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Ⅰ 自給飼料分析センターの現状と課題 

―フォーレージテスト新システム構築事業に基づくアンケート調査結果より― 

（独）農業・食品産業技術総合研究機構研機構 畜産草地研究所 

畜産研究支援センター 甘利 雅拡 

 

１．はじめに 

 乳牛に給与する飼料のうち粗飼料は，品種，刈り取りステージ，調製方法・条件，土壌・

気象条件等の違いによって，成分含量・栄養価の変動が大きい。このため，個別農家が給

与している粗飼料そのものについて直接的な評価が必要となります。酪農家が使用してい

る粗飼料を分析し，それを飼料給与診断に応用する一連の過程を一般に「フォーレージテ

スト」と呼んでいます（図１）。その場面では，粗飼料の主要成分，栄養価を正確にしかも

迅速に測定し，データを提供することが求められます。しかし，多数の農家と多種の粗飼

料を対象とすること，収穫時期が重複すること等により，時間・労力を要する従来の化学

分析法は，フォーレージテストの性格に合致した手法とは言えません。このため，多種・

多数の飼料を迅速にしかも正確に分析・評価する手法として，近赤外分析法（Near Infrared 

Reflectance Spectroscopy: NIRS）が導入され，フォーレージテストの主要な分析法とし

て普及してきました。 
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に新しい分析法の解説・手順や新飼料への対応等をするために改訂版を出版し，現在は第

３訂版を発行するに至っております。NIRS 分析の実務的な面では，農林水産省畜産試験場

および草地試験場（現畜産草地研究所）では，検量線作成のための各種飼料（標準飼料）

の収集，化学分析の実施しサンプルバンクを設立し，検量線の精度の確認，標準飼料の貸

し出し，検量線作成の指導等を行ってきました。このように NIRS を利用した飼料分析では，

各種飼料成分の分析精度の評価，精度向上のための研究と飼料分析センターでの実用化と

が同時並行的に進められてきました。 

 

３．フォーレージテストの役割 

我が国における酪農は，図２に示したように 1970 年頃は一頭当たりの年間乳量が

6000kg 程度であったものが 2008 年には 9000kg を超えるまで増加してきており，これは

家畜改良の進展や飼養管理技術の高度化とともに飼料分析による飼料の品質評価を用いた

給与診断によるところも大きいものと考えられます。また，近年では泌乳量の増加に加え

一戸当たりの飼養頭数も増え，安定的な産乳量の確保や緻密な健康管理のためにも飼料価

値を正確に把握する必要があります。このようにフォーレージテストは，飼料を科学的に

評価し，酪農家の意識を向上させるなど，我が国の酪農に寄与してきた役割は非常に大き

いものと考えられます。 

 

 

しかしながら，フォーレージテストが開始されてからおよそ 30 年が経過し，開始当初

の酪農を取りまく環境，飼料需給情勢，社会情勢等も大きく変わり，当初の目的に沿った

本来の飼料分析センター運営が維持できない状況になっています。これは飼料分析センタ

ーの人的・予算的な不足，長期間の経過による NIRS 分析の技術的な継承の不備，近赤外

分析機器の老朽化，並びに飼料用イネ，飼料用米，エコフィード等の新飼料資源が普及し，

これらに対応した検量線の未整備等が原因と考えられます。しかし，最近では酪農家戸数

の減少，輸入乾草の増加，飼料費の高騰，新飼料開発等，畜産を取りまく厳しい状況の中

で飼料分析センターを中心としたフォーレージテストの体制をより強化し，我が国の酪農

における飼料給与の高度化を促進すべく施策を展開していく必要があります。 

このような状況の中で，平成 24 年度から財団法人全国競馬・畜産振興会の助成を受け

て社団法人日本草地畜産種子協会が事業主体（検量線作成等について畜産草地研究所が一

部委託事業で参画）となり「フォーレージテスト新システム構築事業」が開始されること

になりました。そこで，最近の NIRS を取り巻く情勢を紹介すると共に，今後の NIRS を

活用した飼料分析の展望について述べることとします。 

 

２．フォーレージテストのこれまでの経緯 

 フォーレージテストは，1982 年度に近赤外分析装置が国庫補助事業で導入され始めたの

を契機に開始されました。この補助事業でこれまでに 42 都道府県および酪農関係機関等に

60 台以上の機器が設置されました。当初，飼料分析における近赤外分析の分析精度が明ら

かにされていなかったこと，分析に不可欠な検量線の作成に多くの労力・技術を要するこ

とから，その多くが試験研究機関への導入となりました。飼料分析センターに NIRS の分析

技術を普及させるため，フォーレージテスト運用協議会（1983～1986 年）が開催され， NIRS

実用化のための技術的な知見の紹介・検討，分析精度の公表，新技術の紹介・導入等の検

討が行われてきました。1987 年以降は，自給飼料品質評価研究会（現自給飼料利用研究会，

1987 年～現在）に名称を変更し，NIRS に関する新技術や情報の提供および飼料分析法や飼

料評価法の改善，改良，提案を行ってきています。さらに，自給飼料品質評価研究会では，

「粗飼料の品質評価ガイドブック」を刊行し，その中で飼料分析法，飼料の栄養価評価法，

NIRS 分析，飼料給与診断等についての詳細な解説や手法，分析手順・評価法等を示してい

ます。本ガイドブックは，フォーレージテストへより的確に利活用をできるよう 5～7 年毎
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ュアルを執筆することとしています。 

②新検量線開発事業 

都道府県等の飼料分析センターが独自に保有する飼料の分析データの収集・集積を行う

とともに，稲 WCS，新品種など新しい飼料については化学分析データと NIRS で測定し

たデータを集め新検量線の開発および既存検量線を新しい解析手法を用いて汎用性の高い

高精度な検量線に作成し直します。 

③フォーレージテスト再構築促進事業 

開発された検量線を都道府県等の分析センターに移設するとともに検量線サンプルバ

ンクの設置及び新たな検量線利用のためのマニュアルの作成並びに研修会を実施します。 

 

（３）平成 24 年度の実施計画 

①フォーレージテストに関するアンケートの実施 

平成４年度自給飼料品質評価研究会および平成 22 年度自給飼料利用研究会において，

フォーレージテストに関するアンケートが実施されていますが，より詳細な情報を得るた

め全国の飼料分析センターを対象にアンケートを実施することとし，すでに関係機関に送

付し，回答をいただいています。  

②現地実態調査 

アンケートに基づき平成 24，25 年度に飼料分析センターの現地実態調査を行こととし

ています．今年度は九州，東海，関東地域を対象に行う予定です。 

③検討会の開催 

 本事業を円滑に推進するため，フォーレージテストを実施している都道府県および関係

機関の飼料分析センターの担当者を対象に検討会を実施します。今年度は，平成 24 年度

自給飼料利用研究会後に併せて開催しています。その内容は事業概要の説明，検量線作成

のための標準飼料収集の協力依頼，要望・意見交換等であり，検量線作成ための試料（標

準試料）を全国の各地域から提供いただけることになりました。標準試料は本年度から収

集が開始されます。 

 

④試料の収集と飼料分析 

 検量線作成ための飼料収集は，畜草研保有の試料のほか随時，関係機関に提供依頼を行

っているところであり，汎用性を考慮して今後，広域かつ多様な試料収集に努めることと

４．フォーレージテスト新システム構築事業 

フォーレージテストが開始されておよそ 30 年が経過し，この間，社会情勢・社会環境

の変化に伴い畜産を取り巻く情勢も大きく変化してきており，より効率的な飼料給与が求

められ、このため前述したような飼料分析センターが抱える課題を解決する必要がありま

す。具体的には，飼料分析センターが保有する各種飼料の検量線の更新による精度の向上，

飼料用イネ，飼料用米等の新飼料への対応等の整備が重要な課題となっています。この課

題に対応するため平成 24 年度から社団法人日本草地畜産種子協会が事業主体となって「フ

ォーレージテスト新システム構築事業」が開始されることとなりました。 

本事業の実施期間は３年間（平成 24～26 年度）であり，そのうち NIRS に関する検

量線の作成やその移設等について（独）農研機構畜産草地研究所に委託して実施される

ものです。 

 

（１）事業の目的 

近年，近赤外分析計や近赤外スペクトル解析手法の高性能化により分析精度が大きく

向上してきたものの，導入当初の手法による検量線が使われています。また，牧草，と

うもろこし，ソルガム等の新品種の普及，稲ホールクロップサイレージ（WCS）等の新

たな飼料作物の導入および家畜の生産性をより向上させるための NDF や ADF 等の新た

な分析項目の追加対応等が必要であり，過去に作成された検量線ではその機能を十分発

揮できない実情に至っています。このため，稲 WCS 等の新たな飼料作物の検量線の作

成，新しい品種等を加味した従来の牧草，とうもろこし等について，汎用性と精度を向

上させた検量線への改訂を行い，これらの検量線についてデータを公表するとともに飼

料分析センターへ検量線を移設する等により新たな分析システムを構築し，飼料給与の

高度化を促進することとしています。 

 

（２）事業の具体的な内容 

①フォーレージテスト推進委員会等開催事業 

学識経験者等からなるフォーレージテスト推進委員会を設置・開催し，事業実施に対す

る指導助言及び自己評価結果に対する検証等を行います。また，NIRS に関する研究や実

際の利用に携わる研究者等で構成する専門委員会を設置・開催し，分析センターの実態を

調査，既存検量線の改訂，移設等に関する検討を行うとともに，NIRS 利用のためのマニ
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ア．NIRS 分析の実施 

回答していただいた場所のうち NIRS 分析を実施しているのは 30 場所，機器の修理が

必要で実施できないのが３場所，試験的に実施しているが５場所，未実施が 22 場所でし

た（未回答の場所は，電話による聞き取り調査によるものです）。 

イ．機器の設置年度  

 平成２～９年度が 18 場所，同 10～14 年度が９場所，同 15～24 年度が 10 場所に設置さ

れています。  

ウ．保有検量線  

 牧乾草，牧草サイレージ，とうもろこしサイレージは，27～29 場所で，飼料用イネは 16

場所，ソルガムサイレージは 10 場所で保有していました。これらの検量線のうち 64％が

独自で作成したものでした。  

エ．今後必要となる検量線  

 今後必要となる検量線は，イネ WCS が９場所，牧乾草（生草を含む）が７場所，飼料

米，ソルガムサイレージが 4 場所，牧草サイレージ，とうもろこしサイレージ，牧草サイ

レージが３場所，その他として飼料用麦，さとうきび，輸入乾草などの要望もありました。 

オ．農家からの依頼分析点数  

 平成 21 年～23 年度の依頼分析点数は，それぞれ，約 33,000 点，33,400 点，37,400 点，

このうち公的機関の飼料分析センターの依頼分析点数は，それぞれ，約 4,700 点，3,900 点，

4,000 点でした。依頼分析点数の 89％は，農業団体および配合飼料メーカーで実施されて

いるものです。  

カ．飼料分析センターに関する問題点  

NIRS 分析に関する問題点では，機器の老朽化，検量線の精度の確認，検量線の更新，

技術者の不足を 10～12 場所が回答しています。飼料分析センターの問題点としては，人員

不足，分析・指導体制の整備を５～10 場所が挙げてきています。  

 

５．フォーレージテストの今後の課題 

 アンケート結果からみても飼料分析センターの予算的・人的な不足，長期間の経過によ

る技術的な継承の不備，新飼料資源の普及に対応した検量線の未整備等が原因となり，多

くの飼料分析センターでフォーレージテストの運営に支障をきたしているように思われま

す。また，近赤外分析計も老朽化が進み，機器のメンテナンス，運営資金，機器の更新が

しています。飼料種類は，乾草，牧草サイレージ，とうもろこしサイレージ，ソルガムサ

イレージ，飼料用イネ，飼料用イネサイレージ，飼料用米等が対象となります。化学分析

は一般分析及びデタージェント分析の各成分とし，基本的に畜草研において実施します。 

 

（４）アンケート調査の概要 

①調査の内容 

 本年度実施したアンケート調査は，以下に示したフォーレージテストに関する 10 項目

の設問で実施しました。  

 

設問Ⅰ フォーレージテストの実施について 

酪農家からの依頼分析，分析手法 

設問Ⅱ 近赤外分析計について    

設問Ⅲ 保有検量線 

対象飼料と分析項目 

標準飼料の点数および出典) 

検量線移設，スペクトルデータまたは標準試料の貸与の可否 

設問Ⅳ 過去 3 年間の年間分析点数 

設問Ⅴ 分析料金 

設問Ⅵ 依頼分析に要する日数 

設問Ⅶ 今後必要となる検量線と飼料成分・栄養価 

設問Ⅷ NIRS に関する問題点（記述式） 

設問Ⅸ 飼料分析センター運営に関する問題点（記述式） 

設問Ⅹ 分析値の信頼性確保について 

分析値の品質管理手順 

標準試料の分析などの技能試験 

ISO/ICE17025 について 

 

②調査結果の概要 

アンケートは，都道府県および農業関係機関の飼料分析センター60 機関に送付し，その

うち 48 機関から回答をいただきました．その概要は以下のようです。 
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【解説】 

近赤外分析法について 

 

（独）農業・食品産業技術総合研究機構研機構 畜産草地研究所 

畜産研究支援センター 甘利 雅拡 

 

１．はじめに 

 近赤外分析法（Near Infrared Reflectance Spectroscopy: NIRS）は，1980 年頃に米国

の K. Norris らにより食品や飼料等の農業生産物を対象に栄養成分を分析するために開発

された分析法です。NIRS は従来の化学分析とは異なり，分析試料に近赤外線を照射して

照射光と照射後の光の差異を統計学的な解析手法を用いて分析値を求めていく方法です。

したがって，微粉砕した分析試料を用意するだけで分析ができることが大きな特徴です。

乳牛に給与する粗飼料等の飼料は，品種，生育ステージ等の違いによって，成分含量・栄

養価の変動が大きいため，個別農家が給与している粗飼料そのものについて直接的な評価

が必要となります。加えて，これら粗飼料の主要成分，栄養価を正確にしかも迅速に測定

し，データを提供することが求められます。これに見合った分析法として NIRS が注目さ

れ，従来の時間・労力を要する化学分析法に代わってフォーレージテストの主要な分析法

として導入されました。そこで，NIRS についてその原理，特徴，分析手順，操作法につ

いて解説することとします。 

 

