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序 文

研究成果シリーズは、農林水産技術会議が関係研究機関の協力を得て推進したプロジェクト研究の成果を

研究、行政等の関係者に総合的かつ体系的に報告することにより、今後の研究及び行政の効率的推進等に資

することを目的として刊行するものである。

この第404集「肉用牛からのメタン産生抑制技術の開発」は、農林水産技術会議の行政対応特別研究として、

平成11年度から平成13年度までの３年間にわたり、独立行政法人農業技術研究機構畜産草地研究所（旧・農

林水産省畜産試験場）を中心として関係研究機関、大学の協力を得て実施した研究成果を取りまとめたもの

である。

地球温暖化の一因とされるメタンガスは反芻家畜に由来するものが多いことから、その削減についての対

応が求められている。しかしながら、家畜由来メタンは測定が困難であり、その発生量についてさえ十分な

知見がない状況にある。そこで本研究は、家畜由来メタンの発生に関する基礎的知見を得るとともに、多様

な飼料資源を利用し、ルーメン発酵や繊維消化及び生産性に悪影響を与えず、かつ、畜産農家が導入し得る

経済性の高いメタン発生量低減化肉用牛飼養技術を開発し、環境にやさしい良質国産牛肉の生産を目標とし

て実施したものである。

この研究成果は、今後の農林水産関係の研究開発及び行政を推進する上で貴重な知見を与えるものと考え、

ここに本書を刊行し、広く関係者の参考に供することとした次第である。本成果が本分野の研究の更なる発

展及び技術の利活用の推進に役立つことを期待する。

最後に、本研究を担当し、推進された方々の労に対し、深く感謝の意を表する。

平成 14年 12月

農林水産技術会議事務局長

岩元 睦夫
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研 究 の 要 約

Ⅰ 研究年次・予算区分

研究年次：平成11年度～13年度（３か年）

予算区分：農林水産技術会議 行政対応特別研究

Ⅱ 主任研究者

主 査：畜産試験場長

山下良弘（平成11年４月～11年９月）

横内圀生（平成11年10月～13年3月）

独立行政法人農業技術研究機構

畜産草地研究所長

横内圀生（平成13年４月～14年３月）

副主査：畜産試験場栄養部長

田辺 忍（平成11年４月～13年３月）

独立行政法人農業技術研究機構

畜産草地研究所家畜生理栄養部長

松本光人（平成13年４月～14年３月）

推進リーダー：

畜産試験場栄養部反すう家畜代謝研究室長

寺田文典（平成11年４月～13年３月）

独立行政法人農業技術研究機構畜産草地研究所

家畜生理栄養部反すう家畜代謝研究室長

寺田文典（平成13年４月～14年３月）

Ⅲ 研究場所

独立行政法人 農業技術研究機構

畜産草地研究所

北海道農業研究センター

東北農業研究センター

九州沖縄農業研究センター

（委託機関）

東京農工大学

山形大学

Ⅳ 研究目的

平成９年12月に開催された地球温暖化防止京都会

議（気候変動に関する国際連合枠組条約第３回締約

国会議）において先進国の温室効果ガスの削減目標

が設定され、1990年を基準年として2008年から2012

年の間、日本は６％削減することが決定された。温

室効果ガスの一つであるメタンは、国内発生量の20

％以上が家畜、特に牛のルーメン（第１胃）発酵に

由来すると推定されており、京都会議を受けて策定

された地球温暖化対策推進大綱（平成10年６月19日）

においても「畜産業における排泄削減対策等を推進

すること」が明記されている。

この目標を達成するために、まず、今後飼養頭数

の大きな増加が見込まれている肉用牛からのメタン

発生量のデータを集積し、日本における肉用牛から

のメタン生成量の推定をより精密化するとともに、

さまざまな肉用牛経営からのメタン発生を抑制する

飼養技術を開発する。

すなわち、多様な飼料資源を利用した環境にやさ

しい良質国産牛肉の生産を目指し、ルーメン発酵、

繊維消化や生産性に悪影響を与えることなく、畜産

農家が導入可能な経済的なメタン産生量低減化肉用

牛飼養技術を開発する。

Ⅴ 研究方法

第１章 繁殖雌牛からのメタン産生抑制技術の開発

繁殖雌牛は粗飼料主体で飼育されており泌乳牛、

肥育牛に比べてメタン発生量が多くなる可能性が考

えられることから、早急にその抑制技術を確立する

必要がある。また、我が国の繁殖経営は一般に零細

であり、生産コストに占める飼料費の割合が極めて

大きいことから、抑制手法については、コストが安

い、あるいは他の部分でコストが吸収できるような

ものを想定する必要がある。

そこで、繁殖雌牛からの産生実態を明らかにする

ために、妊娠期および各種粗飼料給与時のメタン産

生量について実測値の収集を図る。また、産生量に

及ぼす要因として前者については妊娠日齢、胎子数

を、後者については粗飼料源、刈り取りステージ、

調製方法等の相違を取り上げて検討する。

また、繁殖雌牛に対する抑制技術としては、①製

造副産物などを主とする脂肪質飼料、②イネ科・マ

メ科牧草およびトウモロコシサイレージを中心とす

る高品質粗飼料利用、③飼料イネホールクロップサ

イレージおよび濃厚飼料の代替となる飼料米の給

与、を取り上げて検討する。
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第２章 肥育牛からのメタン産生抑制技術の開発

肥育牛からのメタン産生量は我が国の家畜由来メ

タンの１/３を占めるといわれており、その抑制は急

務である。しかし、我が国の肥育牛の飼養形態は一

般に長期間にわたって濃厚飼料を多給するものであ

り、そのため、メタン産生量に関する個体差が著し

く大きくなることが知られている。また、抑制技術

の開発に際しては生産物である牛肉の品質に対する

影響があってはならず、かつ、肥育期間中効果が持

続するものであることが望ましい。

これらのことから、肥育牛におけるメタン産生抑

制技術として、以下の検討を行う。

①乳牛等で効果が実証されている脂肪酸カルシウム

を用い、肥育牛からのメタン排出量の抑制効果およ

びその肥育期間中の変化と、家畜生産物に対する影

響を明らかにし、生産性を維持したままでメタン産

生を抑制する肉用牛飼養技術を開発する。

②低繊維質飼料給与条件下で動物用医療用具の認可

を受けた繊維質飼料の物理的機能を代替する用具

（以下第一胃刺激用具と略す）を投与して、第一胃

の恒常性を維持しながらメタン発生抑制の最適条件

を多面的に検討する。

③飼料イネホールクロップサイレージ（WCS）およ

び濃厚飼料の代替となる飼料米の給与が肥育牛のメ

タン産生および肉質に及ぼす影響を明らかにする。

第３章メタン産生抑制物質の活用による肉用牛から

のメタン発生抑制

メタン生成自体を抑制することは、多くの場合、

繊維消化の低下やルーメン微生物相の変化が同時に

起きるので、現在のところ、実用的な抑制方法は確

立されていない。そこで、本章ではメタン菌以外の

微生物の代謝活性に大きな影響を及ぼすことなくメ

タン生成を抑制できる化合物を検索し、これらを牛

の飼料に長期間にわたり添加給与することによっ

て、実用的で、効果が期待できるメタン抑制技術を

開発する。

第４章 肉用牛からのメタン産生量推定の精密化

メタンは温室効果ガスのひとつであり、先の地球

温暖化防止京都会議において各国別に削減目標が設

定された。今後、我が国では肉用牛の飼養頭数の大

幅な増加が見込まれているものの、乳牛に比べ肉用

牛ではメタン発生に関して十分な知見が得られてい

ない。我が国でのメタン発生量のインベントリの精

度向上のためにも飼養形態の異なる肥育牛や肉用雌

牛からのメタン発生について基礎的なデ－タを収集

することが必要である。本章では、第１章から第３

章において収集された実測データを総合的に解析

し、我が国の肉用牛からのメタン産生量の推定方法

を提案するとともに、それに及ぼす諸要因について

解析する。

Ⅵ 研究結果

第１章 繁殖雌牛からのメタン産生抑制技術の開発

①妊娠牛からのメタン産生量は乾物摂取１㎏当たり

32.5Ｌであり、妊娠ステージ（妊娠210、238及び266

日齢）や胎子数（単胎、双胎）による影響は認めら

れず、メタン産生量（L/day）＝32.545×乾物摂取量

（㎏/day）の関係式が得られた。さらに、既存の黒

毛和種非妊娠牛および妊娠牛のデータにより本提案

式の妥当性を検証したところ、実測値とのずれは前

者が－８％、後者が４％に過ぎず、本式が十分な精

度を有することが示された。

②牛からのメタン発生量は有機物あるいは繊維の消

化率の高い粗飼料で多いが、飼料中のME含量との

関係は認められなかった。また、グラスサイレージ

の50％をアルファルファに置き換えることによっ

て、牛からのメタン発生量を７％低減できた。また、

エネルギー含量の高いトウモロコシサイレージと

NDF含量の低いアルファルファサイレージを組み

合わせることによって、我が国で一般的に利用され

ているイネ科牧草給与時よりもメタン発生量の１

～２割程度の低減が期待できる。

③反芻家畜からのメタン産生抑制を図るために、脂

肪含有率の高い製造副産物の活用を検討した。これ

らの製造副産物を飼料中１割程度添加することで、

黒毛和種雌牛から１割強のメタン産生抑制が可能で

ある。

④黒毛和種繁殖雌牛にイネWCSを給与した場合の

メタン産生量は乾物当たり33L╱㎏で、乾草の28L/

㎏よりも高い値であった。また、米ヌカおよび蒸煮

圧扁トウモロコシを原物で２ kg、割合で30％給与す

ることにより、摂取乾物当たりのメタン産生量は低

下したが、その低下の程度は米ヌカの方が大きかっ

た。
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第２章 肥育牛からのメタン産生抑制技術の開発

①肥育牛からのメタン発生を抑制するために、アマ

ニ油脂肪酸カルシウムの給与が、肥育牛からのメタ

ン発生と増体成績に及ぼす影響を検討した。乾物摂

取量（DMI）あたりのメタン発生量は、有意な差で

はなかったが、試験期間を通じて対照区より油脂区

で小さな値を示した。また、アマニ油脂肪酸カルシ

ウム添加によるメタン発生の減少量は不飽和脂肪酸

摂取量から計算される減少量の７割程度であったこ

とから、アマニ油脂肪酸カルシウムはメタン発生抑

制に効果があったと考えられた。油脂区は対照区よ

りも増体成績が優れ、日増体量あたりのメタン発生

量は、有意な差ではないものの13％低い値を示した。

以上の結果からアマニ油脂肪酸カルシウムの添加

は、DMIあたりのメタン発生を抑制し、増体成績を

改善することにより、増体あたりのメタン発生量を

削減する可能性が示唆された。

②肥育している肉用牛を想定した濃厚飼料多給与下

の去勢牛において、粗飼料のもつ物理的因子を代替

する第一胃刺激用具を第一胃に投与してメタン産生

の抑制を検討した。その結果、第一胃刺激用具の機

械的な刺激が原因と思われる液相および固相の第一

胃内通過速度の上昇が認められた。液相および固相

の第一胃内通過速度の上昇により、飼料の消化率の

低下が懸念されたが、影響はなかった。また、これ

らの通過速度の上昇が原因と思われるプロトゾア数

の減少など第一胃内微生物叢などの変化を介してメ

タン産生量は、約20％抑制することができた。さら

に、飼料自体にメタン産生抑制効果のあるビール粕

サイレージ給与時に第一胃刺激用具を利用すると、

さらにメタン産生が抑制することができた。

③肥育牛におけるメタン産生量について、ホルスタ

イン種去勢牛で稲ワラを粗飼料として、また、黒毛

和種去勢牛で稲ワラおよびイネWCSを粗飼料とし

て検討した。稲ワラを粗飼料とした給与では供試牛

間でメタン産生量の変動が大きいことが特徴で、摂

取乾物当たりメタン産生量が15L/㎏と少ない例が

多く見られた。この測定例以外は乾物摂取量当たり

メタン産生量は20L/㎏以上で、イネWCSを粗飼料

とした飼料給与では平均で26.7L/㎏、稲ワラを粗飼

料とする飼料給与では22.8L/㎏であった。この違い

は粗飼料割合がイネWCS給与区の34％に対して、

稲ワラ給与区では８％と低いことによるものと考え

られた。また、稲ワラを粗飼料とした場合、濃厚飼

料の一部を米ヌカで12.5％または25％、または、ト

ウフ粕で25％代替することによりメタン産生量が減

少したが、イネWCSを給与した場合では、米ヌカで

19％代替してもメタン産生量は対照区と同程度であ

ったことから、粗飼料割合が脂肪性飼料のメタン抑

制効果に影響しているものと推察された。

第３章メタン産生抑制物質の活用による肉用牛から

のメタン発生抑制

肉用牛のルーメンからのメタン生成を抑制するた

めに、それに有効な化合物を試験管内培養実験と牛

での実験により検索した。その結果、フマル酸、中

鎖脂肪酸-サイクロデキストリン包接化合物（CD）、

ワサビ-CDなどの飼料への添加で、ルーメン発酵の

機能を乱すことなくメタン生成を抑制できることが

明らかとなった。また、このような場合のメタン抑

制の機序について検討を加え、メタン菌が直接抑制

される場合と抑制されずに代謝性水素がメタン以外

の物質に代謝される場合があることを明らかにし

た。

第４章 肉用牛からのメタン産生量推定の精密化

１～３章において収集されたデータをもとに肉用

牛に由来するメタン発生量の推定式を作成、総エネ

ルギー摂取量に対する発生メタンエネルギーの割合

（MCR）について検討した。その結果、

①繁殖牛のメタン発生量は DMIに強く依存してお

り、次式により推定が可能である。

メタン発生量＝33.75DMI（r＝0.705)

また、MCRの平均は、7.30±1.01であった。

②肥育牛からのメタン発生量は DMIとの相関は極

めて低く、摂取水準（FL）に強く依存していること

が示された。MCRは次式によって推定可能である。

MCR＝13.89-8.08FL（r＝0.697))

③メタン発生に及ぼす可消化成分の影響をみると、

可消化第一胃内発酵有機物は正の方向に、可消化粗

脂肪は負の方向に働くことが示された。

Ⅶ 今後の問題点

本プロジェクトでは多くの成果が得られたもの

の、３年間と短期間であったことから、今後の展開

が待たれるものも多く存在する。以下に、今後の問
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題点とあわせて記載する。

本プロジェクトでは、メタン産生抑制技術に関し

て繁殖牛と肥育牛に分けて検討を行った。これは、

両者の飼料構成と生産目的とが大きく異なるためで

ある。

繁殖雌牛のメタン抑制法として、良質粗飼料給与、

脂肪質飼料およびデンプン質飼料の活用について検

討しその有効性について確認したが、残された問題

点として、以下のことが指摘される。

①繁殖雌牛に最適な粗飼料源の組み合わせを飼料自

給率向上とメタン発生量低減の両面から検討するこ

とが今後必要であろう。その場合に、メタンは排泄

された糞からも発生するため、将来的には粗飼料源

の異なる糞からのメタン発生量を求めるなど、排泄

物中からの環境負荷物質低減の検討も課題として残

されている。

②生産レベルにより製造副産物の添加による消化率

やメタン産生抑制への効果が異なることから、生産

レベル毎のメタン産生抑制法の検討が必要である。

また、製造副産物の種類により、メタン産生抑制の

メカニズムが異なると考えられることから、給与に

よる第一胃内微生物への影響について検討する必要

がある。

③高炭水化物の濃厚飼料給与でメタン抑制効果が期

待されるが、本試験の濃厚飼料の給与水準（添加割

合で30％）より少なくした場合のメタン抑制効果は

不明である。

肥育牛からのメタン産生抑制技術開発においては

生産物の品質への影響をもあわせて評価することが

必須である。本プロジェクトではその点にとくに留

意して取り組みがなされ、残された問題点には次の

ものがある。

①不飽和脂肪酸カルシウムの活用においては、コス

トダウンのために、アマニ油以外の原料油脂の検索、

脂肪酸カルシウムの添加割合および給与方法の検討

がさらに必要であると考えられる。

②第一胃刺激用具の活用は我が国の一般的な肥育形

態である濃厚飼料多給条件下において有効である

が、その効果は給与する飼料の種類によって異なる

ことが予想されるので、より有効な抑制効果が期待

できる飼料条件の解明が必要である。

③米ヌカ多給時の抑制効果が期待されるが、この場

合の長期給与が家畜生理および増体、肉質に及ぼす

影響の解析が重要である。

さらに、本プロジェクト研究では、メタン抑制効

果が期待できる添加物の検索とそのメカニズムに関

して in vitroおよび in vivoで検索を行い、いくつ

かの化合物がメタン生成に抑制効果があることを明

らかにしたが、実際への応用に当たっては、以下の

点を検討することが重要である。

①フマル酸にはやや刺激臭があるので、単体のまま

の添加では牛が摂食しないことがある。そのため、

ヌカ類などと混合しペレット化することが望まれ

る。また、濃厚飼料を多給した場合のメタン抑制効

果については検討する必要がある。

②中鎖脂肪酸の場合、CD中の成分割合は10％程度

であり、投与量が他の化合物よりも多くなるので、

CD包接物よりも Ca塩などの方が取り扱いは容易

になると考えられる。中鎖脂肪酸-CD、ワサビ-CD、

IP-CD、AI-CDなどについては、牛での至適給与量

などをさらに検討する必要がある。

③水素発生量が増加する可能性がある化合物につい

ては、フマル酸やリンゴ酸などの水素受容体と併用

し、その生成を抑制することも重要である。

家畜由来メタン発生量推定手法の精密化のため

に、本プロジェクトの成果は大いに活用が期待され

るものであるが、今後の問題点もまた多く残されて

いる。科学的な面では、発生量推定手法におけるモ

デリング手法の導入が推定手法の汎用性を保証する

上で必須であろう。また、研究体制の面では、デー

タ収集体制の恒常的な維持とその成果の収集システ

ムの整備がなされなければならないものと思われ

る。
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雄・三国克彦・原 耕三：牛のルーメンからのメ

タン放出に及ぼすサイクロデキストリン包接化合

物の影響.関東畜産学会報，49，7-8，1999．

49)田島 清・長峰孝文・緒方是嗣・松井宏樹・中

村 睦･弁野義己・神田修平・板橋久雄：メタン抑

制化合物がルーメン細菌叢に及ぼす影響の16

SrDNA配列による解析．日本畜産学会第97回大

会講演要旨，149，2000．

50)田島 清・長峰孝文・緒方是嗣・松井宏樹・中

村 睦･弁野義己・板橋久雄：ルーメンにおけるメ

タン生成抑制時の細菌構成の変化.ルーメン研究

会報，11，23-26，2000．

Ⅸ 研究担当者

（○は執筆者、所属は研究終了時（2002年３月末時

点）のもの）

第１章

１ 永西 修・寺田文典○・田鎖直澄

（独農研機構畜産草地研究所）

２ 久米新一○・野中和久・大下友子

（独農研機構北海道農業研究センター）

３ 永西 修○・寺田文典・田鎖直澄

（参考）永西 修○
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（独農研機構畜産草地研究所）

４ 篠田 満○・櫛引史郎・新宮博行・上田靖子・

野英子（独農研機構東北農業研究センター）

第２章

１ 柴 伸弥○・常石英作・松崎正敏・塩谷 繁

（独農研機構九州沖縄農業研究センター）

２ 高橋敏能○・堀口健一・松山裕城

（山形大学）

３ 篠田 満○・櫛引史郎・新宮博行・上田靖子・

野英子（独農研機構東北農業研究センター）

第３章

１、２板橋久雄○・神田修平・Nazimuddin Moham-

med（東京農工大学）

第４章

寺田文典○・永西 修（独農研機構畜産草地研

究所）・久米新一（独農研機構北海道農業研究セ

ンター）・篠田 満（独農研機構東北農業研究セ

ンター）・柴 伸弥（独農研機構九州沖縄農業研

究センター）・高橋敏能（山形大学）・板橋久雄

（東京農工大学）

参考資料

１ 野中和久○（独農研機構北海道農業研究センタ

ー）

２ 篠田 満○（独農研機構東北農業研究センタ

ー）

３ 川島知之○（独農研機構畜産草地研究所）

４ 寺田文典○（独農研機構畜産草地研究所）

Ⅹ 取りまとめ責任者のあとがき

従来の農業あるいは農業研究は生産性向上、コス

ト低減が基本原則であったが、21世紀型農業の展開

においては、加えて、「環境」の視点が必須とされて

いる。行政対応特別研究として20世紀から21世紀へ

の橋渡しの３年間において、「肉用牛からのメタンガ

ス産生抑制技術の開発」が取り組まれたことは、そ

のことを端的に表しているように思われる。

元来、家畜栄養学では反芻家畜からのメタンガス

産生量測定に取り組んでおり、農業分野の中では格

段に実験精度の高い部分であると自負しているとこ

ろであるが、測定手法の複雑さと実験施設の維持コ

ストから、研究領域としては必ずしも広がるもので

はなかった。また、家畜全体（ホールボディ）とし

ての取り組みが主体であり、研究としての深化に欠

ける点のあったことも否めない事実である。

しかしながら、時宜をえた本プロジェクトの遂行

によって、日本全国、北海道から九州まで、家畜由

来メタンガス産生を測定する体制が整ったことで、

また、色々な観点から「メタン」という問題に対し

て取り組みがなされたことで、今後の研究進展には

大いに弾みがつくものと期待される。

さらに、このような研究面での意義が大きいこと

は勿論であるが、「行政対応特別研究」としての本プ

ロジェクトの成果には素晴らしいものがある。本プ

ロジェクトの展開に当たって参画研究者は終始、対

策技術に要するコストを意識して取り組んでおり、

得られた成果は比較的早い段階で実用化が可能なも

のばかりである。また、本プロジェクトで収集され

た我が国の肉用牛からのメタン発生実態は、環境省

において取りまとめられているインベントリの精密

化に大いに寄与するものである。

３年間のプロジェクトは終了したものの、今後も、

この分野においける研究活動が活発に継続され、さ

らなる成果の挙がることを期待したい。

最後に、プロジェクトの企画から終了まで、一貫

してご指導を賜った鳥取大学関根純一郎教授、行政

の立場から多くの助言をいただいた農林水産省畜産

局（現生産局畜産部）の各位に深く感謝申し上げま

す。

（寺田文典）
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第１章 繁殖雌牛からのメタン産生抑制技術の開発

