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〈一般論文〉

黒毛和種子牛の発育，血液成分および行動に及ぼす哺乳期間の影響

東山由美・小松篤司1 • 深澤充1a 

1農業・食品産業技術総合研究機構 束北農業研究センター，盛岡市 020-0198

(2017. 4. 18受付， 2017.8. 25受理）

要 約 粗飼料多給下の黒毛和種子牛において，哺乳期間が増体，血液成分および行動に及ぽす影響につ

いて調査した黒毛和種親子牛を 7.5ヵ月離乳区 (4組）と 3ヵ月離乳区 (3組）に分け， 7.5ヵ月離乳区で

は子牛が約 7.5ヵ月齢になるまで母子同居を続けた.3ヵ月離乳区では子牛が約 3ヵ月齢の時に完全に離乳

した日増体量は 7.5ヵ月離乳区で 1.1kg/日， 3ヵ月離乳区で 0.7kg/日であった飼料摂取量は両区で差

はなかった．血漿中f3ヒドロキシ酪酸濃度は， 3ヵ月離乳区で離乳後に急激に上昇した. 7.5ヵ月離乳区では

月齢とともに上昇し， 7.5ヵ月離乳区の離乳時には両区で差はなかった. 7.5ヵ月離乳区では， 1日あたりの

伏臥時間および睡眠姿勢時間は 3ヵ月離乳区よりも総じて長く，母牛からなめられた時間は.7ヵ月齢時に

おいても調査を開始した 3ヵ月齢時とほぼ同じであった．以上のことから．粗飼料多給下では哺乳期間を延

長すると子牛の発育成績が向上し，血液成分や行動にも違いがみられることがわかった
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これまで．わが国の肉用牛子牛の哺育．育成は.6, 7ヵ

月齢で離乳する自然哺乳がこく一般的であった（農林水産

省農林水産技術会議事務局 2000). しかし．母牛の繁殖

機能の早期回復や．より多くの固形飼料を子牛に食い込ま

せることをねらい，現在では 3ヵ月齢前後で離乳する場

合が多いまた．乳牛を借り腹とする胚移植による産子生

産に対して開発された，超早期母子分離による人工哺乳法

（前田ら 2004)や，自然哺乳においても 2ヵ月齢さら

には 1ヵ月齢時の離乳方法も提案されており（烏飼と道

後1994:上村ら 2012), 肉用子牛の離乳は早期化する傾

向にある．

肉用牛子牛の離乳時期に関する研究において．上村ら

(2012)は3ヵ月齢よりも 2ヵ月齢の離乳の方が子牛の

発育は良かった．と報告しているしかし.2ヵ月齢離乳

と4ヵ月齢離乳で比較した鳥飼と道後 (1994)や， 3ヵ

月齢離乳と 5ヵ月齢離乳で比較した Blancoら (2009)

