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2000年前後に注目されはじめ，黒毛和種肥育農家等
に普及が進みました。しかし，近年価格が急上昇して
おり，代替資材を望む声が多くあります。

■木質蒸煮飼料の研究開発
上記の背景から北海道に賦存している林産資源を畜
産業で利用することを目指し，木質蒸煮飼料について
産学官連携で研究開発を行いました。表1にこれまで
の研究経緯を示します。

まず，2014年度に北海道中小企業応援ファンドの
助成金を使用して，シラカンバを原料とした木質蒸煮
飼料の製法検討および給餌試験を実施しました。その
結果，粗飼料として用いられている稲わらと遜色ない
安全な飼料であることが実証されました。そこで，
2016年に実証プラント（図1）を導入して木質蒸煮飼
料の製造を開始しました。
製造する中で印象的だったことは，サンプルとして
蒸煮飼料を生産者のもとへお持ちした際，生産者の
方々がこの飼料を実際に口に入れて香りや食味を確認
されたことです。この現実を目の当たりにしたこと
が，原料や製品の管理に対する認識を大きく変えるき
っかけになりました。さらに，企業として製造業を掲
げた時点で素人ではなく専門家として立ち振る舞わな
ければならないことも自覚いたしました。

2016年度には農林水産省の委託研究として道総研
林産試験場，帯広畜産大学，雪印種苗株式会社と当社
の4者でコンソーシアムを組んで研究を実施しまし
た。その結果，シラカンバと同様にヤナギ・トドマ
ツ・カラマツについて安全性が証明され，上記の3樹
種についても木質蒸煮飼料として製造が可能となりま
した。
さらに，2017年度から2019年度までの3年間，農

水省の委託研究のメンバーと引き続きコンソーシアム
を組み実証研究を行いました。この研究では，木質蒸
煮飼料の牛に対する増体効果から，給餌により得られ
る経済性などを明らかにしました。また，この研究で
は事業採算性についての検証も行いました。研究の事
業試算をもとに生産設備を検討し，2020年に大規模
設備投資を行い，これまでの実証プラントから，生産
規模を拡大して本格的な操業を開始しました。

■木質蒸煮飼料「キャトルエース」の特徴
当社が販売する木質蒸煮飼料は「キャトルエース」
と名付けました（図2）。キャトルとは英語で牛の意
味で，bull（雄牛），cow（雌牛）などの総称です。

 

「キャトルエース」は，木材を圧力窯で高温高圧の
水蒸気によって蒸煮処理した，オリゴ糖を含む新木質
飼料です。牛が好む「酢酸とバニリンなどの香り成
分」を多く含み，特徴ある「味」「香り」が牛に対し
て高い嗜好性を発揮します。
原材料には北海道産木材と水のみを使用しており，
添加物などは一切混入していないため，安全で高い粗
繊維量と嗜好性を備えた良質の飼料です（図3，図

4）。

キャトルエースの特徴は以下のとおりです。
〇繊維質が多い飼料
一般的な飼料に比べ繊維量が多く，少量で必要とさ
れる繊維量を補えるため，配合飼料の摂取を邪魔せ
ず経済性に優れている。
〇オリゴ糖を含む飼料
キャトルエースには木質由来のオリゴ糖（キシロオ
リゴ糖）が含まれている。キシロオリゴ糖は消化管

内細菌叢（そう）を良好な状態に近づけ，消化吸収
効率を高める可能性があることがわかっているた
め，家畜の健康維持や体重増加等が期待できる。
〇適度な硬さがある粗飼料
粗剛性のある難消化性の繊維質の物理的刺激によ
り，胃壁の健全化，胃腸のぜん動運動の活発化，咀
嚼（そしゃく）回数や唾液分泌量の増加等，粗飼料
としての生理活性効果が大きい。
〇酢酸を主成分とする有機酸を含むpHの低い粗飼料
pHが3.5程度と低く，保存性が高い粗飼料である。
また，酢酸はルーメンより吸収され，牛のエネルギ
ー源となる。
〇安定供給可能な粗飼料
地域の林産資源を原料にしているため，輸入飼料の
ように国際情勢や，牧草のように天候に左右される
ことなく通年安定供給できる。
〇肥育効率向上による経済効果
粒状飼料で給餌作業効率が良い。また，糞のしまり
が良く敷料の交換頻度が下がるなど，肥育効率が向
上することによって経済効果が上がる。

■原材料について
粗飼料の原材料としているシラカンバは，きのこ菌
床，バイオマス発電燃料，合板原料などさまざまな分
野で需要があります。このような多くの需要があるた
め，木質蒸煮飼料の原材料としてシラカンバだけで北
海道全域の畜産家へ供給することは厳しいと予想され
ました。そこで，安定的に原材料を確保でき，地域性
を活かした樹種の検討を行いました。
その結果，既述のとおり2016年の地域戦略プロジ
ェクトにてヤナギ・トドマツ・カラマツが飼料として
安全であるということを実証しました。
ヤナギはシラカンバと性質が似ており，できた製品
の品質もシラカンバと遜色ない事が確認されました。
現在既に商品化し，製造・販売を行っています。
原料となるヤナギは，近年多発している豪雨災害に
おいて河川の氾濫の原因になることから，河川管理の
中で計画伐採の必要性が重視されています。この様な
背景から河川管理者からもヤナギの有効利用方法とし
て飼料化について期待を寄せていただいています。し
かし，原料の安定供給という面ではまだまだ課題が多
く，この粗飼料を広く普及させる段階には至っていま
せん。今後，防災の面で河川管理者と連携し，原材料

