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原著

かごしま黒豚の背脂肪厚改善による上物率向上の検討

大小田勉1. 喜田克憲2• 大塚彰3

1鹿児島県農業開発総合センター畜産試験場，鹿児島県霧島市， 899-4461
2鹿児島県経済農業協同組合連合会，鹿児島県鹿児島市， 890-8515

3鹿児島大学農学部，鹿児島県鹿児島市， 890-0065

(2017年5月30日受付， 2017年9月21日受理）

要約 かごしま黒豚の背脂肪厚改善による上物率向上の検討を行うために，まず鹿児島県

内の 2カ所の食肉処理場における枝肉成績に関する調査を行い，バークシャ一種（黒豚，調査

対象46,724頭）はバークシャ一種以外（白豚，調査対象 342,787頭）に比べ，背脂肪厚（厚脂）

による格落割合が高く（黒豚28%, 白豚 13%),上物率は低い（黒豚52%, 白豚60%)ことを明

らかにした。次に，かごしま黒豚の去勢雄と雌を，単飼ー制限給餌下で肥育した場合，あるい

は雌雄別群飼ー間欠給餌下で肥育した場合でも，去勢雄の方が雌より背脂肪が厚くなることを

確認した。次に，肥育後期のかごしま黒豚の背脂肪厚を改善する飼養管理方法の確立を目的と

した実証試験を生産農場において行った。 TDN76%の黒豚用肥育後期用飼料を体重 80kgか

ら間欠給餌した間欠区，同飼料を体重 70kgから制限給餌した T76区， TDN70%の黒豚用肥育

後期用飼料を体重 70kgから制限給餌した T70区の 3つの飼養区 (30頭／区）を設け， さらに

各飼養区にそれぞれ去勢雄群 (10頭），雌群 (10頭），混飼群（去勢雄 5頭＋雌 5頭）を設けて

肥育試験を行った。その結果，厚脂による格落率は去勢雄群で間欠区， T76区， T70区でそれ

ぞれ80%,67%, 50%であったが，混飼群では 20%,10%, 10%となった。上物率も，去勢雄群

で間欠区， T76区， T70区でそれぞれ20%,33%, 50%であったが，混飼群では 80%,80%, 70% 

となった。また，全飼養区において，雌雄別飼条件では去勢雄群が雌群よりも背脂肪が厚かっ

たが (P<0.05), 混飼条件では有意差はなかった。これらの結果から，かごしま黒豚の去勢雄

は雌よりも背脂肪厚による格落ちが多いが，雌雄混飼にすること，後期用飼料への切替時期を

早めること，後期用飼料の TDNを低減させることで，背脂肪厚を改善して上物率を向上させ

ることができる可能性が示された。

緒 言

豚の枝肉は背脂肪の厚さや枝肉重量， きめしまり

などの項目により総合的に評価される。この評価は

枝肉の取引価格に反映されるため，出荷豚の評価が

下がると，農家等生産者の収益に大きな損失が生じ

る。背脂肪厚は枝肉評価項目のひとつであり，公益

社団法人日本格付協会（日格協）の基準では， 1.3

~2.4cmが「上」にランクされ，それ以外は厚くて

も薄くても，程度により「中」，「並」，「等外」のラ

ンクに分類される。背脂肪厚を含む枝肉の総合評価

（格付）として，「特上」，「上」にランクされたもの

を「上物」と呼び，「中」以下のものを「格落ち」と

呼ぶ。格落ち割合の増加は農家の経営に大きな負の

影響を及ぼす。黒豚生産農家の中で一部の農家は，

消費者や販売店との単価契約により，枝肉の格付に

よらない取引をしているが，大半の農家は枝肉の格

付に応じ，東京などの枝肉相場に黒豚価格を加算し

た額で流通販売業者に売り渡す形となっている。

バークシャ一種はその他の品種に比べ，背脂肪な

連絡者：大塚彰 (E-mail:ohtsuka@chem.agri.kagoshima-u.ac.jp TEL. 099-285-8653) 
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どの皮下脂肪層が厚く（農林水産省， 2015), 2,663 

