトウモロコシの耐倒伏性及び

収量を植栽密度と窒素施肥量各２水準において耕起栽培と比較し、不耕起栽培では耕

起栽培に比べ、台風による倒伏被害が少なく、引き倒し法による耐倒伏性評価値も高

いことを報告しています。不耕起栽培では播種と同時に土壌表面に帯状に施肥される

ことがあるので、横方向へ根が伸長することにより耐倒伏性が向上するとも考えられ

ますが、トウモロコシの不耕起栽培と耐倒伏性の関係は今後の解明すべき問題です。 

③雑草害の軽減技術 

従来は、飼料畑に発生する雑草は、メヒシバやヒエ類などのイネ科雑草で、これら

雑草は、慣行の土壌処理剤で十分に防除でき、しかも、トウモロコシと空間的に棲み

分けていたため大きな問題となることはありませんでした。しかし、近年、輸入飼料

に混入した種子に起因する外来雑草の被害が顕著となってきています（図６および７）。

外来雑草の被害により畜産農家の飼料作物の作付けに対する意欲が削がれ、その結果、

ますます輸入飼料に依存するという悪循環を招いており早急な対策が必要です。佐藤

ら（2000）は、強害雑草のひとつであるイチビで

はトウモロコシの播種日を遅らせることにより、

その被害を緩和できることを示しています（図

図６．トウモロコシ畦間に発生したイチビ図６．トウモロコシ畦間に発生したイチビ 図７．トウモロコシを完全に被ったハリビユ図７．トウモロコシを完全に被ったハリビユ
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８）。また、魚住ら

（2004）および森

田ら（2005）はト

ウモロコシ栽培に

おける雑草防除技

術としてのシロク

ローバ等を用いた

リビングマルチ技

術を開発しており、

耕種的な雑草防除

技術として注目さ

れています。また、外来雑草の被害の軽減のためには、圃場レベルでの防除法の確立

のみならず、海外からの侵入源を断つことが重要です。そのためにも、国内で飼料を

生産することが大切です。 

④転換畑等における湿害回避技術 

 現在、我が国では約 61 万 ha に及ぶ転作田（耕作放棄水田は除く）があり、そのう

ち飼料生産に利用されている

のは約 11 万 ha に過ぎず、水

田圃場への飼料作物の作付け

拡大により、飼料自給率の向

上と農耕地の有効活用を図る

ことが期待されています。水

田圃場への飼料作物の作付け

にあたっては、生育中に湿害

が発生することが予想されるため、で

きるだけ耐湿性の高い品種を選択する

必要があります。 

 吉村ら（2002）は、トウモロコシの

出芽・初期生育の強さを順位付けする

簡便な手法を開発しました（図９）が、

この順位は収量の順位とは必ずしも一

致しませんが、初期の耐湿性のスクリ

ーニングに有効です。中～晩生品種は

早生品種より耐湿性が強いといわれま

す。これは、中～晩生品種は、初期生

育時に湿害を受けても長い栄養成長期

に生育して生育の遅れを挽回するからと考えられます（福見ら, 1990）。また、トウ

図９．耐湿性検定装置の概略（2002, 吉村）図９．耐湿性検定装置の概略（2002, 吉村）
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図10．トウモロコシの畝立て栽培（菅野 2006)図10．トウモロコシの畝立て栽培（菅野 2006)
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モロコシの湿害は、窒素の追肥により軽減できることが明らかにされており、湿害が

発生した場合には排水後に窒素を中心に 5kg/10a 程度の追肥を行うようにします。 

 現在、トウモロコシの耐湿性を高めるためにトウモロコシの近縁種であるテオシン

トの耐湿性遺伝子を導入しようとする試みが進められており、今後、耐湿性品種が育

成されることが期待されています。さらに、中央農業総合研究センター北陸研究セン

ターと畜産草地研究所の共同研究により、大豆用の畝立て播種機を活用したトウモロ

コシの湿害回避技術についても検討が進められています（図 10）。 

 

２．飼料イネ 

近年、飼料イネが注目されています。水田の機能を維持したまま飼料作物を生産で

き、また、助成制度の後押しもあったことから、その栽培面積は急速に増加していま

す。我が国の稲作に要する時間は、田植機とコンバインの出現や除草剤の開発などに

より、大幅に短縮されました。しかし、販売価格が食用イネより大幅に安い飼料イネ

では、生産コストのより一層の低減が求められています。また、飼料イネの収穫・調

製のためには数種の専用機が利用されていますが、これらはいずれも高額であり、機

械の利用効率の向上が求められています。ここでは、稲の栽培技術として鉄コーティ

ング湛水直播技術を、収穫・調製技術として専用機の汎用利用技術を紹介します。 

１）省力的な鉄コーティング湛水直播技術（図 11） 

 鉄コーティング湛水直播技術は、近畿中国四国農業研究センターで開発されました。

正確な栽培面積はわかりませんが、新たな機械装備が不要であり、また、簡便なこと

から、急速に普及し始めています。鉄コーティング種子湛水直播栽培とは、乾籾を鉄

粉で粉衣した「鉄コーティング種子」を湛水状態の水田に播種する方法です。コーテ

ィング種子を作る工程では、浸種した籾を鉄粉でコーティングした後、コーティング

種子を苗箱に薄く広げ、霧吹きで散水して錆を誘導しながら良好な通風を維持して乾

燥させます。コーティング作業はカルパーコーティングマシーンで行いますが、コン

クリートミキサーなどでコーティングし乾燥機で乾燥する大量生産方法も開発されつ

つあります。 

 播種法は、動力散布機で散播する方法や田植機の施肥機を利用して条播する方法が

あります。散播は条播にくらべて播種時間が短く省力的ですが、条播の方が収量が多

く倒伏しにくいといわれます。いずれの播種方法でも種子は土壌表面に散布します。

湛水後は自然落水で水を落とします。鉄コーティング種子はスズメ等による食害には

遭いませんが、湛水状態ではカモに食害されますので、カモが飛来したときには強制

的に落水します。除草剤は播種直後にピラゾレート（サンバード粒剤）を土壌表面処

理します。また、雑草防除をより安定させるため、入水後に初期一発剤を散布します。 

 コーティング比は乾籾の 0.1～0.5 倍程度が一般的なようです。鉄コーティングに要

する資材は鉄粉と陶芸用石膏ですが、上記のコーティング比では、カルパーコーティ

ング（２倍）の数分の１であり非常に安価です。 
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２）フレール式収穫機による他飼料作物の収穫・調製技術 