２．ＮＩＲＳの概要 

（１）ＮＩＲＳの原理 

 近赤外分析に用いられる波長領域は，一般に 800-2500nm の範囲を言い，この領域を近

赤外領域と呼んでいます。すなわち，近赤外領域は可視光と赤外領域の境界部分の電磁波

になります。この領域では，物質を構成する H-O，C-H，N-H 等の化学結合における原子

間振動がそれぞれの分子で異なり，近赤外線の照射により原子間振動と同じ振動数の波長

がその化学結合に吸収される性質を持っています。さらに，その吸収量は物質中の構成成

分の量と比例関係にあります。NIRS はこの性質を応用して試料に照射した光と照射後の

光（近赤外スペクトル）からそれぞれの波長における吸収量を捉え，物質中の既知の含有

成分量（飼料成分）との相関関系（検量線）を予め測定しておき，未知試料に当てはめ，

難しい状況にあります。このような問題をいかに解決して，効率的にかつ安定した飼料分

析センターの運営を進めていくのかが，これからの課題になると考えられます。以下に解

決すべき課題を示しました。  

 

（１）新飼料・既存飼料への対応 

①全国または地域別の検量線作成のための標準試料の収集 

 ②最新の解析手法を用いた汎用性の高い検量線の作成とバージョンアップ 

 ③検量線の移設による普及 

 ④栄養評価法の固定化 

 ⑤自給飼料利用研究会での情報交換・検討 

（２）分析センターの体制強化 

 ①分析センター，畜産関係機関，畜産農家を一体化させ，フォーレージテストの必要性 

  を国等の関係機関に強く要望  

②プロジェクト事業の活用  

③機器の更新方法の検討  

 ④飼料分析センターの地域統合化・分担化の検討 

（３）分析データの活用法 

 ①酪農家での分析データの活用法と指導法の策定 

②酪農家への普及体制の整備  

 

６．おわりに 

NIRS は，簡易かつ迅速性を最大限生かして，酪農家の粗飼料を対象にフォーレージテ

ストの主要な分析法として普及し活用されてきました。しかし，新飼料への対応や分析精

度の向上等が必ずしも十分といえる状況ではありません。このため，高水分試料等の多種

にわたる飼料成分をより簡単に，しかも高精度な分析が可能となり，幅広い飼料を対象に

できる NIRS による飼料分析の再構築が必要となっています。今年度から開始された「フ

ォーレージテスト新システム構築事業」を契機に，ここでもう一度，見直して新たにフォ

ーレージテストが酪農家の発展に寄与し，日本の酪農を活性化させる原動力となることに

期待しています。 
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【解説】 

近赤外分析法について 

 

（独）農業・食品産業技術総合研究機構研機構 畜産草地研究所 

畜産研究支援センター 甘利 雅拡 
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設して使用できるようになります。 

 

（３）検量線の作成手順 

検量線は、飼料分析を実施したい飼料種類，飼料成分についてあらかじめ作成しておく

必要があります。そのためには，検量線作成のための試料収集、正確な化学分析を行う必

要があります。一般に，検量線作成のための試料（標準試料）は，各種成分の幅広い含有

量を確保するため，最低でも 100 点程度は必要であるといわれています。また，化学分析

は正確な値を得るため各成分とも 2 反復，2 回以上の分析を行うこととしています。検量

線は，それぞれの近赤外分析計に付帯された解析ソフトウエアーを用いて，重回帰分析や

主成分分析等の手法により作成することができます。作成した検量線を使って，検量線を

作成した以外の化学分析済みの試料（検定用試料）を未知試料として成分分析を行い，検

量線の精度と同等の分析精度が得られれば分析用の検量線として採用し，ルーチン分析に

用いていくことになります。図３には牧乾草における粗タンパク質含量の検量線と検量線

検定における分析精度を示しました。また，表１には、主要な粗飼料である乾草，牧草サ

イレージ，トウモロコシサイレージの主要な成分についてその分析精度を示しました．こ

れらの飼料では，各成分とも非常に高い相関を示し，フォーレージテストでの分析に十分

利用できる分析精度を持つことが明らかです。また，家畜消化試験の TDN についても，

飼料分析の項目と比較して精度は若干落ちるものの実用的な場面で利用可能な精度が得ら

れています。 

 

その含有量を推定するものです。その相関関係を数式化したものを検量線と呼んでいます。 

 
 

（２）ＮＩＲＳの特徴 

赤外領域では，水の吸収が非常に大きく，その影響を受けやすいため，測定試料は透明

な水溶液のみでの測定となりますが，近赤外領域では，可視光域に移行するにつれ水の吸

収が小さくなるので，固形物や懸濁液などの多様な形態の試料にも対応できるようになり

ます。このため試料の非破壊分析が可能となります。また，近赤外スペクトルは 1 分以内

で測定でき，このスペクトルには，すべての成分に起因する吸収が存在するため，同時多

成分分析が可能となり，分析の迅速化，簡便性が図れます。さらに，高度な分析技術や試

薬が不要であること，再現性に優れていること、消化性などの定性的な定量値にも応用で

きること等の大きな利点を持っています。 

このように多くの利点を持つもののいくつかの欠点もあります。化学分析による飼料成

分は，化学的に類似した物質の集合体であり，NIRS が一種類の物質の化学結合の振動を

捉え成分量を推定するため，必ずしも化学分析値と NIRS 分析値とが一致するとは限りま

せん。したがって，飼料種類・成分ごとに分析精度が異なるため，それぞれの分析精度を

確認し，その誤差を十分把握した上で利用していくことが重要になります。また，同一機

種の近赤外分析計であっても、光源の強度や機器間差の違いが存在するため，個々の機器

ごと独自の検量線が必要になります。これについては，機器間差を両機器で得られたスペ

クトルの比較から計算し，元の検量線についてバイアス値を補正ことにより他の機器に移
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しかし，これらの機器はすでに製造が中止され，さらに新型の機器が販売されています。 

 

        図４ 飼料分析で使用されている近赤外分析計 

 
また，いくつかのメーカーからも近赤外分析計が発売されており，性能・価格には大きな

差は無いといわれています。しかしながら，飼料分析センターを取り巻く現状から考え機

器の更新，新規購入は難しいと思われます。したがって，当面は現行の機器で対応してい

く方向で進めざるを得ないと考えられますが，機器の老朽化は避けられず，更新等の対策

を早急に図る必要があります。 

 

（５）ソフトウエアー 

 先に述べたとおり，NIRS では試料の成分含有量やその特性が既知のスペクトルを使っ

て検量線を作成し，未知試料の成分量や特性強度等をそれらのスペクトルから予測します。

これらの一連の操作を行うためには，ソフトウエアーが必要になります。近赤外分析計に

は，ソフトウエアーが組み込まれているので，基本的にはそのソフトウエアーの操作手順

に従って分析を行えば問題ありません。しかし，機種の異なる近赤外スペクトルの比較や

検量線の移設，近赤外スペクトルの変換・加工，分析精度向上のための検討等を行うとき

には，特殊な光学データの解析法が必要となります。これに対応するために生まれたのが

ケモメトリックスです。ケモメトリックスとは「数学的，統計学的な手法を適用し，最適

 

  

 

 

（４）近赤外分析計 

 導入当初は，簡易フィルタータイプの飼料分析用機器である Neotec FQA51A，

Technicon 450 が用いられてきましたが，現在では，これらの上位機種として開発された

NIRSystems 6500，BRAN+LUEBBE 500 が主要な分析機器として用いられてきています。
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Ⅱ 北海道における分析手法の統一と分析精度向上の取組み 

   －フォレージテストミーティングの活動紹介－ 

地方独立行政法人北海道立総合研究機構 

畜産試験場 基盤研究部 出口 健三郎 

 

１．はじめに 

北海道内では農業団体や種苗会社などにおいて粗飼料分析業務（フォレージテスト）が行われ

ています。昭和 56 年頃から、それまで化学分析によって行われていた飼料成分分析が近赤外分

析法に置き換わり、分析労力の軽減と分析時間の短縮が実現されました。その一方で、近赤外分

析に用いる栄養成分毎の検量線が分析機関によって異なり、分析誤差が生じていることが問題と

なってきました。そこで、道内の粗飼料分析センターと試験場が連携してフォレージテストミーティン

グという場を作り、分析精度向上に取り組んできた内容について紹介します。 

 

２．ＦＴＭ設立の経緯 

平成 8 年 2 月、ホクレン農業協同組合連合会、ホクレンくみあい飼料北見工場、十勝農業協同

組合連合会および北海道立新得畜産試験場（現道総研畜産試験場）の 4 者が会し、飼料分析の

場所間誤差と近赤外分析における推定精度の問題について第 1 回目の会合が持たれました。こ

の時から場所間誤差要因確認のため化学分析値および近赤外分析値のクロスチェック（分析値の

手合わせ）を開始することとなり、道内で飼料分析サービスを行っている他機関にも参画を呼びか

けることになりました。 

 以降、第 4 回目の会合ではオホーツク農業科学センター(興部町)と浜中町農協が参加、第 5 回

目からは雪印種苗株式会社中央研究農場(現北海道研究農場)が加わり、当時道内で近赤外分

析による飼料分析サービスを行っているほぼ全ての機関で現状の問題点について共通認識を持

つことが出来ました。そこで「より高精度の近赤外分析用検量線を作成し、各分析センターが統一

して用いることにより、精度の向上と分析場所間差を解消すること」を目的として対外的なアピール

の意味合いも込め「フォレージテストミーティング(略称 FTM)」を立ち上げることとなりました。その際、

アドバイザーとして北海道農業試験場(現北海道農業研究センター)からも参加を頂きました。 

 FTM としての第 1 回会議は平成 9 年 5 月に開催され、以降年間 2～4 回の会議を持ち平成 16

年 12 月で第 20 回を迎えました。この間に日本甜菜製糖株式会社、明治飼糧株式会社が加わり

参画機関は 7 機関となりました。統一供用する近赤外分析の検量線については試験場が独自の

手順・選択を行うとともに化学的データから得られる情報量を最大化するための計量学」

です。NIRS では，相互に関係のある多変量のスペクトルデータを解析する必要があり，

このような複雑な光学データから未知の情報を取り出すために多用されている手法であ

り，定量分析に用いられる PLSR 等の多変量回帰分析やスペクトルの波形の違いによる識

別・分類法等があります。これらのソフトウエアーとしては，Unscrambler(CAMO)や

Pirouette(InfoMetrix)などが市販されています。 

 検量線を作成する手法は重回帰分析(MLR)，主成分回帰分析(PCR)，PLS 回帰分析

(PLSR)等の多変量回帰分析が用いられていますが，現在では PLSR による検量が主流とな

っています。PLSR は PCR における主成分の中で目的とする成分に関係が強い主成分に重

み付けをするもので，MLR 等と比べより高い精度が得られ，オーバーフィティングが防げ

ること等の利点を持ちます。最近では，PLSR をさらに発展させたスペクトル領域選択法

が提案されています。これは，PLSR 法を用いて検量を行う場合，スペクトルの全領域を

用いるよりも特定の領域を用いた方がよりよい予測結果が得られるためです。そのスペク

トル領域選択法として，Moving window PLSR(MWPLSR)等が提案されています。また，通

常の一次元スペクトルではとらえられないバンドの重なりなどの特徴を明瞭に捉え，バン

ド間の相関を調べる二次元相関分光法も新しい解析手法として注目されてきています。最

近では，PLSR による検量線の作成が主流となり，これまで分析できなかった成分で高い

精度が得られ，従来法より高精度な解析結果を得ることができるようになりました。今後，

これらの手法を活用してより高い精度の検量線が作成され、より高度な分析が可能となる

ことが期待されます。  
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   －フォレージテストミーティングの活動紹介－ 

地方独立行政法人北海道立総合研究機構 

畜産試験場 基盤研究部 出口 健三郎 
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されています。 

 
これまでの具体的取組み 

（１）分析値のクロスチェックと誤差要因の検討 

まず、参画団体間で生じている誤差とその要因を

把握するために、図 2 のような流れでクロスチェック

を行いました。その結果、一部の分析項目について

は化学分析手法の違いにより誤差が生じていること

が明らかとなりました。特に OCW（総繊維）、Oa（高

消化性繊維）、Ob（低消化性繊維）についてはアミ

ラーゼ処理の有無と処理方法について各分析セン

ター間で統一されていなかったことが大きな誤差要

因となっていました（表 1）。さらに、これらの項目は

当時 TDN 推定式の説明変数として使われていた

ため、TDN 推定値の誤差にもつながっていました。そこで、まず、これら酵素分析画分については

全てアミラーゼ処理をすることに統一しました。 

 

 

（２）近赤外分析用高精度検量線の作成と移設による分析精度の統一化 

化学分析値に明らかな誤差がない分析項目においても近赤外分析では分析センター間で精度

にばらつきが認められました。そのため、分析センター間誤差を解消するためには化学分析手法を

統一した上で、近赤外分析用検量線を作り直すこととなりました。検量線の作成と統一供用までの

表１　アミラーゼ処理方法別OCWとNDF含量（DM％）

ami分離1) 簡易2) 無処理
チモシー生草 52.8 52.8 56.0 53.3
チモシー乾草 76.2 74.7 77.2 76.5
グラスサイレージ 58.1 60.5 65.8 62.6
イネ科平均 62.4 62.7 66.3 64.1

アルファルファ生草 34.8 38.4 45.7 -
アルファルファ乾草 47.2 49.8 57.2 -
アカクローバ乾草 59.8 61.7 67.0 -
マメ科平均 47.3 50.0 56.6 -

1)アクチナーゼ処理前にαアミラーゼ溶液で16時間培養、ろ過。
2)アクチナーゼとαアミラーゼの混合処理

OCW
NDF含量

図2　分析センター間誤差検討の流れ

結果の検討

化学分析のクロスチェック

誤差要因のチェッ
ク

結果の検討

近赤外分析（NIRS）の
クロスチェック

検量線統一の
必要性確認

試験研究課題として取り組み、この頃までに主要草種（乾草、グラスサイレージ、青草およびトウモ

ロコシサイレージ）毎に各 7～12 成分項目、計 43 項目の検量線が作成された他、新たな分析項目

への対応や TDN 推定式の改訂、ミネラル、有機酸分析のクロスチェック、最新情報の紹介や意見

交換などが行われてきました。 

 しかし、乳牛の飼養技術や飼料評価の分野はまだ発展途上にあり、新しい分析項目への対応や、

既存検量線への更なる精度向上が求められていました。また、検量線の開発だけでなく、各分析

機関の機器更新、修繕に伴う精度の維持作業（検量線の再移設、補正、精度確認）の比重も年々

増加してきていました。 

このように、検量線開発の比重が低下することにより、試験場が研究課題として関連予算を要望

することが難しくなってきました。事業化の方向も探りましたが、北海道の財政難のおり新規の事業

予算の確保も困難でした。かといって参画民間団体だけでこれまでの活動を続け、発展させていく

ことも困難であったため、第 20 回の会議において、①FTM を参画する分析機関のみの団体として

設立すること、②その FTM から北海道（畜試）へ検量線の開発と精度維持に関する研究を委託す

るという案について協議が行われ、各機関より承認されました。これにより平成 17 年 8 月 4 日に現

FTM が設立され、会則により検量線の共用や分析手法だけではなく、飼料分析結果を用いる関

係者への FTM 活動の PR や飼料設計についての研修会なども企画していくこととなりました。 

この後、平成 18 年にはオホーツク網走農協が、平成 20 年には全国酪農業協同組合連合会が参

画して現在 9 機関となっています（図 1）。この間、試験場が FTM から受託した試験としては平成

18 年から 19 年にかけて輸入アルファルファ乾草用検量線作成を、平成 20 年から平成 21 年にか

けて輸入イネ科乾草用検量線作成を実施し、作成された検量線は順次配布され、各機関で使用

図1　フォレージテストミーティング概念図
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③ 移設補正と統一供用 

