
栄養水準の異なるTMRおよび自動給餌配合飼料量が乳牛の乳生産に及ぼす影響
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４頭の泌乳中期ホルスタイン種乳牛を、栄養水準が異なる2種類のTMRを飽食させ、摘要：

それぞれ自動給餌機による配合飼料を1日当たり1kg又は6kg給与し、最大の乳生産となる

栄養配分を明らかにし、自動搾乳システムにおける給餌方法の改善に資することを目的と

した。1期2週間の4×4ラテン方格法により飼養試験を行い、飼料摂取量、乳生産、第一胃

内容液性状等を調査した。

１．自動給餌された配合飼料はどの区においてもほぼ完食された。栄養水準の高いTMR

（高TMR）は低いTMR（低TMR）に比してTMR摂取量が有意に多かった(p<0.05)。自動給餌

配合飼料を1kgから6kgに増やすことによりTMR摂取量は減少(p<0.05)した。総乾物摂取

量は配合飼料を6kg給与したときに有意に高かった(p<0.05)。

２．高TMRを給与することにより日乳量は増加したが、乳成分への影響はなかった。

３．第一胃内容液のpHは高TMRで低かった。個々の揮発性脂肪酸含量は試験区間に差はな

かったが、酢酸プロピオン酸比は低TMRを給与した区で高かった。

これらのことから、自動給餌機により増給される配合飼料は優先的に摂取され、TMRの

栄養水準には影響されないことが明らかとなった。また、低TMRの給与では高泌乳の維持

は難しいことが示唆された。

：搾乳牛、乳生産、第一胃内容液性状、TMR、自動給餌機、自動搾乳システムキーワード

Effects of Nutritional Levels in TMR with Supplemented Concentrates
Fed by Automatic Feeder on Milk Performance in Mid Lactating Cow

SATOH Say, NAKAYAMA Hirohumi and SAKAKIBARA Takao

Four Holstein cows were fed two nutritional levels of total mixed ration (TMR),Abstract:
each at two amounts of supplemental concentrates to clarify the optimal distribution of
nutrients to TMR or concentrates to get maximal milk production. Mid-lactating cows
were randomly assigned to 4x4 Latin square trial with four, 2-wk periods. Milk yields,
milk quality and feed intake were evaluated at the last 3 days of each experimental
period. Rumen fluids were also collected at the last day of experimental period for
following pH and VFA content analysis.
1. Cows ate concentrates completely in all situation. TMR intake was increased significantly
(p<0.05) in cows fed TMR with higher nutritional level (highTMR) than that with lower
level (lowTMR). Supplemental concentrates significantly depress (p<0.05) TMR intake.
Total DMI were higher (p<0.05) when cows were fed more concentrates.

2. High TMR significantly enhanced daily milk yields. However, milk quality were not
affected by each treatment.

3. The pH in rumen fluid were lower in cows fed highTMR. Each VFAs were not affected by
treatments, however, acetate propionate ratio were significantly higher when cows fed
low TMR.
These results suggested that cows primary ate concentrates whether nutritional level

of TMR were high or low. And TMR with lower nutritional level couldn't maintain the
milk production.

Mid lactating cow, Milk performance, Rumen fermentation, Total mixed ration,Key Words:
Automatic feeder, Automatic milking system
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緒 言

自動搾乳システムは一般的にはフリーストール牛舎

内に搾乳ロボットを配置し、自動搾乳により省力化、

多回搾乳による生産性の向上を目的としたシステムで

ある。愛知県内には12戸20台が稼働しており、さらな

る普及が見込まれている 。1)

