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まえがき 

 
この報告書は、平成 20 年度から３カ年間事業で当協会が実施している「畜産をめぐる

国際問題等対応調査支援事業」の中の「先進国からの畜産新技術の導入事業」の平成 22

年度に調査したものである。 

ヨーロッパでは自給穀類を多用したリキッドフィーディングによる養豚経営が行われ

ており、高水分の食品製造副産物も同時に活用することで、自給率の高い飼養管理が実践

されている。我が国での飼料用米の利用拡大の可能性を探るため、専門家に依頼し、ヨー

ロッパにおける飼料用穀類の収穫･調製方法ならびにそれらのリキッドフィーディングに

よる豚への給与技術、そして関連する支援体制等に関する調査を実施した。 

本報告書はその調査の要約をとりまとめたものである。調査に当たられ、かつ報告書

をとりまとめ頂いた（独）農業･食品産業技術総合研究機構畜産草地研究所川島知之氏に

対し深甚なる謝意を表します。 

本書が家畜飼養関連業務に従事する我が国政府関係者、技術者、研究者さらには養豚

関係者の方々の参考になれば幸いである。 

なお、この報告書は JRA 日本中央競馬会の特別振興資金による助成事業により作成し

たものであることを付記し謝意を表します。 

 

平成 23 年 2 月 

社団法人 畜産技術協会 
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欧州におけるソフトグレインを活用したリキッドフィーディングによる 

豚肉生産に関する調査 

 

１．調査実施の背景と必要性 

 2006 年秋からの飼料穀物価格の高騰とその後の高止まり、そして昨今の畜産物価格の低

迷のため、我が国の畜産農家の経営は全体として非常に厳しい状況にある。2010 年に閣議

決定された新たな食料･農業･農村基本計画において、現状 26%の飼料自給率を 10 年後に

は 38%に引き上げる目標が設定された。その目標を実現するためには現在 11%の濃厚飼料

自給率を 19%にまで引き上げる必要がある。そのような背景から、飼料用米の利用が推進

されている。収穫した飼料米を地域内のカントリーエレベーターに持ち込み、乾燥・籾す

り･粉砕を経て、配合飼料原料として広域流通する体系が主流となっている。一方、飼料用

米を収穫後、有機酸添加もしくは乳酸発酵により調製したソフトグレインをリキッドフィ

ーディングで利用すると、乾燥調製が不要であるためコスト削減が可能で、食用米への不

正流用も防止でき、そして資源循環も容易になるというメリットがあり、それに向けた技

術開発も進められている。 

 濃厚飼料自給率の向上のためにエコフィードの利用も強く推進されており、食品産業か

ら排出される年間約 1,100 万トンの食品残さについても、現在約 240 万トン飼料化されて

いるものを 567 万トンにまで引き上げるとされている。エコフィードの利用としては、乾

燥、サイレージ、リキッドフィーディングによるものがあり、その中でリキッドフィーデ

ィングについても各地で様々な取組がある。北海道においてはチーズ工場の拡充が進めら

れ、これまで 30 万トンほど排出されていたホエイが数年内に 60 万トンほどになると予想

されている。ホエイは水分含量が高く、乾燥するには多大な燃料を必要とするため、その

利活用としては液体のまま豚に給与するリキッドフィーディングが有効である。南九州で

は年間 50 万トンほどの焼酎粕が排出されており、リキッドフィーディングによる利用が

進められている。また、関東等の大都市近郊では食品関連工場から排出される高水分の食

品残さを活用したリキッドフィーディングによる養豚経営をおこなう農家が増えている。 

 リキッドフィーディングは水分の多い残さを利用するのに有効な手段ではあるが、配合

飼料をホエイ、もしくは焼酎粕で搬送するだけのリキッドフィーディングでは配合飼料の

代替率が少なく、リキッドフィーディング施設設置のための初期投資に必ずしも合わない

可能性もある。また、都市近郊でリキッドフィーディングを行っている農家においても飼

料原料に対する競合が厳しくなっており、十分な原料を得られないケースも多々ある。そ

のため、リキッドフィーディングで利用可能な配合飼料の代替となる飼料資源の利用が不

可欠となり、前述のような米ソフトグレインの利用が期待されている。 

 

２．調査実施目的 

 我が国での米ソフトグレインの利用拡大の可能性を探るため、欧州における穀類を活用

したリキッドフィーディングによる養豚業を調査する。対象となる穀類は Corn Cob 

Mix(CCM)と麦類である。CCM とはトウモロコシの穀実を粉砕し、サイレージ調製したも

ので、リキッドフィーディングにより養豚に利用されている。オランダにおいて製造副産

物を多用したリキッドフィーディングを採用している養豚農家では、CCM を利用してい
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るところが多く、その体系は完成されている。麦についてはデンマークを中心にトウモロ

コシを栽培していない地域での利用が多く、粉砕してリキッドフィーディングにより利用

されている。本調査ではこのような欧州における穀類の収穫･調製方法、並びにそれらのリ

キッドフィーディングによる給与技術、そしてそれに関連する支援体制等に関する調査を

行うものである。 

 

３．調査結果 

１）調査方法と調査実施者 

独立行政法人農業･食品産業技術総合研究機構畜産草地研究所機能性飼料研究チーム長

川島知之が下記の調査日程で農家、企業、研究機関等を訪問し、聞き取り調査を行った。 

    

２）調査日程 

平成２２年１１月２２日（月）～１２月２日（木） 

 

番号 月日（曜日） 行    程 宿泊場所 

１ 11月22日 

（月） 

つくばセンター → 成田（関東鉄道バス） 

成田（14:55）出発 (KL 862) → 

 

 

  アムステルダム到着（18:30） 

アムステルダム（19:14）→ アイントホーフェン（20

:43）(列車) 

 

Eindhoven 

２ 11月23日 

（火） 

カンプラン社、近隣の養豚場  Tiburg 

３ 11月24日 

（水） 

SELKO社 

Tiburg→Lochem（列車） 

フォーファーマーズ社 

Lochem 

４ 11月25日 

（木） 

Lochem→Bad Bentheim（列車）→Schuttorf (タクシー

) 

PigTek社 

Bad Bentheim 

５ 11月26日 

（金） 

Bad Bentheim →Ede-Wageningen（列車） 

ワーゲニンゲン大学 

Ede-Wageningen→Utrecht（列車） 

Utrecht 

６ 11月27日 

（土） 

Utrecht→Amsterdam Airport（列車） 

アムステルダム発(11:00) →コペンハーゲン着(12:25

)KL1127 

Copenhagen Airport→Odense（列車） 

Odense 

７ 11月28日 

（日） 

Odense→Viborg（列車） Viborg 

８ 11月29日 

（月） 

アーフス大学 

Viborg→Aarhus（列車） 

Aarhus 
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農業情報センター 

９ 11月30日 

（火） 

Aarhus→Herning（列車） 

AGROMEK（畜産・農業展示会） 

Herning→Copenhagen(列車) 

Copenhagen 

１０ 12月1日 

（水） 

養豚研究センター 

Copenhagen→Copenhagen Airport（列車） 

コペンハーゲン発 (14:05) → アムステルダム着(15:

30)  KL1128                

アムステルダム発(17:45)KL 861→ 

機中泊 

１１ 12月2日 

（木） 

成田着（12:50） 

成田空港→つくばセンター（バス） 

 

 

３）調査報告 

(1) カンプラン社 

 Kamplan b.v. 

