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持：礼牛に対するウイスキ…製造副産物の飼料利用

松 永 寛・勝森良勇・綱島照元

ill者元道男

Reasonable Utilization of Barley Distiller’S 

Grain Soluble for Milking Cow 

Hiroshi MATSUNAGA, Humio KATSUMORI, Terumoto TSUNASHIMA 

and Michio SAKIMOTO 

Summary 
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Effects of f巴巴dingth巴 barley distiller grain soluble on lactation and physiology wer巴 studiedby u呂ingeight 

milking cows with the double-reversal feeding. 

'I、hefeed was mixed 70% barley distillers grain with 30%。fbarley distillers soluble, and fed then 15Kg 

/cow/day‘ 

The basal formula feed wa呂 町民las a control food, and besides fed a fixed quantity of roughage. 

1. The in ta keel rate of the barley distillers grain soluble was about 26. 4 % on TDN, and this value was 

almost the same as one of basal formula food in the母xperimentp巴riod.

2. T、h巴 milkquantity and the solid not fat perc巴ntageshowed a significant differ巴nee(P<0.05) betw巴en

control and experiment period. 

3. The production of acetic acid in the rumen decreased, but propionic acid increas巴d,compared with 

the control period. 

4. The feeding cost decreased 13. 40 yen per onεKirogram of FCM, compar日dwith the control period. 

5. The preservation of barley distillers grain soluble for 20 days in Spring produc邑da small quantity of 

organic acid, but kept it’s good quality and fanction. 

I.はじめに

ウイスキ…蒸溜i品平泉から発生する函IJ産物には、いわゆ

るウイスキー粕である大変ジスチラーズ クレイン（以

下グレイン）と、蒸溜残液を濃縮した 大麦ジスチラー

ズ ソワュブjレ（以ードソリュブ／レ）とがある。

このグレインは草害状が早いため、長期i狩綴が不可能で

あり、 直方乾燥グレインは現状では製造コストが高い。

このため、生の食品製造副産物が低価格て山容易に入手

できる都市臨農の有利性を生かし、生ウイスキー粕の保

存性を保ち、利用効率を高めるために、グレインと可漆

無安素物の多いソリュブルを混合した大麦ジスチラーズ

クレイン ソワュブ；i,. (J:.L Fグレイン ソリュフソレ）

が、容易に搾乳牛に利用できるかどうか、泌乳、生理、



34 大阪府農林技術センター研究報告第21号 (1984)

