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ニンジンジュース粕サイレージの調製および

パークシャ一種への給与試験

浜田俊雄*・小山暢子付.本田憲昭***塊島清文***関本智伸*・椛田聖孝*

Pr・eparationof Carrot Juice Residue Mixed Silage and 

Its Effect on Performance and Carcass Quality in Fattening Berkshire Pigs 

Toshio HAMADA， Y oko OYAMA， Kensho HONDA， Kiyofumi GEJIMA， 

Chinobu OKAMOTO and Kiyotaka KABATA 

(Received 30 September 2009; accepted 16 November 2009) 

Today， a large amount of canot juice residues are produced， and disposed of in the vegetable juice 

manufacturing process. This study was conducted on effective utilization of canot juice residues， a feed 

resource as a swine feed by ensiling it with wheat bran， and its feeding effect on swine fattening. First， the 

canot juice residues were mixed with wheat bran on a 1 : 1 ratio on fresh matter basis， and ensiled. Chemical 

composition and fermentation quality of after 0 day and 28 days of fermentation were analyzed. Fattening 

experiment was conducted using the Berkshire castrated pig (2 heads) and female pig (7 heads). The 

experimental animals were divided into two gr・oups，namely control group and experimental group. The 

control gr・oupanimals were fed a commercial diet， and those of experimental group were fed commercial 

diet and can'ot juice residue mixed silage (CS) on a 1: 1 ratio on dry matter (DM) basis. The parameters 

investigated were feed intake， digestibi1ity of feed components， feed efficiency， weight gain， fatty acid 

composition of back fat. In the quality evaluation of the silage， the pH of CS was 4.32 after 28 days. The 

lactic acid and the acetic acid were 1.10% and 0.25%， respectively. 

As a result， it was considered that there was a litt1e loss of the components because all the chemical 

compositions did not change in the silage fermentation. As the DM intake of feeds was not differ官 1tbetween 

the control and the experimental group， it was considered that there was no problem in the palatability of the 

silage. An in vivo DM digestibility of CS was 65.9%.τhe experimental group showed low gain of body 

weight at the late finishing period， though there was no significant difference in the gain of weight body at 

the early period of fattening in both groups. In the fatty acid composition of the back fat， the concentration of 

unsaturated fatty acids was not changed. The results suggest that it is possible to use CS as supplement feed 

for swine fattening. 

緒己
畜産業においても濃厚飼料自給率は約11%に留まってい

る(l， 2). しかも，近年は，穀物のバイオマスエネル

ギー化，経済発展闘の飼料輪入の増大等により，穀物価

格の高騰が今旺の畜産形態に大きく影響を与えている.

一方，野菜・果実のジュース圧搾粕，おから，焼酎粕，

醤油粕等の食品製造副産物は飼料として活用されるもの

もあるが，水分含量が高く腐敗しやすいため，その多く

日本の供給熱量ベースでの食料自給率は約41%であり，
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は産業廃棄物として処分されている.このことから，日

本は食品副産物を有効利用し循環型社会を構築するため，

食品リサイクル法が施行されている(3 ). 

そこで，高水分の材料を貯蔵する技術には，脱水，加

熱等の乾燥式と発酵，リキッドなどの湿式がある.乾燥

処理法では，製品の取り扱いが簡便になるものの，大型

の施設と多くのエネルギーの投入を必要とする (4).そ

の点，乳酸発酵を応用した方法は処理経費が少なく，比

較的小規模でも運用できることが知られているは).そ

れにより，低コストでの飼料化が可能である.

しかし，エコフィード給与で発生する脂肪過多や赤肉

量の少ない豚枝肉は，その大半は栄養学的なアンバラン

スに起因している(5 ).一般的に油分の多い食品残さを

ブタに多給すると確実に軟脂となる.また，軟指への影

響には飼料中における油脂の量だけでなく，その脂肪酸

組成といった質も関係している(5 ). 

そこで，本研究では， ] A熊本果実連から生じるニン

ジンジュース粕を用いた.ニンジンジュース粕と銅料用

フスマを混合し，ニンジンジュース粕混合サイレージ(以

下，ニンジン粕サイレージと略す)を調製した.その後，調

製したサイレージの給与が黒豚(パークシャ一種)の発

育および背脂肪の脂肪酸組成に及ぼす影響について調査

した.

材料及び方法

サイレージの調製および発静品質

サイレージの調整方法として，熊本県の ]A果実連で

生じたニンジンジュース粕と市販の飼料用フスマを新鮮

物重量比 1: 1の割合で混合した.100kgの新鮮物を130.e

のポリエチレン袋で内張した100.eのプラスチックサイ

ロに詰めた.その後，サイロは室内で貯蔵し，調製28日

後に開封した.

