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館料学 (57)

一飼料原料 3-

浅野期?告本・五橋 晃*ネ

穀類

トウモロコシ

8)銅料諒料としての加工

一般的な配合餌料中ではトウモロコシが占める

割合が多いため，その物性が倒々の配合飼料の消化

性Il'番好性，流動性などに影響を及ぼす。給与する

対象家畜の種類や発育ステージに合致した飼料を

作るためには，主原料であるトウモロコシを上手に

加工し，使用することが有効である。

トウモトコシが餌料原料として使われる場合，全

粒のままでは消化率が悪いので，何らかの加工が施

される。配合飼料に使用される場合は，大抵，粉砕

あるいは加熱加工される。飼料は家苦言が必要とする

各種の栄養素とその量を過不足なく，かっ安価に供

給する性格の荷品であり，安定して供給されなけれ

ばならない。食品の場合と異なり，加工について経

済的に採算のとれる限度で行われるべきで、あって，

費用や手間がかかる方法は実用的ではない。

1)粉砕

粉砕の効果は比表面積が増加し消化吸収が良く

なり，飼料効率を高めること，締粒イ七することによ

り微量添加物との混合が容易になること，銅料の粒

度調整ができ，飼育する家憲にあった形態(飼料粒

度)にすることができることにある。 トウモロコシ

の粉砕には通常，切断，圧砕作用により砕くロー

ラーミノレや衝撃作用により砕くハンマーミルが利

用される。さらに，細かく粉砕する必要があれば，

ジェットミノレやパノレベライザーなどの微粉砕機が

利用される。粉砕は飼料の形態に合わせて使用する

粉砕機を変更し，実施される。

トウモロコシ粒の大きさや水分含量によって粉

砕後の粒度は異なるため，穀粒の投入速度や粉砕機

の回転数などを変更して，目的の粒度が得られるよ

うに装置調整が必要となる。

また，粒全体が粉質経乳よりなるフラワ一種(ソ

フト穏とも称される)softcomは軟らかくて砕け易

いため，粉砕により粉末しか得られない。外観はデ

ント種であっても角質距乳が少ないものや不稔実

粒の割合が多いトウモロコシ粒では民的とする粒

子サイズの頼粒が得られないことが多い。黄色デン

ト種の全粒に占める佐乳部の割合は 80%程度であ

るが，そのうち角質匹乳および粉質任乳はそれぞれ

55%および 25%となるといわれる。角質経手しがこの

レベノレより低くなるほど，粉末が増加するため一つ

の目安とされている。

2)諦い分け

粉砕されたトウモロコシは吉齢、分けされ，粒子の

大きさにより，粉粒，中粒，締粒，粉末などに分画

される。粗粒画分は，さらに粗粒と大粒に分けられ

ることもあり，用途によって 3~5 種類に分間され

る。画分のおおよその発生比率(重量比率)は中粒画

分が最も多く，これを中心に粗粒になるほど，ある

表 9 分画トウモロコシの粒子サイズと発生比率と成分含量(原物中%)

粒子サイズ(mm)発生比率(弘)水分 粗蛋白質粗脂肪粗繊維粗灰分 N問

粗粒 2.8以上 10 13.4 10.1 9.6 4.3 2.9 59.7 
大粒 2.0~3.4 20 14.8 7.7 3.6 2 1.2 70.8 
中粒 1.0~2 .4 40 14.8 7.3 3.2 1.6 1.1 72 
総粒 0.5~ 1.4 20 15 6.9 2.9 1.8 1.1 72.3 
粉末 0.8未満 10 15.1 5.8 2.2 1.2 0.8 74.9 
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いは粉末になるほど比率は減少する。ただし，トウ

