
  
  塩化アンモニア施肥による乾乳期用粗飼料の生産と給与効

果

  誌名 鹿児島県農業開発総合センター研究報告
ISSN 18818609
著者名 福留,憲浩

大六野,洋
松田,謙志
溝下,和則

発行元 鹿児島県農業開発総合センター
巻/号 9号
掲載ページ p. 31-35
発行年月 2015年3月

    
農林水産省 農林水産技術会議事務局筑波産学連携支援センター
Tsukuba Business-Academia Cooperation Support Center, Agriculture, Forestry and Fisheries Research Council
Secretariat

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



[ 31 ]

塩化アンモニア施肥による乾乳期用粗飼料の生産と給与効果

福留憲浩・大六野 洋・松田謙志＊１・溝下和則

要 約

イタリアンライグラスの１番草刈り取り後に，塩化アンモニアを施肥した塩安区と尿素を施肥し

た対照区において，収量および一般成分，ナトリウム（Na），カリウム（Ｋ），塩素（Cl）および硫

黄（Ｓ）のミネラル成分について検討した．さらにそれぞれの試験区で生産した粗飼料を用いて給

与飼料の陽イオン－陰イオン差（DCAD：Dietary Cation Anion Difference）の違いが妊娠末期の

ホルスタイン種経産牛における血液および尿の諸性状に及ぼす影響について検討し，以下の結果を

得た．

１ 乾物収量は，塩安区が562.3kg/10a,対照区が489.5kg/10aであり，両区に差はなかった．

２ 一般成分の粗蛋白質（CP），粗脂肪（EE），粗繊維（CF），粗灰分（CA）および可溶無窒素物

（NFE）は，両区に差はなかった．

３ ミネラルのClは，塩安区が2.07％/DM,尿素区が1.36％/DMであり,塩安区が対照区に比べ有意に

高くなった．Na，ＫおよびＳは両区に差はなかった．

４ イタリアンライグラスのDCAD値は,塩安区が124.8ｍEq/kg,対照区が329.7ｍEq/kgであり，塩安

区が対照区に比べて有意に低くなった．

５ 乾物摂取量当たりのDCAD値は，塩安区が89.6ｍEq/kg，対照区が228.6ｍEq/kgであり，塩安区

が対照区に比べて有意に低くなった．また，乾物摂取量，血液中のカルシウム（Ca）濃度および

血液中の副甲状腺ホルモン（PTH）濃度に差はなかったが，分娩７日前の尿pHは，塩安区が7.5で，

対照区の8.2と比べて有意に低くなった．

キ－ワ－ド：塩化アンモニア，乾乳後期，低DCAD粗飼料

緒 言

乳用牛において，分娩前の給与飼料のDCADをマイナス

近くまで下げることによりCa代謝が正常に保たれ，分娩

後の低カルシウム血症予防に有効とされている1)．また，

DCAD値を利用する際には，特に粗飼料中のＫ含量が重要

であり，２％以下の低Ｋ含量の粗飼料を使うことが推奨

されている１）．しかし，ふん尿を還元している牧草地で

生産される牧草のＫ含量は３％を超えていることが多い
１）ことから，Ｋ含量の低い購入粗飼料を給与している酪

農家もある．

妊娠末期の給与飼料の高Ｋ対策として児島ら５），６）と

長野ら８）は，Ｋ含量の高い飼料に塩化マグネシウム

（MgCl2）を添加することで給与飼料のDCAD値を下げら

れ，代謝性アシドーシス状態に出来るとしている．ただ

し，MgCl2などの陰イオン塩の多量の添加は腎機能への

多大な負担や，嗜好性が悪いことによる乾物摂取量の低

（連絡先）大家畜部

＊１ 姶良家畜保健衛生所

下が懸念されることから，粗飼料中のＫとNa含量を減少

させ，ＳとCl含量を増加させるDCAD値の低い粗飼料の生

産方法の開発が望まれている８）．

三好７）は，粗飼料生産においてＫの施肥を控えた２番

草を利用することで牧草中のＫ含量を減らすことが可能

であり，佐藤ら９）はオーチャードグラスおよびチモシー

においてClを施肥することによりDCAD値を低くできると

報告している．

