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要  約 

 

 乳用牛への水田作飼料を活用した優良乳用後継牛の効率的な育成技術を確立にするため，乳用子牛および乳用育

成中期牛に給与する配合飼料中の40％を飼料用米で，乳用育成中期牛に給与する粗飼料を全量イネＷＣＳで代替

給与し，発育成績に及ぼす影響について検討した。また，これらの試験で育成された乳用育成牛について繁殖状況，

産乳成績を調査した。 

 乳用子牛へのデンプン給与源としての飼料用米の給与は，全期間（4日～13週齢）で粉砕玄米・圧ペン玄米の日

増体量がトウモロコシを上回り安定した発育が得られた。乳用育成中期牛への飼料用米の給与が発育に及ぼす影響

では，育成中期（14～21週齢）に圧ペントウモロコシの代替に粉砕または圧ペン玄米を給与しても，日増体量は

トウモロコシ区と同等の発育が得られた。乳用育成中期牛へのイネホールクロップサイレージ（ＷＣＳ）の給与が

発育に及ぼす影響では，日増体量はチモシーと差はなく代替が可能であった。繁殖状況，産乳成績は飼料用米で育

成してもトウモロコシと同等の成績が得られた。 

 以上の結果から，乳用子牛・乳用育成中期牛に給与する配合飼料中のトウモロコシの40％を飼料用米で代替給

与しても日増体量などの発育に及ぼす影響がないこと，乳用育成中期牛に給与する粗飼料を全量イネＷＣＳで代替

給与しても日増体量などの発育に影響を及ぼさないことが示唆された。また，繁殖状況は飼料用米・イネＷＣＳと

トウモロコシで差がなく，産乳成績は全国的な平均値を示した。 
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緒  言 

 

近年，不安定な輸入穀物相場への対応と畜産物の安

全性の観点から，飼料用米やイネＷＣＳ等の国産水田

作飼料を最大限に取り入れた給与技術の確立が求めら

れている。飼料用米は輸入穀物の中心であるトウモロ

コシと同等の高い栄養価を有し，中小家畜を中心に給

与技術が確立されている。乳用牛においては，籾ある

いは玄米の形状ではほとんど消化されないため，粉砕

処理やソフトグレインサイレージ（ＳＧＳ）化等によ

り配合飼料の 3 割程度を置き換えられることが近年の

研究で示されている。 
我々の 6 県協定試験グループ（千葉県畜産総合研究

センター，富山県農林水産総合技術センター畜産研究

所，神奈川県農業技術センター畜産技術所，石川県農

林総合研究センターおよび茨城県畜産センター）では，

自家生産・育成が大多数を占める乳用雌牛について，

自給粗飼料を活用した発育促進によって，22か月齢で

初産分娩できる育成技術を確立した。しかし，成牛に

比べて第一胃機能が未発達である育成牛では，スター

ターをはじめ各発育ステージで配合する内容や栄養水

準の異なる配合飼料を使用するため，国産飼料への置

き換えに関する検討事例が少なく，水田作飼料の給与

事例および発育に関する知見についても乏しい。 
また，イネＷＣＳについても未消化子実の糞中排せ

つの問題などが未解決であるため，育成牛への給与が

敬遠されており飼料自給率向上の障害の一つとなって

いる。 

そこで，本研究では飼料用米や飼料用稲の給与が離

乳子牛や育成牛の発育・生理機能に及ぼす影響を解明
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し，国産水田作飼料の高い栄養価，繊維性を最大限に

活用する乳用育成牛への効率的な給与技術の確立し，

高能力後継牛を安定的に生産することを目的として検

討を行った。子牛から育成中期までの飼料用米・イネ

ＷＣＳの給与試験を協定試験（6県協定平成 23年から

平成 25年度「飼料用米等の効率的な給与による乳用育

成牛の哺育・管理技術の開発」）で実施した。その後，

茨城県畜産センター内で飼料用米の給与試験を終了し

た牛の繁殖状況，産乳成績等について調査を行った。 

 

材料および方法 

 

