
昭和 58年度シンポジウム討論要旨

コンプリー卜フィード給与システム

昭和58年度シンポジウムは「コンプリートフィ

ード給与システム」のテーマで，昭和58年12月7

日附，午後 1時から，株式会社ムトウ大会議室

(札幌市北区北11西 4)において開催された。針

生程吉氏(北農試)，高畑英彦氏(帯畜大)を座

長とし，西埜進氏(乳牛の完全飼料と給与システ

ム:酪農大)，佐藤正三氏(十勝におけるコンヲ。

リ←トフィードシステムの現状と問題点:北見農

試)，村井信仁氏(コンプリ一卜フィードの調製

機械:十勝農試)の話題提供ならびに参加者によ

る討論が行なわれた。話題提供の内容は，前号

(18号)!乙掲載されているが，以下の要旨は当日

の討論から取りまとめられたものである。

座長(針生) :西埜先生の発表された「乳牛の完

全飼料と給与システムJ![関する質問をお願いし

ます。

佐々木(ホクレン) :慣用的な給与方法とコンプ

リートの給与方法において，あまり産乳性i乙差が

ないという報告であったと思いますが，試験して

いる牛の乳量が，非常に低いのではないでしょう

か。むしろ高泌乳牛になるに従って，コンプリー

トという要望が強くなるという現状の趨勢から行

きますと，その辺の兼ね合いはどのように理解し

たらよいのでしょうか。

西埜:実験の場合，実際の場とは違って，乳量水

準が低い条件で試験を行なう場合がしばしばある

と思います。ただ，それでは乳量が20Kgのデータ

は60Kgの場合使えないのかどうか，使えないとす

ればどこにギャップがあるかと言うと，多分答え

られないと思います。問題は，20Kgと仮に50Kg，

60Kgの乳量とギャップがあるとすれば，乾物摂取

量だろうと思います。ですから，乾物摂取量に差

がなければ，つまり，乳量が10Kgの場合でも差が

なければ，60Kgの場合でも差がないだろうと考え

ます。つまり，飼料の摂取量が同じであれば，慣

用飼料であろうと，完全飼料であろうと，摂取し

た後の家畜の対応の方は聞きがないように思いま

す。問題は乾物摂取量，飼料の摂取量だと思いま

す。

佐々木:わかりました。ただ，実際の農家での給

餌場面で，搾乳牛の能力が上って濃厚飼料が10Kg

とか12Kgという段階で，これを慣用のやり方でや

りますと，かなりの苦労が伴うと思います。その

辺のメリッ卜もコンプリートで考えなければなら

ないのではと思いますD

座長:本研究会では， 9月6日と 7日iζ十勝で現

地研修会を行ないまして，その記事は，今回の会

報i乙帯畜大の干場先生がお書きになっておられま

す。その時回りました斉藤牧場，小川牧場，岡田

牧場，小井手牧場のうち，小川牧場と岡田牧場は

佐藤先生のお話しの中にも出てきておりますが，

その辺を含みまして北見農試の佐藤氏の発表され

た「十勝におけるコンプリートフィードシステム

の現状と問題点」に関する質問をお願し、します。

上山(北大) : 9月の現地研修会の時に，コンプ

リートフィードK付随するもろもろの技術的な面

での改良がプラスになっているという説明があり

ました。岡田牧場の場合，粗飼料の品質がコンプ

リートフィードシステムを取り入れると前と比べ

て非常に良くなったという御説明でした。そうい

う粗飼料の品質の改善による効果とコンプリー卜

フィードを使ったことによる効果とどちらが大き

いのか伺いましたと乙ろ，よくわからないという

お5苦しでした。コンプリートフィードシステムを

導入する乙と自体もプラスになったと思いますが，

-57-



それに付随するもろもろの ζ と，例えば新しいシ

ステムiとする乙とによって牛の観察を綿密にする

ようになった，というような乙ともあるのではな

し、かと思います。非常に難しいかもしれませんが，

システムを取り入れることによる効果と，それに

付随したもろもろの効果とどちらが大きいでしょ

，うか。