本県における飼料作物は，約28,500ha作付けされてお

り，うち約50％の14,300haで麦類混播を含むイタリアン

ライグラスが作付けされている４）．そこで，本県で広く

栽培されているイタリアンライグラスの低DCAD粗飼料の

生産方法を検討するため，イタリアンライグラスの２番

草において塩化アンモニアの施肥がDCAD値に及ぼす影響

と，その生産されたイタリアンライグラスをサイレージ

調製したものを乾乳後期の乳牛に給与して採食性や血液

中のCa動態等との関係について調査したので，その結果

を報告する．
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試験材料および方法

試験１ 塩化アンモニア施肥による低DCAD粗飼料生産

試験は鹿児島県農業開発総合センター畜産試験場内の

草地（約2.5ha）において行った．2012年10月にイタリ

アンライグラス（品種：タチサカエ）を３kg/10a播種し，

基肥としてＮ：10kg/10a，P2O5：20kg/10a，K2O：

1 0 k g / 1 0 aを施肥し，石灰資材として苦土石灰を

100kg/10a施肥した．2013年５月，１番草刈り取り後に

ほ場を２区に分け，尿素を追肥した対照区と，塩化アン

モニアを追肥した塩安区とした．肥料は対照区が尿素（く

みあい尿素：窒素含量46％），塩安区が塩化アンモニア

（くみあい塩安：アンモニア性窒素25％）を用い，両区

とも窒素が５kg/10aとなるように１番草刈り取り後７日

目に施肥した．

収量調査は出穂期に達した施肥後32日目に行った．草

高は各区ランダムに選んだ10本の立毛部を測定した．収

量については各試験区ともランダムに選定した３カ所に

ついて各１㎡を刈り取り，地上部現存量（以後生草重量）

の調査を行った．また一部を55℃で48時間以上乾燥し，

乾物収量を求めた．乾燥後の試料については，CP，EE，

CA，NFE，CF，NDFおよびADFの一般成分，ならびにNa，

Ｋ，ClおよびＳのミネラルを分析した．一般成分は粗飼

料の品質評価ガイドブック（社団法人日本草地畜産種子

協会）に準じて分析した．Na（原子吸光光度法），Ｋ（原

子吸光光度法），Cl（電位差滴定法）およびＳ（硫酸バ

リウム重量法）については，（一財）日本食品分析セン

ターで分析した．

DCAD値は次式により算出した８）．

DCAD（mEq/kg DM）=（（飼料中DM中Na%/0.0023）+

（飼料DM中K%/0.0039））-（（飼料DM中Cl%/0.00355）+

（飼料DM中S%/0.00161））

データの分析は，SPSSによる対応のないｔ検定により

行った．

試験２ 低DCAD飼料給与による乾乳後期給与試験

試験は鹿児島県農業開発総合センター畜産試験場内の

乳牛舎の繋留施設において，2013年７月から11月に行っ

た．試験区は試験１において，対照区ほ場でサイレージ

調製した粗飼料を給与した対照区と，塩安区ほ場でサイ

レージ調製した粗飼料を給与した塩安区とした．供試牛

は妊娠末期のホルスタイン経産牛で，塩安区と対照区は

分娩予定日順に交互に配置し，対照区は４頭，塩安区は

５頭を用いた．分娩予定日の21日前から分娩時まで乳用

牛飼育用配合飼料（４kg/日/頭），ビタミン・微量ミネ

ラル入り混合飼料（70g/日/頭）および各試験区用のサ

イレージをそれぞれ９時と16時に分離給与した．各試験

区用のサイレージは飽食とした．分娩後の給与飼料は，

養分濃度がNFC 40.3％，CP 15.5％およびNDF 37.5％に

設定し，トウモロコシサイレージ，イタリアンライグラ

スサイレージ，ビートパルプ，ルーサンペレット，一般

ふすま，大豆粕，大麦等を原料としたTMRを８時，10時

30分，13時および16時の４回に分けて給与した．

調査は体重，乾物摂取量，尿pHおよび血液性状につい

て行った．

体重は，朝の飼料給与前に分娩予定日の21日前から７

日ごとおよび分娩直後に牛衡器にて測定した．

乾物摂取量は，予め計量した給与量と毎朝の飼料給与