 Industrieweg 2 

 5281 RW Boxtel 

 The Netherlands 

カンプラン社の J.J.H. van den Langenberg 氏の案内で、下記の 2 軒の養豚農家を訪問

した。カンプラン社のリキッドフィーディングシステムは、日本国内の複数の大規模企業

養豚が導入している。農家訪問の前にオランダにおける養豚事情を聞いた。1 万軒ほどあ

ったオランダの養豚農家数は、この 10 年で 5 千軒ほどまでに減少した。その背景には養

豚･養鶏による環境汚染の問題があり、例えば EU の硝酸塩規制として、170kgN/ha とい

う基準があるが、オランダではこれ以上に厳しい運用がなされているという。一部の糞尿

は 70℃で 2～30 分加熱するという条件でドイツに運んで畑に散布しているという事例も

あるそうだ。そのような場合スラリーあたり 20～25 ユーロ/m3のコストがかかる。また、

アンモニアや埃の揮散と臭いの防除のため、古いタイプの豚舎ではエアウォッシャーと呼

ばれる装置の設置が義務づけられつつある。 

養豚における CCM（コーンコブミックス）は、名称とは矛盾して、コンバインで収穫

した穀実のみを粉砕してサイレージ化したもので、コーンコブは含まれないとのことであ

り、出張者もこれまで勘違いをしていた。ほとんどすべての収穫は専門業者に依頼して収

穫･粉砕がなされている。今年の秋は雨が多く大型機械が畑に入れないため、刈り残しがま

だある。そのような場合は、畑が凍りつくまで待って収穫する。小麦については、乾燥し

て、乾燥粉砕機により粉砕する。 
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写真 1．収穫を待っている CCM 用とうもろこし 

 

移動中いたるところで同様のものが見受けられた。 

 

(2) Lage Mierdeにある肥育専門養豚農家 

3,516 頭の肥育を行う肥育専門の養豚農家では、平均 23kg の子豚を導入し、平均 95kg

で出荷する。この農家は 35ha の土地でトウモロコシを栽培している。今年の生産量は 400

トンであり、週に 13 トン使用するので、自家栽培したトウモロコシは約 8 ヵ月分であり、

足りない部分は他の農家から購入している。収穫は専門業者に依頼して、穀実のみを粉砕

し、農家にあるバンカーサイロまで運びこんでもらう。費用は 300 ユーロ/ha で、このく

らいの面積ならば 2 日間で終了する。バンカーサイロの踏圧とシートかけは農家が行う。 

枝肉の販売価格と生産コストを教えてもらった。これ以外に養豚の権利の購入費などが

別途あるとのことで、純益はこれよりも少ないそうである。特に、飼料価格がこのところ

高騰しており、それが経営を厳しくしている。 

 

表１．肉豚の生産コスト（ユーロ、１頭当たり） 

枝肉販売価格 130

子豚価格 35

飼料費 50

糞尿処理 6

施設費 12

電気、ガス、水道費 4

獣医･衛生費 2.5

賃金 5

純益 15.5
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写真 2．CCM と水を混合してプレミックス 写真 3．屋内に設置してあるバイプロの 

を調製するミキサー            保存用タンク 

 

 
写真 4．CCM のバンカーサイロ 

左が Kamplan 社の Langenberg 氏、 

右が養豚場の管理をしている Sande 氏 

 

 
写真 5．CCM の形態  

このような粒度に粉砕してからサイレージ調製 
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写真 6．豚舎と CCM のバンカーサイロ 

 

豚舎はこのような煉瓦造りのものが多い。 

 

(3) Luyksgestelにある肥育専門養豚農家 

3,800 頭の肥育を行う肥育専門農家では、現在増築中であり、来年には 6,000 頭規模に

なる予定である。50ha の畑があり、主に CCM を生産しているが、ごく一部で小麦も生産

している。50ha から 650 トンの CCM が調製できた。収穫･粉砕はすべて専門業者に依頼

しており、今年の作業も 2 日間で終了した。バンカーサイロに調製時、表面にはプロピオ

ン酸をスプレーし、腐敗を防止している。昨年調製した CCM は DM66%だった。 

近、豚舎にエアウォッシャーを設置した。硫酸を薄めた水を豚舎からの空気の出口に

滝状に落として、アンモニアを吸着させる。その水は pH が 4.5～6.5 になるように自動的

に硫酸が追加される。それを循環させて、硫酸アンモニア塩濃度が 200g/ℓになったら、そ

れはタンクに移し、新たな硫酸水を循環させる。800 頭の豚舎の場合、約 1 トンの硫酸の

タンクが 1 年で 2 個必要になるという。一つのシステムが約 100,000 ユーロかかる。 

配合例を示してもらった。これらの原料以外にビール酵母、ホエイ、アイスクリーム等

も利用している。 

 

表 2．Luyksgestel にある飼育  

 肥育前期 肥育後期

水 54.57 22.38

麦(Gerst という商品名の購入穀類)  6.9 0.83

配合飼料 A 6   5.55

配合飼料 B  1.19

Hypro(高タンパク質配合飼料) 3.64 0   

CCM  3.48

麦関連バイプロ A 10.14 8.35

麦関連バイプロ B 4.55 7.81

Eimix(卵白に酸を添加して保存性を高めた液状飼料) 5.6 10.06

Premix(自農場でバイレイショ加工残さと粉砕小麦を混合した液状飼料) 8.6 40.32
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写真 7．ポテト副産物、粉砕小麦のミキサー 写真 8．ミキサー周辺部        

 

ミキサーでは水を投入してプレミックスを作っているが、酵母による発酵のため、かな

りのガスが出ていた。 

 

 

写真 9．とうもろこしを収穫後の畑 

 

  

写真 10．CCM 調製のバンカーサイロ    写真 11．ビニールシートを一部はずした中

の様子 
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写真 12．CCM をミキサーに直接搬送する  写真 13．タンク内の様子 

タンク 

 

これらのタンクでは、プレミックスを調製することなく、飼料配合するミキサーに直接

送ることができる。CCM は乾物率が 60～70%なので、通常の配合飼料用タンクではブリ

ッジを形成して搬送ができなくなるが、本機にはチェーンで CCM を搬送できる装置が装

着されており、そのような問題は生じない。 

 