モロコシ粒の性状により比率は一律でなく，変動す

る(表 9)。

各画分に含まれる栄養成分は一定ではなく，若干

異なる。粒子サイズの大きい画分では脹芽部，果皮

を多く含むため粗蛋白質，粗脂肪，粗繊維が多く，

粒子サイズが小さい画分では陸乳部が多く含まれ

るため可溶性無窒素物(NFE)が多く，粗蛋白質，粗

脂肪は比較的少なくなる。発生比率と同様に成分値

は一定ではなく，変動が確認されている。

配合銅料の粒度は，幼動物用には細かいものを用

い，発育が進むにつれて粒度を粗くするため，使用

する分画トウモロコシもそれぞれの寵種，発育段階

に適した粒度のものを用いる。したがって，各画分

の成分含量を正確に把握した上で配合設計を行う

必要がある。

3)加熱加工

乳用牛用あるいは肉用牛用飼料では粉砕して使

用される他に，澱粉費を α化するとともに嵩を大き

くした加熱圧片加工が行われる。

圧片の加工方法にはドライ圧片，スチーム圧片，

蒸煮庄片，力日正圧片，ホッピングなどがある。 トウ

サイレージ

モロコシの加熱加工には水蒸気を用いて加熱する

スチーム圧片，蒸煮圧片，水蒸気を用いず加熱する

ホッヒ。ングが行われる場合が多い。

スチーム圧片は蒸気処理して圧片を行う一般的

な加工法であるが，蒸気をかける時聞が短いため澱

粉の α化震は 20~30%程度である。これに立すし，蒸

煮庄片はトウモロコシをスチームチャンパーなど

で数十分間処理したのちに圧片する方法で α化度

を 60~70%程度にできる。ただし，スチーム庄片よ

りも水分がし、く分高くなるので，後段のクーラーを

大型にして十分に乾燥する必要がある。

一方，ホッピングはトウモロコシを 150~3000Cの

高混で加熱処理し，ポップさせた後ローラーにかけ

て，多孔質の圧片トウモロコシを作る方法である。

ドライ圧片は大麦，エン麦などの穀類をそのまま

の普通のロール，あるいは熱ロールにかけて経く押

しつぶす程度に正片する最も簡単な方法で、あるが，

澱粉の α化はほとんど認められない。また，トウモ

ロコシやマイロのように圧片すると粉化してしま

う穀類には不向きである。

9)加工高IJ 産物

今まで，穀粒について述べてきたが，トウモロコ

、/パリ円、r コ}司、ノ ヰワ』ー

ドライミリング 一時11コーシオえん

《高l産物!ホミニーフィード，コーンジャームミール

~ミ リ ン グ → ト ンストーンオイル

tiiiJ.おコーンスティーブリカー，グルテンミーノレ
、~コーンジャームミール，グツレテンフィード

…づ発 酵 → | 山 一 ル 炭 酸 ガス l 
v:-士、 コーンジスチラーズドライドグレーン
《副産物》コーンジスチラーズドライドソリュブノレ
~ コーンジスチラーズドライドグレインウィズソリュブル

図7 トウモロコシ利用の系統図
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シは澱粉やアノレコール発酵の原料として利用され

