
TMRの物理性と乳牛の選り食い及び乳生産
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摘要：TMR の飼槽における選り食いの影響を調査した。条件を変えた TMR を搾乳牛に自由採食させ、選り食

いの程度をペンシルバニア大学粗飼料粒度分離器（以下、 PSPS ）を用いて評価した。

グラスサイレージを用いた TMR の粒度分布は、選り食いにより、荒い粒度の割合が増加し、細かい粒度のも

のは減少した。しかし、コーンサイレージを用いた TMR では粒度分布は変化しなかった。 30%、45%、60%に

水分含量を調整した TMR は選り食いによる影響を受けなかった。 PSPS を使用する際、含水量45%までは適切

に分離できたが、60%含水 TMR では濡れたままでは分離されない可能性が示唆された。 乾草の理論切断長

を2cm 、10cmに変えた TMR を給与したところ、10cmに切断した乾草を用いた TMRにおいて残飼回収時に荒

い粒度の割合が増加した。 TMR ミキサーによる攪拌時間が15分、90分の TMR を給与したところ、第一胃内

容液中の総揮発性脂肪酸濃度は90分攪拌した TMR を給与した牛で高かったが、飼料摂取量及び乳生産に有

意な差は見られなかった。

これらのことから TMR 中の粗飼料の切断長を適正にすることにより乳牛による選り食いはさけられるものと思

われた。また、本研究では選り食いが起こる場合においても日量30kg 以下の乳量水準の牛群で繊維源が十分

である場合は影響は少ないものと考えられた。

キーワード：乳牛、 TMR 、粒度分布、乳生産、第一内容液性状

Effects of Total Mixed Ration Particle Size on Sorting Behavior
and Milk Production in Lactating Cow

SATOH Say, ASADA Naoto and ISHII Kenichi

Abstract：The effects of sorting behavior of lactating cow on total mixed ration (TMR) remained on the feed bunk
were investigated. Various TMRs were fed to cows ad libitum and degree of sorting were evaluated using Penn
State Forage Particle Separator (PSPS).
TMRs using two forage sources were compared. The ratio of particles on each sieve of PSPS from TMR

containing grass silage were changed by sorting. TMR containing corn silage didn't change its ratio throughout a
day. Three TMRs different in moisture content (30%, 45% or 60%) were compared. Addition of water didn't
affect the ratio on each sieve of PSPS. In the use of PSPS, TMR containing up to 45% of moisture could be
separated correctly, but TMR containing 60% of water may have risk not to be separated as the wet condition.
Timothy hay cut at different theoretical length ( 2cm or 10cm) were used in TMRs as only source of forage and the
effect of sorting was observed. The percentage of particles on the upper sieve of PSPS at the end of feeding was
increased in TMR with long-cut hay. TMRs mixed in short time (15min) or long time (90min) were fed to the
cow, then feeding characteristics, milk production, and rumen fermentability were compared. The TMR mixed
quickly led to sorting and total volatile fatty acid concentration in the rumen fluid of cows fed TMR mixed in long
time was higher than that mixed in short time, but no significant effects were observed in feed intake and milk
production.
These results suggest that forage cut properly in the TMR would reduce sorting befavior of cow. And in this

study, it was allowable if sorting was happened in cows milked less than 3 0kg daily and fed sufficient fiber.
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緒 言

