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１．はじめに

乳・肉牛は，飼料から体組織にエネルギーなど栄養
素を取り込み成長し，乳や肉などを生産するとともに，
多量の熱エネルギーを発散する。また，消化・吸収で
きない部分は糞やあい気として，老廃物は尿やふけの
形で排泄する。このような家畜体内における代謝の効
率や必要な栄養素の量は，牛の品種，成長段階，妊
娠・分娩・泌乳といった牛側の要因と，飼料の種類や
温度環境といった外的要因により影響を受ける。その
ため，牛の健康を維持し，効率的かつ高品質な乳・肉
生産を行うには，これら要因の影響を踏まえた精密な
栄養管理技術の開発が必要とされる。さらに，地球温
暖化関連物質としてのメタンについて，反芻家畜から
の発生量の把握や変動要因の解析が最近の重要な課題
となっている。
一方，北海道は乳牛の高能力化や乳牛の飼養に適し
た気象条件，また約62万haの飼料畑から生産される自
給飼料を利用した飼養管理技術の向上などを背景に，
我が国の一大酪農基地として発展し，生乳生産量は全
国の４割を占めるに至った。しかしながらこれまで，
北海道における家畜のエネルギー代謝に関する研究，
あるいはそれを加味した飼料の栄養価評価に関する検
討は，実験施設が不備であることなどから実施が困難
な状況にあり，より高精度な栄養管理技術を開発する
ための基礎的データの蓄積は多いとはいえない状況に
あった。
他方，北海道は亜寒帯地域に属し，12月～翌２月の
月平均気温は氷点下となることが多い。このため，低
温環境が乳牛に与える影響の研究が必然性のあるもの
として見直されている。泌乳牛の栄養素要求量の研究
において，寒冷環境下に関する報告の多くは，至適温
度域での熱量論からの推測であり（YOUNG，1981：
HAMADA，1971），あるいは乾物摂取量調査等による
推測である（例えば四十万谷ら，1985）。いずれも，
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寒冷時の熱発生量などの実測値に基づくものではな
い。これは，実験施設として零度以下を実現すること
および寒冷下での実験遂行の困難性が背景にあるもの
と思われる。当施設は，適温環境条件の他に，冬期に
は－７℃を実現する。家畜は気象条件に対して被毛の
変化などに伴う皮膚断熱性の変化などの適応反応を示
すが，この適応には時間を要するため，寒冷実験は家
畜がある程度寒冷環境に適応した冬期に実行する必要

がある。また，寒冷環境を実現するためのエネルギー
投入量の点からも北海道の冬期は極めて有利であり，
当施設が北海道に立地する優位性はここにある。気温
を零度以下の環境に制御できる代謝試験装置は国内に
は他になく，零度以下での泌乳牛の呼吸代謝実験の経
験も国内にはない。
以上の背景から，北海道農業研究センターでは，牛
のエネルギー代謝に関する研究ならびにエネルギー利
用効率からみた自給飼料の栄養価評価に関する研究の
蓄積を行うため，代謝実験棟寒冷環境代謝実験室を整
備し，寒冷環境下でも利用可能な呼吸試験チャンバー
およびヘッドケージの本格稼働に入ることとした。そ
のため，ここに，当施設の仕様並びに運転要領をまと
めるとともに，施設の本格稼働に当たり実施した飼料

図１　システム構成の概要
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の栄養価評価に関する実験例を記載することとした。

２．代謝実験棟寒冷環境代謝実験室の仕様

実験システム構成の概要図を図１に示した。
１）空気調和設備（写真１，２）

本実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

定も可能とした。そのため，呼吸試験チャンバーの冷
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。
２）呼吸試験チャンバーおよびヘッドケージ（写真

３，４）

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５～10mmH2O程度の陰圧を維持する必要
があるので，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
農試と同様なパンタグラフ方式とした。このため，飼
槽の積載量は約20kgとなっている。飼料給与（飼槽
蓋開放）時に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
300～800kgの乳牛に対応できるサイズとした。また，
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写真４　ヘッドケージ

写真３　呼吸試験チャンバー

写真２　空調監視盤

写真１　機械室



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（650r/min）とめん羊
用の小レンジ（250r/min）の２系統を用意した。
ヘッドケージは２基設置し，通気量測定装置は

600r/minとした。
３）熱発生量測定システム

呼吸試験チャンバー―通気系―ガス分析計よりな
る熱発生量測定システムの概要を図２に示す。
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チャンバーから排出されたガス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５）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，
一部のガス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。
熱発生量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。
チャンバー内の家畜の起伏状態は，チャンバー内の
１箇所に拡散反射形光電スイッチを用いた横臥起伏セ
ンサを設置し，オン―オフ信号で計測することとした。
なお，ヘッドケージには横臥起伏センサ起伏計は設置
しない。
チャンバーの性能検定は，伊藤らの方法（1977）を
参考に実施した。すなわち，ガス分析装置の校正を実
施した後，チャンバー内に炭酸ガスを注入してその回
収率を求めた。さらに，炭酸ガス濃度の減衰曲線から
チャンバーの有効容積を算出した。検定結果は表２に
示した。

