特別講演

乳牛の受胎率向上のための栄養管理の要点
国立大学法人 帯広畜産大学 畜産フィールド科学センター
教授
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はじめに
皆さん、こんにちは。帯広畜産大学の木田でございます。本日はこのような場で、日頃私
が思っていることを皆様にお話をする機会を与えていただきましたことを、平尾会長をはじ
め関係の皆様に、まず御礼申し上げたいと思います。
私も今日は朝から皆様の研究発表を聞かせていただいていまして、とてもうれしかったこ
とがあります。それは、最新の新しい技術、このようなのがあるよという発表だけではなくて、
むしろ牛の繁殖の基本的なところ、原点に立ち返ったようなご発表が幾つかあったというの
が、非常にうれしく聞かせていただきました。
今日の私のお話は、約 1 時間ですけれども、書いていますとおり、「牛受胎率向上のため
の栄養管理の要点」と言いましても、私がふだん扱っている牛の99％は、ホルスタイン牛な
ものですから、話は基本的には乳牛の話になっていくかと思います。この受胎率向上、要す
るに繁殖成績を向上させるためには、大きく分ければ二つのポイントがあると思います。一
つは、この繁殖管理技術ですね。今日のご発表の中にたくさん、いろいろなものがございま
した。それともう一つは、このような授精技術があっても、それを実際に授精されて、きち
んと受胎できるかどうかという受け皿といいましょうか、牛の状態というものもございます。
今日は、午前中皆様の発表にありました技術の方はおいておきまして、こちらの方を中心に、
きわめて基本的なことを中心にお話をさせていただきます。
まずこのような講習会では、毎度出てくる話ですけれども、ごらんのとおり、乳量が増え
ると繁殖成績は悪化していますという、言ってみれば御決りの話です。まさしくそうですね。
なおかつ、このような分娩間隔だけではなくて、授精回数自体も増加しつつあります。これ
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は単に牛の問題だけではなくて、授精技術と
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よって支えられているというのは、これもま
た紛れもない事実です。牛自体、遺伝的な改
良によって多少大型化しておりますけれども、

9000
305᪥ங㔞 (kg)

増加というのは基本的に濃厚飼料の増給に

4000

8000

3500
㻟㻜㻡᪥ங㔞

7000

⃰ཌ㣫ᩱ⤥㔞

3000
3.0

㣫ᩱຠᯝ

2500
2.5

6000

ᐙ␆ᨵⰋᴗᅋ

5000

食べる餌の量が、20年前と比べて1.5倍、2 倍

㣫ᩱຠᯝ
⃰ཌ㣫ᩱ⤥㔞(kg/㢌/ᖺ)

ところで栄養管理面を、今度は乳検の牛群

1985

1990

1995

2000

2000
2005 䠄ᖺ䠅

になっているわけではありません。基本的な受け皿は同じ。そのような中で乳量を増やした
分を濃厚飼料で支えている。乳検では濃厚飼料 1 キロで牛乳を何キロ搾れたかという目安と
して、飼料効果というのがございますが、これは、僕はもう、「驚くべきことに」というよ
うに申し上げるのですけれども、過去20年間、約2.8で一定です。この間、粗飼料で増えた乳
量と、濃厚飼料で増やすことができた乳量を、これは計算で出してみたものなのですけれど
も、乳検成績を基に計算してみると、1,300キロ増えたうち、粗飼料で増やしているのは、100
キロか200キロ、濃厚飼料で増やしている分が1,000キロ以上です。
多くの方はご存じだと思いますが、乳牛に対して濃厚飼料を沢山与えすぎてしまうと、い
わゆるルーメンアシドーシスというのが起きて、そのあと蹄病になってしまうということ
がよくあります。実はそれを裏付けるようなデータ、これは家畜共済の、いわゆる死廃事
故、死亡廃用事故の件数を集めたものなのですけれども、病名として、今日一番目立ってい
るのは、実は心不全なのです。これはなぜかというと、心不全というのは、実は病名ではな
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くて、病名がつけられないから、最後
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心臓が止まったのだということで処理
しているという事務的な名前です。特
に BSE の検査が行われるようになって
から病理解剖ができなくなりましたの
で、言ってみれば原因不明の死亡事故
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だと、これは思ってください。
それを除き、病類、病気の種類ごと
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いのです。実はそれ以外にも淘汰されている牛を、特に死亡牛ですね、これの蹄を全部片っ
端から調べてみると、蹄に病気を持っている牛が非常に多い。ということは、これはまさに、
今日の近代的な酪農というのが、もたらした一つの結果といいますか、てん末だろうという
ことが言えるわけです。すなわち、硬いコンクリートの床の上に沢山の動物を集めて集約的
に管理をする。そこで牛の社会構造上、どうしてもけんかが起きたりもするし、加えて濃厚
飼料をどんどん食わせていくことでルーメンアシドーシスが起きて蹄葉炎になって、病名と
してはいろいろな、このような形になっているということがあるのではないかということで
すね。
もう一つ、このような病気自体が繁殖にどのように影響するのかということで、過去に
調べられたものですけれども、これは単純に初回授精までに、「周産期病」と書いてありま
すけれども、分娩から初回授精までの
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間に、何らかの病気で治療を受けた牛
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と、そうでない牛の初回授精までの日
数、あるいは空胎日数を比較したもの
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です。ごらんのとおり、産後何らかの