政 iii性および保存性について検討した。

II. 材料および方法

1 .試験区分

、1¥11斤繁義のホルえタイン料8長flを供試し、泌手L最盛期！

枚、 2区iこ分け反転試験法により Jだ施した。

試練真）\fl~ （立、 u守121. 日間で，it 3；君！とし各期の後10jCj rR9 

1:: :4二1式験として実流、これを手11＆に不した。

：お1長試験ば分

lUI II 1
 

1
 

1
 

／し Y.No

No. l～ No. 4 

No.う～No.8

トj！＼＼＼均！

λ！淡路j

対！！＼＼ J¥JJ 

3試験 lUJ

試験 !VJ

対！！早期！

2 .供試飼料および飼料給与法

秒、試飼料のグレイン ソリュブルはグレイン 70%、

ソリュブル 30%を混合しt・ ものて前ある。

1Jl rn飼料l立法礎配合飼料（市販配合飼料52.2%、大麦

日べん36.1%、専符フス'79.4%.総令ビタミン斉lj0.8 

%、第2リン械カルシウム 0.5%、食1'5U.O%）と、判1

飼料はビート パルプ、スータン グラス乾j を使用し、

これらの成分及U"Jjt怖は第2表に不した。

グレイン ソリェブやルの給与量設定l土、府｝ドの食店i製

)/i:J;¥l]Jlg物の給与実際翁Hを（総TD Nの20～30%）から、

lEI Utl当り 15kgとした。

粗鋼fll土1B lliM当り、ビート パルプ 2.Okg 、スー

タン グラス •／＇i疎 5.0kgの一定量；として、日本飼養襟準

のTDN妥求養分量ぞ105%にするため、 基礎配合斜料で

制移した。

給与飼料量の努llH土、｛！＼＞：主主、乳；辻およu字LJlfi.Cドを各｝t)jの

開始前に 2El fl¥] illil ＇！£ し、これらの数値を法として行った0

：~； 2表飼料の成分・ W-悩i

大友ジス千う丈 スゲンゲラ1
Wt I守 主礎配合鈎料 ビートパルプ

ルイノソ＇Iュ7ル •:i'z: lj( 

!)<. 分（%） 11. 6 70.5 11. 9 9 .8 

特L1i1'111(%) 15. 6 8.0 8.9 11. 3 

判断II方（%） 2.6 2. 7 0.8 3.0 

nj持張主主物（%） 51. 9 14. 1 56.6 7.5 

弘樹4枠（%） 11.3 2. 9 17. 2 40.8 

年lIA分（%） 7.0 1.8 4.6 27 .6 

DM (%) 88 .4 29. 5 88. l 90 .2 

DCP (%) 11.0 5 .6 4. 5 4 .0 

TDN (%) 68. 0 21. 5 67 .2 54 .1 

｛自I( fll) 76 2 11.0 65. 0 75 .0 

えらi•!iベ己イヤ飼料の成分f直 i土，；＼算能、他i立分析｛車

3 .調査項思

1) 飼料摂取返および養分摂取益

2) 乳量・乳日

乳会u立本試験10ll陪！の平均 1B援を、また乳質の乳nri
E率、策！！旨凶j杉分E号、51土、各!tllの本試験10日間のうち、 31司、

述統2日間、生乳を抹耳元した。

~L~日率l土ゲルベル法、然日住民II杉分11·は杭燥拡ーにより社[lj

定した。

3) 羽 1 胃液のt~：状

採取は採食 41時間後で、各お！の終了時lこ迷絞2日間、

行った。

PH は東洋i！：~：紙、低級）l\'iil1i闘をはか、スクロマト グラフ

島津梨、アンモニア態安素は常法により測定した。

4) J{ll液性状

採取は存期！の最終日に行った。

J{TI.消去ドI質、 i求索f長室索、 P、Ca！ま各々 比色法により fi'

っfこ。

5) 剣料費

FCM 1 kg当り飼料費

6) HU式かl料の保存占／，質

｛人よ飼料は 1.3×1.3×l.3mの）＼＇）＇）故機に人れ、 F音iの

;J<.t友引立yPらず、また上而からlOW事号外織を照射した。

員？）議品焚i土j：、中、下！替を採取し、それぞれの有機放

送をずスクロマト グラフ（島ji¥t製）により illilli；した。

III.結集および考察

1 .鈎料摂取量および療取獲分援

グレイン ソリュブルは全体的にl噌好性も良好で、、ま

た、給与した飼料はほぼ計画iどおり黙耳元した。

件＼！.式守二 lliJ4が車王い食j誌を起し、少量：の残量がみられた

が、この食滞は特にグレイン ソリュブルの給与との関

｛弔はコ不旬1て”あった。

第3ムー 刻料・養分以i収；J

、？
Jノノ一食

中
本
合

伝
川
ド ぷ験JUI N!!¥¥lt!J 

i,~ ！溌配／？飼料（l明）

k: t；ζ ミとラ、~ ，／；，＿プル(l叫）

ビートノぐルプ（kg)

スーダングラス乾革（kぇ）

7 .1 12. 5 

14 .8 

2.0 

5.0 

2.0 

5‘。
DM （予；) 98.8 99.6 

DCP (%) 138.2 117.l 

TDN (%) 104.2 105守O

CF (%) 17.5 18.2 

総飼料 全飼料（TDN ）•よる） 33.7 32.8 

llM/BW l沿） 2. 9 3.0 
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5 .鈎料重量

FCM 1 kg 当りの飼料費を首~ 8訟にノ＇riしたが、試験j坊は

対照真IH::rtべ 13.40円低く、食，＼，＇，製造 U{l]rネム物の手！］HJによ

る飼料符低減の効果：がみられたG

6 .貯蔵品質

Wi'rぷij1のグレイン ソ 1）コーフルの表［Iiiに 1'1色のカどが 有機駿含量を第 9表に示したが、関t峻、厳時金、宇し織とも

発生しやすく、これの防止対策として、給与のための搬 上、 1t1、ド層において含有率が低〈、サイレ w ジ討’側の

出後、スコップで表面iをはじ！王し、 i二jlfiからlOWの紫外線 ブリ w グ法の襟点でl土、可愛」であった。

を照射することにより、これらの発生が紡Ji.できた。なお、 また、生約類の貯蔵に際して、一般的には、ビール紅！

このほ色のカどは同定の結果、放線誌i属であり、この！む のll＇）＇’i裁は、隔の下音IIに水抜きを付けるが、このグレイン

裁に際して発生したカビについては無害であった。 ソリュフルの貯蔵は、ソリュブルの漏出を紡ぐためにこ

また、 5tJ中台jから下旬にかけて、 20日間のWi'裁での れの必要性はない。

主主分以取Z容を第 3表lこ示したが、 DM l土ペ＇~＂ 不足し、

DCPI土、式験Wlが対1mw1に比べややおいが、 時量的に5L

腐制1給 ＇j.H寺にみられるようなDCP過剰摂取の牧態にはな

らなカミった 0

＊！も倣維E容は特に乳JI旨率と関係があり、各！Ulとも NRC  
3) 

