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宮崎県畜産試験場研究報告第 24号 (2012)

圧ぺん処理したそミ米の給与割合が乳用牛の養分摂取，第一胃

内容液性状ならびに窒素出納に及ぼす影響

西村慶子・中原高士・中西良孝 1

1鹿児島大学農学部

Effects of the Level of Supplemental Flaked Rice Grain on Nutrient Intake， 

Rumen Fermentation and Nitrogen Balance in Dairy Cows 

Keiko NISHIMURA， Takashi NAKAHARA， Y oshitaka NAKANISHP 

く要約〉乳用牛における圧ぺんモミ米の給与割合が，養分摂取，第一腎内容液性状ならびに窒素

出納に及ぼす影響を調べた.4頭のホノレスクイン韓乾乳牛を用い，対照区にはそミ米を給与せず

(0%毘)，試験区は乾物ベースで濃厚飼料中の 20%(20%区)および 40%(40%底)をそミ米に

置き換えて給与した.乾物摂取量に有意な区間差は認められなかった.給与餌料のデンプン含

量は 0%区， 20%区および 40%区のj棋に 14.8%，20.9%および26.1%であったが，その消化率に[R

間差は認められなかった.TDN含量は 0%区と比べて 40%区で、有意に低かった (pく0.05)ものの，

TDN摂取量に底間差は認められなかった.第一胃内容液性状は，プロピオン酸比率を除き， pH， 

総VFA濃度，酢酸比率，酪駿比率，アンモニア態窒素濃度に底賠差は認められなかった.また，

糞中窒素割合は{也の区よりも 40%区で、有意に低かった (pく0.05) が，可消化有機物摂取量当た

りの第一胃内微生物態窒素合成量および血中尿素態窒素濃度に思間差は認められなかった.以

上の結果から，乾乳牛に給与する濃厚飼料の一部を庄ぺんモミ米で 40%まで代替することが可

能なことが示唆された.

わが国の飼料自給率が低いことや近年の輪入餌料

の高騰と高止まりによる飼料コストの増大から，

産経営基盤の安定・強化のために，盟内産自給飼料

を積極的に利用する給与体系の構築が求められてお

り，圏内で生産可能な穀類の 1っとして飼料用米の

和用が検討されている.

一般に，穀類はデンプン質を多く含み，栄養髄は

高いが，これらを乳用牛や緬ilJ羊などの反稿家蓄に

そのまま給与すると，硬質デンプンであるアミロベ

クチンを多く含む米損化子実が排准され，可消化エ

ネルギー (DE)や可消化養分総量 (TDN) が低く

なるため，破砕などの物理的処理が必要である(阿

部 2010;持部ら 1984). 倒料用米においても，粉

砕処理したモミ米や玄米では第一胃内の乾物消化率

が高まること(永西ら 2002)や蒸気加熱庄ぺん，

破砕および粉砕した場合には DEおよび TDN

は大きく向上し，エネルギー摂取量を高めることが

できること(関ら 2010) が報告されている.この

ように，飼料用米を粉砕や圧ぺん等処理することで

その栄養価は高まると期待されるが，実際に銅料用

米を給与した場合の影響について検討した併は少な

く，追究の必要がある.そこで本研究では，圧ぺん

処理じた館料用モミ米(モミ米)の混合割合を変え

て乳用牛に給与した場合の養分摂取量，第一宵内容

物性状および窒素代謝を検討した.

議験方法

1. i共試動物， 1:共試読料および飼養管理

日本暖地畜産学会報 54(2)195-201 (2011)に掲載



圧ぺん処理したモミ米の給与割合が乳用牛の養分摂取，第一胃内容液性状ならびに窒素出納に及ぼす影響

本研究は 2009年 10月から 11月にかけて宮崎県

畜産試験場で行われた.朗料用米(北陸 193号)は

宮崎県農業総合試験場内の盟場で栽培し，完熟期で

収穫・乾燥後，庄ぺん処理したものを用いた.対照

誌としてそミ米を含まない底(以下， 0%区)を設

定し，試験区にはそミ米を乾物ベースで濃厚飼料中

に 20%および 40%の 2区(以下，それぞれ 20%お

よび 40%区)を設定した(表1).給与餌料のうち

イタリアンライグラス乾草については宮崎県畜産試

験場内の関場で栽培・収穫したもの，アルフアノレフ

ァ乾草については市販のものを用いた. {共試牛には

ホルスタイン種非妊娠乾乳牛4頭 (652土 25 kg) 