の試験では，子牛の発育に対し離乳月齢による影響はな

かったと報告している. 3ヵ月齢離乳と 6ヵ月齢離乳で比

較した川森ら (2001)は．育成期間中はむしろ 6ヵ月齢

離乳の方が子牛の発育は良かったと報告している．吉田

(2014)は．子牛の離乳日齢と出荷時の体重の関係を調べ．

それらに相関は認められなかったと報告している．このよ

うに．離乳を早期化する方が子牛の発育がよいというよう

な．子牛側からのメリットを報告している研究は少ない．

現所属： a東北大学大学院農学研究科．大崎市 989-6711

離乳は．子牛にとって液状飼料から固形飼料への完全な切

り替えを意味するため．離乳時期の決定においては．）レー

メンが十分に発達し機能していることが重要であると考え

られる．

ルーメンの発達については，その容積や筋層の発達と．

粘膜組織の絨毛の発達という 2つの点に分けることが

できる（上田 2009).特に後者において，濃厚飼料の摂

取により）レーメン内で多く産生される酪酸とプロピオン酸

が．絨毛組織の成長を促進することが明らかとなり．哺乳

期の子牛にとって．濃厚飼料の重要性が唱えられ始めてい

る言い換えれば，粗飼料多給の環境では絨毛組織の発達

が遅れる可能性が考えられ．このような状況下ではむしろ

離乳時期を遅らせる方が．栄養上の離乳ストレスが軽減さ

れ子牛の発育に有利になると推測される．

わが国の飼料自給率は平成27年度において 28%であ

り，微増傾向で推移しているものの依然低く（農林水産省

2017). 自給率向上のため放牧が見直されている放牧対

象に子牛を含める周年親子放牧のような技術も提0昌されて

おり．粗飼料多給下における子牛の離乳時期についての知

見を提供することは．自給率向上を目指す上でも重要であ

る．

そこで本研究では，粗飼料多給下において， 3ヵ月齢離

乳と，哺乳期間を伸ばした7.5ヵ月齢離乳の2区を設定し，

子牛の発育や行動血液性状を比較し，哺乳期間の違いが

連絡者：東山由美 (fax:019-641-7794, e-mail: kawakita@affrc.go.jp) 

日畜会報 88(4) : 455-462, 2017 455 



東山・小松・深澤

それらにおよぽす影響について明らかにすることを目的と

した

材料および方法

1. 供試牛および試験処理

本研究は．束北農業研究センター内の牛舎およびパドッ

ク(900mりで実施した．黒毛和種親子牛7組（子牛は雄）

を供試し. 7.5ヵ月離乳区 (4組，子牛の平均生時体重

35.8土 1.7kg,母牛の試験開始時平均体重520土 16kg,

母牛の平均産次数5.3士 1.3回）と 3ヵ月離乳区 (3組

子牛の平均生時体重33.0土 1.5kg,母牛の試験開始時平

均体重436土 27kg,母牛の平均産次数3.3土 1.9回）に

分けた. 7.5ヵ月離乳区では，子牛が約 7.5ヵ月齢になる

まで離乳させす，母子同居を続けた.3ヵ月離乳区では，

子牛が3ヵ月齢の時に完全に離乳し，母子分離した 3ヵ

月離乳区の離乳 1週間前から.7.5ヵ月離乳区の離乳2週

間後までを試験期間とした．母牛には，市販の濃厚飼料を

1頭あたり原物で 1日2kgと粗飼料（低水分オーチャー

ドグラスサイレージ）を飽食させた子牛への飼料は，粗

飼料（低水分オーチャードグラスサイレージ）を試験開始

前も含め飽食させた濃厚飼料は．試験開始前までは市販

の哺乳期用育成飼料を少量給与し，試験開始後は飼養標準

（農研機構2008)に従い，日増体量 0.8kgに要する可消

化養分総量 (TON)のうち約 30%を給与する設計とした

ただし，試験開始前に 7頭中 6頭に下痢症状が見られた

ため，試験開始時の給与量は予定の 3割程度とした試

験開始後は症状は安定しており，徐々に予定通りの濃厚飼

料量を給与した．飼料は 1日2回， 8時30分および 16

時に 1日分を等分して給与した．給与飼料．牛舎内環境は．

母子同居以外は. 7.5ヵ月離乳区と 3ヵ月離乳区で同じ条

件とした飲水および固型塩の摂取は自由とした 2週間

ことに体重を測定した．飼料摂取置は 1週間に 1度，処

理区単位で翌朝の給与前に残飼料量を測定し，給与璽から

差し引いて求めた予備乾燥した飼料分析用サンプルは．

飼料分析機関（十勝農業協同組合連合会農産化学研究所，

帯広）に委託し，一般分析を実施した去勢は4~5ヵ月

齢時に観血去勢法により行ったなお，供試動物の取り扱

いは東北農業研究センターにおける動物実験等実施要領

に従って行った

2. 採血および血液分析

試験期間中，経時的に子牛の頸静脈から約 20ml採血

し，直ちに遠心し，血漿を測定まで一20℃で保存した

採血は午前10時に行った．血漿中の遊離脂肪酸(NEFA),

総コレステロール CT-CHO)./3ヒドロキシ酪酸 (BHBA)

濃度について，血液自動分析装置（日立 7070型東京）

を用い．常法の試薬（テストワコー；和光純薬，大阪）に

より測定した

3. 行動調査

試験期間中，経時的に子牛の行動調査を行い，伏臥時間
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哺乳時間，および母牛からなめられた時間を記録した首

