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ウシの分娩間隔の短縮に向けた発情検知システムの開発
○村上敦哉・佐藤亘
（大分農林水産研指畜産）

【目的】

センサデータについて，腟内電気抵抗値が最低値

近年，ウシの受胎率低下と分娩間隔の延長が畜

を示した時点を基準日（0 日目）としたところ，

産現場で問題となっている。この要因として，１

3/4 頭について発情明瞭牛と相似したデータの推

戸あたり飼養頭数の増加や発情徴候の微弱化によ

移を示した（図 2）。

る発情の見逃しが考えられ，現場で有効に活用で
きる発情検知システムの開発が望まれている。
当研究部では，
（株）リモートおよび国立研究開
発法人農業・食品産業技術総合研究機構動物衛生
研究部門（動衛研）と共同で人工知能を用いた腟
内留置型発情検知システムの開発を進めており，
発情のパターンを表した数式（発情検知モデル）
を作成するため，データの収集とその有用性の検
証を行った。
【材料および方法】
試験１：腟内電気抵抗値・腟温データの取得と発
情徴候との関連性の検討
当研究部内で飼養するホルスタイン種および黒
毛和種雌牛延べ 16 頭に腟内留置型センサを挿入
し，腟内電気抵抗値および腟温を測定した。また，
測定したデータはパドック内に設置したビデオカ
メラの映像データと比較し，発情行動との関連性
を調査した。

試験２：センサ挿入牛に対する人工授精では 2/4

試験２：センサ挿入による侵襲性と受胎に対する

頭が受胎し，2 頭とも分娩し母子ともに健常であ

影響の評価

った。また，採取した腟粘液を調査したところ，

ホルスタイン種雌牛 4 頭に対して，センサを挿
入しながら人工授精を実施し，受胎への影響を調

白濁や膿様物の滲出などの異常は認められなかっ
た。

査した。人工授精はセンサデータを用いず目視に

動衛研において，当研究部のデータと動衛研の

より明瞭な発情徴候が確認されたウシに対して

データを用いて発情検知モデルを作成したところ，

AM/PM 法を用いて実施した。また，腟粘液の検査

25 回の発情周期に対して感度 96.0%，精度 82.8%

を実施し，センサ挿入による侵襲性を調査した。

という良好な結果が得られた（表１）。

【結果および考察】
試験１：16 頭中明瞭な発情徴候を示した 12 頭の
データを採用し，発情徴候であるスタンディング
行動が認められた時点を基準日（0 日目）とした。

表１

発情検知モデルの評価

発情周期

25

真陽性

偽陽性

偽陰性

感度(%)

精度(%)

24

5

1

96.0

82.8

腟内電気抵抗値は，0 日目に最低値を示し，1.0
日目には黄体期程度まで上昇した。

以上の結果により，腟内留置型センサと発情検

腟温は，－2.5～－0.5 日目にかけて一過性の低

知モデルを用いることで発情を検知可能であるこ

下を認め，0 日目には再び黄体期程度まで急上昇

とが示唆され，今後の実用化に向けたデータ収集

し，1.0 日目で一時的に急激な低下を認めた（図

を行うことができた。

１）。また，明瞭な発情徴候を示さなかった 4 頭の
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加速度センサを用いたウシの行動判別技術の開発
〇杉野文章・李根浩 1)・石本篤志 1)・緒方孝起 1)・岡部光汰 1)・坂口聖弥 1)・相澤綾一 1)
（宮崎畜試・宮崎大工 1)）

【目的】

97.0％であり，高精度で姿勢評価が可能であった

近年，全国的な素牛不足の影響から子牛価格の

（表 1）。また，マウンティングの一致率は 66.7％

高騰が続いており，繁殖基盤および生産性の強化

であり（表 2），今回の判別アルゴリズムを用い

が喫緊の課題となっている。さらには，近年の繁

ることによりマウンティングの検知も可能であ

殖経営体は大規模化が進んできており，労力不足

ることが明らかとなった。しかしながら，マウン

により十分な発情観察が行えない可能性がある。

ティング検知については，誤検知率が 21.7％と

そのような中， ICT・IoT 技術が畜産にも応用

高く，誤検知率が高い要因として，乗駕拒否や首

され，労力負担の軽減や生産性向上対策に活用が

振り動作によりマウンティングと誤検知したこ

期待されている。しかしながら，このような技術

とが挙げられ，実用化にはさらなる精度向上が必

は未だ発展途上であり，検知精度や検知方法等に

要であると考えられた。

課題がある．そこで，本研究では 3 軸加速度セン
サのみからウシの行動判別が可能か検証するこ

表 1

起立・横臥評価試験の結果

表 2

マウンティング評価試験の結果

とを目的とした。なお，本研究では「起立」「横
臥」に加え，「マウンティング」の検知が可能か
検証した。
【材料および方法】
場内のパドック付きのフリーバーン牛舎で飼
養する黒毛和種雌牛を供試した。Bluetooth Low
Energy 通信を用いた 3 軸加速度センサモジュー
ル（以下，センサ）を制作し，雌牛に取り付けて
加速度データを回収した。その際に，目視および
ビデオカメラ撮影により行動観察を行い，起立・
横臥・マウンティング時の加速度データを調査し，
行動判別アルゴリズムを作成した。さらに，セン
サから PC へデータを送信し，行動を評価する一
連の行動検知システムを試作した。
試作した行動検知システムを用い精度評価試
験を行った。なお，マウンティングの評価試験の
際は，あらかじめホルモン処置により発情を誘起
した雌牛を用いた。評価試験は各 2 回ずつ実施し，
起立・横臥の判定試験では実際の起立および横臥
時間とプログラムで判別されたデータとの一致
時間を求め，一致率を算出した。マウンティング
の判定試験については，実際のマウンティング回
数とプログラム内での判定回数から一致率およ
び誤検知率を算出した。
【結果および考察】
システムでの起立および横臥姿勢の一致率は
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肥育素牛導入体系での26ヵ月齢肥育における発酵TMRを用いた飼料給与方法の確立
○弓削尚之・向井彩音
（佐賀上場営農セ）