　　　計測項目   単位 　　　検出器 　　　　　計器レンジ 
乾球温度 ℃ 白金測温抵抗体 －30～70℃ 
相対湿度 ％ 通風湿度計 0～100% 
通気量 r/min オリフィス流量計 0～250r，0～650r 
チャンバー内圧 mmAq 電子式差圧電送器 －15～15mmAq 
大気圧 mmHg アネロイド型気圧計 697.5～787.5mmHg 
ガス濃度 
　酸素 vol% 磁気式 感度フルスケールの±1%　19～21% 
　二酸化炭素 vol% 赤外式 同上        　　　　　±1%　  0～2% 
　メタン vol% 赤外式 同上        　　　　　±2%　  0～0.2% 
チャンバー内起伏回数 回 拡散反射型光電スイッチ 0～1440回 

表１　計測システムにおけるオンライン計測項目と検出器仕様

図２　熱発生量システムの概要

設定通気量（r/min）     450.0     500.0     550.0 
回収率（%）     102.1     107.9     107.8 
時定数（min）       26.1       24.8       21.9 
有効容積（r） 11731.5 12405.5 12064.0 
 
実施条件 
・チャンバー内乾球温度20℃，チャンバー内湿度60% 
・CO2注入量は約155g，注入時間は約10分 
・測定は設定通気量毎に2回実施 

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

写真５　通気量測定装置
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４）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S10/2aH）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。

３．代謝実験棟寒冷環境代謝実験室における実験例

「予乾時の摩砕圧縮処理がアルファルファサイレージ
のエネルギー含量に及ぼす影響」
１）目的

近年，牧草収穫調製時の機械的損失および被雨によ
る損失を抑制するため，圃場での予乾速度を向上させ
る目的で，刈り取り直後の牧草をローラーで摩砕圧縮
してマット状にし，それを刈り株上で乾燥するフォー
レージマットメーカ（以後，マットメーカとする）が
開発された（KOEGELら，1986：SAVOIEら，1993：
OZTEKIN and OZCAN，1997：NISHIZAKIら，1997）。牧草
の摩砕処理は，茎部圧搾による消化性向上の可能性が
指摘されており，種々の検討が行われている。HONG
ら（1988）は，摩砕処理は乾草のめん羊による乾物摂
取量（DMI）と中性デタージェント繊維（NDF）消
化率を向上させる報告を，またPETITら（1994）は摩
砕処理によるアルファルファおよびチモシー乾草の消

化率向上効果に関する報告を行った。しかしながら，
高水分サイレージでは摩砕処理によるDMIや消化率の
向上効果が認められなかったという報告もある
（MERTENS and KOEGEL，1992：FROSTら，1995）。
マットメーカは現在も各国で試作・改良段階にあ

る。我が国においても研究が緒についたばかりで，そ
の効果，適用範囲および問題点などについて一定の傾
向が得られていない。そこで本試験では，マットメー
カによる摩砕圧縮処理がアルファルファロールベール
サイレージの可消化および代謝エネルギー（DEおよ
びME）含量に及ぼす影響について検討した。
２）材料および方法

開花１/10期のアルファルファ１番草（草丈71cm，
刈り取り高さ14cm）を供試した。試験処理区は，１）
大型フォーレージマットメーカで摩砕し，水分含量
50％まで圃場で予乾する区（FM区）ならびに，２）
慣行法のロータリーテッダで同一水分含量となるまで
撹拌予乾する区（CC区）を設けた。アルファルファ
が目標水分含量に達した後，ロールベーラで梱包し，
黒色フィルムで６層巻きのラッピングを行った。ベー
ルは約３ヶ月間貯蔵した後，フォーレージハーベスタ
で20mmに細切し，180リットル容サイロに再埋蔵し
て試験飼料とした。
サイレージの消化率ならびにTDN，DEおよびME

含量の測定は本代謝実験棟に乾乳牛（体重515および
643kg）２頭を収容して行った。実験計画は反転法と

 FM区 CC区 SE effect 
飼料成分組成 
　乾物（DM）含量（%） 47.7 54.1 0.67 NS 
　有機物含量（DM%） 86.3 89.0 0.05    * 
　粗蛋白質含量（DM%） 21.2 16.2 0.21    * 
　粗脂肪含量（DM%）   4.0   3.3 0.44 NS 
　酸性デタージェント繊維含量（DM%） 31.6 35.1 0.11    * 
　中性デタージェント繊維含量（DM%） 38.5 47.4 0.21    * 
乾物摂取量（kg/d）   7.6   8.6 0.65 NS 
みかけの消化率 
　乾物消化率（%） 68.8 69.8 0.16 NS 
　有機物消化率（%） 71.0 71.0 0.52 NS 
　粗蛋白質消化率（%） 75.5 72.6 0.63 NS 
　粗脂肪消化率（%） 72.8 69.8 0.64 NS 
　酸性デタージェント繊維消化率（%） 64.6 64.6 1.80 NS 
　中性デタージェント繊維消化率（%） 64.2 66.0 1.30 NS 
エネルギー含量 
　総エネルギー（MJ/kg） 17.7 18.8 0.15  ** 
　可消化エネルギー（MJ/kg） 12.2 13.1 0.26    * 
　代謝エネルギー（MJ/kg）   9.6 10.5 0.30    * 
　可消化養分総量（DM%） 66.7 66.1 1.45 NS 
エネルギー消化率（%） 68.9 69.7 1.40 NS 
エネルギー代謝率（%） 53.9 56.0 1.63 NS 
 