93 ᪥

病気にかかった牛というのは、どうし
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です。では、なぜこのような状況に今、
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陥ってしまっているのだろうかということを、整理してみたいと思います。
結局、多くの酪農家にとりまして、高泌乳を得るということは、これはもう絶対経営上の
大きなテーマになると思います。しかしながら、そこで粗飼料中心でという言い方はないの
ですが、粗飼料というのは、高泌乳にとってはどうしても栄養が足りません。エネルギー不
足になります。だけれども第一胃の発酵を安定させるし、粗飼料を食わせている分には食い
止まりということは通常は起きてこない。だけれどもエネルギーが足りないから、いわゆる
負のエネルギーバランスになってしまって、結果的にそれが重度の場合には内分泌に異常を
きたして受胎困難に陥ってしまうという、これが従来言われている負のエネルギーバランス
との問題だと思います。他方、これを解消するために、特に負のエネルギーバランスを解消
するために酪農家さんは何をやってきたかというと、いかにして濃厚飼料を食わせようか、
エネルギー補充しようかと取り組まれてきているわけです。その結果何が起きてきたかとい
うと、第一胃機能障害、すなわちルーメンアシドーシスという問題ですね。現場的には、
「食
い止まり」という現象で見えてきますが、そのような時に、蹄葉炎とかあるいは肝臓病の原
因となる、ある種の毒素ですが、これが第一胃の中に高濃度に出てきてしまって、牛に健康
被害を及ぼして、ホルモン失調から受胎困難になる。結局、今日の高泌乳牛の繁殖障害とい
うのは、この従来言われております負のエネルギーバランスという問題ももちろんございま
すけれども、その一方で濃厚飼料をどんどん食わせてきたことによって結果的に牛を不健康
にしてしまう、そのような病的な状態にしてしまうことで、また受胎困難になっているとい
う現実もあるのだということなのです。
ではどうしたらよいのかということ
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いいましょうか、要するに質的に、あ
るいは量的に十分な粗飼料を与えれば、
第一胃の発酵も安定し、また負のエネ
ルギー状態になることは事実だけれど
も、これが軽度であれば、そこそこ我
慢できる範囲で繁殖成績は確保できる
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ということなのですね。
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これは、私が大学に戻って今、丸 7 年がたつところです。大学の場合は、このような方針
でやっているというよりは、お金がないので濃厚飼料をあまり食わせられないという現実が
あるのですが、やってみたら、まあまあうまくいっている。今、畜産大学の農場では全部で
170頭の乳牛を飼っており、乳量は、平均乳量で 1 万キロ弱というところです。初産がちょっ
と少ないものですから 1 万キロを切っているのですが、いわゆる乳検の飼料効果で言えば、
5 付近のところです。5 くらいの値で今、推移しています。それだけ濃厚飼料、購入飼料を
抑えているのです。その代わり、よい粗飼料を取ろうということでやっています。最終的に
分娩間隔ですが、今、415日くらいのところで維持できているという状況です。
もちろんこの粗飼料を量的に、質的に、十分与えられるというのは、できる場所もあれば、
飼料は、すべて購入しているから難しいということもあろうかもしれませんけれども、重要
なことは、それをそのままやるということではなくて、そのような視点に立って牛群を管理
していくということが重要ではないのか。安易に濃厚飼料に依存してコンピューターの画面
上で帳尻を合わせていくことの危険性といいますか、そちらの方が悪いのではないかという
ように感じている次第です。
ということで、ここまでが実はイントロダクションの部分です。今日はこのあと、具体的
にこのような視点、第一胃の発酵を安定させる、採食を安定させて負のエネルギーバランス
をできるだけ軽減して、繁殖性の確保につなげるための管理上のポイントについてお話を進
めたいと思います。

乳牛の乾物摂取（DMI）要求量
最初に、栄養管理の要点ということで、これが今日の結論です。基本はとにかく、「乾物
摂取量、DMI を最大にする」ということです。「以上で講演を終わります」と言ってもいい
くらい、これがとても大事だということですね。

まずは、きわめて基本的な話から入らせていただきます。牛というのは、「どれだけ餌を
食うの」ということですね。このことについて、もっともっと考える必要があるでしょう。
これについては、もう日本飼養標準あるいは NRC にせよ何にせよ、いろいろなところで推
定式が紹介されています。これは日本飼養標準から引用してきたものですけれども、ごらん
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乳牛の乾物摂取（DMI）要求量
乳牛の乾物摂取要求量は、体重と乳量で決定される。日本飼養標準（乳牛、2006年版）では、
分娩後11週以降（泌乳安定期）の DMI は次の式で計算される（表１）。
DMI=1.3922+0.05839×W0.75＋0.40497×FCM（2産以上の泌乳牛）
ただし、DMI：乾物摂取量（㎏/日）、W：体重(kg)、FCM:4％乳脂補正乳量（kg）、
FCM＝乳量（kg）×（0.15×乳脂肪率（％）＋0.4）。
また、計算された DMI に対して、分娩後日数の短い牛ほど実際の DMI は少ないため、こ
れを推定するためには補正係数を乗ずることとされている（表２）。

のとおり、ちょっとややこしい数字なのですね。電卓では、エクセルを使わないとちょっと
計算できない。暗算ではもう無理。体重の0.75乗などというのが入ってくるので、ちょっと
わけが分からないのですが、要は大体20キロから30キロの間ぐらい。
体重の 3 ％から 4 ％というのはよく言われているとおりです。これがまず一つの目安だと
いうことですね。ただ、これをいちいちコンピューターで計算するのは面倒です。実は現場
的にはもっと分かりやすい、日本飼養標準の前のバージョンのときに出ていた簡単な式なの
ですが、それをさらにもっと簡単にしたのがこれです。要は乳牛の乾物摂取量は、体重の 1 ％
表1

DMI計算値の例(2産以上)