飼料イネ生産ではフレール式収穫機を中心とした作業体系によりホールクロップサ

イレージ（WCS）が収穫・調製されることがあります。この収穫機械を飼料イネ以外

にも利用することは、機械効率を向上させ、間接的に飼料イネ生産費を低下させるこ

とになります。服部ら（2004）は熊本県において、フレール式収穫機で飼料イネのほ

かにエンバク、スーダングラス、ギニアグラス、イタリアンライグラス、オオムギ、

ソルガムを収穫・調製しましたが、ギニアグラスとイタリアンライグラスを除くすべ

ての草種でＶ-score は 90 点以上であり、品質は「良」でした。また、エンバク、ス

ーダングラス、飼料イネおよびギニアグラスについて、予乾・ロールベールと比較し

ましたが、エンバク以外の３草種では、フレール式収穫機で収穫・調製した WCS の

方が品質は優れました（図 12）。 
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E F

図11．鉄コーティング湛水直播栽培 （写真の一部は山内稔氏提供）

Ａ：カルパーコーティングマシーンで鉄コーティング． B：風通しを良くして乾燥．
C：鉄コーティング種子（下段）． D：畦畔から動力散布機で散播． Ｅ：田植機の
施肥機で条播． Ｆ：出芽した鉄コーティング種子
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図11．鉄コーティング湛水直播栽培 （写真の一部は山内稔氏提供）

Ａ：カルパーコーティングマシーンで鉄コーティング． B：風通しを良くして乾燥．
C：鉄コーティング種子（下段）． D：畦畔から動力散布機で散播． Ｅ：田植機の
施肥機で条播． Ｆ：出芽した鉄コーティング種子
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竹中（2006）は、愛媛県南

予地域において、フレール式

収穫機による「飼料イネ＋イ

タリアンライグラス」体系を

実証しています。この試験で

は収穫時のイタリアンライグ

ラスの水分は高かったものの、

V-score は高く、その WCS の

品質は「良」でした。 

このほかに、コンバイン式

の飼料イネ収穫機を利用して

麦類を収穫・調製した研究例

があります（浦川ら 2005）。 

 

３．飼料ムギ類を栽培してみませんか 

ムギ類は耐湿性が低い、熟期が進むと倒伏しやすい、収穫時に降水が多いので予乾

体系では収穫しにくいなどの問題があるため、エンバク以外のムギ類はあまり栽培さ

れていません。また、穀実を収穫するときには出穂期以降に赤かび病が問題になりま

す。しかし、前述した通り輸入飼料は、配合飼料の原料となる穀物、粗飼料ともにそ

の価格は高騰しています。ムギ類は出穂期付近で WCS として収穫・調製すると粗飼

料として利用でき、熟期を進めてから収穫すると濃厚飼料としても利用できるため、

高騰する輸入飼料の畜産への影響を緩和する 適な作物です。前田ら（2006）が栃木

県北部で行った試験では、エンバク、オオムギ、ライムギ、ライコムギを 10 月中～下

旬に播種し、出穂期～乳熟期で収穫したとき、いずれのムギ類も 10 アール当たり

800kg の収量がえられました。また、ムギ類は、イタリアンライグラスより低い温度

で出芽・生育するので、夏作飼料作物や飼料イネの収穫・調製が遅れた場合の冬作飼

料作物として適しています。ここでは、栃木県北部で、エンバクとライムギを、10 月

上旬～11 月上旬に播種日を変えて生育させたときの出穂と収量の特徴を、前田らの試

験結果をもとに紹介します。 

１）エンバク 

夏作飼料作物の収穫が遅れたときは冬作の播種日も遅れます。しかし、晩秋が低温

のときエンバクは 11 月上旬播種では枯死することがあります。また、播種日を遅らせ

るのにともない出穂までに要する日数は短くなりますが、生育時期が低温に推移する

とき、中～晩生品種では出穂日は５月中・下旬以降になることがあり、乳熟期に収穫

しようとすると収穫日が６月にずれ込むことがあります。したがって、10 月中に早生

品種を播種して翌年５月中には収穫し、夏作につなげるのが望ましいと考えられます。 

栃木県北部でエンバクをトウモロコシと組み合わせた体系では、トウモロコシ跡の
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エンバク播種には時

間的な余裕がありま

すが、エンバク跡のト

ウモロコシ播種には

あまり余裕がありま

せん。また、飼料イネ

と組み合わせたとき、

収穫期は９月下旬～10 月上旬であるため、選択した品種や生育期の気温によっては飼

料イネの収穫日遅くなり、後作のエンバクが播種できないことがある。そのようなと

きは他のムギ類を選択する（図 13）。 

２）ライムギ 

エンバクと同様に播種日を遅

らせると出穂までに要する日数

は短くなります。そして、播種

日にかかわらず出穂日は４月下

旬に集中します。播種日により

収量が大きく変化することはあ

りません。しかし、晩秋～冬期

が低温に推移した 2002 年には、

播種日が遅れるにともない収量

は顕著に減少します。しかし、

11 月上旬に播種しても枯死する

ことはありません。また、低温

に推移する年に遅く播種しない

限り出穂期に収穫すると４月中

に収穫できます。このように、

ライムギはイタリアンライグラ

スの播種時期を逸したときでも

余裕をもって播種が可能であり、

出穂期が大きく変わることがな

いので収穫作業計画が立てやす

く、収量も安定しています。 

エンバク以外の飼料用ムギ類の市販品種はあまりみられず、また、あまり研究もな

されていません。しかし、我が国には多数の食用の品種・系統があり、これらを飼料

として評価し、利用に結びつけることが必要です。また、従来の予乾体系では収穫時

に降水の影響を受けやすいと考えられていましたが、新たな収穫機械の出現により立

毛のまま収穫できる可能性が出てきました。さらに、オオムギには機能性成分が含ま

表２．ライムギの要出穂日数

試験年＼播種日 10/11～14 10/22～2310/28～31 11/4～9

２００２年 190 (4/19) 188 (4/29) 181 (4/30) 178 (5/6)