頭のバークシャ一種を調査した結果去勢雄が雌よ

り背脂肪が厚くなることが報告されている（原田

ら， 2006)。そのため，生産現場においては去勢雄と

雌を別飼するなどの背脂肪厚対策が講じられてい

る。

本研究ではまず，鹿児島県内の 2カ所の食肉処理

場における黒豚および白豚枝肉の格付状況を調査

し，それらの比較を行った。次に，試験場あるいは

生産農場において，かごしま黒豚の背脂肪厚の性間

差に関する試験と調査を行った。そして，かごしま

黒豚生産農場における実証試験として，肥育期の群

編成および肥育後期用飼料の栄養価 (TDN)の違い

と給餌方法の組合せが，背脂肪厚に及ぼす影響を調

ベ，背脂肪厚による格落率を改善する手法を検討し

た。

材料と方法

鹿児島県農業開発総合センター畜産試験場（畜産

試験場）での肥育試験は， 日本学術会議の「動物実

験の適正化に向けたガイドライン」などに従い，動

物倫理に十分な配慮を払って行われた。また，生産

農場での調査については，農場の管理マニュアル等

に従った。

調査 I: 黒豚と白豚の格付状況

バークシャ一種（黒豚）およびバークシャ一種以

外（白豚）の枝肉の格付状況を確認するため，鹿児

島県内で日格協が格付を実施している 2カ所の食肉

処理場に平成 27年度に搬入された黒豚46,724頭お

よび白豚342,787頭の枝肉について上物率と背脂肪

厚（厚脂）等による格落率を調査した。

試験 I:単飼かごしま黒豚の発育と枝肉成績にお

ける性間差

畜産試験場において，平成 28年 3月生まれの

バークシャ一種雌 7頭（雌区）および去勢雄 7頭

（去勢雄区）を単飼豚房でそれぞれ飼養した。体重

30kgから TDN78.5%の肥育前期用飼料を給与し，

体重 60kgから甘藷 10%を含む TDN70%の黒豚用

肥育後期用飼料を出荷体重 115kgまで給与した。

なお，試験 lならびに後述する調査2および試験2

で使用した飼料は全て南日本くみあい飼料株式会社

（志布志市）から購入した。各飼料の原材料の配合

割合と成分値を表 1に示した。飼料の給与は肥育前

期と後期を通じ，朝夕 2回給与の制限給餌（期待

DG530g)とし， 1頭あたりの給与量は表2のとおり

とした。調査項目は，肥育後期の一日増体量 (DG),

表 1. 飼料の配合割合および成分値

Table 1. Composition of commercial diets and the chemical composition of the diets 

原材料名

穀類（とうもろこし等）

植物性油かす類（大豆油かす等）

甘藷

そうこう類

その他

分析成分項目

TDN (計算値）

粗タンパク質

粗脂肪

粗灰分

粗繊維

カルシウム

前期用飼料
後期用飼料 後期用飼料

(TDN70) (TDN76) 

-----—配合割合(%) ------

68 55 66 

24 14 19 

゜
10 10 

3 16 2 

5 5 3 

------―含量(%)-------

78.5 70.0 76.0 

16.0 13.5 13.5 

3.0 2.0 2.5 

8.0 8.0 8.0 

5.0 5.0 5.0 

0.5 0.5 0.5 

リン 0.4 0.4 0.4 

TDN (計算値）：各原材料の TDN含量（日本標準飼料成分表 (2009年））と配合割合に基づい

て各原材料の TDN量を算出し，それらの総和を飼料の TDN含量とした。
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表 2. 肥育期の飼料給与量

