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育成期の黒毛和種去勢牛への稲発酵粗飼料給与技術の開発

松原久美子・高平寧子・松原禎敏・吉野英治*・虞瀬富雄

*富山県農林水産部農業経営課

要約

育成期の黒毛和種去勢牛に対する稲発酵粗飼料の給与技術を開発するため、採食性や

発育について検討を行った。稲発酵粗飼料給与は、チモシー乾草を給与した慣行区と比

較して同等の飼料摂取量及び発育が期待できた。また、稲発酵粗飼料は濃厚飼料と混合

給与することにより、飼料摂取量及び増体量が高まる傾向を示した。

キーワード:黒毛和種去勢牛、稲発酵組飼料、育成期、乾物摂取量、増体

緒 言

飼料自給率の向上や水田の利活用向上

を図るため、稲発酵粗飼料(イネ WCS)の

生産拡大が進められており、肥育牛経営に

おいても今後益々その利用拡大が進展する

ものと期待されている。

肉用牛経営におけるイネ wcs給与技術に

ついては、当所では高平ら 1)が、黒毛和種

去勢牛において肥育期間 (8"-'24ヶ月齢)

全体を通してイネ wcs給与が可能であるこ

とを明かにしてきた。

しかしながら、粗飼料摂取がその後の発

育に大きな影響を与える“腹づくり"の時

期とされる育成期(約 4"-'10ヶ月齢)での

イネ wcsの給与効果については十分解明さ

れていない。森山ら 2)は交雑種育成牛を用

いたイネ wcs給与試験において、チモシー

乾草と同等の乾物摂取量・増体が確保でき

ることを報告している。また、酒出 3)らは

黒毛和種育成牛に切断長の異なるイネ wcs
を給与したところ、 2cm区と 15cm区で摂取

量・増体ともに差がなかったことを報告し

ている。しかし、黒毛和種の育成期におけ

るイネ wcsの給与効果について検討した事

例は少なく、その効果的な給与方法につい

ても不明である。

そこで、本試験では、育成期の黒毛和種

去勢牛に対してイネ wcsを給与し、摂取量

や増体等に及ぼす影響を調査するとともに、

その給与方法についても検討を行った。

材料および方法

試験 1.稲発酵粗飼料と濃厚飼料の混合給

与が採食性及び発育に及ぼす影響

試験期間は 4"-'8ヵ月齢の 4ヵ月間とし、

試験開始前の 2週間を馴致期間とした。供

試牛は同一種雄牛産子の黒毛和種去勢牛 8

頭を用いた。試験区の構成は、イネ wcsと

育成期用配合飼料を混合給与したイネ wcs
区と、当所の慣行給与法としてチモシー乾

草と向上の配合飼料を分離給与した慣行区

の 2区とし、それぞれ 4頭ずつ供試した。

飼料給与量は、日本飼養標準 (2000年版)

4 )に準じ、 2週間毎の供試牛体重と当所で

作成した肥育牛飼料給与プログラムにより

1日当たり増体量(以後 DG) を1.0 kgに設

定した場合ーの TDN要求量を算出し、両区の

配合飼料給与水準が同等になるように配慮

した。ただレ慣行区はチモシー乾草を飽食、
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イネ WCS区は残飼量が過大にならないよう

に混合飼料を適宜調製し、給与量を制限し

た。供試したイネ WCSは、平成 19年産のコ

シヒカリで乳熟期に収穫したもので、開封

後 15cm程度に細断して給与した。

調査項目は、飼料摂取量、体重、体高、

体長、胸囲並びに血液性状(総コレステロ

ール、中性脂肪、 HDLコレステロール、 LDL

コレステロール、尿素態窒素、 AST、ALT、

γGTP、総蛋白、 A/G比いずれも血柴中)と

した。飼料摂取量については、濃厚飼料・

粗飼料それぞれの原物給与量、原物残飼量

を毎日測定し、これらから原物及び乾物摂

取量、乾物摂取濃・粗比を算出した。体重、

体高、胸囲については、 2週間毎に測定し

た。採血は、試験開始 (4ヵ月齢)、育成

期中間 (6ヵ月齢)、育成期終了 (8ヵ月齢)

の 3固とした。

試験 2. 群飼における粗飼料及び給与法の

違いが育成期の黒毛和種の採食性等に及ぼ

す影響の調査

供試牛は 6""'-'9 ヵ月齢の黒毛和種去勢牛

12頭を用いた。イネ WCSと濃厚飼料を混合

給与する区 (WCS混合区)、イネ WCSと濃厚

飼料を分離給与する区 (WCS分離区)、チモ

シー乾草と濃厚飼料を分離給与する区(慣

行区)の 3区を設定し、月齢を揃えた 4頭

を l群とする群飼とした。試験期間は 1期

28日間(予備期 21日間、試験期 7日間)