１ 乳用子牛への玄米および籾米給与 
13 週齢までの子牛へ飼料用米を給与する場合の加

工形状の違いが発育，飼料摂取量，第一胃機能，デン

プン消化性等に及ぼす影響の解明を行った。試験開始

（4日齢）まで同様に管理した哺乳子牛 22頭に対し濃

厚飼料の 40％を試験区飼料に置き換えて給与した。試

験区は，トウモロコシ区（濃厚飼料の一部を蒸気圧ペ

ントウモロコシで置き換え）・粉砕籾米区（濃厚飼料の

一部を粉砕玄米で置き換え）・圧ペン籾米区（濃厚飼料

の一部を蒸気圧ペン籾米で置き換え）・粉砕玄米区（濃

厚飼料の一部を粉砕玄米で置き換え）・圧ペン玄米区

（濃厚飼料の一部を蒸気圧ペン玄米で置き換え）の 5
区に配置し飼養試験を行った。なお，離乳までは日増

体量が 400g(日本飼養標準)になるのに必要な粉ミルク

を朝・夕の 2 回に分けて哺乳し，4 日目から各区の試

験飼料を自由採食させ，試験飼料を 1日量で 1,000g ま

たは 500g を 3 日間以上完食した時点で離乳した。離

乳後はそれぞれの週齢で設定した目標とする日増体量

に必要なエネルギー量の 75％を試験飼料で賄い，残り

は細断したチモシー乾草を自由採食させた。 
２ 乳用育成中期牛への玄米給与 
第一胃機能が未熟な子牛に飼料用米を給与する場合

の適正な給与形態とデンプンの消化性の違いが発育，

第一胃機能等に及ぼす影響の解明を行った。試験開始

までは各県の慣行法で管理し，生後 14週齢以降の育成

中期牛 36 頭に対し濃厚飼料の 40％を試験区飼料に置

き換えて給与した。試験区は，トウモロコシ区（濃厚

飼料の一部を蒸気圧ペントウモロコシで置き換え）・粉

砕玄米区（濃厚飼料の一部を粉砕玄米で置き換え）・圧

ペン玄米区（濃厚飼料の一部を蒸気圧ペン玄米で置き

換え）の3区に配置し，21週齢まで飼養試験を行った。

なお，この期間の目標日増体量を 0.9kg とし，その増

体量に必要なエネルギー量のうち，40％を各区の濃厚

飼料で賄い，残りの 60％を細断したチモシー乾草とし

た。 
３ 育成中期牛へのイネWCS給与 
体重 200kg 程度の育成牛 28 頭を，給与する粗飼料

の全量をチモシー区，イネ WCS 区に分けて給与し，

10週間の飼養試験を行った。試験開始時および 2週間

ごとの測定体重を基に目標とする日増体量を 0.95kg
と設定し，必要なエネルギー量(日本飼養標準)の概ね

35％を濃厚飼料として残りは粗飼料（チモシー）で賄

い，イネ WCS 給与牛については不足する CP を大豆

粕で補った。 
４ 飼料用米給与牛の繁殖状況および産乳成績等 
各飼料用米を給与し試験を終了した 18 頭について，

受胎までの発育状況・育成後期繁殖状況・初産分娩時

繁殖状況・産乳成績等について調査を行った。 
 

結果および考察 

 

１ 乳用子牛への玄米および籾米の給与 

生後4日齢から13週齢までに飼料用米を給与した子

牛の日増体量は，全期間で粉砕玄米区・圧ペン玄米区

が0.87kg・0.83kgとなり，トウモロコシ区の0.71kg

を上回り良好な発育が得られた。一方，粉砕籾米区で

0.59kgと低値を示した。また，給与期間の累計した乾

物摂取量は，粉砕籾米区を除き137.8kgから152.1kg

であり，区間に差はなかった。（表１）。 
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２ 育成中期牛への玄米給与 
13週齢から21週齢までの育成中期牛へ給与した飼

料用米(玄米)の効果では，その日増体量において，比

較標準のトウモロコシ区が0.83kgであり，当初目標と

した 0.9kg より若干低いものの良好な発育を確保した。

試験区の玄米給与では，粉砕玄米区で0.89kg,圧ペン

玄米区で0.87kgとトウモロコシ区に比較し同等以上

となり，目標値により近い発育結果が得られた（表２）。 

以上の結果から，哺育子牛および育成牛に飼料用米

を給与する場合，玄米で良好な発育が得られると考え

られた。 

 