注1） NS, not significant; *, P＜0.05; **, P＜0.01

表３　サイレージのみかけの消化率およびエネルギー含量
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して，それぞれ予備期１週間，本期１週間（うち呼吸
試験チャンバーに４日間収容）の全糞尿採取法で行っ
た。給与飼料は，両区ともサイレージのみをTDNベ
ースで維持量の110％となるよう１日２回等分給与し
た。サンプルは60℃で48時間通風乾燥した後，１mm
篩を通して粉砕後，一般飼料成分を分析した。統計処
理は全てSASのGLM法で行った。
３）結果および考察

北海道の気象条件下では，水分含量を50％まで低下
させるのに要した予乾時間はFM区が約50時間，CC区
が49時間で，ほぼ同等であった。サイレージの葉部割
合はFM区およびCC区がそれぞれ57.2％，32.9％であ
った。雑草混入率（例えばスズメノカタビラの様な）
はそれぞれ7.0％，35.8％とテッダ区が高かった。これ
らを反映してFM区はCC区に比較してCP含量が高く，
繊維含量が低い結果となった。この原因としては，
CC区のテッダによる頻繁な撹拌がアルファルファの
葉部を脱落させたこと，また，テッダのタインが刈り
残した下繁雑草を引き抜いて混入させたことが考えら
れた。
みかけの消化率およびエネルギー含量を表３に示し
た。FM区はCC区に比較して，CP含量が5.0％高く，
ADFおよびNDF含量はそれぞれ3.5％および8.9％低
く，GE含量は低い値を示した。しかしながら，DM，
CP，ADFおよびNDFの消化率には処理区間差がなく，
TDN含量にも処理区間差は認められず摩砕処理の効
果は認められなかった。GEの消化率は両区とも69％，
また代謝率はFM区54％，CC区56％で処理区間差はな
かったが，FM区はGE含量が低かったためDEおよび
ME含量は相対的に低下した。PETITら（1994）は乾草
を用いた試験で，摩砕処理が消化率を向上させること
を報告している。しかしながら，細切したサイレージ
では消化性に関して摩砕の効果は得られないこと
（FROSTら，1995：CHARMLEYら，1997）や，逆に摩砕
が負の効果となること（MERTENS and KOEGEL，1992）
が報告されている。本試験においても，摩砕処理は低
水分サイレージの成分消化率，エネルギー消化率およ
び代謝率に影響を及ぼさないことが示された。これは，
20mmの細切が摩砕処理の効果を打ち消したものと考
えられる。さらに，イネ科雑草の混入がCC区のNDF
含量を高め，その結果，CC区のGE含量が高まった可
能性が考えられることから，次の段階として，雑草混
入割合の低い圃場を供試し，細切しないロールベール
サイレージを用いた同様の試験を行う予定である。

４．おわりに

これまで北海道は，乳牛の飼養に適した気象条件の
他，品種改良による乳牛の高能力化，大規模な自給飼
料基盤などを背景に日本酪農の一大基地として生産性
の向上を目指してきた。しかしながら，この北海道に
おいて，飼養管理の基礎となる飼料の栄養価を家畜の
エネルギー利用のレベルで評価する研究や，冬期間の
寒冷環境が乳牛の泌乳生理に及ぼす影響についての研
究は，実験施設の不備もあり困難な場面が多かった。
今回，北海道農業研究センター代謝実験棟寒冷環境代
謝実験室が整備されたことにより，至適温度域はもと
より，氷点下環境における家畜の呼吸代謝試験が実現
可能となった。
現在，本施設は呼吸試験チャンバー１基，ヘッドケ
ージ２基が整備されているものの，一度に多数の家畜
を供試し難く，またチャンバー内の搾乳装置も整備途
中の段階ではある。今後は，高泌乳牛を供試した呼吸
代謝実験例を重ね，我が国における土地利用型畜産の
発展に寄与できる成果を蓄積していく予定である。

５．謝辞

本施設の整備にあたり，農林水産大臣官房経理課，
北海道農業研究センター総務部，施工された関連会社
など，多くの方々から多大なるご援助をいただいた。
また，北海道農業研究センター畜産草地部　竹下潔部
長には御校閲の労を賜った。同企画調整部業務第３科
の皆さんには，呼吸試験チャンバーの補修および家畜
試験の実施の際，ご協力をいただいた。さらに，畜産
草地研究所反芻家畜代謝研究室　寺田文典室長には，
実験施設の立ち上げ，呼吸代謝試験に関する各種機器
操作技術の習得に関して懇切丁寧なご指導をいただく
とともに，本稿の御校閲をいただいた。ここに記して，
深甚の謝意を表する。
なお，本稿の構成は環境研資料第18号（エコトロン
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６．引用文献

１） CHARMLEY, E., SAVOIE, P. and McQUEEN, R. E.
（1997） : Influence of maceration at cutting on
lactic acid bacteria populations, silage fermentation
and voluntary intake and digestibility of precision-
chopped Lucerne silage. Grass and Forage Sci. 52,
110-121.