このようにして作成した検量線は、各々の分析センターが用いていた検量線と比較して精度が高

いことを確認してから移設補正作業に移行しました（表 3）。教科書的には図 3 のプリディクションの

際に各分析センターで誤差があるようならば補正するということが推奨されていましたが、FTM にお

いては分析センター間誤差の解消が非常に重要であったため、移設の際には常に補正を行い、さ

らに補正が適正に行われていることの確認も行いました。具体的には標準サンプルの中から補正

用サンプル群として十数点抽出し、それらで補正を行ったのちに（図 3 の⑥）、もう一度プリディクシ

ョン（図 3 の⑦）を行うというダブルチェックの体制としました。この流れの作業を徹底することにより、

統一検量線供用前と比較すると、分析センター間誤差は現在までに 2 段階小さくなってきています

（図 4）。 

この他にも、移設元と移設先の機種が異なることにより移設が難しい点などについてはメーカー

からのアドバイスも得て対応し、一連の作業で得られた知見は畜産試験場を通し、平成 11 年度自

給飼料品質評価研究会において「NIR(近赤外分析)における PLS 法を用いた粗飼料成分の推

定」として他府県へも情報提供を行ってきています。 

 

 

 

表2　未知試料におけるPLS法1)およびMLR法2)検量線の精度(グラスサイレージ，n=39)

成分
3)

R
2

SDP
4)

Bias
5)

EI
6)

判定
6)

R
2

SDP
4)

Bias
5)

EI
6)

判定
6)

ＣＰ 0.92 0.84 0.26 11.8 A 0.92 0.77 0.69 10.9 A
ＣＰｓ 0.82 0.80 0.17 20.0 B 0.73 0.97 0.67 24.3 B
ＣＰｕ 0.82 0.74 -0.24 20.8 B 0.79 0.85 0.39 23.9 B
ＣＰｂ 0.79 0.19 0.02 23.7 B 0.59 0.28 -0.05 35.0 C
ＯＣＷ 0.92 1.70 -1.29 14.7 B 0.79 3.02 -1.2 26.0 C
Ｏａ 0.6 1.72 0.17 32.5 C 0.4 2.11 0.33 39.8 D
Ｏｂ 0.9 2.20 -1.37 16.1 B 0.86 2.51 -1.1 18.4 B

注
  3)CP：粗タンパク、CPs：溶解性CP、CPu：非分解性CP、CPb：結合性CP、OCW：総繊維、Oa：高消化性繊維、Ob：低消

  4)SDP：プリディクションにおける標準偏差(誤差にBiasを含まない)｡      5)Bias:誤差の平均値

　6)EI値=2×SDP/ﾚﾝｼﾞ×100、精度判定はEI値の範囲0～50,50＜を5段階に分け、以下のように判定した。;

　　A:非常に高い、B:高い、C:やや高い、D:低い、E:非常に低い(水野ら1988)｡

ＰＬＳ法 ＭＬＲ法

　1)PLS法：Partial Least Square法　　　2)MLR法：変数増加法による重回帰分析

流れは図 3 に示しました。 

① サンプルの収集 

検量線の作成には 100 点以上の標準サン

プルを準備する必要があり、精度は用いた標

準サンプルに大きく依存します。そのため、こ

の作業を各々の分析センターで行うと効率が

悪く、かつ、分析値が完全に一致しない可能

性が考えられました。そこで、各分析センター

に依頼分析のために持ち込まれたサンプルを

試験場に送り、試験場で化学分析と検量線の

作成を一手に受ける形としました。ただし、生

産現場からのサンプルだけでは、品質の良い

ものが少ないので、不足する部分を試験場で

調製し、高品質から低品質までカバーするサ

ンプル群を準備し、検量線の作成を行いまし

た。 

② 検量線の作成とプリディクション 

検量線作成のための回帰分析手法につい

ては従来の MLR 法（重回帰分析）から PLS 法（Partial Least Squares 法）への切り替えを検討

しました。PLS 法は 1980 年代に近赤外スペクトルの解析を目的として主成分分析の延長線上で

開発された手法で、説明変数としてある特定波長における吸光度を用いるのではなく、連続的波

長域における吸光度の変化を現す線形変数（吸光度の波形）を用いることが特徴です｡これにより

解析に用いられる情報量は飛躍的に増やすことができ、かつ他の成分との共線性を持つことによる

標本集団への過剰適合といった問題も回避できる優れた手法です。問題は得られた回帰式の中

身が公開されず、高精度の回帰式が得られた理由を説明できないことでしたが、粗飼料分析サー

ビスの精度向上を最優先とし、再現性が高ければ実用性は高いと考え、同一サンプル群を使って

PLS 法と MLR 法の精度を比較しました(表 2)。その結果、未知試料群（プリディクション）において

もPLS法の精度が優れていることが確認できたことから、すべてPLS法を基本として検量線の開発

を行うこととしました。 

図3　検量線作成から統一供用までの流れ
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TDN=tdNFC+tdCP+(tdFA×2.25)+tdNDF-7  ･･･式 3（Weiss WP, 1992） 
 tdNFC = 0.98×｛100 -［（NDF - NDICP）+ CP + EE + Ash］｝ 
 tdCP = CP×exp（ -1.2×ADICP／CP） 
 tdFA =（EE - 1） ただし EE<1 のとき、FA = 0 
 tdNDF = 0.75×[(NDF - NDICP) - ADL]×〔1 - [ADL/(NDF - NDICP)]0.667〕 
td：truly digestible  m : maintenance 
 

（４）その他の誤差要因の解消 

 分析手法と検量線を統一した後も場所によっては誤差が生じているケースがありました。これまで

のクロスチェックでは粉砕した試料を各分析センターに配布することによって行っていたため、サン

プルの受け入れ後の粉砕から分析までの誤差については未検討でした。そこで乾燥、粉砕の工程

をチェックしたところ、粉砕物の回収率が異なっており、それが誤差要因になっていることが確認さ

れました。すなわち、硬い繊維質の部分ほど粉砕に時間がかかるため、粉砕時間を十分に取らな

い場合、粉砕試料の繊維含量が投入試料より明らかに低くなっていました（表 4）。そこで粉砕時の

粉砕室に残った残渣の割合が 10%以下とすることを粉砕時の目安として統一しました。 

  

粉砕時間 区分1) 重量,g 割合,% ＯＣＷ,%DM

３分 投入試料① 188 100 37.5

〃 粉砕物② 154 81.8 39.6

〃 残渣③ 29 15.5 26.7

〃 ②/①*100 105

５分 投入試料① 194 100 37

〃 粉砕物② 178 92 37.8

〃 残渣③ 14.5 7.5 27.2

〃 ②/①*100 102

1)粉砕物とはメッシュスクリーンを通過したもの。残渣は通過せずに粉砕室に残ったサンプル

（粉砕：ﾚｯﾁｪ社ﾊﾟﾜｰｶｯﾃｨﾝｸﾞﾐﾙ、分析場所：畜試）
　表4　とうもろこしサイレージの粉砕物および粉砕残渣中成分含量

図5　理論的積み上げ式（Weiss WP, 1992）によるTDN
推定精度の検証
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（３）ＴＤＮ推定式の統一 

 TDN は成分含量を説明変数とする回帰式によって推定していますが、当初は用いている式が分

析 センター間 で異 なっていました。そこで北 農 研 センターおよび畜 産 試 験 場 の所 有 する in 

vivoTDN 既知サンプルを供試してそれらの回帰式の精度を検定し、道内の粗飼料に当てはまりの

良いものに統一しました。イネ科主体牧草について当初統一したのは以下の式１ですが、この式で

はイネ科とマメ科で分離する傾向が強く、混播牧草に対する精度が低いという問題がありました。そ

こで、より汎用性の高い式を検討して平成 11 年からは式 2 に改定し、平成 17 年からは NRC2001

で紹介された理論的可消化成分の積み上げ式(式 3)を採用しています（図 5）。 

 

TDN=30.4+0.654×(OCC+Oa)    ･･･式１（篠田ら 1992） 

TDN=-5.45+0.89×(OCC+Oa)+0.45×OCW  ･･･式２（出口ら,1997） 

図4　検量線統一前および統一後の畜試推定値と分析センター推定値の関係（CP）

検量線統一前
（グラスサイレージCP, n=50, 5機関）

検量線統一直後
（グラスサイレージCP, n=50, 5機関）

最新の移設補正後
（輸入アルファルファ乾草CP, n=15, 7機関）
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表3　分析センター使用検量線と統一検量線の未知試料における成分推定精度

R2 SDP1) Bias2) 判定3) R2 SDP1) Bias2) 判定3) R2 SDP1) Bias2) 判定3)

ア 0.88 0.99 -1.78 B 0.77 3.09 3.7 C 0.64 4.28 -2.93 C
イ 0.92 0.80 0.37 A 0.85 2.32 -0.27 B 0.81 3.1 0.09 B
ウ 0.88 0.94 -1.66 B 0.79 2.79 4.97 C 0.72 4 -0.31 C
エ 0.88 0.94 0.13 B 0.69 3.29 -8.43 C 0.85 2.8 -3.85 B

畜試 0.92 0.76 -0.16 A 0.96 1.15 -0.98 A 0.96 1.34 -1.29 A

(平成8年当時，グラスサイレージn=39)　

　3)EI値=2×SDP/ﾚﾝｼﾞ×100、精度判定はEI値の範囲0～50,50＜を5段階に分け、以下のように判定した。;

  2)Bias：誤差の平均値。

　1)SDP：プリディクションにおける標準偏差(誤差にBiasを含まない)｡

　　A:非常に高い、B:高い、C:やや高い、D:低い、E:非常に低い(水野ら,1988)｡
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粉砕時間 区分1) 重量,g 割合,% ＯＣＷ,%DM
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〃 粉砕物② 154 81.8 39.6
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（粉砕：ﾚｯﾁｪ社ﾊﾟﾜｰｶｯﾃｨﾝｸﾞﾐﾙ、分析場所：畜試）
　表4　とうもろこしサイレージの粉砕物および粉砕残渣中成分含量
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（３）ＴＤＮ推定式の統一 
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TDN=30.4+0.654×(OCC+Oa)    ･･･式１（篠田ら 1992） 

TDN=-5.45+0.89×(OCC+Oa)+0.45×OCW  ･･･式２（出口ら,1997） 

図4　検量線統一前および統一後の畜試推定値と分析センター推定値の関係（CP）
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5

10

15

20

25

5 10 15 20 25
畜試ＮＩＲ値％

分
析

セ
ン

タ
ー

N
IR

値
％

5

7

9

11

13

15

17

19

21

23

25

5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25
畜試ＮＩＲ値％

分
析

セ
ン

タ
ー

N
IR

値
％

5

7

9

11

13

15

17

19

21

23

25

5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25
畜試NIR値％

分
析

セ
ン

タ
ー

N
IR

値
％

表3　分析センター使用検量線と統一検量線の未知試料における成分推定精度

R2 SDP1) Bias2) 判定3) R2 SDP1) Bias2) 判定3) R2 SDP1) Bias2) 判定3)

ア 0.88 0.99 -1.78 B 0.77 3.09 3.7 C 0.64 4.28 -2.93 C
イ 0.92 0.80 0.37 A 0.85 2.32 -0.27 B 0.81 3.1 0.09 B
ウ 0.88 0.94 -1.66 B 0.79 2.79 4.97 C 0.72 4 -0.31 C
エ 0.88 0.94 0.13 B 0.69 3.29 -8.43 C 0.85 2.8 -3.85 B

畜試 0.92 0.76 -0.16 A 0.96 1.15 -0.98 A 0.96 1.34 -1.29 A

(平成8年当時，グラスサイレージn=39)　

　3)EI値=2×SDP/ﾚﾝｼﾞ×100、精度判定はEI値の範囲0～50,50＜を5段階に分け、以下のように判定した。;

  2)Bias：誤差の平均値。

　1)SDP：プリディクションにおける標準偏差(誤差にBiasを含まない)｡

　　A:非常に高い、B:高い、C:やや高い、D:低い、E:非常に低い(水野ら,1988)｡

CP OCW(総繊維） Ob(低消化性繊維)分析
センター
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間に増えた飼料分析点数の 62％にのぼります。逆に言えば残りの約 1700 点は戸別農家からの分

析点数が増えたと言えそうです。いずれにしろ、まだまだ充分とは言えませんが、TMR センターを

運営するに当たり、障害にならないような分析体制を提供でき、かつ我々の分析値を信頼して使っ

て頂いているという状況であり、これが最大の成果だと思っています。 

ただこの信頼には先に述べたような取組だけが寄与しているのではありません。各機関が生産者

のニーズを把握し、参画機関間で情報交換をし、時には競争関係があることにより、サンプルを受

け入れてから分析値を返送するまでの日数は確実に短くなっています。本年度行われた日本草地

畜産種子協会によるアンケートの結果では FTM 参画分析センターでの結果返送までの平均日数

は 4.1 日で、いずれのセンターでも 1 週間以内でした。このような体制を作ることは試験場では困難

であり、FTM での取組に加えて、各機関の独自の取組と努力が前提であったことは間違いありませ

ん。 

表5　道内のTMRセンターにおける飼料分析の活用状況
飼料分析頻度 一回当たり点数 年間点数

/月 /回

回答数 30 30 35

平均値 2.8 2.4 80

項目

平成13-16および平成18-22年度の飼料分析点数は未調査
乳用牛飼養戸数は農水省畜産統計による。

図6　乳用牛飼養戸数と飼料分析点数の推移
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（５）新しい分析項目への対応 