１ 妊娠ステージ及び胎子数の異なる妊娠雌牛

からのメタン発生量の推定

⑴ 研究目的

肉用繁殖雌牛の妊娠期のメタン発生量に及ぼす胎

子数および妊娠ステージの影響を明らかにすること

によって、妊娠牛からのメタン発生抑制対策を重点

的に講ずべき要因を明らかにするとともに、妊娠期

におけるメタン発生の基礎的なデータを収集し、メ

タン発生量推定方法の改善に資する。

⑵ 研究方法

黒毛和種牛の受精卵を移植した単胎あるいは双胎

妊娠ホルスタイン種経産雌牛18頭（単胎妊娠12頭、

平均体重595㎏、双胎妊娠６頭、平均体重637㎏）を

供試し、妊娠210、238及び266日齢時に開放型呼吸試

験チャンバー を用いて、２～３日間にわたってメ

タン発生量を測定した。飼料給与はイタリアンライ

グラス２番草乾草ウエハーと配合飼料（畜試指定配

合）を７：３の割合で、単胎牛に対しては、維持量

のみ（Ｌ区）、維持量＋妊娠胎子１頭分（Ｍ区）、維

持量＋妊娠胎子２頭分（Ｈ区）の TDN要求量を充足

する量を給与した３飼料区を、双胎牛に対してはＭ

区、Ｈ区の２飼料区を設定した。

給与飼料の化学成分組成を表１―１に示した。給

与飼料中の TDN含量（実測値）は平均62.5％

（52.5～71.2％）であった。

また、一部のメタン測定試験実施時（16例）には

210日齢及び266日齢において希土類元素（イットリ

ビウム）を指示物質として Grovum& Williamsの

２コンパートメントモデルによる通過速度の測定を

あわせて行い、消化管各部位における滞留時間とメ

タン発生量の関係についても検討した。

⑶ 結 果

双胎牛の乾物摂取量（DMI）は210、238日齢にお

ける9.03㎏から266日齢の8.35㎏へと妊娠末期に７

％低下したが、単胎牛ではほとんど変化が見られず、

全期間にわたって8.2㎏の採食があった。また、乾物

消化率は210日齢に比較して266日齢では低下する傾

向が認められた。この間メタン発生量は DMIの推

移とほぼ同様の動きを示し、１日当たりの発生量は

単胎牛が平均267Ｌ/日（最小201～最大375Ｌ/日）、

双胎牛は平均289Ｌ/日（最大334～217Ｌ/日）であっ

た（図１―１）。

そこで、DMIを補助変数として妊娠日齢及び胎子

数の影響を要因として分散分析を行ったところ、

DMIは全変動の81.8％を説明するものの、妊娠日齢

及び胎子数は変動の説明要因としてはほとんど寄与

しなかった（それぞれ、0.5％、0.3％）。そのため、

再度、DMIを独立変数としてメタン発生量（CH ）

の回帰式を求めたところ、

CH（L/day）＝28.47×DMI（㎏/日）＋35.26（r＝

0.818）

が得られた。なお、本推定式における y切片は5％水

準で有意ではあるが、平均値の１割程度にすぎなか

ったので、簡便のためにこれを無視した次式も作成

した。

CH ＝32.57×DMI（r＝0.801）

乾物消化率は210日齢に比較して266日齢において

低下する傾向が示されており、飼料の消化管通過速

度については、単胎牛では妊娠の進行に伴ってやや
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表１―１ 給与飼料の化学成分組成

図１―１ 妊娠雌牛からのメタン発生量に及ぼす胎子

数と妊娠ステージの影響

⃞ 乾物摂取量（DMI） □ メタン発生

量（CH4）



上昇する傾向が認められたが、双胎牛では妊娠ステ

ージの影響は明らかではなかった。DMI１㎏摂取当

たりのメタン発生量とルーメン、下部消化管及び全

消化管滞留時間との相関は、順に、0.184、0.402、

0.353であり、一定の関係が認められたものの、寄与

率としては１割程度の値に過ぎなかった。

⑷ 考 察

本実験では、ほぼ同一の飼料を用いて、すなわち、

飼料成分側の変動を極力抑えた条件下で、家畜側の

要因によるメタン産生量の変動について、繁殖雌牛

を対象として検討した。その結果、妊娠ステージや

胎子数の影響はあまり大きくなく、メタン発生量の

81％が DMIによって説明でき、DMI1㎏当たり

32.8±2.3Ｌの発生のあることが示された。このこと

は、メタン発生量は DMIによってそのかなりの部

分が説明できるという、柴田らの報告 と一致する。

柴田らは家畜由来メタン発生量を推定するに当たっ

て、推定式として DMIを独立変数とする２次式を

採用しており、本実験における式よりもより広範囲

な適用を可能としている。

本研究では母牛にホルスタイン種を用いているた

め、当然のことながら、黒毛和種などの肉専用種に

比べ、体重、摂取量などが大きな値となっている。

このため、本実験成績の肉専用種への適用の妥当性

について、稲ワラを主体とした飼料による黒毛和種

非妊娠雌牛の試験成績（一部未発表データ）および

稲ワラを主体とした黒毛和種妊娠雌牛の試験成績

により、検討した。その結果、実測値と推定値のず

れは、前者が－８％、後者が＋４％に過ぎず、本提

案式が母牛の品種を問わず、十分実用性を有してい

ることが示された（図１―２）。

また、飼料の消化管通過速度がメタン発生量に及

ぼす影響を指摘した報告 はあるが、本実験の結果

からは、必ずしも通過速度はメタン発生量に大きな

影響は与えないものと考えられた。おそらく、通過

速度の影響が認められた実験例では、その増加によ

るルーメン内可消化量の減少よりも、ルーメン内発

酵パターンの変化の影響が大きかったのではないか

と推察される。

⑸ 今後の問題点

本課題では繁殖雌牛からのメタン発生量に影響す

る動物側の要因を取り上げて検討し、提案したメタ

ン発生量推定式は母牛の品種にかかわらず低質粗飼

料給与時にも十分活用できることが示された。しか

し、放牧を想定した各種栄養水準、特に良質粗飼料

給与時のにおける適合性についてはさらに検討する

必要があろう。

⑹ 要 約

ア．妊娠牛からのメタン産生量は乾物摂取１㎏当

たり32.5Ｌであり、妊娠ステージ（妊娠210、238及

び266日齢）や胎子数（単胎、双胎）による影響は認

められず、CH（L/day）＝28.47×DMI（㎏/day）＋

35.26（r＝0.818）の関係式が得られた。

イ．黒毛和種非妊娠牛および妊娠牛のデータによ

り本提案式の妥当性を検証したところ、実測値との

ずれは前者が－８％、後者が４％に過ぎず、本式が

十分な精度を有することが示された。

⑺ 引用文献

１)岩崎和雄ほか：畜産試験場に新設した家畜代謝

実験装置について とくに呼吸試験装置の機能を

中心として．畜試研報，39，41-78，1982．

２)Shibata, M. et al：Estimation of methane
 

production in ruminants,Anim.Sci.Technol.,

64,790-796,1993

３)岩崎和雄：黒毛和種の妊娠時におけるエネルギ

図１―２ 乾物摂取量（DMI）とメタン発生量（CH4）

との関係

黒毛和種非妊娠牛：稲わらを主体とする飼

料によって飼養した、のべ、21頭のデータ。

黒毛和種妊娠牛：稲わらを主体とする飼料

によって飼養した、のべ、35頭のデータ（た

だし、図のプロットは２頭の平均値）。
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ー代謝とエネルギー利用効率．畜試研報，45，25

-92，1986．

４)Okine E.K.,G.W.Mathison,R.T.Hardin：

Effects of changes in frequency of reticular
 

contractions on fluid and particulate passage
 

rates in cattle.J.Anim.Sci.,67,3388-3396,1989.

（寺田文典）

２ 高品質粗飼料利用による雌牛からのメタン

発生抑制

⑴ 研究目的

近年、二酸化炭素、メタン等の温室効果ガスによ

る気候の温暖化が社会問題化し、反芻家畜から発生

するメタンも地球温暖化の主要要因の一つとされて

いる。我が国では地球温暖化防止の一環として、反

芻家畜からのメタン発生量が予測され、また飼料給

与の改善によるメタン発生量低減法が提言されてい

る。しかし、粗飼料源、刈り取りステージ、調製方

法の異なる粗飼料給与時におけるメタン発生量の把

握や、粗飼料多給時における妊娠牛からのメタン発

生量抑制法についてはほとんど明らかにされていな

い。

そこで、本研究では我が国の主要な粗飼料である

イネ科・マメ科牧草およびトウモロコシサイレージ

を用いて、粗飼料源、刈り取りステージ、調製方法

等の相違が牛のメタン発生量に及ぼす影響とグラス

およびアルファルファサイレージを給与した妊娠牛

のメタン発生量を明らかにした。また、粗飼料成分

の消化率あるいは代謝エネルギー（ME）含量とメタ

ン発生量の関係を明らかにし、高品質粗飼料利用に

よる雌牛からのメタン発生抑制技術を検討した。

⑵ 研究方法

ア．粗飼料給与時における乾乳牛のメタン発生量

粗飼料給与牛のメタン発生量を明らかにするため

に、刈り取り時期、調製方法等の異なるアルファル

ファサイレージ７点、チモシー乾草２点、オーチャ

ードグラス主体サイレージ１点、オーチャードグラ

スとアルファルファの混合サイレージ１点、トウモ

ロコシサイレージ１点の計12点を用いた。これらの

飼料を日本飼養標準による乾乳牛の TDN要求量の

110％を満たすように設定し、乾乳牛各２頭に8：00

と16：00に均等に給与した。ただし、チモシー乾草

とトウモロコシサイレージは粗蛋白質（CP）含量が

低いため、大豆粕を添加した。水および固形塩は自

由摂取させた。

試験は馴致期７日間後、予備試験期７～９日、本

試験期５～７日間の14日間とし、本試験期には供試

牛を代謝実験室に収容して全糞尿採取法による出納

試験を実施した。また、本試験期の３～４日間に開

放型呼吸試験装置 を用いて、エネルギー出納試験

を実施した。乳牛のメタン発生量はエネルギー出納

試験時に毎分測定し、ガス分析計の校正時の30分以

外のデータを24時間に換算して求めた。

イ．妊娠牛のメタン発生量

妊娠牛からのメタン発生量を明らかにするため

に、妊娠牛12頭を用いて、日本飼養標準による妊娠

牛の TDN要求量の120％を満たすように設定し、分

娩予定日の３～４週間前から分娩日まで8：00と

16：00に均等に給与した。試験飼料は配合飼料と粗

飼料の給与比率を70：30とし、アルファルファサイ

レージ（AS）の給与比率を０％（AS0区）、20％（AS20

区）および35％（AS35区）に設定した。水および固

形塩は自由摂取させた。

出納試験は分娩予定日の１～２週間前に、３～７

日間の全糞尿採取法で実施した。また、供試牛12頭

のうち８頭は開放型呼吸試験装置に収容し、３～４

日間のエネルギー出納試験を実施した。乳牛のメタ

ン発生量はエネルギー出納試験時に毎分測定し、ガ

ス分析計の校正時の30分以外のデータを24時間に換

算して求めた。

⑶ 結 果

ア．乾乳牛の消化率とメタン発生量

刈り取り時期の異なるチモシー乾草給与牛とグラ

スサイレージおよび混合サイレージ給与牛の消化

率、エネルギー出納およびメタン発生量を表１に示

した。刈り取り時期の異なるチモシー乾草給与牛で

比較すると、出穂前が開花期よりも乾物（DM）、有

機物（OM）、NDFおよびADFの消化率が高かっ

た。また、総エネルギー（GE）、可消化エネルギー

（DE）、ME摂取量およびメタン発生量に刈り取り

時期による差異は認められなかったものの、総エネ

ルギーの消化率（DE/GE）、代謝率（ME/GE）並び

に飼料の代謝エネルギー含量（ME/DM）は出穂前が

開花期より高かった。グラスサイレージ給与牛の
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NDFおよびADFの消化率が混合サイレージ給与

牛より高く、また飼料中の代謝エネルギー含量およ

び乾物摂取量当たりのメタン発生量はグラスサイレ

ージ給与牛が多かった。

低水分並びに高水分アルファルファサイレージと

トウモロコシサイレージ給与牛の消化率、エネルギ

ー出納およびメタン発生量を表１―３に示した。ト

ウモロコシサイレージの DM およびOM 消化率は

高い値を示したが、アルファルファサイレージでは

NDF消化率がやや低かった。イネ科牧草とアルフ

ァルファのME含量はそれぞれ9.70MJ（8.01―

10.99）と9.35MJ（8.23―11.05）であり、トウモロ

コシサイレージの11.2MJより低かった。供試牛の

メタン発生量は231～361L/日の範囲にあり、メタン

発生量はアルファルファ給与牛でやや少なかった。

しかし、アルファルファの栄養価を高める調製方法

（マットメーカ処理）では、乳牛からのメタン発生

量は変わらなかった 。

供試牛のメタン発生量の日内変動を図１―３に示

した。供試牛のメタン発生量は飼料給与直後に急激

に増加し、その後徐々に減少した。また、アルファ

ルファおよび混合サイレージ給与牛のメタン発生量

は飼料給与４時間後以降にグラスあるいはトウモロ

コシサイレージ給与牛よりも少なかった。

供試牛の可消化OM、可消化NDFおよび飼料中

のME含量と供試牛のメタン発生量の関係を乾物1

㎏当たりに換算して図１―４に示した。供試牛の可

消化OM とメタン発生量（r＝0.77）に0.1％水準で、

また可消化NDFとメタン発生量（r＝0.60）に１％

水準で正の相関が認められ、メタン発生量（Y ）と

可消化OM（X ）、可消化NDF（X ）に以下の

回帰式が得られた。

Y ＝0.089 X －17.0

Y ＝0.040 X ＋25.1

イ．妊娠牛の消化率とメタン発生量

妊娠牛の消化率、エネルギー出納およびメタン発

生量を表１―４に示した。乾物摂取量はAS0区およ

びAS20区でやや残餌が認められ、AS35区がAS20

区よりも多かった。ADFおよびNDF消化率は

AS0区がAS20区およびAS35区よりも高く、また

DM およびOM 消化率はAS0区がAS20区よりも

高かった。

エネルギー摂取量並びにエネルギーの利用効率に

は処理区間に差異は認められなかったが、飼料中の

ME含量はAS20区がAS35区より多かった。メタン

表１―３ 低水分および高水分アルファルファサイレ

ージとトウモロコシサイレージ給与牛の消

化率とメタン発生量

表１―２ チモシー乾草とサイレージ給与牛の消化率

とメタン発生量
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発生量はAS35区がAS0区およびAS20区より多

く、また乾物１㎏当たりのメタン発生量はAS35区

がAS20区より多かった。

⑷ 考 察

牛からのメタン発生量は TDNの維持要求量の

1.5倍程度では乾物摂取量の増加とともに増加する

が、単位乾物摂取量当たりのメタン発生量は飼料中

の CPおよびME含量が高いほど少なくなり、逆に

繊維含量が高まると増加する 。粗飼料の一般成

分の特徴としては、アルファルファとトウモロコシ

サイレージはイネ科牧草に比較してNDF含量が低

いものの、ME含量はトウモロコシサイレージが最

も高く、イネ科牧草とアルファルファでは品質によ

って変動の大きいことが認められた。本試験ではメ

タン発生量を乾物摂取量１㎏当たりで検討したが、

牛からのメタン発生量は有機物あるいは繊維の消化

率の高い粗飼料で高いが、飼料中のME含量との関

係は認められなかった。また、グラスサイレージの

50％をアルファルファに置き換えることによって、

メタン発生量を７％低減できた。

そこで、粗飼料給与時における雌牛のメタン発生

量の特性をあげると、1)ME含量が同程度のアルフ

ァルファとイネ科牧草を比較すると、イネ科牧草は

図１―３ a）グラス（△）とグラス＋アルファルファ

（▲）サイレージ、b）出穂前（◇）と開花

期（◆）のチモシー乾草、c）トウモロコシ

（□）と高水分アルファルファ（■）サイ

レージ給与牛のメタン発生量

図１―４ 可消化有機物、可消化NDFおよび飼料中

ME含量とメタン発生量の関係
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NDF含量が高いためにメタン発生量が多くなる、

2)高エネルギー含量のトウモロコシサイレージは他

の粗飼料よりもエネルギー要求量を満たすための給

与量が少ないものの、有機物消化率が高いことから、

メタン発生量は比較的多く、イネ科牧草に近似する、

3)低品質のイネ科牧草ではエネルギー要求量を満た

すための乾物摂取量が多くなることと、NDF含量

が非常に高いことから、メタン発生量が増加するこ

とである。

我が国の肉用牛の生産目標となる「酪農及び肉用

牛生産の近代化を図るための基本方針」（2000年４

月）では、生産性向上とともに飼料自給率の向上が

より一層求められている。したがって、今後の繁殖

雌牛経営ではメタン発生量の低減とともに、飼料自

給率の向上を図ることが必要である。その場合には、

繊維が多く、低品質のイネ科牧草ではメタン発生量

が増えるものの、飼料中のME含量の高い粗飼料を

組み合わせて、乾物摂取量と飼料中のNDF含量を

同時に低減できると、雌牛からのメタン発生量の低

減が可能と考えられる。特に、エネルギー含量の高

いトウモロコシサイレージとNDF含量の低いアル

ファルファサイレージ を組み合わせることによっ

て、我が国で一般的に利用されているイネ科牧草給

与時よりもメタン発生量の１～２割程度の低減が期

待できる。

⑸ 今後の問題点

農家における飼料給与ではさまざまな飼料を組み

合わせて給与するため、繁殖雌牛に最適な粗飼料源

の組み合わせを飼料自給率向上とメタン発生量低減

の両面から検討することが今後必要であろう。その

場合に、メタンは排泄された糞からも発生するため、

将来的には粗飼料源の異なる糞からのメタン発生量

を求めるなど、排泄物中からの環境負荷物質低減の

検討も課題として残されている。

⑹ 要 約

ア 牛からのメタン発生量は有機物あるいは繊維

の消化率の高い粗飼料で高いが、飼料中のME含量

との関係は認められなかった。また、グラスサイレ

ージの50％をアルファルファに置き換えることによ

って、牛からのメタン発生量を７％低減できた。

イ エネルギー含量の高いトウモロコシサイレー

ジとNDF含量の低いアルファルファサイレージを

組み合わせることによって、我が国で一般的に利用

されているイネ科牧草給与時よりもメタン発生量の

１～２割程度の低減が期待できる。
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３ 製造副産物の給与による家畜からのメタン

産生抑制

⑴ 研究目的

メタンは地球温暖化ガスのひとつであることか

ら、その産生抑制に対する関心は強い。中でも反芻

家畜からは全世界のメタン産生量の約16％に相当す

るメタンが産生すると見積もられているが、安定し

た食糧供給のためには畜産物の増産は不可欠な課題

であり、地球環境への負荷の軽減を目指した畜産業

における排泄削減対策等の推進が求められている。

そのためには、反芻家畜からのメタン産生量を正確

に把握し、その抑制法について検討する必要がある。

中でも肉用牛では乳牛に比べてメタン産生抑制に関

する知見が乏しいことや繁殖牛や育成牛では粗飼料

主体で飼育されており、泌乳牛や肥育牛に比べてメ

タン産生量が多くなると考えられるために、メタン

産生抑制技術が強く求められている。一方、我が国

では多種多様の製造副産物が産出しているが、不適

切な廃棄は環境破壊にも結び付くことから、製造副

産物の有効利用に対する関心は強い。製造副産物の

中には蛋白質や脂肪含有率が高く、栄養的にも優れ

たものもあることから、牛用飼料としての検討がな

されている。一般に反芻家畜からのメタン産生量は

飼料の種類や量等により変動するが、メタン産生抑

制法のひとつとして脂肪質飼料の給与が挙げられ

る。そこで、本研究ではメタン産生抑制が期待でき

る脂肪含有率の高い製造副産物の適正な活用方法を

検討した。

⑵ 研究方法

実験１：製造副産物を用いて脂肪含有率を大幅に変

えた飼料給与によるメタン抑制について検討した。

すなわち、日本在来種去勢ヤギ４頭にビール粕およ

びトウフ粕をそれぞれ０％、20％および40％添加し

た飼料など計20種類の飼料を給与した（いずれも一

元配置法による）。なお、粗飼料（チモシー乾草とア

ルファルファ乾草）の割合はいずれの給与飼料も３

～４割である。これらの飼料を日本在来種去勢ヤギ

に１日１回維持量の1.1倍相当量給与した。試験期間

は予備期７日間、本試験期７日間とし、本試験期間

中の３日間についてメタン産生量を測定した。

実験２：実験１の結果より、粗脂肪含有率が高い製

造副産物の給与によりメタン産生抑制が認められた

ものの、粗脂肪含有率が５％以上の場合に繊維等の

消化率も低下した。そこで、実験２では繊維等の消

化率に影響を及ぼさずにメタン産生抑制が可能な適

正な製造副産物の種類や添加量について検討した。

すなわち、日本在来種去勢ヤギ４頭を供試して、対

照区、ビール粕給与区、トウフ粕給与区および生米

ヌカ給与区を設けた。いずれの試験区も稲わらを70

％とし、対照区はフスマを30％給与した。なお、ビ

ール粕添加区、トウフ粕添加および生米ヌカ添加区

は、飼料中の給与割合が０、８および15％となるよ

うにフスマをビール粕、トウフ粕および生米ヌカで

置き換えた飼料を給与した（いずれも一元配置法に

よる）。これらの飼料を日本在来種去勢ヤギに１日１

回維持量相当量給与した。試験期間は予備期７日間、

本試験期７日間とし、本試験期間中の３日間につい

てメタン産生量を測定した。

実験３：実験２の山羊を用いた結果より、飼料中の

ビール粕や生米ヌカの添加割合を１割程度とするこ

とで、繊維等の消化率を低下させずに、メタン産生

抑制が図れたことから、黒毛和種雌牛４頭（試験開

始時平均体重358㎏）を用いて、製造副産物添加によ

るメタン産生抑制について検討した。試験区として

対照区、ビール粕添加区および生米ヌカ区の３区を

設け、いずれの試験区もチモシー乾草を65％とし、

対照区には大麦、フスマ、大豆粕よりなる濃厚飼料

を35％給与した。また、ビール粕添加区および生米

ヌカ添加区は濃厚飼料の一部をビール粕および生米

ヌカで置き換え、飼料中の添加割合が12％となるよ

うに配合した。飼料の給与量は増体日量が0.4㎏

（TDN維持量の約1.5倍）となるように設定し、１

日２回（9：00、16：00）飼料をほぼ等量ずつ給与し

― ―15



た。試験期間は馴致期８日間、予備期７日間、本試

験期６日間を１期とし、本試験期の４日間について

全糞採取法により消化率を求めるとともに、３日間

についてメタン産生量を測定した。

⑶ 結 果

実験１：実験１の結果を図１―５に示した。飼料中

へのビール粕やトウフ粕の添加により、飼料中の粗

脂肪含有率は2.9～7.5％であった。ビール粕やトウ

フ粕の添加により、可消化有機物摂取１㎏当たりの

メタン産生量は無添加の場合に比べ、ビール粕、ト

ウフ粕を20％添加した場合に17.6％、8.2％、40％添

加で40.7％、18.4％、両者の８％添加で14.8％、16

％添加で25.4％それぞれ減少した。しかし、ビール

粕やトウフ粕の添加により可消化有機物摂取量も減

少したが、これは主に繊維成分の消化率の低下によ

るものであった。

実験２：実験２の結果を表１―５に示した。１日当

たりのメタン産生量、乾物摂取１㎏当たりのメタン

産生量は試験区による違いは認められなかった。し

かし、可消化乾物摂取１㎏当たり、可消化有機物摂

取１㎏当たりのメタン産生量は製造副産物の添加割

合が高まるにつれて減少し、15％低下区で対照区と

有意差が生じた。一方、乾物、粗タンパク質および

中性デタージェント繊維の消化率は製造副産物の添

加割合が高まるにつれていずれも高まった。以上の

ことから、製造副産物の添加割合は１割程度が妥当

であると判断できた。

実験３：実験３の結果を表１―６に示した。中性デ

タージェント繊維の消化率が対照区より低かった。

可消化炭水化物１㎏当りのメタン発生量は10.2％、

13.9％それぞれ減少した。また、総エネルギーに占

めるメタンとして失われるエネルギーの比率はビー

ル粕や生ヌカを添加することで、8.9％、17.3％それ

ぞれ低下した。供試飼料の有機物および中性デター

ジェント繊維の消化率は対照区＞ビール粕添加区＞

生米ヌカ添加区の順であった。また、可消化有機物

摂取１㎏当りのメタン産生量は無添加区、ビール粕

添加区、生米ヌカ添加区の順に62.2Ｌ、57.0Ｌ、53.7

Ｌで、無添加に比べてビール粕添加区は８％、生米

ヌカ添加区は14％低い値を示した。以上のことから、

メタン産生に関し製造副産物添加による抑制効果は

明らかであり、その種類により抑制効果は異なるこ

とが明らかとなった。

⑷ 考 察

反芻家畜でのメタン産生抑制については、いくつ

かの方法が提案されているが、大別すると飼料給与

技術（粗濃比や消化率の改善）、化学物質（イオノフ

ァ）や脂肪酸の投与等が挙げられる。中でも不飽和

脂肪酸によるメタン産生抑制は、第一胃内でメタン

生成の基質となる水素を消費する点で有効であると

考えられているものの、プロトゾア やメタン産生

図１―５ 可消化有機物摂取量とメタン発生量との関

係

表１―５ 製造副産物を添加した飼料のヤギでの消化率とメタン産生量
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菌の生育を阻害し、繊維の消化率にも影響を及ぼす