２） FROST, J. P., POOTS, R., KNIGHT, A., GORDON, F. J.
and LONG, F. N. J. （1995） : Effect of forage



北海道農業研究センター研究資料　第61号（2002）6

matting on rate of grass drying, rate of silage
fermentation, silage intake and digestibility of silage
by sheep. Grass and Forage Sci. 50, 21-30.
３） HAMADA, T. （1971） : Estimation of lower
critical temperatures for dry and lactating dairy
cows. J. Dairy Sci. 54, 1704-1705.
４） HONG, B. J., BRODERICK, G. A., PANCIERA, M. P.,
KOEGEL, R. G. and SHINNERS, K. J. （1988） : Effect
of shredding alfalfa stems on fiber digestion
determined by in vitro procedures and electron
microscopy. J. Dairy Sci. 71, 1536-1545.
５） 伊藤稔・針生程吉・田野良衛・岩崎和雄
（1977） : 家畜のエネルギー代謝における動特性
追跡機能を附加した省力的呼吸試験装置 －その
構成と機能－. 畜試研報. 32: 45-61.
６） KOEGEL, R. G., SHINNERS, K. J., FROCZAK, F. J.
and STRAUB, R. J. （ 1986） : Prototype for
production of fast-drying forage mats. ASAE paper
No. 86-1530.
７） MERTENS, D. R. and KOEGEL, R. G. （1992） :
Altered ruminal fermentation in lactating cows fed

１．空調機器の運転と点検（「代謝実験棟新築その他

工事完成図書」を参照）

１）運転開始時の操作

（１）立ち上げは，冷却水温の安定のため少なくと
も実験開始１日前から行う。

（２）機械室奥の天井配管の凍結防止用水抜きバル
ブを閉める（冬は開ける）。

（３）機械室奥の天井配管の給水バルブを開ける
（冬は閉める）。

（４）屋上のクーリングタワーにある「冬期間」バ
ルブ（２箇所）を閉める（冬は開ける）。

（５）同上の散水ポンプ横のエアー抜きコックを開
けるにして溢水を出し，配管内の空気を抜き，
コックを閉める（冬はこの作業なし）。

（６）機械室監視盤冷却水ポンプを「連動」。
（７）機械室監視盤冷却塔スイッチを「自動」。
（８）機械室監視盤散布水ポンプを「夏」（冬期間は
「冬」）。

（９）機械室監視盤ブライン１次ポンプを「連動」。
（10）機械室のチラーユニットを運転。

（11）機械室監視盤ブライン２次ポンプを「ON」。
（12）機械室監視盤ユニットクーラーを「OFF」（マ
イナス温度実験時は「自動」）。

（13）機械室監視盤ユニットクーラーデフロストを
「OFF」（マイナス温度実験時自動）。

（14）機械室監視盤通気ブロワーを「ON」。
（15）機械室監視盤チャンバー空調機をNo. １，２
とも「自動」。

（16）機械室監視盤チャンバー空調機電気ヒーター
をNo. １，２とも「自動」。

（17）機械室監視盤デフロストヒーターをNo. １，
２とも「OFF」（マイナス温度実験時は「自動」）。

（18）計測室監視盤空調機切換スイッチを「手動」
（マイナス温度実験時は「交互」）。

（19）計測室監視盤空調機切換スイッチを「No. １」
もしくは「No. ２」。

（20）計測室監視盤R-２電磁弁を「閉」（マイナス温
度実験時は「自動」）。

（21）計測室監視盤通気レンジを「大」（めん羊の時
は「小」）。

rations containing macerated alfalfa. J. Dairy Sci.
Suppl. 75, P265.

８） NISHIZAKI, K., SHIBATA, Y., YOKOCHI, Y. and
NAKAYAMA, Y. （1997） : Development of forage
mat maker. ASAE paper No. 97-1099.

９ ） OZTEKIN, S. and M. T. OZCAN （ 1997）
Application of the maceration technique for drying
forage in turkey. J. agric. Engng Res. 66, 79-84.

10） PETIT, H. V., SAVOIE, P., TREMBLAY, D.,
DOSSANTOS, G. T. and BUTLER, G. （1994） : Intake,
digestibility, and ruminal degradability of shredded
hay. J. Dairy Sci. 77, 3043-3050.

11） SAVOIE, P., BINET, M., CHOINIERE, G., TREMBLAY,
D., AMYOT, A. and THERIAULT, R. （1993） :
Development and evaluation of a large-scale forage
mat maker. Transactions of the ASAE. 36, 285-291.

12） 四十万谷吉郎・古郡浩・宮田保彦 （1985） :
泌乳牛の生産反応と各種生理反応に及ぼす寒冷感
作の影響. 日本畜産学会報56, 704-710.

13） YOUNG B. A. （1981）. Cold stress as it affects
animal production. J. Anim. Sci. 52, 154-163.