を曲げて頭部を体側に乗せる伏臥時の姿勢を睡眠姿勢とし

(Fukasawaら2016),睡眠姿勢時間についても計測した

調査時には赤外線ビデオカメラを設置し， 24時間の行動

を記録した．

4. 統計処理

すべての統計処理は農林水産研究情報総合センターのシ

ステムにおける SAS(SAS Institute 2011)を用いた．

体重および血液中代謝成分について，処理の比較はMIXED

プロシージャを用いた混合モデルの分散分析により行っ

た．変置効果として群内の個体の効果を加え，母数効果と

して処理，時期および処理と時期の交互作用を加えた

交互作用が有意であった項目については，時期ことに処理

の比較を行った行動データについては， NPAR1WAY

プロシージャを用い，時期ことに処理間の比較を行った

結果

体重および血液中代謝成分について，処理と時期の交互

作用が有意であったため (P< 0.01), 時期ことに処理間

の比較を行った

試験期間中の子牛の体重を図 1に示した．試験開始時

には，子牛の体重に処理間で差はなかったが， 4.5ヵ月齢

以降は， 7.5ヵ月離乳区の方が3ヵ月離乳区よりも体重は

増加した．試験期間中の日増体量は， 7.5ヵ月離乳区で 1.1 

kg/8, 3ヵ月離乳区で 0.7kg/日となり， 7.5ヵ月離乳区

の方が3ヵ月離乳区よりもすぐれた増体成績を示した．

飼料摂取量について表 1に示した試験期間中の飼料摂

取量は， 7.5ヵ月離乳区と 3ヵ月離乳区で差はなかった．

図2に血漿中 NEFA濃度，血漿中 T-CHO濃度，血漿

中BHBA濃度を示した 3ヵ月離乳区で離乳直後に血漿

中 NEFA濃度は著しく上昇したが2週間後には元の値ま

で減少したまた， 7.5ヵ月離乳区の約 7.5ヵ月齢時での

離乳後には血漿中 NEFA濃度は 3ヵ月離乳区よりも高い

値だったが， 3ヵ月離乳区における離乳直後の上昇の方が

大きかった．血漿中 T-CHO濃度は， 7.5ヵ月離乳区の方

が3ヵ月離乳区よりも試験期間を通して高く推移し，離

乳とともに減少した血漿中 BHBA濃度は， 3ヵ月離乳

区で離乳直後に急激に上昇した. 7.5ヵ月離乳区ではゆっ

くりではあるが月齢とともに上昇し，試験終了時には両区

で差はなくなった．

囮3に， 1日あたりの伏臥時間 1日あたりの睡眠姿勢

時間 1日あたりの哺乳時間， 1巳あたりの母牛からなめ

られた時間を示した．伏臥時間，睡眠姿勢時間ともに，

7.5ヵ月離乳区の方が3ヵ月離乳区よりも総じて長かった

7.5ヵ月離乳区では 7ヵ月齢時においても 1日あたり約

40分間吸乳しており， 5ヵ月齢時からほぼ横ばいであっ

た 1日あたりの母牛からなめられた時間は， 7ヵ月齢時

においても調査を開始した 3ヵ月齢時とほぼ同じであっ

た．



子牛発育に及ぽす哺乳期間の影響

300 

250 

0

0

5

0

0

0

 

2

1

1

 

(enエ
）
だ
en
1aM A
p
o
9
 

so 

＊ 

＊ 

＊ 

7.5-month weaning 
＊ 

＊＊ 

—•— ー→
ヽ•

.,.fl 
，仝

2.5 3.5 

3-month weaning 

4.5 5.5 6.5 7.5 

Calf age (months) 

Figure 1 Changes in body weight from calves weaned at 3 months (dotted 

line, open triangle) or 7.5 months (solid line. closed circle) during the 

experiment. Values are mean土 SE.Asterisks indicate significant differences 

between 2 groups within the same age (* P < 0.05, ** P < 0.01). 