【目的】

また，自由引水および鉱塩を自由舐食とし，敷料

出荷月齢早期化は肥育期間を短縮するため，通

はオガクズを用いて適宜交換した。

常肥育（約 29 ヵ月齢出荷）よりも飼料給与の増給

調査方法については，毎日の飼料摂取量を給与

量を多くする必要があり，また，通常肥育の枝肉

量と残飼の差で算出した。体重は 2 週間間隔で測

と比較して格付けが劣る傾向にある。そこで，肥

定し，26 ヵ月齢肥育の枝肉成績は，（公社）日本

育素牛導入体系において，26 ヵ月齢肥育で枝肉成

食肉格付協会の牛枝肉格付結果の枝肉重量，ロー

績が優れる飼料給与方法を確立するために，佐賀

ス芯面積，バラの厚さ，皮下脂肪厚，脂肪交雑，

県の飼料給与基本プログラム肥育前期粗飼料多給

枝肉歩留まりとした。

体系に発酵混合飼料（以下発酵 TMR）を組み合わ

【結果および考察】

せ，濃厚飼料の増給量の違いが枝肉に及ぼす影響

多増給区は少増給区と比較して，肥育前期の濃

を検討した。

厚飼料採食量は多くなった（データ略）。また，多

【材料および方法】

増給区は少増給区と比較して通算の D.G.に優れ，

供試牛は 2018 年 11 月に平均月齢約 8 か月で導

特に肥育前期の値は高くなった（データ略）。枝肉

入した黒毛和種去勢子牛 12 頭を用いた。試験区は，

成績は，多増給区において，少増給区よりも枝肉

多増給区（肥育前期に粗飼料と発酵 TMR を多給し，

重量，胸最長筋面積，ばら厚，脂肪交雑に優れた

肥育前期濃厚飼料を毎月 2.5kg 程度増給する給与

（第 2 表）。

体系），少増給区（肥育前期濃厚飼料を 1.8kg～

以上のことから，肥育素牛導入体系における 26

2.5kg 程度徐々に増給する給与体系）を設けた。

ヵ月齢肥育では，肥育前期に粗飼料と発酵 TMR を

肥育期間は導入後～6 ヵ月間を肥育前期，7～12

組み合わせて多給し，肥育前期の濃厚飼料を毎月

ヵ月間を肥育中期，13～18 ヵ月間を肥育後期とし，

2.5kg 程度増給することで，D.G.が高くなり枝肉

飼料給与計画（第 1 表）に沿って給与した。

成績が優れることが明らかになった。

第1表

26ヵ月齢短期肥育における飼料給与計画
肥育前期
導入
飼料
直後
1
2
3
4
5
子牛育成用飼料
2.5
1.9
0.1
発酵TMR
4.0
4.0
4.0
2.7
大豆粕飼料
0.2
0.2
0.4
0.4
0.3
0.2
肥育前期用濃厚飼料
0.4
3.0
5.5
8.4
9.9
多増給区
(増給量）
（+2.6）
（+2.5）
（+2.9）
（+1.5）
肥育中期用濃厚飼料
チモシー
1.5
1.7
2.2
2.0
2.0
0.8
稲わら
0.5
0.4
0.5
子牛育成用飼料
2.5
1.9
0.1
発酵TMR
4.0
4.0
4.0
2.7
大豆粕飼料
0.2
0.2
0.4
0.4
0.4
0.2
肥育前期用濃厚飼料
0.4
2.2
3.5
5.6
8.0
少増給区
(増給量）
（+1.8）
（+1.3）
（+2.1）
（+2.4）
肥育中期用濃厚飼料
チモシー
1.5
1.7
2.5
2.6
3.4
1.2
稲わら
0.5
0.4
0.5
区分

6

10.0

(kg/日・頭)
肥育中期～後期
7
8～18

5.7
4.3

10.0

1.0

1.0

1.0

9.9

5.7

1.0

4.3

10.0

1.0

1.0

注）ルーメン内の急激な環境変化を抑えるため、濃厚飼料の増給は4回/月以上に分けて徐々に給与した。

第2表

飼料給与方法の違いによる枝肉成績の比較

試験区

枝肉重量(㎏)

胸最長筋面積 (㎠)

多増給区

570.1±42.8

71.2±6.6

9.5±0.7

3.3±0.4

74.9±1.0

8.5±1.0

少増給区

542.0±13.3

68.8±15.9

8.9±0.8

3.0±0.6

74.8±2.6

8.2±2.2

ばら厚(㎝) 皮下脂肪厚(㎝) 歩留基準値(%) 脂肪交雑(BMS No.)

注）数値は平均±標準偏差を示す

全項目で処理区間に5％水準で有意差なし
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肥育前期の粗飼料多給および出荷月齢の早期化が黒毛和種去勢牛の
飼料摂取量，発育，飼料消化性，および枝肉成績に及ぼす影響
前田友香
（宮崎畜試）