ことが知られている。特に我が国ではビール粕、ト

ウフ粕、生米ヌカなどの製造副産物が多量に産出し

ているが、いずれも脂肪含有率が高く、中でもメタ

ン産生抑制に効果的である不飽和脂肪酸を多く含有

する（不飽和脂肪酸比率；トウフ粕（おから）：85.1

％、生米ヌカ（米ヌカ油）：80.6％） 。これらの製

造副産物を利用する場合、メタン産生抑制効果とと

もに、生産性の低下を生じさせないための、製造副

産物の適正な給与法（製造副産物の種類や給与割合）

あるいは入手の簡便性や経済性が重要なポイントに

なる。実験１では製造副産物の適正な給与量を把握

する目的で、ビール粕やトウフ粕を用いて飼料中の

粗脂肪含有率を大幅に高めた場合に、メタン産生が

抑制されるものの、特に粗脂肪含有率が５％を越え

るような場合に消化率も低下することが確認され

た。繊維の消化率の低下については、脂肪含有率の

高い飼料の給与による第一胃内微生物の成育阻害や

脂質による繊維表面の皮膜などが原因であると考え

られており、実験１で認められたメタン産生抑制も

これらの原因に起因するものと推察される。従って、

脂肪含有率の高い飼料を用いてメタン産生を抑制す

るためには、飼料中の粗脂肪含有率が５％を超えな

いことが目安であると考えられた。そこで、実験２

では飼料中の粗脂肪含有率が５％を越えないよう

に、ビール粕、トウフ粕および生米ヌカを飼料中の

それぞれ８および15％添加した場合に、DMI、可消

化有機物摂取１㎏当たりのメタン産生量は減少した

ものの、乾物や中性デタージェント繊維の消化率に

は明瞭な影響は認められなかった。脂肪質飼料によ

る反芻家畜からのメタン産生抑制について、ココナ

ツ油2.5％の添加で25％、サフラワー粕5.7％の添加

で16％、ナタネ粕5.9％の添加で15％、アマニ粕6.7

％の添加で10％のメタン産生が抑制されることが報

告されている 。脂肪質飼料の給与によりVFA濃度

やAP比（酢酸・プロピオン酸比率）の低下や繊維

の消化率の低下が認められるが、中でも繊維分解菌

（セルロース分解菌）への影響が大きいと考えられ

ている 。一方、ココナツ油は直接メタン産生菌の成

育を阻害すると考えられており、脂肪質質飼料の種

類により、メタン産生抑制のメカニズムは異なる。

これらの脂肪質飼料によるメタン産生抑制効果の違

いは脂肪酸組成に起因するものであると考えられて

おり、Ｃ18：１、Ｃ18：２およびＣ18：３をそれぞ

れ飼料中６％添加した場合、メタンが31％、24％、

38％減少することが報告されている 。従って、実験

２で用いた製造副産物によるメタン産生抑制効果は

不飽和脂肪酸への水素添加によるものとは考え難

く、第一胃内微生物への影響に伴うものと言える。

今後、製造副産物給与によるメタン産生抑制のメカ

ニズムを明らかにするためには、第一胃内微生物へ

の影響について検討する必要がある。実験３では黒

毛和種雌牛を供試して、ビール粕および生米ヌカを

飼料中に添加した場合のメタン産生抑制効果を検討

表１―６ 供試飼料の育成雌牛での消化率とメタン産生量
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した。その結果、乾物や中性デタージェント繊維の

消化率の低下が生米ヌカで認められたものの、これ

らの製造副産物を用いることによって、１割程度メ

タン産生量の抑制が実現可能であった。実験３で乾

物や中性デタージェント繊維の消化率が低下した理

由として、実験２では山羊を供試し、維持量相当量

の飼料給与であったのに対し、実験３では黒毛和種

を供試し、維持量のほぼ1.5倍の給与量していること

から、畜種による違いのほか、生産レベルの違いに

よる影響も考えられる。また、畜産農家に導入可能

な技術とするためにはコスト面に配慮する必要があ

る。実験３では濃厚飼料の代替として比較的入手が

容易で、飼料費が安いビール粕や生米ヌカを用い、

飼料費の節減も念頭に置いた。チモシー乾草44円,大

麦23円、大豆粕46円、ビール粕21円、生米ヌカ15円、

フスマ25円として飼料費を試算した。飼料１㎏当た

り飼料費は対照区、ビール粕添加区、生米ヌカ区の

順に39.1円、36.7円、37.5円で、ビール粕区で2.4円、

生米ヌカ区で1.4円の節減であった。一方、可消化有

機物１㎏当たりでは順に54.3円、53.6円、56.2円で

あり、ビール粕区で0.7円節減できたものの、生米ヌ

カ区では1.9円高くなった。従って、可消化有機物当

たりのメタン産生量は対照区に比べ、ビール粕添加

区で5.2Ｌ、生米ヌカ区で8.5Ｌ減少したことから、

ビール粕添加区ではメタン産生抑制を図りつつ飼料

費の節減が可能であるが、生米ヌカ区ではメタン１

Ｌの抑制に0.22円の上乗せが必要であると試算され

た。本研究では脂肪質飼料として脂肪含有率の高い

製造副産物を用いたが、脂肪酸カルシウムを用いた

メタン産生抑制に関する報告 がある。一般に脂肪

酸カルシウムはバイパス油脂とも呼ばれ、泌乳初期

や暑熱期でのエネルギー不足を解消する目的で用い

られる。脂肪酸カルシウムの脂肪酸組成にもよるが、

飼料中に脂肪酸カルシウム４％の添加で、消化率に

影響を及ぼすことなく、メタン産生が４～13％抑制

できることを示している。脂肪質飼料を用いたメタ

ン産生抑制では、生産レベルに応じた脂肪質飼料の

適正な添加割合を把握することが重要である。中で

も脂肪酸カルシウムと異なり、製造副産物では脂肪

酸がバイパス化されておらず、第一胃微生物への悪

影響の点からも予め脂肪（脂肪酸）含有率の把握が

重要であろう。

⑸ 今後の問題点

本研究では脂肪含有率の高い製造副産物を用い

て、メタン産生抑制について検討した。より一層の

メタン産生抑制を図るためには以下の点を検討する

必要がある。

１）生産レベルにより製造副産物の添加による消化

率やメタン産生抑制への効果が異なることから、

生産レベル毎のメタン産生抑制法の検討が必要で

ある。

２）製造副産物の種類により、メタン産生抑制のメ

カニズムが異なると考えられることから、給与に

よる第一胃内微生物への影響について検討する必

要がある。

⑹ 要 約

反芻家畜からのメタン産生抑制を図るために、脂

肪含有率の高い製造副産物の活用を検討した。これ

らの製造副産物を飼料中１割程度添加することで、

黒毛和種雌牛から１割強のメタン産生抑制が可能で

ある。
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（参考）製造副産物利用上の留意点

⑴ トウフ粕

製造副産物の中には穀類なみに高エネルギー含量

を有するものも多く、牛用飼料としての利用価値は

高い。しかし、その飼料利用に際してはいくつかの

問題点がある。まず、多くの製造副産物は高水分で

産出され、変敗し易いことから、輸送、給与時での

品質の保持が重要な課題である。例えば、豆腐工場

と畜産農家が近隣にあり、一定量のトウフ粕を畜産

農家が毎日確保できる場合では保存性はさほど問題

とならない。しかし、トウフ粕は水分含量が80％に

近く、夏場では数時間で変敗臭がするなど腐敗が進

み易く、利用上の妨げとなっている。従って、畜産

農家と豆腐工場が離れている場合には、トウフ粕の

安定的な確保を図り、飼料設計に組み込むための保

存性の改善が必要である。高水分製造副産物の主な

保存性の改善法としては、乾燥処理やサイレージ化

が挙げられる。乾燥処理品は取扱い、運搬および貯

蔵に優れているものの、乾燥機の償却費用やランニ

ングコストがかかるために割高となる。ちなみにト

ウフ粕１㎏当たりの加熱乾燥に要する燃料費や電気

代の上乗せ分は15円程度との試算もある。一方、サ

イレージ化は乾燥処理よりもランニングコストの点

で有利ではあるものの、水分を多く含むことから遠

距離輸送にはコストがかさむなどの問題がある。特

にトウフ粕は夏場に変敗し易いことから、乳酸菌の

添加が有効であると考えられており、乳酸菌添加ト

ウフ粕サイレージは１週間程度の保存・使用が可能

であることが明らかとなっている。また、豆腐工場

から産出したトウフ粕を迅速に密封・貯蔵しサイレ

ージ化することがカビや微生物の増殖を抑制する上

でポイントであるが、豆腐工場は規模が小さいもの

も多く、豆腐業者と畜産農家がそれぞれの状況に見

合った適切なパイプ作りを行い、迅速でかつ経済的

な調製法を選択することが重要である。

⑵ ビール粕

ビール粕はトウフ粕に比べ大規模工場で産出され

ることから、飼料への再資源化が比較的容易である。

飼料向けのビール粕としては、生ビール粕、脱水ビ

ール粕、乾燥ビール粕がある。生ビール粕の水分含

量は約80％であるのに対し、脱水ビール粕は脱水機

により水分含量を70％程度まで脱水したもので、乳

酸菌や糖を添加してトランスバックに詰め込み、密

封、貯蔵した発酵ビール粕が流通している。また、

乾燥ビール粕は脱水ビール粕を乾燥機により水分含

量を10％程度にまで乾燥したものであり、一部は配

合飼料の原料としても用いられている。近年、発泡

ビールの消費量が急速に進展しており、発泡ビール

粕の利用も行われている。発泡ビール粕は米、トウ

モロコシなどの副原料を使っているために、繊維含

量が少なく可溶性炭水化物の多い組成であり、サイ

レージ調製には適していると考えられている。

⑶ 生米ぬか

生米ヌカは脂質の酸化に注意する必要がある。す

なわち、生米ヌカは高温高質条件下でリパーゼによ

る脂質の加水分解が生じ、品質が劣化する。劣化し

た脂質は家畜に有害であることから、生米ヌカを飼

料として利用する場合、脂質の劣化を防止すること

が重要である。脂質の劣化を防止する方法として冷

蔵保存や加熱処理が有効であり、加熱処理ではリパ

ーゼ活性の低下が生じ、酸価の上昇が抑制される。

生米ヌカの保存性を改善するための処理装置が既に

開発されており、定量安定供給機、２つの加熱筒、

吹上機、分離器および蒸気ボイラーで構成されてい

る 。この装置での処理により生米ヌカのリパーゼ

活性は半分に低下し、飼料として約２ヶ月間の保存

が可能である。この場合の処理費用は１㎏当たり４

～５円程度の上乗せが必要となる。また、米ヌカに

はリンが多く含まれており、過剰なリンの摂取は尿

石の原因になりうることから、給与飼料のミネラル

バランスには十分留意する必要がある。

⑷ 製造法等による飼料成分の変動

製造副産物は水分含量の高さや脂質の劣化の問題

のほか、原材料や製造法による飼料成分の変動が大

きいことが特徴として挙げられる。具体的には加熱、

発酵、抽出などの処理を受けていることが多いこと

から、原材料と比べ飼料特性が大きく変化している

可能性がある。タンパク質では加熱処理により第一

胃内分解率や下部消化管での消化率が変化する。酸

性デタージェント繊維中の窒素（ADIN）含量は下部
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消化管での窒素の利用率の指標とされているが、粗

飼料と比較し、製造副産物ではADIN含量と下部消

化管での窒素の消化率との相関は低い。従って、製

造副産物でも加熱処理によりADIN含量が増加す

るが、下部消化管での窒素の利用性の低下は粗飼料

ほど大きくはないと考えられている 。また、製造副

産物の中には非構造性炭水化物が少ないものや繊維

の消化性が高くエネルギー供給源として優れている

ものがある。特に製造副産物では繊維含量は高いが、

製造時の処理加工に伴い物理的効果が低いといった

偏った飼料特性を有するものも多い。ビール粕や生

米ヌカのように大規模工場から産出する製造副産物

では比較的品質が安定していると考えられるが、ト

ウフ粕のように小規模工場で産出されることが多い

製造副産物は、飼料成分の変動が大きいと予想され

る。従って、給与飼料に製造副産物を組み込むには、

それぞれの特徴を理解した上で、乾物や養分要求量

に応じた飼料設計を行うことが必要である。適正な

飼料設計を行うことは生産性の向上、飼料費の節減、

環境への負荷軽減につながることから、予め飼料分

析センターなどで飼料成分の分析を行い、飼料設計

に反映させることが重要であると思われる。
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（永西 修）

４ 黒毛和種雌牛への稲WCS給与における濃

厚飼料添加がメタン産生に及ぼす影響

⑴ 研究目的

反芻家畜から産生されるメタンは、給与水準が高

い場合は栄養濃度が低いほど産生量が多くなるが、

給与水準が低い場合は栄養濃度が高い方が産生量が

多くなり、飼料の栄養濃度の影響を受けることが知

られている 。一方、近年、余剰水田を活用するため

に飼料イネホールクロップサイレージ（以下イネ

WCS）の生産・給与が検討されている。イネWCS

は TDN含量が55％前後で、繁殖雌牛の飼料として

適しており、高消化の穀実部分と低消化の繊維部分

といった性質の大きく異なる部分から成る飼料であ

る。

そこで、本試験では繁殖雌牛にイネWCSを給与

した場合のメタン産生量を測定するとともに、同時

に給与する濃厚飼料の種類がメタン産生に及ぼす影

響を検討した。

⑵ 研究方法

試験１：呼気中のメタン濃度を測定するために飼槽

一体型のフードを製作し（資料２参照）、遅刈りのイ

タリアンライグラス乾草および黄熟後期収穫のイネ

WCSを、それぞれ黒毛和種成雌牛４頭（体重

420～510㎏）に給与して、メタン産生量を測定した。

メタン産生量測定のための呼気のサンプリング

法、メタン濃度測定法およびデータ処理法は畜産試

験場開発のシステムで行った。１日あたりの給与量

は原物で、乾草が５または６㎏、イネWCSは９㎏と

し、メタン産生の測定は乾草、イネWCSの順に実施

した。

乾草は10日間から19日間給与したのち、供試牛を

１頭ずつ順次フードに入れ、１ないし２日間、メタ

ン産生量を測定した。また、イネWCSは９～12日間

給与した後、３日間メタン産生量を測定した。また、

試験期間中それぞれの栄養価を測定するために、乾

草は３日間、イネWCSは５日間の全糞採取法で消

化試験を実施した。メタン測定終了後、経時的に揮

発性脂肪酸（VFA）測定用に第一胃液を経口で採取

した。

試験２：米ヌカと蒸煮圧扁トウモロコシを供試し

て、イネWCSに添加する濃厚飼料の性質がメタン

産生に及ぼす影響を検討した。

試験には体重390～500㎏の黒毛和種成雌牛４頭

（以下、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄとする）を供試した。４頭

中３頭は試験１と同一牛である。試験１で供したイ

ネWCSと１日あたり２㎏の加熱処理米ヌカまたは

トウモロコシを給与した（以下それぞれトウモロコ

シ区、米ヌカ区）。イネWCSは原物で８㎏/日、乾物

では４㎏前後を給与した。飼料中の濃厚飼料割合は

おおよそ30％であった。米ヌカは今井らが夏期の変

性を防止するために開発した加熱処理を施したもの
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である 。

供試牛Ａ、Ｂはトウモロコシ区、米ヌカ区の順に、

また、供試牛Ｃ、Ｄは米ヌカ区、トウモロコシ区の

順に飼料を給与した。メタン産生量は予備期１４日

間の終了後に、試験１と同様にフード法で２～３日

間測定したが、供試牛Ｂ、Ｃでトウモロコシ区の産

生量が著しく低かったため、Ｂは米ヌカ区終了後、

再度、トウモロコシ区飼料を９日間給与し、また、

Ｃもトウモロコシ区終了後、ひきつづき６日間トウ

モロコシ区飼料を給与し、その後、それぞれ２回目

のトウモロコシ区のメタン産生量を測定した。また、

飼料の消化率測定のため、メタン測定日とは別に４

日間全糞採取を行ったが、米ヌカ区の供試牛Ｄでは

採食量が減少したため中止した。また、４頭中３頭

で第一胃液を２および４時間後に採取し、VFA組

成を測定した。また、Ｂ、Ｃについては、メタン産

生量が少ない１回目トウモロコシ区の第一胃液も採

取した。

分析：水分、灰分、粗蛋白質および粗脂肪含量は定

法により分析した。また、繊維成分としてOCW を

酵素法で定量した。カロリーは熱量計で、第一胃液

VFAはガスクロマトグラフィー法で定量した。

⑶ 結 果

表１―７に供試した飼料原料および給与飼料の飼

料成分を示した。イネWCSと米ヌカの給与では、飼

料中の脂肪含量は8.1％と高かった。一方トウモロコ

シとの組み合わせでは、3.1％と低かった。なお、供

試したイネWCSの収穫時のもみの割合は57％で、

デンプン含量は38％であった。

表１―８に各飼料の摂取量および消化率を示し

た。試験２では米ヌカおよびトウモロコシを給与し

た分、飼料摂取量は多かった。なお、TDN含量はイ

ネWCSが57.7（％ DM）、乾草が50.2（％ DM）で

あった。乾物および有機物の消化率は米ヌカおよび

トウモロコシを添加した区で高く、特に、トウモロ

コシ区で高かった。繊維（OCW）の消化率は、トウ

モロコシ区および米ヌカ区ともイネWCS区より高

かったが、変動が大きく差は有意でなかった。

表１―９にメタン産生量を示した。表中の有意差

の検定は濃厚飼料の添加の効果を判定するため、イ

ネWCSを給与した３区間で行った。１日あたりの

メタン産生量（リットル、Ｌ）は、乾草給与が110～160

Ｌ、イネWCS給与が120～160Ｌ、米ヌカ区が

130～170Ｌ、トウモロコシ区が125～211Ｌで、試験

１では２から３日の測定であるがメタン産生量の日

間変動は小さく、また、試験２ではトウモロコシ区

で供試牛間の変動が大きかった。

乾草とイネWCS給与の比較では、摂取乾物１㎏

当たりの生産量はイネWCSが32.8Ｌと乾草の27.5

Ｌよりも多かったが、可消化有機物（DOM）１㎏当

たりでは差は小さかった。

トウモロコシ区では、供試牛 B、Cの１回目のメタ

ン産生量はそれぞれ2.0、6.3Ｌ/㎏と少なかった。再

度測定した B、Cのメタン産生量は、A、Dと同程度

表１―７ 供試飼料原料および給与飼料の成分組成

表１―８ 飼料摂取量および成分消化率
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で、これら４頭の平均は28.5Ｌ/㎏であった。米ヌカ

区とトウモロコシ区では、イネWCS単一給与より

も有意にメタン産生量が低下した。また、米ヌカ区

とトウモロコシ区では、摂取乾物あたりでは米ヌカ

区が23.1Ｌ/㎏と低かったが（p＜0.05）、DOM 当た

り、および、可消化 DE当たりでは差は有意ではなか

った。

第一胃液VFA組成を表１―10に示した。イネ

WCSのみを給与した場合、乾草給与に比べてプロ

ピオン酸比が低く、酪酸モル比が高かった。また、

イネWCSに米ヌカまたはトウモロコシを添加する

と、酢酸モル比が低下し、プロピオン酸モル比は高

まった。

なお、メタン産生量が少なかった B、Cの１回目で

は、Bでプロピオン酸比は30mol％と高かったが、

Cでは21mol％と高くはなかった。

⑷ 考 察

Shibataらは黒毛和種成雌牛における摂取乾物１

㎏あたりのメタン産生量を33.40Ｌ/㎏としてい

る 。本試験のイネWCSを給与した場合のメタン産

生量は、この値に一致しているものの、乾草給与お

よびイネWCSに米ヌカまたはトウモロコシを添加

した給与の値は低い方にはいる。

メタン産生を抑制するために、第一胃内で生成し

た水素の不飽和脂肪酸添加や第一胃内プロピオン酸

生成による除去が有効とされている。今回給与した

４種類の飼料でも、第一胃液プロピオン酸比（表１

―10）が高い飼料では、摂取乾物当たりのメタン産

生量（表１―９）も少ないといった関係が見られた。

また、脂肪酸の添加については、既に、脂肪酸カル

シウム や米ヌカなどの高脂肪飼料 でメタン抑制

効果のあることが報告されている。永西らは山羊で

トウフ粕およびビール粕を15％の割合で添加し、ま

た、黒毛和種育成牛でビール粕および生米ヌカを12

％の割合で添加して、メタン産生の抑制効果を明ら

かにしている 。本試験では米ヌカ、トウモロコシの

添加割合は約30％と高く、また、飼料全体の脂肪含

量が3.1％のトウモロコシ区でも米ヌカ区と同様に、

メタン産生抑制効果が認められた。これはデンプン

表１―９ 黒毛和種成雌牛の維持レベル給与におけるメタン産生量と添加濃厚飼料の影響

表１―10 イネWCSおよび濃厚飼料給与時の第一胃液VFA組成（２時間後）
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等の炭水化物によるプロピオン酸生成によるもので