サイレージの栄養成分と発酵品質測定のためサンプル

は3つのサイロから集めた.サイレージ調製日と調製28

日後の飼料を600Cで通嵐乾燥した.また，発酵品質の分

析飼料として，サイレージ、70gに140m.eの蒸留水を加え混

合し，一晩冷蔵放置したものを，二重にしたガーゼとNo.5

Aのろ紙でJII買にろ過した.抽出液はpHを測定した後，凍結

保存した.

肥育試験および肉質の指肪酸組成

供試動物にはパークシャ一種9頭を用いた(去勢雄2

頭，雌 7頭，平均体重29.7kg土4.4kg).去勢雄が同数に

なるように対照1R5頭と実験毘4顕の 2群に分けた.対

照区には市販の中期用配合飼料のみを給与した.実験区

にはニンジンジュース粕サイレージと市販配合飼料を乾

物重量比 1 1の割合で混合したものを給与した.肥育

前期の試験は両群の王子均体重が70kg以上になるまで、行っ

た.その後，肥育後期用配合飼料で同様の試験を，各区

の平均体重が105kgになるまで、行った.両群は共に群飼い，

不断給餌，自由飲水とした.餌料摂取量は給与量と残注

量の差引を基に算出した.また，毎週体重を淵定し，一

日当たりの増体量および飼料要求量を謂査した.消化試

験は肥育前期に行い，予備期間14自問，本試験を 7日間

とした全糞採取法により行った.採取した糞を成分分析

用に60
0

Cで72時間通風乾燥した(6 ). 

肉質分析は，第4胸椎と第 S胸椎の切断面から最後胸

椎開の肉(ロース肉)の背脂肪を用いた.

分析方法

肥育前期と後期の市販配合飼料，調整日と発酵後の風乾

サイレージおよび風乾糞を粉砕し，粗タンパク質，粧繊

維，粗灰分および可溶無窒素物合最を定法(6 )により

分析した.粧指肪は簡易推定法を用いた(7).サイレー

ジの発酵後の品質評価のため， pH，有機酸組成を調査し

た.有機酸は高速液体クロマトグラフィーを用いて分析

した.また，ロース肉は高速ガスクロマトグラフィーを

用いて分析した.

統計処理

ニンジン粕サイレージの発酵に伴う成分組成の変化は，

サイレージの調製日と発酵28日後の平均値を t-検定に

より比較した.肥育前期と後期の増体量と肉質の脂肪酸

組成に関しでも，同様に t一検定により比較した.また，

不飽和脂肪酸率に関しては，カイ二乗検定を行った.

結果および考察

ニンジン粕サイレージの発群に伴う成分組成の変化お

よび市販配合飼料の成分組成をTable1に示した.サイ

レージの発酵に伴い，すべての成分組成には顕著な変化

は認められなかった.このことから，今国調製したサイ

レージにおける栄養成分の損失はほとんどないものと考

えられた.

ニンジン粕サイレージの発酵品質についてTable2に

示した.発酵設のニンジン粕サイレージのpHは4.32，乳

酸含量は1.10%および酢酸含量は0.25%であった.ニン

ジンジュース粕については全糖含量が5.2%であるが，水

分含量が低いために，乳酸発酵が進まず， pHの低下が十

分でなかったと考えられた.しかし，酪酸菌は低水分に

弱い性質を持っているので，酪酸が検出されなかったこ

とから，安全性には問題はなく，本研究で用いた配合方
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ニンジン粕サイレージの調製および、肥育豚への給与試験

Tab1e 1. Ch巴mica1composition of exp巴rimenta1diets and changes in composition of carrot juice residu巴 mixedsi1age with 

fermentation 

Basa1 diet 1 

羽oisture(%) 11.6:t0.1 

Dry matter (% ) 

Crude protien 20.1土0.1

Ether extracts 3.3ごと0.2

Nitrogen free extract 69.1ごと0.4

Crude fiber 3.0土0.2

Crude ash 4.5:t0.1 

Va1ues are mean土 standarddeviation 

Basa1 diet 1 : commercia1 diet for pigs in early fattening stage. 

Basa1 diet 2 : commercia1 diet for pigs in 1ate fattening stage. 

つrab1e2. F巴rmentativecharacteristics of carrot juice r巴sidue

mixed si1age 

pH 

Organic aci巴s(%FM) 

Lactic acid 

Acetic acid 

Butyric acid 

Va1ues ar巴mean土 standarddiviation 

FM : fresh matter. 