２００３年 189 (4/20) 183 (4/20) 175 (4/20)168 (4/20)

２００４年 189 (4/21) 182 (4/22) 177 (4/24)172 (4/26)
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れていることも明らかになっています。飼料用ムギ類の体系的な研究が待たれます。 
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TMR 調製機械システム 

畜産草地研究所 
関東飼料イネ家畜飼養研究サブチーム 
重田一人 

1. はじめに 

TMR とは「牛に必要なすべての栄養素が過不足ないように粗飼料や配合飼料，ミネラル

やビタミン剤等を組み合わせて設計され，えり分けしにくいように混合することによって

バランスのとれた飼料のこと」とされています。設計通りの飼料を給与しやすいこと，細

断された飼料をよく混合して給与するために選び食されにくいこと，および不断給飼され

ることによる採食量および乳量の増加が期待できる，等の特長を有するため，飼養規模の

拡大に伴い導入が進む傾向にあります。TMR の調製作業は，粗飼料の細断や配合飼料等と

の混合という過程が加わるため，分離給与に比べると飼料調製の作業量が増えることにな

り，調製・給飼作業を合理化するための装置として飼料混合給飼機が多く用いられていま

す。さらに，TMR 調製作業から給飼までを自動化したものも実用化されています。特に，

草地試験場（現：農業・食品産業技術総合研究機構，畜産草地研究所）で開発された「サ

イロクレーンを基軸とした全自動混合飼料調製給飼システム」は，酪農家にとって搾乳に

次いで多労な作業である飼料の調製・給与作業を完全自動化したものであり，現在全国で

20 数機が稼動しています。さらに，細断型ロールベーラは自給飼料による TMR 調製に適

しており，コントラクターを中心に普及しつつあります。 
そこで，本稿では全自動混合飼料調製給飼システムと細断型ロールベーラを中心に紹介

します。さらに飼料混合給飼機をはじめとする TMR 調製用機械・施設についても概要を紹

介することにします。 

2. TMR 調製について 

 TMR は，設計されたメニューを構成するすべての材料がえり分けされにくいように十分

混合されていることが重要です。さらに，粗飼料として加えられる自給飼料や乾草等は，

えり分けされにくくするためと，コンベア等によるハンドリングを容易にするため，適切

な長さに切断されていることが必要となります。切断長は，用いる粗飼料の種類や性状，

あるいは切断装置の特性も影響してきますので一概には言えず，切断長を 2cm 程度以下に

すれば選び喰いが起こりにくいとされていますが，逆に細切断しすぎると繊維質飼料の持

つ物理性が低下してしまうため注意が必要です。 
TMR 調製作業で も労力を要するのは自給飼料のハンドリングです。図 1 は酪農に係わ

る搾乳牛 1 頭当たり年間飼料構成を示します（農林水産省統計部，2003）。この図でサイレ

ージ，自給乾草，生草，放牧費，その他の合計が自給飼料となり，その自給飼料に注目す

ると，図 2 左のように自給飼料は金額ベースでは全体の 25％に満たない額ですが，これを

容積ベースで示すと（市戸， 1998）自給飼料が全体の 75％になり，給与時の取り扱い量
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の大部分を自給飼料が占めることがわかります。そのため，自給飼料を含めた粗飼料のハ

ンドリングを合理化し，効率の良い取出し～混合調製～給与を行うかがポイントとなりま

す。この一連の作業を完全自動化したものが前述の全自動混合飼料調製給飼システムです。 

単位：円

生草+放牧費+その他で4,762円

117,18516,867
10,113

18,516

50,420

7,424
51,842

 サイレージ
 自給乾草
 生草
 放牧費
 その他
 購入乾草
 粕類
 穀類・糠
 塩その他
 配合飼料

 

 

 
図 1 価額基準による飼料の構成 

77%

23%

 自給飼料
 購入飼料

 

 

25%

75%

 自給飼料
 購入飼料

 

 

 
図 2  自給飼料と購入飼料の割合 （左：価額基準，右：容積基準） 

3. サイロクレーンを基軸とした全自動混合飼料調製給飼システム 

名称が示すとおり，本システムはサイロクレーン（瀬川， 1986）（図 3, 4）が重要な働

きを担っている装置です。TMR の調製給与では容積ベースで全体の 75％を占める粗飼料

（サイレージ）のサイレージの取出し機械はサイロの種類によって多岐にわたりますが，

現時点では地下角型サイロを対象としたサイロクレーンが も簡易な機構で取り扱い易い

ものとなっています。サイロクレーンは，サイロ幅に合わせたグラブの開閉による掴み出

しという機構のため，連続処理ができない，そのまま TMR 調製に給するには一回の掴み出

し質量が安定しない，サイロ幅に合わせた長さで持ち出すため専用の荷受け装置が必要，

といった制約がありました。そこで専用の荷受け・一時貯留装置が開発され，この一時貯

留装置に必要質量を制御して排出供給する機能を付加したことにより，飼料の連続混合装

置（瀬川，1989）が実用化され，さらに給飼装置が連結してサイロクレーンを基軸とした

全自動混合飼料調製給飼システムが実用に供されるようになりました。装置の構成を図 5
に示します。 
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図 3 サイロクレーンの模式図            図 4 地下角型サイロとサイロ 