を用い，予備期 10臼，本期 4Sを l期とし， 4頭

飼料給与は制限給餌とし， 10:00と 17:00の 2自に

分けて行った。本期 4日間において全糞を採取し，

スポット尿を l日4回採取した.本期初日の 10:00

と 14:00には経口カテーテノレによる第一胃内容液採

取および最終日の 10:00には頚静脈採血を行い，糞

・尿中および蓄積窒素量，尿中アラントイン量およ

び血中窒素濃度を測定した.飼料の粗蛋自費 (Cp)

および TDN含量は各区で 1---...， 2%の違いが認めら

れるものの， 日本飼養標準・乳牛 (2006年脹) (農

業・食品産業技術総合研究機構編 2007)に基づき，

維持要求量(非妊搬乾乳牛)を満たすように設計し

て給与した.分析用のサンフ。ノレ採取は餌料調製揮に

行い，各銅料の成分消化率と供試飼料の TDN含量

を l群として 0%区， 20%夜および40%区の)1債に計3 の概定に供した.なお， {共試牛にはミネラノレ図形埴

期の全糞採取法による invivo消化試験を実施した. を自由採取させるとともに，自由飲水させた.

表1.給与錦料の原材料構成割合，化学成分および栄養価

項 自
度一雰

0%豆 20%区 40%区
混合割合(乾物%)

イタリアンライグラス乾草 6.2 6.2 6.2 
アルフアルファ乾草 34.0 34.0 34.0 

ぺんモミ米 12.0 23.9 

圧ぺんトウモロコシ 17.3 10.7 4.3 
庄ぺん大麦 11.8 11.8 11.8 
大豆粕 17.3 18.6 19.8 
ビートパルプ 13.4 6.8 O 

化学成分および栄養錨(乾物中%)

有機物 93.2 93.8 93.9 

粗蛋白質 19.0 18.8 21.1 
粗脂肪 2.0 1.6 1.9 

aNDFomt 36.4 31.5 36.6 

NFC
t 35.8 41.9 34.3 

デンプン 14.8 20.9 26.1 

TDN (乾物中%，推定{直) !i 74.4 73.6 73.0 

T耐熱性αアミフーゼ中性プ、タージェント繊維(粗灰分含有せず)

+:?-ド繊維性炭水化物.

5日本標準飼料成分表 (2009年版)

2010) より算出.

供試鯛料ならびに糞中の乾物 (DM)，有機物

(OM) ， CP，粗脂肪 (EE)，粗灰分 (CA)，耐熱性

α アミラーゼ 処 理 中 性 デ タ ー ジ ェ ント繊維

(aNDFom) ならびに非繊維性炭水化物 (NFC)含

量は常法(自給飼料利用研究会 2009) により，デ

(農業・食品産業技術総合研究機構

ンブン含量は総デンプン量測定キット (TOTAL

STARCH ASSAY KIT， Mega勾rme，Wicklow， Ireland) 

を用いて測定した.第一胃内容液の揮発性指肪駿

(VFA)濃度は液体クロマトグラフィ法，アンモニ

ア態窒素濃度は水蒸気蒸留法により測定した(自給
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飼料利用研究会 2009). 窒素按取量および糞・尿中

窒素量から，窒素摂取量に対する糞・成中および蓄

積窒素割合を算出するとともに，血中尿素態窒素

(BUN) 濃度を測定した.動物体内の蛋白質代謝

産物であり，プリン誘導体の 1つであるアラントイ

ンは第一宵内微生物態窒素合成と密接な関係がある

こと(津田ら 2004) から，成中のアラントイン濃

度を YoungとConway(1942) の方法で分析し，尿

中アラントイン排推量から可消化有機物摂取量当た

りの微生物態窒素合成量(以下， MNSIDOMI)を

Purnomoadiら (2002) の方法により推定した.な

お，尿中窒素量およびアラントイン排推量について

は，山本 (2002)が牛のスポット震を用いて， [(24.2 

mg X体重)/クレアチニン濃度) X議素あるいはア

ラントイン濃度の式により尿中成分量の推定が可能

であるとしていることを参考にして算出した.