TMR（total mixed ration）は粗飼料、濃厚飼料、

ビタミン、ミネラル、水等をすべて混合し、自由採食さ

せる方法で、県内の酪農家の１割にあたるフリーバーン

やフリーストール等の放し飼い飼養方式ではほぼこの方

式が採用されている 。TMR は理論上、一口の飼料中の１）

栄養組成が全体の栄養組成を反映しており、穀類と粗飼

料をバランスよく摂取できることを目的としている。し

かし調製法によっては分離しやすい TMR となり、穀類だ

けを好んで採食する選り食い行動が起こり、意図した栄

養成分を給与することができなくなる。また逆に完全に

混ざるまで粒子を細かくすと咀嚼時間が減少し、第一胃

内 pH が低下、粗飼料消化率の低下、乳脂肪率の低下、

ひいてはアシドーシスによる疾病の増加等が引き起こさ

れる 。２，３）

本研究では条件を変えた TMR を調製し、泌乳牛に給与

し、選り食いを調査し、あわせて乳生産、第一胃内発酵

に及ぼす影響を明らかにすることを目的とした。

材料及び方法

供試牛は、当場で飼養しているホルスタイン種搾乳牛

を用いた。また TMR の粒度分布を調査するためにペンシ

ルバニア大学で考案された粗飼料切断サイズ分離機

（Penn State Forage Particle Separator：以下 PSPS）

を用いた。試験１から３までは円形の穴の直径が

0.75inch(1.9cm)及び 0.31inch(0.79cm)の篩い並びに受

け皿からなる３段のものを、試験４においては更に

0.05inch メッシュの網（網の対角線の長さは 0.17cm）

を加えた４段のものを用いた。本研究では上段に残る粒

度が 1.9cm 以上のものを粗粒、中段の 0.79 ～ 1.9cm の

ものを中粒、下段の網に残る 0.17 ～ 0.79cm のものを細

粒、0.17cm 以下のものを微細粒とした。

試験１ サイレージの違いによる TMR の粒度分布の時間

推移

イタリアンライグラスサイレージ（以下グラスサイレ

ージ）またはトウモロコシサイレージ（以下コーンサイ

レージ）を主な粗飼料源とした２種類の TMR（表１）の

飼槽における 24 時間の経時的な粒度分布の推移を調査

した。搾乳牛群 13 頭に対して給与量の１割が残飼とし

て見込める量の TMR を TMR ミキサー（cs コンプリート

フィーダー CM-40D、コンプリートサービス）を用いて

調製した。飼料給餌時から４時間ごとに飼槽から無作為

に３か所ずつ採材し、PSPS を用いて粒度分布を測定し

た。PSPS はマニュアル に従い操作した。乾物量は 60４）

℃ 48 時間の条件で測定した。

試験２ 水分率の違いによる TMR の粒度分布の時間推移

乾草切断機（山本カッター CX-160、山本製作所）を

用いて細切したチモシー乾草（理論切断長 2cm）を粗飼

料源とし、水分含量をそれぞれ 30、45 及び 60%とした

TMR（表１）を攪拌機（オーワキ式撹拌機 A5、大脇工

業）を用いて給与量の１割が残飼として見込める量を調

製した。搾乳日数 250 日前後の搾乳牛３頭をラテン方格

にあてはめ、馴致１日、試験１日にそれぞれ TMR を給与

し、給与時、９時間後、24 時間後の飼槽に残った TMR

を３か所無作為に採材し、粒度分布及び乾物量を測定し

た。

試験３ 粗飼料切断長の違いによる粒度分布の変化

異なる理論切断長のチモシー乾草（理論切断長 2及び

10cm）を粗飼料源とし、水分含量を 45%とした TMR（表

１）を調製した。搾乳日数 260 日前後の搾乳牛３頭で反

復して、馴致１日、試験１日にそれぞれ給与量の１割が

残飼として残る量を TMR を給与し、給与時、９時間後、

24 時間後の飼槽に残った TMR を３か所無作為に採取し、

粒度分布及び乾物量を測定した。

試験４ 混合時間の異なる TMR の乳生産及び第一胃液性

状に及ぼす影響

グラスサイレージを主な粗飼料源とした TMR（表１）

を TMR ミキサーを用いて調製した。サイレージ以外の原

料をミキサーであらかじめ 15 分間攪拌した後サイレー

ジを投入し、15 分ごとにミキサー内の５カ所から無作

為に TMR を採取し、90 分までの粒度分布を PSPS を用い

て測定した。

混合時間が 15 分及び 90 分の TMR を２群に分けた 14

頭の搾乳牛（フリーストールにて飼養、平均産次数 2.6

産、平均乳量 30.5kg、平均搾乳日数 221 日）に給与量