参考資料



野中ほか：代謝実験棟寒冷環境代謝実験室 7

（22） 計測室の実験室内用パッケージエアコン（２
台）操作パネルで実験室内温度設定。

２）運転操作

（１）計測室監視盤のスイッチで操作。
（２）「チャンバー内乾球温度」でチャンバー内の温
度を設定する。

（３）「チャンバー内相対湿度」でチャンバー内の湿
度を設定する。

（４）「チャンバー内圧」でチャンバー内の気圧を設
定する。

（５）「チャンバー通気量」で通気量を設定する（乾
乳，搾乳，体重，エサ給与量等で変える）。

注１）「冷却水温度」が40℃以上になったら異常→
「４．緊急時の対応」参照。
注２）冬はチラーユニット冷却用溶媒を屋上の冷却
塔で水冷しないが，もし，「冷却水温度」が下が
らない時は，水冷運転も考える。

３）終了時の停止操作

（１）計測室監視盤R-２電磁弁を「閉」。
（２）計測室監視盤空調機切換スイッチを切る。
（３）機械室監視盤デフロストヒーターNo. １，２
とも「OFF」。

（４）機械室監視盤チャンバー空調機電気ヒーター
No. １，２とも「OFF」。

（５）機械室監視盤チャンバー空調機を「OFF」。
（６）機械室監視盤通気ブロワーを「OFF」。
（７）機械室監視盤ユニットクーラーデフロストを
「OFF」。

（８）機械室監視盤ユニットクーラーを「OFF」。
（９）機械室監視盤ブライン２次ポンプを「OFF」。
（10）機械室監視盤ブライン１次ポンプを「切」。
（11）機械室監視盤散布水ポンプを「冬」。
（12）機械室監視盤冷却塔を「切」。
（13）機械室監視盤冷却水ポンプを「切」。
（14）チラーユニットを停止。
（15）機械室奥の天井配管の給水バルブを閉める。
（16）機械室奥の天井配管の凍結防止用水抜きバル
ブを開ける。

（17）屋上のクーリングタワーにある「冬期間」バ
ルブ（２箇所）を開ける。

（18）計測室の実験室内用パッケージエアコン操作
パネルを停止。

４）毎日の点検

・１日１回は機械室を巡回し，圧力計，電圧・電流
計等ゲージ類を確認する。

・代謝実験棟に入る度に，計測室監視盤とコンピュ
ータの表示内容確認する。

・冷水温度の制御状況をチェック（40℃以上は要保
守）。

・実験室およびチャンバーの状態をチェック（ユニ
ットクーラーの霜，チャンバー空調機からの排水，
パッケージエアコンの温度制御等）。

５）実験毎の点検

・屋上の冷却塔の点検，掃除。
・屋上の冷却ユニットの点検。
・実験室パッケージエアコンのフィルター掃除。
・チャンバー空調機のフィルター掃除。
・オリフィス流量計の前のフィルター掃除および交
換。

２．代謝実験室および呼吸試験チャンバーの環境制御

１）実験室

・実験室の温度制御（マイナス温度実験以外）は，
計測室の実験室内用パッケージエアコン（２台）
操作パネルで室内温度を設定する。

・その他，温湿度は計測室の監視盤で操作する→
１-２）-（１）等参照。

２）呼吸試験チャンバー

・温湿度は計測室の監視盤で操作する→１-２）-
（１）等参照。
・チャンバー内電灯の点灯は，計測室の分電盤の扉
を開けて，左上のチャンバー電灯スイッチを「手
動」（「自動」は事故時の自動消灯用）。

３．呼吸試験チャンバー，ヘッドケージおよび糞尿分

離機の運転と点検

１）呼吸試験チャンバー

（１）牛のサイズに合わせて飼槽枠の位置を移動さ
せ，ピンで固定する。

（２）牛のサイズに合わせて，バンパーを調節する。
（３）牛用扉を開ける。
（４）牛床にカウマットを入れる。
（５）糞尿分離機を上下装置によって，所定位置に
セットする。

（６）牛を入れ，スタンチョンにて固定する。
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（７）尿飛散防止板をセットする。
（８）牛用扉廻り，飼槽周りに障害物がないことを

確認し，扉を閉める。
（９）気密防止用扉締め付け金具にて，扉を締め付
ける。

（10）作業員用側室扉も上述の手順で締め付ける。
（11）実験を開始。
（12）実験終了後は，（３）～（10）までの逆行程で，
チャンバー室を開放する。

２）チャンバー用飼槽移動装置

（１）飼槽，飼槽出入口蓋およびシャッターの位置
を確認する。

※原点aは，飼槽出入口蓋が開，シャッターが下降
時（飼料投入時）。

※原点bは，飼槽出入口蓋が閉，シャッターが上昇，
飼槽が前進時（飼料給与時）。

（２）圧搾空気をエアーコンプレッサーで供給する
（空気圧は７kgf/cm2以上必要）。

（３）飼槽を飼槽出入口まで移動させる。
※飼槽位置が原点aの場合，シャッターを閉める。
※飼槽位置が原点bの場合，電気制御盤の押ボタン
で飼槽を後退させ，シャッターを閉める。