【目的】

期間が終了した供試牛は，出荷・と畜され，日本

家畜改良増殖目標では，去勢肥育もと牛の肥育
終了月齢を，現在の 29 カ月齢から 24～26 カ月齢

食肉格付協会による評価を受けた。
【結果および考察】
総飼料摂取量と 1 日当たりの飼料摂取量は，対

へと早期化することを掲げている。これまでにも，
肥育牛の早期出荷技術は，飼料費の削減や生産効

照区および試験区で，それぞれ， 5,742 kg/頭と

率の向上が期待されるため，様々な研究機関で検

10.9 kg/日，および 4,286 kg/頭と 9.1 kg/日であり，

討されてきた。その中で，肥育前期に粗飼料を多

いずれも対照区よりも試験区で有意に少なかった。

給することで肥育中期以降の発育や飼料摂取が良

また，摂取飼料に占める濃厚飼料の割合は，肥育

好となることが明らかにされている。しかし，第

前期は対照区に比べて試験区で低かった（ P <

一胃液性状や飼料消化性に及ぼす影響については

0.05）が，肥育中期および肥育後期は処理区間に

ほとんど検討されてされていない。

有意な差は認められなかった。一日当たりの増体

そこで，本研究では肥育前期に濃厚飼料の給与

量は，試験期間全体では両区に有意な差は認めら

量を体重の 1％に制限し，かつ，26 カ月齢で出荷

れなかったが，肥育前期では対照区よりも試験区

した場合の飼料摂取量，発育，第一胃液性状，飼

で有意に低く，逆に肥育後期では試験区が対照区

料消化性，および枝肉成績へ及ぼす影響について

よりも高まる傾向であった。摂取飼料 1kg 当たり

検討した。

の増体量（飼料効率）は，肥育前期は対照区に比

【材料および方法】

べて試験区で有意に低かったが，肥育中期（ P <

供試牛は，10 カ月齢の黒毛和種去勢牛 10 頭と

0.10）および肥育後期（ P < 0.05）では試験区が

した。処理区は，場内の慣行飼養（すなわち，濃

対照区を上回り，試験期間全体を通しても試験区

厚飼料の給与量を 4 ㎏から開始し，17 カ月齢時に

が有意に高かった。枝肉重量は，対照区よりも試

最大量の 9 ㎏とする）を行い，28 カ月齢で出荷す

験区で小さく，胸最長筋面積および脂肪交雑も試

る対照区と，10 から 14 カ月齢の濃厚飼料の給与

験区で値が低かった。第一胃液性状では，総 VFA

量を体重の 1%量に制限し，その後 17 カ月齢時に

含量は 16（P < 0.10）および 56 週目（P < 0.05）

最大量の 9 ㎏とし，26 カ月齢で出荷する試験区の

において対照区よりも試験区で高く，酢酸割合は

2 区とした。対照区には 4 頭，試験区には 6 頭，

8（P < 0.05），12（P < 0.10），および 20 週目（ P

それぞれ供試牛を配置した。肥育ステージの区分

< 0.10）において試験区が高かった。飼料消化率

は，10～14 カ月齢を肥育前期，15～22 カ月齢を

は，調査したいずれの項目も，両区はほぼ同等で

肥育中期，そして，23 カ月齢以降を肥育後期とし

あった。また，摂取窒素に対する糞および尿への

た。調査項目は，飼料摂取量，体重，第一胃液性

排泄割合や蓄積割合についても，処理区間にほと

状，飼料消化率，および枝肉成績とした。飼料摂

んど差は認められなかった。

取量は，毎日残餌を計量し，給与量から差し引く

以上より，肥育前期の濃厚飼料の給与量を体重

ことで求めた。体重は 2 週間ごとに測定した。第

の 1％に制限すると，肥育中期以降の飼料効率が

一胃液は，朝の飼料給与 4 時間後に当たる 13 時

高まることが明らかになった。このことには，第

に、経口カテーテルを用いて採取した。なお，胃

一胃液性状の変化が影響した可能性が考えられた

液採取は，試験開始 0，4，8，12，16，20，32，

が，本試験の結果からは明らかではなかった。ま

44，56，68，および 80 週目に実施した。飼料消

た， 肥育前期に濃厚飼料量を制限した肥育牛を

化率は，両処理区の飼料給与量が同量となる肥育

26 カ月齢で出荷すると，28 カ月齢で出荷した肥

中期において，対照区 2 頭および試験区 3 頭を用

育牛よりも、枝肉重量や脂肪交雑が減少すること

いて測定した。消化試験は，予備期 14 日，本期 3

が示された。

日間とする全糞全尿採取法により実施した。肥育

－ 4 －

黒毛和種経産牛枝肉格付の現状と品質改善への課題について
○早田

剛

（長崎農林技開セ畜産）
表1

【目的】

黒毛和種経産牛の枝肉成績

近年の和牛去勢の枝肉格付は，改良や飼養管理
枝肉重量1)
（kg）

技術の向上により，上物と呼ばれる肉質等級 4 以
上の割合が全体の 8 割を超えている。

胸最長筋面積2) バラの厚さ2) 皮下脂肪の厚さ2)
歩留基準値2) ＢＭＳＮｏ．2)
（cm）
（cm）
（cm2）

一方で，消費者は，健康志向の高まりなどから，
Ａ5 など脂肪交雑の多い牛肉だけでなく，適度な

338.3 ± 74.7 41.2 ± 8.9 5.3 ± 1.1

脂肪交雑で値頃感のある牛肉も求める傾向があり，

１）ｎ＝２７４

ニーズが多様化してきている。

２）ｎ＝２４４

2.2 ± 0.7

71.9 ± 1.2 3.3 ± 1.2

また、肉用牛繁殖経営では，遺伝能力や生産性

脂肪交雑等級が２から５と格付された枝肉のう

の低下などを理由に供用開始後，約 10 年程度で

ち，格落ちの割合は 65.2%で，脂肪交雑等級 4 お

繁殖雌牛の淘汰，更新が行われている。これらの

よび 3 での発生が多かった（表 2）。

繁殖雌牛としての役目を終えた経産牛を肥育する

表2

ことは，消費者ニーズに応える和牛肉生産につな
がり，農家所得向上の一助となることが期待され

脂肪交雑等級別格落ち発生割合

脂肪交雑等級

格付頭数
(頭)

格落ち頭数
(頭)

格落ち割合
(%)

5

2

1

50.0

る。
そこで，今回は長崎県における経産牛肥育の課
題を明確化するため，県内食肉市場における経産

4

33

31

93.9

3

140

126

90.0
1.5

2

66

1

牛枝肉格付成績を調査し，経産牛肥育の現状と付

1

3

-

-

加価値向上へ向けた課題について検討した。

計

244

159

65.2

【材料および方法】

格落ちの原因として「締まりきめ」および「肉

2020 年 11 月 2 日から 2021 年 3 月 22 日の間に，

色＋締まりきめ」が多かった。

佐世保市地方卸売市場食肉市場に上場された 274

特に「締まりきめ」は格落ちした枝肉の 96%で
原因または原因の一つとなっていた（表 3）。

頭の黒毛和種経産牛を調査した。
調査項目は，出荷月齢，販売単価のほか，
（公社）

表3

日本食肉格付協会による格付明細書に記載された，

格落ちの原因別発生頭数
格落ち原因と頭数(頭)

格落ち頭数
(頭)