4.32土0.02

1.10土0.01

0.25:t0.01 

0.00土0.00

Basa1 diet 2 
silage 

Oday After 28 days 

14.7:t0.1 49.2:t0.1 49.1土0.1

17.6:t0.1 17.6:t0.1 17.7土0.2

3.1:t0.1 2.7:t0.2 3.0:t0.2 

71.7:t0.2 65.5:t0.5 65.0:t0.5 

3.1土0.1 8.0土0.2 8.2:t0.2 

4.5ごと0.1 6.2土0.1 6.1土0.1

法で製造されたサイレージは良質な飼料として活用でき

ることが示唆された.

餌料摂取量および飼料の消化率をTab1e3に示した.対

照区飼料の50%をニンジン粕サイレージで代替した実験

区錦料の摂取量は肥育前期と後期のいずれにおいても，

対照涯と比較すると，開等であった.このことから，ニ

ンジン粕サイレージの晴好性は良いものと考えられた.

館料の消化率では，実験区試料は対照阪と比較して，低

かったため，可消化養分総量と可消化タンパク質ともに

低い値を示した.また，ニンジン粕サイレージの消化率

Tab1e 3. Dry matter inta1e and app創 •. ent digestibi1ity and nutrient of each tratment in pig fed basa1 diet and carrot juice residue 

mixed silage ( CS) 

Early finishing period Late finishing period 

Basa1 diet 1 CS + Basa1 diet 1 Basa1 diet 2 CS+Basa1 di巴t2

Intake (g head-J day-J) 

Dry matt巴1・ 1789.7 1969.2 2516.1 2782.5 

Crude proti巴n 359.7 372.2 442.8 492.5 

Ether extracts 59.1 62.1 78.1 86.3 

Nitrogen free extract 1236.7 1321.3 1804.0 1903.2 

Crude fiber 53.7 110.3 78.1 158.6 

Crude ash 80.5 104.4 113.2 147.5 

Apparent digestibility (%) 

Dry matter 87.1 75.3 no data no data 

Crude protien 82.4 75.1 no data no data 

Ether巴xtracts 86.3 81.1 no data no data 

Nitrogen free extract 94.5 83.8 no data no data 

Crude fiber 59.5 31.5 no data no data 

Crude ash 58.1 42.1 no data no data 

Nutrie凶 content(%DM) 

Tota1 digestib1e nutrients 92.7 76.2 no data no data 

Digestib1e crude protein 16.6 14.2 no data no data 
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は65.9%であった.

ニンジン粕サイレージが豚の肥育に及ぼす影響につい

てTabl巴 4に示した.試験開始は南区ともに約30kgで，

試験終了時の体重は対照毘で、112kg，実験区で、108kgと

なった.杷育前期における増体量には，有意差は認めら

れなかったが，後期における増体量には，実験区が低い

傾向を示した.館料要求率は，いずれの期間においても，

対照区の方で実験註よりも低かった.また， 105kgまでの

把育日数は対照度の方で 1週間短かった.

ニンジン粕サイレージ給与が肉質の脂肪酸組成に及ぼ

す影響についてTable5に示した.

ニンジン粕サイレージ給与により，実験区は対照区と

比較すると，パルミチン酸とリノール酸を有意に増加さ

せ，ステアリン駿とオレイン酸を有意に減少させた. し

かし，不飽和脂肪酸率では，ニンジン粕サイレージを給

与した実験区は対照区と比較しでも，有意な変化は認め

られなかった.このことから，サイレージを代蓄した飼

料でも対照区と変わらない豚肉が生産可能であると考え

られた.

ニンジンは他の飼料と比較して，カロテン含量が高い

ことが知られている(8 ).ニンジン粕が肥育豚の生理機

能に及ぼす影響として，ニンジンサイレージを牛に給与

して鼠中の戸ーカロテン濃度が高まった報告がある(9 ) . 

このことから，戸ーカロテン供給源としても有望で、ある

(10) .しかし，sーカロテンが内への移行が考えられる

ため，ニンジン粕サイレージを適切に給与する必要があ

る.このため，抗酸化活性における機能性が課題となる.

また，食品製造工場や畜産農家は小規模経営が多く，

運搬や労働に割けない問題や，ニンジン粕の長時開放寵

による腐敗の危険性といった問題がある.そのため，食

品製造工場，畜産農家，銅料会社が連携することで，地

域レベルで循環型農業を構築する必要がある.本研究の

Table 4. Effect of carrot juice residue mixed silage on growth performance of fattening pig 

Control Silag巴

Early finishing period 

lnitinal BW (kg) 30.1土4.8 32.1土4.7

Final BW (kg) 68.1:t10.6 68.1土7.6

Daily gain (g day-l) 715:t 113 679:t56 

F巴巴dconversion ratio 2.43 2.67 

Late finishing period 

lnitinal BW (kg) 72.6ごと10.7 72.5土7.4

Final BW (kg) 112.2土12.9 108.9土14.5

Daily gain (g day-l) 808土76 650土141

F巴巴dconversion ratio 3.33 4.21 

Total number of breedi時 days(days) 111 118 

Valu巴sare mean :t standard deviation 

Table 5. Effect of carrot juic巴 residuemixed silage on fatty acid composition 

of back fat. 