クレーン 

 
図 5 全自動混合飼料調製給飼システムの模式図 

①サイロクレーン，②荷受け・一時貯留装置，③2 軸スクリュ式混合機，④配飼装置，⑤梱

包乾草，⑥梱包乾草切断機，⑦⑧⑨地下角型サイロ，⑦細断乾草，⑧混合サイレージ，⑨

サイレージ，⑩粗飼料計量器，⑪配合飼料タンク，⑫濃厚飼料計量装置付き混合機，⑬サ

プリメント供給・混合装置，⑭搬送コンベア，⑮飼槽，⑯サイロクレーン用ホイストレー

ル，⑰配飼装置用ホイストレール 

4. つなぎ飼い牛舎用混合飼料自動給飼装置 

つなぎ飼い牛舎用の混合飼料小型自動給飼システムとして，図 6 のようなものが市販さ

れています。TMR の調製は図 8 のように別途ミキサで行い，移動式の TMR 小型給飼機へ

の搬送・投入から給飼は自動化されています。比較的安価であり，牛舎構造に大きな変更

を加えずに導入できる利点があります。 
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図 6 TMR 小型給飼システムと配置図 

 
図 7 移動式 TMR ミキサを 

据え置きで使用の例 

5. 細断型ロールベーラ 

細断型ロールベーラは，細切された材料を高密度のロールベールに成形し，ラップフィ

ルムで梱包できる状態を提供できる装置であり，トウモロコシをはじめとする飼料作物収

穫に適用され始めています。ここでは，細断型ロールベーラの紹介と，TMR 調製への利用に

ついての現状と今後の見通しについて述べることとします。 

 (1) 細断型ロールベーラ開発の経緯 

青刈りトウモロコシは飼料作物の中でも収量が多い上に TDN も高く，さらに密封貯蔵し

たサイレージの発酵品質も高いことから， も重要な飼料として位置付けられています。

トウモロコシは細断されることによって梱包密度が高まり，良好な発酵品質が得られます。

しかし，細断されたトウモロコシは牧草のようにお互いが絡み合って成型性を保つことが

できないため，ロールベール化は困難でした。そこで，トウモロコシを始めとする長大型

作物を細断・収穫し，少ない損失でロールベールに成型できる細断型ロールベーラおよび

細断物によるロールベール (細断ロールベール )を崩すことなくラッピングできるベール

ラッパが開発され，2004 年に市販化に至りました。 

 (2) 構造と機能 

現在市販化されている細断型ロールベーラは，トラクタけん引タイプの作業機です。ハ

ーベスタで収穫・細断された材料を受けるためのホッパと細断材料を成形室へ送り込む供

給コンベアが機体前部に設けられています。コンベアによって成形室へ送られた細断材料

は特殊構造の成形室で高密度にロール成形し，ネットで外周を結束し，後方に放出します。
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現在市販されている細断型ロールベーラは成形室構造の違いによってバーチェーン式とロ

ーラ式とがあります。模式図を図 8に示します。 

結束ネット

        

図 8  細断型ロールベーラの模式図（左：ローラ式，右：バーチェーン式） 

バーチェーン式のホッパは前後に 2 分割されており，前部が昇降するようになっていま

す。ローラ式はホッパ内の成形室入口に材料を均等に振り分けるためのオーガが設けられ

ています。いずれのタイプでもホッパに材料を一時貯留することにより，ネット結束時等

でも刈り取り等の作業を中断することなく連続作業が可能です。 

細断ロール対応ベールラッパはトラクタに半直装式のラッパです。動力は PTO で供給さ

れます。崩れやすい細断ロールの両側面を特殊アームで把持して拾い上げ，密封調製を行

います。操作は作業者手元のコントロールボックスで行なうことができます。 

 (3) 細断型ロールベーラの作業方法 

細断型ロールベーラによる作業体系としては，1台のトラクタにフォーレージハーベスタ

を装着，細断型ロールベーラをけん引して作業を行なう「ワンマン作業」（図 9），ボンネッ

トワゴンやローダーバケット等に溜めた細断材料を，圃場の隅に止めた細断型ロールベー

ラのホッパに投入して作業を行なう「定置作業」（図 10），フォーレージハーベスタに伴走

して 2台のトラクタで作業を行なう「伴走作業」（図 11）の 3通りの作業方法が提案されて

います。 

   

図 9 ワンマン作業                       図 10 定置作業 
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図 11 伴走作業 

          

図 12  スパイクアタッチメント付きロール     図 13 TMR ミキサへの投入 

ベールグラブによる解体作業 

(4) 細断型ロールベーラの TMR 調製への利用 

細断型ロールベーラを TMR 調製に用いる方法としては，TMR の原料としての自給飼料の調

製に利用する方法と，発酵 TMR の調製に利用する方法があります。自給飼料の調製に利用

するには，上記のどの方法でも利用可能です。特にワンマン作業は収穫作業がひとりのオ

ペレータで済むため，省力化に適しています。 

細断型ロールベーラで調製されたロールサイレージは材料が細断されているため，開封

したらそのまま TMR 用の飼料として利用しやすくなっています。 

例えば，畜産草地研究所で開発されたベールグラブ (グリッパ両開きタイプ ) に装着で

きる簡易な解体機構（図 12）（喜田ら, 2004）や，解体されたサイレージを TMR ミキサ等へ

搬送するためのアンローディングボックス等を利用すれば，図 13のように TMR ミキサ等へ

容易に投入でき，TMR 調製が可能です。 

一方，発酵 TMR の調製に適しているのは定置作業です。細断された自給飼料の他，TMR 調

製に用いる配合飼料や他の材料をあらかじめ混合しておき，細断型ロールベーラのホッパ

部に投入してロールベール調製することにより，高密度の発酵 TMR とすることができます。

近年市販化されたコンビラップでは，発酵 TMR 調製にも威力を発揮すると考えられます。 

6. TMR 調製に用いられる飼料調製加工機械 

TMR 調製に用いられる機械は，サイレージの貯蔵形態であるサイロが何種類もあること
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や粗飼料の性状が様々であることから規格化が困難であり，さまざまな形態のものが存在