一般的にフリーストール飼養では飼料は粗飼料、濃

厚飼料、ビタミン及びミネラル等を混合加水した形態

(TMR)で飽食給与される。一方、自動搾乳システムでは

泌乳牛の自発的行動を原理としており、牛の自発的搾

乳は搾乳ロボット内での配合飼料の給与により誘引さ

れる。そのため、自動搾乳システムにおけるTMRは濃厚

飼料をあらかじめ減らした飼料設計をしているのが現

状である。

ところが、実際に自動搾乳システムを導入した経営

では、多回搾乳により期待された乳量の増加が見られ

ないため、経営計画の変更をせざるを得ない事例や、

自発的に搾乳ロボットへ進入しない個体が増加した結

果、牛を搾乳ロボットへ誘導する労力が必要となる事

例があり、問題となっている。これらは必要な栄養分

を摂取できなかったか、または自由摂取できるTMRだけ

で充足し、搾乳ロボットでの配合飼料の増給では誘導

されないといった飼料給与体系に原因があると推測さ
２ ３）れている 。しかし、これまでに増給配合飼料の量）

あるいは増給配合飼料内のデンプン質量 を変化させ４）

た報告はあるものの、いずれも乳生産、飼料摂取量、

搾乳回数に違いはなかったとされており、栄養学的な

観点からの十分な原因解明がなされていない。

本試験では栄養学的な観点から、栄養水準の異なる2

種類のTMRを給与し 同時に自動給餌機から配合飼料を2、

水準増給した飼養試験により、①自動搾乳システムに

おける搾乳回数を最大化させる要因の一つとしての、

TMRの栄養水準が増給配合飼料摂取量に及ぼす影響、及

び②飼料摂取量、乳生産及び第一胃内容液性状を調査

することにより、乳生産を最大化させるTMRと自動給餌

機による増給配合飼料の最適な栄養配分の2点を明らか

にすることを目的とした。

材料及び方法

１ 供試牛

愛知県農業総合試験場の乳牛舎で飼育されているホ

ルスタイン種泌乳牛4頭を供試した。供試牛4頭の平均

産次数は1.8産、分娩時から試験開始時までの平均搾乳

日数が146日であった。また、試験開始の日平均乳量は

30kgであった。

２ 試験期間

平成19年9月21日から11月21日までとした。金曜日か

らの2週間を1サイクルとし、馴致期間を11日間、本試

験3日間とした計2週間の試験を4サイクル行った。

３ 飼養管理

乳牛はフリーストール牛舎で群飼し、ドアフィーダ

ーによって1頭ずつ個別に9時と15時にTMRの給与を行

い、不断給餌とした。ドアフィーダーは、供試牛の首

に装着したレスポンダーに反応して開き、牛が個体ご

とに特定のTMRだけを採食できるシステムである。配合

飼料はフリーストール内に設置したストールフィーダ

により給与した。ストールフィーダでは、毎日朝9時か

ら翌朝の9時までの1日を4回に分け設定量のそれぞれ4

分の1の配合飼料を上限に給餌できる設定とした。牛は

各四半期で残った分の配合飼料は1日の最後の四半期に

まとめて食べることができる。搾乳は、オートタンデ

ムパーラーで7時および16時に1日2回行った。

４ 試験区

試験区は2×2の2元配置とし、2種類の栄養水準が異

なるTMRを飽食させ、それぞれ自動給餌機による配合飼

料を1日当たり1kg又は6kg給与した。TMRの設定乳量水

表２ 飼料中成分含量 （乾物中％）
配合飼料 低 TMR 高 TMR

乳量水準（kg) - 29 37
ME （Mcal) 3.3 2.7 2.91）

TDN （％） 85.5 72.5 75.92)

CP （％） 18.0 16.4 18.33）

CPd （％） 11.7 10.7 11.94）

EE （％） 3.6 4.0 3.95)

NCWFE （％） 53.0 33.1 36.86)

NDF （％） 20.5 36.5 31.97）

Ca（％） 0.1 0.9 0.8
P（％） 0.6 0.5 0.5
1)代謝エネルギー 2)可消化養分総量 3)粗蛋白
質 4)分解性蛋白質 5)粗脂肪 6)糖・デンプン・
有機酸類 7)中性デタージェント繊維（総繊維)
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表１ TMR 内飼料割合 （原物中％）
低 TMR 高 TMR

エンバク乾草 26.3 19.8
アルファルファ乾草 13.1 9.9
スーダングラス乾草 12.7 9.5
市販配合飼料 25.4 43.9
ビートパルプ 10.5 7.9
ビール粕 7.9 5.9
大豆粕 1.6 1.2
炭酸カルシウム 0.9 0.7
リン酸カルシウム 0.7 0.5
食塩 0.9 0.7
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準はcpmDAIRY(ver.1.0) を用いて推定し、低く設定５）