として安定供給が可能になる仕組みを作ることが必要
です。それにより，防災に貢献する良質な粗飼料とし
て広く普及する可能性を秘めています。
トドマツやカラマツについては家畜に対し安全性を
証明することができましたが，生体にどの様な機能性
効果をもたらすのかはまだ検証されていません。そこ
で，2020年から3年間，道総研の重点研究として道総
研林産試験場，道総研酪農試験場，雪印種苗株式会
社，帯広畜産大学，松原産業株式会社との6者でコン
ソーシアムを構成し，「道産木質飼料の原料樹種と適
用家畜拡大のための研究」というテーマで共同研究を
開始しました。この研究では黒毛和牛以外への適用や
その効果の実証を目指しています。
シラカンバやヤナギなどの広葉樹に比べ，針葉樹は
リグニンの含有量が多く，でき上がった製品の特徴も
大きく異なることから，この重点研究で製法を確立す
るとともに，新飼料として新たな価値を見出していく
ことを計画しています。針葉樹を原料とする粗飼料を
北海道の畜産業に供給できれば，北海道の林業と畜産
業に大きく貢献することができるのではないかと考え
ています。

■今後の展望
現在，北海道北見市を拠点とした本社工場では
2,000～3,000t/年の規模で主にシラカンバを原料と
したキャトルエースを生産しています。道総研と進め
ている共同研究にて，新しい家畜種の飼料として良好
な成果を得ることができたら，更に増設を計画し
5,000t/年規模の生産体制を目指したいと考えていま
す。そして，道内に2つ目の生産拠点を構え，道内全
域の酪農家や畜産家へ供給できるような体制を構築し
たいと考えています。
最近では東北地方の公設研究機関とも産学官連携の
研究を進めています。蒸煮処理技術による飼料化は道
内のみならず道外からも注目されるようになり，事業
理念を共有できるパートナーへ技術ノウハウを提供
し，全国へ供給拠点を増やしていきたいと考えていま
す。
これまでの経験上，「安定的な地域資源の確保」と
「地域における製品の需要」は新製品展開の重要な要
素であると痛感しています。それぞれの地域において
原材料となる樹種に対し，目指す健康機能効果のコン
セプトを構築し，そのコンセプトに沿ったエビデンス

を蓄積することで，はじめて商品が認知され，需要が
生み出されると感じています。全国へ展開する際は，
それぞれの地域の公設機関や大学等と連携し，実証研
究を行うというプロセスを踏むことで，事業に対する
リスクを回避できると思います。また，技術ノウハウ
を提供し，試験研究に参画することで，研究で得たエ
ビデンスを北海道に持ち帰り，更なる応用利用の可能
性を拡げ，北海道の地域経済の発展にも寄与できると
考えています。
　
飼料製造業という未知の領域に参入するにあたり，
多くの機関，多くの方々に協力をいただいてきまし
た。今あるのは，ご縁をいただきました皆様にお力添
えいただいたおかげであると思っております。
また，この事業で得た一番の財産は熱意ある優秀な
社員が育ったことです。生産現場に直接足を運び，餌
を食べる牛たちの姿に触れ，実際に木質蒸煮飼料で肥
育された牛を食すことで，生産者や牛に対する熱い想
いを抱き，この木質蒸煮飼料の製造や製品の品質向上
のために日々尽力しております。このような社員の想
いに応えて行けるよう計画を進めて参りたいと考えて
います。
末尾にあたり，木質蒸煮飼料生産事業の理念を示し
ます。ここに示した事業理念と指針を糧に，今後も進
んでいく考えです。

【木質蒸煮飼料生産事業理念】
国内に賦存する林産資源の新たな利用価値を見出す
ことで林業に貢献することと，畜産業における飼料自
給率を向上することで日本の農業へ貢献することを目
指す。

【指　針】
一．私たちは高品質で安全な飼料製造を遵守します。
一．私たちは木質蒸煮飼料を全国へ普及し，安定供給
できる体制を構築します。

一．私たちは低質材などから新たな価値を見出し，林
業の活性化を目指します。

一．私たちは木質蒸煮飼料を広く普及し，飼料自給率
の向上を目指します。

一．私たちは木質蒸煮飼料生産事業を通じて地域社会
へ貢献します。

■当社の概要
当社は1976年に設立し，北見市内を中心に一般廃
棄物や産業廃棄物など廃棄物処理関連事業を営んでい
ます。主な事業内容は以下のとおりです。
・家庭系・事業系ごみ収集　
・住宅片づけ
・産業廃棄物中間処理
・産業廃棄物収集運搬
・マンホールポンプ場清掃
・下水道管渠（きょ）清掃
・道路側溝清掃
・し尿及び浄化槽くみ取り
・浄化槽工事・維持管理
・木質蒸煮飼料製造

■木質蒸煮飼料に着目した経緯
2014年，当社が運営する産業廃棄物汚泥の中間処
理工程の中で，所有する圧力釜を用いた加水分解処理
技術が適用できないかを検討しました。ですが，当社
が扱う汚泥性状には適さず採用に至らなかったため，
別な用途にこの技術を生かすことができないかを模索
検討しました。
過去の資料を検索する中で，1990年代，農林水産
省が飼料自給率を向上させるために蒸煮処理*木材を
牛の飼料にするための研究（バイオマス変換計画）が
行われたことを知りました。
*高温高圧の水蒸気で加熱する処理
全国の公的研究試験機関に委託した研究により，木
材が牛の飼料に変換されることが証明されています。

ですが，当時の飼料価格より高かったため，残念なが
ら普及には至りませんでした。しかし，当時の研究か
ら約30年が経過し，輸入飼料の価格上昇（表1）や関
連技術の発達により，事業化が可能であると考え，木
質蒸煮飼料の開発に着手することとしました。