 
写真 14．飼料原料として利用している卵白 

 

これらはお菓子用に卵黄を使用した後の残さである。 
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写真 15．エアウォッシャー        写真 16．エアウォッシャーの内部 

 

エアウォッシャーは、豚舎内の空気に、硫酸を含む水が滝状に流れ落ちるところを通し、

アンモニアを吸着させ、その後木くずを積み上げた層を通して臭いと埃を吸着させる。 

 

  

写真 17．pH 調整用の硫酸        写真 18．生じた塩廃液のタンク 

 

(4) Selko社 

 Selko BV 

 Jellinghausstraat 22 

 5048 AZ Tiburg 

 The Netherlands 

Selko 社は飼料用の有機酸を製造・販売する会社である。製品は単一の有機酸ではなく、

複数の有機酸を混合することで、より少量で有効な微生物のコントロールを目標としてい

る。 

親会社のNutreco社には配合飼料を取り扱う農業部門、水産用飼料を取り扱う水産部門、

ビタミン、ミネラルや飼料添加物を取り扱う特殊部門があり、 後の特殊部門は Trouw 

Nutrition 社が担当している。その Trouw Nutrition 社の傘下に Selko 社はある。以前は

個人所有の会社だったが、2002 年に Nutreco 社に取り込まれた。 

Selko 社の中には Preservation, Health, Nutrition の 3 部門があり、応対してくれた
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Maarten van derl Heijden 氏は Preservation 部門の長である。現在、工場の能力を倍に

するために 6 百万ユーロをかけて工事を行っている。 

保存のための有機酸添加の対象となるのは、配合飼料、リキッド飼料の両方であり、そ

れぞれの原料も対象となる。穀類には大腸菌群のコンタミがかなりあり、配合飼料であっ

てもコンタミした雑菌によって添加されたアミノ酸の分解や、菌の LPS が消化管での炎症

を引き起こす可能性があるので、有機酸添加が有効であることを報告している。特に、粉

砕後に大腸菌群が増加することが示されており、粉砕後に有機酸をすみやかに添加するこ

とが有効とのことであった。リキッド飼料やその原料は水分が多く、有機酸の添加が必要

であることは言うまでもないが、すべての菌を殺すのではなく乳酸菌は残しながら、酵母、

カビ、大腸菌群を排除することを目標として、そのための製品を研究により開発している。 

本社ビル内にはそのような試験を実施するための実験室があり、製品の開発とともに、

Selko 社の普及専門家が農家で採材したサンプルのフローラの解析を行っている。 終的

な飼料に有機酸を添加するのではなく、雑菌が多くコンタミしている原料を見つけ出して、

その原料が排出される食品工場等で有機酸を添加するようにすることで、農家にとって

も安価な有機酸の利用方法を調査している。「リキッド飼料原料や配合飼料原料は毎年それ

ぞれ 4,000 サンプルほど分析されているが、それらの解析から、 近の副産物は、商品と

なる成分の抽出技術の進歩により、糖含量が減少し自然発酵が生じにくくなってきており、

pH が上昇傾向にあり、同時に酵母や大腸菌群のコンタミが増加する傾向にあるという。」 

リキッドフィーディングにおいては、原料を使い切ってもタンク内に若干の残余があり、

保存中に雑菌が増殖していて、新鮮な原料に雑菌を接種することになりかねない。また、

パイプ内のバイオフィルムは表面積が多く、飼料への雑菌のコンタミ源となりかねない。

これらを清浄化するためには適正な有機酸の添加プログラムを実施する必要がある。

Selko 社の自主的な基準としては、給与時のリキッド飼料への酵母の菌数は 106、バイプ

ロの酵母菌数は 105と設定している。 

CCM の調製には移動できるハンマーミル車もあり、圃場で粉砕してトラックで豚舎横

のバンカーサイロに詰めることも可能である。スクリューコンベア内で自動的に有機酸を

添加する装置も開発されている。液状飼料でも固形飼料でも、1～3ℓ/トンが推奨添加量で

ある。 

海外に輸出する製品は SELKO-BE+というものであるが、国内向けにはより細分化され

た製品、例えば乳製品（ホエイ）用の SELKO RD、ビール酵母用の SELKO RBB、小麦

デンプン副産物用の SELKO SV6 のようなものもある。日本に対しても SELKO-BE+を販

売したいが、ソルビン酸や安息香酸等が日本では飼料添加物として認可されていないので、

現状では販売できない。そのため、日本国内で認可されている有機酸のみを複数混合して

菌のコントロール力を高めた製品も開発しているという。ただし、通常の製品に比べると、

十分な効果を得るためには添加量を若干多くする必要があるとのことであった。 
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写真 19．Selko 社の本社ビル       写真 20．本社ビル向かいの工場 

 

  

写真 21．本社ビル内にある実験室     写真 22．農家から送付されたサンプル  

この実験室では微生物（酵母、大腸菌群等）の分析を行う。 

 

  

写真 23．大麦を粉砕した Gerst という商品 写真 24．配合飼料のペレット 
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写真 25．配合飼料工場のような大規模用 

有機酸添加用システム 

 

 

写真 26．小規模添加用のポンプ 

 

 
写真 27．対応してくれた SELKO 社の 

Maarten van derl Heijden 氏と筆者 
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資料 1 Selko 社製複合有機酸のパンフレット 
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(5) ForFarmers社 