~ii］~愛機訟の17.0%以 i二を充した。

プレイン ソリュブルの会飼料に対する終取訓令は、

TDNで26.4%であり、これを恭礎配合主司料廷に換算すーろ

とJた退4.7 kglニキEl当した。

2 .乳量・事し質

1 fl ·~ I）の平均乳量を第4表に〉わしたが、 1式験｝坊が対

照；UH二j七べ 0.9kgおく、また無！！日j.I;]J[；分率についても試

験主llが0.13%1おく、いずれも（ p <0.05）引な；な差がふ

られた

牛乳t＼泣；のi'Jl効率及び飼料利用効請をm5 iえに》J；した

が、試験）VJが高く、グレイン ソリュブルりスネルギ一

主力不がj¥;jいものとエ与えられる。

3 .第 1関i夜の性状

7i,¥ 1 ¥'l液グ）分析結果を第6表に示したが、PHおよびア

ンコーア 11,\\.:0:て素は試験j切が，；~j く、これは舟1れ：食品製造

語！Ji叫）（州｜類）の給与にみられるような伝i川示した。

低級慌ij}j般のモル比it~（土、試験！UIにおいて、 Ill＇一般が｛氏

く、プロピオン両立が向い傾向を示したが、 oJVCfとの関｝！Ji

'l'tをみゐと、特に試験WJのプロピオン般が向いことは無

断iうi形分寺tの高い僚と関連性がみられる。

l'il般刷プロビオン般比は、 fl！飼料のTDN30%給与てt土

2.0～ 3.0であり、 1E'I~；範11.fll人］てdあった。

4 . Jin.）育成分

各成分111iを第n毛に示したが、総蛍（＼質、アルブミン、

A/G、；£素j設窓索、 Ca、Pの各自とも、特に異常は認め

られなかった。
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第4表￥L;,,c・1Lt1t
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刊

C

自

I

7 .'I 8.8 

56. 2 58.6 

w 6 ！~、：：；i 1 'iJ液＇［＇！：状

Jd ぷr'irrn1 刈！！i¥J日i

PH 6.8 6.6 

アン二二 7慾戸井ミmg/dQ 26. l 14. 9 

問機（%） 54.2 59.4 

7 o L' オ 〆 的（予言）

船 内全（%）

同iF校・ブ口ピオン椴（%）

27 .2 

16.2 

2.0 

23. I 

14. 9 

2.6 

約 7'J~ J(ILi,'i成分

rri Fl ＂式！IWJUJ 対！日¥J号！

TP g /dQ 7 .4 7.6 

Alb g /dQ 3. 2 3. 3 

A/G 0.8 0. 8 

BUN rr唱え4 14.3 14. 8 

Ca mg/dQ 9.0 8.6 

p 時／dR 4.4 4. 2 

1.fi 8ぷ自11］料＇l'i

Ji( II ,i)¥ ！.検問i 土l!!¥¥ JtJJ 

FCMJkg'1'iリ削料貸（ドJ) 52.60 66守00
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第9表 保存lドの有機r~安利Ir&

i向日 附般r%) 的機（%） 乳峨（%） プロゼオノ附出）

上 IN o. 34 o. 04 o. 50 o 
1j1 1¥1 0.02 0.02 0.60 0 

F 燐 0.05 0.02 0.41 0 

Jド EJ 0.04 0. 03 0. 50 。

7 .健康状態

本試験において、 1il員が軽い食j帯を起し、 0＇援の残剣

がみられたが、一方、グレイン ソリュブルを 1日1政

当り 15kgの給子、 f共試牛6践の長期（ 6カ月間）給与てや

は、消化機能、および卵巣機能においても異常は認めら

れず、また他の疾病も発生しなかった。

以上の結果から、泌乳：造、手し賞、経済牲のJ.7'J・ら考え

ると、ア品レイン ソリュプノしは搾乳牛の斜料として有効

に利用できるものと；考えらtしる。

N.摘要

搾手L'I二に対し、大変ジスチラーズ グレイン ソリュ

ブルを給与し、泌乳、生理、経済制およびll']'J歳性につい

て検討した。

大変ジスチラーズ グレイン 70%と大変ジスチラー

ズ ソリュフル 30%を混合、 1日1頒当り 15kgを給与

し、供試午8頗により、反転試験法により実施した。

1) 試験期！の大麦ジスチラーズ グレイン ソリュブル

のTDNの然取議は26.4%で、これは基礎河L¥今飼料の突進

4.7kg＇こ相当した。

2) 試験JJ;Jj の乳量および無脂防llf~分本は、対照其Jjに比べ

( p <0.05）有窓に高い11rJを刀、した。

3) 第 1 胃液の｛~！；級脂肪酸モル比f判上司式級jtJJ において

郎両全が低〈、プロピオン峻が潟ぃ傾向モケポした。

4) 試験場lの飼料費は、 FCM1 kg当り、 13.40円の低減

Eなった、

5) 春季の20目指iの保存では有機酸含誌が低〈、品交、

行能およびIt普好牲も良好であった。

以上の給采から大変ジスチラーて グレイン ソリュ

ブ／しは搾乳牛に：Nし有効に手lj郊でミるものと考えられる。

引用文献

1) 河合干IJ定 (1980）大ll!X.北部符内-J'LLIこの’会日合成績と

給与制半、｜の実際調査（業績発表概姿）

2) i紅江俊郎 (1980）者llrlil庄交lllH存殺における生＊1'1利用技

術、農業新技術 No. 8 

3) 須藤治 (1981）商産の研究 35: 1019-1026 

4) 鵜飼信義 (1981)省燦の研究 35: 1003…1008 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