します。既に示しました全自動混合飼料調製給飼システムのように粗飼料の取出しからハ

ンドリング・TMR 調製・給与まで完全自動化したもの，および粗飼料の取出しと TMR 調

製は別途行い，搬送・給与だけ自動化したもの等は施設型の TMR 調製給飼システムに位置

づけられます。すなわちこれら以外のものは固定して使うのでなくトラクタに装着・けん

引したり自走機能を有するものがほとんどです。それらの TMR 調製に関する機能では，主

としてサイレージ取出し機等，粗飼料の取出しに特化したものと，飼料混合給飼機等，TMR
の混合調製と給与まで行うものの 2 つに分けることができます。ここでは，主なサイレー

ジ取出し機械および飼料混合給飼機について解説します。 
1) サイレージ取出し機械 

サイロの形態に合わせて種々の取出し機械があります。地下角型サイロからの取出しに

用いられるサイロクレーンは前述の通りです。バンカーサイロは混合飼料の普及と共に，

規模拡大に対応しやすいサイロとして見直されつつあります。バンカーサイロからの取出

しでは多くの方法があり，図 14 の機械はトラクタに装着する切取り機で，取出し面を撹乱

    
図 14 トラクタ装着型サイレージ切取り装置 

させずに正確に直方体に切取れるため二次発酵防止効果が期待できます。 
また，図 15 に示すような掻き取り式があり，バンカーサイロやスタックサイロからの取

出しと同時に飼料混合給飼機能も持つものが多いようです。 

  
図 15 サイレージ掻取り式（飼料混合給飼機付き） 
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ラップサイロの解体はさまざまな形式のものが提案・市販化されていますが，決定的な

ものは見当たりません。図 16-a のように人力を要しますがターンテーブル上のロールベー

ルを少しずつ汎用の切断機に入れていく方式は装置が簡便で確実に切断できることと，不

良発酵箇所を除去できる利点があります。図 16-b に示すものは台上のロールベールをゆっ

くり回転させながら回転刃で少しずつ掻き取っていくものです。いずれも細断された材料

を混合するためのハンドリングに工夫が必要となります。 

  

a ターンテーブルと飼料カッタ             b 回転刃による切断方式 

図 16 いろいろなラップサイロ解体方式の模式図 

2) 飼料混合給飼機 

移動可能で飼槽への供給ができる飼料調製混合機です。ミキシングフィーダとも呼ばれ，

サイロから取出したサイレージを必要であれば細断し，配合飼料等と混合して TMR に 
調製し，給飼までを行うことができます。大規模肉牛肥育農家・酪農家を中心に導入が増

加しており，中規模のつなぎ飼い牛舎においても TMR 調製と給飼作業の省力化のために導

入例があります。移動方式には，自走式，けん引式，レール走行式があります。他に撹拌

混合による TMR 調製専用で配飼は別の配飼車や自動配飼装置等を用いる固定式もあるな

ど，多数の方式・機種，商品名があります。飼料調製混合方式は材料投入口が上部に開放

された混合槽と，混合軸および排出装置を備えています。混合槽の形状と混合軸の配置に

よって横軸式（図 17）と縦軸式（図 18）に大別され，横軸式は撹拌用スクリューを 2～5
軸備え，箱型の混合槽を有するものです。縦軸式は 1 軸で，上部が大きく開口したカップ

形式の混合槽を備えています。混合軸に刃を備え，粗飼料材料の切断能力を持つ機械が多

いです。粗飼料材料の供給装置としてバンカーサイロからのサイレージ切り出しと積込み

装置を備えた機種や，油圧リフタによりロールベールの積込みができる機種も市販されて

います。図 19 に示した移動式飼料カッタは丸のままの牧草ロールベールをそのまま投入可

能で細断する機能を有するものですが，TMR の混合機能は不十分なため別途必要となりま

す。 
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図 17 飼料混合給飼機（横軸式）全景       同 混合室内部の混合用スクリュー 

  
図 18 飼料混合給飼機（縦軸式）     図 19 移動式ロールベールカッタ 

   

6. おわりに 

TMR 調製に用いられる飼料調製機械は，取扱い対象物がサイレージ・わら類などの繊維

性飼料(粗飼料)が主体であり，そのような容積の大きくて扱いにくい材料のハンドリングを

いかに効率的に安定して行えるかが開発上の大きな課題でした。その中で生み出されたも

のが，粗飼料，濃厚飼料および特殊飼料を求められる割合で配合し，均質に混合して過不

足なく給与する両工程を行なう飼料混合給飼機となり，その 新の方式が全自動 TMR 調製

給飼装置です。近年は好気的変敗の起こりにくいとされる発酵 TMR も TMR センター等で

多く扱われるようになってきました。細断ロールベールを用いた発酵 TMR の効率的調製技

術の開発が畜産草地研究所を中心に行われており，実用化が期待されています。 
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TMRセンタ－の現状と課題