体重
(kg)
600
650
700

表2泌乳初期の DMI補正係数（2産以上牛）

乳量 (FCM, kg/日)
30
40
50
20.6
21.1
21.5

24.7
25.1
25.5

28.7 (㎏/日）
29.2
29.6

DMI式による計算値

週

補正係数

週

補正係数

1
2
3
4
5

0.745
0.816
0.867
0.904
0.930

6
7
8
9
10

0.950
0.964
0.974
0.981
0.986

酪農現場では様々な採食を抑制する要因が存在しているため、実際の DMI は計算値より
も低下していることが多い。そのため、できる限り乾物摂取量を高めるために、
① 採食行動を阻害しない快適な環境で
② 良質で嗜好性のよい飼料を組み合わせ
③ 最適な栄養バランスに設計された混合飼料を
④ 不断給与で与えることが基本である。
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＋乳量の40％に2.5を足してやればよい。
ほぼこちらの、今の飼養標準の値と同
じですと、ここが20.6の29.6ですね。こ
ちらで計算しても20.5の29.5ですから、
実用的にはこれが全く問題ないという
ことで、
「乳牛はどれだけ餌を食べるの」
と言ったら、体重の 1 ％、乳量の 4 割
＋2.5というように覚えておけばいいと
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いうことになります。ただし、この乾
物摂取量というのは何かと言いますと、今日のご発表にもありましたが、まさに牛が、①「全
くストレスのない状態で、最適な状態で、自由に食べることができたときに達成できる量」
というように考えるべきだということなのです。それはどのようなことかというと、②栄養
バランスが、まずきちんと設計された餌であるということが条件ですね。そしてもう一つは、
理想としては③完全な混合飼料、要するに分離給与で、いっときに大量の濃厚飼料を食べ
て、あるときは粗飼料を山ほど食べるような食べ方をしてしまいますと、第一胃の発酵に変
動が起きてきて採食が落ちますので、基本的には混ぜた餌の状態、なおかつ、1 日20時間以上、
いわゆる④不断給与、いつでも食べられるということ。これは飼槽に餌を置いているという
ことと食べているというのは、全く別ですね。また牛が、飼槽の幅に対して牛の頭数が多け
れば、食いたくても食えない牛がいるかもしれません。そのような意味では、ストレスのな
い環境です。飼槽もそうですし、寝床も含めたストレスのない環境で飽食させた時にのみ達
成できる、それがこの乾物摂取量なのだということなのです。だからここを起点にして、こ
れだけは絶対食えるはずです。ではこれを達成するために、この採食を阻害する要因はどの
ようなことがあるのだということを現場で探っていくということになるわけです。
この採食量ですけれども、これは、分娩後10週以降というのが一つの目安です。分娩後10
週間、もしくは15週くらいまでは、採食量が十分この数量に到達しないということがありま
して、これも皆さんご存じかと思いますが、分娩前後は採食量が低下しますよ、ということ
があります。
これも非常に有名な図ですけれども、まずお産前ですね。牛は採食量が低下していきます。
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こちらが経産牛、こちらが未経産牛で、
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乾乳中は体重の1.5から 2 ％ぐらいの範

(Grummer & Hayirli,2000)
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が、この推定式。NRC で示されている推定式なのです。
ところが、よく考えてみれば、この時期、乳牛の、あるいは和牛でもそうですけれども、
栄養要求量が下がるわけはないのです。なぜなら、おなかの中では胎子が成長していますし、
乳腺では初乳の合成が進んでいくということで、これは NRC2001を基に、このような計算を
してみました。
この DMI は先ほどの図で採ってきた DMI です。お産の 8 週前、3 週、2 週、1 週前。分娩後
1 、3 、15週。15週という量が、これがま
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う状態になったということです。ここ
は計算で出すために、乾乳中は体重700
キロということにしています。分娩後
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が、ここでは単純に比較するためにあ
えて、すべて乳量は30キロという条件で要求量を計算してみました。これが正味エネルギー
ですが、お産前は、僅かですけれども胎子に移行するエネルギーが多くなるので、正味エネ
ルギーの要求量が増えていっています。そして、こちらは代謝たん白、特に胎子に移行する
たん白質の量も増えているというのが分かります。増えているけれども、採食量は落ちてい
るのだということですね。そして一方、分娩後はというと、これは条件を同じにしています
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ので、泌乳に要するエネルギーの要求量、これですね。22.5という値になっていますが、これ
だけありますし、たん白の量も、お産前に比べると、3 倍ぐらいに一気に増えていくのだと
いうのがよく分かります。
これをグラフに置き換えてみると、こ
のようになります。この赤い部分は維
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持のための正味エネルギーということ

35

3⏘䚸య㔜700ĺ650kg䚸FCM30kg/᪥

30

で、牛が生きていくために必要なエネ

ていく。分娩後は乳量が多ければ一気

NE(Mcal)

子に要するエネルギーが少しずつ増え

20.0

DMI

20

15.0

15

10.0

DMI(Kg)

ルギーということですね。お産前、胎

25

25.0

10
5.0

5
0

0.0
-4

に高まるというのが、よくお分かりい

-3

-2

-1

0

2

15

ศፔ䛛䜙䛾㐌

ただけると思います。実際の DMI はこ
うなのですけれども、この要求量を満たそうとすると、これだけの採食量が求められるとい
うことです。ところが分娩を境に、ある日突然、「昨日の量の倍の餌を食べなさい」と言っ
ても、それは絶対無理なことですから、これが分娩後の牛のいろいろな代謝障害、あるいは
発情周期の回復、あるいは卵巣周期の回復の遅延というものにつながっていくということな
るのだろうなということです。
このような分娩後の採食量が低下するというのもすべて、これは日本飼養標準ですけれど
も、平常時の10週以降を1.0とすると、分娩後第 1 週めは0.75、2 週めで0.8ですというような
感じで、これだけしか食べられませんということを示されていますので、このようなことを
考えながら、この牛はどれぐらい食わなければいけないのだということを、まず念頭に置い
て、それから、実際にどれだけ食べているかを評価していくということになろうかと思います。
最近の農家さんでしばしば見受けられる、誤ったといいましょうか、コンピューターに餌
を食わせているという問題があります。これは飼料計算の画面なのですけれども、この赤い
部分が、いわゆる栄養充足率です。ここでは分娩後10日前後の牛で、3 産、体重650キロで、
乳量を30キロ出している。乳脂肪が4.4％という条件にしています。ここに、栄養要求量とい
ろいろ出てきているのですが、とにかく、栄養を充足するような餌をコンピューターで作っ
てみました。これはどのような状況になっているかというと、エネルギーもたん白も満た
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しているのですが、餌の中身としては、
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ここに書いていますとおり、これは乾
物量で示していますけれども、グラス

74.5

サイレージ 2 キロ、コーンサイレージ1.5
キロ、コーンアッペン 2 キロ、配合飼
料10キロ、そして脂肪酸カルシウム1.5
キロという、とんでもない餌をやれば
計算上は足りると。だけれども繊維は、
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NDF で20％、粗飼料由来の NDF で 9 キ
ロ、ADF で10と、NFC が46％というこ
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とで、仮にこの餌を食べたら、半日後
には牛はひっくり返って死んでしまう

74.5

だろうと思います。でも、計算上、栄
養を充足させようとすると、このよう
な餌を摂取しなければ栄養は充足でき
ないのだ、要するに、分娩後の牛は栄
養充足などできっこないのだよという
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ことなのですね。
それに対してこれは、栄養バランスを考慮した現実的な採食ということですけれども、こ
こでは単純に、グラスサイレージ、コーンサイレージ各 4 キロの配合飼料 8 キロ、いわゆる
粗濃比がちょうど半々という割合になる。そうするとごらんのとおり、エネルギーもたん白
も不足しますよ、というように見えます。そうするとどうしても心配になってしまうのです
けれども、ここでこの計算ソフトでは、
「ボディコンディションスコアが 1 変化する日数」が
計算されるのですが、これを見るとマイナス55になっている。ということは、55日経つとコ
ンディションスコアは 1 減るということなのですが、これはまさしく、分娩後の普通の乳牛
が体を削っていく、まさにその数量そのものなのですね。だから、このようなことで、分娩後、
牛は餌を食えないのだ、食えなくてエネルギー不足になるのだ、それは当たり前のことなの
です。だからそのときに、そのエネルギー不足になるということを心配するあまり、無理を
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して濃厚飼料を食わせてしまうと、結果的にいろいろな病気を増やすということになるとい
うことです。
ここまでの話をまとめますと、これも