とする 3X3のラテン方格法により試験を

実施し、飼料は朝夕 2回給与とした。

給与量は、日本飼養標準・肉用牛 (2008

年版)5) に基づき DG1.0 kgに設定した場合

の TDN要求量を算出し、各区の濃厚飼料給

与水準が同等となるようにし、粗飼料につ

いては、飽食とした。供試したイネ WCSは、

試験 1で用いたものと同ーのもので、開封

後 15cm程度に細断して給与した。

調査項目は、飼料摂取量、体高、体長、

胸囲、腹囲、血液性状(総コレステローノレ、

中性脂H方、 HDLコレステローノレ、 LDLコレス

テロール、尿素態窒素、 GOT、GPT、γGTP、

総蛋白、 A/G比いずれも血柴中) (試験期

最終日に測定)とした。飼料摂取量につい

ては、濃厚飼料・粗飼料それぞれの原物給

与量、原物残銅量を毎日測定し、これらか

ら原物及び乾物摂取量、乾物中粗飼料摂取

割合を算出した。体高、体長、胸囲、腹聞

については、 2週間毎に測定した。なお、

胸囲から腹囲を差し引き腹胸差とした。

試験 1、2とも血液性状については、(社)

富山市医師会健康管理センターに分析を依

頼した。

結 果

試験 1.稲発酵粗飼料と濃厚飼料の混合

給与が採食性及び発育に及ぼす影響

試験期間全体の飼料摂取量については、

イネ WCS区では原物摂取量 794.1kg/頭、う

ち粗飼料は 392.8kg/頭であり、慣行区のそ

れぞれ 632.3kg/頭、 171.9 kg/頭に比較し

て高い値を示した。また、粗飼料の摂取割

合はイネ WCS区で 85.7%と慣行区の 63.7%

に比較して大きい値となった(表1)。

試験期間中の体重等の体測値については、

両区間に有意差はなかった。また、開始時

及び終了時の体重の変動係数については、

イネ WCS区で 5.8から 6.6、慣行区で 18.4

から 17.2とほぼ同様だったことから、試験

期間内での給与飼料に起因するバラツキの

拡大は認められなかった。

育成期の通算 DGはイネ WCS区 0.91kg/日、

慣行区 0.95kg/日となり、設定した DG1.0

kgに近似した値が得られた(表 2)。血液

性状は各項目とも正常値の範囲内で全頭と
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表1 育成期の飼料摂取量(4.0-8.0カ月齢ー 120日間パ頭当たり)

イネ wcs区(n=4) 慣行区(n=4) 