肉色

締まりきめ

脂肪

5

1

-

-

-

-

-

-

1

4

31

2

2

-

12

-

1

14

締まり及びきめ等級，脂肪の色沢と質等級とした。

3

126

3

62

-

61

-

-

-

調査牛 274 頭のうち未切開で格付された 30 頭に

2

1

-

1

-

-

-

-

-

ついては，出荷月齢，販売単価と枝肉重量以外の

計

159

5

65

0

73

0

1

15

項目から除外した。

以上の結果から，長崎県における経産牛肥育の

歩留等級，肉質等級，枝肉重量，胸最長筋面積，

脂肪交雑等級

バラの厚さ，皮下脂肪の厚さ，歩留基準値，
BMSNo.，脂肪交雑等級，肉の色光沢等級，肉の

なお，本研究では，脂肪交雑等級よりも低い肉

肉色＋
締まりきめ 肉色＋脂肪＋
肉色＋脂肪
締まりきめ
＋脂肪 締まりきめ

枝肉は「締まりきめ」または「肉色＋締まりきめ」

質等級に格付されることを「格落ち」と定義し，

を原因とする格落ちの発生割合が高いことが明ら

その原因を「肉の色沢」(以下，肉色)，
「肉の締ま

かとなった。

りおよびきめ」(締まりきめ)および「脂肪の色沢
と質」(脂肪)のいずれかまたは組み合わせに区分

これらの形質の改善により，品質の安定が図ら
れる可能性が示唆された。

して発生割合を調査した。
【結果および考察】
今回調査した経産牛の平均出荷月齢は 142.3 か
月齢であり，枝肉成績の平均は表 1 に示した。

－ 5 －

初産牛へのプロバイオティクス飼料給与の効果（第 1 報）
〇秋好佑紀・三角亮太・鶴田

勉

（熊本農研セ）
【目的】

（㎏）
20

本研究では，腸内細菌叢を整えるといわれてい
る「プロバイオティクス飼料」をホルスタイン種

15

乳牛に給与し，分娩前後の生産性について検討す
る。

10

【材料および方法】

試験区

試験中に分娩を迎える乳用未経産牛 11 頭を供

30日前 15日前

試し，試験飼料「プロバイオティクス飼料（酵母
細胞壁）」を給与する区を「試験区」とし 5 頭配

0日

15日

30日

45日

60日

75日

90日

分娩後日数

図1 乾物飼料摂取量
（㎏）
650

置，給与しない区を「対照区」とし 4 頭配置した。
試験区は，分娩予定前 30 日から分娩後 280 日

対照区

5

試験区

対照区

600

までプロバイオティクス飼料を 25g ずつ朝夕給与
し，搾乳は朝夕 2 回行った。本報告では，分娩後

550

90 日までの飼料摂取量，体重，BCS，産乳成績お
よび繁殖成績をとりまとめた。

500
30日前

【結果および考察】

15日

30日

45日

60日

75日

90日

分娩後日数

図2 体重の推移

飼料摂取量は，分娩後 30 日以降，対照区のほ
3.50

うが高く推移する傾向にあった（図 1）。

試験区

体重は試験期間を通して，試験区が対照区より
も低く推移した（図 2）。

対照区

3.25

3.00

BCS は試験区が分娩後 45 日まで緩やかに低下

2.75

したのに対し，対照区は分娩直後に大きく落ち込
2.50

み，その後の変動はあまりなかった（図 3）。

30日前 15日前

0日

15日

30日

45日

分娩後 90 日間の平均乳量は試験区が 2,477.3

60日

75日

㎏，対照区が 2,182.7 ㎏であったが，有意な差は

表1 産乳成績

なかった。乳成分のうち，MUN は試験区が対照

試験区
対照区
頭数
頭
5
4
乳量
㎏
2,477.3
2,182.7
乳脂肪
％
3.8
3.6
無脂固形
％
8.3
8.7
乳蛋白質
％
3.1
3.1
乳糖
％
4.6
4.7
体細胞
万/ml
18.7
15.9
MUN
mg/dl
12.3 A
10.5 B
BHB
mM/L
0.06
0.05
※異符号間に有意差ありA-B：P＜0.01

区より有意に高く，ほかの項目に大きな差はなか
った（表 1）。
繁殖成績は，初回授精日数に大きな差はなかっ
たが，分娩後 90 日までの受胎率は試験区 75.0％
（3/4 頭），対照区 25.0％（1/4 頭）と試験区の受
胎率が高かった（表 2）。
以上のことから，プロバイオティクス飼料であ
る酵母細胞壁の給与は，産乳成績には影響を及ぼ
さず，受胎日数が早まることが示唆された。
なお，この試験は「令和 2 年度日本中央競馬会
畜産振興事業・乳牛の乳房炎発症予防手法開発事
業」の支援を受けて行った。

表2 繁殖成績
妊娠期間
分娩難易度
子牛体重
初回授精日数
分娩後90日までの受胎率

90日

分娩後日数

図3 BCSの推移

日
㎏
日
％

試験区
274
2.4
35.5
69
75.0
(3/4頭)

（）内は実数
対照区
275
2.5
36.0
63
25.0
(1/4頭)

※分娩難易度は、1：自然分娩 2：ごく軽い介助 3：2～3人を必要と
した介助 4：数人を必要とした難産 5：外科処置を必要とした難産
または分娩時母牛死亡 としてスコア化した
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ビワ葉混合発酵茶製造加工残渣の飼料価値
○深川