■北海道における黒毛和種肥育牛の動向と飼料給与
北海道における黒毛和種肥育牛を含む肉専用種の飼
育頭数は2016年の19万頭から2018年の22万頭へと
増加傾向にあり，今後も道内産業として成長する可能
性があります。しかしながら，牛を肥育するための粗
飼料及び濃厚飼料は原料の大部分を輸入に頼っていま
す。その輸入価格は為替の変動および世界規模での需
要の増加などの影響を受けて不安定で，肥育農家は収
益に大きな影響を受けています。このため，飼料の自
給化の必要性が高まっています。
また，黒毛和種肥育牛は，脂肪交雑（肉の霜降り
化）のために血中ビタミンA濃度が高くならないよう
に配慮しながら濃厚飼料を多給し，生育を早めて肉を
生産する肥育が実施されています。しかし，濃厚飼料
を多給すると炭水化物が反芻（すう）胃（以下，ルー
メン）内の微生物により急速に資源化されて揮発性脂
肪酸となり，ルーメン内のpHの急激な低下（ルーメ
ンアシドーシス）を招くことがあります。そうする
と，牛の健康状態が悪化して生産性が低下する場合が
あります。このため，濃厚飼料を多給する場合には粗
飼料の給与管理が重要となります。
繊維の多い粗飼料は一般に牛の嗜（し）好性が低い
場合が多いのですが，輸入粗飼料である発酵バガスで
あれば嗜好性が高くなります。発酵バガスはさとうき
びの搾りかすに糖蜜を加えて嫌気発酵させた飼料で，
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表1　近年の輸入粗飼料の農家購入価格（円/kg）
 

 

 稲わら 発酵バガス 
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2015年頃 約50 約60 
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嚼（そしゃく）回数や唾液分泌量の増加等，粗飼料
としての生理活性効果が大きい。
〇酢酸を主成分とする有機酸を含むpHの低い粗飼料
pHが3.5程度と低く，保存性が高い粗飼料である。
また，酢酸はルーメンより吸収され，牛のエネルギ
ー源となる。
〇安定供給可能な粗飼料
地域の林産資源を原料にしているため，輸入飼料の
ように国際情勢や，牧草のように天候に左右される
ことなく通年安定供給できる。
〇肥育効率向上による経済効果
粒状飼料で給餌作業効率が良い。また，糞のしまり
が良く敷料の交換頻度が下がるなど，肥育効率が向
上することによって経済効果が上がる。

■原材料について
粗飼料の原材料としているシラカンバは，きのこ菌
床，バイオマス発電燃料，合板原料などさまざまな分
野で需要があります。このような多くの需要があるた
め，木質蒸煮飼料の原材料としてシラカンバだけで北
海道全域の畜産家へ供給することは厳しいと予想され
ました。そこで，安定的に原材料を確保でき，地域性
を活かした樹種の検討を行いました。
その結果，既述のとおり2016年の地域戦略プロジ
ェクトにてヤナギ・トドマツ・カラマツが飼料として
安全であるということを実証しました。
ヤナギはシラカンバと性質が似ており，できた製品
の品質もシラカンバと遜色ない事が確認されました。
現在既に商品化し，製造・販売を行っています。
原料となるヤナギは，近年多発している豪雨災害に
おいて河川の氾濫の原因になることから，河川管理の
中で計画伐採の必要性が重視されています。この様な
背景から河川管理者からもヤナギの有効利用方法とし
て飼料化について期待を寄せていただいています。し
かし，原料の安定供給という面ではまだまだ課題が多
く，この粗飼料を広く普及させる段階には至っていま
せん。今後，防災の面で河川管理者と連携し，原材料

として安定供給が可能になる仕組みを作ることが必要
です。それにより，防災に貢献する良質な粗飼料とし
て広く普及する可能性を秘めています。
トドマツやカラマツについては家畜に対し安全性を
証明することができましたが，生体にどの様な機能性
効果をもたらすのかはまだ検証されていません。そこ
で，2020年から3年間，道総研の重点研究として道総
研林産試験場，道総研酪農試験場，雪印種苗株式会
社，帯広畜産大学，松原産業株式会社との6者でコン
ソーシアムを構成し，「道産木質飼料の原料樹種と適
用家畜拡大のための研究」というテーマで共同研究を
開始しました。この研究では黒毛和牛以外への適用や
その効果の実証を目指しています。
シラカンバやヤナギなどの広葉樹に比べ，針葉樹は
リグニンの含有量が多く，でき上がった製品の特徴も
大きく異なることから，この重点研究で製法を確立す
るとともに，新飼料として新たな価値を見出していく
ことを計画しています。針葉樹を原料とする粗飼料を
北海道の畜産業に供給できれば，北海道の林業と畜産
業に大きく貢献することができるのではないかと考え
ています。

■今後の展望
現在，北海道北見市を拠点とした本社工場では
2,000～3,000t/年の規模で主にシラカンバを原料と
したキャトルエースを生産しています。道総研と進め
ている共同研究にて，新しい家畜種の飼料として良好
な成果を得ることができたら，更に増設を計画し
5,000t/年規模の生産体制を目指したいと考えていま
す。そして，道内に2つ目の生産拠点を構え，道内全
域の酪農家や畜産家へ供給できるような体制を構築し
たいと考えています。
最近では東北地方の公設研究機関とも産学官連携の
研究を進めています。蒸煮処理技術による飼料化は道
内のみならず道外からも注目されるようになり，事業
理念を共有できるパートナーへ技術ノウハウを提供
し，全国へ供給拠点を増やしていきたいと考えていま
す。
これまでの経験上，「安定的な地域資源の確保」と
「地域における製品の需要」は新製品展開の重要な要
素であると痛感しています。それぞれの地域において
原材料となる樹種に対し，目指す健康機能効果のコン
セプトを構築し，そのコンセプトに沿ったエビデンス