の１割が残飼として残る量を給与した。馴致４日、試験

３日とし、反復して給与した。給与時及び残飼の TMR は

５カ所から無作為に採取し、粒度分布及び乾物量を測定

した。乳量は試験の３日間について計測し、この期間の

乳成分を近赤外線乳成分計測器（ミルコスキャン、Foss

Electric 社）を用いて測定した。試験最終日の飼料給

与３時間後に全頭について経口により胃液採取し、pH

を測定した後、揮発性脂肪酸（以下、VFA）測定のため

に 20%メタリン酸含有 5%硫酸を 20%加え５℃で保存した。

後日胃液試料をキャピラリーカラムを装填したガスクロ

マトグラフィーにより VFA を測定した。

表１ 試験飼料組成（現物配合割合％）

試験１ 試験 2･3 試験 4

ｸﾞﾗｽ ｺｰﾝ
ｻｲﾚｰｼﾞ ｻｲﾚｰｼﾞ

ﾁﾓｼｰ乾草 27.2

ｱｳﾌｧﾙﾌｧ乾草 9.7 8.4 13.1

ｺｰﾝｻｲﾚｰｼﾞ 67.4

ｸﾞﾗｽｻｲﾚｰｼﾞ 42.2 46

市販配合飼料 19.5 10.9 25.8 21.3

圧扁ﾄｳﾓﾛｺｼ 13.0 3.3 13.6 4.4

ﾍｲｷｭｰﾌﾞ 10.9

乾燥ビール粕 4.9 2.5 6.8 6.6

大豆粕 3.2 3.3 4.5 2.2

ﾋﾞｰﾄﾊﾟﾙﾌﾟ 3.2 1.7 4.5 5.5

綿実 3.2 1.7 4.5

魚粉 0.45

ﾋﾞﾀﾐﾝﾐﾈﾗﾙ 1.1 0.8 1.75 0.9
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試験結果

試験１ サイレージの違いによる TMR の粒度分布の時間

推移

コーンサイレージ及びグラスサイレージを主な粗飼料

源として調製した TMR の飼槽における粒度分布の経時的

推移をそれぞれ図１に示した。コーンサイレージ主体の

TMR では最終的な割合の変化は粗粒、中粒、細粒でそれ

ぞれ-4.5%、+8.8%、-4.3%であった。これに比較してグ

ラスサイレージ主体の TMR は給与時から時間経過ととも

に粗粒の割合が一貫して増加していき、最終的には粗粒、

中粒、細粒でそれぞれ+33.3、-3.1、-40.3 と変化した。

試験２ 水分率の違いによる TMR の粒度分布の時間推移

水分率の異なる TMR の飼槽における粒度分布の経時的

推移を図２に示した。TMR 給与直後の水分 30%及び

45%TMR の粒度分布は同程度であったが、60%の TMR のみ

粗粒の割合が多かった。しかし時間経過とともにこの傾

向は解消され、９時間後以降は 30%及び 45%の TMR と同
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図１　サイレージ種の異なるTMRの飼槽におけ
る24時間粒度分布推移
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図２ 水分率の異なるTMRの飼槽における24時間
粒度分布推移

様な割合に近づいた。

この試験における全ての PSPS で分けられたサンプル

について乾物量を求め、現物量との相関をとった（図

３）。水分 30%及び 45%の TMR の分離物は現物量及び乾

物量の相関は高く、ほぼ直線上にのった。しかし、水分

60%のものの内、分離割合の高いものについては直線か

らはずれるものが散見された。

試験３ 粗飼料切断長の違いによる粒度分布の変化

理論切断長 2cm 及び 10cm のチモシー乾草を主な粗飼

料源とした TMR の飼槽における粒度分布の経時的推移を

図４に示した。TMR 給与直後の粒度分布の割合は切断長

10cm の TMR の方が粗粒がわずかに多い傾向であったが、

切断長 2cm の TMR は時間とともにほぼ同じ割合を維持し

た。それに対し、切断長 10cm の TMR は粗粒の割合が時

間とともに増加し、24 時間後には半分近くまで増加し、

それに伴い中粒が減少した。

試験４ 混合時間の異なる TMR の乳生産及び第一胃液性

状に及ぼす影響

TMR ミキサー内での混合時間の経過に伴う TMR の粒度
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図４　切断長の異なる乾草を用いたTMRの飼槽に
おける24時間粒度分布推移
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分布の推移を図５に示した。時間とともに粗粒が減少し、