る。その際の高IJ産物も飼料原料として利用されてい

る。また，穀粒以外に青刈り用として利用さている。

トウモロコシ全体の利用の系統図を園7に示した。

青刈りしたものはサイレージとして利用される。サ

イレージの場合は加工副産物ではないが，家畜の飼

料効率，曙好性，貯蔵性などを向上させる目的で，

青刈り作物を裁断してサイロに詰め，乳酸発酵をさ

せたものである。トウモロコシはこの目的には好適

な作物といわれる。普通，トウモロコシサイレージ

とはホールクロップサイレージを指し，黄熟期の横

物体全体を利用する。要求される性状は機械による

収穫に適するよう耐倒伏性があること，稔実性，茎

葉の消化性，鮒病性が良好であること，可消化養分

総量(TDN)と茎の糖含量が高いことなどである。詳

しくはサイレージの項を参照されたい。

1)種 笑を切り離す際の副産物

種実収穫の際， トウモロコシの茎 comstalk，直

葉(雌穂、を包む皮)comhusk，穂軸 comcobは畑に

そのまま鹿棄されることが多いが，コーンコブを始

めこれらの残澄も飼料として利用されている。しか

し，今のところ発生量が少なく，利用の機会は少な

し、。

2)ドライミリング副産物

トウモロコシを目安乳，匹芽等の植物組織的構成成

分ごとに分離するドライミリング過程で発生する

加工副産物としてはコーンジャームミール com

germ meal，ホミニーフィード hominyfeed， トウモ

ロコシぬかcombranがある。脹芽蛋白質を含むコー

ンジャームミーノレのアミノ酸組成はコーングルテ

ンミーノレより優れる。

3)ウ ヱツトミリング副産物

ドライミリングに対して澱粉，蛋自費などトウモ

ロコシの化学的成分ごとに分離するウェットミリ

ング過程からはコーングルテンミール comgluten 

meal，コーンジャームミール comgerm meal，コー

ングルテンフィード comgluten feed，コーンスチー

プリカーcomsteep liquorが加工副産物として製造

される。このうちコーンスチープリカーは主にコー

ングルテンフィードに添加して利用されており，液

体状態での流通はほとんどない。

コーングルテンミーノレは組壷白質を 60%程度，

コーングルテンフィードおよびコーンジャーム

ミールは 20%程度含む。コーングソレテンミールでは

含硫アミノ酸が高いものの，リジンとトリプトファ

ン含量は低い。コーングルテンフィードの成分は混

合されるウェットミリング副産物に配合割合によ

り変動し，ヒ、、タミンやミネラノレは原料のトウモロコ

シよりも多い。特に，これらはコーンスチープリ

カーに多いので，この配合率の高いものほど多くな

る。一方，コーンスチープリカーの配合割合が高い

と水分含量も高くなり，変質し易い欠点があるので，

夏季は注意を要する。

4)発酵副産物

アルコーノレ発酵副産物からはコーンジスチラー

ズドライドグレーン com distiller's dried 

grains (DDG) ，コーンジスチラーズドライドソリュ

ブル comdistiller's dried solubles (DDS) ，コーンジ

スチラーズドライドグレーンウイズソリュブル

com distiller's dried grains with solubles (DDGS)が

製造され配合飼料に利用されている。

アルコール発酵副産物(DDG，DDS， DDGS)では

粗脂肪，アミノ酸，ミネラノレ，ビタミンの含量が高

く， トウモロコシの1. 5~3 倍程度含まれる。古く

は未知成長田子を含む原料として評価されていた

が，むしろ蛋白糠，エネルギー源，有効P源として

優れている。有効リンが高くなるのはアルコール発

酵過程でフィチンが分解されるためである。その他

の成分ではビタミン Eとビタミン B12が高い。詳し

くは遺伝子組換え作物の項を参照されたい。

10)配合飼料への利用

(1)養鶏用飼料家禽の口には蓄がなく，くちばし

の先端が角質化していて，植物の子実や茎葉，地上

あるいは地中の虫類をつついたり，ついばんだ、り，

より分けたりするのに適した形をしている。そのた

め，粒度の粗いものを好み，食べ難い粉を嫌う傾向

にある。この領向は鶏の成長が進むほど顕著に見ら

れる。このような特徴を踏まえて，配合飼料の形態

あるいは粒産を調整する訳であるが，このとき粉砕，

分画されたトウモロコシは多いに役立つ。

給餌装置内での分離，流れ易さを考慮すると中粒

程度のサイズが最も好ましい。中粒ダイズは大粒サ

イズに比べてそ嚢や腺胃における飼料の滞留時開

が短く，小粒サイズに比べて摂取しやすいため，夏

場の摂取量の低下が改善される。また，鶏のgにも

つきやすい大粒サイズと摂取されずに残りやすい



546 資産の研究第63巻第5号 (2009年)