聡・松永将伍・井尻大地

1）

（長崎農林技開セ畜産・鹿児島大農 1) ）
【目的】

区（ビワ葉残渣区）と配合飼料に緑茶粕を 1.0%添

長崎県農林技術開発センターでは，本県で入手

加する区（緑茶粕区）とを設けた。対馬地鶏原種

可能な低未利用資源の中で，緑茶製造残渣（以下，

の雌（20 週齢～21 週齢）を用い，2020 年 8 月 31

緑茶粕）の抗酸化活性は比較的高いことを明らか

日～9 月 14 日に選好性試験を実施した。各区とも

にしている。さらに，暑熱期において，肥育豚や

5 羽ずつ配置し，1 期 7 日間（予備期 4 日間，本期

採卵鶏に飼料中に緑茶粕を 3%添加して給与する

3 日間）×2 期で行い，1 期目の試験終了後，供試

ことで，緑茶粕を添加していない飼料を給与した

鶏を入れ替えて 2 期目の試験を実施した。

場合と比べて，保水性が高い豚肉やハウユニット

【結果】

値が高い卵を生産できる可能性があることも報告

一般成分含量では，ビワ葉残渣が緑茶粕に比べ

している。しかし，緑茶粕は高水分であるため，

て，粗タンパク質含量および粗脂肪含量が有意に

配合飼料に混合するためには乾燥させて水分を低

低く，粗灰分含量が 1%水準で有意に高い値であ

下させる必要がある。一方，ビワ葉混合発酵茶は，

った。機能性成分含量では，ビワ葉残渣が緑茶粕

工場から製造される過程で加工残渣（以下，ビワ

に比べて，α-トコフェロール含量，β カロテン含

葉残渣）が乾燥粉末の状態で排出され，取り扱い

量および総カテキン含量は 1%水準で有意に低い

が容易であるものの，飼料添加剤としてほとんど

値であったが，抗酸化能の指標となる DPPH ラジ

利用された実績がない。

カル消去活性では 10%水準で有意に高い傾向にあ

そこで，未利用資源であるビワ葉残渣の一般成

った。これは，ビワ葉残渣が緑茶粕に比べて，総

分や機能性成分を緑茶粕と比較調査するとともに，

ポリフェノール含量が 1%水準で有意に高い値で

対馬地鶏原種の雌で選好性試験を実施し，飼料と

あったことと関係していると考えられた。

しての可能性を明らかにする。

表1

【材料および方法】

飼料名

飼料分析：ビワ葉残渣は，乾燥・粉砕されている

ビワ葉残渣

機能性成分含量
α-トコフェ
βカロテン 総カテキン
ロール
（µg/g）
（mg/g）
（µg/g）

緑茶粕

ものをそのまま使用し，緑茶粕は 80 ℃で 48 時間

4.33

** 1）

13.1

0.96

**

39.1

10.0
40.4

**

総ポリフェ
ノール
（mg/g）
209.1

**

113.1

DPPHラジカル
消去活性
（µ mol trolox当量/g）
396.8

+

324.1

1） **および+は，1%および10%水準で各々有意差あり（t検定）．

通風乾燥して，1 mm の篩を通るように粉砕して

乾物摂取量および増体量にビワ葉残渣区および

から分析を行った。分析項目は，一般成分と機能

緑茶粕区で有意な差が認められなかったことから，

性成分とし，機能性成分では β カロテン含量，α-

両区の選好性には差がないと考えられた。

トコフェロール含量，総ポリフェノール含量，総

以上のことから，未利用資源であるビワ葉残渣

カテキン含量（エピカテキン，エピガロカテキン，

は，緑茶粕と比べて，粗タンパク質含量や粗脂肪

エピカテキンガレードおよびエピガロカテキンガ

含量は低いが，総ポリフェノール含量が高 く，

レードの合計値）および DPPH ラジカル消去活性

DPPH ラジカル消去活性が高い傾向にあり，対馬

を調査した。

地鶏原種の雌の選好性も差がなかったことから，

選好性試験：ビワ葉残渣の添加割合を検討する

高い抗酸化機能を有する飼料として利用できる可

ために，対馬地鶏原種の雌（大雛）に 2020 年 8

能性が認められた。

月 13 日～8 月 27 日（18 週齢～19 週齢）までの 2

【謝辞】

週間，ビワ葉残渣を配合飼料（CP 13.0%，ME 2,850

本研究は，伊藤記念財団より助成を受けて実施

kcal）に 0%，0.25%，0.5%および 1.0%を添加して

した。ビワ葉残渣は株式会社サンダイ，緑茶粕に

給与し，1.0%の水準で増体や飼料摂取量に影響が

ついては JA 全農大村果汁工場より各々提供頂い

ないことを確認した。

た。ここに厚く御礼申し上げます。

次いで，配合飼料にビワ葉残渣を 1.0%添加する

－ 7 －

未利用資源（モヤシサイレージ）を利用した豚の低コスト肥育技術の確立

〇稲垣望・後藤雅昭・仁田坂俊輔・志村英明
（大分農林水産研指畜産）
ﾚｰｼﾞの割合が増えると低減され, ﾓﾔｼｻｲﾚｰｼﾞ

【目的】
飼料ｺｽﾄ低減と地域未利用資源の利用促進を目

65 ％ ,45 ％ ,20 ％ 混 合 で , そ れ ぞ れ 対 照 区 に 比 べ

的とし,ﾓﾔｼ残渣を活用したﾓﾔｼｻｲﾚｰｼﾞの給与が肥

10.7 ﾎﾟｲﾝﾄ,5.8 ﾎﾟｲﾝﾄ,1.2 ﾎﾟｲﾝﾄ低減された。収入

育後期豚の発育に与える影響を調査し,飼料ｺｽﾄ低

は 65％区と 45％区でそれぞれ対照区よりも 10 ﾎﾟ

減と収益向上を目標とした最適な混合割合を検討

ｲﾝﾄ,7.4 ﾎﾟｲﾝﾄ低下傾向,20％区で対照区よりも 2 ﾎﾟ

した。また,ﾓﾔｼ残渣を利用し飼料中の CP 含有率

ｲﾝﾄ増加傾向であった。粗収益は 65％区と 45％区

を下げ必須ｱﾐﾉ酸を添加することで,適切な発育と

で 対 照 区 よ り も 12.1 ﾎ ﾟ ｲ ﾝ ﾄ ,9.1 ﾎ ﾟ ｲ ﾝ ﾄ 低 下 傾

尿中の窒素含有率の低減について検討した。

向,20％区で 7.1 ﾎﾟｲﾝﾄ増加傾向であった。肉質成

【材料および方法】

績はﾓﾔｼ 20％区から 3 頭を選抜し食感（物理特

試験 1：ﾓﾔｼｻｲﾚｰｼﾞを最大給与できる混合割合の検

性：破断応力,柔軟性,噛み応え,もろさ）について

討

調査した結果,対照区と差は認められなかった。肉
一般配合飼料にﾓﾔｼｻｲﾚｰｼﾞを重量比で

色等の外観についても差は認められなかった。食

65％,45％,20％の割合で混合した試験飼料を用い

味試験成績は, ﾓﾔｼ 20％区と対照区を,2 点比較法

て肥育試験を実施した。各試験区および対照区,

で評価した結果,香り,味,柔らかさ,ｼﾞｭｰｼｰさ,各項

各区 3 頭（去勢,LW・WL）を用いて,不断給餌・

目の好ましさおよび全体的な好ましさについて,

自由飲水とし,平均体重 70kg から開始し,終了平

有意な差は認められなかった。

均体重が概ね 110kg で出荷し,発育,採食量,肉質,

試験 2：開始体重,出荷体重,DG は低 CP 飼料区と

食味および経済性を調査した。

対照区で有意差は認められなかった。出荷日齢は

試験 2：低 CP 飼料による尿中窒素含有率低減の

低 CP 飼料区で 7 日早くなり,有意差が認められた。

検討

試験期間中の採食量は,低 CP 飼料区で対照区より

一般配合飼料にﾓﾔｼｻｲﾚｰｼﾞを重量比で 35％混合

も多くなり,飼料要求率は対照区が 3.82,低 CP 飼

し,CP 濃度を配合飼料に対して 3％下げて,不足す

料区が 5.09 であった。枝肉重量と背厚は低 CP 飼

る必須ｱﾐﾉ酸を飼料中のｱﾐﾉ酸要求量の充足率を満

料区と対照区において有意差は認められなかった。

たすように添加した。低 CP 飼料区・対照区,各区

歩留まりは低 CP 飼料区で対照区より 3.2 ﾎﾟｲﾝﾄ

3 頭（去勢,LW または WL）を用い,不断給餌・自

低下し,有意差が認められた。試験期間中の飼料ｺ

由飲水とし,平均体重 70kg から開始し,終了平均

ｽﾄは,低 CP 飼料区は対照区に比べ 2.9 ﾎﾟｲﾝﾄ低減

体重が概ね 110kg で出荷し,発育,採食量,尿中窒素

された。収入は低 CP 飼料で対照区よりも 7.5 ﾎﾟ

含有率を調査した。

ｲﾝﾄ低下し,粗収益は 8.9 ﾎﾟｲﾝﾄ低下した。尿中窒素

【結果および考察】

含有率を定時に採尿しｹﾙﾀﾞｰﾙ法にて測定した結果,

試験 1：65％区,45％区,20％区と,各対照区におい

低 CP 飼料区で有意に低下した。

て,開始体重,出荷体重,DG に有意差は認められな

ﾓﾔｼｻｲﾚｰｼﾞ 20％を超えた混合給与では,対照区

かった。試験期間中の採食量はすべての試験区で

と比べ背厚や歩留まりが低下する傾向が見られた。

対照区よりも多くなり,65％,45％区,20％区の順

ｱﾐﾉ酸添加低 CP 飼料区では,肥育豚の尿中窒素含

に多かった。飼料要求率は対照区が最も良好で,

有率の有意な低減が確認できたが,歩留まり等の

以下 20％区が 3.88,45％区が 5.01,65％区が 8.29

生産性の低下傾向が認められた。

であった。枝肉重量は試験区と各対照区において

以上より,ﾓﾔｼｻｲﾚｰｼﾞを一般配合飼料中に 20％

有意差は認められなかった。背厚は 65％区で対照

の割合で,肥育後期豚へ混合給餌することで,発育,

区より 0.7cm 薄くなり,有意差が認められた。歩留

枝肉,肉質成績および食味性に有意な影響は無く,

まりは 65％区で対照区より 4.5 ﾎﾟｲﾝﾄ低下し,有意

粗収益が 7.1％増加し生産性に寄与することが示

差が認められた。試験期間中の飼料費ｺｽﾄはﾓﾔｼｻｲ

唆された。

－ 8 －

きんかんサイレージの飼料添加が肥育豚の発育や免疫に及ぼす影響
○壱岐侑祐・紀本博紀・岩切正芳・柳田天晴１）・保田昌宏１）
（宮崎畜試川南・宮崎大学農学部１））
【目的】
宮崎県は、きんかんの栽培面積（108.9ha），収