を蓄積することで，はじめて商品が認知され，需要が
生み出されると感じています。全国へ展開する際は，
それぞれの地域の公設機関や大学等と連携し，実証研
究を行うというプロセスを踏むことで，事業に対する
リスクを回避できると思います。また，技術ノウハウ
を提供し，試験研究に参画することで，研究で得たエ
ビデンスを北海道に持ち帰り，更なる応用利用の可能
性を拡げ，北海道の地域経済の発展にも寄与できると
考えています。
　
飼料製造業という未知の領域に参入するにあたり，
多くの機関，多くの方々に協力をいただいてきまし
た。今あるのは，ご縁をいただきました皆様にお力添
えいただいたおかげであると思っております。
また，この事業で得た一番の財産は熱意ある優秀な
社員が育ったことです。生産現場に直接足を運び，餌
を食べる牛たちの姿に触れ，実際に木質蒸煮飼料で肥
育された牛を食すことで，生産者や牛に対する熱い想
いを抱き，この木質蒸煮飼料の製造や製品の品質向上
のために日々尽力しております。このような社員の想
いに応えて行けるよう計画を進めて参りたいと考えて
います。
末尾にあたり，木質蒸煮飼料生産事業の理念を示し
ます。ここに示した事業理念と指針を糧に，今後も進
んでいく考えです。

【木質蒸煮飼料生産事業理念】
国内に賦存する林産資源の新たな利用価値を見出す
ことで林業に貢献することと，畜産業における飼料自
給率を向上することで日本の農業へ貢献することを目
指す。

【指　針】
一．私たちは高品質で安全な飼料製造を遵守します。
一．私たちは木質蒸煮飼料を全国へ普及し，安定供給
できる体制を構築します。

一．私たちは低質材などから新たな価値を見出し，林
業の活性化を目指します。

一．私たちは木質蒸煮飼料を広く普及し，飼料自給率
の向上を目指します。

一．私たちは木質蒸煮飼料生産事業を通じて地域社会
へ貢献します。

■当社の概要
当社は1976年に設立し，北見市内を中心に一般廃
棄物や産業廃棄物など廃棄物処理関連事業を営んでい
ます。主な事業内容は以下のとおりです。
・家庭系・事業系ごみ収集　
・住宅片づけ
・産業廃棄物中間処理
・産業廃棄物収集運搬
・マンホールポンプ場清掃
・下水道管渠（きょ）清掃
・道路側溝清掃
・し尿及び浄化槽くみ取り
・浄化槽工事・維持管理
・木質蒸煮飼料製造

■木質蒸煮飼料に着目した経緯
2014年，当社が運営する産業廃棄物汚泥の中間処
理工程の中で，所有する圧力釜を用いた加水分解処理
技術が適用できないかを検討しました。ですが，当社
が扱う汚泥性状には適さず採用に至らなかったため，
別な用途にこの技術を生かすことができないかを模索
検討しました。
過去の資料を検索する中で，1990年代，農林水産
省が飼料自給率を向上させるために蒸煮処理*木材を
牛の飼料にするための研究（バイオマス変換計画）が
行われたことを知りました。
*高温高圧の水蒸気で加熱する処理
全国の公的研究試験機関に委託した研究により，木
材が牛の飼料に変換されることが証明されています。

ですが，当時の飼料価格より高かったため，残念なが
ら普及には至りませんでした。しかし，当時の研究か
ら約30年が経過し，輸入飼料の価格上昇（表1）や関
連技術の発達により，事業化が可能であると考え，木
質蒸煮飼料の開発に着手することとしました。

■北海道における黒毛和種肥育牛の動向と飼料給与
北海道における黒毛和種肥育牛を含む肉専用種の飼
育頭数は2016年の19万頭から2018年の22万頭へと
増加傾向にあり，今後も道内産業として成長する可能
性があります。しかしながら，牛を肥育するための粗
飼料及び濃厚飼料は原料の大部分を輸入に頼っていま
す。その輸入価格は為替の変動および世界規模での需
要の増加などの影響を受けて不安定で，肥育農家は収
益に大きな影響を受けています。このため，飼料の自
給化の必要性が高まっています。
また，黒毛和種肥育牛は，脂肪交雑（肉の霜降り
化）のために血中ビタミンA濃度が高くならないよう
に配慮しながら濃厚飼料を多給し，生育を早めて肉を
生産する肥育が実施されています。しかし，濃厚飼料
を多給すると炭水化物が反芻（すう）胃（以下，ルー
メン）内の微生物により急速に資源化されて揮発性脂
肪酸となり，ルーメン内のpHの急激な低下（ルーメ
ンアシドーシス）を招くことがあります。そうする
と，牛の健康状態が悪化して生産性が低下する場合が
あります。このため，濃厚飼料を多給する場合には粗
飼料の給与管理が重要となります。
繊維の多い粗飼料は一般に牛の嗜（し）好性が低い
場合が多いのですが，輸入粗飼料である発酵バガスで
あれば嗜好性が高くなります。発酵バガスはさとうき
びの搾りかすに糖蜜を加えて嫌気発酵させた飼料で，

図1　導入した実証プラント

図2　キャトルエースのロゴ

 

 

年度 研究制度および課題名 

2014 

・北海道中小企業応援ファンド（市場対応型

製品開発支援助成金） 

・広葉樹林地残材を原料とする牛飼料の研究 

2016 

・農業・食品産業技術総合研究機構 革新的

技術開発・緊急展開事業（うち地域戦略プ

ロジェクト） 

・北海道の木質バイオマスからの飼料生産と

給餌の実証研究 

2017～

2019 

・（地独）北海道立総合研究機構 重点研究 

・道産広葉樹を原料とした木質粗飼料の開発 

表1　研究開発の経緯
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蒸煮前 蒸煮後

2000年前後に注目されはじめ，黒毛和種肥育農家等
に普及が進みました。しかし，近年価格が急上昇して
おり，代替資材を望む声が多くあります。

■木質蒸煮飼料の研究開発
上記の背景から北海道に賦存している林産資源を畜
産業で利用することを目指し，木質蒸煮飼料について
産学官連携で研究開発を行いました。表1にこれまで
の研究経緯を示します。