あろうが、抑制効果は米ヌカのような高脂肪飼料よ

りも小さい。トウモロコシ区では一部の供試牛で極

端にメタン産生量が少なく、また、Ｂで第一胃液プ

ロピオン酸比が30mol％と高いといった濃厚飼料

多給の影響が見られる。今回給与したイネWCSは

モミが57％と半分以上を占め、また、トウモロコシ

は消化率を高めるために蒸煮圧扁処理を行ったもの

で、TDN含量が92.3％（乾物；中日本標準飼料成分

表）と高い。米ヌカも TDN含量が91.5％と高いが、

高脂肪含量によるものである。従って、トウモロコ

シおよび米ヌカの原物重量で２㎏、割合で30％の給

与では、同一量であってもトウロモロコシではデン

プン含量が高く濃厚飼料多給の影響が生じ、一方、

米ヌカでは繊維（OCW）含量も37％と比較的高いた

め影響が出なかったものと考えられる。

各飼料の TDN含量（乾物中％）は、トウモロコシ

が92.3、米ヌカが91.5であり、イネWCSは実測値で

57.7である。これらの TDN含量と給与割合から求

めた飼料全体の TDN計算値は、表２の消化率から

求めた TDN実測値とほぼ一致しており、本試験の

脂肪の給与水準では高脂肪の飼料を給与したことに

よる消化率の低下は特に認められない。

⑸ 今後の問題点

高炭水化物の濃厚飼料給与でメタン抑制効果が期

待される。しかし、本試験の濃厚飼料の給与水準（添

加割合で30％）より少ない場合のメタン抑制効果は

不明である。

⑹ 要 約

黒毛和種繁殖雌牛にイネWCSを給与した場合の

メタン産生量は乾物当たり33Ｌ/㎏で、乾草の28Ｌ/

日よりも高い値であった。また、米ヌカおよび蒸煮

圧扁トウモロコシを原物で２㎏、割合で30％給与す

ることにより、摂取乾物当たりのメタン産生量は低

下したが、その低下の程度は米ヌカの方が大きかっ

た。
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第２章 肥育牛からのメタン産生抑制技術の開発

１ 脂肪酸カルシウム給与による肥育牛からの

メタン産生抑制

⑴ 研究目的

メタンは温室効果ガスの一つであり、オゾン層の

破壊にも関与するとされている 。日本における家

畜全体からのメタン発生量のうち、肥育牛からのメ

タン発生量は33％を占めており 、家畜からのメタ

ン発生抑制を考える場合、肥育牛からのメタン発生

抑制技術の開発は重要と考えられる。反芻家畜から

のメタン発生を抑制するために、不飽和脂肪酸を飼

料中に添加し、ルーメン内でのメタン生成の基質と

なる水素を消費することが試みられている 。しか

し、濃厚飼料多給で繊維摂取量の少ない条件下で飼

養されている肥育牛に、不飽和脂肪酸を多く含有し

ている油脂の脂肪酸カルシウムを長期間給与した場

合のメタン発生量に及ぼす影響については明らかに

なっていない。そこで本研究では、肥育牛からのメ

タン発生を抑制する技術を開発するために、肥育牛

に不飽和度の高いアマニ油由来の脂肪酸カルシウム

を添加した飼料を長期間与えてメタン発生量を測定

し、肥育牛の飼料へのアマニ油脂肪酸カルシウム添

加の効果と、その持続性について検討した。

⑵ 研究方法

ア．飼養条件

褐毛和種去勢牛（10か月齢）を1999年６月および

2000年６月にそれぞれ６頭導入し、各年において３

頭づつ２区に分けて試験に用いた。供試牛の２区へ

の割り付けは、導入後11か月齢より市販濃厚飼料

（TDN71.5％）とイタリアンライグラス１番草の乾

草を自由に採食させる肥育を開始して13か月齢時に

呼吸試験を行い、メタン発生量の平均が等しくなる

よう行った。試験処理開始は14か月齢からとし、試

験区としては、上記濃厚飼料に DM あたり４％とな

るようにアマニ油脂肪酸カルシウム（油脂含量83.8

％ DM）を添加したものを給与する油脂区と、無添

加のものを給与する対照区を設けた（表２―１）。試

験期間は24か月齢までの10か月間とした。濃厚飼料、

粗飼料とも自由採食させた。

イ．呼吸試験

試験開始１、５、９か月後に、フード式呼吸試験

装置または開放型間接呼吸試験装置を用いて呼吸試

験を行い、メタン発生量を測定した。測定期間は、

３～７日の馴致期間後、乾物摂取量が安定した後の

３日間とした。飼料は呼吸試験期間中も自由採食と

し、毎日残飼を採取して飼料摂取量を測定した。

ウ．屠体成績

試験開始10か月後（24か月齢時）に屠畜を行い、

枝肉重量、枝肉歩留、および体腔内脂肪量を測定し

た。屠畜翌日に、枝肉左半丸を第６～７肋骨間で切

断し、BMS、ロース芯面積を枝肉格付け基準に従っ

て測定した後、第７胸椎部位を切り出し、赤肉、脂

肪、骨、およびその他の組織に分け、その構成割合

を調査した。

なお、試験開始後、対照区では３か月後に腹部の

腫瘤のために１頭が、油脂区では８か月後に後肢関

節炎のため１頭が供試できなくなったため、試験か

ら除外した。

⑶ 結 果

ア．メタン発生量と呼吸試験中の飼料摂取量

呼吸試験中の飼料摂取量とメタン発生量を表２―
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２に示した。乾物、濃厚飼料および乾草の摂取量に

差はなかった。１日１頭あたりおよび DMIあたり

のメタン発生量は、両区とも試験開始後ほぼ一定の

値で推移した。また、各区のメタン発生量には、試

験開始１（15か月齢）、５（19か月齢）、９か月後（23

か月齢）のいずれの時点においても有意な差を認め

なかったが、対照区と比べ油脂区でやや低い値を示

した。

イ．全試験期間中の飼養成績および増体成績

試験期間を通した飼料摂取量、増体成績と第７胸

椎部分の赤肉、脂肪、骨の構成割合を表２―３に示

した。油脂区の粗脂肪摂取量は有意に高かったが、

乾物、濃厚飼料、乾草およびNDF摂取量に差はなか

った。油脂区の日増体量は有意ではなかったが、対

照区に比べ高かった。枝肉重量は統計的に有意な差

ではなかったが、対照区と比較して油脂区で27㎏高

い値であった。枝肉歩留は対照区よりも油脂区で有

意（p＜0.10）に高い値であった。ロース芯面積、BMS
 

No.、ロース芯中粗脂肪含量は、いずれも対照区に比

べ油脂区で高い傾向があったが、有意な差は認めら

れなかった。また、胸腔、腹腔、骨盤腔内の脂肪組

織を合計した、体腔内脂組織肪重量は、対照区より

も油脂区で７㎏大きな値であったが、有意な差では

なかった。第７胸椎部分の赤肉、脂肪、骨の構成割

合は、いずれの組織においても、処理区間の差は認

められなかった。

⑷ 考 察

表２―２ 呼吸試験中の飼料摂取量とメタン発生量
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ア．メタン発生に及ぼす効果

DMIあたりのメタン発生量は、有意とはならなか

ったものの、試験期間を通じて対照区よりも油脂区

で低い傾向が維持された。本研究での摂取飼料全体

に対する油脂の添加量は、濃厚飼料の摂取割合と脂

肪酸カルシウム中の油脂含量から2.4％と計算され

る。飼料中の油脂が3.5％および7％となるようココ

ヤシ油を添加した飼料を給与したヒツジにおいて、

メタン発生が抑制されたとの報告 がある一方、泌

乳牛の飼料中に3.5％の大豆油を加えても、メタン発

生量に変化がなかったとする報告 もある。本研究

で添加した油脂はこれらの報告よりも低い添加割合

であり、明らかな効果を得るには添加レベルが低か

ったと考えられる。また、ココヤシ油添加の効果を

認めた報告 では同一個体を用いたラテン方格法が

用いられており、同一個体を用いないで、脂肪酸カ

ルシウム給与がメタン発生量と増体におよぼす長期

間にわたる効果を調査しようとする場合には、さら

に大きな頭数規模での試験が必要であろう。

試験開始後の DMIあたりメタン発生量の区間差

は平均1.5l（1.2～2.1l）である。本研究において摂

取されたアマニ油の不飽和脂肪酸割合（Ｃ18：１、

Ｃ18：２、Ｃ18：３それぞれ14.5％、15.4％、60.4

％）から、すべての不飽和脂肪酸に水素添加がなさ

れたと仮定して計算すると、DMI１㎏あたりのメタ

ン減少量はおよそ２ lとなる。試験期間中の油脂区

のメタン発生抑制効果は、予測される値の７割とな

った。これは、本研究で用いた脂肪酸はカルシウム

表２―３ 試験期間中の飼料摂取量および増体成績

― ―26



塩の形になっていることから、全ての不飽和脂肪酸

に水素添加がなされなかったためと考えられた。

本研究では、濃厚飼料多給条件下で10か月という

長期間に渡って、不飽和脂肪酸を多く含有する油脂

の脂肪酸カルシウム添加によるメタン生成抑制を試

みた。その間統計的に有意とはならなかったものの、

メタン発生量は試験期間中、油脂区で対照区よりも

低く、DMIあたりメタン発生量の区間差は試験期間

を通して、ほぼ一定の値で推移した。これらのこと

から、飼料中へのアマニ油脂肪酸カルシウム添加に

よるメタン発生抑制効果は、長期間にわたって持続

し得るものと考えられた。

試験期間中の濃厚飼料および乾草摂取量は両区に

差はなく、アマニ油脂肪酸カルシウム添加は飼料摂

取に影響を及ぼさないことが示された。

イ．試験期間中のメタン発生量の推定

Shibataら は、DMIからのメタン発生量の推定

式について、可消化エネルギー摂取量が維持要求量

の2.5倍までは有意な一次回帰式が得られたとして

いる。本研究における可消化エネルギー摂取量は、

呼吸試験期間中で維持要求量の1.6倍（1.3～2.0倍）

であり、試験期間を通しても2.1倍（1.8～2.4倍）で

あり、DMIに対する乾草摂取量の割合は、呼吸試験

とそれ以外で大きく変わるものではなかったことか

ら、本研究においては、試験期間中の DMIと呼吸試

験によって得られた DMIあたりメタン発生量か

ら、１次式を用いてメタン発生量を推定することが

可能と考えられた。そこで、試験期間中の総メタン

発生量を、各週の DMIに DMIあたりメタン発生量

を乗じて週毎のメタン発生量を算出し、それを積算

して推定した。試験期間10か月間の1頭あたり総メタ

ン発生量の推定値は、対照区で87.7kl、油脂区で

88.2klであり、区間で差がなかった。増体１㎏あた

りのメタン発生量は、対照区で470.5l、油脂区で

406.1lであり、有意な差ではなかったが、油脂区の

方が13％低い値となった。また、増体当たりのメタ

ン発生量と飼料要求率の１次回帰式を求めたところ

有意な正の相関を示し（図２―１）、飼料効率の改善

がメタン発生量を抑制する方法の一つであることが

示された。

以上の結果から、アマニ油脂肪酸カルシウム添加

飼料の給与は、DMIあたりのメタン発生を抑制し、

増体成績を改善することにより、肥育牛からの肉生

産あたりのメタン発生量を削減する可能性が示唆さ

れた。

ウ．コストについての試算

アマニ油脂肪酸カルシウムの価格はおよそ￥400/

㎏であることから、その添加コストについても検討

する必要がある。本研究における対照区および油脂

区の飼料摂取量から試算される飼料費は、対照区

￥86,035、油脂区￥119,841であり、油脂区の方が

￥33,806高くなっている。しかし、枝肉重量は油脂

区の方が26.6㎏大きくなっており、枝肉価格が

￥1271/㎏以上であれば、脂肪酸カルシウムの添加コ

ストは回収出来ることになる（表２―４）。また、こ

の試算には環境負荷に対するコスト負担分について

は含まれておらず、メタン発生を抑制し、環境負荷

を低減したことによる経済効果が考慮できれば、添

加コストの回収はより容易になるであろう。

⑸ 今後の問題点

本研究においては、不飽和脂肪酸を多く含む油脂

添加物としてアマニ油由来の脂肪酸カルシウムを用

い、添加割合を４％として試験を行った。今後さら

にメタンの抑制を図るためには以下の点について研

究を進める必要があるものと考えられる。

ア．アマニ油以外の原料油脂の検索。大豆油等のよ

り安価な原料油を使うことによるコストダウンの

検討。

イ．添加割合の検討。添加レベルと抑制効果の関係

を明らかにすることで、効率的な添加量が明らか

図２―１ 増体あたりメタン発生量と飼料要求率の関

係（対照区（〇）油脂区（■））

＊NI：１気圧、０℃の時の体積１
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となる。

ウ．給与時期、給与方法の検討。コストダウンのた

めに、メタン抑制に効果的な時期を選んで給与す

る方法の検討、あるいは効果的な給与時期と添加

割合の組み合わせなど、給与方法の検討。

⑹ 要 約

肥育牛からのメタン発生を抑制するために、アマ

ニ油脂肪酸カルシウムの給与が、肥育牛からのメタ

ン発生と増体成績に及ぼす影響を検討した。乾物摂

取量（DMI）あたりのメタン発生量は、有意な差で

はなったが、試験期間を通じて対照区よりも油脂区

で小さな値を示した。また、アマニ油肪酸カルシウ

ム添加によるメタン発生の減少量は不飽和脂肪酸摂

取量から計算される減少量の７割程度であったこと

から、アマニ油脂肪酸カルシウムはメタン発生抑制

に効果があったと考えられた。油脂区は対照区より

も増体成績が優れ、日増体量あたりのメタン発生量

は、有意な差ではないものの13％低い値を示した。

以上の結果からアマニ油脂肪酸カルシウムの添加

は、DMIあたりのメタン発生を抑制し、増体成績を

改善することにより、増体あたりのメタン発生量を

削減する可能性が示唆された。
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（柴 伸弥）

２ 第一胃刺激用具投与による肉用牛からのメ

タン産生の抑制技術の開発

⑴ 研究目的

反芻家畜から放出されるメタンは、宿主が摂取し

た飼料エネルギーの損失に加えて、地球温暖化にも

寄与していることが指摘されている。Mosierら

は、反芻家畜から放出されるメタンが年間80Tg、総

発生量の約13％にあたると報告している。反芻家畜

から産生されるメタンの抑制技術に関しては、以前

から幾つかの方法が試みられてきた が、それら技

術の中で実際の生産現場に普及している技術はない

に等しい状況である。したがって、現在、急激に進

行する地球温暖化の抑止に貢献するためにも、実用

可能な技術が早急に求められている。また一般に粗

飼料多給与条件下に比べ濃厚飼料多給与条件下で

は、メタンの産生量が少ない ことが知られており、

濃厚飼料多給与条件下でのメタン産生の抑制技術に

表２―４ 生産コスト試算表
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関する研究報告は非常に少ない 。

最近、粗飼料のもつ物理的因子の補足、代替を目

的としたナイロン製ブラシである第一胃刺激用具

（ルーメンファイブ、名和産業、京都）が市販され

ており、濃厚飼料多給与条件下の肥育牛を中心に普

及している。この第一胃刺激用具は、投与器を用い

て経口から第一胃に投与し数時間後に図２―２のよ

うにブラッシ状に開き、噴門部および第二・三胃口

から排出されることなく、常に第一胃内に滞在する

機構を備えている。また内容物と共に移動し、第一

胃粘膜上皮に対して機械的な刺激を与え、反芻を促

すことで、第一胃の恒常性保持に期待がもたれてい

る 。

当研究室において、第一胃刺激用具を濃厚飼料多

給与条件下のヒツジへ投与すると、第一胃内容液中

のプロピオン酸生成割合が増加することを確認した

（未発表データ）。一般に第一胃内においてメタン生

成が抑制されたとき、メタン生成で利用されなくな

った代謝性の水素の多くはプロピオン酸生成に利用

される 。したがって、第一胃刺激用具を肉牛に投与

したとき、第一胃からのメタン生成が抑制されるこ

とが考えられる。

そこで本研究は、圧ペン大麦を主体とした濃厚飼

料を多量に給与または食品製造副産物を給与したホ

ルスタイン種去勢牛へ第一胃刺激用具を投与し、メ

タン産生量に及ぼす影響について検討した。

⑵ 研究方法

実験１

濃厚飼料を多量に給与した肉牛に第一胃刺激用具

を投与した際の消化率へ及ぼす影響およびメタン産

生抑制の可能性を検討した。供試家畜はルーメンフ

ィステル装着ホルスタイン種去勢雄牛４頭（平均体

重612㎏）、給与飼料は粗飼料にチモシー乾草、濃厚

飼料に圧ペン大麦および大豆粕を用いた。給与飼料

中の粗飼料と濃厚飼料の割合は乾物換算で７：93と

し、給与量は１日増体量1.2㎏を満たす代謝エネルギ

ー量とした。第一胃刺激用具は、１頭当たり３個を

ルーメンフィステルから投与した。調査項目は、メ

タン産生量、飼料の消化率、第一胃内容液性状およ

び液相と固相の第一胃内通過速度とした。

実験２

実験１と同様な飼料給与条件の肉牛へ第一胃刺激

用具を投与した際のメタン産生量をヘッドチャンバ

ー式呼吸試験装置にて測定した。供試動物はホルス

タイン種去勢雄牛４頭（平均体重531㎏）、給与飼料

は実験1と同様、チモシー乾草、圧ペン大麦および大

豆粕を用いた。給与飼料中の粗飼料と濃厚飼料の割

合は乾物換算で１：９とした。給与量は、維持要求

量の1.5倍量を満たす代謝エネルギー量とした。第一

胃刺激用具は、１頭当たり３個を専用の投与器によ

り経口投与した。調査項目は、飼料の乾物消化率、

エネルギー出納およびメタン産生量とした。

実験３

最近、食品製造副産物の家畜飼料への利用に関す

る研究が盛んに行われている。焼酎粕、ビール粕な

どは、その給与によってメタン産生量が減少するこ

とが知られている 。しかし繊維成分含量は高い

が、飼料粒子が微細なため物理的因子に乏しく、使

用範囲が限られていた。そこで、本実験は第一胃刺

激用具により物理的因子を補い、メタン産生抑制の

効果の大きい飼料条件を模索することを目的とし

図２―２ 第一胃刺激用具と専用投与器

A、B；第一胃刺激用具、C、カプセル、D、

専用投与器
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た。供試家畜はホルスタイン種去勢雄牛４頭（平均

体重698㎏）、供試飼料は粗飼料にチモシー乾草もし

くはビール粕サイレージ、濃厚飼料は圧ペン大麦お

よび大豆粕を用いて維持要求量を満たす代謝エネル

ギー量とした。試験設定は第１期にチモシー乾草、

第２期にビール粕サイレージを給与、第３期開始時

に第一胃刺激用具を1頭につき３個を経口から投与

し、第３期（ビール粕サイレージ＋第一胃刺激用具）

および第４期（チモシー乾草＋第一胃刺激用具）に

ついて、飼料の消化率およびメタン産生量を調査し

た。なお、粗濃比は、乾物換算でそれぞれ、チモシ

ー乾草給与時１：９、ビール粕サイレージ給与時

２：８とした。

なお、本研究おける、すべての動物実験は、Curtis

とNimzの指針 を基に作成された畜産草地研究所

動物実験指針に準じて行った。

⑶ 結 果

実験１

１㎏当たりの指数で示すと約56％減少した（表２

―５）。第一胃刺激用具の投与による飼料の消化率お

よび栄養価への影響は認められなかった（表２―

６）。第一胃刺激用具の投与によって第一胃内容液の

㏗は高くなる傾向を示し、アンモニア態窒素濃度は

有意に低下した（表２―７）。また、酢酸のモル割合

は低くなる向を示し、プロピオン酸のモル割合は有

意に高くなった。第一胃刺激用具を投与すると、１

㎖中のプロトゾア数は激減した。液相および固相の

第一胃内通過速度定数は、第一刺激用具を投与する

と有意に上昇した。以上の結果、第一胃刺激用具を

投与すると呼気からのメタン産生量が、標準値より

低かった。ルーメンフィステルからのガスの漏れが

考えられたので、実験２・実験３ではルーメンフィ

ステル未装着牛を用いて検討した。

実験２

メタン産生量と乾物摂取量１㎏当たりのメタン産

生量は、それぞれ、無投与で286.0Ｌ、37.8Ｌ、第一

胃刺激用具の投与で231.7Ｌ、30.7Ｌと、第一胃刺激

用具を投与すると有意に減少した（表２―８）。無投

与のメタン産生量を100％としたとき、第一胃刺激用

具を投与したときのメタン産生量は80.7％であり、

表２―５ 第一胃刺激用具投与によるメタン産生量に

及ぼす影響（実験１)

表２―６ 第一胃刺激用具投与による消化率および栄

養価に及ぼす影響（実験１)

表２―７ 第一胃刺激用具投与による第一胃内容液性

状に及ぼす影響（実験１)

表２―８ 第一胃刺激用具投与によるメタン産生量に

及ぼす影響（実験２)
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19.3％のメタン生の抑制効果が認められた。また、

第一胃刺激用具を投与すると、乾物消化率と代謝エ

ネルギーに与える影響は小さかった。

実験３

乾物の消化率において、チモシー乾草に比較する

とビール粕サイレージは低い傾向を示し、第一胃刺

激用具を投与すると高くなる傾向を示した（表２―

９）。メタン産生量と乾物摂取量１㎏当たりのメタン

産生量は、それぞれ、第一胃刺激用具無投与時のチ

モシー乾草給与295.0Ｌ、49.2Ｌ、ビール粕サイレー

ジ給与258.2Ｌ、45.3Ｌ、第一胃刺激用具を投与時の

チモシー乾草給与252.4Ｌ、42.1Ｌ、ビール粕サイレ

ージ給与229.4Ｌ、39.1Ｌだった。すなわち、メタン

産生量および乾物摂取量1㎏当たりの産生量とも、第

一胃刺激用具を投与するといずれの飼料給与条件下

でも有意に減少した。特に、ビール粕サイレージ給

与時に第一胃刺激用具を投与すると最もメタン産生

量が抑制された。

⑷ 考 察

図２―３ メタン産生量の日内変動

↓；飼料給与時間

表２―９ チモシー乾草およびビール粕サイレージ給与時における第一胃刺激用具投与の影響

（実験３)
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日本飼養標準 によると、肥育牛の飼料中に最低