小粒サイズを減らすことにより選り食いも著しく

改善され，栄養摂取量が適正化される。その結果と

して卵黄色のばらつきも少なくなることが報告さ

れている()11村 1993 斎藤の研究)。

(2)養豚用飼料 ブタでは対象とするステージ(日

体重)毎に最適の粒度があり，それに合わせて

分画したトウモロコシを配合する。若齢豚(体重 5~

30kg)には中粒~粉末を用いることで噌好性，消化

性，飼料効率を向上させることができる。逆に肥育

期ではある程度大きな粒が好まれるため，餌こぼし

ゃ挨対策なども含めて，粗粒~中粒を組み合わせて

粒度を整える。

肉質を重視した豚肉生産においてはトウモロコ

シに含まれる池分に注意を払う必要がある。トウモ

ロコシ油にはリノール酸が豊富に含まれるが，その

融点は-50Cと低いため，摂取量が多くなると皮下脂

肪の融点を低下させる恐れがある。したがって，肥

育期での使用には制眼が設けられることがある。

(3)養牛用飼料 牛が鶏，豚と大きく異なる点は反

容3獣(ノレーメンを持っている)であるという点であ

るが，牛にとってもトウモロコ、ンはエネルギーの高

い噌好性の良い原料となる。

トウモロコシの消化は粉砕粒度によって変動し，

全粉砕，荒挽き，全粒の順に消化率は低下する。通

常，全粒のままでは消化を受けにくく，未消化のま

ま排准されることが多いため，フレーク化等の加熱

加工を施したうえで利用される。その際，ノレーメン

内微生物や下部消化管より分泌される酵素との接

触面を増すような配慮がなされる。

11)最 近 の 話 題

米国ではトウモロコシの規格が定められており，

容積重と項目が設けられている。容積重は単位体積

(1 bushel， bu)当りの重量 (pound，Ib)で表され，品

質判定に重要な項目である。容積重が大きいほど，

粒が十分に完熟し，子実が充実していることを示し

ている。飼料用には通常 USNo.3グレードのトウ

モロコシを使用するが，最小容積重は 1bu 当り

52. OIb (0.67 kg/Uと定められている。

近年のトウモロコシは以前に比べて穀粒サイズ

が幾分小さくなっている領向にある。比重測定値の

推移も増加傾向を示している。

餌料への利用に当り，あらかじめトウモロコシの

比重を求めているが， 1970年頃には比重で O.72~ 

0.73kg/L程度を示すものが多かったのに対し，最

近は O.76~0. 77kg/Lを示すものが多くなっている。

測定は 1L容の容器にトウモロコシ粒を満たし，重

量を測定するといった非常に簡便な方法であるた

め，測定値のばらつきは大きい。この比重の増加は

子実が一層充実したこと示しているものでなく，穀

粒が小さくなっていることに起因するものと考え

られる。また，水分レベルにも変化が見受けられる。

数年前まで、は水分含量が規格値で、ある 15.0%以下

のものがほとんどで、あったが，ここ数年で増加傾向

を示し， 2005年では 15%を超え， 16.0%まで迫る

ケースが散見されている。2005年は米国で、ハリケー

ンによる大規模な被害に見舞われた年でもあった

ため，瞬時的な現象であるかも知れないが，数年間

は増加傾向にあることは間違いない。

米国農務省の発表では 2000年度の遺イ云子組換え

体トウモロコシの作付面積は概算で 725万 haとな

る(作付面積約 2，900万 haの25%相当)。これは日

本における米の作付面積の約 4倍に相当する。遺イ云

子組換え体は各種耐性の効果により 1ha当りの収最

も増加しているが，その反動のためかトウモロコシ

の穀粒が小さくなり，さらに粗蛋白質も減少してい

るとの推察もある。

遺伝子組換えトウモロコシには特定の害虫に耐

性があるもの，特定の除草剤に耐性があるものなど

があり，国内で安全性が確認されたものについて流

通が認められている。2000年には「スターリンクム

2003年には IBt10J と米国では認可されていたが，

日本では未許可であった遺伝子組換え体が国内で

確認され，問題となった。いずれの場合も厚生労働

省および農林水産省による監視，監督のもと安全確

保が函られた。
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2000年版以降， 8年ぶりの改訂となる本書は，数

多くの新しい研究成果や改良技術の進展に対応す

るとともに，畜産物市場のグロパリゼーション，近

年の穀物価格の高騰などを反映した，新しい肉牛の

飼養方式を背景に，乾物摂取量とエネルギー要求量，

蛋白質，ビタミン Aなどの要求量を変更しました。

また，肉用牛飼養を取り巻く情勢の変化に対応す

るために，放牧の利用促進，食品製造副産物の利用，

稲発酵粗鋼料等自給飼料の利用，肉費の新たな評価

項目，などについて，解説事項を充実させています。

肉用牛生産者はもちろんのこと，銅料メーカー，

指導支援機関，行政機関などの関係者にも必携の一

冊となっています。

おもな内容は以下の通り

序章飼養標準改訂の基本方針および本飼養

標準の構成

第 1章栄養素の単位と要求量

第 2章養分要求量(1)

第 3章養分要求最(n)

第 4章養分要求量に影響する要因と飼養上注意

すべき事項

第 5章飼養給与上注意すべき事項

第 6章錦養標準の使い方と注意すべき事項

第 7章養分要求量の算定式

第 8章参考文献

参考資料
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