Back fat 

Fatty acid (%) Control Silage 

C14: 0 1.2 1.8 

C16 : 0 22.0 27.6 

C18 : 0 15.1 11.6 

C18: 1 44.0 39.0 

C18 : 2 11.8 18.2 

C18 : 3 0.7 0.4 

SFA 38.3 41.0 

UFA 56.5 57.6 

SFA : sturated fatty acid， UFA : unsturated fatty acid 
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ニンジン粕サイレージの調製および

ニンジン粕サイレージは，一つのモデルとして，活用で

きるものと示唆された.
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要約

今日，ニンジンジュース粕は野菜ジュースの製造過桂

で大量に産出され，処分されている.本研究では，養豚

銅料として有効利用するため，サイレージ化を行い，そ

の給与が豚の肥育に及ぼす影響について研究を行った.

まず，ニンジンジュース粕とフスマを新鮮物重量比で

1 1に混合し，サイレージを調製した.調製旺と発酵

後におけるサイレージの成分組成および発酵品質につい

て分析した.次に，パークシャ一種を用いて肥育試験を

行った.供試動物に市販配合飼料を給与する対照区と，

市販の配合錦料にニンジンジュース粕サイレージを乾物

重量比で 1 1に配合したものを給与する実験誌に分け

た.調査項目は，飼料摂取量，消化率，飼料要求率，増

体量，および背脂肪の脂肪酸組成とした.

その結果，サイレージは発酵に伴い，すべての成分組

成が変化しないことから，成分の損失は少ないものと考

えられた.サイレージの品質評価項目において， pHは

4.32，乳酸および酢酸はそれぞれ1.10%および0.25%で

あった.把育試験において 実験区の乾物摂取量が対照

区と比較して，間等であったことから，サイレージの晴

好性には問題はないと考えられた.ニンジン粕サイレー

ジの消化率は65.9%であった.両区の聞に，肥育前期の

増体量に有意差はなかったが，後期の増体最については，

実験区が低い傾向を示した.背脂肪の脂肪酸組成では，

不飽和脂肪覇支率の変化は認められなかった.以上のこと

から，ニンジン粕サイレージは養豚用補助飼料として活

用できる可能性が示唆された.

引用文献

1)農林水産省日本の食料自給率.農林水産省， 2009， 

東京， http://www.maff.go.jp/j/zyukyu/zikyu_ritu/012. 

html [2009年11月4日参照]

2 )農林水産省自給率をめぐる情勢について.農林水産

省， 2009，東京， http://www.maff.go必'/j/chikusan/souti/

lin/l_siryo!koudo/h180207/pdf/reCdata02.pdf-2008伽 11/

21 [2009年11月48参照〕

3 )農林水産省食品循環資源の再生利用などの促進に

関する法律の概要.農林水産省， 2007，東京， http:// 

www.maff.go.jp/sogo_shokuryo/recycle/law/01/data1. 

pdf [2009年11月48参照]

4 )丹波美次， 2001， Grassland Science， 47 ( 3 )， 323-326 

5 )入江正和， 2009，エコフィードの製造・利用技術と

展望， 8本暖地畜産学会， 52， 1 -9 

6 )芯橋晃， 2001，動物栄養試験法，株式会社養賢堂，

東京， 442-446， 455-466 

7)農林水産省飼料中粗脂肪の街易測定法.農林水産

省・農林水産技術会議事務局筑波事務所， 2007，茨

城， http://www.affrc.go.jp/ja/agropedia/seika/data_kato/ 

h19/03_1O [2009年11月4日参照]

8 )中央苔産会日本標準館料成分表， 2001，株式会社丸

井工文社，東京， 182-195 

9 )野中和久・名久井忠・篠田満， 1994，ニンジンサイ

レージの謂製と餌料価値，北海道農試報， 159， 73-

85 

10)永酉修・吉岡勉・中 -佐伯真魚、・川島知之，2004，

カボチャならびにニンジンジ、ユース粕の反すう家畜

用飼料としての特性， Grassland Science， 50 ( 4 ) ， 360-

365 

に
U

可
1
ム

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