まず，2014年度に北海道中小企業応援ファンドの
助成金を使用して，シラカンバを原料とした木質蒸煮
飼料の製法検討および給餌試験を実施しました。その
結果，粗飼料として用いられている稲わらと遜色ない
安全な飼料であることが実証されました。そこで，
2016年に実証プラント（図1）を導入して木質蒸煮飼
料の製造を開始しました。
製造する中で印象的だったことは，サンプルとして
蒸煮飼料を生産者のもとへお持ちした際，生産者の
方々がこの飼料を実際に口に入れて香りや食味を確認
されたことです。この現実を目の当たりにしたこと
が，原料や製品の管理に対する認識を大きく変えるき
っかけになりました。さらに，企業として製造業を掲
げた時点で素人ではなく専門家として立ち振る舞わな
ければならないことも自覚いたしました。

2016年度には農林水産省の委託研究として道総研
林産試験場，帯広畜産大学，雪印種苗株式会社と当社
の4者でコンソーシアムを組んで研究を実施しまし
た。その結果，シラカンバと同様にヤナギ・トドマ
ツ・カラマツについて安全性が証明され，上記の3樹
種についても木質蒸煮飼料として製造が可能となりま
した。
さらに，2017年度から2019年度までの3年間，農
水省の委託研究のメンバーと引き続きコンソーシアム
を組み実証研究を行いました。この研究では，木質蒸
煮飼料の牛に対する増体効果から，給餌により得られ
る経済性などを明らかにしました。また，この研究で
は事業採算性についての検証も行いました。研究の事
業試算をもとに生産設備を検討し，2020年に大規模
設備投資を行い，これまでの実証プラントから，生産
規模を拡大して本格的な操業を開始しました。

■木質蒸煮飼料「キャトルエース」の特徴
当社が販売する木質蒸煮飼料は「キャトルエース」
と名付けました（図2）。キャトルとは英語で牛の意
味で，bull（雄牛），cow（雌牛）などの総称です。

 

「キャトルエース」は，木材を圧力窯で高温高圧の
水蒸気によって蒸煮処理した，オリゴ糖を含む新木質
飼料です。牛が好む「酢酸とバニリンなどの香り成
分」を多く含み，特徴ある「味」「香り」が牛に対し
て高い嗜好性を発揮します。
原材料には北海道産木材と水のみを使用しており，
添加物などは一切混入していないため，安全で高い粗
繊維量と嗜好性を備えた良質の飼料です（図3，図

4）。

キャトルエースの特徴は以下のとおりです。
〇繊維質が多い飼料
一般的な飼料に比べ繊維量が多く，少量で必要とさ
れる繊維量を補えるため，配合飼料の摂取を邪魔せ
ず経済性に優れている。
〇オリゴ糖を含む飼料
キャトルエースには木質由来のオリゴ糖（キシロオ
リゴ糖）が含まれている。キシロオリゴ糖は消化管

内細菌叢（そう）を良好な状態に近づけ，消化吸収
効率を高める可能性があることがわかっているた
め，家畜の健康維持や体重増加等が期待できる。
〇適度な硬さがある粗飼料
粗剛性のある難消化性の繊維質の物理的刺激によ
り，胃壁の健全化，胃腸のぜん動運動の活発化，咀
嚼（そしゃく）回数や唾液分泌量の増加等，粗飼料
としての生理活性効果が大きい。
〇酢酸を主成分とする有機酸を含むpHの低い粗飼料
pHが3.5程度と低く，保存性が高い粗飼料である。
また，酢酸はルーメンより吸収され，牛のエネルギ
ー源となる。
〇安定供給可能な粗飼料
地域の林産資源を原料にしているため，輸入飼料の
ように国際情勢や，牧草のように天候に左右される
ことなく通年安定供給できる。
〇肥育効率向上による経済効果
粒状飼料で給餌作業効率が良い。また，糞のしまり
が良く敷料の交換頻度が下がるなど，肥育効率が向
上することによって経済効果が上がる。

■原材料について
粗飼料の原材料としているシラカンバは，きのこ菌
床，バイオマス発電燃料，合板原料などさまざまな分
野で需要があります。このような多くの需要があるた
め，木質蒸煮飼料の原材料としてシラカンバだけで北
海道全域の畜産家へ供給することは厳しいと予想され
ました。そこで，安定的に原材料を確保でき，地域性
を活かした樹種の検討を行いました。
その結果，既述のとおり2016年の地域戦略プロジ
ェクトにてヤナギ・トドマツ・カラマツが飼料として
安全であるということを実証しました。
ヤナギはシラカンバと性質が似ており，できた製品
の品質もシラカンバと遜色ない事が確認されました。
現在既に商品化し，製造・販売を行っています。
原料となるヤナギは，近年多発している豪雨災害に
おいて河川の氾濫の原因になることから，河川管理の
中で計画伐採の必要性が重視されています。この様な
背景から河川管理者からもヤナギの有効利用方法とし
て飼料化について期待を寄せていただいています。し
かし，原料の安定供給という面ではまだまだ課題が多
く，この粗飼料を広く普及させる段階には至っていま
せん。今後，防災の面で河川管理者と連携し，原材料

として安定供給が可能になる仕組みを作ることが必要
です。それにより，防災に貢献する良質な粗飼料とし
て広く普及する可能性を秘めています。
トドマツやカラマツについては家畜に対し安全性を
証明することができましたが，生体にどの様な機能性
効果をもたらすのかはまだ検証されていません。そこ
で，2020年から3年間，道総研の重点研究として道総
研林産試験場，道総研酪農試験場，雪印種苗株式会
社，帯広畜産大学，松原産業株式会社との6者でコン
ソーシアムを構成し，「道産木質飼料の原料樹種と適
用家畜拡大のための研究」というテーマで共同研究を
開始しました。この研究では黒毛和牛以外への適用や
その効果の実証を目指しています。
シラカンバやヤナギなどの広葉樹に比べ，針葉樹は
リグニンの含有量が多く，でき上がった製品の特徴も
大きく異なることから，この重点研究で製法を確立す
るとともに，新飼料として新たな価値を見出していく
ことを計画しています。針葉樹を原料とする粗飼料を
北海道の畜産業に供給できれば，北海道の林業と畜産
業に大きく貢献することができるのではないかと考え
ています。