乳牛飼養研究の進展に伴いルーメン内でのタンパク質の分解性評価の重要性が指摘されるよう

になってきましたが、そのためには家畜を用いた試験を行うことが必要となり、検量線作成に必要な

点数のデータ収集は非常に困難でした。そこで、当時開発されつつあった酵素法による推定方法

について、①粗飼料向けに若干の改良を加え、in situ 法による値と比較した精度検証 (出口

ら,1996)、②酵素法による推定値を近赤外分析で推定(出口ら,1999)、という 2 段階の方法により

対応をしました。 

 

（６）ミネラルおよび有機酸の分析 

ミネラルや有機酸は近赤外分析では対応できない項目であるため、原子吸光光度計や液体クロ

マトグラフィーなどの機器分析によっています。共通試料を用いたクロスチェックの結果、これらにつ

いても前処理方法や使用機器の違いなどから場所間差異があることが分かり、現在も定期的にクロ

スチェックを行い、誤差を最小限にとどめる取り組みを行っています。 

 

 

３．活動の成果 

 これまでのところ北海道内においても乳用牛飼養戸数が減少してきているにもかかわらず、粗

飼料分析の点数は増加してきており、取組開始前の平成 7 年当時は約 16,000 点だったものが 10

年後の平成 17 年には約 27,000 点、更に平成 23 年には約 31,000 点になりました(図 6)。このよ

うな分析点数の増加にはフリーストール＋TMR 飼養の増加があると思われますが、フリーストール

の割合は全道で 22.4％とまだあまり高くありません(北海道畜産振興課調べ、2011.6 現在)。それ

にもかかわらず分析点数が増加した背景には TMR センターが増加したことが大きく影響していると

推測されました。 

道内の TMR センターは平成 16 年度末には 10 ヶ所でしたが、平成 24 年 2 月現在 44 ヶ所に

まで増加しています（北海道畜産振興課調べ）。そこで、TMR センターでの飼料分析の活用状況

について電話での聞き取り調査を行いました。 

聞き取りを行ったのは 32 ヶ所ですが、平均すると月に約 2.8 回、1 回当たり 2.4 サンプル（GS を

１～2 点、コーンサイレージ 1 点）を分析に出し、年間平均で 80 点を分析に出しているという結果で

した(表 5)。前述のデータにより平成 16 年末から 23 年までに増えた TMR センターは 34 ヶ所です

から、82 点×34 ヶ所＝2788 点が TMR センター増加により増えた分析点数となります。これはこの
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Ⅲ 自給飼料分析センター活動の現状 

 

１ 十勝農業協同組合連合会における分析事業について 

十勝農業協同組合連合会 農産部 

 農産化学研究所  渡邊 敏弘 

 

１．十勝農業協同組合連合会の概要 

 十勝農業協同組合連合会（以下、本会）は、1948 年 8 月に十勝管内の農畜産の生産指導

事業を主とする地区連合会として設立され、現在は 24 会員で構成されています。現在、農

業を取巻く情勢は TPP 問題をはじめ政治・経済面で混迷を深めるばかりですが、会員農協・

組合員が明るい展望を持ち安心して営農に専念できる体制を構築することを目標として農

産・畜産・電算事業に取組んでいます。 

農産事業では、会員組合員の経営ならびに生産技術の改善対策を推進するとともに、優

良種苗の普及拡大と計画的生産を行なっています。また、豆類シードセンター、麦類種子

消毒施設、飼料・土壌分析および残留農薬分析施設などを保有し、日本で唯一の根粒菌製

造普及事業に加え、新たな有用資材の開発普及に取組んでいます。 

次に、畜産事業では、酪農畜産物の安心安全対策、良質自給飼料生産および飼養管理技

術対策、優良種畜の計画的導入、家畜登録、共進会、共励会、高品質生乳生産対策、乳成

分分析などの事業のほか、死亡家畜や食肉処理場で発生する畜産副産物の処理・再活用施

設である「十勝化成工場」の事業運営と預託牧場運営を行なっています。 

また、電算事業では、十勝地域農業情報システムを構築し、会員の経営管理業務の適正

化、営農指導機能の高度化を図るとともに、会員組合員に対し FAX 端末、マルチメディア

端末、携帯電話を利用して酪農経営情報をはじめ、気象、病害虫、土壌、農業経営情報を

提供し情報の高度活用を推進しています。さらに、農畜産物の生産履歴記帳システムを利

用した十勝型「食の安全確保体制」を支援しています。 

これらの事業の中の一つとして、農産化学研究所では飼料・土壌分析を実施しています

が、今回は、飼料分析の概要および推進状況、土壌分析の活用状況について紹介します。 

 

 

今後の方向 

どなたの言葉かは失念しましたが、「酪農とは科学である。そして生産された牛乳は芸術であ

る。」との言があります。FTM の目標は、これまでも今後も変わりません。第一に酪農家が試験場と

同じレベルでデイリーサイエンスを活用できるようにすることです。現在検討を始めている項目には

以下の様なものがありますが、これ以外にも、上記の目標のためにはこれまで作成してきた検量線

のラインナップについても常に精度向上の取組が必要だと考えています。 

・ VBN(揮発性塩基態窒素)分析方法の統一 

・ WSC(水溶性糖類)分析方法の検討 

・ デンプン分析方法の改訂および方法間誤差の検討 

・ in vitro 可消化 NDF 含量の推定と TDN 推定式の改良 

・ 自給濃厚飼料への対応 
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Ⅲ 自給飼料分析センター活動の現状 

 

１ 十勝農業協同組合連合会における分析事業について 

十勝農業協同組合連合会 農産部 

 農産化学研究所  渡邊 敏弘 
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図 2 飼料分析のフローチャート 

図 3 飼料分析結果報告書

２．飼料分析事業の概要 

（１）これまでの経過 

 飼料分析は、1953 年頃一時実施していましたが、大きな事業展開には至りませんでした。

しかし、時代の変遷とともに生産コストの低減が叫ばれ、家畜に無駄なく効率的な飼料給

与をするためには、給与前に飼料成分を把握することが重要であるとの認識が生まれ、1982

年 7 月より飼料分析事業を開始しました。分析には、当時では新しい方法であった近赤外

分析を活用するにあたり、北海道農業試験場畑作部（現 農業・食品産業技術総合研究機構 

北海道農業研究センター 芽室研究拠点）の阿部亮室長（現 畜産・飼料調査所「御影庵」

主宰）、帯広畜産大学の吉田則人教授(故人)に指導助言をいただきました。初年度の分析点

数は 3,544 点でしたが、1986 年には 7,201 点まで増加しました（図 1）。1987 年以降は、

5,000 点前後で推移しましたが、1998 年からは増加傾向にあり、2005 年に 10,000 点を超

え、最近では、15,000 点前後の分析点数となっています。 
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（２）飼料分析の流れ 

 農産化学研究所に飼料サンプルが搬入されてから分析結果報告までのフローチャートと

分析結果報告書を図 2、3 に示します。まず、搬入されたサンプルごとに受付を行ない、乾

燥・粉砕の工程を経て各分析に移ります。分析結果の報告方法は、報告書の郵送または FAX

での対応となりますが、会員農協および組合員への報告については、「十勝地域農業情報ネ

ットワークシステム」を活用し、分析が終了した段階で FAX による自動送信を実施してい

図 1 飼料分析点数の推移 
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後、分析点数は年々増加し、2011 年には発酵品質が 7,549 点、硝酸態窒素が 2,299 点の分

析点数となりました。分析方法については、発酵品質が高速液体クロマトグラフィー（写

真 3）、硝酸態窒素はオートアナライザー（写真 4）を使用しています。 

      

 

② タンパク質分画 

 分析開始当初は粗タンパク質（CP）の分析のみ行なっていましたが、飼料設計技術の向

上や高泌乳牛の増加に伴って、さらに細かなタンパク質分画の分析が求められようになり

ました。そのため、1989 年に、道立新得畜産試験場（現 北海道立総合研究機構 畜産試験

場）より近赤外分析用の標準サンプルの提供を受け、グラスサイレージとコーンサイレー

ジの溶解性タンパク質（SIP）および結合タンパク質（BP）の分析を開始しました。また、

1995 年には、道立新得畜産試験場にタンパク質分画分析に関する委託試験を要請し、その

結果として 1996 年より分解性（DIP）・非分解性（UIP）のタンパク質分画を新たな分析項

目に追加しました。開始当初は 1,322 点の分析を実施し、2009 年には 3,000 点を超えまし

たが、近年は 2,300 点程度を維持する状況にあります。分析方法は、粗飼料では近赤外分

析機、それ以外のサンプルでは全自動ケルダール分析装置（写真 5）を使用しています。 

     

 

③ 微量要素・ビタミン・アミノ酸 

鉄（Fe）・マンガン（Mn）・ナトリウム（Na）・銅（Cu）・亜鉛（Zn）・コバルト（Co）等の

微量要素は、1984 年の畜産技術向上施設整備事業において原子吸光光度計（写真 6）を導

写真 3 高速液体クロマトグラフィー 写真 4 オートアナライザー 

写真 5 全自動ケルダール分析装置 

（３）分析項目 

 本会の分析方法は、サンプルの種類によって異なります。自給飼料(サイレージ、乾草、

青刈り牧草)の栄養成分は近赤外分析機（写真 1）、ミネラルは蛍光 X 線分析機（写真 2）を

利用し、農産副産物（デンプン粕やスイートコーン粕など）や濃厚飼料（各種単味飼料や

配合飼料）等は、表 1 に示す化学分析による測定となります。栄養成分のほかに、発酵品

質、硝酸態窒素、タンパク質分画、微量要素、ビタミン、アミノ酸、物理的有効 NDF 割合

の分析も行なっています。これらの分析項目は、飼養管理技術の向上や生産現場からの要

望に対応するため拡充を進めてきました。各分析項目が導入された経緯とこれまでの分析

実施状況を以下で説明します。 

    

 

 

 

① 発酵品質・硝酸態窒素 

 1982 年の分析開始当初は、タンパク質・繊維類・脂肪・ミネラルといった栄養成分の分

析が主体でしたが、1986 年頃からサイレージの品質や飼料中の硝酸態窒素が問題視される

ようになったことから、1990 年にサイレージの発酵品質ならびに硝酸態窒素の分析を開始

しました。当時の分析点数は発酵品質が 54 点、硝酸態窒素が 146 点と僅かでしたが、その

写真 1 近赤外分析機 写真 2 蛍光 X 線分析機 

表 1 飼料分析項目ならびに化学分析方法一覧 
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にとっては自給飼料の有効活用による生産コストの低減が課題となっています。2008～

2010 年度には、自給飼料の有効活用推進を目的とした「自給飼料有効活用 3 ヵ年運動」を

実施し、会員農協担当者・普及員等の技術レベル向上を目的とした飼料設計プログラムの

操作や栄養管理に関する研修会、バーンミーティングを開催するとともに、飼料分析の奨

励を図り、飼料分析の普及推進を行いました。 

また、近年の自給飼料の栄養成分は、年次毎に成分が変動する傾向にあります。表 2、3

に十勝管内のグラスサイレージおよびコーンサイレージの年次別成分平均値を示しました

が、グラスサイレージでは CP 含量が 11％前後で推移し、コーンサイレージではデンプン

含量の変動が大きいことがわかります。これらからも、自給飼料の栄養成分は改善されて

いるとは言えないため、本会では、2009 年度から十勝地域の農業条件を最大限に発揮した

自給飼料の生産性向上を目的とした「飼料アップとかち運動」を会員農協や関係機関と連

携して推進しています。この運動では自給飼料の栽培管理やサイレージの調製に関する実

態調査に基づいた課題整理を行ない、先進事例を参考にして地域の実情に応じた改善対策

の実証と普及に取組んでいます。さらに、実証試験結果に基づく技術対策の普及活動とし

て、自給飼料生産に関する生産者、農協、関係機関との情報交換を目的とした「飼料アッ

プとかち展示会」を開催しています。この展示会では、地域内における自給飼料栽培・活

用の優良農家によるパネルディスカッション、サイレージや栽培・収穫調製に利用する作

業機械の展示を実施しています。 

 

 

 

 

 

表 2 十勝管内のグラスサイレージの年次別成分平均値 

入した時点で分析を開始しました。また、1993 年より軽種馬育成調教センターからの依頼

分析をスタートさせ、分析機器が整備されたため、分析項目にセレン（Se）・硫黄（S）・塩

素（Cl）を追加し、ビタミン A(βカロチン)・ビタミン E・アミノ酸の分析を新たに拡充し

ました。さらに、2005 年にビタミン A 分析としてレチノールを分析項目に追加しました。

当時の分析点数は、微量要素が 489 点、ビタミン・アミノ酸が 324 点でしたが、近年では

微量要素が 1,000 点程度、ビタミン・アミノ酸が 500 点程度の分析点数となっています。

Fe・Mn・Na・Cu・Zn・Co・Se は原子吸光光度計、粗飼料の Cl と S は蛍光 X 線分析機（粗

飼料以外のサンプルの Cl は沈殿法）で分析を行なっています。また、ビタミン・アミノ酸

の分析は高速液体クロマトグラフィーを使用しています。 

    

 

④ 物理的有効 NDF 割合 

 乳牛の高泌乳化に伴い、給与飼料における反芻源となる繊維質の確保が重要視されてい

ます。そのため、2007 年より、自給飼料のルーメンマット形成・反芻源としての有効性を

評価する指標として「物理的有効 NDF 割合」の拡充を検討し、2011 年に新たな分析項目と

して追加しました。分析には電動篩を用い（写真 7）、風乾物を 10 分間振とうした後、1.18mm

以上の篩に残った割合を物理的有効 NDF 割合としています。 

 

３．飼料分析結果の活用 

 飼料分析結果を活用した指導は、畜産事業の一環で行っています。本会職員が会員農協

や関係機関と連携して現地に直接赴き、飼料分析結果、飼養管理状況や乳検情報に基づい

た飼料設計を実施しています。また、飼料分析結果を現場で広く活用するため、会員農協

担当者、組合員や関係機関を対象として飼料設計に関する技術研修会などを開催していま

す。 

特にここ数年は、飼料穀物価格や肥料等の生産資材価格の高騰により、酪農・畜産経営

写真 6 原子吸光光度計 
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本会では土壌診断結果に基づく適正施肥を推進しており、会員農協が主催する施肥相談