 ForFarmers 

Kwinkweerd 12 

NL-7241 CW Lochem 

The Netherlands 

ForFarmers 社はもともとは協同組合として成立した組織であるが、現在は私企業であ

る。再編や合併を繰り返す毎に、長い名前や頭文字を組み合わせたわかりにくい名前を冠

したこともあったが、ドイツ等への進出に伴い、ForFarmers というわかりやすい英名に

したそうである。現在 240万トンの配合飼料と 40万トンのリキッド飼料原料を販売する、

飼料を中心とした会社である。配合飼料原料は輸入したものも利用しており、コーンにつ

いてはヨーロッパ産（ドイツ、フランス）が多く、そのほかアメリカやウクライナなどか

らも来る。Non-GM のニーズによっても購入先が変わる。 

リキッドフィーディングを有する養豚農家では、複数の高水分バイプロを利用するとと

もに、自給穀類である CCM や麦類を利用し、それらの配合に合わせた配合飼料を購入し

ている。その配合飼料の販売を主たる利益源としており、サービスとして、バイプロ等の

飼料分析をした上で配合設計を行い、年に一度、ミネラル収支システム（MINAS）の計

算を支援する。また、CCM 生産については、農家の環境に応じた品種の選定とその種の

販売、そして肥培管理の指導も行っている。CCM は飼料の 2～4 割程度使用されており、

表面に有機酸を散布させて腐敗を防止させつつ、大部分は乳酸発酵によりサイレージ化し

て調製されている。一方、小麦については一般に食用品種が栽培されていて、品質の悪い

ものが飼料用に利用されているが、専門業者が収穫したものを ForFarmers 社が乾燥し、

粉砕して、同等の量を定期的に農家に返す。粉砕方法も育成豚には粒度の細かいもの

（<1mm）、肥育豚には粒度の大きいもの（2～3mm）と、農家のニーズに合わせている。

このような麦類の乾燥･粉砕を行う工場は 3～40km の範囲に一つぐらいはあるので、すべ

ての契約農家がここに運び込むわけではない。麦類についてはバイオエタノール生産との

競合も大きい。オランダではバイオガスの生産は少なく、そのため繊維質のバイオマスの

利用は盛んではない。CCM を収穫した後の茎葉は畑に放置され、利用されることはない。

このことは畑の土壌の維持に有効と考えている。 

農家においてエコフィードや自給飼料の利用が増えると、購入してもらえる配合飼料が

減るとは考えず、農家が利益を出しやすい配合設計を提案することで信頼関係を構築し、

それによってシェアを伸ばすことが重要と考えている。このような考え方は他の飼料会社

でも同様とのことであった。ただし、このような考え方は国によって異なり、ドイツの畜

産農家はそのようなサービスにあまり興味がなく、販売する飼料価格のみで判断する傾向

があるという。 

CCM の生産は 15～20 年ほどの歴史がある。アメリカのような乾燥した実取りの生産も

一部あるが、秋に雨が多く、そのような生産には不向きであるため、このような形態が発

展した。CCM は豚用で、牛用としては雌穂を粉砕したサイレージが利用されている。 

マイコトキシン（DON とゼアラレノン）の分析もここで実施しており、その濃度によっ

て、母豚には給与させず、肉豚のみに使用する等の指導も行っている。 
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写真 28．ForFarmers 社の事務所     

 

 
写真 29．ForFarmers 社の工場 

 

 
写真 30．対応してくれた Leon Marchal 氏と 

Rene Kuipers 氏 
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写真 31．ForFarmers 社のとなりにある 

Hendrix 社の飼料工場 

 

 
写真 32．飼料搬送用トラック 

 

 
写真 33．運河沿いにある飼料工場 
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資料 2 Forfarmers 社が取り扱っているトウモロコシ種子のパンフレット 

 

 
 

(6) PigTek社 

PIGTEK EUROPE 

Industriestrase 7 

48465 Scuttorf 

Germany 

PigTek 社はアメリカに本社がある Chore-time 社が親会社で、家畜の施設関連の Laake

社と Porcon 社、そして給餌機関連の Mannebeck 社を買収して 2007 年に設立された会社

である。それぞれの会社名は製品のブランド名として残したままである。もともと
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Mannebeck 社に所属し、畜産学での博士号を有する Klement 氏が応対してくれた。リキ

ッドフィーディングシステムを製造販売している Famcom 社も Pig Tek 社ではないが

Chore-time 社の傘下にある。 

ドイツにおけるこの地域は､主に小麦と大麦を飼料として利用しており、すべてが乾燥さ

れ、粉砕して飼料利用されている。自家生産した麦の場合、マッシュとしての利用が中心

で、個別に配合機を有している場合と、配合飼料を運搬してきたトラックを活用して混合

する場合がある。トウモロコシも栽培されているが、主に牛用飼料か、バイオガスの原料

として利用されている。 

PigTek 社（Mannebeck 社）は飼料の製造･販売には関与しておらず、飼料タンクに貯め

られた飼料を豚に給与する機械を開発している。 

EU の法律により、従来の母豚のストールシステムは 2013 年で禁止される。母豚のグ

ループフィーディングを可能にするためには、電子制御によるフィーディングステーショ

ンを設置するか、グループフィーディングに適応した個別の給餌機のいずれかを採用する

必要がある。Mannebeck 社ではそのいずれも製造販売している。フィーディングステー

ションは一台で 60～70 頭の母豚への制限給餌ができる。すべての母豚に IC タグをつけて

個体管理を行い、それぞれの体重･ボディーコンディションに見合った給餌量を設定できる。

給餌量はハンディーコントローラーにより現場で修正できる。1 回に落ちる飼料は 50g

で、体の大きさに応じて 10～15 秒間隔で複数回給与する。2 種類の飼料を同時に落とす

ことができ、それにより個別の要求量に合わせた配合が可能となる。また、添加物の添加

も可能であり、カラーペイントを施す装置もある。給与と同時に水も落ちてきてウェット

フィーディングとなる。水の代わりにホエイも利用できるが、その場合はバルブがつまら

ないように特別なものにする必要がある。指定した量が給与されると、給餌が終わり、母

豚は外に出る。規定量給餌された母豚に対してはステーションのドアは開かない。出口か

ら入ろうとする豚に対しては 2 重のドアで侵入を防ぐ。規定量食べていない母豚はすぐに

確認でき、処置をすることが可能である。それぞれの母豚のボディコンディションを良好

に維持でき、適度な運動も可能なことから、繁殖成績の向上が期待できる。1 台目を導入

する際はサーバー等の設置が必要であることから、約 10,000 ユーロ程かかり、2 台目から

は約 5,000 ユーロで導入できる。ドイツでは他社製も合わせて 25%程の農家にすでに導入

されているという。妊娠していない母豚を群に含める場合、発情をチェックするために、

雄豚を入れたケージを設置し、そこに雌豚と接することができる窓を取付け、その窓に一

定回数以上近づいた雌豚にカラーペイントでマークすることができる。 

グループフィーディングに対応した個別給餌機は、給餌の際、1 頭ずつそれぞれの給餌

機に入り、食べ終わったら外に出るというもので、たくさんの資材と場所が必要となる。 

泌乳中の母豚の摂取量を増やすために、自らスイッチを入れて、必要量飼料を落とすこと

ができる給餌機も開発している。 

離乳豚に対しては、給餌機にセンサーを設置し、飼槽が完全に空になってから、追加の

飼料をウェットフィーディングとして給与する装置も開発している。このことにより、常

に新鮮な飼料給与が可能となる。 

従来の母豚のストール禁止により、小規模の一貫経営は淘汰され、繁殖と肥育、それぞ

れの専門の農家に分かれつつあり、同時に規模の拡大がなされている。またヨーロッパに
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豚肉を輸出しているアメリカやチリ、アルゼンチン等からもグループフィーディングの装

置について打診がある。ブラジルについては輸入税が多額であることから、今のところ反

応はないとのことであった。アメリカでは養豚が盛んではない州（たとえばカリフォルニ

ア州）ではあるが、EU 同様の規制を行うところがあるという。 

 