した低TMRでは29kg、高く設定した高TMRでは37kgとし

た。それぞれの飼料割合を表１に示した。また、それ

ぞれの栄養成分含量及び、増給した配合飼料の栄養成

分含量を表２に示した。

５ 調査項目及び調査方法

(1) 乳生産及び体重

乳量は、搾乳時に毎回測定し、サイクルの最終3日間

の朝方搾乳・夕方搾乳の乳量を平均した。乳成分測定

のために、サイクル最終週の火曜日の夕方搾乳から、

木曜日の朝方搾乳までの2日間の乳サンプルを採取し

た。採取した乳サンプルは15%アジ化ナトリウムを1滴

加え冷蔵保存しておき、サイクル最終週の金曜日に赤

外分光分析器（Milko-Scan133B、FOSS JAPAN）で乳脂

肪率、乳蛋白質率、乳糖率及び、SNF率を測定した。各

成分は、乳量との加重平均により算出した。

(2) 飼料摂取量

TMRは、給与量と残飼量を計測し、それぞれに乾物率

をかけて算出した。乾物率は、調整したTMRおよび残飼

の一部を恒温乾燥（60℃で約1週間）させ、算出した。

配合飼料摂取量は、給与量とし、乾物率をかけて算出

した。

(3) 第一胃内容液性状の測定

第一胃内容液は、サイクル最終日の13時に経口第一

胃カテーテルを用いて採取した。採取した第一胃内容

液をガーゼでろ過し、遠心分離（3000rpm、10分）を行

った。pHの測定は、直ちに、pHメーターで測定した。

上澄みを-20℃で凍結保存し、後日揮発性脂肪酸（以下

VFA）分析に供した。

第一胃内容液に対し1/5容の20%メタリン酸含有5N硫

酸で除蛋白したものに内部標準としてクロトン酸

（3mM/dl）を同量加えて調整した。その後、ガスクロ

マトグラフを用いて個体別に第一胃内の酢酸、プロピ

オン酸、酪酸及び、イソ吉草酸の測定をした 。ガス６）

クロマトグラフはキャピラリーカラム（TC-FFAP、GL

（ ）表 3 飼料摂取量 乾物 kg ／日

低 TMR 高 TMR 統計処理
6 1 6 1 TMR 配合 交互作用

TMR 15.7 18.8 18.2 19.1 * * NS
配合飼料 4.9 0.8 5.0 0.8 NS * NS
合計 20.6 19.6 23.2 19.9 NS * +
異符号間に有意差あり * p ＜ 0.05
異符号間に傾向あり + p ＜ 0.1

表 4 乳量及び乳成分
低 TMR 高 TMR 統計処理

6 1 6 1 TMR 配合 交互作用
乳量（kg ／日） 25.20 24.15 28.01 26.71 * NS NS
乳脂肪率（％） 4.63 4.67 4.13 4.39 NS NS NS
乳蛋白質率（％） 3.23 3.37 3.41 3.30 NS NS NS
乳糖率（％） 4.38 4.39 4.40 4.36 NS NS NS
SNF 率（％） 8.60 8.75 8.82 8.65 NS NS NS1)

異符号間に有意差あり * p ＜ 0.05
無脂固形分1）

表 5 第一胃内容液性状
低 TMR 高 TMR 統計処理

6 1 6 1 TMR 配合 交互作用
pH 6.75 6.45 6.29 6.42 * NS +
VFA （mM/dl）1)

酢酸 3.07 3.32 3.06 3.39 NS NS NS
プロピオン酸 1.09 1.09 1.33 1.46 NS NS NS
酪酸 0.56 0.62 0.62 0.65 NS NS NS
イソ吉草酸 0.03 0.03 0.03 0.03 NS NS NS
総 VFA 4.60 5.35 5.07 5.44 NS NS NS
A/P 比 2.92 3.08 2.48 2.40 * NS NS２)

異符号間に有意差あり * p ＜ 0.05
異符号間に傾向あり + p ＜ 0.1
1) 揮発性脂肪酸
2) 酢酸プロピオン酸比率
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Sciences Ins.）を装着し、検出器はFIDを用いた。