前の残飼量の差から求めた．残飼乾物率は100℃，24時

間通風乾燥し求めた．

尿pHは分娩予定日の21日前から７日ごとおよび分娩後

４日目に測定した．尿は外陰部周辺のマッサージを行う

尿意促進法10）により採取し，直ちにガラス電極法により

pHを測定した．

採血は分娩予定日の21日前から７日ごとと分娩直後，

分娩後１日目および分娩後３日目に頸静脈から真空採血

管を用いて行い，血液は約30分間室温で静置後，４℃，

4,000rpmで20分間遠心して血清分離し，分析までは－30

℃で凍結保存した．血清は解凍後，乾式臨床化学自動分

析装置（VITROS 250,Ortho－Clinical Diagnostics）を

用いてCaを測定した．上皮小体ホルモン（PTH：CLEIA法）

の分析は，分娩予定日の７日前，分娩直後，分娩後１日

目および３日目の血清について（株）クリニカルパソロ

ジーラボラトリーで分析した．

データの分析は，SPSSによる対応のないｔ検定により

行った．

結 果

試験１ 塩化アンモニア施肥による低DCAD粗飼料生産

乾物収量は，対照区が489.5kg/10aで塩安区の562.3kg

/10aと比較して差はなかった．草高は対照区が129.0cm

で塩安区の130.4cmと比較して差はなかった（表１）．

一般成分の乾物中割合は対照区と塩安区でそれぞれCP

表１　イタリアンライグラスの収量および草高

対照区 489.5 ±68.5 129.0 ±4.8

塩安区 562.3 ±61.0 130.4 ±3.5

ｔ検定
注）平均値±標準偏差

n.s. n.s.

試験区 乾物収量
（kg/10a）

草高
（cm）

鹿児島県農業開発総合センター研究報告 第９号 2015
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表２　各試験区の一般成分，ミネラル及びDCAD値

対照区 10.1 ±0.5 2.4 ±0.4 31.7 ±0.2 10.2 ±0.3 38.3 ±0.3 55.4 ±1.0 36.8 ±0.4 0.05 ±0.00 3.13 ±0.33 1.36 ±0.16 0.18 ±0.02 329.7 ±30.3

塩安区 8.9 ±1.2 2.0 ±0.5 32.6 ±0.7 10.7 ±0.8 38.4 ±0.9 57.9 ±1.1 37.9 ±0.4 0.07 ±0.01 3.03 ±0.33 2.07 ±0.18 0.16 ±0.02 124.8 ±37.7

ｔ検定
注）平均値±標準偏差

n.s. n.s. n.s. n.s. n.s.n.s. n.s. n.s.

ミネラル（乾物中％）一般成分（乾物中％）

CP EE CF CA NFE NDF Na
試験区 DCAD

(mEq/kg DM)

P<0.01P<0.05

ADF

P<0.05

Ｋ ＳCl

P<0.01

表４　乾乳後期における飼養試験成績

試験区 個体数

対照区 4 3.5 ±2.4 741.9 ±93.3 10.1 ±0.5 13.5 ±1.4 228.6 ±8.1

塩安区 5 3.0 ±0.8 736.2 ±42.8 10.0 ±0.6 13.4 ±1.3 89.6 ±2.5

ｔ検定
注）平均値±標準偏差

乾物摂取量当たりDCAD
（mEq/kg DM・日）

P<0.01

体重(kg) 乾物摂取量
（kg/日）

体重当たり乾物摂取量
（g/kgBW・日）平均産次数

n.s. n.s. n.s. n.s.

表３　供試飼料の成分分析値（単位：乾物中％）

ミネラル

CP EE CA NDF ADF Na Ｋ Cl Ｓ

配合飼料 89.0 22.1 2.4 5.7 21.8 10.6 72.9 0.04 0.99 0.04 0.39 17.7

対照区
サイレージ 45.9 10.2 2.4 13.1 69.0 42.6 57.9 0.04 3.23 1.36 0.18 350.7

塩安区
サイレージ 51.3 10.7 2.4 14.1 68.5 42.4 57.2 0.06 3.12 2.09 0.17 131.8

DCAD
(mEq/kg DM)