佐藤:分離するというのは，非常に難しいと思い

ます。岡田牧場の場合，かつては給餌フ。ログラム

は全くなくて，出た乳量i乙応じて感覚的に濃厚飼

料でも粗飼料でも給与していた訳ですロそこにこ

のシステムを導入した訳ですが，かなり能力に応

じたプログラムがあっても，組飼料が悪ければ乳

量も出ないという乙とが体験的にわかってきまし

て，粗飼料の品質の向上という乙とになったと思

います。ですから，粗飼料の品質の効果もありま

すし，給餌プログラムの効果もあると思います。

それから，コンプリートフィードによって，能力

の出ない牛は淘汰の対象に思いきってできるとい

う乙ともわかってきました。でたらめに給餌をや

ってますと，どの牛も 5，000K9ぐらいしか出ない

ので，どの牛を淘汰すればよいのか全然わからな

かったのですが，きちんと給与しますと，今まで

40K9なんか出ないと思っていた牛が45K9も出すと

いう乙とで，今度は乳量の出ない牛ははっきりと

淘汰の対象iとする乙とができる。そういう乙とで

牛群の改良が急速に進んできましたロやはり栄養

管理をしっかりやって，そ乙から基礎になる牛，

基礎になる飼料作りが大事だという乙とに発展し

ていく効果が一番大きいと考えています。

座長:要するに，西埜先生の紹介されました文献

で，コンプリートフィードの効果が出てないと言

うのは，試験研究の場合ですと，上山先生が御指

摘のような点が，きちんと設計されているから効

果が出ない。実際の場で効果が出るのは，要する

に対照期がネガティブコントロールであったので

はないかという話だと思いますD

佐々木:お二人のお話を 聞きしまして，私なり

に納得いたしました。ただ，私はコンプリートフ

ィードに移行する過程というものが，牛の能力が

だんだん高度になって行くに従って，慣行法では

ゃれないが何かが出て来て，その時の 1つの手段

としてコンプリートフィードにf子くのではないか

なという感じがしております。

岡本(標津町農協) :穀粒の問題ですが，先ほど

の成績を見ましても，やはり第 1胃を通過して入

ってきていますが，乙れは要するに第 1胃の pH

を下げない効果が出ていると理解してよろしいの

でしょうか。もしそうだとしますと，高泌乳にな

って相当濃厚飼料多給になりますから，配合飼料

はペレットにしましても，粉状のものを多給する

ことになりますので，第1胃pHを考えますと，な右て

く豪長時立を多く使うべきではないかなと思いますが。

佐藤:コンプリートフィードにした場合，試験デ

ータを見ますと，西埜先生の報告でも下っている

のが多かったので=すが，若干，脂肪率が下ってい

ますが，私が見た限りでは，農家では全て上って

いるんです。これは，今まで乾物の絶対量が不足

していたのだと思います。コンプリートフィード

にすることによって，飼料をよく食べるんです。

粗飼料を。コンプリートフィードにする乙とによ

って，もちろん晴好性，その他も改善されると思

います。例えば，農家で今までやっていましたよ

うに，飼料を食い残すと濃厚飼料をふりかけて，

だまして採食させることによって摂取量が上がる

訳なんですが，コンプリートフィードによって，

乾物，いわゆる消化性の繊維の絶対量が取り込ま

れますから，それだけ酢酸の生成が多く，もちろ

ん唾液の量もたくさん出ますし，第 l胃の pHの

調整もできます。そして，酢酸の絶対量が増える

ので脂肪率が改善される，ということで農家の場

合は脂肪率が上ってきたと思います。試験の場合，

かなりいい条件を設定して，それほど高泌乳では

ない牛でやっていますので，データに差が出ない

口。
「

hu



訳で，おそらく， 50kgも出すような高泌乳牛で試

験を.やりましたら，単独給与の場合や15kgの濃厚

飼料を 2--3固に分けて給与する場合に比べて，

脂肪率なんか，はっきりと差が出ると思います。