微細粒が増加していく傾向がうかがえた。また外見では

粗飼料の繊維が時間とともにほぐれていき、90 分攪拌

したものでは長さは保ったものの、個々の繊維が細くな

り、弾力性に富む形状となった。また、全体的なカサと

しては減少する傾向にあった。

これら攪拌時間の異なる TMR を乳牛に給与したときの

給与時及び残飼回収時の飼槽における粒度分布を図６に

示した。15 分混合 TMR は飼槽で 24 時間経過後給与時に

比べ粗粒が 14.7%増加し、中粒、細粒及び微細粒はそれ

ぞれ 4.5%、7.2%及び 3.0%減少した。90 分混合 TMR では

粗粒が 8.8%増加し、中粒、細粒及び微細粒はそれぞれ

1.4%、4.5%及び 2.9%減少した。両 TMR で粗粒が増加し

たが、その程度は 15 分混合 TMR で大きかった。乾物摂
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図５　TMRのミキサーにおける粒度分布の変化

取量及び乳生産についての概要を表２に示した。乾物摂

取量は 90 分混合 TMR で 1.7kg 多かったが、その差は有

意ではなかった。乳脂肪率については有意ではなかった

ものの 90 分混合 TMR で 0.23%高い傾向であった

(P=0.06)。乳脂補正乳量で比較すると、90 分及び 15 分

混合 TMR でそれぞれ 28.4 及び 28.2kg となったが、差は

有意ではなかった。他の成分については同程度であった。

第一胃内容液性状（表３）のうち、VFA 総量及び酢酸

濃度は有意に 90 分混合 TMR で高かった。pH 及び酢酸以

外の VFA については同程度であった。

考 察
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図６　混合時間が異なるTMRの飼槽における
粒度分布

表２ TMR の混合時間が乾物摂取量及び乳生産に及ぼす影響

90 分混合 TMR 15 分混合 TMR

乳量 (kg･日-1) 27.6 ± 2.1 28.5 ± 2.2 NS

FCM (kg･日-1) 28.4 ± 2.4 28.2 ± 2.2 NS＊

乾物摂取量 (kg･日-1) 20.7 ± 0.4 22.4 ± 0.5 NS

乳脂肪率 (%) 4.18 ± 0.19 3.95 ± 0.23 ++

乳蛋白質率 (%) 3.38 ± 0.20 3.34 ± 0.17 NS

乳糖率 (%) 4.47 ± 0.15 4.43 ± 0.14 NS

無脂固形分率 (%) 8.86 ± 0.22 8.22 ± 0.87 NS

FCM：乳脂補正乳量=0.4 ×乳量+15 ×乳脂量＊

++危険率 10%で傾向あり。

表３ TMR の混合時間が第一胃内容液性状に及ぼす影響

90 分混合 TMR 15 分混合 TMR

pH 7.15 ± 0.10 7.20 ± 0.19 NS

VFA 総量 (mol･dL-1) 9.84 ± 0.51 9.09 ± 0.36 +

酢酸 (mol･dL-1) 6.62 ± 0.35 6.12 ± 0.22 +

ﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ酸 (mol･dL-1) 1.96 ± 0.11 1.87 ± 0.12 NS

n-酪酸 (mol･dL-1) 1.26 ± 0.07 1.11 ± 0.06 NS

A/P 比 3.38 ± 0.11 3.32 ± 0.14 NS＊

酢酸ﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ酸比＊

+危険率 5%で有意差あり。
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泌乳牛における飼料中の繊維を評価する方法として、