３ 育成中期牛へのイネWCS給与 
体重が200kgを超えた育成中期牛への10週間イネＷ

ＣＳの給与では，日増体量を0.95kgの目標値としたと

ころ，標準対照のチモシー区で0.95kgと目標値となり，

試験区のイネＷＣＳ区では1.01kgとなりチモシー区

を上回った。この結果から，育成中となる乳用牛にお

いて，イネＷＣＳはチモシー乾草と全量置き換えが可

能であることを実証した（表３）。 

 
４ 飼料用米給与牛の繁殖状況および産乳成績等 
子牛・育成中期に飼料用米を給与した牛の受胎まで

の日増体量は，粉砕玄米区が0.88kgで，圧ペン玄米区

が 0.85kg となり，トウモロコシ区 0.85kg と差はなか

った。しかし籾米区では，0.77kgとなり，受胎時体重

においても籾米区が他区に比べ 20kg 以上低い値とな

った。これは，子牛時の増体の低さが影響したものと

考えられる。（表４）。 

 

表４ 飼料用米給与牛の受胎までの発育状況 

 

飼料米給与後の育成後期の繁殖状況において，初回

人工授精(AI)月齢は，飼料用米区平均が13.6月齢とト

ウモロコシ区の14.1月齢と比較しやや早かったが，受

胎月齢は飼料用米平均が15.6月齢とトウモロコシ区

15.6月齢とはほぼ同じとなった（表５）。これらの結

果から，飼料用米を給与することにより育成後期に受

胎するまでの繁殖状況に影響はないと考えられた。 

 

 

 

 

 

 

 

表１ 乳用子牛への玄米および籾米の給与効果 
 

試験区/項目 
供試 

頭数 

終了時    日増体量     乾物 

体重(kg) (kg) 摂取量(kg) 

ﾄｳﾓﾛｺｼ区 9  103.5  0.71 137.8 

粉砕籾米区 7  92.5 0.59  125.1 

圧ﾍﾟﾝ籾米 6  111.0 0.77  145.5 

粉砕玄米 5  116.3 0.87  152.1 

圧ﾍﾟﾝ玄米区 4   112.4 0.83  150.1 

表２ 育成中期牛への玄米の給与効果    

試験区/項目 
供試

頭数 

 

 

 

日増体量(kg) 

13週まで 
14～21

週 
全期間 

ﾄｳﾓﾛｺｼ区 12   

 

 

 

0.91 0.76 0.83  

粉砕玄米区 12  0.93 0.83 0.89  

圧ﾍﾟﾝ玄米区 12  1.02 0.73 0.87  

表３ ｲﾈ WCSの給与が育成中期牛の発育に及ぼす影響 

試験区/項目 
供試

頭数 

開始時 

体重(kg) 

終了時 

体重(kg) 

日増体重 

(kg) 

ﾁﾓｼｰ区 10 209.1  274.2  0.95  

ｲﾈ WCS区 10 213.2  283.8  1.01  

  

試験区/項目 
供試

頭数 

(頭) 

生時

体重 

(kg) 

受胎までの

日増体量 

(kg) 

受胎時 

体重(kg) 
 
粉砕玄米区 4 43.0 0.88  491.5  

圧ペン玄米区 6 40.5 0.85 425.2  

籾米区 2 42.5 0.77  402.5  

飼料米平均 - 42.0 0.85  439.7  

トウモロコシ区 6 40.9 0.85  447.7  
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表５ 飼料用米給与牛の育成後期繁殖状況 

 

子牛・育成中期に飼料用米を給与した牛の分娩時状

況は，初回分娩月齢が飼料用米区24.7月齢・トウモロ

コシ区24.2月齢，妊娠期間が飼料用米区277.8日・ト

ウモロコシ区278.0日となり，同様の結果が得られた。

産子体重は飼料用米区38.6kg・トウモロコシ区41.1kg

で差はなかった。（表６）。これらの結果から，初産分

娩時の繁殖状況においても，哺育・育成期に飼料用米

を給与することによる影響はないと考えられた。 

 

表６ 飼料用米給与の初産分娩時繁殖状況 

 