－経営的観点から－

畜産草地研究所

山地畜産研究チ－ム

宮路 広武

１．はじめに

わが国における食料自給率の低下が懸念されるようになって久しいですが、この様

な食料自給率低下の大きな要因の一つとなっているのが、わが国における飼料自給率

の低さです。わが国の飼料自給率を見ると、平成 17 年度の純国内産飼料自給率(概算

・TDN ベ－ス)25 ％、純国内産粗飼料自給率 76 ％、純国内産濃厚飼料自給率 11 ％と

なっています。 も大きな要因は、濃厚飼料自給率の低さですが、粗飼料自給率につ

いても低下傾向にあります。

この様な状況の中、平成 17 年３月に閣議決定された、新たな「食料・農業・農村

基本計画」において、10 年後の食料自給率の目標と主要品目毎の生産努力目標が定

められました。この中で、平成 27 年度の飼料自給率目標は 35 ％と示されています。

また、同時期に公表された「酪農及び肉用牛生産の近代化を図るための基本方針」に

おいても自給飼料基盤に立脚した畜産経営の振興がうたわれており、飼料自給率の維

持・向上が、わが国畜産政策における重要課題の一つとなっています。

この課題に対処する方策として、飼料作物作付け面積の増大や単収の向上、食品循

環資源の有効利用などが掲げられています。飼料作物作付け面積の増大や食品循環資

源の有効利用は、飼料自給率の向上のみならず、耕作放棄地など有休農地の解消、家

畜排泄物の適正処理や資源循環型社会の構築など、多様な観点から注目されています。

食品循環資源の有効利用については、平成 13 年５月に施行された「食品循環資源の

再生利用等の促進に関する法律」において、発生の抑制や飼料化などによる再生利用

の促進がうたわれています。

この様に、飼料自給率の維持・向上、資源循環型社会の構築等が求められている中

で、これらの点に貢献できるのではと注目されているのが TMR センタ－です。

TMR とは、Total Mixed Ration の頭文字をとったものであり、濃厚飼料、粗飼料な

どを混合し、必要な栄養成分を備えた牛の完全飼料のことです。この TMR を調製・

供給する機関が TMR センタ－です。

近年、従来型の購入飼料の利用を中心とした TMR センタ－の他に、自給飼料も活

用した TMR センタ－が北海道を中心に多数設立されてきており、注目されています。

この様に、様々な形態で運営されている TMR センタ－ですが、これらの TMR セ

ンタ－の展開は、畜産経営にどの様な効果をもたらし、また、どの様な課題を抱えて
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いるのでしょうか。本稿では、TMR センタ－の現状と課題を経営的観点から検討し

ます。

２．TMR センタ－の組織形態

TMR の利用は、必要な栄養成分を備えた完全飼料をふんだんに給与することで、効率

的な畜産物生産を行うことを目的に行われますが、TMR センタ－の利用は、飼料調製の

外部化を伴いますので、飼料調製・給与時間の大幅な低減も期待されます。この点も TMR

センタ－利用によりもたらされる効果の一つです。

TMR を給与するには、自家で TMR ミキサ－や TMR 自動調製給飼機を導入して、調製

・給与する方法と、TMR センタ－から供給される TMR を購入して給与する方法があり

ます。一般的に、自家で TMR ミキサ－や TMR 自動調製給飼機を導入する場合には、多

額の投資が必要となり、その投資コストを賄うには、一定の規模が必要となります。

一方、TMR センタ－から供給される TMR を利用する場合、一般的に日々の飼料費は

高くなりますが、大きな投資は必要とせず、中小規模の経営であっても比較的容易に導入

することが出来ます。

一言に TMR センタ－と言っても、その組織形態、生産・供給方式、目的などは、様々

です。まず、TMR センタ－の企業形態を見ると、株式会社、有限会社、農事組合法人、

任意組合、農業協同組合など様々です。また、その運営主体も、飼料会社、食品製造業者、

農業協同組合、農業生産者など様々です。同様に、その運営の主目的も純粋な飼料販売、

食品循環資源の再生利用、飼料生産・調製の効率化、外部化など様々です。

具体的な TMR センタ－の事例を見ると、わが国で 初の TMR センタ－とされる、A

飼料配合所は、大量購入による飼料費削減、飼料調整作業時間の低減などを目的に、酪農

組合の有志により任意組合として設立されました。A 飼料配合所は、生産者による任意組

合として設立され、利潤を追求しない収支均衡が原則であり、大量購入によるディスカウ

ントやビ－ル粕など地域の食品循環資源の有効利用により、低価での TMR 供給を実現し、

飼料調整作業時間の低減効果も合わせて、利用農家に大きなメリットをもたらしています

(関澤他〔８〕)。

また、近年、企業の社会的責任(Corporate Social Responsibility)が問われる中、食品製造

業においても循環型生産体系の確立など、環境に配慮した生産活動が求められており、製

造過程での廃棄物の処理を目的とした、食品循環資源の再生利用が注目されています。

この様な中、TMR 原料としての利用にも期待がかけられており、ビ－ル粕、とうふ粕

など、既に TMR 原料として供給されるとともに、食品製造業者自らが TMR センタ－を

設立し TMR の供給を行っている事例もあります。この様な展開は、資源循環型社会の構

築、未利用資源の有効利用の観点からも歓迎されます。

しかし、TMR センタ－から供給される TMR の利用は、飼料調製の外部化に伴う労

力の低減効果などが期待される反面、その利用の容易さから、自給粗飼料生産の縮小
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・中止に繋がる可能性も懸念されて