Sm i th先生が言ってましたが，労力の許す限り

回数を多く飼料給与を行ない，個体管理を行なっ

た場合と，コンプリートフィードでなげやりでや

った場合で，高泌乳牛で，泌乳量，その他一切差

がなかったという乙とを言っておりました。きめ

細かく行なった場合の労力は大変なもので，実際，

乙れは農家への指導の対象iとはならない。コンプ

リートフィードは，きめ細かく行なった場合と同

じだけれど，手をかけないで成績が出ると言って

おりました。

座長:ただ今のお話しは，要するに，粗飼料，濃

厚飼料に限らず，いわゆる粗飼料因子と言われる

ものの，そのトータルシステムとしての効果の問

題かと思います。

西埜:穀粒を全粒で与えますと，もちろん未消化

のものも多いのですけれど，だから第 1胃だけで

は分解されない。ところが，未消化のものも多い

けれど，全く分解されない訳ではなくて，多分，

時間がかかるのではないでしょうか。時間がかか

るから第 1胃の pHも，多分，全粒の場合であれ

ば，粉のものよりも下がるのが少ないと思います。

杉原(北農試) :高泌乳牛群K対する CF設計例

の中で，高泌乳期つまり A群の場合， リンカノレを

0.3 K9添加するようになっています。私達の試験

で，昨年度は分娩後の高泌乳期で、養分出納がマイ

ナスiとなるという時期に，いろいろなミネラルが

不足したために生じたと思われる症状が出ました。

今年度は， ミネラルやビタミンのプレミックスを

用いましたところ，そのような症状がほとんど出

なくなりました。そういう点から考えますと，高

泌乳期iとは， リンカノレだけではなくて，他のミネ

ラノレもかなり必要なのではないでしょうか。もう

1点，放牧飼養とコンプリートフィードシステム

とが，どうもなじまない点があるのではないかと

考えています。私達の所でも，夏期放牧という慣

習がありますが，乙の期聞にコンプリートフィー

ドを給与するという乙とが，非常に難しい訳ですユ

特に，放牧の場合ですと，毎日の草量，草の生育

ステージといった問題，あるいは，牛が草を食い

込む量が個体問で、かなりばらつきがありますし，

草の足りない分をコンプリートフィードで補うと

いう形になりますと，栄養のバランスといったよ

うな点で，かなり難しい問題が出てくると思いま

すが，乙の 2点についてお伺いします白

佐藤:最初の点につきまして，乙れは一応，あく

までも設計例でありまして，これからはもっとミ

ネラルなども考えなければならないと思います。

今度の新しいNRCでは15ぐらいのミネラル要求

量が示されるそうですが，今のと乙ろ， リン，カ

ルシウム，マグネシウムぐらいですので，とれか

らは，乙の点に関しての飼養標準が大事だと思い

ます。乙の設計例では，コーンサイレージ陀あわ

せて，アルファノレフアサイレージも給与していま

すので，その他のミネラルは割合充足していると

考えています。それから放牧に関しましては，

先程申し上げましたように，研究課題だと思いま

す。これから，研究者の方に，草地型の場合で、コ

ンプリートフィードをどのように用いたら良いの

か，ということを出して頂くために提案申し上げ

た訳です。根釧などで，放牧草だけでやっている

場合，高泌乳牛と言いましでも，ボデ、イーコンデ

ィションが2以下に落ちまして，繁殖成績も悪く

なって不経済なんですロ牧草からの大量の蛋白質

を菌体蛋白質に合成するために，エネノレギーをも

っと与えるといった乙とが必要な訳で，それを実

際，科学的に出して頂くということが，研究者の

方にお願し1したいと乙ろです。私は，それに対し

て何らの知見もありませんので，よろしくお願い

いたします。

座長(高畑) :十勝農試の村井氏の発表された
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「コンプリートフィードの調製機械」に関する質