(4) 統計処理

試験区と乳牛と試験期間をブロック因子とする乱魂

法による2元配置分散分析を行った 。７）

試験結果

１ 飼料摂取量

。 、飼料摂取量を表３に示した 配合飼料乾物摂取量は

給与量を6kg及び1kgに設定した区では乾物量で約5kg及

び約1kgとほぼ設定量を摂取し、TMRの栄養水準の影響

は見られなかった。

高TMRは低TMRに比してTMR乾物摂取量が有意に多かっ

た(p<0.05)。自動給餌配合飼料を1kgから6kgに増やす

。 、ことによりTMR乾物摂取量は減少(p<0.05)した しかし

TMRの栄養水準と自動給餌配合飼料給与量との交互作用

はなかった。

総乾物摂取量は配合飼料を6kg給与したときに有意に

高かった(p<0.05)。また、TMRの栄養水準と自動給餌配

合飼料量の交互作用は有意ではなかったものの、高TMR

給与時に摂取量が増加する傾向がみられた(p=0.088)。

２ 乳生産

乳生産を表４に示した。高TMRを給与することにより

日乳量は有意に増加(p<0.05)したが、自動給餌配合飼

。 、料給与量の影響及び交互作用は見られなかった また

乳成分はいずれの項目においても変動はあるものの有

意差はみられなかった。

３ 第一胃内容液性状

第一胃内容液性状を表５に示した。pHは高TMRで有意

に低かった(p<0.05)。自動給餌配合飼料量の影響は見

られなかったが、高TMR給与時に6kg給与することによ

り低下する傾向が見られた。個々のVFA含量は試験区間

に有意な差はなかったが、酢酸プロピオン酸比は低TMR

を給与することにより上昇(p<0.05)した。

考 察

自動搾乳システムにおける泌乳牛用飼料の最適な栄

養配分を明らかにすることを目的とし、栄養水準が異

なるTMRと増給する配合飼料量2水準（6kg及び1kg）を

組み合わせ、乳生産、飼料摂取量および第一胃内容液

性状について調査した。

１ TMRの栄養水準が増給配合飼料摂取量に及ぼす影響

自動搾乳システムのメーカーによれば 、実乳量が２）

TMRの設定栄養水準から推測される乳量レベルよりも多

い場合、不足する栄養を摂取するため、牛は自ら搾乳

ロボットを訪問し配合飼料を求めるが、実乳量がTMRの

設定乳量レベルよりも低い場合、TMRのみで充足してし

まい搾乳ロボットへの進入が消極的になるとされてい

る。そのため、自動搾乳システムにおける適正なTMRレ

ベルとしては、群平均実乳量から7kg差し引いた乳量レ

ベルにTMRの栄養水準を設定し給与することが推奨され

ている。その際、TMR中の配合飼料を減らし粗飼料の量

は従来と変えないことが望ましく、差し引いた分を増

給配合飼料の形で個体別に給餌量を変え給与するとし

ている 。このメーカーのマニュアルからすると、本２）

試験で設定した高TMRでは、自動給餌機により増給され

る配合飼料の摂取量は減少することが予測されたが、

実際は、高TMR給与下にあっても配合飼料摂取量は設定

量を摂取していた。すなわち、牛はTMRの栄養水準にか

かわわらず配合飼料を優先的に摂取することが明らか

となった。これらの事実は、実際の搾乳システムにお

ける搾乳回数の減少はTMRの栄養水準が高く、栄養的に

充足したことよりも、搾乳ロボットに誘導されない他

の要因があることを示唆している。牛の搾乳ロボット

への誘導は配合飼料の問題では無く、実際に酪農家の

事例調査 では搾乳ロボット周辺の通路の改良により１）

搾乳回数が増加した例などから、牛舎構造を始め、牛

の密度や馴致などに問題がある可能性が考えられる。

２ 増給配合飼料の最適な栄養配分

自動搾乳システムを導入していない場合のTMRでは、

牛群の設定乳量レベルを、遺伝的な能力を引き出すよ

うに乳量上位20～40%の位置の牛に設定するのが基本的

な考え方である 本試験では 高TMRでは37kg 低TMR８）。 、 、

では29kgの乳量が推定されるようTMRの栄養水準を設定

した。

TMRの栄養水準は変えず、配合飼料量を3kg及び8kgで

実際に自動搾乳システムで行ったBachら の試験によ３）

ると 3kgの区でTMR摂取量は増加し 総乾物摂取量(DMI)、 、

は3kgの区で高い傾向があり、配合飼料増給量は乳量、

搾乳回数には影響しなかったと報告されている。この

報告のとおりとした場合、TMRの栄養水準を変えた本試

験では、高TMRで配合飼料を増量した処理区で最も飼料

摂取量が少なくなり、低TMRで配合飼料の給与量が少な

かった処理区が最も多くなり、他の2区はその中間でほ

ぼ同等になると予測された。

しかし本試験においては、TMR摂取量は自動給餌配合

飼料給与量及びTMRの栄養水準、両者の影響を受け、高

、 。TMRで 増給配合飼料が少ないもので有意に多くなった

結果的に飼料全体としての総DMIは、配合飼料を多給し

、 。た区で増加し TMRの栄養水準は影響を及ぼさなかった

ただし、自動給餌配合飼料給与量とTMRの栄養水準との

交互作用に傾向(p<0.10)が認められたことから、高TMR

では配合飼料増給時に特に飼料摂取量が増加したと思

われる。予測に反し、栄養水準の高い方が飼料摂取量

、 。が増加する結果となり Bachら の結果とは異なった３）
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Bachらの試験では配合飼料の量が8kgと多かったため、