Table 2. Daily feeding amounts at fattening stage 

肥育前期用飼料 肥育後期用飼料

体重 給与量 体重 給与量

(kg) (kg/日） (kg) (kg/日）

30 1.2 60 2.0 

35 1.3 65 2.1 

40 1.4 70 2.2 

45 1.5 75 2.3 

50 1.6 80 2.4 

55 1.7 90 2.5 

95 2.6 

100 2.7 

105 2.8 

115 3.0 

出荷日齢，出荷直前のロース断面積 (EM),枝肉背

脂肪厚（以下背脂肪厚），上物率等とした。 EMは体

長の 1/2部位を超音波肉質測定装置（本多電子株式

会社製富士平工業 HS-2100V)で撮影し，画像メ

デイアプラザGTファインダー (TEAC社製）を用

いて面積を測定した。

調査 2:群飼かごしま黒豚の枝肉成績における性

間差

生産農場（以下農場）におけるかごしま黒豚の枝

肉の背脂肪厚や上物率の性間差を調査するため，か

ごしま黒豚母豚450頭を飼養する一貫農場で，平成

28年 4月生まれの豚 214頭を対象に出荷後の枝肉

の背脂肪厚，上物率，格落ち要因などを調査した。

農場の慣行法として，子豚は体重 35kgで子豚舎か

ら肥育舎へ移動する際， 1豚房 10頭ずつ雌と去勢雄

を別々に群編成（以下別飼）した。体重 80kgまで

は肥育前期用飼料を不断給餌し，体重 80kgから出

荷体重 115kgまでは甘藷 10%を含む TDN76%の

黒豚用肥育後期用飼料（表 1) を間欠給餌した。こ

の間欠給餌は月曜日から金曜日までが自動給餌器に

よる不断給餌，土日は断餌で飲水のみとする給餌方

法であった。また，農場の飼養管理基準に従って，

飼料の切替と出荷を行った。

試験2:背脂肪厚低減のための実証試験

実態調査と同時に，同じ肥育豚舎内に実証試験区

を設定して，肥育期の飼養管理による枝肉背脂肪厚

の低減を試みた。試験豚は実態調査と同じ平成 28

年4月生まれの豚を用い，体重 35kgから肥育前期

用飼料（前出）を不断給与した。肥育後期の飼養区

分として， TDN76%の肥育後期用飼料（前出）を体

重 80kgから調査2と同じ方法で間欠給与した間欠

区（慣行法），次に同飼料を飼料会社のマニュアルに

従い体重 70kgから制限給餌（毎日朝夕 2回給与）

した T76区，そして同様に TDN70%の黒豚用肥育

後期飼料（前出）を制限給餌した T70区の 3区を設

けた。この 3つの飼養区に群編成として， 1豚房に

雌のみ 10頭の雌群，去勢雄のみ 10頭の去勢雄群，

去勢雄 5頭および雌 5頭を同居させた混飼群の 3群

をそれぞれ設けて試験を行った。 T76区と T70区

の肥育後期用飼料の一頭当たりの 1日給与量（原物

重量）は，体重 70kgから 2.4kg,体重 80kgから 2.5

kg, 体重 95kgから出荷まで 2.6kgとした。表 3に

飼養試験の概要を示した。肥育舎への移動に際し

て，各個体に耳標を装着して個体識別を行い， 70

kg, 80 kg, 95 kg, 115 kgにそれぞれ到達すると予定

された時期に体重測定を実施した。

統計処理

得られたデータに関しては，平均値を算出した

後， Welchのt検定を実施して， P<0.05の場合に統

計学的に有意差があると判断した。性間差について

の統計処理は各飼養区分内での比較とした。また統

計解析システム (SAS,Statistical Analysis System, 

ver 9.3) を用いて分散分析を行い，要因（飼養条件

および性差）および交互作用の効果を判定した。

結 果

調査 I:黒豚と白豚の格付状況

図 1に格付状況の調査結果を示した。平成 27年

度に出荷された白豚と黒豚の上物率はそれぞれ

60%と52%で，白豚が 8ポイント高く，「脂肪被

覆」，「脂肪付着腰」などの厚脂による格落ちは白豚

が 13%, 黒豚が28%で，黒豚が白豚より 15ポイン

ト高かった。

試験 I:単飼かごしま黒豚の発育と枝肉成績にお

ける性間差

表4に単飼試験の結果を示した。単飼で制限給餌

した結果，体重 60kg以降の肥育後期 DGは，雌区

と去勢雄区でそれぞれ 608gと597gとなり，その

結果出荷日齢は， 222日と 233日となり，雌区の方

が早くなった (P<0.05)。また， EMも38.1cm2と

34.3c面で雌区の方が大きかった (P<0.05)。枝肉

の背脂肪厚は，雌区と去勢雄区でそれぞれ 1.7cmと

2.0cmとなり，去勢雄区で厚い傾向にあった (P<
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表 3. 群編成と肥育後期の飼養条件（試験 2)

Table 3. Grouping and feeding conditions in the late fattening stage (experiment 2) 

群編成 肥育後期の飼養条件

飼養区分 頭数 切替体重 飼料の TDN量
群

（頭） (kg) （％） 
給餌法

間欠
混飼 10 【月～金】 【土日 】

（慣例）
雌 10 80 76 

不断給餌 水のみ
去勢雄 10 

混飼 10 【毎日 】 制限給餌

T76 雌 10 70 76 ［体重］ ［給与量］

去勢雄 10 70kg 2.4kg/日

混飼 10 80kg 2.5kg/日

T70 雌 10 70 70 95kg 2.6kg/日

去勢雄 10 朝夕 2回給餌

バークシャ一種 バークシャ一種以外の豚

:J口上物

四〗 l□上物

口重量■厚脂

■厚脂口重量

□その他□その他

図 1. バークシャ 一種とそれ以外の豚の格付状況（調査 1)