会での指導、適正肥料銘柄を用いた現地実証試験等に取組んでいます。表 4、5 に草地およ

び飼料用とうもろこし畑における土壌分析値の集計結果を示しましたが、2011 年の分析点

数は、草地で 1,699 点、飼料用とうもろこし畑で 984 点となっており、畑作での分析点数

7,878 点と比較すると、酪農・畜産経営においては、まだ土壌分析が十分に定着していな

い状況であることがうかがえます。また、土壌ｐH や交換性石灰の分析値は基準値の下限

近くとなっており、土壌改良資材の投入や草地更新による改善が必要だと考えられます。 

 

 

 

図 5 土壌分析結果報告書 

表 4 草地土壌の年次別成分平均値 

 

 

 

以上のように、様々な取組みを通じて飼料分析を利用し、分析結果を多岐に亘って活用

しています。そのため、より精度が高く迅速な分析の提供と生産現場からの要望に応じた

分析項目の拡充が農産化学研究所における重要な課題となっています。 

 

４．土壌分析結果の活用 

 農産化学研究所で実施する土壌分析のフローチャートと分析結果報告書を図 4、5 に示し

ます。サンプル搬入から結果報告までの流れは飼料分析と同様ですが、土壌分析について

は、分析結果報告書に施肥設計の内容が記載されます。 

 

表 3 十勝管内のコーンサイレージの年次別成分平均値 

図 4 土壌分析のフローチャート 
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一方、投入した肥料の効果を作物の生育・収量に十分に反映させるためには、土壌の物

理性改善や有機物の投入などによる土づくりも必要となります。過去に実施した調査から、

土壌が硬くなることで牧草収量が低下することは実証されています。そのため、今後は、

化学分析結果のみならず土壌物理性なども考慮し、土壌分析結果を活用した草地更新・維

持対策をより一層推進する必要があると考えられます。 

 

５．最後に 

 安定した酪農・畜産経営を維持するためには、自給飼料生産・飼養管理の合理化による

メリットを最大限発揮することが重要となります。しかし、上述したように、近年は生産

年毎に自給飼料の栄養成分が変動する傾向にあります。そのため、給与前に栄養成分を的

確に把握し、飼料設計に活かすことが求められます。また、農産化学研究所では、全国か

らサンプルを受け入れていますので、是非ともご活用下さい。 

 

図 7 マッピングシステム画面 

 

 

また、本会では、畑作および酪農・畜産経営における施肥設計の普及推進や生産履歴デ

ータの営農への活用を目的として、対面型施肥設計システム（図 6）を 2010 年度に開発し

ました。このシステムは、会員農協が導入するマッピングシステム（図 7：地理情報、圃

場情報、組合員情報、土壌分析情報を統合管理するシステム）と連携し、指定した圃場の

土壌分析結果や作付希望作物などの情報から、施肥設計や土壌改良資材の必要量等が自動

計算される仕組みとなっています。さらに、システム画面上で使用銘柄や投入量の変更が

できるため、組合員と対面しながら綿密な施肥設計が可能となります。これらのシステム

を駆使し、土壌分析結果に基づいた適正施肥を推進することで、自給飼料の生産性向上に

貢献したいと考えています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 5 畑地土壌（飼料用とうもろこし）の年次別成分平均値 

図 6 対面型施肥設計システム画面 
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ところが大きく，非常に重要と考えています（写真 1～3）。 

  

 

弊社におけるフォレージテストの目的はお客様へ技術的なフォローを行うための支援

にあります。これらは粗飼料の現状把握からその内容に沿った給与メニュー設計など，ま

た現在生じている問題解決へのサポートとしても弊社営業担当者を通じて関係者で利用さ

れています。 

ただ，これら利用には迅速性も求められる場合もあります。例えば，結果返答に時間を

要してしまえばその粗飼料自体がなくなる可能性もあること，緊急を要する問題が生じて

いる場合等です。そのため，弊社では粗蛋白質や繊維に関係する項目などは近赤外分析（写

真 4～6），および無機成分や粗灰分は蛍光 X 線（写真 7）の 2 種類の非破壊分析を用いて，

迅速に分析結果を返答できるようにしております。 

２ 雪印種苗株式会社におけるフォレージテストへの取組状況 

雪印種苗株式会社 研究開発本部 

分析グループ 篠田英史 

 

1．弊社フォレージテストの現状 

弊社におけるフォレージテストは，北海道夕張郡長沼町にある北海道研究農場内の分析

グループで行われています。依頼試料は主に全国の弊社営業担当者を窓口としてお客様で

ある酪農家より頂いており，その 7 割程度は北海道内から依頼されています。 

弊社の過去 10 年の粗飼料分析点数推移を図 1 に示しましたが，このように粗飼料分析点

数は年々増加傾向にあります。これらは弊社の営業支援やお客様の支援が中心となってい

ます。これら試料は弊社営業担当者が訪問して頂き，当グループへ日々送付する仕組みに

なっています。試料は宅配便網の発達から，北海道内営業所からは発送の翌日，道外営業

所からは翌々日には着くのが通常です。一日に送付されてくる点数は 30-40 点程度，その

年の 1 番草サイレージやトウモロコシサイレージの開封が行われる秋から冬にかけての繁

忙期には 100 点を超える日もあります。 

 

 

２．フォレージテストを支えるマンパワーと 2 つの非破壊分析 

到着した試料は，依頼用紙に記載された乾草やサイレージ等の種類，草種，番草等の内

容，依頼される分析項目，試料の外観状況，におい等が確認されます。その後，分析を行

うための均一な試料に調製するために通風乾燥と粉砕処理を行います。これら工程はフォ

レージテストのラボ側の入口に当たり，分析機器等が発達した現在でもマンパワーによる
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しかし，この近赤外分析を有効に活用するにはその粗飼料の種類や草種，分析項目に対

応した検量線（結果を出すための複雑な回帰式）が必要になります。弊社もこの検量線を

独自に開発して分析結果の返答に用いてきました。ただ，同様な粗飼料分析を行う他の機

関でも同じようなことが行われ，その際結果に相違が見られるケースがありました。これ

ら相違が生産現場で「どちらの結果が正しいのか？」という混乱を招いた事例もあったこ

とから，平成 8 年より北海道内の試料に対しフォレージテストを行う機関が，精度の高い

近赤外分析検量線の作成・運用と各分析場所間差の解消を目的に集まり，フォレージテス

トミーティングという活動を行っております。この活動での検量線作成には北海道立総合

研究機構畜産試験場の御協力を頂いております。これら検量線のおかげで粗飼料の種類や

図 2 に示したように分析項目のバリエーションが増え，北海道内の粗飼料に対する対応力

も非常に向上しました。一方で，独自に検量線の開発も行っており，その活用や開発によ

りさらなる対応力の向上も弊社の課題としております。また残念ながらこれら検量線に該

当しない種類の粗飼料や項目は定法に従った化学分析で行うため，ある程度の時間を頂く

ことで対応しております。 

一方，弊社では無機成分測定には蛍光 X 線分析を用いています。これは試料に X 線を照

射した際に発生する 2 次 X 線である蛍光 X 線が無機成分元素ごとにエネルギーが違うこと

を利用して測定しています。海外フォレージテストでは無機成分の測定が近赤外分析で行

われているケースもありますが，基本的には無機成分に対する近赤外領域の吸収はないた

め，間接的な内容からの推定となり精度も劣る場合も多いようです。 

 

３．粗飼料分析結果について 

弊社では，1998 年よりこれら分析された結果が社内イントラ等のネット環境を用いて

営業担当者が閲覧できる仕組みになっており，営業担当者がよりお客様へフィードバック

し易い環境も作っております（写真 8，図 2）。お客様へのフィードバック方法はメールに

添付したり，FAX で送信したりと様々ですが，その分析結果は生産現場で給与されている

粗飼料ですから，現在でも訪問した際に印刷したものを直接手渡してお話しするケースが

一番多いかと思います。 
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表1. 2011年産と10年前の北海道内イネ科主体1番草粗飼料成分平均値

水分、テタニー比以外は乾物中％

年度 水分 粗蛋白質 ADF OCW Ob 粗脂肪 Ca P Mg K テタニー比 粗灰分

2011 75.0 11.6 42.4 69.0 59.8 3.77 0.44 0.27 0.14 1.91 1.51 6.85

2002 73.3 12.7 37.2 63.8 56.0 4.11 0.53 0.30 0.22 2.28 1.40 8.49

2011 42.5 10.7 41.1 68.6 60.4 2.74 0.38 0.26 0.14 1.91 1.70 6.88

2002 42.2 10.1 35.6 64.2 56.2 2.82 0.38 0.27 0.20 2.13 1.67 7.79

2011 16.7 7.0 44.1 74.2 68.4 1.65 0.32 0.22 0.12 1.51 1.56 5.76

2002 18.3 8.4 39.0 67.0 61.5 2.16 0.31 0.26 0.18 2.03 1.90 7.10
（弊社分析グループ調べ）

細切サイレージ

ラップサイレージ

乾草

 

 

これら結果の利用方法としては，成分把握とそれらを給与メニューに反映させるツール

として多く利用されています。一方で，近年の北海道のサイレージ発酵品質は，図 3 に示

すように，良質サイレージの目安である pH4.2 未満の割合が低下する等，品質が悪化傾向

にあります。そのため，粗飼料分析の利用方法としてサイレージ中の成分だけではなく，

その「発酵品質がどうなっているかを知りたい」というニーズも高まっているようにも思

います。これらサイレージ発酵品質は，サイレージ調製作業，原料草の品質，草地の植生

状況，堆きゅう肥を含めた肥培管理等にも関連するため，これらに関わる問題提起や解決

のツールとして粗飼料分析が使われるケースも増えています。 

 

４．フォレージテストから見えてきたこと 

皆様から頂いた試料の結果は図 1 に示したように数千点に及びます。それぞれの報告と

は別に，これらデータからの傾向等を情報として図 3 のような内容を提供させて頂いてい

る場面もあります。表 1 で分かるように 10 年前の粗飼料と比較してもその内容は変わっ

てきています。図 4～6 に示すように，ここ 10 年の北海道内サイレージの粗蛋白質や繊維

に関わる内容，無機成分を見ても一様ではなく，それぞれ傾向があります。これらには様々

な背景が見え隠れしております。例えばここ 10 年で考えると，近年は低蛋白質，高繊維

の傾向があり，春先から 1 番草収穫までの天候が安定しなかったことが要因の一つとして

も考えられます。また家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関わる法律の施行，

肥料などの高騰もあり，これらはカリウム含量やテタニー比が上昇した時期や，急激に低

下した時期と重ねると合致するのがわかります。 

フォレージテストは分析結果を出すだけではなく，これらを通じてこのような傾向も分

かります。情報提供についてもフォレージテストを行う機関の役割の一つとも考えており

ます。今後も皆様のお役にたてればと思っております。 
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（３）業務内容 

 業務運営方針の概念に「家畜防疫対策の推進」「家畜衛生対策の推進」「病性鑑定機能の 

向上」を掲げ、以下の主要課題について重点的に推進しています。 

①最重要家畜伝染病防疫体制強化及び牛ヨーネ病防疫対策の強化 

 口蹄疫、高病原性鳥インフルエンザを最重要家畜伝染病と位置付けて、監視体制、診断 

体制及び防疫体制の強化を推進しています。また、牛ヨーネ病について、生産者の本病へ 

の理解醸成に努めながら、清浄化対策の着実な推進を図っています。 

②生産性向上及び安全性確保並びに安全で安心な生産体制の確立支援 

 主に、牛白血病について関係機関・団体との連携により、分離放牧や区分飼育等伝播防 

止対策の実証展示を行っています。 

 また、飼料や動物用医薬品などの生産資材の適正な流通や使用について、分析・監視・ 

指導等を通じて、家畜畜産物の安全性確保を推進しています。 

 さらに、安全な畜産物等の生産管理システムであるＨＡＣＣＰ方式の取り組みへの啓発 

を進め、本県畜産物のブランド力向上について支援しています。 

③診断機能の強化及び検査資材・機器等の常備 

 最新の技術を用いた精度の高い病性鑑定機能の維持・向上を図っています。 

 また、診断技術の平準化を目指し、研修の充実を図るとともに、疾病等の診断・類症鑑 

別の迅速・高精度の維持のため、常時、確認補充・整備点検を行っています。 

 

２ 分析センター運営の経過 

 本県における自給飼料生産は土壌条件、肥培管理の適否等により地域或いは経営体ごと

に単収差が顕著で、かつ、目標水準を下回っている場合が多く認められます。 

 また、自給飼料の栄養価は肥培管理或いは生育ステージによって標準成分表と異なるた

め、飼料給与上栄養成分に過不足を生じ、このことが牛の生産力の低下を招き、ひいては

生理障害等疾病の発生要因となっています。 

 このため、昭和 60 年 3 月に自給飼料分析指導事業実施要領を策定し、自給飼料及び土壌

の分析（無料化）を通じて飼料の生産、給与技術の改善指導（図 1）を行い酪農及び肉用

牛経営の安定化に努めています。 

 

３ 岩手県における自給飼料分析センター活動の現状 

                    岩手県中央家畜保健衛生所 

                      上席獣医師 坂本正光 

 

１ 岩手県中央家畜保健衛生所の概要 

（１）はじめに   

当所は岩手山の東方に広がる丘陵地の一角、盛岡市から 10 キロメートル程北上した国

道 4 号線沿いに設置されています。 

 管轄は、県土を緯度に沿って 3 分割した中央部でその面積は 6,314 平方キロメートル（県 

全体の 41%）の広さを有します。表 1 は県内 33 市町村の家畜の飼養頭羽数を示します。乳 

用牛、肉用牛及びブロイラーが飼養戸数・頭羽数で全国上位に位置しており、放牧場数も 

多く放牧を活用した飼養体系が特徴となっています 

 

 

（２）組織体制 

 岩手県は平成 10 年度から県内 8 ヶ所の家畜保健衛生所を段階的な統廃合を経て、平成 

15 年度に現在の 3 ヶ所（中央・県北・県南）に再編整備しました。 

 当所の庁舎は平成 14 年度に現在地へ移転・新築したもので、敷地面積 5,920 平方メート 

ル内には本館・解剖棟・車庫・動物飼育舎が設置されています。本館 1 階には事務室、会 

議室、一般検査室、及び図書資料室を階上には病性鑑定や飼料分析の検査室等集中的な配 

備となっています。 

組織体制としては衛生課・防疫課・病性鑑定課の 3 課制が敷かれ、所長以下 28 名の獣

医師からなる家畜別専門職員、病性鑑定専門職員及び庶務職員 1 名と非常勤専門職員 4 名

が配属され、併せて本県の中核家畜保健衛生所として全県を所管する病性鑑定及び飼料検

査業務も担当しています。 
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（３）業務内容 
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３ 岩手県における自給飼料分析センター活動の現状 
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 なお、硝酸態窒素濃度は、分光光度計（二波長ＵＶ法）を用いた簡易分析により測定し