配合飼料多給の弊害のため総DMIが減少した可能性が考

えられる。しかし、この報告では第一胃内容液性状に

ついての情報が無いことから明らかではないが、配合

飼料をTMRとは別に給与することはpHの低下等から第一

胃内の安定性を損なう方向で作用することが懸念され

る 。本試験において飼料摂取量の変化は、本試験の９）

第一胃内容液性状から説明できる。高TMRによりpHが有

意に低下したのは、粗飼料の粗剛性（いわゆる粗飼料

因子）が乳牛の反芻を刺激して唾液分泌を促進する効

果 が高TMRでは低下したことによるものと考えられ９）

る。また、第一胃内の酢酸プロピオン酸比が高TMRで低

下(p<0.05)したのは粗飼料に富む低TMRで酢酸発酵に傾

き、穀類に富む高TMRではプロピオン酸発酵に傾いたも

のと思われる。これらの第一胃内容液性状の結果は、

低TMRでは粗飼料含量及び飼料乾物中総繊維含量が高

TMRに比べて高いTMRの設計と合致する。しかし、全体

的には個々のVFAでは差がなかったこと、pHに差はある

ものの数値で6.0以上であったこと、及び乳脂肪率に有

意な低下も見られなかったことから、高TMRにおいても

第一胃内発酵に問題はなかったものと考えられる。逆

に低TMRの繊維主体の発酵を示しており、粗飼料の過剰

を示唆している。したがって、実乳量30kg程度の乳量

水準では、充足する養分含量が制限となり、摂取量を

落とすのではなく、飼料全体の物理的な量が制限要因

となり、低TMRの総DMI が伸びなかった原因なのではな

いかと考えられた。

乳生産に及ぼす影響の観点から見ると、初期条件と

して、試験開始時の乳量水準が約30kg、TMRの設定乳量

、が低TMR及び高TMRでそれぞれ29kg及び37kgであったが

試験を通して高TMRにより乳量は維持され、27～28kgで

。 、 。推移した 一方 低TMRでは24～25kgと有意に減少した

本試験では泌乳中後期の泌乳牛を用いたため、乳量曲

線としては、なだらかに減少する中で行われた。自動

搾乳システムメーカーの推奨する 群平均実乳量から２）

7kg減少させたレベルでは前述したとおり、飼料摂取量

が伸びないため、乳量の低下がおきることは容易に考

えられる。より高い日量40～50kgレベルでの7kgの低下

は別に検討する必要があるが、県下の一般的な30kgレ

ベルでは、7kgという数字にこだわらずに設計する必要

があると考えられる。実際の自動搾乳システムにおけ

るTMRの飼料設計をする際は、最大の摂取量を目指し、

飼料摂取量を落とさず物理性を保証するためには、こ

れまで以上に粗飼料の品質に注意する必要がある。ま

た、Halachmiら はTMRを制限給与し、増給配合飼料を４）

デンプン主体のものと繊維主体のものを用い、飼料摂

取量、乳生産、搾乳回数を調査した。その結果、繊維

に富んだ配合飼料を給与しても飼料摂取量、乳生産、

搾乳回数に変化はなかったとしている。制限給与では

ない方法での検証は必要だが、このように配合飼料の

性質も考慮し、第一胃内発酵の安定化と総DMIの低下防

止方法も考えていく必要がある。

今回の試験では、自動搾乳システムを想定し、自動

給餌機を使い配合飼料を給与した。そのため、実際の

自動搾乳システムとは違い、配合飼料給与時に搾乳が

伴わないこと、自動給餌機の設置が自動搾乳システム

と比べて接近しやすい位置関係にあること等、条件が

少し異なる点があった。しかし以上の結果から、①搾

乳牛がロボットに誘導されない原因は飼料以外にある

こと、②メーカーの推奨する群平均実乳量から7kg差し

引いた乳量レベルにTMRの栄養水準を設定し、減った配

合飼料を搾乳ロボットで給与する方法では、増給配合

飼料だけでは補いきれず、TMRの水準をもっと上げる必

要があることが示唆された。
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