哺育・育成期に飼料用米を給与した分娩後の泌乳状

況では，305日補正乳量では粉砕玄米区 8,805kg，圧

ペン玄米区 8,661kg，籾米区8,962kg で飼料用米区平

均 8,762kg であった。平成 26年度乳用牛能力検定成

績2年型初産牛112,326頭の平均乳量は8,667kgであ

り，飼料用米給与牛の成績は全国平均とほぼ同等であ

った。また，乳脂肪率・蛋白質率は飼料用米区平均が

4.35％・3.45％であり，全国平均の 3.87％・3.27％よ

り高い値を示した（表７）。 

 

 

 

 

表７ 飼料用米給与牛の産乳成績 

 

飼料用米研究は 1980年から行われているが，加熱

圧ペン処理した飼料用米によって配合飼料の 20％お

よび 40％代替ができ乳量差がなかったとの報告 1,2）が

あり，また 2000年以降では，破砕イネソフトグレイン

サイレージ（ＳＧＳ）で 25％代替まで給与可能になる

との報告 3,4）がある。本研究では，哺育期・育成期への

飼料用米給与とそれらの牛の繁殖成績を検討した。      
哺育期では圧ペン玄米区・粉砕玄米区でトウモロコ

シ区と同等の発育結果が得られたが，粉砕籾米区で日

増体量の低下が見られた（表１）粉砕籾米では，粉砕

粒度が細か過ぎたことで，いわゆる選び喰いが起き飼

料乾物摂取量が他区(137.8～152.1kg)と比べ125.1kg

と低く，これが期間中の増体量に影響したものと考え

られる。育成中期では，粉砕玄米区・圧ペン玄米区で

トウモロコシ区と同等の発育結果が得られた。本研究

により，飼料用米を配合飼料のトウモロコシの 40％程

度を代替できることが確認できた。イネＷＣＳはチモ

シーと代替できることも確認できた。また，育成後期

の繁殖状況・産乳成績は，飼料用米を給与しても影響

がないことが確認できた。 
乳用牛への飼料用米給与に関する研究については，

乳量水準及び飼料用米の代替率，代替量，給与形態（分

離給与・TMR），組み合わせる飼料の種類，飼料全体

のTDN 水準，CP水準，破砕程度，飼料用米の形態（玄

米・SGS・モミ米）など，飼料構成の変動要因は多岐

に渡る。そのため，乳用牛への飼料用米給与技術の開

発のためには様々な条件による給与事例の蓄積が重要

であり，本研究はこのような哺乳牛・育成牛への飼料

用米給与事例のひとつである。今後，これらを集積し

試験区/項目 

供試

頭数 

(頭) 

初回AI月齢

(カ月) 

受胎AI月齢 

(カ月) 

AI回数 

(回) 

粉砕玄米区 4 13.5  16.7  2.8  

圧ペン玄米区 6 13.7  14.8  1.5  

もみ米区 2 13.5  15.4  2.5  

飼料用米平均 - 13.6  15.6  2.3  

トウモロコシ区 6 14.1  15.7  2.2  

 

試験区/項目 

供試 

頭数 

(頭) 

分娩 

月齢 

(月) 

妊娠 

期間 

(日) 

産子 

体重 

(kg) 

粉砕玄米区 4 25.8 278.3 38.4 

圧ペン玄米区 6 24.0 278.0 39.3 

もみ米区 2 24.5 276.5 37.0 

飼料用米平均 - 24.7 277.8 38.6 

トウモロコシ区 6 24.2 278.0 41.1 

 

試験区/項目 

供試 

頭数 

(頭) 

305日 

補正乳量 

(kg) 

乳脂 

肪率 

(%) 

蛋白 

質率 

(%) 

無脂固 

形分率 

(%) 

粉砕玄米区 3  8,805 4.65 3.67 8.89 

圧ペン玄米区 5  8,661 4.18 3.35 8.75 

もみ米区 2  8,950 4.31 3.35 8.73 

飼料用米平均 -  8,762 4.35 3.45 8.79 

全国初産平均  8,667 3.87 3.27 8.84 



本谷ら：水田作飼料を活用した優良乳用後継牛の効率的な育成技術の開発 

汎用かつ効果的な飼料用米給与技術の確立が期待され

る。 
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