■今後の展望
現在，北海道北見市を拠点とした本社工場では
2,000～3,000t/年の規模で主にシラカンバを原料と
したキャトルエースを生産しています。道総研と進め
ている共同研究にて，新しい家畜種の飼料として良好
な成果を得ることができたら，更に増設を計画し
5,000t/年規模の生産体制を目指したいと考えていま
す。そして，道内に2つ目の生産拠点を構え，道内全
域の酪農家や畜産家へ供給できるような体制を構築し
たいと考えています。
最近では東北地方の公設研究機関とも産学官連携の
研究を進めています。蒸煮処理技術による飼料化は道
内のみならず道外からも注目されるようになり，事業
理念を共有できるパートナーへ技術ノウハウを提供
し，全国へ供給拠点を増やしていきたいと考えていま
す。
これまでの経験上，「安定的な地域資源の確保」と
「地域における製品の需要」は新製品展開の重要な要
素であると痛感しています。それぞれの地域において
原材料となる樹種に対し，目指す健康機能効果のコン
セプトを構築し，そのコンセプトに沿ったエビデンス

を蓄積することで，はじめて商品が認知され，需要が
生み出されると感じています。全国へ展開する際は，
それぞれの地域の公設機関や大学等と連携し，実証研
究を行うというプロセスを踏むことで，事業に対する
リスクを回避できると思います。また，技術ノウハウ
を提供し，試験研究に参画することで，研究で得たエ
ビデンスを北海道に持ち帰り，更なる応用利用の可能
性を拡げ，北海道の地域経済の発展にも寄与できると
考えています。
　
飼料製造業という未知の領域に参入するにあたり，
多くの機関，多くの方々に協力をいただいてきまし
た。今あるのは，ご縁をいただきました皆様にお力添
えいただいたおかげであると思っております。
また，この事業で得た一番の財産は熱意ある優秀な
社員が育ったことです。生産現場に直接足を運び，餌
を食べる牛たちの姿に触れ，実際に木質蒸煮飼料で肥
育された牛を食すことで，生産者や牛に対する熱い想
いを抱き，この木質蒸煮飼料の製造や製品の品質向上
のために日々尽力しております。このような社員の想
いに応えて行けるよう計画を進めて参りたいと考えて
います。
末尾にあたり，木質蒸煮飼料生産事業の理念を示し
ます。ここに示した事業理念と指針を糧に，今後も進
んでいく考えです。

【木質蒸煮飼料生産事業理念】
国内に賦存する林産資源の新たな利用価値を見出す
ことで林業に貢献することと，畜産業における飼料自
給率を向上することで日本の農業へ貢献することを目
指す。

【指　針】
一．私たちは高品質で安全な飼料製造を遵守します。
一．私たちは木質蒸煮飼料を全国へ普及し，安定供給
できる体制を構築します。

一．私たちは低質材などから新たな価値を見出し，林
業の活性化を目指します。

一．私たちは木質蒸煮飼料を広く普及し，飼料自給率
の向上を目指します。

一．私たちは木質蒸煮飼料生産事業を通じて地域社会
へ貢献します。

■当社の概要
当社は1976年に設立し，北見市内を中心に一般廃
棄物や産業廃棄物など廃棄物処理関連事業を営んでい
ます。主な事業内容は以下のとおりです。
・家庭系・事業系ごみ収集　
・住宅片づけ
・産業廃棄物中間処理
・産業廃棄物収集運搬
・マンホールポンプ場清掃
・下水道管渠（きょ）清掃
・道路側溝清掃
・し尿及び浄化槽くみ取り
・浄化槽工事・維持管理
・木質蒸煮飼料製造

■木質蒸煮飼料に着目した経緯
2014年，当社が運営する産業廃棄物汚泥の中間処
理工程の中で，所有する圧力釜を用いた加水分解処理
技術が適用できないかを検討しました。ですが，当社
が扱う汚泥性状には適さず採用に至らなかったため，
別な用途にこの技術を生かすことができないかを模索
検討しました。
過去の資料を検索する中で，1990年代，農林水産
省が飼料自給率を向上させるために蒸煮処理*木材を
牛の飼料にするための研究（バイオマス変換計画）が
行われたことを知りました。
*高温高圧の水蒸気で加熱する処理
全国の公的研究試験機関に委託した研究により，木
材が牛の飼料に変換されることが証明されています。

ですが，当時の飼料価格より高かったため，残念なが
ら普及には至りませんでした。しかし，当時の研究か
ら約30年が経過し，輸入飼料の価格上昇（表1）や関
連技術の発達により，事業化が可能であると考え，木
質蒸煮飼料の開発に着手することとしました。