濃厚飼料 粗飼料 計 濃厚飼料 組飼料 計

原物摂取量(kg) 401.3 392.8 794.1 460.4 171.9 632.3 

原物摂取率(%) 85‘4 85.7 85.5 99.0 63.7 86.5 

乾物摂取量(kg) 353.2 172.8 526.0 405.2 158.2 563.4 

乾物摂取濃・粗比(%) 67.2 32.8 100.0 71.9 28.1 100.0 

1)育成用配合飼料・ DM88.0%. CP(DM) 17.0%， TDN(DM) 81.8% 

2)イネwC S : DM 44.0見， CP(DM) 8.8略， TDN(DM) 50.4'弛

3)チモシー乾草 DM 91.7見 CP(DM) 7.4'百， TDN(DM) 49.9唱

表2 育成期(4.0-8.Qカ月齢)における体現lJii直の推移と通草E量生量

項目 区名 4 5 

体重
イネWCS区 136.3 ::!::7.9 157.8 ::!::7.4 

(kg) 
慣行区 130.8 ::!::24.1 152.8 土27.3

体高
イヰWCS区 91.0 ::!::2.6 95.8 土4.6

(cm) 
慣行区 89.4 ::!::1.8 93.5 ::!::3.0 

体長
イネWCS区 96.5 ::!::2.4 99.8 ::!::4.2 

(cm) 
慣行区 95.0 土3.2 99.5 ::!::6.2 

絢国
イネWCS区 113.0 土2.2 120.3 土4.3

(cm) 
慣行区 111.5 ::!::6.1 118.0 ::!::7.3 

イネWCS区 n = 4 n=4 

標本数
慣行区 n=4 n=4 

蓋3 育成期における血紫中成分の推移
月齢

項目 区名 4 6 8 

T-Cho 
イネWCS区 156.0 土19.2 101.8 土9.6 122.8 ::!::12.0 

(mg/dl) 
慣行区 149.4土13.8 80.8 ::!::17.8 102.8 士21.2

中性脂肪
イネWCS区 30.2 ::!::13.4 27.0 ::!::7.0 25.3 土2.5

(mg/dl) 
慣行区 39.8 ::!::24.3 23.3 ::!:: 1.7 23.3 ::!::4.9 

HDL-Cho 
イネWCS区 99.6 士14.3 71.0 ::!::6.8 81.5 土4.7

(mg/dl) 
慣行区 94.8 ::!::8.8 54.5 土11.7 68.3 ::!::14.5 

LDL-Cho 
イヰWCS区 45.6 土12.1 23.0 土2.8 32.8 ::!::8.0 

(mg/dl) 
慣行区 44.6 土6.6 18.0 土日 1 27.0 ::!::6.6 

ゲJ.コース
イヰWCS区 104.4 土8.8 79.3 土5.7 80.5 士9.3

(mg/dl) 
慣行区 100.8 ::!::8.1 83.5 土6.2 86.8 士4.3

BUN 
イヰWCS区 10.4 ::!::1.5 11.4 ::!::2.8 15.2 ::!::2.4 

(mg/dl) 慣行区 10.8 土1.7 9.7 ::!:: 1.7 14.7 土2.8

も供試期間中に疾病発生や栄養素の過不足

など異常は認められなかった(表 3) 。

試験 2. 群飼における粗飼料及び給与法の

違いが育成期の黒毛和種の採食性等に及ぼ

す影響の調査

月齢
6 8 

187.8 ::!::9.8 210.0 ::!::11.4 244.0 土 16.1

175.8 土36.1 204.8 土33.6 243.3 土41.9

99.3 ::!::3.9 103.8 土4.2 109.4 ::!::2.5 

98.8 ::!::2.2 103.3 土2.5 106.9 ::!::2.5 

104.8 ::!::6.2 112.5 ::!::3.3 116.0 土2.4

104.5 ::!::5.8 110.8 ::!::3.5 115.5 土7.3

126.8 土1.7 136.3 ::!::2.2 144.8 ::!::5.3 

126.3 ::!::8.5 134.0 土 10.5 143.3 ::!::9.5 

n = 4 n = 4 n = 4 

n=4 n=4 n=4 

項目 区名 4 

GOT (IU/I) イネWCS区 54.0 ::!::10.1 60.5 土10.3

(IU/I) 
慣行区 64.6 土8.8 61.0 ::!::10.4 

GPT (IU/I) 
イヰWCS区 14.8 ::!::3.7 21.0 ::!::2.6 

(IU/O 慣行区 17.0 ::!::3.1 22.5 土5.1

rGTP (IU/I) イネWCS区 18.0 土2.2 17.0 士3.2

(IU/I) 
慣行区 18.8 土3.6 16.5 ::!::3.3 

総蛋白 (g/dl) イネWCS区 6.4 ::!::0.1 6.2 ::!::0.2 

(g/dl) 
慣行区 6.5 土0.2 6.4 ::!::0.1 

7Jレプミン
イヰWCS区 3.5 土0.1 3.4土0.1

(g/dl) 
慣行区 3.4 土0.1 3.4土日 1

イネWCS区 1.2土0.0 1.2 ::!::O.O 

A!G 

慣行区 1.1土0.1 1.1 ::!::0.1 

通算
DG 

0.91 ::!::0.09 

0.95 ::!::0.13 

n = 4 

n = 4 

53.0 ::!::6.6 

59.3 土9.5

20.8 ::!::2.9 

20.8 ::!::2.9 

17.0 土3.2

18.3 士3.5

6.5 ::!::0.5 

6.5 土0.2

3.6 土0.3

3.5 土0.2

1.3 ::!::0.1 

1.2 土0.1

原物摂取量では、 wcs混合区と wcs分離区

でいずれも llKgj日頭と慣行区の 8.2Kgj日

頭に比較して多く、その差は粗飼料の摂取

量に由来していた。しかし、乾物摂取量で

は慣行区が 7.26Kgj日頭と最も多く、次いで

wcs混合区

3 
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表4.給与飼料別の飼料摂取状況
原物摂取量(kg/日・頭)

区群
濃厚飼料粗飼料 計

WCS混合 3 4.71 6.86 11.57 

WCS分離 3 4.77 6.46 11.23 

慣行 3 4.90 3.27 8.17 

1)育成用配合飼料:DM8側、 CP(DM)17%，TDN(DM)81.8% 
2)チモシー乾草:DM90.2%， CP(DM)7.6旬、 TDN(DM)49.倒

3)イネWCS:DM44.4児、 CP(DM)4.5旬、 TDN(DM)50.4%

|ロ日増体量 ・飼料要求率|

7 
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図1.給与飼料の違いによる日増体量
及び飼料要求率の比較