ています。 

 

４ 年間の分析点数及び利用者の概要について 

 図 2 は、過去 5 年間に依頼された生草、乾草、ＧＳ、ＣＳ、及びその他（生デントコー

ン、稲ＷＣＳ等）の種類別に区分した分析点数を示します。また、図 3 は、同年間の利用

者別分析点数を示し、利用者は乳用牛飼養農家、肉用牛飼養農家、放牧場管理主体、及び

ＴＭＲセンターが上げられます。 

 種類別分析点数（2 図）では、各年度とも生草分析点数の占有率が概ね 20％(90 点/449

点)～58％(291/503)と多く認められ、利用者別分析点数（3 図）では、放牧場管理主体の

占有率が概ね 16％(73/449)～39％(276/701)と乳用牛飼養農家に次ぐ依頼点数となってい

ます。これらのことは、放牧を活用した飼養体系による放牧草の栄養成分調査及び放牧地

の草地更新に係る基礎調査（特に平成 21 年度は多い）を反映しているものと考えられます。 

 

 

また、図 3 では、各年度の乳用牛飼養農家の分析点数の占有率が 36％(179/503)～56％

(252/449)と多く認められることから、①同飼養農家の採草地の耕作面積の多さが伺われる

こと、②ＴＭＲ（混合飼料）センターの依頼も増加傾向が認められることより、規模拡大

や後継者の問題等に基づく労働力・良質粗飼料確保の限界等を反映しているものと考えら

れます。なお、硝酸態窒素濃度は全点数について測定しています。 

図 2 種類別分析点数  

 

　　　　　　　　　　　　　　分析の依頼

　　　　　　　　　　受付

　　　　　　　　　　粉砕

　　　　　　　　分析前処理

　　　　　　　　　　分析

　　　　　　　　　　　　　　回答

農業改良普及センター

　　　　　　　　　　　　　　指導

　　　　　　　　畜産農家等

岩手県中央家畜保健衛生所
（分析機関）

（分析データを基に飼料給与・肥培管
理等に関する診断書を作成）

　畜産農家等
（分析飼料採取）

　　農業改良普及センター

図１　自給飼料分析指導事業における
分析業務の流れ

 

 

３ 分析方法と項目 

 飼料の成分分析は近赤外線分光光度計法（ＮＩＲＳ）と化学分析法により実施していま

す。 

 混播生草、乾草、グラスサイレージ（ＧＳ）及びデントコーンサイレージ（ＣＳ）は、

主にＮＩＲＳによる簡易分析を行い、水分、粗蛋白質、粗繊維、粗脂肪、酸性デタージェ

ント繊維（ＡＤＦ）、中性デタージェント繊維（ＯＣＷ/ＮＤＦ）、低消化性繊維（Ｏｂ）、

Ｐ、Ｋ、Ｃａ及びＭｇの各成分を測定しています。さらに、測定値から細胞内物質（ＯＣ

Ｃ）＋高消化性繊維（Ｏａ）、ＴＤＮ、ＤＣＰ及びテタニー比の各値を推定式により算出し

ています。 

 また、その他として、生デントコーン、稲わら、及び芝草等の検量線がなくＮＩＲＳで

測定できない場合は、定法に基づき化学分析を実施しています。 
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 以上、各年度ともある程度の栄養成分(ＴＤＮ、ＤＣＰ)及び安全性(硝酸態Ｎ濃度)が確

保できる状況でした。このことは、自給飼料分析事業における飼料分析結果等に基づく、

施肥管理指導等が寄与しているものと思われました。 

 

６ 分析結果の回答内容と方法について 

 分析結果の回答内容は、ＴＤＮ、ＣＰ、ＤＣＰ、及び粗脂肪などの栄養指標項目及び粗

繊維、ＯＣＷ、Ｏb などの繊維指標項目と各ミネラル値・硝酸態Ｎ濃度並びにテタニー比

の他、前年度の牧草の調整別及びＣＳの各検査項目の平均値・標準偏差を参考値としたも

のと分析値を比較検討し、農家等への還元上の注意事項も併せて回答しています。また、

検量線がなく化学分析に供した場合は、分析値の他、参考として、日本標準飼料成分値及

び飼料給与上の注意点について併せて回答しています。 

回答方法は、依頼した各農業改良普及センター担当者にメールで回答します。 

 

７ 分析結果の活用状況 

 農業改良普及センターでは、分析結果を①乳用牛・肉用牛飼養農家では、飼料給与指導 

に係る飼料給与設計の基礎数値、飼料栽培（施肥管理・収穫・調製方法）の評価、施肥管 

理及び各部会検討会・研究活動支援、②放牧場では、施肥管理及び放牧・集約放牧に係る 

養分供給の評価、③ＴＭＲセンターでは、混合飼料の成分調整・計算等に活用しています。 

図 5 種類別ＤＣＰ及び硝酸態Ｎ濃度の平均値の推移（H19～H23） 

 

 

５ 種類別栄養成分（ＴＤＮ,ＤＣＰ）及び硝酸態窒素濃度の平均値の推移について 

 図 4 は、種類別ＴＤＮの平均値の推移(H19～H23)を示します。ＣＳ及び生草のＴＤＮは、

年度毎に微増は認められるものの同順序で 70％～75％、58％～61％の範囲内です。また、

乾草及びＧＳのＴＤＮは、概ね 55％を維持しています。 

 

 図 5 は、種類別ＤＣＰ及び硝酸態窒素濃度の平均値の推移(H19～H23)を示します。生草、

乾草、ＧＳ、及びＣＳのＤＣＰは、同順序で概ね、11％～13％、6％～8％、6％～7％、及

び 3％を維持しており、生草の硝酸態Ｎ濃度はＤＣＰの上昇に伴い、上昇傾向を示しまし

たが、その他の種類と同様に、安全域(ＤＭ中 0.1％未満)を推移しています。 

図 4 種類別ＴＤＮの平均値の推移(H19～H23) 

図 3 利用者別分析点数 
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４ 鳥取県における飼料分析活動の現状 

                    鳥取県農林水産部農林総合研究所畜産試験場 

                          酪農・飼料研究室長 吉岡 勉 

 

１．畜産試験場の組織概要 

 鳥取県畜産試験場には肉用牛研究室、育種改良研究室及び酪農・飼料研究室の 3 研究室

がありますが、自給粗飼料の生産・調製技術に関する試験や飼料分析業務については酪農・

飼料研究室が担当しています。以前は草地飼料科という部署があり、専ら飼料生産に関わ

る試験を行っていましたが、組織改革やスリム化の影響で酪農部門との合併により現在の

編成となっています。平成 20 年度までは国の系統適応性検定試験にも参加し、公的品種

の育成にも携わっていました。現在は県の奨励品種選定試験としてイタリアンライグラス、

トウモロコシを中心とした栽培試験を実施しています。また、農家の圃場をお借りした現

地試験も行っており、クローバーを利用したリビングマルチ栽培試験や、（独）農研機構中

央農業総合研究センターの協力によるトウモロコシの耕耘同時畝立て栽培試験等を実施し

ています。来年度からはタバコの廃作等により遊休農地化が進む砂丘地での飼料作物栽培

の可能性についての試験も実施予定です。 

 

２．飼料分析センターとしての取り組みの経過 

（１）鳥取県における飼料分析業務の始まり 

 当県は、昭和 58 年度から本格的に飼料分析業務を開始しました。当時、県内の酪農家

は飼料標準成分表に記載されている標準値を基に給与メニューを設計するのが当たり前で

したが、県内酪農専門農協の職員が飼料分析の実態を把握するためアメリカに視察に行っ

た際、アメリカの酪農家が飼料会社の行う成分分析結果を活用して自分自身で給与メニュ

ーを設計していることに強く感銘を受け、帰国後、県に対して早急に飼料分析業務を実施

する体制を構築するよう要望したとのことです。県はそれを受け、近赤外分析計を畜産試

験場に配備し、飼料分析業務を行うこととなりました。 

 

（２）自給飼料分析指導センターと鳥取県飼料給与改善指導協議会の発足 

 県が飼料分析業務を開始するにあたり、飼料分析の実務を行う組織として「自給飼料分

析指導センター」が畜産試験場内に設置されました。それとは別に農家指導を担当する組

８ 今後の課題等について 

（１）ＴＭＲセンターと飼料分析について 

ＴＭＲセンター設立の背景は、 

 ア 飼養者の高齢化に伴う後継者の問題の軽減 

イ 規模拡大に伴う労働力不足及び適期収穫による良質粗飼料確保 

 ウ 家畜糞尿処理の問題の軽減 

 エ 生産機械・資材等の負担減 

 であることから、今後、畜産農家の飼料生産コストの削減とゆとりある畜産経営に資す 

るため、地域畜産振興におけるＴＭＲセンターの重要性は増大する一方であると考えら 

れます。 

今後、ＴＭＲセンターの利用農家増加に伴い、混合飼料の生産増加が見込まれることか 

ら、混合飼料の基礎となる粗飼料の分析点数も増加すると考えられます。 

実績として、化学分析に供する生デントコーン等も認められ、当該粗飼料の分析時間の 

迅速性・精確性を図る必要性から、生デントコーン等の検量線の作成は急務であると考え

られます。    

（２）問題点と今後の課題 

①分析機器について 

 現在、利用している検量線は 10 年前のものであり、近年の温暖化の影響も伴い、粗飼料 

の植生の変化も考慮する必要性があると考えられます。そのため、各粗飼料の検量線の更 

新も重要な課題であると思われます。また、財政的には分析機器の老巧化に伴う保守・点 

検・修理等について困難な状況であります。このことは、自給飼料分析指導事業に基づき、 

無料での分析業務であることが機器の更新及びメンテナンス等に支障をきたす要因と思わ 

れます。 

②分析体制について 

 現在、専門に分析業務に従事しているのは非常勤専門職員の 2 名であり、回答・予算管 

理等については、家保職員 1 名で対応しています。分析依頼の点数には季節的に差が認め 

られ、年末には当該年度の畜産部会検討会・ＴＭＲ成分調整・計算などのため月 50 点前後 

の依頼増加を認め、労力的負担が大きい現状があります。 

 このため、早急に、それら問題点等に対する改善施策を構築・推進し、精確・迅速な分 

析体制の維持に資するかが重要なテーマであると考えられます。 
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いましたが、平成 14 年頃から粗飼料分析依頼件数が大幅に伸び始めたため、濃厚飼料も

含めた畜産飼料全般の分析業務は畜産試験場が担当する体制に移行しています。 

 

３．分析手数料と分析項目 

 分析手数料については一般成分一式で１件あたり 700 円としており、近県の分析センタ

ーと比較すると低い設定になっています。また、原子吸光光度計によるミネラル分析につ

いても実施していますが、こちらは 1 項目あたり 700 円を徴収しています。 

   表１ 分析手数料と分析項目 

一般成分分析値

水分 ＣＰ ＥＥ ＣＦ ADF NDF CA 硝酸態窒素 ｐＨ

ミネラル分析値

Ｃａ Ｐ Ｍｇ Ｋ Ｎａ

700円 700円 700円 700円 700円

一式700円

 

   ※この他、計算によって算出される数値（例：NFE、NFC、TDN 等）も報告 

 

   平成 16 年度から県の手数料徴収条例を変更して分析手数料を徴収することとなった際、

手数料の額をいくらに設定するかについても議論されました。県としては、「農家の経営改

善指導には飼料分析結果の有効活用が不可欠である」という飼料給与改善指導協議会の理

念を重視した上で、農家が負担を感じないような安い額に設定すべきだという結論に達し、

上記の金額が設定されました。なお、当県では手数料の額について近県との比較や人件費

を含めた試算を基に 3 年に一度見直し協議をすることになっています。昨年も協議が実施

され、一度は財政当局から値上げの意向が示されましたが、近年大きな問題となっている

飼料価格の高騰や、生乳・牛肉といった畜産生産物価格の低迷による農家経営の悪化とい

った畜産を取り巻く厳しい状況についての理解が得られ、飼料分析の手数料を値上げする

ことは適切ではないという判断のもと現在の額を据え置くことで決着しています。 

 

４．年間分析点数の増加と分析依頼内容の概要 

（１）分析点数の推移 

   昭和 60 年度からの推移を見てみると当初は 200 件あった分析点数ですが、平成 4 年に

 

織として、農協、飼料会社、農業改良普及所、家畜保健衛生所等で構成される「鳥取県飼

料給与改善指導協議会」も同じ時期に発足しました。これにより、飼料分析結果を基に関

係者が一体となって農家指導を行うという待望の流れが完成しました。 

 協議会の運営費は、構成員が拠出する年会費（1～2 万円）と分析依頼農家からの負担金

（1,000 円／分析件数）で賄われており、研修会の開催及び農家指導に関わる経費や、分

析指導センターで使用される試薬や資材の購入費に充てられていました。従って、分析指

導センター（畜産試験場）は、いわゆる分析手数料に相当する料金を、農家からではなく

協議会から「実費負担」という形で受け取り、分析業務と給与診断業務を実施していまし

た。当時はまだまだパソコンが珍しい時代でしたが、計算ソフトを活用した給与診断メニ

ュー表は酪農家の給与改善指導の基礎資料として大いに力を発揮していました。 

 

（３）飼料給与改善指導協議会の解散と新たな体制 

 平成 15 年度になり、県機関の手数料収入に

関する見直しの動きが活発になりはじめ、それ

まで手数料を徴収せずに行ってきた飼料分析業

務についても、今後は手数料を徴収すべきであ

るとの見解が県の財政当局から示されました。

そのことをきっかけに県として飼料分析業務に

どう携わっていくかの議論がなされた結果、飼

料給与改善指導協議会を解散し、平成 16 年度

以降は県が農家から直接手数料を徴収して分   写真１ 近赤外分析計での作業 

析業務を実施する体制に変更することとなり、現在に至っています。 

 また、平成 13 年度には故障により稼働していなかった近赤外分析計をニレコＮＩＲＳ

6500 システムに更新し、新たにトウモロコシサイレージ、イタリアンサイレージ、牧乾草、

飼料稲ＷＣＳ等の検量線を作成し分析を開始しました。それまでは公定法による分析業務

を担当者１名で行っていましたので一週間以内に分析結果を出すことは非常に困難でした

が、近赤外分析計を導入したことで正確な分析結果を迅速に回答出来るようになり、増加

し続ける分析依頼に対応することが可能となりました。 

 余談になりますが、当時の飼料分析業務の役割分担は、自給粗飼料を中心とした粗飼料

の分析は畜産試験場が担当し、収去も含めた濃厚飼料の分析は中小家畜試験場が担当して
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料に対する問題意識も高まり、積極的に飼料分析を活用し始めたことも分析点数の増加に