⛷䞲㦮ቑℂ䓪ርሴቮ
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おなじみの絵ですけれども、分娩前に
も採食がちょっと落ちていきます。だ

㽛ℂቑዙኌ

DMIቑዙኌ

けれども実際は、栄養要求量はもっと
䜶䝛䝹䜼䞊㊊
䠄᥇㣗㊊䠅

上がっていく。分娩後泌乳のピークが

ึᅇ༸

がくるのに対して、DMI のピークは、8 週、
10週という感じで遅れてきますと。も
う少し遅れていると。分娩前後のこの

㽛ℂ
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比較的早い、4 週か 6 週ぐらいにピーク
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時期にエネルギー不足になってしまうのだと。これが問題だということが、あまりにも強く
世の中に浸透し、これが諸悪の根元だということで、いろいろなものを無理して食わせる。
それで繁殖は良くなったか。この20年、30年、これだけ栄養の理論が進展し、また授精に
関するいろいろな内分泌の研究も進展して、いろいろな技術、人工授精のプログラムも次々
と考案されてきています。でもそれが素晴らしい成果に結びついているかというと、否なの
ですね。ということは、今日最初のスライドで示しました、こちら側に書いてあった人工授
精技術、これがいくら進展していても、こちら側の受け皿である牛の健康なり生理というも
のがきちんと準備されていないと成果にはつながらない。結局エネルギー不足が起きたり病
気が起きると、このような状況になっていきますよ、ということです。

乳牛の DMI はいかにして決まるか
次のお話なのですけれども、乾物摂取量の考え方は分かった。では実際それを食わせるた
めにどうしたらいいのだろうか。あるいは食わない要因というのは、どのようなことがある
のだろうかということで、まずは粗飼料の品質と乾物摂取量ということで考えてみます。い
わゆる粗飼料の品質といっても、大きく二つあります。それは栄養的な品質と貯蔵品質です。
まず、その栄養価の問題です。
それを考えていく際に、これももう昔からある絵なのですけれども、牛というのは粗飼料
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をどこまで食い込めるのだ、あるいは
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どのようにして乾物摂取量を決めてい
るのか、ということなのですけれども、
ここで横軸はエネルギー含有量、右へ
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ば減るし、原点に近い方は多いという
ことです。縦軸は乾物摂取量です。例
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えば、これは、乳量40キロの牛の場合、ある濃度の、そこそこ濃厚飼料が多くて繊維が少な
い餌を、これぐらい食べることができる。それに対して30キロの牛だと、もう少しエネルギー
濃度が低くて繊維の濃度の多い餌をこれぐらい食べます。20キロの牛だと、もっとエネルギー
が低い餌を「これぐらい食べますよ」ということになります。この理由は何かというと、消
化管の容積には限界がありますので、消化管の容積を満たすまで「食い続けますよ」という
図なのですね。ここの交点といいましょうか、このラインというのは、実は NDF の摂取量が、
基本的にどのポイントを採っても、ほぼ同じになるのです。要するに、こちらは沢山食べて
いますけれども繊維の濃度は低いということになります。こちらは、あまり食べていません
けれども繊維の濃度が多いということで、実は NDF の摂取量で DMI は大体推定できるので
はないかというのが、昔から言われているとおりですね。具体的には、泌乳牛で体重の1.1か
ら1.3％ぐらい。平均すると体重の1.2％ぐらいというのが NDF摂取量の一つの目安になりま
すし、乾乳牛ですと、NDF として0.9から0.95％というのが、乾物摂取量の目安ということに
なります。
そのようなことで、とにかく、牛がどれだけ餌を食うのかというのは、NDF の摂取量であ
らかた決まるのだということですね。ちなみに、このような低泌乳牛、乳量が20キロの牛に、
もっと栄養濃度の高い餌を与えるとどうなるかというと、もっと食うのではなくて実は、こ
こに「化学的調節」と書いていますけれども、おなかがいっぱいになりエネルギーが満たさ
れると、そこで食べるのをやめるということで、濃度が上がれば上がるほど、だんだん採食
量が減るという行動になっていきます。まさにストレスがなくて自由に餌を食べることがで
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きるという飼い方をしていくと、このようになっていきます。
北海道で最近100頭程度のフリーストール牛群で、搾乳牛を一群で飼育しているという方
が結構多いのですけれども、一群ということは、乳量50キロの牛も乳量20キロそこそこの牛
も同じ餌を食べているのですが、それでそれなりにうまくいっている理由というのが、まさ
にこれなのですね。要するに、例えば、乳量40キロの牛、このような濃度の餌を作ったとす
ると、40キロ乳を出している牛はこれだけ食べますし、30キロの牛はこれだけ食べる。20キロ
しか出していない牛はこれだけ食べますよということで結果的にうまくいくというのが、フ
リーストールの一群飼育というやり方ということになるわけです。

粗飼料 ( 牧草 ) の栄養特性と採食性
乾物摂取量を増やすという意味では、

᳜≀⣽⬊䛾ᇶᮏᵓ㐀

粗飼料の、品質もとても重要になって
きます。これは植物細胞の基本構造で
すけれども、植物というのは細胞壁と
細胞内容物があって、細胞内容物とい
うのは、人間でも食料になる、人間で
も簡単に消化ができるようなものです
ね。問題はこの細胞壁なのですけれど
も、これは大雑把に言ってしまうと、ヘ