問をお願いしますロ特になければ，このまま総合

討議に入りまして，その中で質疑応答をお願いし

たいと思います。

座長(針生) :本日はコンプリートフィードに関

してのシンポジウムでありますが，このコンプリ

ートフィードとしづ名称につきまして，コンプリ

ートフィードという名称が，はたして妥当なのか，

コンプリートフィードという言葉の定義をどのよ

うに考えたらよいのか，という点をまず明確にし

ておかないといけないと思います。その点に関し

まして，新得畜試の曽根先生，いかがなものでし

ょうか。

曽根(新得畜試) :コンプリートフィードという

言葉は，農家ではもちろん，本日も皆さん御使用

になっています。坂東科長が， ヨーロッパの方iと，

乙のコンプリートフィードにつきましても研修に

行っておりまして，コンプリートフィードの定義

も，より詳しくなされるんではなし 1かと思いますD

ですが，農家には，コンプリートフィ←ドという

言葉ですでに定着しておりますので，今の段階で

は，コンプリートフィードとしづ言葉をそのまま

使っておいて良いのではなし可かと思います。また

コンプリートフィードを完全飼料と訳す点につき

ましては，私達は，現在の段階では，コンプリー

トフィードを混合自由採食飼料として，取り上げ

ていますD 完全飼料と言うには，コンプリートフ

ィードはまだ，名は体を表わしていない状態だと

思います。

座長:どうもありがとうございました。乙の点に

関しましては，いろいろな面から，今後とも検討

して行かなければいけない乙とだと思います。ま

た，完全飼料とは，何をして完全飼料と言うかと

いう事も，大変難しい問題だと思います。

上山:乙のような管理システムを考えて行く際に

は，人間サイド，動物サイドの両面から考えて行

く必要があると思います。コンプリートフィード

システムと言った場合，乳牛および肉牛が対象に

なると思いますが，肉牛につきましては，コンプ

リートフィードという言葉が出る前から，アメリ

カなどでは飼料を混合して給与しておりましたの

で，コンプリートフィードが話題になってきたの

は，乳用牛iζ対してということで話題になってき

たのではなし可かと思います。その点につきまして，

先程もお話しがありましたように，乳脂率が問題

になっている訳です。乳脂率は，第 1胃内発酵と

も密接に関連しておりますし，コンプリートフィ

ードにすることによって第 1胃内発酵がどう変っ

てくるのか，それによって乳脂率がどう変化する

のかという点につきましても，検討して行かなけ

ればならないと思います。アメリカのパウェノレは，

濃厚飼料の多給によって，また， t且飼料を細切す

ると低脂肪乳が生じると言っております。私とし

ましては，乙のコンプリートフィードは，高能力

牛を対象に行なうべきものだと考えておりますが，

高能力牛を使つての試験例は今のところありませ

んので，この点につきましても，今後検討が必要

かと思います。今の飼養標準では予見性がない，

即ち，高能力牛iと対処できませんし，個々の牛に

よる個体差をどうするかという問題も残ります。

現在では，全部をまとめて，平均的なもので対処

Lている訳ですが，コンブザートフィードはこれ

らのものを補完するものなのか，あるいはまた，

コンピューターを使って個々の牛に自動給餌する

ような他のシステムがあるのか，と言った点をま

ず明確にする必要があるのでは，と思っておりま

す。

座長:コンプリートフィードは，高能力牛を対象

i乙考えるべきだとしづ御指摘でしたが，高泌乳牛

に対するコンプリートフィードの効果について，

どなたか御意見ありませんか。

糟谷(上川農試) :必ずしも高泌乳牛に対してと

いう事ではありませんが，私達の地区におきまし

ても，コンプリートフィードをやりたいという農
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家が出て来ております。しかし，現在の段階では，