   
写真 34．母豚のグループフィーディング   写真 35．フィーディングステーション 

用のフィーディングステーション      のドア 

 

IC タグで管理されており母豚が近づくと個体識別を行ってドアが開き、要求量に応じた

給餌がなされる。 

 

 
写真 36．フィードステーションの給餌パイプ 

 

フィードステーションの飼槽には 2 種類の飼料を落とすことができ、要求量に応じて配

合内容を変更することができる。また、手前のオレンジ色のコンテナには添加物を入れて

おくことができ、薬剤等の個別の添加も可能である。 
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写真 37．ハンディコントローラー 
 
現場でボディコンディションに応じた給餌量の変更ができる。市販されている機械にア

ンテナ等を装着しただけなので、以前に比べると安価になった。 
 

 
写真 38．雄豚との接触の頻度で発情を確認する装置 

 
壁の向こう側に雄豚がいて、窓からのみ接触が可能で発情を確認する装置である。 
 

 
写真 39．グループフィーディングに対応した 

個別給餌機 

 

給餌に際して 1 頭ずつ給餌機に入り、食べ終わったら外に出るようになっている。 
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写真 40．離乳豚用ウェットフィーダー   写真 41．ウェットフィーダーの内部 
 
ウェットフィーダーは飼槽底部にセンサーが設置されて、飼槽が完全に空になってから、

追加の飼料をウェットフィーディングとして給与するシステムである。これにより常に新

鮮な飼料給与が可能となる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

写真 42．泌乳豚への給餌機 
 
泌乳豚は摂取量を増やすために、自らスイッチを入れて、必要量飼料を落とすことがで

きる。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 43．対応してくれた Klement 氏 
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(7) ワーゲニンゲン大学 

Wageningen UR 

Livestock Research Centre for Animal Nutrition 

Edelhertweg 15 

8219 Lelystad 

The Netherlands 

ワーゲニンゲン大学は、Lelystad にある家畜栄養センターの上席研究員 Paul Bikker 博

士（豚栄養）に、ワーゲニンゲン大学畜産学科内で話を聞いた。イランからのポストドク

トラルフェローでフィターゼに関する研究を実施している Omidali Esmaelipour 氏も同

席した。 

ワーゲニンゲン大学の畜産学科においては、1）栄養と衛生（特に抗菌性飼料添加物の

代替）、2）栄養と動物福祉に影響する飼養管理技術の開発、3）栄養と環境という 3 つの

重点分野を設定して研究を進めている。栄養と環境については、窒素やリン等のミネラル

の排泄の低減やメタン排出の削減が主要な課題である。ただし、メタン排出については反

芻家畜が主たる対象家畜である。 

窒素排泄の低減についてはアミノ酸添加による低タンパク質飼料の利用、アミノ酸の利

用性、窒素の内因性排泄の低減、NSP（非デンプン多糖類）による尿中窒素排泄の低減、

安息香酸塩等の投与による尿 pH 低減によるアンモニア揮散防止等の研究を実施してきた。 

リンの排泄低減については、フィターゼの利用に関する研究を広範に実施し、すでに配合

飼料等には活用されている。Omidali Esmaelipour 氏は浸漬による内因性フィターゼの利

用を目標として、ライ麦、小麦、大麦の内因性フィターゼの特性評価を実施している。た

だし、麦類はフィチン態リン含量が少ないので、大豆粕等を対象に考えている。 

このような研究成果は養豚農家における窒素やリンの排泄量の算出方法に反映されてい

る。EU の硝酸塩指令は EU 加盟国共通のものであるが、その運用方法は各国の状況に応

じて異なっている。オランダにおけ運用方法も徐々に変化しており、当初農家からの排出

量そのものをモニターするものであったが、排出されたスラリーを適切に散布する畑を確

保しているならばペナルティーを受けないようなシステムに変わってきている。 

亜鉛や銅については MINAS の範疇外であるが、EU の基準として飼料中亜鉛 150mg/kg

以下、銅 25mg/kg 以下（ただし 12 週齢までの子豚については 170mg/kg 以下）とされて

いる。ただし、酸化亜鉛については抗菌性飼料添加物の代替効果があるとされ、デンマー

ク、スペイン、イタリア等では獣医師の処方箋があれば治療目的として高濃度での利用が

認められている。ただし、オランダでは認められていない。成長促進を目的とした抗菌性

飼料添加物の利用が禁止されたが、その一方で治療目的の抗生物質の利用が増えている。

そのためEUでは治療目的も含めた抗生物質の利用を 50%削減するという目標を掲げてい

る。オランダでも自主的に政府、畜産農家団体等が抗生物質の利用を削減することで了解

が得られ、その実施に向けて詳細が現在検討されている。その代償として酸化亜鉛の離乳

豚への利用が認可される可能性があり、離乳後の使用期間の制限について交渉がなされて

おり、半年以内には結論が出されるそうである。 
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写真 44．ワーゲニンゲン大学畜産学科 

 

 
写真 45．Paul Bikker 氏（中）と 

Omidali Esmaelipour 氏（右） 

 

(8) フォーラム研究センター 

Research Centre Foulum 

Dept. of Animal Health, Welfare and Nutrition  

Faculty of Agricultural Sciences  

UNIVERSITY OF AARHUS 

フォーラム研究センターは国立の農業研究所であったが、2007 年 1 月より改組で大学

となった。B. B. Jensen 博士と Nuria Canibe 博士に話を伺った。このキャンパスには農

業と畜産分野で「合計 1,000 人ほどが働いており、そのうち研究者が 450 人ほどであり、

畜産分野がその半分くらいである。」国の財政改善のための人員の削減が求められている他、

研究方針の転換も求められている。人の健康に関連した研究も増えていて、遺伝子導入に

よりアルツハイマー症を呈する豚の開発もなされているという。家畜福祉に関連する研究

者は増えて 12～15 名ほどいるそうで、それらの大半は比較的 近採用された若い研究者

である。外部資金獲得により賃金もまかなわれており、オフィスや実験室、家畜の飼育ス

ペース等もその面積に応じた費用を国に支払っているとのことであった。 

調査目的を説明したところ、同じような方向性で研究を行っているとのことであった。
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通常の豚用飼料は小麦、大麦、大豆粕であるが、温暖化に伴い、ユトランド半島の南部で