ミセルロース、リグニン、セルロースという、このような構造になっていて、リグニンとい
うのは鉄筋コンクリートの鉄骨のような、そのような、植物に強度を持たせる成分です。具
体的にはこれは木材の木質成分ですね。これは実は、「不消化」と書いていますが、第一胃
の微生物、すなわち細菌類は、これを分解することができません。これを分解できるのは、
唯一真菌ですね。要するにキノコとかカビです。ルーメンにはキノコは生えておりませんの
で、これが増えてくると消化できない。ということは、植物がどんどん成長してリグニンが
増えてくると、だんだん消化率が落ちるということになるわけです。
それを模式図で書くと、このようなことになります。
横軸、生育が進んでくると、縦軸の収量がこのようにしてどんどん増えてきます。だけれ
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ども増えてくるのは、この可消化部分で
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はなくて、不消化部分がどんどん増えて
きますよということになる。そうする
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と、これを牛に食べさせますと、例えば、
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これが消化管の容積だったとしますと、
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牛は、消化管を不消化物でいっぱいに
満たすまで食べます。この黄色い部分
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は養分として吸収される。この時期に

⏕⫱䝇䝔䞊䝆

収穫した牧草は、これだけ食べること
ができるし、この時期に取った牧草だと、不消化部分が非常に少ないわけですから、結果的
にもっとたくさん食べることができる。要するに粗飼料から多くの栄養を取ることができる。
一方、刈り遅れた草、輸入牧草などでも、バリバリのものから、またそうでないもの、いろ
いろなグレードがありますけれども、特にバリバリの硬い牧草だと、このような状態になっ
てくる。これを与えてしまうとどうなる
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かというと、結局食べられる量というの
⧄⥔ศ⏬䛸᥇㣗䞉ᾘ

はこの量で決まりますから、全体の摂取
量もこれぐらいで、この牧草から吸収で
きる養分は、非常に少なくなってしまいま。
だから、第一胃の発酵を安定させるた
めには、とにかく多くの繊維を入れてや
る。特に消化できる繊維を入れてやると
いうことが、栄養を吸収させるうえでも
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重要なのです。
これはある牧草をサイレージにして、早刈りしたもの、遅刈りのもの、中間のものをサイ
レージにして、これは羊を使った実験のようなのですが、食べさせてみた。そうすると乾物
摂取量は、こちらは9.4キロに対してこちらは6.3キロに減っています。なぜ減ったのか。こ
のサイレージ乾物 1 キロ当たりのルーメンでの滞留時間は、こちらは19時間でした。それに
対して遅刈りのほうは30時間とどまっていた。なかなか分解されないものですから、反芻さ

－ 14 －

れてまたルーメンに戻って、それでも
なかなか分解されないということで30

ส䜚㐜䜜䠄⤖ᐇᮇ䠅䛾䝏䝰䝅䞊∾ⲡ

時間滞留していた。いつまでも残って
いますから、新たな餌を取り込むこと
ができない。おなかが減らないのです
ね。何か栄養が足りなくて腹が減った
感じがするのだけれどもおなかはふく
れているという、そのような状態かと
思います。全消化管の滞留時間も、こ
ちらの52時間に対してこちらは73時間

䝹䞊䝃䞁ⲡ

ということで、やはり延びている。腹
もちはするけれども養分が取れないと
いうのが、遅刈りの牧草ということに
なるわけです（上段：写真）。このような、

䛣䜜䜒
䝹䞊䝃䞁ⲡ

これは輸入牧草でもたまにこのような
グレードのものもあります。他方、と
てもおいしそうなものもあります。
これはもう種が落ちている結実期の
牧草ですね。これはもう、まさに腹もちにしかならないということになる。

これは両方ともルーサンですけれども、このような素晴らしいルーサン（下段：左写真）
もあれば、茎が目立つルーサン（下段：右写真）もあるということで、やはり粗飼料の栄養
的品質、輸入牧草だから、あるいはうちはもうこれしか今年は収穫できなかったから、しょ
うがないのだではなくて、やはりその中身をしっかり吟味して、これを、これから人工授精
しなければいけない、そのような牛に与えていい餌なのかということを考えていく必要があ
るだろう。
幸いにも、このような粗飼料の栄養価を評価するガイドラインがいろいろ示されています。
インターネットにもあちらこちらに記載されていますので探していただければいいと思いま
すが、これは乾草の品質評価基準ですが、葉っぱの割合が多いほうがいい、マメ科の割合が
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多いほうがいい。緑度、緑っぽい色で
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すね。これも青々しているほうがいい
とか、刈り取り時期は、よく「出穂期
に刈り取れ」というように僕らも教わっ
たような気がするのですが、グレード
のいいものというのは草丈40センチ以
下です。40から60センチがグレードＢで、
出穂期はもう中程度の品質ということ
になってしまうのですね。マメ科率は

多いほうがいい。水分はもちろん低いほうがいい。触感は硬いよりも軟らかいほうがいいし、
香味、香り・味ですね。これも変なにおいよりいい香りがいいということです。もちろん雑
草はないほうがいいということで、まとめてしまうと、乾草は、葉っぱが多くてマメ科の割
合が多くて、いい色をしていて早刈りをして軟らかくて程よい香りがするもの、これがいい
牧草だ。何のことはない、僕たちがふだん見て、これはいい牧草だなと感じるのが、まさに
いい牧草だということで考えればよろしいかと思います。
牧草というのは、簡単に言ってしまうと、生育が進むと NDF、ADF という繊維が増えて
エネルギー化が低下しますということですから、栄養を考えれば早刈りするにこしたことは
ないけれども、やはり経営を考えていけば、ある程度の量も必要ということになりますから、
どこかのタイミングで収穫するということになろうかと思う。一方、北海道では多く栽培さ
れていますし、本州でもあちらこちらありますが、コーンサイレージの場合は牧草と違った
栄養特性を持っていまして、それは、生育が進んでくると実が入ってきますから、デンプン
の比率が上がってくる。デンプンの重量が増えてくる。そうすると相対的にこの繊維、NDF、
ADF の繊維部分ですが、茎と葉っぱの割合が低下してきます。ということは、たくさん食い
込める餌というのは、繊維が少ない餌、すなわち牧草は早刈りしたほうがいいということに
なるのですが、トウモロコシはごらんのとおり、実が入ったほうがいいのだということです。
実が入ったほうが相対的に繊維の割合が減りますから、たくさん食うことができるというこ
とになるわけです。牧草は早刈り、トウモロコシは黄熟。完熟までいきますと、実が相当硬
くなって、デンプンの消化が落ちてきますので、また収穫時にクラッカーとかクラッシャー
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とか言われている、潰すような、そのような装置をつけて対処しないと、ちょっと実の部分
の消化が難しいということもあるかもしれません。近年は、私のところでもやっているので
し すい