関わる大きな原因となっていたものと考えられます。 

 

（２）鳥取県における分析依頼の変遷 

   飼料分析が始まった当時は、自給飼料の成分を明らかにして飼料設計の正確性を高める

こと、あるいは分析結果を参考に自給飼料の栽培管理を行うことが最大の目的でした。そ

れは現在も変わっていませんが、当場に持ち込まれる飼料の種類は幅が広がってきており、

飼料分析結果の活用法に多様性が出てきたことを現わしています。 

 図２ 分析を実施した飼料の種類について 

   当県の特徴の一つとしてあげられるのは、ＴＭＲの分析を行っているということではな

いでしょうか。通常、ＴＭＲの成分については個々の材料の成分値と混合割合を基に計算

しています。したがって、あくまでも推定値の域を出ないため、計算値が泌乳成績に反映

されないケースがあり、農家の悩みの種でもありましたが、試験的にＴＭＲを分析したと

ころ、農家からの反応は良好で、本格的に分析してもらいたいという要望が多く寄せられ

たため、現在も継続しています。農家は自分の設計した成分推定値と実際の分析値との差

を見ながら、材料草のチェックや混合割合の変更を行っています。ＴＭＲの分析法につい

てですが、様々な材料が混在し農家ごとに混合割合が大幅に変化するＴＭＲの性格上、近

赤外分析計法はなじまないと考え、いわゆる手分析で行っています。 

   近年は自給粗飼料やＴＭＲに加えて輸入粗飼料の分析依頼も増加傾向にあります。農家

 

は 55 件にまで減少しました（図１）。その後は増加傾向に転じ平成 23 年度には 807 件の

分析を実施しています。平成 14 年度以降の伸び率が特に高くなっていますが、その理由

として考えられる要因がいくつかあります。まず一つはこの頃から農家の意見や要望を基

に分析項目の追加や報告様式の変更を行ったこと。次に、分析する飼料を自給飼料に限定

するのではなく、試験的にＴＭＲの分析を開始したことがあげられます。 

              図１ 飼料分析実施点数の推移 

   またこの頃から、県東部を中心に飼料用稲を利用する取り組みが始まりました。栽培面

積は年を追うごとに急増していったものの、当時は飼料用稲の栽培特性や飼料としての価

値について未知の部分が多かったため、適正な刈取り時期の判定や、牛への給与方法を模

索する中で飼料分析結果の活用が必要不可欠であったことも分析点数の増加に関わる大き

な要因の一つとなっています。 

   飼料用稲の取り組みが盛んになる中、自給飼料の大切さが再認識され、県内各地で大規

模なコントラクター組合が組織され始めたのもこの時期です。東部を中心として活動して

いるコントラクターは専用収穫機を多数導入し、主に稲ＷＣＳの収穫について約 150ha の

水田で作業を請け負っており、また、中部にある３つのコントラクターではそれぞれが６

条刈コーンハーベスターを導入してトウモロコシサイレージの刈取り、調製作業を実施し、

多い時には約 135ha の面積を請け負うなど、活発な取り組みが行われています。それに伴

い、普及員や専門技術員に加え専門農協の職員や飼料関係業者といった指導者側の自給飼
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（１）牧草・飼料作物の分析結果報告 

   結果報告書は図３のとおりです。

当場では依頼を受けた農家になる

べく分かりやすい形で結果を報告

することを念頭に報告様式の変更

を重ねており、現在は「日本標準

飼料成分表」（独立行政法人農業・

食品産業技術総合研究機構編、中

央畜産会）に記載されている数値

を「標準値」としたレーダーチャ

ートを作成し、分析した飼料の特

徴が一目で分かるような様式で報

告しています。また、分析結果に

気になる傾向が見られた場合など

については、担当者からコメント

を加えて回答することもあります。                               

                        

                      図３ 牧草・飼料作物の分析結果報告書 

（２）ＴＭＲの分析結果報告 

   当県の飼料分析業務の特徴の一つとしてあげたＴＭＲの分析ですが、報告様式も他の牧

草・飼料作物とは異なる様式になっています（図４）。そもそもＴＭＲの成分は個々の農家

が自分の狙う泌乳量や乳成分に合わせて調製するため、その成分値は農家ごとに大幅に異

なります。よって、標準値の設定や比較検討などは行わないこととし、各自が自分の想定

する成分値と比較して頂くことになります。 

   一方、ＴＭＲの切断長によって差が生じる「物理性」については、パーティクルセパレ

ーターという四段重ねのふるいを使って分析した粒度分布の指標が示されているため、比

較検討が可能です。ＴＭＲは乾草やサイレージといった粗飼料と濃厚飼料をミキサーで混

合してから牛に給与する方法ですが、混合時間が短すぎて切断長が長いままだと牛が選び

食いをしてしまうため、アシドーシスを引き起こす原因にもなりかねません。逆に混合時

間が長すぎて切断長が短くなってしまっても、ルーメン内通過速度が速過ぎて消化不良を

 

は高泌乳牛群を維持するためにも、粗飼料のＮＤＦ含量やタンパク質含量について厳しく

チェックしています。そのため、従来は比較的安定していると考えられていた輸入粗飼料

についても、こまめに分析することが定着してきました。また、高濃度だと繁殖性に悪影

響を与える「硝酸態窒素濃度」や含有率が高ければ周産期病発生の要因となる「カリウム

含量」を確認する農家が増えていることも輸入粗飼料の分析点数が増加している要因とな

っています。 

 

（３）分析依頼者の概要 

   分析業務開始当初は酪農家自身が当場に直接依頼することがほとんどでした。現在もＴ

ＭＲセンターや農家が直接依頼してくる場合もありますが、近年は飼料設計がより複雑か

つ精密化していることもあり、農家から設計を委託されている飼料業者が当場に分析を依

頼してくるケースが増えています。ま

た、自らが商品として取り扱う乾草の

栄養成分値や硝酸態窒素濃度が気にな

る場合に、当場へ持ち込んで事前に確

認する場合も有るため飼料業者からの

分析依頼は増加傾向にあります。 

   また、毎年各地域で開催されている

サイレージコンテストに出品される検

体や自給飼料研修会用の資料として利

用される検体については各地域の酪農   写真２ サイレージコンテストの様子 

  組合や改良普及員から分析を依頼され、同時に当場の研究員が審査員や講師として招かれ

ています。研修会には若手酪農家が多く参加し、熱心な意見交換が行われています。 

    

５．分析結果の通知内容と方法 

   分析結果については公文書で依頼者に回答していますが、回答までに日数が掛かること

もあるため、分析結果がまとまり次第、ファクシミリで速報結果をお知らせすることとし

ています。依頼を受けてから概ね一週間以内を目途に回答するよう努力していますが、Ｔ

ＭＲやミネラル成分の分析依頼が多数重なった場合は、若干時間が掛かることもあります。 
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意見も頂いているところです。新たな指標作りについては、酪農家の現状をしっかり把握

しながら検討していくことが重要であり、農家の実態に沿ったバージョンアップをしてい

かなければならないと感じています。 

ＴＭＲの物理性の改善対策には新たな投資は必要なく、ＴＭＲミキサーへの材料投入順

序や混合時間を変更するだけで実行出来るため、農家の意識さえ高まればすぐにでも取り

組むことが可能です。当場にＴＭＲを持ち込まれる酪農家の中には、牛の調子や乳質を見

ながらＴＭＲを調製されている農家が多く、自分の感覚と分析結果を照らし合わせて納得

のいくまで何度でも分析を依頼されます。今後、当場を含めた指導機関が一体となり、こ

ういった農家を一軒でも増やすことを目標に、引き続き農家に啓発していく必要があると

考えます。 

 

６．今後の課題 

 県内には自給飼料を利用しているＴＭＲセンターは２カ所あり、何れのＴＭＲセンター

も当場の飼料分析を利用しています。ＴＭＲセンターとしては各利用農家の希望する栄養

成分を満たしたＴＭＲを供給しなければならないため、ＴＭＲ材料の栄養成分及び完成品

のチェックは欠かせません。その点は非常にシビアであるため、継続的に当場へ分析依頼

をされています。 

 しかし、ＴＭＲセンターが稼働してから数年間は頻繁に分析するものの、ある程度時間

が経つと分析の回数が減ってくる傾向も見られます。問題が起きていないので分析を実施

しないという気持ちも理解できますが、何か起きてからでは遅いということもあるのでは

ないでしょうか。定期的にチェックを行う体制を構築しておけばＴＭＲ材料の変化に敏感

に対応出来るため、粗悪な材料を使い続けることも無くなりますし、二次的効果として、

ＴＭＲセンター職員の意識向上にもつながります。こういった意識の高さを保つことは大

変ではありますが、近年の厳しい畜産情勢を乗り切るためにはこういった部分から改善し

ていくことが今後の課題だと言えます。当然これはＴＭＲセンターだけの話ではなく、個

人経営農家にも当てはまります。ただし、飼料分析結果の正しい理解が無ければそれが経

営に活かされることも無いため、各関係指導者の適切なアドバイスが重要になってきます。

当場が関係者を対象に主催する飼料分析研修会等も近年は開催されていないため、関係者

の意識が若干薄れていることもあるかもしれません。ここは素直に反省し、今後、改善し

ていかなければならない点です。 

 

起こしたり十分な反芻行動が誘起

されないといった問題が生じる可

能性があります。従って、乳牛の

健康を維持しつつ、泌乳能力を最

大限に引き起こすことが出来るＴ

ＭＲの切断長、いわゆる物理性に

ついての指標を数値で示すことは

酪農家に対する飼養管理技術指導

の手法の一つとして大変有効だと

考えられます。パーティクルセパ

レーターを開発したペンシルベニ

ア州立大学はアメリカの飼養管理

技術に最適な物理性の指標を示し

ており、日本でもこの指標を使っ

た指導が行われています。県内で

も同様にこの指標を使って指導を

行っていましたが、平成 16 年度      図 4 ＴＭＲの分析結果報告書 

から 18 年度にかけて当場が行った「適正なＴＭＲ調製技術についての検証」という調査事

業の中で県内酪農家のＴＭＲの物理性について調査した結果、16 戸の平均値が鳥取県の推

奨値となり得るという結果が得られたため、分析結果報告書に記載して農家が目指す指標

として提案しているところです。この調査は、当時 20 戸あったＴＭＲ利用農家のうち、16

戸の酪農家を抽出してＴＭＲの成分分析調査やパーティクルセパレーターによる切断長の

調査に加え、ＴＭＲの材料の種類や投入順序、撹

拌時間等について聞き取りを実施し、牛群検定成

績と照らし合わせながら県内の飼養管理技術の実

態を把握するという調査でした。現在もこの時の

調査結果を基にＴＭＲ調製技術の指導を行ってい

ますが、近年、ＴＭＲ利用農家の増加に伴いＴＭ

Ｒのタイプも多様化しているものと思われ、指標

の見直しを行う必要があるのではないかという  写真３ パーティクルセパレーター 
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５ 福岡県における「粗飼料分析診断：フォーレージテスト」                   

福岡県農業総合試験場 畜産環境部 

専門研究員 棟加登 きみ子 

 

１ . 「粗飼料分析診断」の運営体制 

福岡県では昭和61年より近赤外分析計を用いた、「粗飼料分析診断：フォーレージテス

ト」を実施しています。 

運営は、畜産課の自給飼料生産増産推進に係る事業の中で、現地で生産された飼料作物

を迅速に分析・評価し、その結果をもとに技術指導を図る体制をとっています。具体的に

は、下記のように実施しています（図１ ）。  

①生産者は地域の普及指導センターを通じて分析の申し込を行います。 

②普及指導センターは毎週火曜日にサンプルと申込用紙を粗飼料分析センターに搬入しま

す。 

③粗飼料分析センターはサンプルを乾燥、粉砕して、毎週木曜日に近赤外分析計で測定、

ＦＡＸで普及指導センターに分析結果を返送します。 

④普及指導センターが生産者に分析結果の通知を行い、結果を活用して飼料栽培管理及び

給与に関わる技術指導を実施します。 

⑤分析申し込みから分析結果通知まで約 1 週間を要し、県の事業という体制ですので現在

まで無料で分析、指導を行っています。 

 

 

  事 業 主 体 （畜産課） 
 

連絡・調整       連絡・調整  
 
 

 
ｻ ﾝ ﾌ ﾟ ﾙ ･ 申込用紙送付       ｻ ﾝ ﾌ ﾟ ﾙ ･ 申込用紙送付 
 

生産者           サブセンター           粗飼料分析センター 
 

分析結果通知 （普及指導    分析結果通知  （農業総合試験場） 
指導       センター等） 
 

 図 １  「 粗 飼 料 分 析 診 断 」 運 営 組 織  
 
 

 

 

 また、飼料分析を利用している農家が固定化されつつあるので、新たな利用農家を増や

すことも今後の課題と言えるかもしれません。依頼件数が増加し始めた頃は、若手酪農家

を中心に、飼料業者、指導関係者等の多くの方々と一緒に勉強しながら分析結果について

話し合い、分析項目の拡充を図った時期がありましたが、近年はそういった広がりが少な

くなってきました。改良普及員が農家指導活動の一環として若手酪農家を集めて飼料の勉

強会を開催することもありますので、そういった機会を利用して飼料分析に対する知識を

深めて頂くことが出来ればこれまで以上に飼料分析を活用する農家が増えるのではないか

と期待しています。また、当場もそういった勉強会にはできる限り参加して農家のニーズ

を把握したうえ、これまで以上に農家から必要とされる飼料分析業務となるよう、努力し

ていきたいと思います。 
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分析結果通知書（例） 

分析コード   ２０１２００１ 
福岡県農業総合試験場 
［平成２３年 １月  １日］ 

依頼者氏名 ○○○ 殿 
市町村    筑紫野市 
組合名   △△酪農業協同組合 
経由機関名 □□改良普及センター 

 
先に申し込みのあった飼料の近赤外分析計による分析結果は次のとおりです。 

 
                  記 

１  サンプルの概要 
   草  種  イタリアンライグラス        品種  五月晴 
   播種日  10/22      収穫日  5/28     刈取熟期 出穂期 
   調製品  生草                 添加物 