得られたデータのうち，各成分消化率， TDN含

(実測値)，養分摂取量および各室素出納量につ

いては，一元配置分散分析を行い，第一腎内容液性

状については給与館料と第一胃内容液採取時間を罰

子とするこ元配置分散分析を行った.

結果と考察

本研究で用いたモミ米は乾物率 87.0%，CP含量

6.7%， EE含量 2.6%および CA含量 5.4%であり，

日本標準飼料成分表 (2009年版) (農業・食品産業

技術総合研究機構 2010) に記載されているモミ米

の成分値(乾物率 86.3%， CP7.5%， EE2.5%， CA6.3%) 

と比べて CPおよび CA含量が低かった.これは横

尾(1988)も報告しているように，品種，施肥条件，

土壌条件，水管理などの影響を受けたものと推察さ

れる.

圧ぺんモミ米の給与割合が乳用牛の養分摂散に

及ぼす彰響を表 2に示した.試験牛の体重は，区間

差が認められなかった.乾物摂取量は 0%豆， 20% 

区および40%区の頗にそれぞれ 8.2 kg/臼， 8.1 kg! 

Bおよび 7.9 kg!日であり，有意な区間差は認めら

3 

れなかったが，デンプン摂取量はそれぞれ 1.2 kg! 

日， 1.7 kg/日および2.1kg!日となり，有意差がみら

れ (P<0.05)，40%区で最も高い値を示した.これ

は，永茜ら (2000) も報告しているように，玄米の

デンプン含量がトウモロコシやオオムギのそれらと

比較して高いことから，モミ米の給与割合の増加に

よって飼料中のデンプン含量が増加し，摂取量に反

映したものと考えられた.

DM， OMおよび aNDFomの消化率は 0%程と比

べて 40%区で、有意に低かった (pく0.05) が， CPお

よび NFCのそれらは 0%区と比べて 40%区で有意

に高かった (pく0.05). TDN含量は 0%区と比べて

40%区で、有意に低かった (P<0.05) が，摂取量に区

間差は認められなかった. aNDFom消化率はモミ米

の給与割合の増加に伴い低下したが，給与飼料の粧

濃比は 4:6であったものの，モミ米給与都合の増加

に伴い飼料中のデンプン含量が 0%区， 20%区およ

び 40%区の)1慎に 14.8%，20.9%および 26.1%と増加

したことに由来するものと推察された.反拐家畜に

濃厚銅料を多給すると飼料中のデンプン含量が増加

し，牧草の繊維消化率が低下することが指摘されて

おり，小川ら(1984) は絹羊に乾草と圧ぺん大麦の

割合を変えた餌料，を給与し，圧ぺん大麦の割合が

60%を超えると乾草の粧繊維消化率が低下すると報

告している.モミ米の繊維消化率について原 (2010)

は，ホルスタイン種乾乳牛に全粒モミ米を給与した

場合 22.5%と報告している.ビートパルプ。について

は，高橋と阿部(1991)が黒毛和種去勢牛の第一宵

内繊維消化率を 73.1%と報告し，大阪ら(1998) が

緬羊の NDF消化率を 83.6%と報告している.この

ように，本研究では繊維治化率が高いビートパノレプ

を減らし，繊維消化率が低い圧ぺんそミ米を増やし

たことから， 40%区の aNDFom消化率の低下に対

しては銅料中のデンフ。ン含量の増加に加え，ビート

パルプおよびそミ米の繊維消化率の違いも関与して

いるものと考えられた.
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表2. 給与鍋料の成分消化率， TDNおよび養分摂取

項目
[R 分

O%[R 20%区 40%区

体重 (kg) 653 658 659 

成分消化率(%)

乾物 77.9
a 

75.3
ab 

71.9
c 

有機物 80.2
a 

78.6
b 

76.6
c 

組蛋白質 78.3
b 

77.7
b 

81.3
a 

組脂紡 56.8
ab 

54.0
b 

60.6
a 

aNDFomt 68.4
a 

58.1
b 

55.8
b 

NFct 94.4
b 

95.5
ab 

96.9
a 

デンプン 99.4 99.6 99.6 

TDN (乾物中%，実測値)* 76.2" 74.9
b 

73.4
c 

養分摂取量

乾物 (kgl日) 8.2 8.1 7.9 

デンプン (kgl日) 1.2
C 

l.7
b 2.1 a 

TDN (kgl日) 6.3 6.1 5.8 

u表1参照.