（４）飼槽出入口蓋を開け，飼料を飼槽に投入する。
（５）飼槽出入口蓋を閉め，シャッターを上昇させ
る。

（６）シャッターが完全に上昇したことを確認し，
飼槽を前進させる。

（７）操作完了。

３）ヘッドケージ

（１）牛のサイズに合わせて，ヘッドカバーの位置
を移動させ，ピンで固定する。

（２）牛のサイズに合わせて，バンパーを調節する。
（３）牛床にカウマットを入れる。
（４）糞尿分離機を上下装置により，所定位置にセ
ットする。

（５）牛を入れ，スタンチョンにて固定する。
（６）ヘッドカバーの帆布ファスナーを締め，牛の
頚周りをロープで固定する。

（７）尿飛散防止板をセットする。
（８）飼槽内に飼料を入れる。
（９）飼槽扉を閉めて実験開始。

４）糞尿分離機

（１）実験に使用する分離機を選定する。
（２）分離機内の分離ベルト，ロート等に付着した
糞尿の有無を確認し，残糞がある場合には水洗
する。

（３）糞・尿カンを所定の位置にセットする。
（４）分離機を上下装置台車ごと所定の位置に移動
させる。

（５）前後のストッパー金具により移動レール上に
固定する。

（６）チャンバー用分離機は上部の水蓋に水を入れ，
密封する。

（７）分離機・上下装置および糞尿落下口に障害物
のないことを確認し，上下装置上昇ボタンにて
糞尿落下口まで上昇させる。

（８）実験終了後，分離機周りに障害物のないこと
を確認し，分離機を下降する。

（９）糞・尿カンを撤去し，分離機内部を洗浄する。

５）注意事項と点検

（１）チャンバー
・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
ングも実験前に点検する。

・牛を入れたら，必ずブロアを回して，チャンバー
空調機を入れる。

（２）飼槽移動装置
・圧搾空気の空気圧が７kgf/cm2以上になるまでシ
ャッターの開閉操作は行わない。

・飼槽移動装置・シャッター運転中は，飼槽出入口
蓋は密閉しない。仮に開閉操作をした場合には，
飼槽移動装置およびシャッター用電動機に停止命
令が出るので，蓋を閉めた後，再起動する。

・飼槽移動装置およびシャッター用電動機が手動で
個別に運転できない場合や，運転中に停止した場
合には，電気制御盤内のブレーカー作動およびサ
ーマル装置作動の可能性がある。その際には，漏
電や過負荷の原因等を除去し，ブレーカーやサー
マル装置をリセットする。

（３）ヘッドケージ
・ヘッドカバー部帆布を，牛の頚周りに取り付ける
際には，頚を自由に動かせるように余裕をもって
取り付ける。

・ヘッドカバー部帆布取り付けファスナーには，開
き防止テープがあるので，必ず開き防止テープま
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でファスナーを閉める。
（４）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３～５mm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。クラッチを
操作にするためには，原動部カバーを外す（ヘッ
ドケージ用）。また，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。

４．緊急時の対応

１）停電時

（１）チャンバーの給餌蓋が開いているかどうかを
確認する。

（２）復旧したら，チャンバー前の操作盤を開けて，
給餌蓋の主電源OFF。チラーユニットを運転。
機械室監視盤のスイッチ類を一旦OFFにして，
再度停電前の状態に戻す。チャンバーを停電前
の状態に戻す。ブロア等の計測室の計器類を確
認（「EV１」ランプ が点いているときは再度ブ
ロアリセット）。チャンバー前の操作盤を開けて，
給餌蓋の主電源ON。コンピュータ再起動。

２）夏の断水時

（１）チラーユニット点検→警報ランプ着いてたら
運転停止。

（２）機械室監視盤散布水ポンプを「冬」。
（３）機械室監視盤ブライン２次ポンプ止める。
（４）停電から復旧したら，チラーユニットを運転。
散布水ポンプを夏。ブライン２次ポンプをON。

３）冷却水温度が上昇した場合

（１）チラーユニット点検→警報ランプ着いてたら
運転停止。

（２）機械室監視盤散布水ポンプを「冬」。
（３）機械室監視盤ブライン２次ポンプを止める。
（４）復旧したら，チラーユニットを運転。散布水
ポンプを「夏」。ブライン２次ポンプを「ON」。

４）緊急開放装置

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。

５．ガス分析計操作手順

１）実験開始時および校正ガスボンベ交換時

（１）分析操作開始24時間前に分析計の電源を入れ
る。電源は分析計操作パネル右下の電源蓋を開
けて，「主電源ON」，「分析計電源ON」，「計器電
源ON」。

（２）CO2計の電源ON，CH4計の電源ON。
（３）パネル左の内部にあるO2計の電源ON，分析計

内部用換気扇スイッチON。
（４）ゼロガス用ボンベ元バルブ開けて，ニードル
バルブも開ける。スパンガス用ボンベ元バルブ
開けて，ニードルバルブ開ける。

（５）ガス分析装置フロントパネルの電源をON。
RANGEスイッチは「19～21％」。REC OFFSET
スイッチをO2が19.0％のとき１Ｖ，21.0％のとき
５Ｖ出力するように合わせる。

（６）分析モード選択スイッチを「手動」，校正選択
スイッチを「手動校正」，校正ガス選択スイッチ
を「ZERO」にして，暖気運転中のO2計に約１
時間ゼロガスを流す。

（７）ガスの流量は，O2は0.25～0.30リットル/min，
CO2およびCH4は0.5リットル/min。

（８）暖気運転が終わりガス濃度が安定したら，
CO2計およびCH4計のCALのZEROボタンを押し
て，「0.000」および「０」に合わせる。O2計は
計器下の扉を開けて，上左側のボリュームノブ
（ZERO）で「Ｖ＝２Ｘ－37；Ｖは出力値，Ｘは
ゼロガス濃度）」に合わせる。校正ガス選択スイ
ッチの「ZERO」をもう一度押して，「ZERO」
ランプを消す。