■北海道における黒毛和種肥育牛の動向と飼料給与
北海道における黒毛和種肥育牛を含む肉専用種の飼
育頭数は2016年の19万頭から2018年の22万頭へと
増加傾向にあり，今後も道内産業として成長する可能
性があります。しかしながら，牛を肥育するための粗
飼料及び濃厚飼料は原料の大部分を輸入に頼っていま
す。その輸入価格は為替の変動および世界規模での需
要の増加などの影響を受けて不安定で，肥育農家は収
益に大きな影響を受けています。このため，飼料の自
給化の必要性が高まっています。
また，黒毛和種肥育牛は，脂肪交雑（肉の霜降り
化）のために血中ビタミンA濃度が高くならないよう
に配慮しながら濃厚飼料を多給し，生育を早めて肉を
生産する肥育が実施されています。しかし，濃厚飼料
を多給すると炭水化物が反芻（すう）胃（以下，ルー
メン）内の微生物により急速に資源化されて揮発性脂
肪酸となり，ルーメン内のpHの急激な低下（ルーメ
ンアシドーシス）を招くことがあります。そうする
と，牛の健康状態が悪化して生産性が低下する場合が
あります。このため，濃厚飼料を多給する場合には粗
飼料の給与管理が重要となります。
繊維の多い粗飼料は一般に牛の嗜（し）好性が低い
場合が多いのですが，輸入粗飼料である発酵バガスで
あれば嗜好性が高くなります。発酵バガスはさとうき
びの搾りかすに糖蜜を加えて嫌気発酵させた飼料で，

図3　キャトルエースの原料と製品

図4　キャトルエースの給餌
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2000年前後に注目されはじめ，黒毛和種肥育農家等
に普及が進みました。しかし，近年価格が急上昇して
おり，代替資材を望む声が多くあります。

■木質蒸煮飼料の研究開発
上記の背景から北海道に賦存している林産資源を畜
産業で利用することを目指し，木質蒸煮飼料について
産学官連携で研究開発を行いました。表1にこれまで
の研究経緯を示します。

まず，2014年度に北海道中小企業応援ファンドの
助成金を使用して，シラカンバを原料とした木質蒸煮
飼料の製法検討および給餌試験を実施しました。その
結果，粗飼料として用いられている稲わらと遜色ない
安全な飼料であることが実証されました。そこで，
2016年に実証プラント（図1）を導入して木質蒸煮飼
料の製造を開始しました。
製造する中で印象的だったことは，サンプルとして
蒸煮飼料を生産者のもとへお持ちした際，生産者の
方々がこの飼料を実際に口に入れて香りや食味を確認
されたことです。この現実を目の当たりにしたこと
が，原料や製品の管理に対する認識を大きく変えるき
っかけになりました。さらに，企業として製造業を掲
げた時点で素人ではなく専門家として立ち振る舞わな
ければならないことも自覚いたしました。

2016年度には農林水産省の委託研究として道総研
林産試験場，帯広畜産大学，雪印種苗株式会社と当社
の4者でコンソーシアムを組んで研究を実施しまし
た。その結果，シラカンバと同様にヤナギ・トドマ
ツ・カラマツについて安全性が証明され，上記の3樹
種についても木質蒸煮飼料として製造が可能となりま
した。
さらに，2017年度から2019年度までの3年間，農
水省の委託研究のメンバーと引き続きコンソーシアム
を組み実証研究を行いました。この研究では，木質蒸
煮飼料の牛に対する増体効果から，給餌により得られ
る経済性などを明らかにしました。また，この研究で
は事業採算性についての検証も行いました。研究の事
業試算をもとに生産設備を検討し，2020年に大規模
設備投資を行い，これまでの実証プラントから，生産
規模を拡大して本格的な操業を開始しました。

■木質蒸煮飼料「キャトルエース」の特徴
当社が販売する木質蒸煮飼料は「キャトルエース」
と名付けました（図2）。キャトルとは英語で牛の意
味で，bull（雄牛），cow（雌牛）などの総称です。

 

「キャトルエース」は，木材を圧力窯で高温高圧の
水蒸気によって蒸煮処理した，オリゴ糖を含む新木質
飼料です。牛が好む「酢酸とバニリンなどの香り成
分」を多く含み，特徴ある「味」「香り」が牛に対し
て高い嗜好性を発揮します。
原材料には北海道産木材と水のみを使用しており，
添加物などは一切混入していないため，安全で高い粗
繊維量と嗜好性を備えた良質の飼料です（図3，図

4）。

キャトルエースの特徴は以下のとおりです。
〇繊維質が多い飼料
一般的な飼料に比べ繊維量が多く，少量で必要とさ
れる繊維量を補えるため，配合飼料の摂取を邪魔せ
ず経済性に優れている。
〇オリゴ糖を含む飼料
キャトルエースには木質由来のオリゴ糖（キシロオ
リゴ糖）が含まれている。キシロオリゴ糖は消化管

内細菌叢（そう）を良好な状態に近づけ，消化吸収
効率を高める可能性があることがわかっているた
め，家畜の健康維持や体重増加等が期待できる。
〇適度な硬さがある粗飼料
粗剛性のある難消化性の繊維質の物理的刺激によ
り，胃壁の健全化，胃腸のぜん動運動の活発化，咀
嚼（そしゃく）回数や唾液分泌量の増加等，粗飼料
としての生理活性効果が大きい。
〇酢酸を主成分とする有機酸を含むpHの低い粗飼料
pHが3.5程度と低く，保存性が高い粗飼料である。
また，酢酸はルーメンより吸収され，牛のエネルギ
ー源となる。
〇安定供給可能な粗飼料
地域の林産資源を原料にしているため，輸入飼料の
ように国際情勢や，牧草のように天候に左右される
ことなく通年安定供給できる。
〇肥育効率向上による経済効果
粒状飼料で給餌作業効率が良い。また，糞のしまり
が良く敷料の交換頻度が下がるなど，肥育効率が向
上することによって経済効果が上がる。

■原材料について
粗飼料の原材料としているシラカンバは，きのこ菌
床，バイオマス発電燃料，合板原料などさまざまな分
野で需要があります。このような多くの需要があるた
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海道全域の畜産家へ供給することは厳しいと予想され
ました。そこで，安定的に原材料を確保でき，地域性
を活かした樹種の検討を行いました。
その結果，既述のとおり2016年の地域戦略プロジ
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安全であるということを実証しました。
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背景から河川管理者からもヤナギの有効利用方法とし
て飼料化について期待を寄せていただいています。し
かし，原料の安定供給という面ではまだまだ課題が多
く，この粗飼料を広く普及させる段階には至っていま
せん。今後，防災の面で河川管理者と連携し，原材料

