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Abstract: In this examination， we studied on the ∞rrelation of between the methane discharge of expiration and rumen 

using cattle fitted with rumen fistula was fed by general breeding method. We corrected gas仕omexpiration and rumen at 

five times in before feeding， after feeding， after an hour of feeding， after three hours of feeding， and after five hours of 

feeding. The amount of methane discharge was tended to increase immediately after feeding. And then， the amount of 

methane discharge was gradual decreased. We observed positive correlation between expiration and rumen for methane 

discharge. 
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諸 言

近年，人為的な温室効果ガスの濃度上昇に伴う地球温暖化

が指摘されている1)温室効果ガスの一つであるメタンは，

人為的温室効果ガス総排出量の約 15%程度に過ぎないが，温

室効果能は二酸化炭素の約 25倍もある.地球上に排出される

メタンは約 47%を農業が占めており，さらに農業由来のメタ

ン排出のうち約 32%が家畜由来とされている 2) また，この

家畜由来の大部分は牛によるものである 3)

牛などの反勿動物のルーメン内には，細菌や原生動物など

からなる嫌気性微生物が多数生息し，飼料に含まれるタンパ

ク質や炭水化物は微生物に栄養源として消化吸収される.こ

の過程で酢酸，プロピオン酸，酪酸などの揮発性脂肪酸と水

素や二酸化炭素などのガスが生成される.そのうち，水素は

微生物によってさらに代謝され，メタンとして呼気中に排出

される 1) 一般的に、呼気中に排出されるメタン量は，ルー

メン内における給与飼料の質や量によって影響を受ける

の，4)，5) さらに，環境温度によっても影響を受けるとされてい

るへ
このようにルーメン内におけるメタン生成は，給与飼料の

みならず飼養環境によっても影響を受ける.ルーメン内で生

成されたメタンは，あい気として口腔から排出されるが，こ

の排出量は，家畜の呼吸量によっても異なることが考えられ

る.呼吸量は l回の呼吸で出入りする空気の量と 1日あたり

の呼吸回数によって変化する.今回，一般的な飼養法で飼育

される牛のルーメン内のメタン生成量と呼気中へのメタン排

出量における関連性について検討した.

材料および方法

試験は，琉球大学農学部付属亜熱帯フィールド科学教育セ

ンター内で飼育されているフィステルを装着した雌黒毛和種
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1頭を用いて行った.飼料給与は，粗飼料 (9kg)および濃厚

飼料 (1日あたり 4kg) とし，粗飼料は 1日l巨l靭j8時半に給

与した.濃厚飼料は，朝 8時半および夕方 4U寺の 2回に按分

給与した.呼気及び胃内ガスの採取は，午前の給餌直前，給

餌直後，給餌後約 1H奇間後，給餌後約 3時間後，および給制

後約 5時間後の計 5巨|行った 11乎気ガスの採取は 2251"のダグ

ラスバッグ(写真 1)を用いて行い，速やかに 11"アルミバッ

グにサンプノレガスを移した.胃内ガスの採取はプイステノレキ

ャップに設置した留置管を介して，胃内ガスを lLアノレミサン

フ。ルガス採取袋に吸引して行い，速やかに lLアノレミバッグに

/ 

写真 1.呼気採取に使用したダグラスバッグ

サンプルガスを移し替えた

得られたサンプルガスは分析に供するまで冷H音所に保管し

た.メタンガスの分析は，ポータフ守ルガスモニター(J]!1iJI計

器株式会社製， GX-2012GT-TYE-D) で、行った.

結果および考察

フィステノレを装着した雌黒毛社l種の11乎気及び第一胃のメタ

ン量を表 lに示した 11乎気，第一胃ともに飼料給餌後にメタ

ン量が増加し，その後時聞が経過するにつれて減少していく

Table 1. Methane clischarge f1'om cattle fittecl with rumen 

fistulaCppm) . 

F'ive of after feecling 

Befo1'e After After Aft巴r Afωr 

feecling feecling 1h1' 3h1' 5hr・

Expi1'ation 3430 

Rumen 5210 

4140 

7250 

2440 

4575 

※Collection quantity was 1L respectively 

2110 

4050 

1450 

3000 

傾向が見られた また，両者において高い正の相関があるこ

とが確認された

一般的にルーメン内において，発酵にともなって発生する

メタンなどのガス生成量は飼料給与によって著しく変化する

と言われている 6) 11'j;'気中に含まれるメタンの濃度は給自Ir後

上昇，その後漸減することが知られている 7) 今回の試験で

は，飼料給与後 11乎気，第一胃ともにメタン量が上昇し，そ

の後漸減し 6時間後には飼料摂取直後のメタン量の半分以

下になった.このことより ，ルーメン内および、呼気中のメタ

ン量は，飼料摂取の影響を強く受けることが示唆された ま

た，飼料摂取後にメタン量が増加 しその後漸減することにつ

いて，飼料摂取直後はノレーメン内の炭水化物を分解すること

により副産物であるメタン量が上昇し，時間の経過とともに

飼料片が消化され炭水化物が少なくなっていくことでメタン

量が減少してきたためと考えられた.

牛などの反初動物の/レーメン内で発生したメタンガスはガ

ス層に蓄積され，あい気とともに体外へ排出されている 1)

今回の試験で呼気と第一宵において相関が見られたのは，あ

い気によって多くのメタンが口腔から排出されたためだと考

えられる.

今回の試験では牛が リラックス した状態のみにおける結果

であり，止|二の活ID)J同など，牛のH乎吸量が変化する環境におい

ては 1呼気中のメタン濃度が変化することが考えられる 今

後，牛の運動量などの違いによるメタン量の関連性について

調査し，牛のルーメン内と呼気のメタン量の関係をより詳細

に検討する必要がある

要約

本試験では， 一般的な飼養法で飼育されている フィステル

を装着した牛を用し、て 11乎気中へのメタン排出量と/レーメン

内のメタン生成量の関連性について検討した.11乎気および/レ

ーメン内のガスの採取は，給餌直前，給餌直後，給餌後約 l

H寺間後，給餌後約 3U~ï'間後，給餌後約 5 時間後の計 5 回行っ

た 両者のメタン量を計測したと ころ，飼料給餌直後にメ タ

ン量が噌加し，その後ド|削減していく傾向が見られた.また，

呼気およびルーメン内のメタン量は高い正の相関があること

が確認された.
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