【結果および考察】
発育は、2019 年および 2020 年に実施した試験

穫量（2,608t/年）ともに日本一である（2018 年
度）。 しかしながら、選果場に集められたきんか

に有意な差はみられなかった（表 2）。

んの約 5％は規格外品として廃棄されている。

しかし，20%添加した際には，肥育豚がきんか

きんかんは，ビタミン C やビタミン E を多く含

んを食べ残すなどの行動がみられた。
表2

むとともに，免疫力の強化やがん抑制効果等が期

発育成績

待されている。
そこで、本試験ではきんかんの機能性に注目し
て，肥育豚に給与することで未活用資源の利用を
促進することを目的とする。
【材料および方法】

肉質に、すべての項目で有意な差はみられなか

試験は 2019 年 6 月および 2020 年 6 月に，宮

った。
免 疫 機 能 試 験 で は ， 末 梢 血 IL-4 お よ び

崎県畜産試験場川南支場で実施した。
試験区分は表 1 のとおりとした。

IL-12mRNA 発現量比が増加した。また，令和元

令和元年度は，肥育豚を 3 頭/房で飼育した。令

年には、末梢血 γδＴ細胞数が増加する傾向がみら

和 2 年度は小規模の実証農場での試験を想定して

れた。

10 頭/房で飼育した。
供試豚は，試験開始体重では 73.5±7.49 ㎏、終
了体重を 113.8±3.09 ㎏とした。
表１

試験区分

図

きんかんサイレージは，120Ｌのペール缶で二
重にしたビニール袋内に 100 ㎏ずつきんかんを測
り投入した。投入時にサイマスターＡＣ（雪印種
苗）を 0.05％で添加した後，密封した。
調査項目は，終了日齢，飼料摂取量，一日増体
量，飼料要求率，枝肉重量，背脂肪厚，ロース肉
中の水分，粗脂肪，脂肪融点，せん断力価，ドリ
ップロス，クッキングロス，末梢血リンパ球サブ
セット解析，IL-4 および IL-12mRNA 発現量比を
評価した。

γδT 細胞、IL-４および IL-12 への影響

γδＴ細胞は自然免疫と獲得免疫の両方の機能
を持つ重要な細胞分画である。よって，きんかん
サイレージの給与は，末梢血中の γδＴ細胞数を増
加させ，感染防御に働くこと考えられる。IL-12
は抗原提示細胞が，IL-4 はヘルパーT 細胞が産生
するサイトカインである。それぞれの細胞数は有
意に増加していないがサイトカイン発現量比が増
加したことは機能的に強化されていると考えられ
る。

－ 9 －

安全面に配慮した養豚用敷料開発に向けた木質ペレット利用性の検討
〇原公庸・松窪敬介・加地雅也
（熊本農研セ）

間一日平均増体重（DG）は 1.06，通算 DG は 0.78

【目的】
近年，国内で豚熱の発生が続いており，近隣国

であった（表 2）。枝肉成績については，格付等級

ではアフリカ豚熱の発生もみられるなど，伝染病

が上 4 頭，中 2 頭，平均で枝肉重量が 73.8kg，背

侵入リスクが高い状況が続いている。豚熱の発

脂肪 2.3 ㎝であり，当所のコンクリート床での肥

生・まん延防止のため，農場外周フェンスや防鳥

育豚の出荷成績と遜色ない結果であった。

ネットの設置をはじめ車両や物品の消毒など，飼

木質ペレットは製造段階で加熱乾燥・加圧成型

養衛生管理の徹底が図られているが，敷料（おが

されるため，おが粉と比較して容積あたりの重量

粉）保管中のネズミ等，野生動物からの病原体汚

や吸水量が多く，少ない容量での利用が可能で，

染によるウイルス侵入の可能性も指摘されている。

フレコンバッグやバルク車で輸送・保管できるメ

そこで，主に施設園芸のハウス保温用ボイラー

リットがあることから，SPF 農場等の厳格な衛生

燃料として利用され，製造時に高温で処理され密

管理体制の農場でも利用が可能と考えられる。

閉状態での輸送保管が可能な木質ペレットに着目

また，ペレット化した形状により粉塵が舞い上

し，家畜衛生の観点から安全性の高い敷料として

がりにくくなるため，呼吸器疾病予防の面でも，

の利用性を調査した。
【材料および方法】

家畜と作業者双方にとって快適性を確保できると
思われる。
このことから，木質ペレットは衛生的な養豚用

1)供試豚：ランドレース種 6 頭
2)供試材料：杉材おが粉 100％を原料とした木質

敷料として利用が期待でき，アニマルウェルフェ

ペレットを 6kg/㎡，1 部屋あたり 36kg 使用

アに配慮した飼育の観点からも有効と考えられる

3)飼養密度： 2 ㎡/頭，3 ㎡/頭，6 ㎡/頭の 3 区

ため，今後は堆肥化特性ならびに樹木剪定屑など

4)試験期間：肥育後期（体重 70kg から 110kg）

リサイクル原料の利用によるコスト低減を図るな

5)飼養管理：不断給餌，自由飲水（ニップル），

ど，実用に向けた研究を進めていきたい。

床敷の交換は 1 回/週
表1 床敷および吸水性について

6)調査項目：増体，採食量，
敷料の水分・灰分含量，吸水量
【結果および考察】
木質ペレットは原料を微粉砕し，乾燥圧縮成形
しているため，おが粉単体や剪定屑に比べ容積当
たりの重量が重く，水分含量が低かった。容積あ
たりの吸水量は約 2.6 倍であった（表 1）。
また，1 週間床敷として利用した後の水分含量
は，飼育密度 6 ㎡/頭の区に比べ，3 ㎡/頭および 2

※

※

ペレット
（杉100％）

おが粉
（杉100％）

水分

6.7%

46.6%

32.6%

粗灰分

0.59%

0.62%

15.73%

263.5

68.8

88.1

692

260

262

263

378

297

サンプル

容積400ｍｌあたり
重量（ｇ）
容積400ｍｌあたり
24hrs吸水量（ｍｌ）
重量100ｇあたり
吸水量（ｍｌ）

剪定屑
（樹木）

※実測参考値

表２ 飼養密度の違いによる床敷および発育への影響

㎡/頭の区で 20 ポイント程度高かった（表 2）。
今回は，尿だけでなく、豚が飲水時にニップル
から溢した水を木質ペレットが非常に素早く吸収
した影響もあり，水分含量が予想以上に高くなっ
たが，1 回の投入で 1 週間以内であれば敷料とし
て利用可能であった。
試験開始時における全供試豚の平均体重は
70.7kg，試験終了時平均体重は 115.2kg，試験期

飼養密度
床敷水分※
飼料摂取量（kg/日・頭）

6㎡/頭

3㎡/頭

2㎡/頭

54.7%

76.1%

77.6%

3.0

3.0

2.9

試験開始時体重（kg）

69.6

72.1

70.1

試験終了時体重（kg）

114.6

115.3

115.3

試験期間DG

1.07

1.03

1.08

通算DG

0.78

0.78

0.74

※ 床敷は木質ペレットを床敷として利用を開始し、1週間後の値であり、
ニップルからの飲みこぼしも水分含量に含む

－ 10 －

キョウチクトウ剪定枝混合豚ふん堆肥におけるオレアンドリンの推移
○片桐慶人・二宮恵介 1） ・嘉数良子 2）・小笠原敬 2）、前田義徳 2）・鈴木直人
（沖縄畜研・1）宮古農振セ・2）一財法沖縄環科セ）
400ml 充填後,コマツナ種子を 16 粒播種し,21 日間