必要な繊維含量として、粗繊維では7.0％、酸性デタ

ージェント繊維では10.0％、中性デタージェント繊

維では16.0％であるとしている。本研究では第一胃

刺激用具の影響をより明確にするため、必要とされ

る繊維含量を極限まで制限した。懸念された鼓脹症、

アシドーシスなどの代謝障害は、試験期間を通して

どの供試動物にもみられず、また第一胃刺激用具の

投与による採食への影響もみられなかった。

実験１において第一胃刺激用具を投与すると、液

相および固相の第一胃内通過速度は上昇したが、こ

れは第一胃粘膜上皮に対する第一胃刺激用具の機械

的な刺激による第一・二胃収縮運動の促進が関係し

ているためと思われた。第一・二胃収縮運動が引き

起こされる要因は様々である ことが知られている

が、その一つに摂取した飼料片による第一・二胃囊、

噴門部付近の粘膜上皮に存在する受容器に対する機

械的な刺激がある。Baumontら は、液体飼料のみ

を摂取しているルーメンカニューレ装着ヒツジにポ

リスチレン製キューブを投与すると、第一胃の収縮

運動が促進されることを報告した。また第一胃粘膜

上皮に対する機械的な刺激が、第一・二胃収縮運動

と密接に関係していると同時に、第一胃内容物の通

過速度とも関係している ことから、液相、固相

の第一胃内通過速度は上昇した原因は、第一胃刺激

用具の機械的な刺激によるものと考えられる。

その第一胃刺激用具の刺激によって引き起こされ

た液相および固相の第一胃内通過速度の上昇が、メ

タンの抑制を引き起こした最も重要な原因と考えら

れる。Okineら は、液相および固相の第一胃内通過

速度が上昇したとき、消化率が低下することなく、

メタン発生量が29％減少したことを報告した。この

データを回帰方程式に当てはめて検討したところ、

メタン発生量の減少と第一胃内における液相および

固相の通過速度には密接な関係があることを示し

た。KennedyとMilligan も、寒冷および暑熱環境

下のヒツジの第一胃内容性状を検討した結果、液相

と固相の第一胃内通過速度の上昇とメタン発生量の

減少を報告し、この両者には密接な関係があること

を認めた。また、in vitroにおいて連続培養装置を用

いた Isaacsonら は、液相の通過速度を上昇させた

ときメタン発生量が減少したことを報告した。

すなわち、第一胃刺激用具の投与によって引き起

こされた液相、固相の第一胃内通過速度の上昇が、

微生物叢に大きく影響した 結果、メタン産生が抑

制されたと推察した。実験１におけるアンモニア態

窒素濃度の低下や微生物の代謝産物でもある揮発性

脂肪酸組成がプロピオン酸発酵が促進したことから

も、第一胃刺激用具の投与によって微生物叢の変化

が引き起こされたと考えられる。

さらに、第一胃刺激用具を投与した肉牛の第一胃

内容液中のプロトゾア数も、液相と固相の第一胃内

通過速度の上昇により減少したと思われるが、この

ことも、メタン産生量の抑制に深く関わっていると

考えられる。プロトゾアは他の第一胃内微生物に比

べ大型のため増殖速度が遅く、液相および固相の第

一胃内通過速度が上昇すると第一胃内から流失し、

第一胃内において一定の密度を保つことが困難にな

ると考えられている 。また、メタン生成細菌の多く

はプロトゾアの体表および細胞内に生息している

ため、プロトゾアの密度はメタン産生量に大きく影

響を与える ことが知られている。Whitelawら

は、実験的に作出したプロトゾアの存在しない牛と

通常の牛に大麦主体のペレットを多量に給与した結

果、プロトゾアの存在しない牛からのメタン産生量

は約50％減少したことを報告した。一般に濃厚飼料

多給与下においては、第一胃内㏗の低下に伴ってプ

ロトゾア数は減少する ことが知られている。また、

Whitelawら は、メタン生成に関するプロトゾア

数の影響は、濃厚飼料多給与条件下においても大き

いことを示した。しかし、本実験では第一胃内㏗に

は、第一胃刺激用具投与により顕著な差が認められ

なかったため㏗の違いがプロトゾア数とメタン産生

に与えた影響は小さいと考えられる。

ビール粕サイレージの給与によるメタン産生抑制

の原因の一つにプロトゾアに対する影響が考えられ

る。桂ら によると、ビール粕サイレージの給与量を

増加させたとき、第一胃内繊毛虫が減少することを

報告した。したがって、ビール粕給与時に第一胃刺

激用具を利用することで、より大きなメタン産生抑

制の効果が認められたと思われる。

牛からのメタン産生量は、一般に粗飼料多給与条

件下に比べ濃厚飼料多給与条件下において少ないと

いわれるが、濃厚飼料多給与条件下では種々の代謝

障害に見舞われる危険性がある。しかし堀口ら は、

牧乾草および稲ワラを粗飼料とする慣行的な飼養を
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した牛群と、それら粗飼料の代わりに第一胃刺激用

具を投与して飼養した牛群の比較を行った結果、第

一胃刺激用具を投与した牛群は慣行的に飼養した牛

群と遜色のない成長を示したことを報告し、また同

一飼料給与下での試験では、反芻時間が増加した

ことを報告した。その他、第一胃に対して機械的な

刺激を与える人工的な物質の投与は、ルーメンパラ

ケラトーシスなどの代謝障害の緩和 、増体効率の

改善 など肥育牛に対して有効であることは既に報

告された。

したがって、第一胃刺激用具を投与して肉牛を肥

育するとき、ビール粕などの飼料の持つ物理的因子

が少ない粗飼料を給与したときメタン産生の抑制効

果が現れる可能性がある。今後、これらの食品製造

副産物を給与したとき、第一胃刺激用具のメタン抑

制効果について詳細に検討する必要がある。

⑸ 今後の問題点

本研究の成果から、肥育中の肉用牛のような濃厚

飼料多給与下の牛に第一胃刺激用具を用いること

で、メタン産生を抑制することが可能である。さら

に、ビール粕サイレージ給与下においては、より大

きなメタン産生を抑制する効果が認められた。一般

に食品製造副産物の多くは、粒子が微細なため、物

理的因子に乏しく利用が制限される場合が多い。し

かし、ビール粕のように飼料自体にメタン抑制効果

を持つものが他にもあると思われる。したがって、

それら飼料の模索と第一胃刺激用具を併用して利用

する、さらなるメタン産生抑制の飼料条件を検討す

ることを今後の研究課題としたい。

⑹ 要 約

肥育している肉用牛を想定した濃厚飼料多給与下

の去勢牛において、粗飼料のもつ物理的因子を代替

する第一胃刺激用具を第一胃に投与してメタン産生

の抑制を検討した。その結果、第一胃刺激用具の機

械的な刺激が原因と思われる液相および固相の第一

胃内通過速度の上昇が認められた。液相および固相

の第一胃内通過速度の上昇により、飼料の消化率の

低下が懸念されたが、低下する影響はなかった。ま

た、これらの通過速度の上昇が原因と思われるプロ

トゾア数の減少など第一胃内微生物叢などの変化を

介してメタン産生量は、約20％抑制することができ

た。さらに、飼料自体にメタン産生抑制効果のある

ビール粕サイレージ給与時に第一胃刺激用具を利用

すると、さらにメタン産生が抑制することができた。
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（高橋敏能）

３ 肥育牛における濃厚飼料添加がメタン産生

に及ぼす影響

⑴ 研究目的

反芻家畜からのメタン産生量は高蛋白質飼料給与

時には少なく、繊維含量が高い場合に多くなると言

われている 。肥育牛は一般に稲ワラを粗飼料とし

て濃厚飼料多給で飼養されており、粗飼料の給与水

準が低いことから、繊維含量自体は少ないものの、

給与量の多少で繊維含量は大きく変動し、メタン産
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生に影響することが考えられる。また、近年、余剰

水田を活用する目的で飼料イネホールクロップサイ

レージ（イネWCS）の給与が検討されている。イネ

WCSは粗飼料と濃厚飼料の両方の特性を有し、ま

た、牛では嗜好性が良いことが知られ、ワラに近い

低消化性繊維を多給することができる。

一方で、メタン産生量抑制のためには、高脂肪飼

料の給与が有効なことが知られている 。著者ら

も前章の繁殖雌牛に維持レベルでイネWCSを給与

した試験では、トウモロコシ添加または米ヌカ添加

がメタン産生量を抑制し、特に、米ヌカで顕著であ

ることを認めた。そこで、本試験では稲ワラまたは

イネWCSを粗飼料とした場合の、肥育牛における

メタン産生量を把握するとともに、米ヌカおよびト

ウフ粕といった高脂肪の濃厚飼料が、メタン産生に

及ぼす影響を調べた。

⑵ 研究方法

試験１：濃厚飼料多給における添加濃厚飼料の種類

とメタン産生

ホルスタイン種去勢牛５頭（開始時体重360～440

㎏）を供試して、稲ワラとともに給与する市販配合

飼料（以下配合飼料と略）の一部を、国産の高脂肪

飼料である米ヌカ、または、トウフ粕に変えた場合

のメタン産生量への影響を調べた。稲ワラの１日あ

たりの給与量は残食が発生しないように、１頭が２

㎏、４頭が１㎏とした。試験区は５区とし、濃厚飼

料給与量は原物で８㎏/日とし、配合飼料区が市販配

合飼料８㎏、米ヌカ12.5％区が配合飼料７㎏、米ヌ

カ１㎏、米ヌカ25％区が配合飼料６㎏、米ヌカ２㎏、

トウフ粕25％区が配合飼料６㎏、トウフ粕２㎏、ト

ウフ粕12.5％区が配合飼料７㎏＋トウフ粕１㎏とし

て、ラテン方格法で実施した。各供試牛とも11日間

試験飼料を給与したのち、メタン産生量を３日間測

定し、その後、第一胃液VFA組成とプロトゾア数測

定のため、第一胃液を経時的に採取した。

試験２：イネWCS給与時のメタン産生

肥育後期の黒毛和種去勢牛を11頭供試し、18か月

齢から３群に分け、①稲ワラと配合飼料（C）、②イ

ネWCSと配合飼料、および③イネWCS、米ヌカ

（RB、給与量は１㎏）、飼料米（R）、配合飼料の３

種類の内容の飼料で肥育し、月齢21～23か月齢およ

び27～28か月齢においてメタン産生量を３日間測定

した。また、21～23か月齢においては、イネWCSを

給与した供試牛のうち３頭に、11日間、④イネ

WCS、米ヌカ（給与量は２㎏）および配合飼料の組

み合わせで給与し、その後３日間、メタン産生量を

測定した。

さらに、一部の供試牛でメタン産生量測定時に摂

取量が低下したためイネWCS＋C・RB・R区の２頭

は14日間、イネWCS＋C区の飼料を給与してメタ

ン産生量を測定した。したがって、イネWCS＋C区

の供試頭数４頭のうち３頭はイネWCS＋C・RB・R

区と同一であった。イネWCS＋C・RB・R区の米ヌ

カ添加量は、厳密には飼料米のヌカ部分0.3㎏加算さ

れるが、一方で、米ヌカを６％含む配合飼料の給与

量が４㎏少ないことから0.24㎏減算され、正味でも

おおよそ１㎏の添加となる。本試験は飽食として、

濃厚飼料と粗飼料は分離給与した。また、メタン測

定終了後、第一胃液を経口的に採取した。

供試牛は途中で尿石症で除外した１頭を除いて

27～29か月齢でと畜し、枝肉の脂肪酸組成を測定し

た。

メタン測定と糞採取：メタン産生量の測定はフー

ド法で行った。また、メタン測定時には全糞を採取

して、定法により各種飼料成分の分析を行った。

⑶ 結 果

試験１：表２―10にホルスタイン種肥育牛に給与し

た各種飼料原料の成分を、表２―11にメタン測定時

の摂取量から求めた摂取飼料の成分組成を示した。

米ヌカを25％添加した飼料では脂肪含量は７％と高

かった。表２―12に各区の摂取量および飼料成分消

化率を示した。本試験では、供試牛の１頭がラテン

方格の第５番目の試験区である米ヌカ12.5％区で、

残食量が多いためメタン測定を中止した。また、そ

の他１例で残食が多かったが、この２例以外は、ほ

ぼ給与量の全量を摂取した。消化率は配合飼料区と

トウフ粕25％区のOCW で有意な差が認められた以

外は、各成分の区間の差は有意ではなかった。

表２―10 供試飼料原料の飼料成分
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メタン産生量は試験期間を通じて、供試牛５頭の

うち２頭が１日あたり140～200Ｌである一方、他の

３頭は100Ｌ以下と少なかった。摂取乾物１㎏あたり

および可消化量当たりのメタン産生量を表２―13に

示した。なお、可消化量あたりのメタン産生量を算

出した供試頭数は、一部の供試牛で軟便により糞採

取が困難で可消化量が測定できなかったため、飼料

摂取量あたりの頭数よりも少なくなっている。また、

差の検定は各区で供試頭数に差があるため、対応す

る供試牛の間の２元配置分散分析で行った。飼料摂

取量および可消化量あたりのいずれのメタン産生量

も配合飼料区が最も多く、ついでトウフ粕12.5％区

で、米ヌカ12.5％区、米ヌカ25％区、トウフ粕25％

区は少なかった。同一供試牛での差の検定では、配

合飼料区に比べトウフ粕12.5％区の低下は差が有意

ではなかったが、その他の３区の低下は有意であっ

た。

表２―14に試験最終日における第一胃液VFA組

成を示した。米ヌカ添加では配合飼料区と大きな差

はなかったが、トウフ粕では25％添加区で配合飼料

区よりも有意に酢酸モル比が少なかった。

試験２：黒毛和種去勢牛の肥育試験における給与飼

料の飼料成分を表２―15に、メタン測定時において

摂取した飼料全体の成分組成を表２―16に示した。

表２―12 摂取量と添加濃厚飼料の種類が消化率に及

ぼす影響

表２―14 稲ワラ給与時の添加濃厚飼料が第一胃液

VFA組成に及ぼす影響

表２―13 稲ワラ給与時の添加濃厚飼料種類のメタン

産生量への影響

表２―15 黒毛和種肥育牛における供試飼料原料の成

分

表２―16 黒毛和種肥育牛においてメタン測定時に摂

取した飼料の成分

表２―11 ホルスタイン種去勢牛の試験区で摂取した飼料の飼料成分―％ DM―
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米ヌカを給与した場合の飼料全体の脂肪含量は１㎏

で約５％および２㎏で約７％であった。各肥育ステ

ージにおける飼料摂取量および成分消化率を表２―

17に示した。全飼料に占める稲ワラの摂取割合は平

均で8.7％と低かったのに対して、イネWCSは33％

であった。また、稲ワラを粗飼料とする区では飼料

の全摂取量も少なかった。試験１と同様に、メタン

測定時にストレスで採食量が低下した供試牛につい

て消化率は算出しなかった。米ヌカを含む飼料区は

乾物およびOCW の消化率がやや低く、特に、27か

月齢では他の２区との差は有意であった。

表２―18にメタン産生量を摂取乾物１㎏あたり、

および、可消化量あたりで示した。試験１と同様に

一部の供試牛で、糞の採取が困難で可消化量を測定

していないため摂取 DM あたりと可消化量あたり

の供試頭数が異なる。メタン産生量は稲ワラ区で20

Ｌ/日と少なく、イネWCSを給与した場合に25～28

Ｌ/日と多い傾向にあった。また、イネWCS給与で

は配合飼料給与に比べて、米ヌカ１㎏給与、および、

米ヌカ２㎏給与ではメタン産生量に低下が見られた

が、個体間の変動が大きく差は有意ではなかった。

表２―19に第一胃液VFA組成について23か月齢

での測定値を、表２―20に27か月齢での測定値を示

した。本試験は、飽食で、また、粗飼料と濃厚飼料

の分離給与であるため、変動が大きく差が有意でな

いが、平均値でみると稲ワラ区でプロピオン酸の高

い傾向がみられた。また、27か月齢では23か月齢よ

りもワラ＋Ｃ区、および、イネWCS＋Ｃ区で酢酸モ

ル比が少なく、イネWCS＋Ｃ区で酪酸モル比が高

い傾向にあった。

供試牛の枝肉の格付けは、稲ワラを給与した４頭

でＡ４が３頭、Ａ２が１頭、イネWCSを給与した７

頭では、尿石症で除外した１頭を除いて、Ａ５、Ａ

４、Ｂ４、Ａ２が各１頭、Ａ３が２頭であった。枝

肉の脂肪の色の評価は全頭が BFS№３であった。枝

肉の脂肪酸組成を表２―21に示した。皮下脂肪およ

び腎脂肪の不飽和脂肪酸割合は、イネWCS＋RB・

Ｒ区の方が稲ワラ＋Ｃ区と同程度か、もしくは低い

表２―17 ワラまたはイネWCSを粗飼料する黒毛和種肥育における濃厚飼料の種類と消化率

表２―18 黒毛和種肥育牛における粗飼料および濃厚飼料種類がメタン産生量に及ぼす影響
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傾向にあった。

図２―４に試験１および試験２をまとめ、ホルス

タイン種および黒毛和種の飼料摂取量とメタン産生

量の関係を各飼料の全測定例について示した。図中

の３本の斜線はそれぞれ乾物摂取１㎏あたりのメタ

ン産生量が、15、25、30Ｌ/㎏に相当する。メタン産

生量は摂取乾物量が多くなるにつれ高まるが、おお

よそ、摂取乾物㎏当たりで15Ｌ/㎏以下と20Ｌ/㎏以

上の２つのグループに分けることができ、稲ワラを

粗飼料とした場合のメタン産生量は15Ｌ以下と20Ｌ

以上の二つに別れたが、イネWCSを粗飼料とした

メタン産生量は20Ｌ以上であった。

図２―５に試験１および試験２の27か月齢時にお

ける第一胃液プロトゾア数とメタン産生量の関係を

示した。なお、図では試験２の黒毛和種供試牛№111

について、メタン測定日を変えて調査した結果をそ

れぞれ示してある。

試験１（ホルスタイン）ではメタン産生量の多い

表２―20 黒毛和種肥育牛における第一胃液VFA組

成（27ヶ月齢、給与前)

図２―４ 飼料摂取量と１日あたりメタン産生量（１

期１～３日の平均値、図中の斜線は摂取乾

物１㎏あたりの産生量)

表２―21 イネWCSと米ヌカ給与が腎脂肪および皮下脂肪の脂肪酸組成に及ぼす影響

表２―19 黒毛和種肥育牛へのイネWCS給与時の第一胃液VFA組成（23か月)
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２頭でプロトゾア数が多く、メタン産生量が少ない

３頭はプロトゾア数も少なかった。試験２の黒毛和

種も含めメタン発生量が15Ｌ以下と少ない場合は、

プロトゾア数もほとんど０であった。一方、摂取乾

物あたりのメタン産生量が多い個体は一般にプロト

ゾア数も多いことが認められた。なお、試験１では

プロトゾア数の飼料間の違いは明確でなかった。

⑷ 考 察

本試験では肥育牛でのメタン産生量を測定すると

ともに、濃厚飼料の一部を米ヌカもしくはトウフ粕

で代替した場合のメタン産生量に及ぼす影響を調べ

た。

Shibataらによれば、摂取乾物１㎏あたりのメタ

ン産生量は肥育牛では33Ｌ/㎏であった 。また、粗

飼料割合20％を境にメタン産生のパターンが異なる

ことが報告されている 。一方、柴らは褐毛和種で40

Ｌ/㎏前後の値を報告している 。

稲ワラを粗飼料とした給与では、ホルスタイン種

および黒毛和種とも供試牛間でメタン産生量に変動

が大きいことがイネWCS給与区と異なる傾向であ

った。濃厚飼料多給ではメタン産生量も減少し、第

一胃内の㏗低下によるプロトゾア数の激減が見られ

ることから、摂取乾物あたりメタン産生量が15Ｌ/㎏

以下と少ないのは濃厚飼料多給で引き起されたもの

といえる。このメタン産生量が極端に少ない場合を

除けば、メタン産生量は乾物摂取量当たりで、イネ

WCSを粗飼料とした飼料給与では平均で26.7Ｌ、

稲ワラを粗飼料とする飼料給与では22.8Ｌ、全体を

込みにすると24.7Ｌであり、この産生量の平均は今

までの、33Ｌ/㎏などの報告値よりもかなり低い。

本試験の稲ワラの給与量はホルスタイン種５頭中

４頭が、また、黒毛和種去勢牛４頭中３頭が１㎏未

満で、一般的な肥育牛の飼養に近いものであろう。

また、本試験で稲ワラとイネWCSでメタン産生量

が異なったのは、稲ワラとイネWCSといった粗飼

料の種類よりも、粗飼料割合の違いによるものと考

えられる。

飼料給与の面で肥育牛のメタン産生量を抑制する

ためには、不飽和脂肪の給与量を増す方法、第一胃

内の発酵をプロピオン酸生成量が増す方向に発酵パ

ターンを向ける方法などがある 。

実際に脂肪酸カルシウムの投与については、飼料

への添加量から計算して飼料中に乾乳牛でおおよそ

３％ 、泌乳牛でおおよそ８％の割合で添加する

と 、メタン抑制効果が認められている。また、柴ら

の試験では肥育牛で配合飼料中に脂肪酸カルシウム

を４％添加している。一方、永西らは山羊でトウフ

粕およびビール粕のメタン抑制効果を、また、黒毛

和種雌牛でビール粕および生米ヌカのメタン抑制効

果を明らかにしている 。この場合の飼料への添加

割合は15％（山羊）および12％（黒毛雌牛）である。

米ヌカおよびトウフ粕とも、脂肪含量が高く、ま

た、食品成分表（４訂、1996）によれば不飽和脂肪

酸割合もそれぞれ80％、85％である。本試験の米ヌ

カの添加レベルは試験１で約10または20％、試験２

では約９または19％であり永西らの試験と同程度で

あるが、濃厚飼料多給下で米ヌカとトウフ粕といっ

た高脂肪飼料を給与している。その結果、高脂肪飼

料のメタン抑制の効果はホルスタイン種への米ヌカ

給与で顕著であったものの、黒毛和種去勢牛では特

に認められなかった。イネWCSで効果が不明確で

あった原因に、イネWCS給与は粗飼料割合がホル

スタイン種よりも高く第一胃機能が安定し、米ヌカ

添加の影響を受けにくい可能性、もしくは、米ヌカ

以外の濃厚飼料の影響で米ヌカの影響が弱まったも

のと考えられた。ただ、ホルスタイン種ではメタン

抑制効果が見られることから、より濃厚飼料多給で

は第一胃内の微生物叢が微妙に影響を受けるのかも

しれない。

乳牛で第一胃液VFA組成の変化を調べた結果で

は、メタン産生量に差があるもののプロピオン酸は

同程度であった 。本試験では差は有意ではないも

図２―５ 摂取乾物１㎏当りのメタン産生量と第一胃

液プロトゾア数の関係
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のの、メタン産生量の少ない試験１の米ヌカ25％区、