Table 1 Effect of weaning age (3 months or 7.5 months) on averaged dry matter 

intake (kg/d) from calves during the experiment1 

3-month weaning (n = 3) 7.5-month weaning (n = 4) 

Calf age Roughage2 Concentrate3 Roughage2 Concentrate3 

3 months 1.6 0.2 2.0 0.2 

4 months 3.3 0.6 2.6 0.6 

5 months 3.7 0.9 3.6 0.9 

6 months 4.0 1.3 3.3 1.3 

7 months 4.7 1.8 4.3 1.8 

1 Feed intake was measured for each treatment group and divided by the 

number of individuals in the group. 

2 Low moisture orchardgrass silage 

3The composition of the concentrate is mainly corn, maize, wheat bran, gluten 

feed, rice bran, and soybean meal (73.5% TON, 22% CP on dry matter basis). 

考 察

本試験において，約 7.5ヵ月齢まで母牛と同居させた

7.5ヵ月離乳区では，約 3カ月齢時に離乳した 3ヵ月離乳

区とは母牛と同居という事項以外はすべて同じ飼育環境で

あったにもかかわら9',3ヵ月離乳区と比較し子牛の発育

成績は優れていた両区での飼料摂取量に差はなかったこ

とから， 7.5ヵ月離乳区における母乳摂取が発育成績に影

響を与えていることが示唆されたまた，子牛の飼料は粗

飼料多給で濃厚飼料の給与量は少ない設計であったが，

7.5カ月離乳区における子牛の発育成績は，標準発育値

（農研機構2008)と比較しても良好であった木戸(2015)

は，放牧育成子牛について，離乳を遅らせると子牛の発育

は良かったと報告しており，本研究と一致した

血漿中 NEFA濃度は，飼料摂取に敏感に反応し，低栄養

時には体脂肪動員を反映し著しく上昇する（佐藤 1986).

日畜会報 88(4) : 455-462, 2017 

また，飼養環境の変化などのストレスによっても血漿中濃

度は上昇する (Reynaertら1976).本試験では， 3ヵ月齢

時の離乳により血漿中 NEFA濃度は一時的に著しく上昇

したことから， 3ヵ月齢時での離乳によるストレスは大き

く，また，それゆえに飼料摂取量も一時的に減少したこと

が考えられた一方， 7.5ヵ月齢の離乳時の血漿中 NEFA

濃度の上昇は， 3ヵ月齢時の離乳と比較し小さかったこと

から，この時期の離乳は， 3ヵ月齢時の離乳ほど大きなス

トレスではないと考えられ， 6ヵ月齢時よりも 8ヵ月齢時

の離乳の方が子牛のストレスは小さいという Lambertz

ら (2015)らの報告と一致した

血漿中T-CHO濃度は脂肪摂取量と関係があると言われ

ている (Nestelら1978).3ヵ月離乳区と 7.5ヵ月離乳

区で飼料摂取量はほとんど変わらないため， 7.5ヵ月離乳

区の血漿中 T-CHO濃度の高値に影響があるのは母乳のみ

であり，母乳の脂肪含量を反映していると考えられた黒

457 
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Figu『e2 Changes of plasma concentrations of non-esterified fatty acid (A). 
total cholesterol (B). and /3-hydroxybutyrate (C) from calves weaned at 3 
months (dotted line. open triangle) or 7.5 months (solid line. closed circle) 
during the experiment. Values are mean土 SE.Asterisks indicate significant 
differences between 2 groups within the same age (* P < 0.05, ** P < 0.01). 

毛和種の 1日あたりの泌乳量は分娩直後が最も多く，約

6ヵ月後にはその 3/5程度にまで減少すると言われてお

り（島田ら 1993), 若齢期ほど母乳への依存度は高い．

本試験における 7.5ヵ月離乳区では， 7.5ヵ月齢の離乳時

まで血漿中T-CHO濃度は 150mg/dl前後を維持し，離

乳後には 3ヵ月離乳区と同程度にまで減少したことから，

分娩後の日数の経過とともに母牛の泌乳量は減少しても脂

肪の摂取量は変わらま母乳が子牛の栄養摂取に大きく貢

日畜会報 88(4) : 455-462, 2017 

献している可能性が考えられた

血漿中 BHBA濃度は，離乳によりその濃度が大きく上

昇すると言われており (Khanら2011; Eckertら2015;

