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表１．輸入乾牧草のuNDF測定結果

「uNDF」
とは「一定時間のうちに消

パーティクル
サイズ小

写真２. uNDFの高低とパーティクルサイズの大小を
組み合わせた飼料

飼料設計内容（％乾物）

NDF

uNDF30

uNDF120

uNDF240

（％乾物）

（％乾物）

（％乾物）

（％乾物）

アルファルファ
（プレミアム）

43.5

25.2

24.0

アルファルファ
（No.１）

44.8

26.3

チモシー１番
（プレミアム）

59.8

チモシー１番
（No.１）

コーンサイレージ

42

42

23.1

配合飼料

51

51

25.4

24.6

長ストロー
（pef *: 0.82）

7

-

29.5

23.5

21.3

短ストロー
（pef *: 0.66）

-

7

58.5

27.7

20.9

19.2

チモシー２番

61.0

33.7

24.9

22.7

乾物摂取量（㎏/日）

28.6

28.2

時間で消化されない繊維を「消化

スーダン（細軸）

61.4

21.4

13.8

11.5

できない繊維」
として評価する。

乳量（㎏/日）

49.5

48.4

スーダン（中軸）

67.6

29.7

17.4

15.5

クレイングラス

64.8

27.0

21.9

20.5

De novo脂肪酸（g/100g脂肪酸）

26.2A

25.6B

ライグラスストロー

72.6

44.8

31.4

29.4

採食時間（ 分/日）

233A

216B

フェスクストロー

70.0

43.1

31.4

30.6

反すう時間（ 分/日）

504

495

化されない繊維」
を意味する。
uNDF は、一般に飼料を30・
120・240時 間 培 養して測 定す
る。30時間までに消化される繊維
を「早く消化される繊維」、30〜
240時間の間で消化される繊維を
「ゆっくり消化される繊維」、240

「早く消化される繊維」が多けれ
ばルーメン内で消化が進みやすく、
滞留している時間が短い
（充満しに
くい）
と考えられ、逆に「ゆっくり消

ルーメン環境が悪化すると低下する

成績

*pef: 物理的有効度（1.18 mm のふるい上に残る乾物飼料片の割合）
A,B
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傾向差あり（P < 0.10)
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