【目的】
オガコは家畜ふんの堆肥化副資材として広く利

栽培した。21 日目に採取したコマツナを試料とし

用されているが,近年,木質バイオガス燃料として

て,オレアンドリン含量を測定した。

の需要の増大などにより,価格高騰が続いている。

【結果及び考察】

沖縄県では,公園や街路樹の管理で発生する剪定

試験１：乾燥葉区の混合した堆肥中のオレアンド

枝が年間約 8 万ｔ発生しており,オガコの代替資材

リン含量は試験開始時 18.8μg/g から 3 週間後

として期待される。

0.27μg/g となり,その減少率は 98.6％であった。

一方,剪定枝には有毒物質オレアンドリンを含

また,剪定枝区の堆肥中のオレアンドリン含量は

有するキョウチクトウが混入する可能性があり,

試験開始時 135.6μg/g から 3 週間後 28.5μg/g と

堆肥化副資材利用においては,オレアンドリンの

なり,その減少率は 79.0％であった（グラフ１）。

堆肥への残留および施用した作物への移行が懸念

以上より,キョウチクトウに含まれているオレア

されるが,知見は少ない。

ンドリンは堆肥化過程において分解され減少する

そこで本研究では,キョウチクトウを混合した

ことが示唆された。また,枝や幹部分は葉に比べオ

豚ふんの堆肥化過程におけるオレアンドリン含量

レアンドリンが分解されにくかったことが考えら

の推移およびコマツナ栽培におけるオレアンドリ

れた。

ンの植物移行の可能性について検討した。

μｇ/ｇ

【材料および方法】

150

試験１：堆肥化によるオレアンドリン含量の推移

125

材料は①豚ふん 3.0kg,剪定枝 0.45kg,キョウチク

100

トウ乾燥葉 0.05kg,②豚ふん 3.5kg,キョウチクト

75

ウ剪定枝 0.5kg とし,①を乾燥葉区,②を剪定枝区

50

とした。試験は,材料をそれぞれで混合後,小型堆

25

肥化実験装置に充填し,下部から通気した。1 週間

0

ごとに切り返しおよび試料採取を行い,3 週間堆肥

グラフ1 オレアンドリン含量の推移
乾燥葉区
剪定枝区

試験開始時

1週間後

2週間後

3週間後

化した。試料は高速液体クロマトグラフィー質量

試験２：21 日間栽培後のコマツナ中オレアンドリ

分析計により測定した。

ン含量は 5％区 0.002μg/g,10％区 0.035μg/g で

試験２：オレアンドリン残留堆肥を用いたコマツ

あり,堆肥からコマツナへのオレアンドリン移行

ナ栽培試験

率はそれぞれ 0.0008％,0.007％であった（表 1）。

試験１の剪定枝区で得られたキョウチクトウ混合

以上より,オレアンドリンが残留した混合豚ふん

豚ふん堆肥と砂壌土を用い乾燥重量比で 5％（5％

堆肥を用いて栽培した植物には低率であるが,オ

区）および 10％（10％区）混合し,容器にそれぞれ

レアンドリンが移行することが示唆された。

－ 11 －

バヒアグラス草地における牛ふん尿からの N2O, CH4 ガス発生の特徴
○後藤慎吉・井原啓貴 1)・小林創平・金子真・古賀伸久
（農研機構 九州沖縄農業研究センター・現）農林水産省 農林水産技術会議事務局 1)）
水準だった。一方, ふん区では第 1 期, 第 2 期と

【目的】
放牧地での家畜ふん尿から発生する温室効果ガ

もに施用 2 日後に発生のピークが現れ, その後,

ス（N2O, CH4）の実態を把握することは, 温暖化

低下し, 8-10 日後に吸収に転じた（図 1 下, 第 2

緩和策を考える上で重要となるが, わが国, 特に

期は省略）。試験期間の積算発生量は, ふん区の第

暖地型草地での調査は少ない。本研究では, その

1 期で 1296.2 mg/m2, 第 2 期で 50.4 mg/m2 とな

発生消長を調べることを目的とした。

り, 尿区と対照区では土壌に吸収された。夏開始

【材料および方法】

の第 1 期と冬開始の第 2 期ではガスの発生のピー

九州沖縄農業研究センター内（熊本県合志市）

クの現れ方が異なることがわかった。

の永年性バヒアグラス草地において, 牛ふんおよ

N2OFlux (μgN/m2/時)

100

び尿を施用した区（ふん区, 尿区）と無施用（対
照区）の 3 処理をそれぞれ 4 反復組み合わせた試
験区を設けた。ふん尿は黒毛和種の繁殖雌牛から
採取した。また, ふんと尿はチャンバー底枠内（チ
ャンバー底面積は, ふん区と尿区で 750 cm2, 対
照区で 600 cm2 ）に施用し, 施用量はそれぞれ
3.82 g/cm2, 0.64 ml/cm2 とした。チャンバー法に

60

N2OFlux(μgN/m2/時)

0,15,30 分後にサンプリングしたガスをガスクロ
マトグラフ（GC-14B, SHIMADZU）により, N2O,
CH4 濃度を測定し, 時間・面積あたりの発生量に
換算した。ふん尿の施用直後 2-3 日間は毎日ガス
をサンプリングし, それ以降は 3-20 日間隔でサ
ンプリングした。試験は 2020 年 8 月 17 日から
12 月 14 日（第 1 期）, 2021 年 1 月 13 日から 5

尿区

40

20
対照区

0

より各処理区から発生した温室効果ガス（N2O,
CH4 ）をサンプリングした。チャンバー設置後,

100

8/17 9/16 10/16 11/15 12/15

区で施用 21 日後に発生のピークが現れ, その後,
低下し, 対照区とほぼ同じ発生量となった（図 1
上）。試験期間 の積算発 生量は, ふ ん区 で 38.5
mg/m2, 尿 区 で 44.9 mg/m2, 対 照 区 で 27.9
mg/m2 だった。第 2 期では, ふん区, 尿区ともに

40

現れ, その後, 低下した（図 1 中）。試験期間の積
算発生量は, ふん区で 23.7 mg/m2, 尿区で 52.1
mg/m2, 対照区で 18.2 mg/m2 だった。

ふん区

20

対照区

0
2/12

3/14

4/13

5/13

20000
15000

第1期

ふん区

10000
5000

0
-5000
0

CH4Flux
(μg/m2/時)

施用直後は対照区とほぼ同じ発生量だったが, ふ
ん区, 尿区ともに施用 47 日後に発生のピークが

尿区

60

1/13

CH4Flux (μg/m2/時)