粗繊維、酸性デタージェント繊維(ADF)、中性デタージ

ェント繊維(NDF)、粗飼料価指数(RVI)、有効 NDF(eNDF)

等が開発されてきた。しかしこれらは測定するのが困難

であったり、第一胃内 pH との相関が低かったり決定的

な指標とはなっていない。PSPS は化学成分とは別に５）

粗飼料や TMR の物理性を簡易に測定するために開発され

たものであり、現在注目を集めている。本試験では TMR

の選り食いの程度を明らかにするために条件を変えた

TMR を調製し牛に給与し、TMR の粒度分布の経時的変化

をとらえることを目的として試験を実施した。

異なるサイレージを主な粗飼料源とした TMR を牛に給

与したときの飼槽での粒度分布の変化を調査した（図

１）。PSPS のマニュアル によれば各篩の TMR 給与直４）

後から残飼回収時までに許容できる変動は 5%程度であ

るとしているが、グラスサイレージでは推奨値を遙かに

超える変化が起こっており激しい選り食いが起こったと

考えられる。一方コーンサイレージでは中粒のみ 5%の

変動を超えており、選り食いの程度は少なかったものと

いえる。両サイレージはそれぞれ、コーンハーベスタ－、

フォレージハーベスターを用いて収穫したが、その理論

切断長は最短（2cm 程度）になるように設定した。コー

ンサイレージは比較的細かく調製できたが、グラスサイ

レージは予乾の程度や、カッターへ一度に入る量によっ

て切断長の長いものの率が高かった。グラスサイレージ

の見た目は試験３の切断長を変えて行った試験における

理論切断長 10cm のチモシー乾草より長いと思われる。

残飼中に粗粒割合が５割を超えるのも当然であると考え

られた。

TMR の水分含量を変えた試験において、水分率 60%TMR

の粗粒割合は他の水分含量の低い TMR より多かった。水

分率 60%TMR はいかにも濡れた TMR であり、繊維同士及

び細かい飼料原料との接着性が大きく、PSPS の篩の最

上段に大きな固まりが多く残ったものと考えられた。水

分含量だけが異なる TMR に物理性の違いは理論上無いは

ずであり、PSPS はマニュアル にあったとおり高水分４）

のものは評価するのには不適であり、高水分サイレージ

などをそのまま評価するのは避けた方がよいことが示唆

された。また PSPS で粒度分布を求める際に現物での割

合で評価するか、乾物の割合で評価するかについてはマ

ニュアル にも記述がない。そこで、水分含量の異なる４）

本試験の試料を現物での割合及び乾物での割合の相関を

とったところ（図３）、次の近似直線と相関係数を得た。

y = 0.9801x + 0.0066（R = 0.9592）2

ほぼ傾き１、切片０の直線に乗っていることから、現物

でも乾物でも評価できるものと考えられた。ただ、水分

60%の試料は直線からはずれるものも散見されたことか

ら、やはり高水分の飼料原料では PSPS をそのまま使用

することは難しいと思われる。

いずれにしても、時間の経過とともに粗粒割合が増加

する兆候がみられなかったことから、30 ～ 60%の水分含

量の TMR においては選り食いは起こらなかったといえる

（図２）。

粗飼料の切断長を変えて TMR を調製し、選り食いの程

度を調査した。理論切断長 2cm の粗飼料を用いた TMR で

は、粗粒割合の増加傾向は認められず、選り食いの兆候

はみられなかった。それに対して理論切断長 10cm の粗

飼料を用いた TMR では時間と共に粗粒割合が増加し、牛

が粒度の細かいものを好んで摂取していることが認めら

れた（図４）。牛の採食行動を観察すると、TMR を上か

ら順に菜食するような行動ではなく、TMR を鼻で掘り飼

槽と飼料の接点の穀類を舌を使って拾う行動、長い粗飼

料を加えて振り捨てる行動等が見られ、濃厚飼料を好ん

で採食する行動が見られる。このような行動に対して切

断長の長い粗飼料は選択的に避けられることが想像でき

た。

以上の結果から、TMR の選り食いには飼料切断長が大