（９）校正ガス選択スイッチを「SPAN」にして，
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分析値が安定するのを待つ。
（10）安定したらCO2計のSPAN SETのDISPスイッチ

を押して，DIGITスイッチを押す。SETスイッ
チで，スパンガスボンベに書いてある濃度に合
わせる。合ったら，DIGITスイッチ，DISPスイ
ッチを押して戻す。CALのSPANスイッチを押し
て記憶させる。

（11）CH4計もCO2計と同様の操作でスパンガス濃度
に合わせる。CH4計は感度を１/２に落として計
測レンジを広げている関係で，1000ppmと表示
した場合には実際は2000ppmが流れていること
になる。このため，SPAN SETで合わせる数値
はボンベに書いてある濃度の半量を入力する。

（12）O2計は，計器下扉内の上右側ボリュームノブ
でSPANガスボンベの濃度に合わせる。校正ガ
ス選択スイッチの「SPAN」をもう一度押して，
「SPAN」ランプを消す。

（13）ストリームのフィルターを交換する。
（14）データ処理装置への校正ガス濃度登録をする。
（15）コンピュータにストリームナンバーを登録す
る。ファンクションキーのガス→ストリーム→
設定→No設定→ストリームとガス分析装置に取
り込むストリームナンバーを線で結ぶ→登録→
設定終の順に押せば完了。

（16）ストリーム切り換え順序の設定をする。ファ
ンクションキーのガス→設定→順序→ここで設
定する→登録→設定終の順に押せば完了。

（17）各ストリームのポンプスイッチを使うナンバ
ーだけON。

２）実験中の校正操作（手動校正）

実験中には週１回手動校正を行なう。
（１）分析モード選択スイッチを「自動」。
（２）校正方法選択スイッチを「手動校正」。
（３）校正ガス選択スイッチを「ZERO」。
（４）約120秒以上経過し，分析値が安定したらCO2

計およびCH4計のCALの「ZERO」ボタンを押し
て，「0.000」および「０」に合わせる。O2計は
計器下の扉を開けて，上左側のZEROボリュー
ムでゼロガスのボンベに書いてある濃度に合わ
せる。

（５）分析値が安定したら，校正値読取ボタンを押
す。

（６）読み取りが完了したら，読取完了ランプが点
灯するので，ランプを消すためにもう一度校正

値読取ボタンを押す。
（７）校正ガス選択スイッチ「ZERO」を再度押し
てOFFにし，「SPAN」を押す。

（８）約120秒以上経過し，分析値が安定したらCO2
計およびCH4計のCALの「SPAN」ボタンを押し
て，スパンガス濃度（設定済み）に合わせる。
O2計は計器下の扉を開けて，上右側のボリュー
ムでスパンガスのボンベに書いてある濃度に合
わせる。

（９）分析値が安定したら，校正値読取ボタンを押
す。

（10）読み取りが完了したら，読取完了ランプが点
灯するので，ランプを消すため再度校正値読取
ボタンを押す。

（11）校正ガス選択スイッチ「SPAN」を再度押して
OFFにする。

（12）これで手動校正は終了するが，O2計保守のた
め，再度，校正ガス選択スイッチを「ZERO」
にして，O2濃度を下げる。その後，「ZERO」を
押してランプを消灯。

（13）校正方法選択スイッチを「測定」。
（14）コンピュータのファンクションキーのガス→
校正で校正日時が変更されたことを確認。

（15）ファンクションキーでガス状態表示にし，「開
始」→「実行」を押して，分析開始。

３）実験中の校正操作（自動校正）

実験中には毎日１回自動校正を行なう。
（１）分析モード選択スイッチを「自動」。
（２）校正方法選択スイッチを「自動校正」。
（３）校正スタートスイッチを押すと，ゼロガス校
正が始まる。

（４）校正操作が正常に行われていることを確認す
る。

・流量は正常か
・校正値は日間変動の範囲内にあるか（CO2計，
CH4計は60秒経過後，ゼロリセット）

（５）ゼロガスが終わると，スパンガス校正が始ま
る。

（６）（４）を繰り返す。
（７）スパンガス校正が終わると，「SPAN」ランプ
が消えて校正終了。

（８）校正方法選択スイッチを「測定」。
（９）コンピュータのファンクションキーの「ガス」
→「校正」で校正日時が変更されたことを確認。
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（10）ファンクションキーの戻りでガス状態表示に
し，開始→実行を押して，分析開始。

４）終了時の停止操作

（１）コンピュータの画面をガス分析装置状態表示
にし，「ガス分析装置」と書いてある部分の背景
色が緑になっている（馴致中）ことを確認。も
しも赤（分析中）や黄（校正中）であったらば，
ファンクションキーの終了→実行を押し，終了
させる。

（２）各ストリームのポンプスイッチ（分析計操作
パネル右下の電源蓋の中）をOFF。

（３）パネル左の内部にあるO2計の電源OFF。分析
計内部用換気扇スイッチはONのまま（こもった
熱を冷ます）。

（４）CO2計の電源OFF，CH4計の電源OFF。
（５）ゼロ・スパンガスボンベの元バルブ閉める。
（６）分析計内部が常温になったら，内部用換気扇
スイッチOFF。