います。

この様な中、自給粗飼料生産機能

と TMR センタ－機能を併せ持った、

新たな TMR 供給組織が、北海道を中

心に展開してきており注目されてい

ます。

この新たな TMR 供給組織は、農場

制型 TMR センタ－と呼ばれ、粗飼料

の多くが構成員の農地から生産され

ることから、自給粗飼料生産協業組織の発展形態と位置づけられ、農地を有しない「購

入飼料配合所」であった従来の TMR センタ－とは、異なるものであるとされていま

す(荒木〔２〕)。また、その 大の特徴は、各参加農家の生産物である自給飼料をプ

－ルすることで農地の所有意識を薄め、一つの巨大な農場を作ることにあります(荒

木〔３〕)。

農場制型 TMR センタ－の主要作業は、飼料生産、TMR 調製、TMR 配送の３つが

ありますが、構成員が全ての作業を担当するのではなく、これら主要作業の一部もし

くは、全てが雇用や委託により行われています。

農場制型 TMR センタ－では、個別農家毎の農地区分がなくなり、団地化が図れる

ことで作業能率の向上を実現できるとともに、農業機械の効率的利用、一括生産・貯

蔵によるサイレ－ジ品質の向上などが可能となります。これらの効果により、自給飼

料基盤に立脚した TMR センタ－として期待されています。

この様に、TMR センタ－の組織形態、生産・供給システムは様々です。

３．TMR センタ－の実態と課題

(１)食品循環資源を活用した TMR センタ－

TMR センタ－ B は、焼酎会社が設立した TMR センタ－で、その主目的は、食品

循環資源(焼酎粕)の再生利用にあります。食品循環資源については、「食品循環資源

の再生利用等の促進に関する法律」において飼料化などにより、再生利用等を促進す

ることが求められていますが、TMR センタ－ B を設立するに至ったきっかけは、海

洋投棄による海洋汚染を防止することを目的として発効された、ロンドン条約議定書

の改正にあります。

焼酎粕の処理方法は、海洋投棄が主でしたが、ロンドン条約議定書の改正により、

平成８年から、産業廃棄物の海洋投棄が原則禁止されたため、焼酎粕の処理方法とし

て飼料化に注目し、試験を重ね、平成 11 年８月に TMR センタ－を独自で設立し、焼

酎粕を用いた TMR を供給しています。

写真１ 農場制型TMRセンタ－のバンカ－サイロ
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焼酎粕などの食品循環資源は、季節

毎の産出量の変動や成分など、飼料原

料としての特性が、TMR 事業を行う

にあたり、制限要因となりますが、A

社の主原料が、「そば」と「むぎ」で

あり、産出量の季節変動も少なく、成

分的にも飼料化に適していたため

TMR として供給することが可能にな

りました。

TMR の製造方法は、水分含量約 96

％で出てくる焼酎粕を固液分離機で濾液と脱水ケ－キに分離した後、濾液を 1/6 に濃

縮し、その濃縮液を TMR 原料として用いています。濃縮液は、乾草やトウモロコシ

などと混合され水分 30 ％程度のウエットタイプの TMR として農家に供給されます。

また、脱水ケ－キは、真空乾燥して、水分 12-13%のペレット状の飼料に加工され、

単味の他、TMR に混合して販売されます。

当初、ウエットタイプの TMR 供給から始まりましたが、現在では、ドライタイプの TMR

も供給しています。ウエットタイプの販売量は減少し、ドライタイプが主になってきてい

ます。

TMR センタ－ B は、畜産と何の関連もない焼酎製造業者であったため、飼料化事

業を開始するに当たり、TMR の販売先農家を確保することが 大の課題でした。こ

の課題を解決する為に、焼酎会社、JA、県酪連、全酪連の４者で共同開発を行うと共

に、農家への指導なども行い供給農家を確保することが出来ました。

この様な取り組みを行っている TMR センタ－ B ですが、この取り組みは、供給農

家にどの様な効果をもたらし、また、どの様な課題を抱えているのでしょうか。

TMR 利用酪農家の経営成果を見ると、利用開始時と１年後の比較では、１頭当た

り乳量が平均 936kg 伸びているにもかかわらず、飼料単価や給与量の増加による購入

飼料費の増加などにより、所得は、平均で 24 万円程度の増加にとどまっています(丹

戸〔11〕)。

また、利用開始動機の調査では、「TMR 飼料の魅力」「給与作業の軽減」などが理

由として多いですが、継続利用要因の分析では、コスト意識が強くなっている傾向が

伺え、当初は、TMR という飼料形態を重視していた酪農家が、実際に TMR を使用し

た結果、よりコスト面を意識する傾向が報告されています(丹戸〔11〕)。

TMR 利用農家の動向を見ると、平成 14 年頃では、酪農家 50 戸程度、肉用牛農家 100

戸程度であったものが、酪農家の利用は減少した一方、肉用牛農家の利用は、大きく

増加しています。しかし、一般的に繁殖農家の場合は、酪農家に比較して小規模であ

り、小口配送などへの対応も求められます。この様な状況の中、TMR ミキサ－所有農

写真２ 焼酎粕TMR・TMRセンタ－B
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家をタ－ゲットにリキッドタイプの焼酎粕販売も開始しました。

TMR センタ－ B の様に、食品循環資源の再生利用を主目的に TMR 供給を行う場合、

TMR 事業単独で採算をとることが難しい場合でも、従来の廃棄物処理費用との比較、廃

棄物の再生利用、ブランド構築・企業戦略という観点から、事業を継続出来る可能性があ

りますが、一方で、TMR の供給先が確保できない場合には、廃棄物の処理自体に支障を

きたす可能性もあり、TMR のユ－ザ－である畜産農家のニ－ズを的確にくみ取り、対応

していくことが求められます。

また、食品循環資源を他の TMR センタ－に飼料原料として供給する場合には、分別処

理など、飼料としての基準を満たすことが求められます。

一般的に、この様な食品循環資源は、高水分で保存性、運搬性に難があります。この点

を克服する為に、乾燥処理などが行われる場合もありますが、乾燥処理を行うには、プラ

ントや燃料費など一定のコストが必要になるとともに、ライフサイクルアセスメントなど

の観点から、環境への負荷も懸念されます。

一方、サイレ－ジ化は、比較的低コスト・低負荷での処理が可能であると考えられます。

近年、飲料消費が伸びている茶系残渣なども、サイレ－ジ化が試みられていますが、この

様な食品循環資源を低コスト・低負荷で飼料化出来るよう、より一層の技術・システムの

構築が望まれます。

(２)自給粗飼料を活用した TMR センタ－

TMR センタ－ C は、平成 13 年に北海道根釧地域に設立された、農場制型 TMR セ

ンタ－です。従来から、数戸での共同作業などを行っていた農家や地理的に近い７戸

(現在８戸)の酪農家によって有限会社として設立されました。

設立に当たり、畜産振興総合対策事業を活用し、バンカ－サイロ９基(後に２基増

設)、飼料調整庫、自走式ハ－ベスタ－、ミキシングフィ－ダ－などの施設・機械を

整備しました。また、ラップサイレ－ジ用機械など、その他必要な機械類は、農家所

有の機械をリ－スして使用し、不必要になった機械類は個別農家で処分しました。

設立時の背景・目的としては、草

地面積の拡大等による労働力の限界、

適期収穫や良質粗飼料生産が困難な

状況にあり、また、共同作業などで

利用していた機械も老朽化し更新も

検討しなければならない時期にあり、

これらの課題を解決する方策を検討

した結果、先行事例も参考にしなが

ら、TMR センタ－の設立に至りまし

た。
写真３ グラスサイレ－ジ収穫作業・TMRセンタ－C
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TMR センタ－ C では、飼料生産は、