きな要因であり、理論切断長 2cm 程度に適正に切断され

ていれば選り食いの発生は抑えられること、そして適正

な混合のために水を添加することは必要であるが、60%

まで増えたところで利点は無いことが明らかとなった。

一方、県内に普及している TMR ミキサーは元々既に切

断されているサイレージを使うように設計されてきたた

め、粗飼料切断用の刃が付いているものは少ないのが現

状である。近年輸入乾草が主体の経営が大勢を占めるよ

うになっており、新しく導入されるミキサーには乾草を

切断する機能が組み込まれたものが主流になっている 。６）

PSPS のマニュアル では理想的な TMR の各篩いの残存４）

率は粗粒、中粒、細粒、及び微細粒でそれぞれ 2 ～ 8%、

30 ～ 50%、30 ～ 50%及び 20%以下としている。グラスサ

イレージ主体の TMR をミキサーで混合し、粒度分布の経

時的変化を調査したところ、それぞれ篩の荒い方から攪

拌時間 15 分では 19.0%、32.9%、35.6%及び 12.5%、90

分では 9.4%、26.7%、45.1%及び 18.9%となった。15 分

攪拌では粗粒割合が推奨値からはずれて多くなって（図

５）おり、90 分では中粒が少なくなっている。90 分混

合 TMR の外観はサイレージの粗剛性が失われカサが減少

しており、いわゆる過攪拌の状態であると考えられる。

選り食いが起こることが予想される TMR（15 分）、ある

いは推奨値に近いが過攪拌の TMR（90 分）とを乳牛に給

与したときの選り食いの状況、飼料摂取量、乳生産及び

第一内容液性状を調査した。選り食いの状況は 15 分混

合 TMR では粗粒が 14.7%増加しており（図６）、変動の

許容量が 5%程度であることから、90 分混合 TMR と比較

して選り食いが多かったことがうかがえた。粗粒はほと

んど粗飼料の長い繊維であり、15 分混合 TMR では粗飼

料を残し、穀類を好んで採食したことがうかがえた。乾

物摂取量は 90 分混合 TMR で 15 分混合 TMR と比較して

1.7kg 多かったが、有意な差ではなかった（表２）。乳

生産においては乳量に有意な差はなく、90 分混合 TMR

の乳脂肪率が高い傾向があった。15 分混合 TMR が乳量

に優れたのは、粗飼料を避け穀類を摂取したからであり、

逆に 90 分混合 TMR が乳脂率に優れたのは粗飼料と穀類

をバランスよく摂取したからであると推察される。それ

は第一内容液性状にも現れており、90 分混合 TMR の総

VFA 及びその内の酢酸の濃度から裏付けることができる。
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しかし最終的に FCM では同程度であり、乳生産に差はな

かったと思われる。粗飼料の切断長を変えた報告 で７，８）

は飼料摂取量及び乳生産は影響を受けず、総咀嚼時間、

第一胃内容液中プロピオン酸濃度が切断長を短くするこ

とにより減少することが報告されている。乳量水準で日

量 30kg 程度の牛群で、しかも粗飼料多給（NDF37%乾物

中）下である本試験のような条件下では、ある程度の選

り食いにも、過攪拌にも悪影響は受けないことが示唆さ

れた。したがって、TMR 中の粗飼料含量が適正であるが、

選り食いのために粗飼料を残し、その結果配合多給状態

で乳量は出ているが、乳脂率が低い事例では、TMR の攪

拌時間を長くすることによりより健康で乳脂率の向上が

見込めるであろう。

近年の牛群の改良はめざましく、ますます多くのエネ

ルギー水準と、最小限の繊維を TMR で満たさなければな

らず、より高泌乳で濃厚飼料多給下の条件での研究が必

要である。

３段の PSPS は全国酪農農業同組合名古屋支所に謝辞：

お借りした。快くお貸しいただいたことに対してこの場

を借りて深く謝意を表明するものである。
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