自可消化有機物含量÷可消化粗脂肪含量x1.25により算出.

a，b，c有意差あり (P<0.05) . 

圧ぺんそミ米の給与割合が乳用牛の第一胃内容

液性状に及ぼす影響を表 3Iこ示した.第一胃内容液

の pHはすべての区で館料給与前と比べて給与後 4

時間自で存意に低い値を示した (pく0.05) が，[R間

差は認められなかった.総 VFA濃度はすべての区

で給与前と比べて給与後 4時間目で有意に高い値を

した (pく0.05)が，区間差は認められなかった.VFA 

組成については，すべての毘で酢酸比が 60%以

を維持する発酵パターンを示した.プロピオン酸の

比率はすべての症で給与前と比べて給与後 4時間百

で有意に高い値を示した (P<0.05).プロピオン酸

の比率は給与前に 0%区および 20%症と比べて 40%

j乏で有意に低い値を示し (P<0.05)，給与後 4時間

屈においては 0%区と比べて 20%誌および 40%誌で

に低い{疫を恭した (P<0.05).また，酪酸の比

率はすべての区で給与前と比べて給与後 4時間目で

有意差は認められず，区間差も認められなかった.

高播と阿部(1991)は黒毛和種去勢牛においてデン

プン水準が増加すると第一胃内フ。ロピオン酸の比率

が低下する額向を示したことを報告しており，本研

究でも飼料中のデンプン含量の違いが第一腎内フcロ

ピヌ?ン駿比率に影響を及ぼしたものと考えられた.

胃内アンモニア態窒素濃度は給与前と比べ

て給与後 4時間目において有意に低い髄を示した

(pく0.05) が，[R間差は認められなかった.泌乳牛

の給与餌料に少糖類であるショ糖を添加することで

第一胃内アンモニア態窒素濃度は低下傾向を示す

が， Cp水準を上げることにより増加することが認、

められている (Sannesら 2002) が，本研究におい

ては，モミ米の給与割合を増やしても第一腎内アン

モニア態窒素濃度に区間蓑は認められなかった.こ

れには供試牛の生理状態の違い(泌乳牛と乾乳牛)

が関与していることが考えられるが，モミ米の給与

割合の増加によって多糖類であるデンプン含量を高

めたり， cp含量を若干高めたりしても(表1)，こ

の軽度の増量であれば第一宵内蛋由貿分解性には影

響を及ぼさないことも考えられた.

圧ぺんそミ米の給与割合が乳用牛の蜜素出納に

及ぼす影響を表 41こ示した.糞中窒素割合は他の区

と比べて 40%区で、存意に低かった (P<0.05) が，尿

4 
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表3. 正ペんモミ米の給与割合による第一胃内容液性状の変化

項 目
区 雰

飼料 時開 交互作用
0%庇 20%区 40%箆

pH Oh 7.37 7.21 7.22 
NS * NS 

4h 6.68 6.86 6.87 

総VFA Oh 7.1 7.9 6.2 
NS * NS 

(mmol/dL) 4h 9.2 9.8 12.9 

モノレ比 (mmol%) 

酢酸 Oh 68.1 69.8 64.8 
NS NS NS 

4h 68.5 66.8 70 

プロピオン駿 Oh 12.4 11.9 10 
* * NS 

4h 14.9 12.8 11.5 

酪酸 Oh 15 13.9 13.3 
NS NS NS 

4h 14 12.4 17.8 

アンモニア態号室素 Oh 15.1 18.1 13.2 
NS * NS 

(mg/dL) 4h 8.4 10.1 10.9 

NS:有意差 な し * 有 意 差 あ り (Pく0.05) . 

表4.圧ぺんモミ米の給与割合による窒素出納等の変牝

項自
区分

O%IR 20%区 40%区

窒素摂取量に対する分自己率(%)

糞中窒素 21.9
a 

22.6
a 18.i' 

尿中窒素 52.4 47.1 37.7 

蓄積窒素 25.7
a 

30.3
ab 

43.6
b 

尿中アラントイン量 (g/日) 16.2 13.5 12.0 

MNS/DOMI (g/日) t 9.4 6.8 5.5 

血中鼠素態窒素 (mg/dL) 20.3 21.0 20.5 

十可消化有機物摂取 当たりの第一胃内微生物態窒素合成量.

a，b有意差あり (pく0.05) . 