Nematiら2015).Khanら (2011)はその原因は主

に液状試料から固形飼料への依存によると述べている本

試験においても.3ヵ月離乳区で離乳直後に離乳前と比較

し2.4倍以上上昇しており．その原因としては液状から固

体への飼料の切り替えによるものと考えられたまた，離
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Figure 3 Changes of time spent lying (A), sleeping (8), suckling (C). and maternal licking (D) from calves weaned 
at 3 months (dotted line, open triangle) or 7.5 months (solid line, closed circle) during the experiment. Values are 
mean士SE.+indicates a trend of significant differences between 2 groups within the same age (+P < 0.1). 

乳により母乳がなくなることで生じた栄養不足を補うため

の急激な反応とも考えられた一方， 7.5ヵ月離乳区では

離乳せすとも血漿中 BHBA濃度は月齢とともに上昇し，

7.5ヵ月齢時には 3ヵ月離乳区と同程度となり，母乳を摂

取しつつも固形飼料摂取が相対的に増加し，ストレスなく

飼養形態の移行ができていることを反映しているものと考

えられた. BHBAはルーメン内の絨毛組織で酪酸が代謝

されてできる物質であることから，その血漿中濃度はルー

メン機能の発達の指標と言われている（鈴田ら 2007).本

試験の結果から， 3ヵ月齢時の離乳によって，子牛のルー

メン機能は飛躍的に発達したと解釈できるかもしれない．

しかし， 3ヵ月離乳区では増体成績は伸び悩み， 7.5ヵ月

離乳区の方が良かったことから，本試験において血漿中

BHBA濃度を単にルーメン発達の指標ととらえることは

難しく，この解明については今後の課題である

哺育期の子牛にとって，易発酵性の炭水化物を多く含む

濃厚飼料は，摂取するとルーメン内微生物の発酵によって

揮発性脂肪酸 (VFA)が産生されるが，粗飼料摂取より

も特に酪酸とプロピオン酸が多い．この酪酸とプロピオン

酸がルーメン内の絨毛組織の発達を刺激するため，未熟な

ルーメンをもつ子牛の飼料として濃厚飼料が近年重視され

ている（新名ら 2009).本試験に用いた子牛は，試験開始

前においても濃厚飼料の給与量は少量であり， 3ヵ月齢時

点においてわすか 200gという濃厚飼料摂取量であり，粗
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飼料を多く摂取していたよって，その時点において）レー

メンの絨毛組織は十分に発達していなかったと考えられ

た．本試験のような飼料条件下では，この時期はまだルー

メンが十分に機能しておらす離乳は早すぎるのかもしれな

い．離乳を遅らせることによっていくらかでも母乳を摂取

し，その母乳が第二胃溝反射機構の働きにより直接第四胃

以降の消化器官で消化吸収される役割は大きいと思われ

る．一方，粗飼料については，濃厚飼料と比較し栄養価が

低く，ルーメン内の発酵速度が遅く，また発酵産物として

酢酸割合が高くなることからルーメンの絨毛組織の発達を

遅らせるため，この時期の子牛への給与は推奨されなく

なってきたしかし，最新の研究では，哺乳期においても

粗飼料給与がルーメン発酵やルーメン pHなどのルーメン

の発達に重要であると報告され (Khanら2011: Nemati 

ら2015: Nematiら2016),改めて粗飼料の重要性が指

摘され始めている．

睡眠姿勢時間および伏臥時間は， 7.5ヵ月離乳区の方が

3ヵ月離乳区よりも期間を通して長かった．睡眠姿勢時間が

長いことは，行動的欲求が満たされていること (Ninomiya

ら2007)やストレスレベルが低いこと (Abou-lsmailら

2007)と関係があると言われているまた伏臥時間は，

乳牛においてウェルフェアレベルの指標として用いられて

いる (Itoら2009).これらのことから， 7.5ヵ月離乳区に

おけるストレスレベルの低さが示唆される.7.5ヵ月離乳
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区における母牛からなめられる行動は， 8ヵ月齢時でも維