備  考  ２番草 
 

２  飼料成分分析値 
  1)栄養成分 

単位  ％               単位  ％ 

項目   分析値  適期刈成分含量  項目    分析値  適期刈成分含量 
  ＭＯＩＳ． 82.3    －       ＯＣＷ    64.5    61.0   

ＣＰ    12.2    11.0      Ｏａ     22.9    21.0   
ＥＥ     2.4     2.4      Ｏｂ     41.4    40.0   
ＮＦＥ   42.2    43.6      ＡＤＦ    36.3    35.0   
ＣＦ    33.6    33.0      ＥＤＯＭ  48.2    50.0   
ＣＡ     9.6    10.0      ＤＣＰ     7.7     6.6   

  ＯＣＣ   25.9    29.0      ＴＤＮ    60.4    62.0  
注 1)MOISU. は 現 物 中 ％ で す 。 

注 2) 適 期 刈 り の 成 分 含 量 は 農 業 総 合 試 験 場 の 成 績 で す 。 

注 3)MOIS. 水 分  CP 粗 蛋 白 質  EE 粗 脂 肪 NFE 可 溶 無 窒 素 物 CF 粗 繊 維 OCC 細 胞 内 容 物 質 

OCW 総 繊 維  Oa 高 消 化 性 繊 維  O ｂ 低 消 化 性 繊 維 ADF 酸 性 ﾃ ﾞ ﾀ ｰ ｼ ﾞ ｪ ﾝ ﾄ 繊 維 

        EDOM 高 消 化 画 分 (OCC+Oa)  

  ３  分析レーダーチャート 

 
４  サンプルに対するコメント 
（注：蛋白質分画はシステムが対応していないため、手書きで返送しています。 

現在、飼料用稲のみの分析です 。）  

図２ 分析結果通知書 

成 分 名  適 期 刈 値  分 析 値  

Ｔ Ｄ Ｎ   62.0     60.4 

Ｃ Ｐ    11.0     12.2 

Ａ Ｄ Ｆ   35.0      36.3 

Ｏ Ｃ Ｗ   61.0     64.5  

Ｏ ａ    21.0    22.9  

２．分析対象の飼料作物、分析項目等 

 近赤外分析計で飼料成分を分析するには、飼料作物の種類や飼料成分毎に分析用検量線

を作る必要があります。この、検量線は①栽培面積、②普及指導センターからの要望、③

行政ニーズ対応等を基に、農業総合試験場の試験課題「飼料の迅速評価技術」の中で作成

してきました。これまで、分析可能な飼料作物や分析項目の拡大を図ってきた結果、現在

では自給及び輸入粗飼料合わせて 14 種類の飼料作物が分析できます（表１ ）。  

分析項目は一般成分（水分、粗蛋白質、粗脂肪、可溶性無窒素物、粗繊維、粗灰分 ）、

繊維分画（細胞内容物質、総繊維、高消化性繊維、低消化性繊維、酸性デタージェント繊

維、高消化性成分）です。また、給与飼料設計の高度化に対応するために蛋白分画（溶解

性蛋白質、分解性蛋白質、非分解性蛋白質、結合性蛋白質）の検量線作成を進めています。 

近赤外分析計で分析する飼料成分項目は上記のとおりですが、分析結果通知書には可消

化養分総量（ＴＤＮ）を加えるようにしています。ＴＤＮは高消化性繊維や総繊維等の含

量から推定することができます。これより、ＴＤＮの推定式がある草種では分析値を用い

て計算したＴＤＮを加えています。また、適期刈りができているかの確認ができるよう、

県内で適期刈りした値と比較したレーダーチャートも掲載しています（図２ ）。  

 
表 1  検量線 と 分析対象飼料作の種類   

 
イタリアンライグラス乾草・サイレージ トウモロコシサイレージ 
ソルガムサイレージ          イナワラ 
ギニアグラスサイレージ        ローズグラス乾草・サイレージ 
スーダングラスサイレージ       イタリアンライグラス + 麦類サイレージ 
輸入アルファルファ          輸入スーダングラス 
輸入バミューダグラス         輸入チモシー 
輸入ライグラス            飼料用稲サイレージ 
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分析結果通知書（例） 

分析コード   ２０１２００１ 
福岡県農業総合試験場 
［平成２３年 １月  １日］ 

依頼者氏名 ○○○ 殿 
市町村    筑紫野市 
組合名   △△酪農業協同組合 
経由機関名 □□改良普及センター 

 
先に申し込みのあった飼料の近赤外分析計による分析結果は次のとおりです。 

 
                  記 

１  サンプルの概要 
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   播種日  10/22      収穫日  5/28     刈取熟期 出穂期 
   調製品  生草                 添加物 

備  考  ２番草 
 

２  飼料成分分析値 
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単位  ％               単位  ％ 

項目   分析値  適期刈成分含量  項目    分析値  適期刈成分含量 
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ＣＰ    12.2    11.0      Ｏａ     22.9    21.0   
ＥＥ     2.4     2.4      Ｏｂ     41.4    40.0   
ＮＦＥ   42.2    43.6      ＡＤＦ    36.3    35.0   
ＣＦ    33.6    33.0      ＥＤＯＭ  48.2    50.0   
ＣＡ     9.6    10.0      ＤＣＰ     7.7     6.6   

  ＯＣＣ   25.9    29.0      ＴＤＮ    60.4    62.0  
注 1)MOISU. は 現 物 中 ％ で す 。 

注 2) 適 期 刈 り の 成 分 含 量 は 農 業 総 合 試 験 場 の 成 績 で す 。 

注 3)MOIS. 水 分  CP 粗 蛋 白 質  EE 粗 脂 肪 NFE 可 溶 無 窒 素 物 CF 粗 繊 維 OCC 細 胞 内 容 物 質 

OCW 総 繊 維  Oa 高 消 化 性 繊 維  O ｂ 低 消 化 性 繊 維 ADF 酸 性 ﾃ ﾞ ﾀ ｰ ｼ ﾞ ｪ ﾝ ﾄ 繊 維 
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  ３  分析レーダーチャート 

 
４  サンプルに対するコメント 
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図２ 分析結果通知書 
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４．分析依頼者の変遷 

 従来の分析依頼者は大家畜農家、公社牧場、市町村事業、農業総合試験場（業務、試験

飼料）、変わったところでは動物園でした。 

 近年では、飼料用稲の利用が増えたこと、加工調製方法がロールベールになったこと、

コントラクターが増加してきたことなどにより、耕種農家やコントラクターからの分析依

頼が来るようになりました。今後、耕種農家等からの分析依頼は、さらに増えると思われ

ます。 

 

５.分析結果に基づく指導事例 

普及指導センターでは分析結果を活用して、個別あるいは地域の飼料栽培管理及び給与

に関わる技術指導を実施しています。この事例として、Ｈ22~23 年度にある普及指導セ

ンターが行った、飼料用稲－イタリアンライグラスの地域内品質向上の取り組みを紹介し

ます。 

表２に飼料用稲 4 品種の栽培特性、乾物・栄養収量を示しました。これは、管内農家

に飼料用稲の新しい品種を導入するために行った調査結果です。調査の結果、品種間に差

はなく、飼料用稲の飼料成分は、おおむね粗蛋白質（ＣＰ）6％、ＴＤＮ50％で、イタリ

アンライグラスの開花～結実期、または、スーダングラスの出穂期に相当することを明ら

かにしました。また、ＴＤＮ収量は 0.6t/10a 以上確保できることもわかりました。 

粗飼料分析診断の結果は、飼料用稲の飼料成分含量の比較やＴＤＮ収量調査で活用され

ています。 

  図４にイタリアンライグラスサイレージ中ＴＤＮ含量の経年変化を示しました。この普

及指導センターでは高品質牧草生産にも取り組んでおり、品種選定と栽培技術指導による

改善を行った結果、Ｈ20 年度に比べてＨ22 年度以降はＴＤＮ含量が約 1 割向上しました。 

 このように、粗飼料分析診断の結果は新品種導入や栄養価改善に活用されています。ま

た、分析結果は自給飼料の品質を確認して酪農家全体で課題意識を共有するためのサイレ

ージ共励会や品質検討会にも活用されています。 

 

 

 

 

３.分析件数の推移 

 図３に直近 10 年間の分析点数の推移を示しました。分析総点数はＨ14 年（439 件）から

Ｈ18 年（285 件）に減少しましたが、Ｈ18 年からＨ21 年（589 件）にかけては急増しまし

た。なお、Ｈ22 年以降の分析点数減は近赤外分析計の故障等によるものです。 

分析点数減少の要因としては大家畜農家の減少（Ｈ14：750 戸～Ｈ23 年 527 戸）や栽培

面積増減（Ｈ14 年：2,720ｈａ～Ｈ17 年 2,440ｈａ）が考えられます。 

一方、近年の分析点数増加は、畜産農家と耕種農家が自給粗飼料生産を拡大しているこ

とによる、栽培面積の増加に起因（Ｈ18 年：2,500ｈａ～Ｈ23 年 3,720ｈａ）しています。

自給粗飼料栽培面積拡大は、購入飼料価格高騰に対する畜産物低減対策として各地で推進

されています。 

次に、自給粗飼料の草種別に見ると、Ｈ21 年まではイタリアンライグラスが全体の約

50％を占めていました。しかし、Ｈ20 年以降に飼料用稲が急増した結果、イタリアンライ

グラスと飼料用稲の分析点数は、各々、総分析点数の約 40％を占めるようになりました。

また、飼料用稲の増加に伴い、作期の同じ長大作物とスーダングラスの割合は減少してい

ます。 
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図３ 草種別分析点数の推移      注）合計=左軸、その他=右軸 
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図３ 草種別分析点数の推移      注）合計=左軸、その他=右軸 
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試験、試料採取、サンプル調製、化学分析、検量線作成を県単独で行うのは労力的、予算

的に難しくなっています。現在は、草種の絞り込みと重点化により、現地の要望に応えて

いる状況です。作付面積が拡大している飼料用稲、今後、導入が見込まれる飼料用麦など

の栽培管理及び給与に関わる技術指導を生産現場で適切に行っていくうえでも、近赤外分

析による迅速飼料分析に対する現地の期待は強く、その役割は増していくと思われます。 

最後に、新しい粗飼料分析診断体制の構築が必要になってきています。現在の運営体制

やシステムは大家畜農家が自給飼料の生産・給与することを基本に作られました。ロール

ベールの広域流通が本格化すれば、このような変化にも対応できる運営体制やシステムの

構築が望まれます。 

表２ 飼料用稲の栽培特性、乾物・栄養収量                 
                              
品 種      ﾎｼｱｵﾊﾞ    ﾓﾐﾛﾏﾝ     ﾆｼｱｵﾊﾞ    ﾀﾁｱｵﾊﾞ    
調査点数         1          5        7          11       
早晩性      中 生    中晩生   晩 生    極晩生   
出穂時期    8 月 25 日 8 月 31 日 9 月 14 日 9 月 21 日  
茎数 本/株         17.4       14.5       23.6       19.8    
稈長 cm          109.5       88.7      116.9      124.9    
穂長 cm           23.7       22.2        20.3      22.4    
生草収量 t/10a    3.13       3.33        3.79      4.59    
乾物率 %          39.3       33.2        30.5      29.1    
乾物収量 t/10a     1.23       1.11        1.15      1.30    
CP 含量 %          5.5        5.3         6.9       5.6    
TDN 含量 %        51.6      52.5        49.4      51.9    
TDN 収量 t/10a     0.63      0.58        0.57      0.67    
（出典：Ｈ22 年度福岡県普及活動報告抜粋、一部改編） 
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  図４ イタリアンライグラスサイレージＴＤＮ含量の経年変化 
 （出典：Ｈ23 年度福岡県普及活動報告抜粋、一部改編） 
 

６．今後の課題 

今後の課題としては、始めに、近赤外分析計や分析に必要な乾燥機、粉砕機などの各種

の機器の老朽化が問題になっています。故障の頻発やコンピューターが古く、近いうちに

データの取り出しができなくなります。しかし、これらの機器は高額であることから更新

を県単独で行うことは難しい状況にあります。 

次に、日本飼養標準（乳牛、肉用牛）が、「粗飼料分析診断」開始後から数度の改定が

行われ、飼養技術も高度化されてきました。この飼養技術の高度化に伴って、蛋白分画成

分や乾物摂取量指標（中性デタージェント繊維）が導入され、現場から求められる飼料成

分の種類が増えています。しかし、粗飼料は草種・品種が多く、すべてについて生産技術
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品 種      ﾎｼｱｵﾊﾞ    ﾓﾐﾛﾏﾝ     ﾆｼｱｵﾊﾞ    ﾀﾁｱｵﾊﾞ    
調査点数         1          5        7          11       
早晩性      中 生    中晩生   晩 生    極晩生   
出穂時期    8 月 25 日 8 月 31 日 9 月 14 日 9 月 21 日  
茎数 本/株         17.4       14.5       23.6       19.8    
稈長 cm          109.5       88.7      116.9      124.9    
穂長 cm           23.7       22.2        20.3      22.4    
生草収量 t/10a    3.13       3.33        3.79      4.59    
乾物率 %          39.3       33.2        30.5      29.1    
乾物収量 t/10a     1.23       1.11        1.15      1.30    
CP 含量 %          5.5        5.3         6.9       5.6    
TDN 含量 %        51.6      52.5        49.4      51.9    
TDN 収量 t/10a     0.63      0.58        0.57      0.67    
（出典：Ｈ22 年度福岡県普及活動報告抜粋、一部改編） 
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  図４ イタリアンライグラスサイレージＴＤＮ含量の経年変化 
 （出典：Ｈ23 年度福岡県普及活動報告抜粋、一部改編） 
 

６．今後の課題 

今後の課題としては、始めに、近赤外分析計や分析に必要な乾燥機、粉砕機などの各種

の機器の老朽化が問題になっています。故障の頻発やコンピューターが古く、近いうちに

データの取り出しができなくなります。しかし、これらの機器は高額であることから更新

を県単独で行うことは難しい状況にあります。 

次に、日本飼養標準（乳牛、肉用牛）が、「粗飼料分析診断」開始後から数度の改定が

行われ、飼養技術も高度化されてきました。この飼養技術の高度化に伴って、蛋白分画成

分や乾物摂取量指標（中性デタージェント繊維）が導入され、現場から求められる飼料成

分の種類が増えています。しかし、粗飼料は草種・品種が多く、すべてについて生産技術
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