はビートからトウモロコシに転作する農家が一部あり、養豚用飼料としてコーン穀実のサ

イレージを作り始めている。そのような動きを支援するため、調製試験を実施している。

穀実を粉砕してからサイレージ調製する方法と、サイレージ調製してから粉砕する方法の

2 種類を検討している。調製方法については、ヘテロ乳酸菌添加により、二次発酵を抑制

できないか検討している。調製後のコーン穀実サイレージは一部の機械ではドライフィー

ディングで給与可能との話があるが、リキッドフィーディングによる給餌が主となる。こ

れまでの小麦と大麦によるリキッドフィーディングではベースミックスを作る必要がなか

ったが、オランダ等で使用されているシステムの導入も必要になる。 

また、地域飼料資源である穀類と、副産物利用による廉価なリキッド飼料という研究予

算を 1 年前から獲得して、3 年間の予定で試験を進めている。試験内容としては、大豆粕

の代替として、ピー、ナタネ油粕、バイオエタノール残さ等の評価と酵素利用による飼料

価値の改善技術の開発、ホエイ、ビール酵母、インスリン生産副産物等の評価を行ってい

る。事業には DANISCO という酵素関連の会社も入っており、そこから提供されるキシラ

ーゼ等の評価も実施している。また、DONG ENERGY という石油会社ではわら類から

エタノール生産技術を開発している。わらを熱処理し、酵素添加し、発酵によりエタノー

ルを抽出する。固形の残さは熱処理等の燃料として用いており、エタノール抽出後の糖蜜

状の液体が副産物として排出される。この液体にはタンパク質は少ないが、単糖類と二糖

類、それにギ酸等の有機酸が多く含まれている。ただし、灰分が多いからか pH５程度し

かない。この液体の飼料利用技術も開発中である。 

リキッド飼料に含まれる酵母や乳酸菌からマイコトキシンを分解する能力を有するもの

を探索する予定もある。 

家畜福祉に関連して、去勢禁止も検討されており、雄特有の獣臭を防ぐために腸内フロ

ーラ改変に関する予算も申請しつつある。 
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資料 3 ソフトグレインの栄養価に関するレポート 
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(9) 農業情報センター 

Knowledge Centre for Agriculture 

Agro Food Park 15  

Skejby 

DK 8200 Aarhus N 

Denmark 

農業情報センターでは Morten Haastrup 氏から話を聞いた。農業情報センターはデン

マークの農業普及センターとして、もともとは国が支援する組織だったが、国からの支援

が徐々に減り、6 年前から独立採算性となった。2010 年の予算は 81 百万ユーロでその内

訳はサービスを受けたユーザーの支払いが 60%、デンマーク農業･食品カウンセルからの

予算 3%、試験実施等で獲得した外部資金 20%、農業関連の税金からのフィードバックに

対して申請して獲得した資金 15%である。サービスを受けたユーザーの支払いとは、コン

サルタント料を時間あたりで支払うものが主たるもので、その他に新聞やソフトウェアの

販売収入等がある。研究機関や農業大学、そして、31 の地域にある普及所を繋ぐ機能を有

して、その地域普及所を通じて 5 万軒の農家に普及活動を行う。あくまでも中立な組織と

して、農業者が 低のコストで 良の効果が得られるようなアドバイスを行う。実証試験

を多数行うとともに農家や地域普及所の専門家に対する研修等も行っている。農業に関す

る情報を掲載するウェブサイトには週あたり 55,000 件のアクセスがある。 

下記のサイトに作物の品種特性が示されている。 

http://www.sortinfo.dk/sv_Oversigt.asp 

下記のサイトは農業全般の情報で、英語でも示されている。 

http://www.landbrugsinfo.dk/ 

下記のサイトも関連サイトだが、英語表記はないようである。 

http://www.landmand.dk/ 

デンマークには 2.7 百万 ha の耕地がある。飼料用小麦、食用小麦、飼料用大麦、ビー

ル用大麦、トウモロコシ、草地等が主要な作目である。農地はフランスやドイツに比べる

とはるかに少ないが、豚の頭数はドイツやフランスに肩を並べるほどの規模であり、集約

的な生産が行われている。また、牧草の種子については世界の 70%シェアを誇る。専業の

家族経営の農家は大幅に減り、大規模な企業農業経営か、兼業の小規模農家に二極化しつ

つある。 

農業が環境に与える影響をいかに低減するかについては、EU が硝酸塩指令を出す前か

ら、行動計画を策定して取り組んできた。現在では EU の Water Framework Directive

に対応すべく、緑肥栽培の振興、秋の耕耘の禁止、取引可能窒素割り当て（Tradable N 

quotas）に基づいた新たな窒素制御システム等に取り組んでいる。デンマークにおける窒

素の投入量について、家畜糞尿由来の窒素は 1950 年頃から現在まで 200～250（1,000 ト

ン N/年）とあまり変化することなく推移してきた。一方化学肥料からの窒素は 1950 年当

時 60（1,000 トン N/年）程度だったものが 1970～1990 年に 350～400 程度に増加し、そ

れが 2000 年には 200 程度まで減少してきた。単位面積あたりでも糞尿由来は 90kgN/ha

前後で推移しているが、化学肥料由来は 1985 年に 140kgN/ha だったものが、2005 年に

は 70kgN/ha 程度にまで減少している。窒素の流出をさらに防ぐため（今後 30%）Green 
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Growth と呼ぶ新たな行動計画を設定し、緑肥の利用（更に 140,000ha）、秋の耕耘禁止、