持されており母子間のつながりの強さが示唆された．母子

牛間の結びつきは一度形成されると強く，数ヵ月は持続す

ると言われている (Enriquezら2011).小針ら (2002)は

母牛からのグルーミングの持続時間が長いほど子牛の下痢

が少なく日増体量が大きいと報告している後藤は，母畜

からの世話行動が，子畜のその後の代謝に影響を与えうる

可能性を示唆している（後藤2015). これらのことから，

7.5ヵ月離乳区では母牛の世話行動や母牛の存在によって

ストレスレベルが下がり，睡眠姿勢時間や伏臥時間が長く

なり，増体成績の良さにつながったのかもしれない．

肉用繁殖牛農家にとって母牛の繁殖能力は重要な経済要

因の一つであるが，一般に，自然哺乳をしている母牛では

分娩から発情回帰までの日数が長いとされ，離乳や母子分

離の早期化につながっているまた，母牛の分娩後の卵巣

機能の回復が早まると言われる， 1日の哺乳回数を人為的

に制御する制限哺乳という技術も提案されている（鈴木と

佐藤 1985:塚本ら 1991). しかしそれらを取り入れるた

めには，人工哺育に必要な代用乳などの経費や人工哺乳の

手間，また，親子分離のための設備など，新たな経費と労

力が必要となる．早期離乳が初回排卵を早める効果は分娩

後 30日目まで，かつ初産牛で顕著に見られること（居在家

2009)から，本試験において対照区として設定した 3ヵ

月齢離乳を延長することによる母牛の繁殖能力への負の影

響は考えにくい．むしろ，母牛の子宮回復については子牛

の吸乳刺激は促進効果があること（居在家 1986)からも，

3ヵ月齢離乳をさらに延長しても，母牛の繁殖機能に影響

はないと思われるまた，木戸 (2015)の報告では哺乳

延長下での母牛の繁殖能力についても調べられているが，

哺乳期間を延長することによる負の影響は認められていな

し＼．

以上のことから，粗飼料多給下の子牛では，離乳を延長

することにより，離乳ストレスを回避でき，ルーメン発達

の遅れによる負の影響をいくらかの母乳摂取により回避で

きかつ，母牛からの世話行動などにより子牛の発育がよ

くなることが明らかになったただし初産牛では泌乳量が

少ないことが予想されるため（島田ら 1993), この方式

はできるだけ経産牛で試みる方が望ましいと思われるま

た自然哺乳の子牛は人工哺乳の子牛よりもヒトに対する

恐れが大きいと言われ（小迫と井村， 2000),-家畜と管理

者の関係は家畜を管理する上で大きな要素であることか

ら，離乳延長による子牛の取り扱いについての技術は今後

の大きな課題である．
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We investigated the effect of suckling period on growth performance, blood metabolites, and 

behavior of Japanese Black calves under high-roughage feeding. Seven cow-calf pairs were divided 

into a 7.5-month (4 pairs) and a 3-month weaning group (3 pairs). The cow and calf in the 7.5-month 

weaning group lived together until the calf was about 7.5 months old. In the 3-month weaning group, 

the calves were completely weaned at about 3 months of age. All the calves were fed roughage ad 

libitum. The average daily gain in the weight of calves was 1.1 kg/day in the 7.5-month weaning group 

and 0.7 kg/day in the 3-month weaning group. The feed intake of the calves did not differ between the 

two groups. The concentration of /3-hydroxybutyric acid in the plasma of the calves was considerably 

higher after weaning in the 3-month weaning group. It increased with age in the 7.5-month weaning 

group and did not differ between the two groups at 7.5 months of age. In the 7.5-month weaning group, 

the lying time and the sleeping posture time per day were generally longer than in the 3-month weaning 

group, and the time that the calf licked from the cow at 3 months of age, when the study was started, 

was almost the same as it was at 7 months of age. These results indicate that the growth performance 

of calves was improved and their blood metabolites and behavior differed when the suckling period was 

extended from these parameters determined in the calves weaned at 3 months of age, under high-

roughage feeding. 
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