(7.19 Kg/日頭)と wcs分離区 (7.05Kg/ 

日頭)芝、あった。乾物中粗飼料摂取割合は

wcs混合区が 42.3%と、 wcs分離区及び慣行

区の 40.6%より高い値を示した。しかし、

いずれも区間に有意な差は認められなかっ

た。(表 4)。

一日当たりの増体量は、慣行区の1.24 kg 
/日(標準偏差 0.45) に比べ、 wcs混合区

で1.34 kg/日(標準偏差 0.35) と大きく、

wcs分離区で1.09 Kg/日(標準偏差 O.42) 

と小さい結果だったが、区間で差は認められ

なかった。飼料要求率は憤行区の 5.85に比

べ、 wcs混合区で 5.36と小さく、 wcs分離

区で 6.48と大きいものの区間で差は認めら

れなかった(図 1)。

育成期における粗飼料採食性の目安とさ

れる腹胸差については、 wcs混合区で 30.8cm、

wcs分離区 29.2cm、慣行区 29.7cmといずれ

も 30cm前後で、いずれも十分な粗飼料採食

性が認められた。(図 2)。

血液性状についても、試験 1同様に各項目

とも正常値の範囲内で、全頭とも供試期間中

に疾病発生等の異常は認められなかった。

考察

乾物摂取量(kg/日・頭)
濃厚飼料粗飼料 計

4.15 3.04 7.19 

4.19 2.86 7.05 

4.31 2.95 7.26 

乾物中粗飼料

塁塁盟合(%)
42.3 

40.6 

40.6 

33 ト30ム305 1J…
腹|門I 29.2土5.31'L.l:J.I'I.J./J 

胸一
差 ιu

cm 
~ 23 

18 
wcs混合区 wcs分離区

(n=12) (n=12) 

慣行区
(n=12) 

図2 給与飼料の違いによる腹胸差の比較

注)腹胸差=腹囲ー胸囲 (cm)

肥育牛の育成期は、体格の成長とともに、

反調胃などの内臓の発達においても極めて

重要な時期である。一般に、育成期におい

て良好な粗飼料を多給することで第一胃の

発達が促され、肥育期の飼料採食性や利用

性が向上すると考えられている。西村ら 6) 

は、育成期から肥育前期における粗飼料多

給は肥育牛の腹づくり及び増体の確保に有

効であったと報告している。このため、本

試験においてもイネ wcsの摂取量や増体、

骨格発育の把握を行うとともに、第一胃の

発達状況を外貌より確認するために、腹胸

差についても検討を行った。

その結果、試験 1及び2の結果の両方で、

イネ wcsは慣行区と比較して飼料摂取量に

差は無かった。また、体高・体長の推移に

差は無く、骨格の発育も同等であったと考

えられる。これらのことより、日本飼養標

準・肉用牛 (2008) で設定した発育をイネ

wcs給与でも確保できることが確認された。

腹胸差は、子牛の第一胃の発達を間接的に

推定できることから、富永 7)は 9""-'10ヶ月

齢の導入時で 20cm以上、長谷川 8)は 8ヶ

月齢で 30cm以上が良いと報告している。今

回の試験では、イネ wcsは、慣行区と同等
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の約 30cmの腹胸差だったことから、第一胃

の発達においても問題はないものと考えら

れる。

これらのことから、育成期の黒毛和種去

勢牛に対するイネ wcs給与は、単飼・群飼

いずれの場合でも、チモシー乾草を分離給

与した慣行区と比較して飼料摂取量・発育

ともにほぼ同等であり、購入牧乾草の代替

粗飼料として問題ないと考えられた。

また、試験 2の結果より、イネ wcsの給

与方法としては、濃厚飼料と分離給与した

場合に比較して混合給与した場合において、

粗飼料摂取割合や増体が向上し、個体聞の

パラつきが小さくなる傾向が認められた。

今回の試験で、混合給与により飼料摂取

量の増加が期待できる結果が得られたが、

これは、知念ら 9)の、濃厚飼料と粗飼料の

.混合飼料の給与が晴乳子牛の飼料摂取量や

発育の向上に有効であると言う報告と一致

していた。また、知念ら 10) は、混合飼料

給与が群飼育における黒毛和種子牛の競合

の緩和に有効であると報告しているが、今

回の成績で、飼料摂取量が増加し、日増体

量のバラツキが小さくなったことと関係が

あるとすれば興味深い。今後は混合飼料給

与について、アニマルウェルフェアの観点

から行動学的データも含めた解析も必要だ

と考える。

高平らは、肥育期以降のイネ wcs給与に

ついて、。ーカロテン含量を乾草稲ワラ並

みに低減させたものを用いることで、肥育

期全体を通じて給与可能であると報告 1)し

ている。今回の育成期においてもイネ wcs
給与が有効である結果から、育成期から出

荷に至るまで、イネ wcsを粗飼料として給

与できると考えられる。
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