すが、イヤコーンサイレージと言って、トウモロコシの「雌穂」ですが、要はトウモロコシ
の実の部分ですね。この芯と皮をまとめて、実主体にサイレージにしたものです。このよう
なものも作るように、今はなってきているということですね。そのようにして、できるだけ
栄養の高い餌を取っていこうということです。以上が粗飼料の栄養的な意味での品質のお話
でした。

粗飼料の貯蔵品質について
次に、今度は貯蔵品質についてもお

㈓ⶶရ㉁䛾ၥ㢟

話をさせていただきます。
このスライドを見ていただければ、も
う直感的にどちらがおいしそうかとい
うのはお分かりだと思います。色はこ
ちらのほうがいいですね。こちらはも
う黒ずんでいる。しかも、これはこの
㼜㻴

⏑㓟⮯

㼜㻴

ᛌ⮯

ときに、これの汁を搾って pH メーター
で測定した値なのですが、こちらは4.18
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でした。これは5.29でした。においもこ
ちらは、ほんのりと酸っぱい香りがし

䝞䞁䜹䞊䝃䜲䝻䛾䜾䝷䝇䝃䜲䝺䞊䝆

ていましたが、こちらは嫌なにおいが
していました。
これが一つのバンカーサイロでも、こ
ちらは明らかに、もう堆肥に近い、こ
の状態になると pH はもう 7 、完全な中
性化、むしろアルカリに偏っているよ
うな、アンモニア臭がするとアルカリ
に偏っているような場合もありますけ
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れども、これはもう完全に餌ではありません。だけれどもこのようなものが、時々あります
よということですね。あるいはトウモロコシも、これはちょっと強烈な、ここはさすがに廃
棄していた場所ですが、かびたバンカーサイロのトウモロコシです。このようなものを不用
意に与えてしまうと、今日もご発表に「マイコトキシンの吸着剤を」というお話がありまし
たが、これは何かのかびの中毒だと思われますが、血便ですね。もう下血と言っていいよう
な状態のことも起きているということがありました。
これは、そのような餌の品質変動と、病気あるいは繁殖成績との関連を調査したものです。
この図はどのようなのものかというと、一昨年の 4 月から10月まで、毎日餌の pH と水分
と温度とを測っていって、2 週間ごとに

Ẽ 䚸㣫ᩱ㈓ⶶရ㉁䚸䚸⦾Ṫ䛾㛵ಀ

それを同じグラフに並べていったもの。
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割合を半月ごとに集計していきました。
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病気の発生率、搾乳牛に対する治療牛の
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を中心に相当気温が上がっていきまし
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たものです。そうしますと、夏場 8 月
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下半分は、それの相関図を単純に書い
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ほぼそれに比例して動いています。こ
れは TMR の温度ですが、気温の変化と同じような動きをしていく。当然ながら、この疾病率、
緑のほうですが、これも同じように動いている。サイレージの品質を評価するＶスコアとい
うのがあります。
これは、腐敗したときに出てくるア
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ンモニアの濃度に点数をつけるものな
のですけれども、濃度が高いと点数が
低くなります。濃度が低いと点数は高
いということになるのですが、ごらん
のとおり、このＶスコアとちょうど逆
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の関係、すなわちコーンサイレージの品
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質が悪くなると疾病牛が増えると、そ
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のような関係が見えていました。さらに、この 2 週間ごとの繁殖成績として、妊娠率を計算
してみました。
そうしましたところ、さきほどのグラフにありましたように、グラスサイレージのＶスコ
アと妊娠率とが、ごらんのとおり見事にパラレルに動いていたというのが確認できたわけで
す。このことは、一般の酪農家さんでは日常的に感じておられるのですね。「最近餌が悪い
から繁殖が悪くて」とか、「最近、餌が悪いのでどうも乳房炎が多いのだよね」というのは
よくおっしゃっているのですが、それをしっかり確認してみたらこのとおりであったという
ことなのです。実はこのときに、マイコトキシンとかエンドトキシンとかも調べているので
すが、それなりにすべて裏付けが取れたということなのです。いずれにしましても、このよ
うに貯蔵品質が悪くなる、あるいは夏場、ヒートストレスが加わってくると病気が増えて繁
殖成績が低下するということが分かったということです。特に飼料の貯蔵品質に関して、ぜ
ひご注目いただきたいのは、乱暴な言い方をしますと、腐敗している目安ということにもな
ろうかと思いますが、アンモニア態窒素ですね。これは揮発性塩基態窒素といいまして、そ
れとアンモニア態窒素は同じものなのですが、この濃度がどんどん上がってくるということ
は、たんぱく質が分解されてアンモニアが作られているということで、腐敗が進行している、
すなわち、餌の品質が劣化しているという目安になるのです。もちろんサイレージであれば、
pH も参考になります。
これに関連して、もう一つ事例がありましたので、ご紹介したいと思います。これは私が
ずっとやってきています代謝プロファイルテストという血液検査、牛群の中から30頭あまり
の牛を選び出して血液検査をして、栄養
状態、健康状態を評価するという、技
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術なのですが、そこで発見した餌に関
連するケトーシスという病気です。こ
のような、一群に飼育しているフリー
ストール牛舎でした。乳量28キロあま
りということで、農家さんいわく、もっ
と乳が出てよいはず、濃厚飼料の給与
のわりに乳量が…。またこれは、乳脂
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肪率が高くてよいのではなくて、これは異常な乳脂率なのですね。実はこれも餌の問題なの
です。乳量が今ひとつ伸び悩んでいるということと、現場の獣医さんの話によれば、ケトー
シスが散発すると、なかなか治療に反応しないのですというお話でした。また分娩間隔が著
しく延長しているということもございました。
これは血液検査の結果です。詳しい説
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明は省略しますけれども、これは横軸
に分娩からの日数、縦方向が測定値で、
この 2 本線の間が正常範囲です。青い
䠪䠡䠢䠝