トウフ粕25％区、および試験２の稲ワラ区でプロピ

オン酸比の高い傾向が見られた。プロピオン酸生成

にむけた第一胃内発酵がメタン産生に影響している

ことが窺われる。

本試験からは、米ヌカまたはトウフ粕といった高

脂肪飼料の給与は、稲ワラを少量給与した濃厚飼料

多給条件ではメタン産生抑制が期待されるが、イネ

WCS給与のように粗飼料の給与割合が30％以上で

は米ヌカ２㎏給与でもメタン産生抑制は認められな

かった。また、米ヌカの多給は軟脂になる危惧があ

るが、本試験の１㎏程度の給与では枝肉の格付け、

および脂肪酸組成は、稲ワラと濃厚飼料による慣行

肥育と比べ特に問題はなかった。

⑸ 今後の問題点

本試験ではイネWCSを粗飼料とする米ヌカ添加

でメタン産生抑制効果は認められなかったが、イネ

WCSの給与量が少ない場合、もしくは、米ヌカを多

給した場合に抑制効果が期待される。この場合、長

期給与が家畜生理および増体、肉質に及ぼす影響の

解析が重要である。

⑹ 要 約

肥育牛におけるメタン産生量について、ホルスタ

イン種去勢牛で稲ワラを粗飼料として、また、黒毛

和種去勢牛で稲ワラおよびイネWCSを粗飼料とし

て検討した。

稲ワラを粗飼料とした給与では供試牛間でメタン

産生量の変動が大きいことが特徴で、摂取乾物当た

りメタン産生量が15Ｌ/㎏と少ない例が多く見られ

た。これらの測定例以外は乾物摂取量当たりメタン

産生量は20Ｌ/㎏以上で、イネWCSを粗飼料とした

飼料給与では平均で26.7Ｌ/㎏、稲ワラを粗飼料とす

る飼料給与では22.8Ｌ/㎏であった。この違いは粗飼

料割合がイネWCSの区の34％に対して、稲ワラの

区では８％と低いことによるものと考えられた。ま

た、この稲ワラを粗飼料として濃厚飼料多給で給与

した場合、濃厚飼料の一部を米ヌカで12.5％または

25％を、または、トウフ粕で25％を代替することに

よりメタン産生量が減少したが、イネWCSを給与

した場合では、米ヌカで19％代替してもメタン産生

量は対照区と同程度であったことから、粗飼料割合

が脂肪性飼料のメタン抑制効果に影響しているもの

と推察された。

なお、本試験におけるエネルギー含量の測定は畜

産草地研究所反すう家畜代謝研究室栗原光規室長に

お願いした。ここに謝意を表するものである。
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第３章 メタン産生抑制物質の活用による肉用牛からのメタ
ン発生抑制

１ メタン産生抑制物質の検索とその作用機序

の解明

⑴ 研究目的

ルーメン内でメタン菌により生成されるメタンは

飼料エネルギーの損失であるだけでなく、温室効果

ガスの一つとして地球温暖化に係わっているので、

その抑制は重要な課題である。このメタン生成自体

を抑制することは各種の方法で可能であるが、多く

の場合、繊維消化の減退やルーメン微生物相の変化

が同時に生じ反芻家畜の生産性が低下するので、ま

だ実用的な抑制法は確立されていない。繊維消化と

揮発性脂肪酸（VFA）の生成という重要なルーメン

機能を維持・促進させながらメタン生成を低下させ

る技術を開発する必要がある。しかし、メタン生成

には嫌気的ルーメン発酵の過程で生成される代謝性

水素（２Ｈ）の除去という重要な役割があるので、

これを完全に抑制することはできない 。飼料給与

技術の改善などによりメタン生成の割合を低下させ

ることが重要である。このような観点からのメタン

低減法としては、⑴メタン菌自体の抑制、⑵代謝性

水素のメタン以外の物質生成による除去機能の増

強、の２つが考えられる 。

本研究では、これらの２つの面からメタン生成を

抑制する化合物などを試験管内培養実験により検索

し、牛の飼料添加物として開発することを目的とし

た。また、メタン菌の動態を培養法により調べると

ともに、分子生物学的手法によるメタン菌の解析を

行い、メタン抑制の作用機序についても検討した。

⑵ 研究方法

粗飼料＋濃厚飼料（１：１）給与乳牛よりルーメ

ン内容物を経口的に採取し、ガーゼろ過後、塩類溶

液で３倍に希釈し、培養液とした 。この60㎖を100

㎖血清ビンに採取し、各種の化合物などを添加し、

38℃で６時間振とう培養した。これらの処理は CO

を用い嫌気的に行った。

供試した化合物は以下の通りである。

フマル酸、ユッカ抽出物、ブロモクロロメタン

（BCM）、中鎖脂肪酸（C8カプリル酸、C10カプリン

酸、C12ラウリン酸）、植物抽出物（ユーカリ油、シ

ネオール、ペパーミント、メントール、タイム、ワ

サビ）、2-ヨードプロパン、ヨウ素、ジアリルマレイ

ン酸（DM）、アリルイソチオシアネート（AI）

これらの中で、フマル酸とユッカ抽出物以外につ

いては、臭気の抑制、取り扱いの容易化のため、αま

たはβ型のサイクロデキストリンを用いて包接化

合物を調製した 。これらの化合物を培養液に微量

（１～60㎎）添加し、培養終了後に、pH、VFAの

濃度と組成、アンモニア-N濃度、プロトゾア数、ガ

ス生成量、ガス中のメタンおよび水素濃度を測定し

た 。VFAは Thermon-30005％ Shincarbon Aカ

ラムを用いガスクロマトグラフにより、アンモニ

ア-N濃度は微量拡散法により測定した。メタンと水

素の定量はMolecular Sieve5Aカラムを用いガス

クロマトグラフにより測定した。

プロトゾア数は培養液を FMS液で希釈固定後、

検鏡により測定した。メタン菌数はMorvan et al.

（1994）の培地 を用い、Hungate（1969）の嫌気培

養法 により最確数法で測定した。また、ルーメン内

メタン菌の多くは培養困難なため、分子生物学的手

法による検出を行い、メタン抑制剤がメタン菌の構

成に及ぼす影響を検討した。試料としては下記の2.

〔実験２〕における対照期とワサビ-CD添加期のル

ーメン内容液を用いた。

メタン菌の解析のために、ルーメン内容液中の細

菌由来 DNAをQIAamp DNAStool  Mini  Kit

（QIAGEN）で抽出し、これをテンプレートとして

Ex Taq（TAKARA）を用いて PCRを行った。プ

ライマーはM301F（5’-TACGGGTTGTGAGAGC-

AAGA）および5’末端をリン酸化した915RP（5’-

TGCTCCCCCGCCAATTCCT）を用いた。PCR産

物をQIAquickPCR Purification Kit（QIAGEN）

で精製し、λエキソヌクレアーゼ処理により、一本

鎖 DNA断片としたものを SSCPに供した。SSCP

は Gene Gel SSCP gelsを用い、MultiphorⅡで電

気泳動することにより行った。泳動終了後、ゲルを

染色してバンドを観察するとともに写真として記録

し、これをスキャナで読み込み、画像解析により、
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各バンドの強度を数値化し、その構成比を求めた 。

⑵ 結 果

いずれの培養実験でも培養液の pHは5.5～6.5の

範囲にあり、VFA濃度は７～13mmol/100㎖、アン

モニア-N濃度は８～14㎎/㎖に保たれ、ほぼ正常な

ルーメン発酵が維持された。

メタン生成量、水素生成量およびプロトゾアの活

性に及ぼす各種化合物の影響を表３―１に示した。

供試した多くの化合物はメタン生成を抑制したが、

シネオール-αCD、メントール-αCD、タイム-αCD

では抑制効果は認められなかった。

メタン生成量は BCM-CD、ヨードプロパン-CD、

ヨウ素-CDおよびAI-CD添加では著しく低下し、

以下、DM-CD、ワサビ-CD、ユッカ抽出物、フマル

酸、中鎖脂肪酸-CD、ユーカリ油-CDの順であっ

た 。

水素生成量はハーブ類-CDでは大きく変化しな

かったが、ユーカリ油-CDではやや増加し、これに

ワサビ-CD、フマル酸、Ｃ12-CDが続き、BCM-CD、

ヨードプロパン-CD、ヨウ素-CDでは著しく増加し

た。しかし、ユッカ抽出物で水素生成量は半減し、

ワサビ-CDとヨードプロパン-CDにフマル酸を添

加した場合にも半減した。一方、Ｃ8-CDとＣ10-CD

の添加（40㎎）では、約70％低下した。中鎖脂肪酸

はいずれも20～40㎎の添加でほぼ濃度依存的にメタ

ン生成を抑制し、40㎎添加での抑制割合は、Ｃ8：20

％、Ｃ10：20-60％、Ｃ12：15％であった 。

ルーメンプロトゾア数はほとんどの化合物添加で

は変化しなかったが、中鎖脂肪酸-CDでは減少し、

特にＣ10-CDおよびＣ12-CDでは著しく減少した。

いずれの実験の場合にも、VFA中の酢酸のモル

比率は低下し、プロピオン酸の比率は増加したが、

その他のVFA組成には明らかな変化はみられなか

った。表３―２にAI-CD添加の場合におけるルーメ

ン発酵の変化の例を示した 。AI-CD添加（0.25

mM）により、メタン菌数はそれぞれ著しく低下し、

総繊維（NDF）の消化率は約10％低下した。このよ

うな傾向は DM-CD添加（６mM）でも認められた。

メタン菌の分子生物学的解析の結果、数種の未知

菌群が検出された。同定できた菌群のうち、Meth-

anobacterium ruminantium や Methanosarcina
 

barkeriなどの主要なメタン菌はワサビ-CDの投与

によってメタン菌群中の構成比率が低下する傾向な

どが認められたが、牛の個体差が大きく変化を明確

にすることはできなかった 。

⑶ 考 察

表３―１ メタンおよび水素生成に及ぼす各種 CD包接物の影響（In vitro培養実験)
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各種の化合物によるメタン抑制を検討する場合、

ルーメン内で生成された代謝性水素（２Ｈ）の受容

体を増加させたりプロピオン酸生成を高めることに

よってそのメタン生成への流れを低下させる方法

と、メタン菌自体を抑制する方法が考えられる。

フマル酸は代謝性水素を取り込みプロピオン酸を

生成するが、実際に飼料に微量添加することによっ

てプロピオン酸が増加することが認められてい

る 。本実験でもフマル酸添加でプロピオン酸は増

加し、メタン生成は抑制されることが明らかとなっ

た 。

ジアリルマレイン酸（DM）は、マレイン酸エステ

ルで二重結合を３つもっているので、これによるメ

タン抑制効果は主に代謝性水素のシンクによると考

えられる。また、フマル酸と同様にプロピオン酸の

増加が認められるので、その促進効果も考えられる。

さらに DM がメタン菌を直接抑制することも考え

られる。ただし、その添加量が多くなると繊維の消

化を抑制する可能性があるので、実用に当たっては

牛での適正な添加濃度を検討する必要がある。

一方、アリルイソチオシアネート（AI）、BCM、

ワサビ、中鎖脂肪酸などの CD化合物は、メタン菌の

増殖を直接的に抑制し、メタン生成を低下させたと

考えられる。AIはカラシに含まれている揮発性油

で、カラシにメタン抑制効果が認められているが 、

その効果はAIに起因すると考えられる。この添加

によりメタン菌群の数が著しく減少したことから、

AIはメタン菌の代謝機構を阻害し、その増殖を抑制

したと考えられるが抑制の生化学的機構については

不明である。

中鎖脂肪酸-CDはいずれもメタン生成を抑制し

たが、同時にプロトゾア数が減少したことが注目さ

れる。これらは特にＣ10-CDの場合に著しかった。

これはＣ10を遊離型で用いた場合の結果 と同様で

あり、プロトゾアの生育が阻害されたためと考えら

れる。この要因としては、脂肪酸の微生物への付着

による細胞膜機能の破綻や細胞自体の分解などがあ

る 。ルーメンプロトゾアの体表や細胞内にはメタ

ン菌が多数生息し、ルーメン内メタン菌総数の過半

を占め、ルーメン内メタン生成の９～25％はこれら

によるとされている 。したがって、プロトゾアの

抑制でメタン菌数が減少し、メタン生成の低下の主

な原因になったと考えられる。

ユッカ抽出物の添加でメタンと水素は半減した

が、これは何らかの機序でメタン菌を阻害した結果

と考えられる。ユッカ抽出物は、畜舎臭気対策など

で利用されているものであるが、メタン抑制剤とし

ての今後の活用も期待できる。

ルーメンのメタン菌は水素ガスと二酸化炭素ある

いはギ酸を基質にしてメタンを生成する。この代謝

経路は複雑であり２種類の補酵素が関与してい

る 。代謝経路の最後の段階には関与するものが補

酵素M であり、メチル基転移反応に関与しており、

メチル-補酵素M レダクターゼ（MCR）によって必

表３―２ ルーメン発酵に及ぼすアリルイソチオシアネート（AI）―CDの影響

― ―43



要とされる因子である。この補酵素はメタン菌以外

では検出されていない。BCM はこの補酵素関与メ

チル基転移反応を阻害するので、プロトゾアや他の

ルーメン微生物には影響を及ぼさないと考えられ

る 。田島ら は BCM によるメタン抑制効果を分

子生物学的に検討し、MCR遺伝子の増幅が低下す

ることを明らかにした。さらに、16SrDNAの系統解

析においてメタン菌に属する配列は BCM-CDを投

与した牛の場合には得られず、メタン菌数が大幅に

減少することを認めた。しかし、メタン菌以外の菌

群は特に変化はみられなかった。数種の化合物によ

るメタン菌の減少は主にこの代謝経路の阻害による

ものと考えられる。

水素ガスは、代謝性水素のシンクの一つであるが、

その生成と放出はエネルギー損失になるので、でき

るだけ抑制する必要がある。本実験では BCM、AI、

ヨードプロパンやヨウ素の添加ではその生成が著し

かった。これらの CD化合物ではメタン抑制効果も

著しかったが、水素生成増加が伴うので、実用化に

は問題が残る。

２ 肉用牛からのメタン産生に対する各種化合

物の飼料添加効果

⑴ 研究目的

ルーメン微生物の試験管内培養実験で、各種の化

合物がメタン生成を抑制できることが明らかとなっ

た。同時に、これらがルーメン発酵、プロトゾアお

よび消化率に及ぼす影響についても調べ、メタン抑

制の機序についても検討した。しかし、これらの化

合物が実際に牛のルーメン内でメタン抑制効果を示

すかについては呼吸試験装置を用いてメタン発生量

を測定する必要があるので、一連の実験を行った。

⑵ 研究方法

〔実験１〕ホルスタイン種去勢牛４頭（平均体重572

㎏）を用いて、フマル酸とブロモクロロメタン

（BCM）-CDによるメタン抑制効果を検討した。飼

料としてはソルガムサイレージをエネルギー維持水

準で給与し、蛋白質要求量の不足分を尿素（体重㎏

当り196㎎）で補足した。飼料は午前9時と午後４時

に等量ずつ給与した。試験期間は予備期14日間、本

試験期７日間とした。はじめは給与飼料のみの対照

区とし、以後、BCM-CD添加（体重の0.1％）、フマ

ル酸（飼料 DM ２％）を添加給与した。本試験期間

の後半４日間に全糞採取法により消化試験を行い、

６～７日目にフード式呼吸試験装置によりメタン発

生量を測定した。また、本試験期の７日目にルーメ

ン内容液（経口カテーテル法）と頸静脈血を朝の飼

料給与後経時的に採取し、分析に供した。なお、本

実験は畜産草地研究所（西那須野）で行った。

〔実験２〕ホルスタイン種去勢牛延べ８頭（平均体

重220㎏）を用いて、各種化合物の CD包接物による

メタン抑制効果を検討した。飼料はスーダングラス

乾草＋乳牛用配合飼料（1.5：１）とし、体重の2.5

％を朝夕の２回に分けて給与した。CD包接物とし

て、ワサビ、ヨードプロパンを用い、それぞれ、飼

料 DM 当り２％、１％添加給与した。ワサビ-CD、

ヨードプロパン-CD中の成分含有量はそれぞれ、約

３％、約10％であった。

試験期間は〔実験１〕と同様とし、フード式呼吸

試験装置によりメタン発生量を測定した。ルーメン

液と頸静脈血の採取と試料の分析は〔実験１〕と同

様に行った。ルーメン液については、総生菌数、メ

タン菌数、硫酸還元菌数、セルロース分解菌数、酢

酸生成菌数をロールチューブ培養法 により計数し

た。本実験は東京農工大学農学部 FSセンターで行

った。

⑶ 結 果

〔実験１〕メタン発生量などに及ぼすフマル酸と

BCM-CDの影響を表３―３に示した。フマル酸添加

によりメタン発生量は約23％低下し、二酸化炭素発

生量も約20％低下した 。ルーメンVFA濃度には変

化は認められなかったが、フマル酸添加によりプロ

ピオン酸の比率は増大し、酢酸の比率は低下した。

アンモニア-N濃度も低下したが、プロトゾア数に

は変化は認められなかった。添加により、血漿のグ

ルコース濃度は上昇し、尿素-N濃度は低下し、乾物

と総繊維の消化率は変わらなかったが、粗蛋白質の

消化率はやや高まった。

BCM-CD添加によりメタン発生量は約95％抑制

され、二酸化炭素発生量はやや増加した 。ルーメン

VFA濃度に変化は認められなかったが、添加によ

り、酢酸の比率が低下し、酪酸の比率が増加する傾

向がみられた。プロトゾア数には変化は認められな

かった。BCM-CD添加により、血漿のグルコース濃
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度は上昇し、尿素-N濃度は低下し、乾物、総繊維お

よび粗蛋白質の消化率は変わらなかった。

〔実験２〕メタン発生量、ルーメン発酵と微生物相

などに及ぼすワサビ-CDとヨードプロパン-CD（IP-

CD）の影響を表３―４に示した。ワサビ-CD添加に

よりメタン発生量は約18％抑制され、二酸化炭素発

生量は変化しなかった。ルーメンVFAの濃度は変

わらなかったが、プロピオン酸の比率は高まった。

表３―３ ルーメン発酵、血液性状とメタン発生量に及ぼすファル酸と BCM-CDの影響

表３―４ ルーメン発酵、血液性状とメタン発生量に及ぼすW-CDと IP-CDの影響
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アンモニア-Nとプロトゾア数に変化は認められな

かった。添加により、血漿のグルコース濃度は上昇

したが、尿素-N濃度は変化しなかった。乾物、総繊

維および粗蛋白質の消化率は変わらなかった。

ワサビ-CD添加により、総生菌数、硫酸還元菌数、

セルロース分解菌数および酢酸生成菌数は変化しな

かったが、メタン菌数は低下した。

IP-CD添加によりメタン発生量は約13％抑制さ

れ、二酸化炭素発生量は変化しなかった 。ルーメン

VFA濃度は変わらなかったが、酢酸の比率が低下

し、プロピオン酸の比率は高まった。アンモニア-N

とプロトゾア数に及ぼす影響は認められなかった。

血漿のグルコースと尿素-N濃度は変化しなかっ

た。乾物、総繊維および粗蛋白質の消化率は変わら

なかった。添加により、メタン菌数は低下したが、

その他の菌群には変化は認められなかった。

⑷ 考 察

試験管内培養実験でメタン抑制効果が認められた

BCM-CD、フマル酸、ワサビ-CD、IP-CDを牛の飼

料に添加給与した結果、実際に抑制効果があること

が確認された。フマル酸は通常のルーメン発酵でも

検出される中間産物であり、水素を取り込みプロピ

オン酸を生成するので、その添加によりこの反応が

促進され、その分メタン生成が抑制されたと考えら

れる。一般に、プロピオン酸の増加は糖新生を促進

し、グルコース生成量が増加し、飼料エネルギーの

利用効率を高める効果をもたらす。フマル酸を乳牛

飼料に添加給与した結果、乳量の増加と乳蛋白質率

の向上が認められたが 、これはグルコース生成の

増加のためと考えられる。肉牛でもフマル酸の添加

によるメタン発生量の削減とエネルギー利用性の向

上が期待できる。本研究では、粗飼料単独給与のも

とでメタン削減を認めたが、濃厚飼料の併給での効

果は確認できなかった。この点は今後の課題といえ

る。

BCM-CDは著しくメタンを抑制した。上記のよう

に、これはメタン菌が特異的に阻害されたためであ

り、繊維の消化などは低下しないので、メタン阻害

剤として利用できる可能性がある。しかし、同時に

水素の放出量が増加したり、BCM はハロゲン化合

物であることから使用量が微量とはいえ環境汚染が

懸念されるので、現時点では我が国での実用化は困

難と考えられる。

ワサビ-CDと IP-CDの添加でもメタンは抑制さ

れた。後者の場合の抑制効果は試験管内培養実験の

結果に比べるとかなり少なかった。これは何らかの

原因でルーメン内ではメタン菌に作用が及ばなかっ

たためと考えられる。これらに含まれる成分は抗菌

作用があることが知られており、これによりメタン

菌の増殖が阻害されたと考えられる。これらはプロ

トゾアやその他の菌群には影響を与えなかったの

で、今後実用化の可能性があると判断される。

本研究では、試験管内培養実験でメタン抑制効果

が認められたユッカ抽出物、中鎖脂肪酸-CDとジア

リルマレイン酸-CDについては牛での添加実験を

行えなかったが、培養実験の結果からはルーメン機

能を減退させることなくメタンを抑制する効果があ

ると考えられ、これらについてもメタン抑制剤とし

ての利用が期待できる。

⑸ 今後の問題点

本研究よりいくつかの化合物がメタン生成に抑制

効果があることが明らかになったが、実際への応用

に当たっては、以下の点を検討することが重要であ

る。

フマル酸にはやや刺激臭があるので、単体のまま

の添加では牛が摂食しないことがある。そのため、

ヌカ類などと混合しペレット化することが望まれ

る。また、濃厚飼料を多給した場合のメタン抑制効

果については検討する必要がある。

中鎖脂肪酸の場合、CD中の成分割合は10％程度

であり、投与量が他の化合物よりも多くなるので、

CD包接物よりも Ca塩などの方が取り扱いは容易

になると考えられる。中鎖脂肪酸-CD、ワサビ-CD、

IP-CD、AI-CDなどについては、牛での至適給与量

などをさらに検討する必要がある。

また、水素発生量が増加する可能性がある化合物

については、フマル酸やリンゴ酸などの水素受容体

と併用し、その生成を抑制することも重要である。

⑹ 要 約

肉用牛のルーメンからのメタン生成を抑制するた

めに、それに有効な化合物を試験管内培養実験と牛

での実験により検索した。その結果、フマル酸、ユ

ッカ抽出物、中鎖脂肪酸-CD、ワサビ-CDなどの飼
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料への添加で、ルーメン発酵の機能を乱すことなく

メタン生成を抑制できることが明らかとなった。ま

た、このような場合のメタン抑制の機序について検

討を加え、メタン菌が直接抑制される場合と抑制さ

れずに代謝性水素がメタン以外の物質に代謝される

場合があることを明らかにした。
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第４章 肉用牛からのメタン発生量推定の精密化