止めている状態です。と言いますのは， 3つ理由

がありまして，第 1としましては，混合する乙と

によって，はたして効果があるのかどうかはっき

りしていない，混合することによる効果が明らか

になってから取り入れても，渥くないだろうとい

うととです。次に，最近のコンピューターの普及

によりまして，計算して飼料給与を行なうことが

出来るようになっているという乙とです。飼料設

計をきっちりやれば，別に混ぜなくても良いので

はないでしょうか。第 3に，飼料を混合するとい

うことには，やはり，大変な労力を要する訳で，

エネルギーを使わないで農業をやるのが，乙れか

らの酪農だと考えている訳です。

加藤(八雲) :私としましては，コンプリートフ

ィードシステムは，最近の酪農の多頭化，近代化

といった時代性に応じた，また，牛の生理iとかな

った合理化，機械化の現代版として評価しており

ます。ですが，道南の地域は，将来共fC，大型の

システムを導入する乙とは難しいと思います。コ

ンプリートフィードの研究の際に，大型のものが

導入できない地域に対するミニ版，応用版の検討

もして頂きたい。

西埜:先程の飼料を混合することの効果という点

につきまして，これは私自身の考え方ですが，飼

料設計さえきちっとやれば，混ぜなくてもそれな

りの成績が得られると思います。ただ，群飼の場

合をどうするかという乙とが問題になると思いま

す。けれども，本日はコンプリートフィードその

ものについて，右か左かの結論を出すべきではな

いと思います。乙のコンプリートフィードは，将

来ベターな技術として利用性があると思います。

その場合の導入条件として，多頭数，群飼，省力

管理といった乙とが問題になると思います。

佐藤:コンプリートフィードは，能力の高い酪農

家で有効だと思います。能力の高い酪農家は，搾

乳牛の管理もしっかりしていますし，組飼料も良

い品質のものを作っている場合が多く，コンプリ

ートフィードを導入する下地は十分あると思われ

るからで、す。しかし，スタンチョン式では盗食が

生じるので，牛の配置等をうまく考えないと，コ

ンプリートフィードにしても効果は上がらないと

思います。

村井:混合の必要性が有るかどうかと言う乙とで

すが，内地での粕酪などでは，飼料を混ぜてやる

のがあたりまえですし，やはり混合して給与する

という乙とは，晴好性を高めることになるのでな

いでしょうか。それから，スタンチョンで良し、か

悪いか，乙れはやはり工夫が必要だ‘と思います。

座長:話は徐々にシステムの方に来ているかと思

いますが，情報システムについて，あるいは，コ

ンプリートのエサについて御意見お願し、します。

岡本:コンプリートフィードは，根釧ではやるも

のではないという受け止め方をしています。コン

プリートフィードのエサを考える場合に，やはり

粗飼料が問題になるかと思いますが，粗飼料の質

がそれ程悪くなく，放牧で十分に組飼料を摂取で

きるのであれば，栄養設計さえきちっとやれば，

無理にコンプリー卜を導入することはないと思い

ます。もちろん，根釧におきましでも肉牛ではや

っておりますが，乳牛では必要ないと思います口

座長:{也に飼料の問題につきまして，話題提供者

の方，何かございましたらお願l)します。

佐藤:コンプリー卜フィードにした場合の組飼料

の細切ということですが，先程も乳脂率の低下と

の関係で問題になっておりましたが，カポック氏

に伺ったと乙ろ，アメリカなどで言うと乙ろの

long hayとは，切断長 lcm以上の乾草の事だと

いう乙とで，どうも我々の感覚とは違っているよ

うです。ごく一般に粗飼料を切断するのであれば，

問題はないのではないでしょうか。

鈴木(帯畜大) :コンプリートフィードの場合の

粗飼料ですが，乾草もコンプリートフィードに付

け加えるべきかどうかD コンプリー卜フィードの
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組飼料は，やはりサイレージが主体になるのでは

ないでしょうか。私は，乾草はコンプリートフィ

ードとは別に考えた方が良いので、はないかと思い

ますが，その点も含めて，今後更に検討して頂き

たいと思います。

座長(高畑) :飼料の問題とも関連しまして，コ

ンプリートフィードの調製機械は，今後どのよう

に考えて行けばよろしいでしょうか。

加藤:やはり，現在のようにミキサーが主体にな

ると思いますが，毎日，給餌分をミキサーで混ぜ

て給与するというのは，やはりかなりの労力を要

しますから，できれば，コンプリートフィード用

の貯蔵システムについても考えて頂きたいと思い

ます。

座長:コンプリートフィードの貯蔵システムとい

う乙とですが，その場合のサイロの位置付けはど

のように考えればよろしいでしょうか。

村井:サイレージを混ぜないということならば，

貯蔵も十分可能だと思います。サイレージと混ぜ

て貯蔵しますと，どうしても 2次発酵等の問題が

絡んできますので難しいと思いますが，予め，サ

イレージ以外のものを混合して貯蔵しておき，給

餌前iζサイレージと混ぜて給与するという方式な

ら，かなりの量のコンプリートフィード用の飼料

の貯蔵が可能だと思います。

佐藤:私も，サイレージと混ぜて貯蔵というのは

難しいと思います。やはり，サイレージは別にサ

イロで貯蔵という乙とになると思います。その場

合，コーンサイレージは今までのように，タワー

サイロ i乙詰めて良いと思いますが，牧草サイレー

ジは，スタックかパンカーサイロで，いつでも取

り出せるようにしておいた方が良いと思います。

今後は，サイロを作る時11':，飼料の給与方式を考

えてから作る必要があると思います。

座長:農家には，すでにコンプリートフィードは

取り入れられてきているようですが，今後，ど乙

までコンプリートフィードを高めて行けば良いも

のでしょうか。また，コンプリートフィードは，

何頭規模から上で行なえば良いものでしょうか。

佐藤:私は，家族 3人で80頭飼養でコンプリート

フィードは導入できると考えています。農家が端

末機を持って，コンピューターの情報システムを

利用することによる牛群管理という乙とでやれば，

乙の規模で十分可能だと思います。

座長:最後に，機械，施設に関連してどなたかお

願し、します。

磯角(磯角農機) :先日， 7メリカで農家を見学

する機会がありまして，アメリカでは肉用牛では

もちろん，乳用牛でもコンプリー卜フィードが中

心になっておりますようで，サイロを中心として，

飼料給与を自動化できるように牛舎を増設，改築

している酪農家もありました。今後，日本でも，

そのような方向で牛舎の整備が進んで行けばと思

っております。

座長:どうもありがとうございました。まだまだ

議論は尽きないと乙ろでしょうが，予定の時間も

過ぎてしまいましたので，今日のシンポジウムは

これで終りにしたいと思います。ただ，コンプリ

ートフィードの検討がこれで終りという乙とでは

ありません。今後とも，皆様で十分に御検討して

いって頂きたいと思います。本日はどうもありが

とうございましたo (拍手)
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