1）N2O-N：第 1 期では, ふん区で施用 6 日後, 尿

第2期

80

月 11 日（第 2 期）の 2 期間行った。
【結果】

第1期

ふん区

80

尿区

対照区
-100
8/17 9/16 10/16 11/15 12/15

2）CH4：第 1 期, 第 2 期ともに尿区と対照区で
は発生量の値はマイナスの値となり, 土壌に吸収

図 1 各処理区からの N2O, CH4 ガス発生量の推移
（上図と中図：N2O, 下図：CH4）

されていた。また, その値は両処理区でほぼ同じ

－ 12 －

沖縄県の寒地型牧草栽培における適正な施肥量の検討
○高江洲 斉・栗田 夏子１)
（沖縄畜研・1）北部農振セ）
【目的】
沖縄県では暖地型牧草の利用が中心であるが冬
季の収量が低下するため,寒地型牧草の利用が検
討されている。イタリアンライグラスやエンバク
における本県の施肥基準量で栽培した場合,硝酸
態窒素が高い事例が報告されており,牛へ安心し
て給与するためには施肥量の検討が必要である。
そこで,県内の飼料自給率の向上を図り安定し
た畜産経営に寄与するため,異なる施肥量でのイ
タリアンライグラス「さちあおば」
（以下、It）の
乾物収量,CP 含量および NO3 濃度について検討し
図 1．出穂始期の It の合計乾物収量（kg/10a）

た。
【材料および方法】
供試材料は寒地型牧草である It を用いた。
試験期間は 2019 年 11 月から 2020 年 4 月,試験
地は本センターの圃場にて行い,播種量は
1.5kg/10a とし,2019 年 10 月 31 日に 6.0 ㎡（1.5m
×4.0m）に播種した。施肥については 10a あたり
の窒素施肥量が 10kg（県基準）,8kg,および 6kg
になるよう施肥し,それぞれ窒素施肥量が 10kg の
区は N10 区,8kg は N8 区および 6kg は N6 区とした。
調査項目は 1～3 番草における出穂始期,出穂期お
よび開花期の 3 ステージにおける乾物収量,CP 含
量および NO3 濃度を調査した。

図 2．出穂始期の It の CP 含量(%)

【結果および考察】
出穂始期における It の合計乾物収量は N8 区が
最も高く（図 1）,CP 含量は N10 区が高い傾向を示
した（図 2）。
NO3 濃度は,窒素施肥量が高くなるにつれて上昇
する傾向が見られ（図 3）,N10 区の 3 番草では
1,000ppm を超える結果となった。また,出穂期お
よび開花期のステージについても同様な傾向が見
られた。
以上の結果から,本県における It の適正な窒素
施肥量は本県の基準である 10a あたり 10kg より減
肥し,8kg 程度でも生産性および安全性を維持で
きる可能性が示唆された。
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図 3．出穂始期の It の NO3 濃度（ppm）

予乾処理の違いがテフグラス（ Eragrostis tef

(Zucc.) Trotter）乾物率に及ぼす影響

○金子 真・加藤直樹・松岡
（農研機構

征幸

九沖研）
2 日前（9 月 22 日）朝を最後に降雨はなく，試

【目的】
テフグラス（Eragrostis tef

誠・林

(Zucc.) Trotter）

験期間中の 24 日は 14 時までは晴れており，その

は，湿害に強く，牛の嗜好性は良いとされ，近年，

後曇り時々晴れで日没となった。25 日は朝から

九州低標高地で栽培面積が拡大している。播種か

14 時まで晴天，その後、晴れ時々曇りだった。

ら出穂まで約 40 日と短く，茎葉も細いため，収

24 日の無処理区の 12 時，15 時，18 時の平均

量は既存の 1 年生暖地型牧草のスーダングラスや

乾物率はそれぞれ 26.1％，36.9％，40.5％となり，

ローズグラスに比べて少ない。そのため，既存の

乾燥が進んだ。25 日の朝は，朝露がついており，

1 年生暖地型牧草よりも乾きやすいとされている

無処理区では 9 時の乾物率が 38.7％に低下した。

が，その程度は明らかにされていない。また，予

一方，ウインドロー区では，内側に朝露がつかず，

乾方法の違いが乾燥の進み具合に及ぼす影響につ

外側は朝日を浴びやすいため，乾物率が 44.7％に

いても明らかでない。本研究では，モアで刈取り

増加した。その後 12 時に，無処理区は 53.6％，

後のテフグラスに異なる予乾処理を行い，乾物率

ウインドロー区も 55.1％へ乾物率が増加した。16

に及ぼす影響を明らかにし，乾草およびサイレー

時の乾物率およびその標準偏差は，無処理区で

ジ調製に適した予乾処理について考察した。

65.4％（6.7％），ウインドロー区は 57.9%（3.5％），

【材料および方法】

反転区で 61.9％（8.5％），広げ区で 65.8％（2.4％）

調査は，農研機構九州沖縄農業研究センター本

であった。

所（熊本県合志市，北緯 32 度 53 分，東経 130 度

本試験の結果から，モア刈取り翌日 16 時の乾

44 分，海抜 81 m）内の約 60a の１圃場で行なっ

物率は最大で 65％であり，常に草を広げていた無

た。播種前に 48 化成（16-16-16）を 30 ㎏/10a

処理区とウインドローを広げた広げ区で高かった。

施肥し，その後ロータリーで耕耘整地した圃場へ，

ウインドローのままではロー内部が乾きにくく，

テフグラス「SA ブラウン」
（約 2 ㎏/10a）を 2021

また広げていても下部までは乾かないことが観察

年 7 月 29 日に表面散播した。播種後は鎮圧を行

された。従って，乾草（乾物率 85％程度）にする

った。処理の概要および試料採取時間について図

まで乾かす場合， テッダー等による攪拌が必要と

１に示した。9 月 24 日午前 10 時 50 分よりモア

考えられた。一方サイレージとして収穫・調製す

による刈取りを行い，その後，12 時，15 時，18

る場合，モア刈取り当日の 15 時には乾物率が

時に各 5 か所で 1m の枠内のサンプルを採取した。

35％まで上昇していたことから，当日の 15 時以

18 時のサンプル採取後，サンプルを採取した地点

降に収穫・調製作業を開始することでサイレージ

の周りで，熊手を用いてモア 3 条分を 1 条のウイ

調製が可能と考えられた。一方，モア刈取りの翌

ンドローに集め、ウインドロー区とした。9 月 25

日 12 時には乾物率が 50％を超え，良質なサイレ

日の 9 時および 12 時にウインドロー区および無

ージ発酵のためには水分不足だった可能性がある。

処理区から各 5 か所，ウインドロー区は条を 50

過度な乾燥が懸念される場合には，夜に草を広げ

㎝分，無処理区は 1m の枠内のサンプルをそれぞ

ておき，意図的に翌朝朝露がつく状態を作り出す

れ集めた。12 時のサンプル採取後，ウインドロー

ことが良いと推察された。

の一部を反転した区（反転区）および反転後さら
に崩して広げる区（広げ区）を作成した。16 時に
無処理区、ウインドロー区、反転区、広げ区から

9月24日
AM 12時 15時 18時

9月25日
9時 12時

16時

モア収穫 無処理区

各 5 か所で，約 1m 四方のサンプルを，刈り残っ
た倒伏部分が入らないように採取した。採取した
サンプルは生重を測定後，70℃で 72 時間以上乾

ウインドロー作成
ウインドロー区

ロー反転
反転区
ローを崩し広げる
広げ区

燥し，乾物重を測定し，乾物率を求めた。

図１ 予乾処理の概要および試料採取時間

【結果および考察】
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