一般成分
乾物 TDN

が10.1％と8.9％，EEが2.4％と2.0％，CFが31.7％と

32.6％，CAが10.2％と10.7％，NFEが38.3％と38.4％で

差はなかった．NDFは塩安区が57.9％で対照区の55.4％

と比較して有意に高くなり，ADFも塩安区が37.9％で対

照区の36.8％と比較して有意に高くなった．ミネラルの

乾物中割合は対照区と塩安区でそれぞれNaが0.05％と

0.07％，Ｋが3.13％と3.03％，Ｓが0.18％と0.16％で差

はなかったが，Clは対照区の1.36％と比べて塩安区が

2.07％と有意に高くなった．DCAD値は対照区の329.7mEq

/kg DMと比較して塩安区が124.8mEq/kg DMで低くなった

（表２）．

試験２ 低DCAD飼料給与による乾乳後期給与試験

供試飼料の成分分析値を表３に示した．両区サイレー

ジの乾物中割合は，CP，EE，CA，NDF，ADF，TDN，Na，

ＫおよびＳで同等であった．塩安区サイレージのCl濃度

は2.09％で対照区サイレージの1.36％に比べて高く約

1.5倍の濃度であった．供試飼料のDCAD値は配合飼料で

17.7mEq/kg DM，対照区サイレージで350.7mEq/kg DM，

塩安区サイレージで131.8mEq/kg DMであった．

産次数の平均は対照区が3.5，塩安区が3.0であった．

体重の平均は対照区が741.9kg，塩安区が736.2kgで差は

なかった．乾物摂取量の平均は対照区が10.1kg/日，塩

安区が10.0kg/日で差はなく，体重当たり乾物摂取量の

平均も対照区が13.5g/kgBW･日，塩安区が13.4g/kgBWで

差はなかった．乾物摂取量当たりのDCAD値は対照区で

228.6mEq/kg DM，塩安区で89.6mEq/kg DMで塩安区が有

意に低くなった（表４）．

尿pHの平均は対照区と塩安区でそれぞれ分娩21日前が

8.3と7.7，分娩14日前が8.3と7.6，分娩後4日目で8.3と

7.6で差はなかったが，分娩７日前は対照区の8.2と比較

して塩安区が7.5と有意に低くなった（図１）．

8.3 8.3

8.2

8.3

7.7
7.6

7.5
7.6

7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
8.0
8.1
8.2
8.3
8.4

-21 -14 -7 3

尿
ｐ
H

分娩後日数

図１.尿ｐHの推移

対照区

塩安区

ab間に有意差有り：P<0.05

a

b
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血液中のCa濃度の平均は，対照区と塩安区でそれぞれ

分娩21日前で9.6mg/dLと9.7mg/dL，分娩14日前で9.6mg/

dLと9.6mg/dL，分娩７日前で9.5mg/dLと9.5mg/dL，分娩

直後で8.6mg/dLと8.0mg/dL，分娩後１日目で8.6mg/dLと

8.2mg/dL，分娩後３日目で9.0mg/dLと8.7mg/dLで，期間

中に差はなかった（図２）．

血液中のPTH濃度の平均は，対照区と塩安区でそれぞ

れ分娩７日前で27.3pg/mLと90.6pg/mL，分娩直後で

102.0pg/mLと83.8pg/mL，分娩後１日目で127.8pg/mLと

283.4pg/mL，分娩後３日目で56.6pg/mLと158.1pg/mLで

期間中に差はなかった（図３）．

考 察

イタリアンライグラスの１番草刈り取り後に塩化アン

モニアを施肥することによって，粗飼料中の塩素含量が

増加したことから，DCAD値の低下につながった．DCADを

利用する際，Ｋの過剰摂取を防ぐことが効果的である１）

とされている．県内で広く栽培されているイタリアンラ

イグラスの生草・１番草・出穂期のＫ含量は3.29％

/DM２）であり，購入粗飼料として利用されているチモシ

ーの2.60％/DM２）と比べて高い．特にふん尿を還元して

いる牧草地で生産されたイタリアンライグラスのＫ含量

はさらに高い恐れがあるため，このような場合，Ｋの施

肥は控えて窒素肥料として塩化アンモニアを施肥するこ
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8.6 8.6