点、赤い点がありますが、これは検査
した牛のデータで、青い点は正常範囲
に収まっている牛、赤い点はそこから
はみ出ているということです。この緑
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の横棒線は、それぞれの乳期の平均値
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です。乾乳期、泌乳初期、最盛期、中期、後期ですね。要は、血糖値が低い。ネファ（NEFA
（遊離脂肪酸））が高い。これはもうエネルギー不足の象徴的な変化ですね。重度のエネルギー
不足が起きている。そして、AST あるいは GOT とも言いますが、AST が高い、γ ー GTP が
高いと、肝機能障害です。リンが低い、マグネシウムが低い、餌の採食量が低下しています
という、乾物摂取量が落ちていますということなのです。ということは、これは、牛群のほ
ぼすべての牛がケトーシスになってしまっていますよ、ということになるわけですね。
このときのグラスサイレージの栄養
成分ですが、実は TDN、エネルギー価
は、十分高いのです。たん白は、標準
が12％に対して15％もあります。素晴
らしい栄養価です。ところが、酪酸が
多くて、そして先ほど見たアンモニア
態窒素がとても多く、要するに腐敗し
ているのです。腐敗している餌という
のは、栄養価としては普通に分析され
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てしまいます。だから本州でもいろいろなところで、サイレージが作られていますし、牧草
も収穫されています。最近ですとホールクロップ稲サイレージも利用されていますけれども、
栄養価だけではなくて貯蔵品質、特にこのアンモニア態窒素、これにも注目する必要がある。
これの目安は、とにかく一桁であることです。10％を超えないというのが、一つの目安になっ
てきます。それから、このサイレージ品質が劣化した理由は何かというと、実は水分がとて
も多いということなのですね。水分が多いことで乳酸発酵がうまく進展しなかったというの
が、その理由なのです。
この事例では、どのような対応したか
というと、ケトーシスの治療ということ
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で、糖蜜が混ざった餌を TMR に混ぜて
食わせた。そうすると、血液成分がこの
ように治っていきました。肝機能障害は、
質の悪い餌を相変わらず給与していまし
たので、これは改善されませんが、採
食量が増えてエネルギー状態が改善した。
また、乳中のケトン体も、当初は 4 割あ
まりが陽性であったものがぐっと減りました。そして乳量が、これは乳検の管理乳量ですが、
糖蜜を混ぜてやったらぐっと回復しましたということです。
このような飼料品質評価の方法としまして先ほど同様、サイレージの品質判定基準という
のが公表されています。上のほう、原料草については、先ほどの乾草と基本的に同じです。葉っ
ぱが多くて早刈りしていて、ということですね。マメ科が多くて葉っぱの割合が多くて枯れ
葉が混ざっていないものがよいということになります。そして貯蔵品質なのですが、高水分
サイレージの場合、水分が65％から70％というところが一番いいです。pH は 4 ぐらいまで
下がっているのがいいということですね。色は明るい黄緑色です。においは快い甘酸臭、芳香、
触った感じもさらっとしている。それが不快なものになってくると、べとべとしたり、かび
臭かったりアンモニア臭があるということになります。このように、水分、pH が低くて、よ
い色でよい香りでさらっとした触感というのがよいサイレージの目安です。色としてはこの
ような感じです。明るい黄緑色と、これが理想的なサイレージの色だということになります。
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あと水分の定量ですが、これもご存じ
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の方がいらっしゃるかと思いますが、こ
のように電子レンジにサンプルを取っ
て量ってチンしてやる。そうすると、こ
のような感じで水分が抜け、目方が減っ
ていきます。この例ですと、スタート
20グラムが大体 3 、4 分で下がって、最
終的に重量に変化がなくなった段階で
水分がなくなったというように計算す
ることができる。これをやるときの注
意点が、一つだけあります。それは大
体30秒から 1 分置きに電子レンジを止
めて熱を逃がしてやる。一気に 4 分か
けていきますと、ほとんどの場合焦げ
てくる、あるいは発火するということ
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もありますので注意が必要です。以上
が飼料の品質に関る話です。
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乾物摂取に関する牛からのサイン
最後のパートで、乾物摂取に関する牛
からのサインということで、写真を見
ながら、考えてみたいと思います。こ
の写真をごらんいただいて、どうでしょ
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うか。ここで群れて牧草を食べている
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ṇᖖᛶ࿘ᮇᅇ㐜ᘏ

なと、この牧草おいしそうだな、おい
しいのだろうな、というのは分かるのですが。この牛はどうしたのでしょうね。おそらくエ
サ場に入っていけないのですね。いくらいい餌をやっていても、十分食べるスペースがなけ
れば、この 2 頭は、しかたないなと、カメラを向けるとしきりに僕に訴えてきているという
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ことがありました。
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牛からのサインということで、この
研究発表の中でも、出てきていました
けれども、まずは左のケン部、ここを
とにかく見るというのがとても大事で
す。
人工授精師さんの場合は、お産前の
牛を見る機会というのはさほどないか
と思いますが、もしちょっと仕事に余
裕があって乾乳牛が近くにいるときに

⌧ᅾ㻝㻜䠖㻜㻜㻭㻹
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は、ぜひのぞいてみてください。お産前にここがへこんでいるような、そのような管理をし
ているというのは、もうその時点で繁殖はうまくいかないということです。ここで採食低下
すると、体脂肪動員が起き、脂肪肝になる、初回排卵が遅れて正常周期の回復が遅れていき
ます。他方こちらは、分娩後もう半年たっているのです。このおなかを見てください。素晴
らしい大きさです。このような牛群管理ができれば、まず繁殖もうまくいくということで
す。あるいは、牛舎に入っていくと、この 3 頭が寄ってきて、しきりに何か訴えてくるのです。
どうしたのでしょうか。
これはちょうど午前10時でした。この農場は、夕方の 4 時に TMR を給与している。とい
うことはそれまでは、この状態が続く

ᐷ䜟䜙䜢᥇㣗䛧䛶䛔䜛∵

ということです。農家さんいわく、
「TMR
は食いたいだけやっているよ」と。
「ちょ
うど 1 日できれいに平らげるぐらい
やっている」というように農家さんは
おっしゃってきます。だけれどもそれ
では足らないというように、この牛た
ちは訴えてきているわけですね。
あるいは、これはもう寝わらを食べ
ているという牛です。これはもういよ 㻝᪥㻞㻜㛫௨ୖ䚸᥇㣗ྍ⬟䛷䛺䛡䜜䜀䛺䜙䛺䛔䟿
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いよ、ひもじくなってしまって、寝わらを引っ張って食べて食い散らかしているのですが、
先ほどお見せしたような、種がぱらぱら落ちるような乾草が飼槽に山になっていても、それ
も同じことですね。牧草が置いてあるだけであって、それを食べていなければだめだと。だ
から 1 日20時間以上、採食可能な状態で、食べられる餌がちゃんと与えられていなければい
けないということになります。
そして健康を評価するとい