中窒素割合に有意な区需差は認められず，蓄積窒素

鶴合は高い額向にあった (P<O.I).大谷ら (2000

は易発酵性炭水化物である精製ノ《レイショデンプン

の添加が乳用牛の尿中への窒素排世を有意に減少さ

5 

せ，糞尿混合物としても一定の窒素低減効果が期待

できると報告し，反甥家の銅料への易発酵性炭水

化物の添加が第一宵内微生物態窓素合成を促進し，

窒素の利用効率を改善する効果を示唆している.本
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研究でも，飼料中のデンプン含有率が多い 40%区

において，糞中の窒紫割合が他の症と比べて低かっ

たことから，モミ米に含まれるデンプンが窒素排港

最の低減に寄与したものと考えられた.また，尿中

アラントイン量および MNS/DOMIに有意な区間差

は認められなかった.泌乳牛において，易分解性デ

ンプンおよび蛋白質添加飼料によって発酵を同時に

迅速化させることは第一腎内微生物態窒素合成を大

きく促進することが報告されている (Herrera-Saldana

ら 1990) が，本研究においては，モミ米に含まれ

るデンプンが MNS/DOMIに影響を及ぼさないこと

が示唆され，この点については，前述した第一腎内

アンモニア態窒素濃度に差がなかったことと詞様の

可能性が考えられる. !滝本 (2000) は易発酵性炭水

化物に富むポテトパルフ。をめん羊に給与した場合，

関内における微生物蛋白質合成の活発化により

第一胃壁からのアンモニアの吸収が減少するため，

尿中への窒素排推量や BUN濃度は減少するもの

の，議素蓄積量はわずかに多くなると報告している.

また，中辻ら (2002) は泌乳牛にコーングノレテンミ

ーノレと大豆粕を給与した場合，大立粕の給与により

CP消化率が改善し，蓄積窒素割合が高い値を示す

ことを報告している.本研究においては，すべての

涯において第一再内アンモニア態窒素濃度， BUN 

濃度および MNSIDOMIに大差が認められなかった

が， 40%区で蓄積窒素割合が高い傾向を示したこと

から，モミ米に由来する易発酵性炭水化物と大豆粕

に由来する蛋自費よって窒素の利用性が高まったも

のと推察された.

以上のことから，モミ米を濃厚飼料中に乾物ベ

ースで 40%罷き換えて給与した乾草主体の TMRに

おいては，飼料中のデンプン含有率が多くなるが，

第一胃内 pHの急激な低下や窒素代謝に大きな影響

は認められず， TDN接取量も間程度であったこと

から，濃車飼料の一部を圧ぺんモミ米に代替し得る

ことが示唆された.なお，本研究は乾草主体の TMR

であったため，今後はサイレージ主体のすMIえでの

検討を重ねるとともに，泌乳牛に給与した場合の乳

生産に及ぼす影響について検討する必要があると考

えられる.
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Abstract 

The effects of varγing proportions of flaked unhulled rice grain in the diet on nutrient intake， 

rumen fermentation and nitrogen balance in dairγcows were examined. Four Holstein dry cows 

were used for this study and they were allocated to the following 3 dietarγtreatments in turn， i.e. 

concentrates only (control: 0%)， replaced 20% of concentrates with unhulled rice grain on a dry 

matter basis (20%)， and replaced 40% of concentrates with unhulled rice grain (40%). There was no 

significant difference in dry matter intake among treatments. Starch contents were 14.8， 20.9 and 

26.1 % for the 0， 20 and 40% dietsラ respectively，but the digestibility did not significantly differ 

among diets. Although TDN content in the 40% diet was significantly lower than that in the 0% 

diet (Pく0.05)ラ therewas no significant difference in TDN intake among diets. Ruminal pH， total 

VF A contents， VF A composition excluding propionic acid and ammonia N were not affected by the 

degree of supplementation with unhulled rice grain. In addition， the cows fed a 40% diet had a 

significantly lower percentage of fecal nitrogen to nitrogen intake than that under other diets 

7 
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(Pく0.05)，however there was no significant difference in microbial nitrogen synthesis per digestible 

organic matter intake in the rumen and blood urea nitrogen. 

τherefore， these findings suggest that it is possible to substitute unhulled rice grain for up to 40% 

of ordinarγrations in dry cows. 
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