（７）分析計操作パネル右下の電源蓋を開けて，「計
器電源OFF」，「分析計電源OFF｣，「主電源OFF」。

５）注意事項と点検

（１）実験開始時には，分析装置箱右面の扉を開け
て，電子クーラー下の水トラップ内にオーバー
フロー用の水があることを確認する。ない場合
は，（保守中スイッチをONにして）ドレンチュ
ーブの上にある黒いゴムキャップを外して，洗
浄瓶で蒸留水を入れる。入れ終わったらキャッ
プをして，保守中スイッチをOFF。

（２） 次に，ポンプの手前下のドレンポット（４個
並んでる）に水があることを確認。ない場合は，
保守中スイッチをONにし，各ストリームのポン
プスイッチを必ずOFFにして，ポット上部の蓋
（ネジ式）を開けて，洗浄瓶で蒸留水を入れる。
入れ終わったら蓋を締めて，ポンプスイッチを
ON。保守中スイッチをOFF。

６．その他の機器の調整

実験開始前に調整を済ませておくこと。
（１）横臥起伏センサの感度調整。
（２）給餌装置の作動確認。
（３）飼槽位置調整。
（４）ウォーターカップの水が出るか確認。
（５）チャンバー内のケーブル類（ウォーターカッ

プ用ヒーター，飼槽移動装置のストッパー等）
の整理。

（６）オリフィス流量計手前のフィルター交換。
（７）チャンバー内照明の蛍光管の点灯確認。

７．データ収集処理装置の起動・停止（「データ処理

装置完成図」参照）

１）システム立ち上げ（リスタート；完成図10項

７頁参照）

通常運用でシステムが停止中はこの操作を行なう。
（１）3050の立ち上げ
・CRT前面右下の電源スイッチをON。
・「利用者名」および「パスワード」をキーボード
入力し，リターンキー押す。

・"hidacs"が立ち上がる。
（２）S10/2aHの立ち上げ
・キースイッチ（右）をSTOPからRUNに回す。
・キースイッチ（左）をRESETからPROT ONに回
す。

（３）立ち上げコマンド入力
・キーボードで"mds"と入力し，リターン。
・入力後の問い合わせに対し，"y"を入力，リター
ン。

・以上で，システム用画面が表示される。
※なお，データはハードディスク内に30日間ストッ
クされる。

２）システム健全性チェック

（１）3050
・システム起動後，CRT画面に状態表示画面が表示
される。

（２）S10/2aH
・S10/2aHのCPUのINDICATERに下記メッセージ
が交互に表示される。
CPMS E21
CPU RUN
ETL１ 2.2
XX=XX=XX（日付）
NO = 0000

・外部機器リンクのTR，RECのLEDが定期的に点
灯する。

・POWER ONランプが点灯する。
・監視盤（表面）のシステム診断のランプが点灯し
ている。
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３）システム停止

（１）キーボードで”シフト”＋”機能拡張”キー
を押す。

（２）コマンド入力用ウィンドウが表示されるので，
"mds"を入力，リターン。

（３）システム状態表示になるので，"y"入力，リタ
ーン。

（４）3050の停止
・キーボードで”コントロール”＋"D"キーを押す。
・ファンクションキーの”終了”をクリック。
（５）プリンタ電源OFF。
（６）S10/2aHの停止（通常は停止しない）
・キースイッチ（左）をPROT ONからRESETに回
す。

８．試験結果の解析

１）ヒストリカルデータの帳票出力（完成図７項

20頁参照）

（１）ファンクションキーの”帳票”をクリック。
（２）帳票種別を選択し，クリック。
（３）印字開始時刻，終了時刻を入力。
（４）ファンクションキーの”実行”をクリック。

２）F/D出力（完成図７項22頁参照）

（１）ファンクションキーの"F/D"をクリック。
（２）MS-DOS 1.2Mフォーマットのフロッピーディ
スクを差し込む。

（３）ファンクションキーの"F/D"を再クリック。
出力するグループを選択する。

（４）出力する「月」「日」「時間」を入力。
（５）ファンクションキーの”実行”をクリック。
（６）テキスト形式でF/Dに出力される。

３）CO2回収試験

（１）最小秤量0.1ｇの電子天秤を準備。
（２）チャンバーに牛を入れない状態で，完全に密
閉する。

（３）チャンバー空調機の流量を目的値に合わせる。
（４）ガス分析計の校正を実施。
（５）ファンクションキーの”CO2”をクリック。
（６）ファンクションキーの”予定”をクリックし，
開始予定時刻，終了予定時刻，仮投入量を入力。

（７）開始予定時刻になったらCO2ガスをチャンバ
ー横の穴から注入する。

（８）終了予定時刻が過ぎたら，ファンクションキ
ーの”実績”をクリック。開始実績，終了実績，
実投入量を入力。

（９）必要項目をF/D出力（８-２）参照）。

４）データの取りまとめ

（１）CO2回収試験結果からチャンバー有効容積を
算出（伊藤らの方法（1977）参照）。

（２）O2消費量，CO2発生量，CH4発生量を積算する。
（３）チャンバー内の試験開始時と試験終了時のガ
ス量の差を求める。

（４）（２）と（３）から，ガス総消費量および発生
量を求め，CO2回収率で補正する。
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