⃰ཌ㣫ᩱ㐣䛻䜘䜛ୗ⑩䠄ᕥ䠅䛸ᨵၿᚋ

う意味では、もう皆さん毎日、
牛のうんちに触れられていま
すので、これも過去にうんち
の正常と受胎性というような、
そのような発表があったよう
に記憶しておりますが、うん

⣅䛿䚸䛒䜛⛬ᗘ䛾◳䛥䛜䛺䛡䜜䜀䛺䜙䛺䛔䟿

ちはまさにこれは健康のバロメーターですね。飼料の品質なり濃厚飼料の過剰の問題、この
ようなものがうんちに現れてきます。
うんちの硬さにも、注目する必要があるであろうということです。
そしてまた、牛舎施設の問題ですね。
これを見て、牛はおなかいっぱい、自
由に餌を食べられるとは、とても思え
ません。これは例ですけれども、この
ような牛舎構造の問題も、とても重要

䛾䛹䚸⤠䜎䜛䟿

ですね。そしてまた、水の問題もとて
も大事です。
夏ももちろんですし、冬場において
もそうです。特に冬場の場合、特に北
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海道では特に気温が下がっていきます
ので、その結果、乳成分が冬場はぐっと高くなっているという事例も、中にはございます。
それは、水を飲まないことで血液が濃縮して、乳成分も濃縮されている、ということですね。
そのような状況では採食量も落ちていきますので、繁殖には影響が出てくるかもしれません。
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とにかく、常に清潔な水を飲めなけれ
ばいけないということです。
あるいは、牧草はパドックで自由に
食べさせていますというのが、この写

㣧䜏䛯䛟䛺䛔䟿

真です。確かにここに自由に食べるこ
とのできる牧草がありましたが、ここ
にたどり着くのが相当不自由なのです
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ね。これでも自由採食かということで
す。そして、きちんと飼料設計された
餌、これはもうコンピューターの画面
上では完璧な餌です。
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でも牛はこのような食べ方をしてい
ます。火山の噴火口のような構造を作
りながら食べています。そして食べる
ときも時折、鼻でぐいぐいと餌を押し
ながら、このようにして食べていくわ
けです。何をやっているかは、もう皆
さんご存じのとおりです。このあとど

䛣䜜䛷䜒䚸⮬⏤᥇㣗䠛

のような状態になるか。こうなってい
ます。
よく見ると TMR の牧草の茎の部分が
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相当数残っている。コンピューターの画
面では、これもおなかの中に入ってい
るとして計算しているわけですね。そ
れでバランスが取れている。でも、実
際はどうなのだろうかということにな
るわけです。
そしてこれは、反芻ということで、牛
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の場合、採食後 3 、4 時間たった時点で、
半分以上が反芻しているというのが理
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想ですということですね。ただし、ほ
とんどの牛が反芻しているから、栄養
バランスが適正であるとか栄養が足り
ているということには、決してなりま
せん。これは単に繊維が足りているか
どうか、だけです。だから、反芻をし
ているというのも最低限、乳牛ですか
ら絶対に必要なことですが、そのうえ
で、可能な限り栄養を充足させるとい

ⱄ

うことが、栄養管理のポイントという
ことになるわけです。そしてこのよう
な状態、暑くてパンティングして、よ
だれを垂らしている。
これは大学の和牛ですが、今の時期、
このような状態になります。場合によっ
てはもう全身真っ白になっているとい

᥇㣗ᚋ㻠㛫䚸༙ᩘ௨ୖ䛜ⱄ䛧䛶䛔䜛䛣䛸䟿

うこともあるのですけれども、このよ
うな暑さ、寒さ対策、これもやはり重
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要なことですので、快適な環境を考え
ていかなければいけないだろうと。同
様に、牛舎施設、寝床あるいはつながっ
ている環境、そして換気の問題ですね。
ここでは、
「クリーン・ドライ・アンド・
コンフォート」と書いていますが、清
潔で乾いていて快適であるというのが、
乳牛あるいは和牛にとっても、とても
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重要なポイントになるだろうというよ
うに思います。
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このようなことがすべて達成されて
初めて、冒頭でお話ししました乾物摂
取量、目標とする乾物摂取量に到達で
きるのだということですね。ですから、
乾物摂取量を高めるのだといっても、
それを高めていくためには、まさにい
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ろいろな角度から牛群全体を見回して
やっていかなければいけません。栄養管理というのは、決してコンピューターの画面をのぞ
くことだけではないということですね。コンピューターの力を借りるのはおおいに必要なこ
とではありますけれども、それ以上に重要なのは、やはり牛が生活しているその場に足を運
んで、しっかりと確認をしていくということです。

おわりに
最後に、牛群の採食低下要因ということで、並べてみました。項目としては、このような
きちんとした飼料設計の問題、分娩前後のならし給与の問題、飼槽のスペースの問題、牧草
の品質の問題、そして牛舎環境の問題、牛の健康。さまざまなものがすべて、不具合がある
と採食低下に作用して、栄養不足、肝機能障害、病気になり、そしてその先の繁殖にも悪影
響を及ぼすのだ、ということです。ですからこのようないろいろな項目、採食低下要因を一
つ一つ潰していくことで繁殖成績の向上というゴールが見えてくるということになります。
ということで、ご清聴ありがとうございました。

(質問)
粗飼料の繊維の硬さというのは、ある程度必要なのでしょうか。牧草でもコーンでも、繊
維の硬という点では、若刈りの方がないですが、その点が反すうとの関連で問題はないので
しょうか。
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(回答)
結論を申し上げますと、乳牛の反芻を引き起こす繊維の硬さというのは、早刈りした牧草
であっても全く問題ありません。硬い方がいいように見えますけれども、重要なのは量です。
乳牛にとっていわゆる長物繊維というのは、長いままの牧草である必要はなく、大体35ミリ
ぐらいあれば、全く長いまま食わせるのと同じ効果ということのようです。その35ミリ程度
の繊維が、1 日量で2.5キロか 3 キロか、それぐらいおなかに入っていけば、反芻自体は、正
常に起きると言われています。また、硬さという意味では、早刈りして軟らかくなるので反
芻が弱まるだろうというのは、それはほとんど考える必要がないと思います。

追記
講演の音声から書き起こしたもので、わかりにくい部分があることをお詫びいたします。
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