秋の草地における耕起禁止等を行うとしている。現在、農業由来の窒素の流出は全体の

65%とされており、今後はそれを 44%削減する必要があるという。また、農薬の利用につ

いても監視システムを厳しくするとともに、農薬に対する税金を増やすことも検討されて

おり、その結果、農薬の利用を削減することで、他国の作物との競争力を高めたいと考え

ている。 

穀類（小麦、大麦、トウモロコシ）の保存に関しては乾物を 85%にすることを前提とし

ており、収穫時に乾物がその値に達していない場合は乾燥処理を行う。しかし、乾燥はコ

ストがかかり、そのような保存に対応できない場合は、ホウロウでコーティングした気密

サイロに保存するか、LIPP システムと呼ぶステンレス製の気密サイロに保存する。前述

のサイロは穀実を粉砕せずに保存する。粉砕するとブリッジを形成して搬出できなくなる

ためである。後者ではサイロの 下部に、上方に向かって水を高圧力で放出する装置が設

置してあるため、ブリッジの形成を防止できるので、粉砕後に詰めることが可能である。

一部については Crimping（北欧で開発された技術で、湿った穀類をつぶすように粉砕す

る調製技術）してサイレージ調製する場合もある。小麦、大麦については乾燥して保存す

るケースがおおよそ 95%程度であり、気密サイロの利用が残りの 5%程度である。しかし、

トウモロコシについてはその逆で、乾燥保存は 5%程度にすぎず、多くは気密サイロでの

保存かサイレージ調製がなされる。 

大規模な農家の場合、乾燥保存用のサイロを有するところもあり、養豚農家の場合、自

社で粉砕してその他の原料を購入して自家配する。そうでなければ飼料会社にその保存を

依頼し、その他の飼料原料と混合した配合飼料として養豚農家が受け入れる場合も多い。 

小麦の約 90%は飼料用であり、残りの 10%は食用で輸出されるものも多い。通常飼料用に

は専用品種を栽培する。飼料用は収量が多く、粗タンパク質含量は食用が高い。ただし、

食用品種でも、品質が悪い場合は価格次第で飼料用となる場合もある。大麦は 25～50%が

ビール用の品種で残りの 50～75%が飼料用である。農薬の使用に関する基準は飼料用、食

用ともに共通である。 

小麦も大麦も春まきの場合、3～4 月に種まきを、冬作の場合 9 月 5～25 日に種まきす

る。収穫は 8 月に行うが、小麦が大麦よりやや遅い。収穫はほとんどの農家が機械を有し

ており、自ら行うことが多いが一部はコントラクターを利用する。現在は養豚農家が自ら

麦類を栽培する場合と、畑作農家が麦類を栽培し、養豚農家に販売する場合があるが、今

後はその分離が進み、後者のケースが増えると予想される。 

糞尿はコントラクターが散布することが多く、畜産農家が集中している地域では畜産農

家がそのコストを負担するケースがある一方、畜産農家が少ない地域では畑作農家が負担

する場合もある。 
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写真 46．農業情報センターの玄関 

 

 
写真 47．対応してくれた Morten Haastrup 氏 

 

(10) Agromek展示会 

Agromek 展示会はヨーロッパにおける畜産･農業関係施設･機械に関する展示会の一つ

で、EUROTIER と肩を並べるものである。グレインの調製･給与に関連する機械を中心に

情報を集めた。 

A) SKIOLD 社 

SKIOLD 社はわが国でもリキッドフィーディングシステム販売しているデータミック

ス社を買収した親会社である。デンマークのユトランド半島南部では 近飼料用トウモロ

コシの栽培がなされるようになった。収穫後、穀実だけを気密サイロに保存し、それを湿

式粉砕してリキッドフィーディングにより豚に給与する体系が採用されている。そのよう

なシステムに採用される湿式粉砕機も製造販売している。デモ機には 10mm メッシュのス

クリーンが装着されていたが、より細かいメッシュも利用できる。ステンレス製なので、

酸を含む穀類でも問題ない。モーター込みでおよそ 5,000 ユーロ程の価格である。 

リキッドフィーディングシステムに関しては、パイプラインを洗浄した水を回収するタ

ンクを設置せずに、洗浄水はすべてミキサーに戻すシステムを採用している Non-Residue 

Liquid Feeding System を開発したとのことであった。また、離乳豚用に、細いパイプを

使用したシステムを現在養豚研究センターと開発中で、まもなく商品化される予定である。 
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写真 48．湿式粉砕機 

 

湿式粉砕機は上から穀類を入れ、横から水を導入し、ハンマーミルで粉砕する。 

 

 

写真 49．Non-Residue Liquid Feeding System 

 

Non-Residue Liquid Feeding System は左がミキサー、右が水タンクで、洗浄の水をた

めるタンクはなく、精密な搬送により、洗浄水はミキサーに入れられて、次の給餌に使わ

れる。 
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資料 4 Skiold 社の湿式粉砕機に関するパンフレット 
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資料 5 Skiold 社の Non-Residue Liquid Feeding System に関するパンフレット 
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B) Assentoft 社 

Assentoft 社は気密サイロを販売する会社である。気密サイロは水分が 35%程度のトウ

モロコシの穀実の保存に利用される。原料に含まれる酸の程度に応じて各種のコーティン

グを採用できる。強い酸に対しては鋼にガラス粉末を塗布して焼いたもの（エナメル）が

有効であり、30 年以上使用している実績もある。160 トンから 4,000 トン規模のサイロが

あり、通常のスチールサイロであれば、1,000 トンのものが約 600 万円程度、エナメル加

工した鋼を使用すると約 3 割増しになる。オーガーで取り出すものや、底部から水を噴射

して取り出すシステムもあり、SKIOLD 社や BigDutchman 社との連携で取り出し後、リ

キッドフィーディングに利用するシステムを開発している。 

 

 

 
写真 50．Assentoft 社のスチールサイロ 

 

 
写真 51．サイロ底部のオーガー 

 

サイロ底部のオーガー上にあるスクリューがゆっくり回転することにより下に穀類を供

給し、下のスクリューで搬出する。 
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資料 6 機密サイロに貯蔵したコーンを湿式粉砕機で処理するシステムのパンフレット 
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C) BigDutchman 社 

BigDutchman 社は日本国内でもリキッドフィーディングシステムを販売している会社

である。BigDutchman 社は Assentoft 社と連携して、トウモロコシの穀実を気密サイロ

内でサイレージ調製し、それを給与直前に取り出して粉砕しリキッドフィーディングで豚

に給与するシステムを販売している。湿式粉砕機の販売価格は約 5,000 ユーロであり、能

力は用いるモーターにもよるが、コーンで 1.85 トン/時間のシステムの場合、大麦では約 1

トン/時間くらいになる。3.5mm メッシュのスクリーンを装着しているが、2mm のスクリ

ーンをテスト用に作ることもできる。大麦では 3.5mm で十分だったという。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 52．BigDutchman 社の湿式粉砕機 

 

(11) 養豚研究センター  

Pig Research Centre 

Danish Agriculture and Food Council 

Axeltorv 3 

1609 Copenhagen V 

Denmark 

養豚研究センターでは養豚研究における栄養の専門家で、リキッドフィーディングに関

する研究を行っている Anni Oyen Pedersen 氏に話をうかがった。 

養豚研究センターではトウモロコシの養豚用飼料としての利用は 近始まったばかりで、

そのシステムが開発されつつある段階である。通常は 11 月の始め頃にトウモロコシが収

穫され、その乾物率は 65%程度であるが今年はやや遅れ気味であり、乾物率は 60%程度と

例年より低い。収穫後畑の中で移動式の粉砕機で粉砕する場合もある。粉砕する際、プロ

ピオン酸や酢酸の添加や、乳酸菌を添加する場合もある。コーンのホールクロップサイレ

ージ調製技術が応用されている。粉砕後直ちにサイレージ調製されるが、室内のバンカー

サイロに詰める場合もあれば、長いチューブ状のビニールサイロ（サイロバッグ）に詰め

ることもある。少なくとも 4 週間は発酵させて飼料として利用する。取り出した粉砕コー

ンはホッパーに水とともに入れて、ポンプで吸い上げてその他の飼料原料とミキサーで混

合してリキッドフィーディングで豚に給与する。気密サイロを使用する場合はカビ等の生

じる心配がないので、有機酸や乳酸菌の添加は行わずにそのままサイロ詰めして、先に紹

介したシステムで取り出して、粉砕してリキッドフィーディングで利用する。 
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とうもろこしの飼料利用は始まったばかりで、小麦、大麦の利用が主流である。リキッ