9.0
9.7 9.6 9.5

8.0 8.2
8.7
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-21 -14 -7 0 1 3
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図２．血液中のCa濃度の推移
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とで，DCAD値を低減した粗飼料の生産が可能になるもの

と考えられる．

塩安区のNDFとADFの乾物中割合は対照区と比べて有意

に高かったが，サイレージ調製後のNDFとADFの乾物中含

量は対照区が塩安区より高かったことから，塩化アンモ

ニアの施肥とサイレージ調製がNDFとADFへの影響につい

て，今後さらに検討する必要がある．NDFとADFの乾物中

割合が変化すると，採食量への影響が考えられるが，塩

安区と対照区の間に採食量の差はなく，１日当たりの乾

物摂取量にも差がなかったことから，消化への影響はな

かったものと考えられた．乾乳後期に高Ｋ粗飼料を給与

する場合，MgCl２等の陰イオン塩の添加によりDCAD値を

低下させることはできるものの，嗜好性低下による乾物

摂取量の低下が懸念されるが，本試験の方法による低

DCAD粗飼料の給与は採食量に与える影響はないものと考

えられる．

本試験では両区とも起立不能や食欲減退などの低カル

シウム血症の症状を呈した牛はなく，血液中のCa濃度も

低カルシウム血症の目安となる7.5mg/dL７）以下になった

牛もなかったことから，低カルシウム血症の低減効果に

ついては比較できなかった．対照区の給与飼料のDCAD値

は228.6mEq/kg DMであったが，長野ら８）は低Ｋイタリア

ンサイレージを用いてDCAD値190.1mEq/kg DMの飼料を給

与した際に低カルシウム血症を発症する牛はなかったと

報告しており，DCAD値が200mEq/kg程度では低カルシウ

ム血症は頻発しないものと推察された．

妊娠後期にDCAD値を低く調整した飼料を給与すると尿

のpHが下がる６），８）ことが報告されており，尿pHは給与

飼料のDCAD値レベルの判定に用いられている３）．塩安区

の尿pHは7.5～7.7の範囲で推移し，対照区と比較して分

娩７日前で低くなったことから，低DCAD飼料の給与効果

であると推察された．

以上のことから，本試験において塩化アンモニアの施

肥により低DCAD粗飼料の生産が可能であり，乾乳後期の

粗飼料としても有用であることが示された．
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Production and Feeding Effect of the Roughage for Dry Period that Fertilizing

Ammonia Chloride by Fertilization Adjustment

Norihiro Fukudome, Hiroshi Dairokuno, Kenshi Matsuda and Kazunori Mizoshita

Summary

After first mowing collecting of the Italian ryegrass, I examined a yield and a public ingredient, sodium (Na), potassium (K),

chlorine (Cl), a mineral ingredient of sulfur (S) in the contrast ward that fertilized the salt cheap ward and urea which fertilized

ammonia chloride and examined the influence that the difference of the DCAD(Dietary Cation Anion Difference) value of the

salary feed gave to properties of the blood in the Friesian parous cow for the third pregnancy trimester and the urine using the

roughage which I produced in each examination ward and got the following results.

１. As for the dried foods yield, 562.3kg/10a, contrast ward was 489.5kg/10a a ward down salt, and both wards did not have the

difference.

２. As for the crude protein (CP), crude fat (EE), crude fiber (CF), crude ash (CA) and NFE, both wards did not have the

difference.

３. 2.07%/DM, urea ward was 1.36%/DM, and, as for the Cl of the mineral, a salt cheap ward became significantly higher in a

salt cheap ward than a contrast ward. In Na, K and S, both wards did not have the difference.

４. A salt cheap ward was 124.8mEq/kg, contrast ward 329.7mEq/kg, and a salt cheap ward became significantly lower in the

DCAD level than a contrast ward.

５. There was not the difference, but, as for urine pH seven days before the delivery, a low salt down ward of the DCAD level

lowered in intentionality in comparison with 8.2 of the contrast ward in 7.5, and, by the difference in DCAD level of the salary

feed, it was indicated to dried foods intake, calcium (Ca) density in blood and parathormone (PTH) density in blood that

bobtailed disease was improved.

Keywords：Ammonia chloride，Low-DCAD roughage，Prepartum period
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