⑴ 目 的

1997年に開催された地球温暖化防止枠組み条約第

３回締約国会議（通称、京都会議）では、炭酸ガス、

メタンガス、亜酸化窒素ガスなどの６種類の温室効

果ガスを削減することが合意され、我が国も

2008～12年までに1990年対比で６％削減することを

約束した。また、締約国は毎年、その国からの温室

効果ガス発生量（インベントリ）を事務局に報告す

ることが求められており、このことがこの条約の科

学性、公明性を保証するための重要な要素となって

いる。言い換えると、各国からの温室効果ガス発生

量の正確な把握がこの条約の発効のために不可欠な

のであり、そのため、現在、気候変動に関する政府

間パネル（IPCC）において推定手法の不確実性に関

する論議されており、さらなる推定精度の改善と推

定方法の統一とに取り組まれている。

今後、我が国では肉用牛の飼養頭数の増加が見込

まれるものの、乳牛に比べ肉用牛のメタン発生に関

する知見が十分には得られてれていないのが現状で

ある。そのため、本章では、第１章から第３章にお

いて収集された実測データを総合的に解析し、我が

国の肉用牛からのメタン発生量に及ぼす諸要因につ

いて検討するとともに、その推定方法について提案

する。

⑵ 研究方法

解析に用いたデータは、本プロジェクト研究にお

いて収集した繁殖雌牛112例（乾乳牛24例、妊娠牛76

例、育成牛12例）、肥育牛129例の、合計241例の成績

である。

統計処理は、メタン発生量（CH ）、乾物摂取量当

たりのメタン発生量（CH /DMI）および総エネルギ

ー摂取量に対する発生メタンエネルギーの割合

（Methane Conversion Rate,MCR）を、それぞれ

目的変数として、単回帰分析、および乾物摂取量

（DMI、㎏）、DMI、可消化第一胃内発酵有機物

（DFOM＝可消化有機物－可消化粗脂肪、％）、摂取

水準（FL＝可消化エネルギー摂取量/代謝体重、MJ/

㎏ BW ）および可消化粗脂肪（DEE、％）を独立

変数とした変数増減法による重回帰分析法を、SAS
 

REGプロシジャによって行った。

⑶ 結 果

１）繁殖雌牛

ア 妊娠牛

妊娠牛による測定成績の概要を表４―１に示し

た。実験を実施した場所によって母牛および胎子の

品種が異なるが、CH /DMIは、畜草研、北海道農研

セ、東北農研セの順に、32.8、36.5、28.3Ｌ/㎏ DMI

であり、場所間に有意な違いがみられた（p＜0.01）。

全76測定例の単純平均は32.3±4.0Ｌ/㎏ DMIであ

った。また、MCRは畜草研、北海道農研セ、東北農

研セの順に、7.2、7.7、6.4％であり、全体の平均は

7.1±0.9％であった。

妊娠牛の成績全76例を用いた単回帰および重回帰

分析の結果を表４―２に示した。

妊娠牛からの CH4に対しては DMIの影響が最も

大きく、単独で84％の寄与率を示した。また、DMI2

項は負の係数を示したものの、その寄与率は小さい

ものであった（NS）。
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CH /DMIについては DFOM と DEEを独立変

数とする推定式が得られたが、寄与率は26％にすぎ

なかった。MCRは DMIを初めとする４つの独立変

数を用いることによって、45％の寄与率が得られた。

イ 乾乳牛

北海道農研セによるホルスタイン種乾乳牛による

メタン発生量測定成績24例では、体重635±62㎏、乾

物摂取量7.91±0.87㎏、メタン発生量292±40L、

CH /DMI37.2±6.0Ｌ/㎏ DM、MCR7.92±1.26％

であった。

ウ 育成牛

畜草研による黒毛和種育成牛によるメタン発生量

測定成績12例では、体重392±16㎏、乾物摂取量

6.79±0.34㎏、メタン発生量241±21Ｌ、CH4/

DMI35.6±3.1Ｌ/㎏ DM、MCR7.26±0.70％であ

った。

エ 繁殖雌牛の全データによる解析

妊娠、乾乳および育成雌牛全112例の成績を用いて

CH を推定したところ、DMI単独での寄与率は71

％、さらに、独立変数として DFOM、FLを加える

ことによって、寄与率は81％まで高まった。CH /

DMIおよびMCRの推定式においてはいずれも

DFOM の寄与が大きく、それぞれ、部分寄与率で29

％、25％であった（表４―３）。

２）肥育牛

肥育牛による測定成績を表４―４に示した。CH /

DMIは、畜草研、東北農研セ、九州農研セ、山形大

の順に、36.3、20.5、38.0、32.4Ｌ/㎏ DMIであり、

東北農研セにおける測定例が低い値を示した。全127

測定例の単純平均は30.0±11.5Ｌ/㎏ DMIであり、

繁殖雌牛に比べて、やや低く、かつ、変動が大きか

った。MCRは、畜草研、東北農研セ、九州農研セ、

山形大の順に、7.7、4.4、7.9、10.9％であり、全体

の平均は6.8±2.8％であった。

肥育牛による80例の測定成績を用いた単回帰、重

回帰分析の結果について、表４―５に示した。繁殖

牛の場合と異なり、CH の推定に対する DMIの寄

与は極めて低く、代わって FLの寄与が高まってい

た。しかしながら、DMI、FLおよび DFOM による

CH 推定式の寄与率は60％と、繁殖牛の推定式に比

べて20％程度低い値となった。

CH /DMI、MCRの推定に際しても、FLの寄与率

が極めて高く、それらと FLとの単回帰式において

も、それぞれ、74％および70％の寄与率が得られて

いる。

⑷ 考 察

家畜由来メタンガスは温室効果ガスとして知られ

てはいるものの、その測定が困難であったことから

発生量に関する精度の高い推定方法の開発が待たれ表４―３ 繁殖雌牛（妊娠牛、乾乳牛、育成牛）から

のメタン発生量の推定

表４―４ 肥育牛からのメタン発生量

表４―５ 肥育牛からのメタン発生量の推定
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ていたところであり、本プロジェクトにおいて得ら

れた200例をこえる肉用牛からのメタン発生量に関

する測定データは貴重な基礎データとして、今後、

我が国からのメタン発生量推定に活用されるものと

期待される。

現在の我が国の家畜由来メタン発生量の推定は、

広範囲での測定データから乾物摂取量に基づいて推

定した柴田らの報告 に基づいており、肉用牛にお

ける検討は、必ずしも十分には行われていない。ま

た、IPCC では、家畜由来メタン発生量の積算を

「Emission Factor（総エネルギー摂取量×

MCR）×Activity（家畜飼養頭数）」によって求める

方向に統一が図られつつあり、我が国でも、我が国

独自のMCRを設定する必要に迫られている。

今回の測定成績と柴田らによる乾物摂取量からの

推定値（以下、推定値と略）を比較すると、繁殖雌

牛の成績は、育成牛、乾乳牛および妊娠牛の順に、

推定値よりも10、4および15％低かった。本プロジェ

クトの目的がメタン産生抑制技術の開発であり、そ

のため、柴田らの成績よりも幾分低くなることは妥

当であると判断できる。一方、これに対して肥育牛

からの発生量は推定値よりも３割低い値であり、抑

制技術の検討成績を多く含んでいることを考慮に入

れても幾分低い印象を受ける。しかしながら、本プ

ロジェクトにおける肥育牛の飼料構成は我が国で一

般的に行われている濃厚飼料多給のものであり、

IPCCのデフォルト値 では、穀類主体による肥育形

態からのメタン発生量は通常の牛からのメタン発生

量の2/3程度としていることなどを考慮すると、柴田

らの推定式による値が我が国の肥育牛からのメタン

発生量を幾分過大に評価しているものと判断され

る。

このような繁殖雌牛と肥育牛における違いは、本

プロジェクト研究において得られたそれぞれの発生

量推定式の違いにも現れている。繁殖雌牛では、CH

の推定にあたって最も寄与率の高い変数は、柴田ら

の報告 と同様に DMIであったが、肥育牛では FL

であり、濃厚飼料多給時のルーメンに対する発酵負

荷を示すものが選択されていて興味深い。

また、飼料成分の影響を見るために、可消化成分

含量として DOM を DFOM と DEEとに分離して

検討したところ、予想されるように、DFOM には正

の係数が、DEEには負の係数が得られ、脂肪質飼料

によるメタン抑制効果が窺われた。残念ながら、本

プロジェクトでは、現時点において繊維成分の影響

を定量的に解析するだけのデータを収集することが

できていないが、収集された一部のデータを用いて、

繊維成分の影響についても検討を試みた。畜草研に

行われた53例の妊娠雌牛による試験では、繊維成分

として粗繊維を用いており、その重回帰分析による

結果では、

CH /DMI＝20.1－0.450DMI＋0.733DCF

＋0.177DNFE（R＝0.354）

という式が得られておいる。また、NDFについて分

析がなされている肥育牛の42例の成績では、

MCR＝2.61＋1.36DMI＋0.324 DNDF（R ＝

0.637）

との式が得られており、DNDFの部分寄与率は19％

となっている。これらの式は、給与飼料成分のうち、

可消化繊維成分がメタン産生に大きく係わっている

ことを意味している。

結論として、我が国の肉用牛からのメタン発生量

推定のためのMCRとして、繁殖雌牛に対しては、従

来の値を基本的に踏襲する（乾物当たりの発生量か

らMCRに換算すると7.54％となり、今回の成績の

平均は7.30％であった）ことが妥当であると判断さ

れる。しかし、肥育牛については、現状の値がやや

過大となっていることが窺われるため、既存の成績

も再収集して、別途、MCRの設定を検討する必要が

あるものと思われる。ちなみに、肥育牛の平均エネ

ルギー給与水準を維持レベルの1.5倍と仮定し、表４

―５の８式によりMCRを求めると6.42％となり、

柴田らの報告 から飼料中の総エネルギー含量を推

定して換算した値よりも10～13％低い値であった。

また、肥育牛のMCRは FLによって規定されるこ

とから、我が国の肉用牛飼養体系の変化とともに、

適宜、見直す必要があるものと判断される。

⑸ 今後の問題点

家畜由来メタン発生量の推定値は飼養方法に応じ

て変化するものであり、そのため、現実の動きを推

定値にいち早く反映させる仕組みを作ることが必要

である。本章では統計的方法に基づくメタン発生量

の推定を試みたが、世界的には家畜の根元的な発生

源であるルーメン機能のモデリングによる発生量推

定も試みられつつある 。今後、推定法の精度を高め
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ていくためには両手法をうまく組み合わせて、その

利点を活用していくことが必要であろう。

また、精度の高いデータの収集なくして、MCRの

モニタリングを行うことは不可能であり、その意味

でも本プロジェクトにおいて整備されたメタン発生

量の測定体制を今後とも継続的に維持していくこと

が重要であろう。

⑹ 要 約

１～３章において収集されたデータをもとに肉用

牛に由来するメタン発生量の推定式を作成し、肉用

牛からのメタン発生に及ぼす諸要因とMCRについ

て検討した。その結果、

①繁殖牛のメタン発生量は DMIに強く依存してお

り、次式により推定が可能である。

CH ＝33.75DMI（r＝0.705）

また、MCRの平均は、7.30±1.01であった。

②肥育牛からのメタン発生量は DMIとの相関は極

めて低く、FLに強く依存していることが示された。

MCRは次式によって推定可能である。

MCR＝13.89－8.08FL（r＝0.697））

③メタン発生に及ぼす可消化成分の影響をみると、

DFOM は正の方向に、DEEは負の方向に働くこと

が示された。
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参 考 資 料

１ 呼吸試験チャンバーによるメタン測定方法

⑴ システム概要

呼吸試験チャンバー（ホールボディチャンバー）

は、収容した家畜の呼吸作用などで生ずるガスを回

収・分析し、エネルギー収支を解析する目的で使用

される。チャンバーによる呼吸試験法はフード法（ヘ

ッドケージ）やマスク法に比較して家畜に対する拘

束力が少なく、飼料給与、糞尿採取、ガス代謝量の

測定が同時に、かつ長期間にわたり測定可能な装置

である 。ガス代謝量を正確に測定するため、チャン

バーは気密性に優れ、通気量・内圧・温度などは常

に一定に制御されている。

チャンバーは排出空気量を正確に計測し、それに

応じて入気口から外気が導入される仕組みになって

いる。呼吸試験チャンバーから排出された空気は、

通気量を測定後、温度湿度が測定され、一部は酸素・

二酸化炭素・メタン用のガス分析計に導入され、ガ

ス濃度分析が行われる。また、チャンバーに入る空

気のガス濃度も並行して分析が行われ、入排気のガ

ス濃度差と標準状態に換算した排出空気量から酸素

消費量（l）や二酸化炭素発生量（l）、メタン発生量

（l）が算出される。これら数値の算出方法は動物栄

養試験法 に詳しく記載されているので、そちらを

参照されたい。

呼吸試験チャンバーでの測定に関する留意事項と

して、1)チャンバーを出た空気量を正確に測定し、

標準状態に換算すること、2)入気空気と排気空気の

分析用サンプルは、試験全期を代表するものである

こと、3)酸素消費量と二酸化炭素発生量、メタン発

生量を正確に測定すること が挙げられる。また、4)

チャンバーの有効容積が大きいことから、試験開

始・終了時点のチャンバー内の各ガス量について算

出をし、家畜のガス消費発生量を補正する必要があ

る。さらに、5)チャンバーの気密試験を定期的に行

い、空気漏れの無いことを確認すること、6)炭酸ガ

ス回収試験 を定期的に行い、システムの性能をチ

ェックしておくことが肝要である。

⑵ 呼吸試験室の仕様

現在、我が国で稼働している呼吸試験チャンバー

は、畜産草地研究所や九州沖縄農業研究センター、

北海道農業研究センターなどに設置されているが、

本稿では北海道農業研究センターの呼吸試験室の仕

様について述べる。システム構成の概要図を図１に
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示した。本呼吸試験室は主に呼吸試験チャンバー１

基、ヘッドケージ２基で構成されている。

ア 空気調和設備（写真１：機械室）

本試験室の温度域は夏季実験設定の15～25℃の

他、寒冷環境下での冬季実験を行う目的で－７℃ま

での設定も可能としている。そのため、チャンバー

の冷熱源として低温ブラインチリングユニット、ブ

ラインタンク、ブライン１次ポンプ、ブライン２次

ポンプ、冷却水タンクおよび冷却水ポンプを設けた。

なお、低温ブラインチリングユニットは、冬季実験

時に－15℃を調温できるものとした。チャンバー内

の温湿度制御は、デフロスト対策として同一処理量

の空調機２台を一体構造とし、各々電気ヒーターに

よりデフロストを行ない、タイマーによる切り替え

交互運転をすることとした。また、冬季実験用とし

て実験室内にはユニットクーラーを設置し、屋上に

小型冷凍機を設けた。夏季実験用には室内に天吊型

パッケージエアコン２台を設け、屋上に空冷式室外

機を設けた。本実験室の環境制御精度は温度±１℃、

湿度は成行き、またチャンバーは温度±1℃、湿度は

夏季±７％ RH、冬季成行きとした。制御方式は温

度調節計および湿度調節計による定値制御のローカ

ル制御方式とし、コンピュータによる制御は行わな

い。

イ 呼吸試験チャンバー（写真２）

呼吸試験チャンバーは内部のガス漏洩を防ぐため

外部に対して５～10㎜H O程度の陰圧を維持する

必要があることから、できるだけ簡易な構造が望ま

しい。このため、飼槽の構造は床面を平らにし、ガ

ス漏れ箇所の発見・補修が容易な構造とし、飼槽の

前後移動は九州沖縄農業研究センターと同様のパン

タグラフ方式とした。飼槽の積載量は約20㎏となっ

ている。飼料給与（飼槽蓋開放）時には、チャンバ

ー内部の気密性を保持できるようシャッターを採用

した。従来のシャッターは自重による気密保持方法

が主であったが、気密保持精度向上のため、本チャ

ンバーでは空圧シリンダーによるクランプ機構によ

り、シャッター固定部にシールパッキンを押しつけ

ることができるようにした。牛房は約300～800㎏の

乳牛に対応できるサイズとした。また、停電時（ブ

ロア停止時）には牛の窒息死を回避するため、特別

電源で飼槽蓋は自動開放される。

呼吸試験チャンバーは乳牛用であるが、めん羊の

代謝試験ケージを収容することによりめん羊を供試

した呼吸試験にも対応できる。めん羊を収容する場

合には、チャンバー容積が大きすぎるため、ガス分

析精度の維持には通気量を抑える必要がある。その

ため、通気量測定装置は乳牛用の大レンジ（650l/

min）とめん羊用の小レンジ（250l/min）の２系統

を用意した。

ウ ガス濃度測定システム

呼吸試験チャンバー・通気系・ガス分析計よりな

るガス濃度測定システムの概要を図２に示した。

チャンバーから排出された空気はチャンバー上部

に設置されているオリフィス流量計（写真３）によ

って通気量が測定された後、温度湿度が測定される。

また、一部の空気はガス分析計へと導かれる。ガ

ス分析計は１チャンバー、２ヘッドケージおよび実

験室内の空気に対して１台の分析計が対応するよう

にシステムが設置されており、１流路の計測に90秒

を要するので、１チャンバーもしくは１ヘッドケー

ジのガス分析測定間隔は360秒となる。しかし、実験

写真１ 機械室 写真２ 呼吸試験チャンバー
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目的により応答速度を重視する場合は１チャンバー

に１システムを対応させれば180秒間隔での測定も

可能である。ガス濃度測定システムにおけるオンラ

イン計測項目と検出器およびその仕様について表１

に示した。

エ データ収集処理システム

熱発生量に関するオンラインデータの収集と管理

はワークステーション（日立3050）と制御用マイク

ロコンピュータ（日立Ｓ10/2αH）を中心とする管

理システムが担当する。試験管理システムは測定制

御室に設置されたワークステーション（日立3050）

によって運用されており、収集されたオンラインデ

ータの整理・加工・解析に使用される。また、ワー

クステーションに蓄積されたデータは、LANによ

って接続された研究室のパーソナルコンピュータで

整理・加工し引き出すことができる。

図２ 熱発生量測定システムの概要

写真３ オリフィス流量計

表１ 計測システムおにけるオンライン計測項目と検出器仕様
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⑶ 呼吸試験チャンバー等の運転・点検方法

呼吸試験チャンバーによる家畜からのメタン発生

量測定を精度良く安定的に行うためには、チャンバ

ーを設置してある試験室内の環境制御を適正に行う

とともに、代謝試験装置、呼吸試験装置、データ処

理装置などの運転・点検方法を把握し対応する必要

がある。ここでは、参考として北海道農業研究セン

ターの呼吸試験チャンバー等に関する主な運転・点

検項目を示す。詳細は北海道農業研究センター研究

資料 を参照されたい。

ア 空調機器

１）運転開始時の操作

・機器や冷却水温の安定のため少なくとも実験開始

数日前から機械を立ち上げる。

・チャンバー内の温度、湿度、内圧、通気量（乾乳、

搾乳、体重、飼料給与量等で変える）等を設定する。

２）毎日の点検

・圧力計、電圧・電流計等ゲージ類

・監視盤とコンピュータの表示内容

・冷却水温度の制御状況

・試験室およびチャンバーの状態

３）実験毎の点検

・冷却塔の点検、掃除

・冷却ユニットの点検

・試験室パッケージエアコンのフィルター掃除

・チャンバー空調機、通気量測定系等のフィルター

掃除

イ 呼吸試験チャンバーおよび糞尿分離機

１）呼吸試験チャンバー本体

・チャンバーの気密性をフロンガス漏洩試験法 で

確認し、洩れがあった箇所はシリコン等で補修する。

・各扉のパッキンの破損は気密保持に影響を与える

ため、実験開始前には点検する。

・サッシ周り・天井部・扉周り等のシリコンシーリ

ングを実験前に点検する。

２）糞尿分離機

・本体内部には２枚の糞かき板がある。材質は合成

樹脂材で、長年の使用ができる。第１糞かき板はボ

ルト＆ナットで固定してある。第２糞かき板はスプ

リングによる自動調整式である。糞の回収率が著し

く低下した場合には、第１糞かき板を調節する。そ

の際、分離ベルトより約３～５㎜間隔をあける。

・停電時および水洗等のために、手動で分離ベルト

を回転できるクラッチが付いている。チャンバー用

分離機のクラッチを切る場合には、原動部カバーに

シリコンシーリングが施されているので、それを除

去した後、カバーを外す。元に戻す際には、必ずシ

リコンシーリングをする。分離ベルトの手動回転終

了時には、必ずクラッチを「入」の状態にしてから

原動部カバーを取り付ける。

・上昇および下降運転をする場合には、定位置でス

トッパーを固定した後、操作が終わるまでは操作盤

より離れない。

ウ ガス分析計

校正用標準ガスは超高純度標準ガス（ガス分析試

験成績書付き）を用いる。スパンガス濃度はガス分

析計のフルスケールより約10％低い範囲のものを準

備する（北海道農業研究センターのガス分析計のフ

ルスケールは、O計が21.0％、CO計が2.0％、CH

計が2000 なので、スパンガスはO 20.85～20.90

％、CO 1.80～1.90％、CH 1800～1900 の混合ガ

ス を 使 用 し て い る）。ま た、ゼ ロ ガ ス は O

19.10～19.20％の濃度のものを用いる。

エ その他の機器の調整

実験開始前には下記の調整を済ませておく。

・横臥起伏センサの感度調整

・給餌装置の作動確認

・飼槽位置調整

・ウォーターカップの水が出るか確認

・チャンバー内のケーブル類の整理

・チャンバー内照明の蛍光管の点灯確認

オ 緊急時の対応

ブロア停止時（停電時や停止操作時）にはチャン

バーの飼槽蓋が特別電源により開放される。緊急開

放装置をリセットするためには、ブロア運転および

チャンバー空調機をリセットする必要がある。

⑷ 二酸化炭素回収試験

チャンバーの性能検定およびチャンバーの有効容

積を求めるため、二酸化炭素の回収試験を実施する。

有効容積は、測定開始時と終了時にチャンバー内に

貯留しているガス量の差を算出し測定期間中におけ

る家畜のガス代謝量を補正するために必要であり、

二酸化炭素濃度の減衰曲線から算出する 。回収試

験結果の例を表２に示した。

回収試験に使用するガスは、純度99.999％もしく
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は99.99％のものを用いる。また、回収試験は数段階