ドフィーディングを採用している農家は 4 割程度であろうが精確な数字は得られなかった。

その中でデンマーク式の発酵リキッドフィーディングを採用しているのは 10%弱程度で

その割合は 3 年前とそれほど変化していない。デンマーク式の発酵リキッドフィーディン

グとは粉砕した小麦、大麦を水に浸漬し、自然発酵を生じさせる。その発酵リキッド飼料

を給与直前に大豆粕やビタミン･ミネラル等を混合して豚に給与するもので、発酵させたリ

キッド飼料をスターターカルチャーとして一部残して、新たな穀類と水を追加して発酵さ

せて翌日給餌に用いるというものである。このように調製した発酵リキッド飼料の栄養価

を求めたところ、発酵させないものより、発酵させた方が栄養価が高い結果が得られてい

る。その向上は小麦よりも大麦の方が良好とのことで、大麦には非デンプン多糖類が多く

含まれ、それが浸漬･発酵により改善されたからと推察される。栄養価以外に、リンの利用

性が向上が顕著で、麦類に含まれる内因性フィターゼと発酵に伴う微生物由来フィターゼ

の効果と考えられる。 

SKIOLD 社のところで記載した Non-Residue Liquid Feeding System は母豚ならびに

離乳豚へのリキッドフィーディングに特に有効である。給餌するリキッド飼料に比べてパ

イプラインに滞るリキッド飼料が多いこれらの豚に給餌する場合、パイプラインでの異常

発酵が問題になるため、それを防止できる本システムを採用することで、採食量が改善で

きるとのことであった。 

硝酸塩指令に関連して、その運用はデンマークでも大きく変化しつつあり、以前は養豚

農家が一定の土地を所有するか、畑作農家との契約を有することがその経営の前提となっ

ていたが、現在はそのシステムが変わりつつあるという。本件については Bent Ib Hansen

氏が詳しいので、直接問い合わせるようにとのことであった。窒素やリンの問題も大きい

が昨今は臭いの問題についてより厳しい対応が求められつつある。 

以前に比べて、一貫経営は減りつつあり、繁殖と肥育の専門農家に分かれつつある。年

間約 20 百万頭の子豚が生産されているが、ここ 2 年間ほど、ドイツでの豚の価格高騰に

より、百万頭ほどの子豚（体重約 30kg）がドイツに輸出されるようになっている。 
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資料 7 養豚研究センターでの説明資料 

 

CCM 調製用のコーン収穫用コンバイン 

CCM 調製用のコーン粉砕機 
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CCM 調製用のビニールサイロ 

CCM 調製用の機密サイロ 
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コーンの液状粉砕機 
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資料 8 発酵調製した穀類の栄養価に関するレポート 
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４．我が国に有効と考えられる技術･知見、そして普及に当たっての課題、配慮すべき点 

EU における養豚の現場では、家畜福祉に関連する規制（母豚の群管理、去勢の禁止等）、

硝酸塩指令（飼養頭数に応じた自給穀類栽培の義務化）等により、農家を取り囲む環境は

どんどん変化し、そしていっそう厳しくなっている。しかし、生産工程のハードルを高く

することにより、海外からの豚肉の輸入を制限して、結果として農家の競争力維持に繋が

っていると感じられた。 

そのようなシステムを構築するために、養豚飼料用穀類の生産に関しても、養豚農家、

畑作農家、飼料メーカー等が連携しあって、省力的で、かつ、化石燃料にできる限り依存

しないような体系を築き上げている。オランダにおいては 50ha 程度のトウモロコシ畑を

有する農家であっても、収穫、その後の CCM の調製等の作業はコントラクターに任せて

あり、その作業も 2 日間で終了するというほど、効率化している。オランダは地理的にも

集約化がしやすいため、そのシステムをそのまま日本に導入することは困難かもしれない

が、デンマークで開発されつつある、コーンの穀実をサイレージ化し、豚への給与直前に

粉砕してリキッドフィーディングで利用する技術については、コーンでも、また、飼料用

籾米でも日本に導入できるのではないだろうか。 

想定される飼料用籾米ソフトグレインのリキッドフィーディングによる利用法としては

下記のように考える。 

 

１）飼料用米の収穫時に、籾米に有機酸を添加しながら、ビニールを内装したフレコンバ

ッグに詰め、密封する。 

２）そのフレコンバッグは稲作農家あるいは養豚農家で給与まで保存する。 

３）給与時、フレコンバッグから籾米ソフトグレインをホッパーに落とし、そこから水と

ともに、一定量湿式粉砕機に導入し粉砕する。ある程度液状になった籾米リキッドの

粒度をより細かくするため、未粉砕の籾米を一定量加えながら湿式粉砕機と籾米リキ

ッドタンクを循環させ、粒度が 1 ㎜以下の籾米リキッドを調製する。 

４）その籾米リキッドと、他の飼料原料を混合し、要求量を満たすようにしてリキッドフ

ィーディングにより豚に給与する。 

 

このような技術が確立されると、乾燥調製が不要であるためコスト削減が可能で、食用

米への不正流用も防止でき、そして資源循環も容易になる、飼料用米の養豚での一定域内

での利用システムが構築される。 

そのシステム構築には、その他の技術開発も必要である。たとえば、不良発酵を抑制し

うる複合有機酸の開発や、安全な添加技術の開発が求められる。ヨーロッパではソルビン

酸や安息香酸のような有機酸の利用が認められているが、日本ではこれらの飼料添加物と

しての利用は認められていないので、それらの登録も含めて、より少量の添加で有効な複

合有機酸の活用が飼料用籾米ソフトグレインのみならず、水分の多い食品残さや穀類を乾

燥せずに飼料利用するためのキーテクとなる。 

国内の飼料メーカーのスタンスも、ヨーロッパの飼料メーカーのように、飼料用穀類を

販売するだけではなく、自給飼料用穀類の生産支援、エコフィードを含めた飼料設計の支

援等、ソフト面のサービス重視に転換していくことが肝要と思われる。 
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日本国内の養豚農家で自給穀類を利用しているところは極めて少ない。現在、飼料用米

の利用が徐々に進みつつあるが、いっそうの利用のためには新規な制度作りが必要と思わ

れる。一定地域内に存在する飼料資源である、自給穀類やエコフィードを活用することで、

資源循環を実践し、域外からの飼料や資材の移入を 小限にするシステム構築は防疫上も

重要である。宮崎への口蹄疫侵入と拡散は、このような飼料基盤構築の重要性･正当性を裏

付ける経験になったと考えられる。 
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