糞尿散布から収穫まで構成員の出役

で行われ、約 480ha で牧草生産を行っ

ています。TMR 調製・運搬は、雇用(１

名)により行われています。出役に対

しては、１時間当たり、構成員 1,200

円、後継者 1,800 円の労賃が支払われ

ます。後継者(４名)は、TMR 調製・

運搬を担う雇用労働者の休日には、

代替して TMR 調製・運搬を交代で担

います。また、各種運営事務管理を担当する職員(１名)と事務補助員(１名)も雇用してい

ます。

構成員の出役により共同で生産された牧草は、TMR センタ－にサイレ－ジ原材料とし

て買い上げられ、土地の所有者である各構成員に対しては、土地区分に応じて湿地 0.5 円

/kg、丘地 0.75 円/kg が代金として支払われます。

このサイレ－ジを原料に、TMR が製造され、各構成員農家に１日１回供給されます。

TMR メニュ－は、当初、乳量に合わせた４種類のメニュ－を供給していましたが、現在

は、各農家毎にメニュ－を設計し供給しています。TMR 供給価格は、牧草サイレ－ジ乾

物１ kg 当たり 43 円をベ－スに各種配合等が混合され、１頭１日当たり、800 円～ 1000

円程度で供給されています。

TMR センタ－設立後の乳量の変動(図)を見ると、構成員７戸の１戸当たり平均出荷乳

量は、設立前の平成 13 年に 608 トンだったものが、平成 16 年には 712 トンとなり、全て

の構成員農家において増加しています。個体乳量は、設立前の 13 年に平均 9023kg だった

ものが、平成 16 年には平均 9961kg となり大きく増加していますが、個別農家毎に見ると、

設立前から、10000kg 以上を達成していた２戸の農家については、ほぼ変化無しとやや減

少と言う状況です。

経産牛飼養頭数は、設立前の平成 13 年に 477 頭(７戸)、一戸あたり平均 68 頭だったも

のが、平成 16 年には、567 頭(8 戸)、１戸あたり平均 71 頭となっています(〔６〕)。TMR

センタ－設立後、牛舎を新設し飼養頭数の増加を行っている農家もありますが、総体的に

は、個体乳量の増加を指向しています。

この様に、TMR センタ－設立後、出荷乳量を増加させている構成員農家ですが、これ

らの構成員農家の個別経営には、どの様な変化がもたらされたのでしょうか。構成員２戸

の変化についての報告を見てみます。何れの経営も個体乳量は増加し、農業所得は、それ

ぞれ 27%、12%増加していると報告されています(〔６〕)。各酪農経営への効果は、労働

時間の変動なども含めて様々な観点からの検討が求められます。

農場制型 TMR センタ－設立の目的には、良質なサイレ－ジ生産と共に、スケ－ルメリ

ットによるサイレ－ジ生産コストの低減がありますが、実際の生産コストは、どの程度な
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のでしょうか。

TMR センタ－ C のサイレ－ジ生産費について分析した報告(日向〔５〕)を見ると、グ

ラスサイレ－ジ現物 1kg 当たり 4.8 円、グラスサイレ－ジ乾物１ kg 当たり 21.26 円となっ

ており、北海道内のイネ科主混播サイレ－ジの現物 1kg 当たり費用価 9.53 円(平成 17 年

畜産物生産費調査)と比較すると半分程度となっています。また、グラスサイレ－ジに比

較してロ－ルサイレ－ジの生産性が低いことが報告されています。

この様に、TMR センタ－ C では、TMR センタ－設立後、出荷乳量の増加や低コストで

のサイレ－ジ生産を実現していますが、将来的には、機械・施設の更新も想定され、その

効果を継続的に発揮する為には、さらなる生産システムの検討も求められます。

自給飼料を活用した農場制型 TMR センタ－は、平成 18 年 10 月現在、北海道で 23

組織が稼働・建設中であり(荒木〔４〕)、 近では、青森、岩手など都府県において

も設立され、その効果が期待されています。

また、他の先行事例でも、経産牛頭数 39 ％の増加(62 頭→ 86 頭・何れも平均)と

個体乳量 20 ％の増加(7026kg → 8437kg)による出荷乳量 68 ％の増加(438t → 734t)が

実現され、スケ－ルメリットなどの効果と相まって、大幅な所得増加(275 万円→ 885

万円)と生産乳量 1kg 当たりコストの低下が実現されたことが報告されています(荒木

〔４〕)。

一方で、補助金を目的とした安易な設立と運営の未熟による経営問題、飼養管理へ

の特化による頭数拡大と農地面積拡大のアンバランスに伴う飼料自給率低下の可能

性、適正規模問題などの課題も指摘されています(荒木〔３〕)。

４．むすび

近年、わが国において TMR センタ－は増加してきており、畜産農家の支援組織と

して期待れています。しかし、TMR は、基本的に購入飼料の利用を前提に発展して

きたため容易に購入飼料に代替することが可能であり、自給飼料基盤に立脚した農場

制型 TMR センタ－においても、自給飼料生産コストと購入飼料価格との関係によっ

て、飼料自給率が変動する可能性があることも指摘されています(荒木〔３〕)。

また、生乳の生産調整、飼料価格の高騰、燃料価格の高騰など、わが国畜産を取り

巻く状況の変化は、TMR センタ－運営にも大きな影響を与えるものです。

飼料自給率の向上、循環型社会の構築に貢献できるのではと期待されている TMR

センタ－ですが、わが国畜産の発展に貢献できるよう、より一層の供給・利用システ

ムの検討が求められています。
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