の空気流量、炭酸ガス注入量で行う。試験手順を以

下に示す。

①チャンバーに牛を入れない状態で完全に密閉す

る。

②チャンバー空調機の流量を設定する。

③ガス分析計の校正を実施する。

④二酸化炭素ガスをチャンバー横の穴から注入す

る。ガスの注入は最小秤量0.1gの電子天秤上でボン

ベ重を測定しながら短時間で行い、注入前と注入後

のボンベ重の差から注入量を正確に算出する。

⑤伊藤らの方法 により、回収率、システムの時定

数、有効容積を求める。

⑸ データの取りまとめ

①二酸化炭素回収試験結果からチャンバー有効容

積を算出する。

②O消費量、CO発生量、CH 発生量を積算する。

③チャンバー内の測定開始時と測定終了時のガス

量の差を求める。

④②と③から、ガス総消費量および発生量を求め、

CO回収率で補正する。

⑹ 参考文献

１)石橋晃監修（2001）新編動物栄養試験法．養賢

堂．

２)伊藤稔ら（1977）畜試研報．32：45-61．

３)橋爪徳三（1982）家畜のエネルギー代謝と我が

国における研究の歩み．橋爪徳三先生定年退官記

念事業会．

４)栗原光規ら（1989）九農試報告．26：71-88．

５)野中和久ら（2002）北農研資料．61：1-12．

（野中和久）

２ フード法によるメタン産生量の測定

本法は飼槽と一体となった密閉したフードの中に

供試牛の頭部をいれ、呼気中のメタンの濃度を測定

するものである。供試牛は自由に飼料を摂取するこ

とが可能である。反面、後部消化管からの排泄量は

測定できない。東北農研の装置は既設の牛舎内のス

タインチョンに接続する異動可能な簡易なものであ

り、このほかに、施設設置型の方法もある 。

なお、本システムの構成およびデータ処理にあた

っては畜産草地研究所反すう家畜代謝研究室室長

（当時）の寺田文典博士より懇切丁寧な指導・助言

を得た。ここに謝意を表する。

⑴ 測定システムの構成

ア 装置の概要

本システムは畜産試験場で開発されたもの（未発

表）で、東北農研における装置の概要を図３に示し

た。供試牛は牛舎付属のスタンチョン枠で繫養し（写

真４）、フードをスタンチョンの前部に固定する（写

真４）。フードの内部の空気は、ブロワーによって吸

引され、排出量を測定する流量計を通して屋外に排

泄される。その途中（図３のＡ）から気体の一部を

採取し、そのメタン濃度と牛舎内のメタン濃度との

差から、呼気中のメタン産生量を算出する。そのた

め、メタン計の前にフード内と牛舎内の流路を一定

時間ごとに切り替える装置を設置し、メタン計でフ

ード内と牛舎のメタン濃度を交互に測定する。サン

プリングユニットはメタン計で測定する気体を採取

するためのもので、気体を吸引するポンプ、牛舎内

のほこりや気体中の水分を除去するためのフィルタ

などが備わっている。フード内は呼気中の水分で特

に高湿になる。流量計の前にもほこり除去用にドレ

インキャッチを兼ねたエアフィルタをもうける。

メタン濃度、流量および流路切り替えの３種類の

電気信号をパソコンに送り、メタン産生量を計算す

る。

イ フード

東北農研で製作したフードを図４に示した。フー

表２ 炭酸ガス回収試験成績と呼吸試験チャンバ

ーの有効容積
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ドはシリコン系シーリング材を使い、気密性をたも

つ配慮が必要である。東北農研のフードはスタンチ

ョンの規格から高さ110㎝、奥行きを80㎝とした。飼

槽の上面は牛床から45㎝の高さとした。今回のフー

ドは700㎏の黒毛和種去勢牛および500㎏ホルスタイ

ン種去勢牛を入れたが、フード自体の高さは充分で

あったが、座った状態では頸部が飼槽に触れ、頭部

を完全にフードから出して休憩する例が見られたこ

とから、もう少し飼槽の高さを下げた方がよいかも

しれない。

フードはステンレス製アングルで骨格を作り、上

部および側部は牛が外部を見て安心するように透明

の厚さ10㎜のアクリル版を張り付け（写真５）、下部

には FRP製の飼槽を付ける。飲水できるようにフ

ード内にウォターカップを（写真６）、また、飼槽の

下部にはウォターカップからあふれた水と、飼槽を

洗浄したときの汚水の排水のため蓋付き排水口をつ

ける。前面には飼料投入用に透明アクリル版で扉を

つける。扉と本体の間もゴムのパッキングをつける。

背面は牛が頭部を入れる穴のあいたテント生地の

布で覆う。テント生地は牛の頭部が移動できるよう

図３ メタン測定システムの概略

写真４ フードの背面

図４ メタン測定フードの仕様
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に余裕をもった大きさの四角錐状で、頂点部分に牛

の頭部を入れる穴をあける。穴は頸部周囲をロープ

で縛れるようにし、また、頭部を出し入れしやすい

ようにファスナーを付ける。また、テント生地には

フード内を明るくするために、採光用のビニール製

窓を４面のうち上面の一面（写真４）または両面も

含めた三面につける。

キャスタを底部につけると移動に便利である。本

フードでは天井面に直径20㎝の穴をあけ、吸気用ダ

クトを接続し、バンドでダクトを固定するとともに、

この部分に粗い飼料片の吸引を防ぐためフィルタ用

にストッキングを装着した。

ウ ダクト

今回は直径20㎝のダクトを使用した。一方、流量

計の直経は0.5インチであるので、途中で金属製の円

錐状の筒（図３のＡ）で接続した。なお、メタン濃

度を正確に測定するには点線で示したように流量計

を通過した気体を図３のＢから採取し測定すべきで

あるが、この位置では流速が早いためサンプリング

ユニット付属のポンプでは吸引できず、流量計に入

るまえの径が大きく流速が遅い円錐部分から測定用

気体を採取した。そのため、途中の漏れがないよう

に採取部分からメタン分析計までのチューブ接続部

分、および円錐部分から流量計までにホースの接続

部分を念入りにシリコン剤でコーティングした。

エ ブロワ

ほぼ密閉されたフードから高流量で吸引しなけれ

ばならないため、ブロワ（渦流ブロワ型）は高性能

のものを用いる必要がある。本装置では最高で270

Ｌ/分で吸引したが、ごくまれにメタン分析計の０

～1000 の濃度レンジで上限を越える場合があった

ものの、１日当たりのメタン産生量が300Ｌ以下の肉

用牛では、０～1000 のメタン濃度レンジで測定可

能であった。メタン産生量が多い泌乳牛では流量を

増す必要がある。また、ブロワは騒音のため屋外に

雨があたらないようにして設置した。

オ その他

回路切り替え装置の性能、入力信号のパソコンへ

の取り込み、および、データ処理については本章３

節を参照されたい。

装置の一式は以下のとおりである。

①サンプリング装置

堀場製作所、ES510

②メタン分析計

堀場製作所 VIA510、測定レンジ 0-500/

1000/2000/5000

③流量計部

エステック マスフロメーター SEF-6470

エステック コントロールユニット PAC-D1

④ブロワー（渦流ブロワ）

日立、ボルテックスVB-022-G（風量：1.2㎥、

静圧：13.7～16.7kPa）

⑤パソコンによる信号取り込みと変換ソフト

testpoinnt

⑥フード

盛岡市内のメーカに特注

⑦回路切り替え装置

浜田設備（つくば）に特注

⑧エアフィルター

SMC モデルAF400

⑵ フード法によるメタン濃度測定

メタン計は既知の濃度のメタン標準ガスで校正す

写真５ フードの前面

写真６ 飼槽とウォーターカップ
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る必要がある。今回は、メタン濃度が０～1000 の

レンジで測定することから、900 前後のメタン標準

ガスとして862（窒素中、特殊ガス検査成績書によ

る）を用いた。また、メタン濃度が０ の気体とし

て窒素ガス（窒素濃度、99.9999％）を使用した。

測定の手順は以下の通りである。

ア メタン分析計

N ガス（メタン濃度０ ）とメタン標準ガスで校

正

イ 吸気していることをメタン計とサンプリング

ユニットの流量計で確認

ウ 回路切り替え装置

タイマーで２分おきにメタン計に入る気体を、フ

ード内（試料）と牛舎（外気）に切り替える。産生

したメタン濃度はフード内と牛舎内の濃度差であ

る。なお、パソコンではメタン計にはいるまでのチ

ューブ内の気体が充分置き換わるよう、切り替え１

分間経過後からデータを取り込むような設定になっ

ている。したがって、本方法ではフード内から排出

されるメタンの濃度測定時間は全測定時間の４分の

１である。

エ 給餌後、速やかに扉をしめる。

オ パソコンの画面上でスタート

カ 東北農研では原則とし１頭あたり３日間継続

してフード法でメタン産生量を測定した。黒毛和種

成雌牛の維持給与水準、および肥育牛でも飽食より

やや少ない量の給与水準では、残食の発生は少ない

が、肥育牛の飽食の給与水準ではストレスにより次

第に採食量が低下する供試牛が見られた。

キ フード内の掃除、飼料の給与、データの取り

込みなどのため、連続して測定すると１回あたりの

測定時間は24時間より短い。

ク フード外へのメタン排出量（メタン濃度×流

量）を表計算ソフトで測定時間分積算して、供試牛

からの１日あたりメタン産生量とする。

⑶ その他

ア 背面の牛の頸部を覆っているテント地につい

ては、牛の頸部を縛っているひもや、ファスナがゆ

るむので注意する。また、除角が十分でない供試牛

は角でテント生地を破ったり、また、冬季では採光

用のビニールが劣化し破損しやすくなることから、

予備を準備しておくことが望ましい。

イ 流量計のセンサは水分に弱く、水にぬれた場

合は流量の測定が不安定になる。結露は夜間に多く、

また、冬季とともに５、６月の雨天の高湿時に顕著

である。流量計前のフィルタにはホース内の結露し

た水が溜まるようになっているが、５月の雨天時に

１日でフィルターをオーバーフローして、流量計の

センサー部分が故障したことがあった。そのため、

フィルター内の水量に注意すると共に、ホースの途

中にもトラップを入れ溜まった水を不定期に捨て

た。

その他、回路切り替え装置までのチューブ内にも

結露が見られ、ダクト内も水がたまるため、交換も

しくは排水する。

また、流量計の前のフィルタについては継続して

使用すると、詰まり流量が低下するので、内部のフ

ィルタのみを交換する。

ウ フード内は呼気のため高湿で、特に冬季に結

露が多いことから、除湿機の設置が望ましい。

エ チューブ内の結露防止とパソコンの安定稼働

のため、冬季は装置を収納した中も暖房を行った。

⑷ 引用文献

１)野中和久，田鎖直澄，久米新一，大下知子，代

謝実験棟寒冷環境代謝実験室，北海道農研研究資

料61．1．2002

（篠田 満）

３ マスク法によるメタン発生量の測定

⑴ 緒 言

世界における反芻家畜の全頭数の３分の２は開発

途上国で飼養されている。開発途上国、特に熱帯・

亜熱帯においては飼育される反芻家畜の種類、また、

採食される飼料も温帯や冷帯のものと異なるため、

それらから発生されるメタンに関するデータの蓄積

は地球規模のメタンの発生量を正確に推定するのに

不可欠である。呼吸試験を実施するには特殊な、そ

して高価な装置が必要であり、この装置がなかった

ため、熱帯諸国におけるメタン発生量に関するデー

タが蓄積されて来なかった。

ダグラスバッグを用いたフェースマスク法 は

チャンバー法による呼吸試験装置 の代替として有

効である。しかし、ダグラスバッグを用いる際、呼

気が漏れるのを防ぐため、家畜の口にマスクをきつ
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く装着する必要があり、家畜にストレスを与えかね

ない。また、ダグラスバッグはハンドリングが難し

く、労力もかかる。そこで国際農林水産業研究セン

ターとタイ国畜産局の共同研究により、マスク法に

よる開放型の呼吸試験装置を開発し、タイ国コンケ

ン市のコンケン家畜栄養研究センターに設置した。

初期型の呼吸試験装置の詳細についてはKawa-

shima等 に記載されているが、その後の改良点も

加えて、その概要と、システムの回収率に関する結

果を紹介する。

⑵ システムの構成

システムの構成を図５に示した。システムは下記

の４つのコンポーネントから成り立っている。：１）

呼気採取部、２）サンプルエア採取部、３）ガス分

析部、４）データ解析部。それぞれのコンポーネン

トに使用した機器類は以下の通りである。

１）呼気採取部

ア マスク

マスクはアルミ製のバケツを加工して製造した

（写真７）。

イ 流量計

０℃１気圧における流量を表示できる流量計が

便利である。本装置では日本フローセル社製の流

量計を用いた。

型 式：FHW-N-S

直 径：０A

オリフィス径：15.3㎜

測 定 レ ン ジ：50～500l/min

出 力：４～20mADC

ウ ブロワー

本装置では家庭用の掃除機を利用した。流量調

整のため、吸気量を３段階程度に調整できる物が

便利である。流量500Ｌ/min程度の流量が必要で

ある。

エ パイプとバルブ

牛舎から流量計までの主パイプには若干弾力性

のある水中ポンプ用の直径６㎝のパイプを使用し

た。主パイプとマスクを接続するパイプは掃除機

に用いられるような蛇腹のパイプを使用した。ま

た、２重にしたストッキング布地をフィルターと

してパイプの繫ぎ目に３カ所装着した。ブロワー

の手前に流量を微調整するためのバルブを装着し

た。

２）サンプルエア採取部

ア ポンプＡ

ダイアフラム型真空ポンプを使用した。400Ｌ/

min程度の流量のあるメインラインからサンプ

ルエアを採取するのである程度のパワーが必要で

ある。

ダイアフラム型ドライ真空ポンプ（真空機工株

式会社製）

型 式：DAL-10S

ポンプスピード：10l/min（50㎐）

最 大 圧 力：180torr

図５ システムの構成

写真７ マスクの装着
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モ ー タ ー：Single phase100V,10W,4

Poles,Condenser run

重 量：1.7㎏

使用環境温度：７～40℃

イ フィルター

サンプルエア中のほこりを除去するためエアフ

ィルターが必要である。本装置で使用したフィル

ターとフィルターホルダーは以下の通りである。

ガラスミクロファイバーフィルター、ワットマン

型 式：GF/A

直 径：4.7㎝

フィルターホルダー

直 径：4.7㎝

最 大 圧 力：4.2㎏/㎠

ウ エアドライヤーＡ

エアドライヤーはガス分析、特に酸素濃度の分

析を正確に実施するため重要である。本装置では

２種類のドライヤーを使用した。一つは電子冷却

乾燥機で、もう一つは膜式乾燥機（後述）である。

電子冷却乾燥機（ソダ工業製）

型 式：GCS-11A

３）ガス分析部

ア 酸素分析計

Xentra 4100、サーボメックス社製

アナログ出力：４～20

測 定 レ ン ジ：19.000～21.000％

サンプルガス圧：70～210kPag

イ 炭酸ガス分析計

赤外ガス分析計（堀場製）

型 式：VIA 510

アナログ出力：０～１Ｖ

測 定 レ ン ジ：０～２％

サンプルガス：0.5l/min

ウ メタン分析計

赤外ガス分析計（堀場製）

型 式：VIA 510

アナログ出力：０～１Ｖ

測 定 レ ン ジ：０～0.2％

サンプルガス：0.5l/min

エ ポンプ

酸素計用ポンプ（ポンプＢ）

ダイアフラム型ドライ真空ポンプ（榎本ミク

ロポンプ製）

型 式：GA380

ポンプスピード：８～10l/min

最 大 圧：1.0㎏/㎠

重 量：2.2㎏

使用環境温度：０～40℃

炭酸ガス計，メタン計用ポンプ（ポンプＣ）

ダイアフラム型ドライ真空ポンプ（イワキエ

アポンプ製）

型 式：APN-085VX-1-07

ポンプスピード：5/6l/min

最 大 圧：0.8㎏/㎠

オ エアドライヤー（ドライヤーＢ）

このユニットは２つの膜式ドライヤー、フィル

ター、コンプレッサーにより構成されている。一

つの膜式ドライヤーはサンプルガスを乾燥するた

めのもの、もう一つはサンプルガスを乾燥するた

めに必要な乾燥したパージガスが作るために用い

る。コンプレッサーはパージガス製造のために用

いられる。

サンプルガス用膜式エアドライヤー

Sunsep-W 膜式エアドライヤー（旭硝子社製）

型 式：SWF-M06-400

流 量：５～25Nl/min

圧 力：＜8.5㎏ f/㎠

パージガス用膜式エアドライヤー

Sunsep-W 膜式エアドライヤー（旭硝子社製）

型 式：SWC-01-150

流 量：20～200Nl/min

圧 力：＜8.5㎏ f/㎠

コンプレッサー

Oil-less compressor（GAST社製）写真８ ガス分析装置
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型 式：RAA-P103-EB

４）データ解析部 Data record and calculation
 

component

ア インターフェース

I/O Board
 

DAS-1602

100KS/S Analog/Digital I/O Board
 

Terminal Board
 

Screw Terminal Board
 

DAS-16,STA-16

イ コンピュータ

IBM PC/AT compatible Computer（データ入

力プログラム「Testpoint」が使用できるもの）

⑶ システムの回収率測定

システムの回収率をMcLean and Tobin の方法

により求めた。窒素ガスと炭酸ガスをそれぞれシス

テムに流し、ガスボンベの重量差から求めた挿入し

たガス量と、分析計で求めたガス量の比でその回収

率を求めるものでKawashima（2000）に詳細を示し

てある。結果を表３に示した。本装置の初期型の回

収率は93％程度であったが 、今回測定した改良型

の回収率はいくらか改善され97％程度であり、また、

その標準偏差も非常に小さく、本システムの精度、

再現性が高く評価された。

⑷ 引用文献

１)橋爪徳三ら（1963）：牛のエネルギー代謝に関す

る研究Ⅰ．乾乳牛の安静時代謝におよぼす環境温

度の影響 畜産試験場研究報告 2：61-68

２)Liang,J.B.et al.（1989)：Efficacy of using
 

the face mask technique for the estimation of
 

daily heat production of cattle. In Energy
 

Metabolism of Farm Animals (Y. van der
 

Honig and W.H.Close eds.)Pudoc Wagenin-

gen.348-351.

３)岩崎和雄ら（1982）：畜産試験場に新設した家畜

代謝実験装置について，とくに呼吸試験装置の機

能を中心として．畜産試験場報告 39：41-78

４)Kawashima,T.,W.Sumamal,F.Terada,and
 

M. Shibata（2001）Respiration Trial System
 

Using Ventilated Flow-through Method with a
 

Face Mask.JIRCAS Journal No.953-74.

５)McLean,J.A.and Tobin,G.（1987）Animal
 

and human calorimetry.Cambridge University
 

Press,Cambridge,UK.

（川島知之）

４ 六フッ化硫黄（SF6）を用いたメタン簡易測

定法

⑴ はじめに

家畜由来メタン測定手法の精度は参考資料第１節

において紹介されたチャンバー法が最も高く（世界

的にもこれが標準法とされている）、次いでフード

法、マスク法の順とされている。しかし、施設の建

設および維持経費、簡便性については順序が逆転す

る。一方、温室効果ガスとしての家畜由来メタンガ

スのデータを収集するためには、単に実験室レベル

での精密なデータのみならず、いろいろな飼養環境

下でのデータを数多く収集することが求められてい

る。このための手法として、Johnsonら によって提

案された六フッ化硫黄（SF6）をインデックスガスと

した測定法が注目を集めている。

一般に、インデックスガスとしての利用を可能に

する要件として次の４点が重要であると考えられ

る。

①回収率が100％である。

②家畜および消化管内微生物に対して害作用がない

（飼料利用性、メタン産生に対して影響がない）。

③呼気ガス中に均一に拡散する。

表３ Recovery rate of the respiration trial system
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④呼気ガスの収集、ガス濃度の測定が簡便である。

SF6法はこれらの要件を満たすものとして、利用

されるようになってきているが、回収率の点に関し

ては、なお、検討の余地があるものと考える。しか

しながら、その簡便性は他の手法の追従を許さない

ものがあることから、今後の野外でのデータ収集に

は広く活用されるようになるものと思われる。

本節ではその手法の概要を紹介する。

⑵ 測定システム

SF6法は、SF6を定量的に放出するカプセルを牛

に投与し、呼気中に含まれる SF6とメタンの濃度を

測定することによって、メタンの総排出量を推定し

ようとするものである。

ア SF6放出カプセル

放出カプセルは牛にはき出されることがないよ

う、真鍮製のものを用いる。製造に当たって、カプ

セルを液体窒素中においてよく冷却し、そこに60㏄

のシリンジ２本分の SF6ガス注入、すばやくテフロ

ンシート、焼結フィルターで封をする（写真10）。

著者の経験によれば、この操作によって約0.5gの

SF6ガスを封入することができ、放出速度は１～３

㎎/dayである。なお、SF6放出速度は、39℃の恒温

機内にカプセルを収容し、４～６週間程度重量変化

を測定して算出する。

SF6放出速度はルーメン内おいても変化すること

なく、注入量の８割程度の量が放出されるまでほぼ

安定的に維持される（図６）。

測定に当たっては約１週間前に家畜に投与し、ル

ーメン内のガス濃度の均一化を図る。

イ 呼気ガス採取用流量調整装置

流量はガス採取用コンテナに接続する採取用の配

管中に設置する極微少な径のステンレス製チューブ

を用い、その長さによって制御する。著者らは半日

用として、SUS1/16″×0.1㎜径のチューブ約50㎝を

用いている。調整装置の概略を写真11に示す。

ウ ガス採取用コンテナ

塩ビ製で直管状のものや家畜に背負わせるために

曲がりをつけたものなど、いろいろなものがあるが、

要は気密が確実に維持できるものであればよい。

測定を開始する前には真空ポンプで、内圧を－100

kPaまで下げておく。

ガスの採取は採取速度の定常性が保証される－50

kPaまでにとどめる。

写真９ SF6法によるガス採取

写真10 SF6放出カプセル

図６ SF6放出曲線

写真11 呼気ガス採取用流量調整装置
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エ 圧力測定装置

ガスを採取したコンテナーは密封して研究室に持

ち帰り、内圧を測定する。その後、N ガスを注入

し、＋20kPa程度まで加圧（ガス分析計へのサンプ

ル注入のため）し、再度圧力を測定する。

オ ガス分析装置

メタンガスの測定には FIDガスクロマトグラフ

を、SF6の測定には ECDガスクロマトグラフを用い

て行う。ガスクロマトグラフの操作については成書

を参考にされたい。

⑶ 発生量の計算

メタン発生量の計算は次式によって行う。

CH (g/hr)＝CH (μg/㎥）

×［SF6放出速度(g/hr)/（SF6(μg/㎥））］

なお、バックグラウンドのメタンおよび SF6濃度

についても同時に測定し、補正することが望ましい。

⑷ 参考文献

１) Johnson KA,Huyler M,Westberg H,Lamb
 

B, Zimmerman P. Measurement of methane
 

emissions from ruminant livestock using a SF-

6tracer technique.Environmental Sci& Tech-

nol28359-362,1994.

２)Westberg H, Johnson KA, Cossalman MW,

Michal JJ. A SF6 tracer technique:Methane
 

mesurement from ruminants.Washington State
 

University Pullman,Washington.1998.

（寺田文典）
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