として安定供給が可能になる仕組みを作ることが必要
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トドマツやカラマツについては家畜に対し安全性を
証明することができましたが，生体にどの様な機能性
効果をもたらすのかはまだ検証されていません。そこ
で，2020年から3年間，道総研の重点研究として道総
研林産試験場，道総研酪農試験場，雪印種苗株式会
社，帯広畜産大学，松原産業株式会社との6者でコン
ソーシアムを構成し，「道産木質飼料の原料樹種と適
用家畜拡大のための研究」というテーマで共同研究を
開始しました。この研究では黒毛和牛以外への適用や
その効果の実証を目指しています。
シラカンバやヤナギなどの広葉樹に比べ，針葉樹は
リグニンの含有量が多く，でき上がった製品の特徴も
大きく異なることから，この重点研究で製法を確立す
るとともに，新飼料として新たな価値を見出していく
ことを計画しています。針葉樹を原料とする粗飼料を
北海道の畜産業に供給できれば，北海道の林業と畜産
業に大きく貢献することができるのではないかと考え
ています。

■今後の展望
現在，北海道北見市を拠点とした本社工場では
2,000～3,000t/年の規模で主にシラカンバを原料と
したキャトルエースを生産しています。道総研と進め
ている共同研究にて，新しい家畜種の飼料として良好
な成果を得ることができたら，更に増設を計画し
5,000t/年規模の生産体制を目指したいと考えていま
す。そして，道内に2つ目の生産拠点を構え，道内全
域の酪農家や畜産家へ供給できるような体制を構築し
たいと考えています。
最近では東北地方の公設研究機関とも産学官連携の
研究を進めています。蒸煮処理技術による飼料化は道
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原材料となる樹種に対し，目指す健康機能効果のコン
セプトを構築し，そのコンセプトに沿ったエビデンス
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性を拡げ，北海道の地域経済の発展にも寄与できると
考えています。
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多くの機関，多くの方々に協力をいただいてきまし
た。今あるのは，ご縁をいただきました皆様にお力添
えいただいたおかげであると思っております。
また，この事業で得た一番の財産は熱意ある優秀な
社員が育ったことです。生産現場に直接足を運び，餌
を食べる牛たちの姿に触れ，実際に木質蒸煮飼料で肥
育された牛を食すことで，生産者や牛に対する熱い想
いを抱き，この木質蒸煮飼料の製造や製品の品質向上
のために日々尽力しております。このような社員の想
いに応えて行けるよう計画を進めて参りたいと考えて
います。
末尾にあたり，木質蒸煮飼料生産事業の理念を示し
ます。ここに示した事業理念と指針を糧に，今後も進
んでいく考えです。
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国内に賦存する林産資源の新たな利用価値を見出す
ことで林業に貢献することと，畜産業における飼料自
給率を向上することで日本の農業へ貢献することを目
指す。
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一．私たちは高品質で安全な飼料製造を遵守します。
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の向上を目指します。

一．私たちは木質蒸煮飼料生産事業を通じて地域社会
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当社は1976年に設立し，北見市内を中心に一般廃
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■木質蒸煮飼料に着目した経緯
2014年，当社が運営する産業廃棄物汚泥の中間処
理工程の中で，所有する圧力釜を用いた加水分解処理
技術が適用できないかを検討しました。ですが，当社
が扱う汚泥性状には適さず採用に至らなかったため，
別な用途にこの技術を生かすことができないかを模索
検討しました。
過去の資料を検索する中で，1990年代，農林水産
省が飼料自給率を向上させるために蒸煮処理*木材を
牛の飼料にするための研究（バイオマス変換計画）が
行われたことを知りました。
*高温高圧の水蒸気で加熱する処理
全国の公的研究試験機関に委託した研究により，木
材が牛の飼料に変換されることが証明されています。

ですが，当時の飼料価格より高かったため，残念なが
ら普及には至りませんでした。しかし，当時の研究か
ら約30年が経過し，輸入飼料の価格上昇（表1）や関
連技術の発達により，事業化が可能であると考え，木
質蒸煮飼料の開発に着手することとしました。

■北海道における黒毛和種肥育牛の動向と飼料給与
北海道における黒毛和種肥育牛を含む肉専用種の飼
育頭数は2016年の19万頭から2018年の22万頭へと
増加傾向にあり，今後も道内産業として成長する可能
性があります。しかしながら，牛を肥育するための粗
飼料及び濃厚飼料は原料の大部分を輸入に頼っていま
す。その輸入価格は為替の変動および世界規模での需
要の増加などの影響を受けて不安定で，肥育農家は収
益に大きな影響を受けています。このため，飼料の自
給化の必要性が高まっています。
また，黒毛和種肥育牛は，脂肪交雑（肉の霜降り
化）のために血中ビタミンA濃度が高くならないよう
に配慮しながら濃厚飼料を多給し，生育を早めて肉を
生産する肥育が実施されています。しかし，濃厚飼料
を多給すると炭水化物が反芻（すう）胃（以下，ルー
メン）内の微生物により急速に資源化されて揮発性脂
肪酸となり，ルーメン内のpHの急激な低下（ルーメ
ンアシドーシス）を招くことがあります。そうする
と，牛の健康状態が悪化して生産性が低下する場合が
あります。このため，濃厚飼料を多給する場合には粗
飼料の給与管理が重要となります。
繊維の多い粗飼料は一般に牛の嗜（し）好性が低い
場合が多いのですが，輸入粗飼料である発酵バガスで
あれば嗜好性が高くなります。発酵バガスはさとうき
びの搾りかすに糖蜜を加えて嫌気発酵させた飼料で，

 

 

 