Fig. 1. Survey results on carcass evaluation of Berkshire pigs and other pigs in two slaughterhouses in 

Kagoshima prefecture (survey 1) 

0.1)。去勢雄区は 7頭中 1頭が厚脂で格落ちしたた

め，上物率は 86% となった。

調査 2:群飼かごしま黒豚の枝肉成績における性

間差

表 5に実態調査の結果を示した。雌と去勢雄の出

荷頭数と出荷日齢は，それぞれ 103頭と 111頭， 253

日と 246日となり出荷日齢は去勢雄が雌より 7日

早かった (P<0.05)。枝肉重量は雌と去勢雄で 77

kgと75kgで雌の方が 2kg重かったが (P<0.05),

背脂肪厚は 2.3cmと2.6cmで去勢雄の方が 0.3cm

厚かった (P<0.05)。雌と去勢雄の上物率は 45%と

31%で雌が 14ポイント 高く，厚脂に よる格落率は

18% と46%で，去勢雄が 28ポイン ト高かった。こ

の他枝肉重董が上物規格に入らないため格落ちす

る「重量」の割合が雌で 34%,去勢雄で 21% となっ

た。

性別による出荷日齢と背脂肪厚の関係を図 2に示

した。枝肉の背脂肪厚は，去勢雄および雌ともに，

出荷日齢と枝肉の背脂肪厚との間に相関はなかっ

た。

試験 2:背脂肪厚低減のための実証試験

表 6に実証試験の結果をまとめて示した。農場の

慣行法である間欠区では，肥育後期 DGが混飼群，

雌群，去勢雄群でそれぞれ 470g,504g, 635g, 出荷

日齢が 249日， 247日， 228日となり，去勢雄群の発

育が最も良く，他の 2群との間に有意差が認められ
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表 4.単飼条件における発育と枝肉成績（試験 1)

Table 4. Growth and carcass performance of the barrow and gilt of Kagoshima Berkshire pigs raised individually 

in cages (experiment 1) 

区分 出荷頭数
肥育後期

出荷日齢
ロース

枝肉重量 背脂肪厚 上物率 格落率
DG 断面積

（頭） (g) （日） (cmり (kg) (cm) （％） （％） 

雌 7 608士37 222土7b 38 1土23a 73士0.73 1. 7土0.2 100 

゜去勢雄 7 597士24 233土6a 34.3土2.3b 72土1.1b 2.0士0.5 86 14 

データは平均土標準偏差。異なる英文字間に有意差 (P<0.05)あり 。

表 5.群飼条件における枝肉成績（調査 2)

Table 5. Survey results on carcass performance of the barrow and gilt of Kagoshima Berkshire pigs raised m 

groups (survey 2) 

格落理由別割合

区分
出荷頭数 出荷日齢 枝肉重量 背脂肪厚 上物率

厚脂 重量

（頭） （日） (kg) (cm) （％） （％） （％） 

雌 103 253土10.6a 77士5.3a 2.3士0.5b 45 18 34 

去勢雄 111 246土143b 75士5.6b 2.6士0.5a 31 46 21 

データは平均士標準偏差。異なる英文字間に有意差 (P<0.05)あり 。

4.5 

3.5 

5 2.5 

1.5 
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図 2. 性別による出荷日齢と背脂肪厚 （調査 2)
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Fig. 2. Days to market weight and backfat thickness of the barrow and gilt of Kagoshima Berkshire pigs 
(survey 2) 

た (P<0.05)。背脂肪厚は，混飼群，雌群，去勢雄群

でそれぞれ 2.2cm, 1.8 cm, 2.6 cmとなり，去勢雄群

は他の 2群より有意に厚く (P<0.05), 混飼群は雌

群よりも厚かった (P<0.05)。制限給餌した T76区

では，混飼群，雌群，去勢雄群の肥育後期 DG, 出荷

日齢ともに差は無かったが，背脂肪厚はそれぞれ

2.1 cm, 2.0 cm, 2.5 cmとなり，間欠区と同様に，去

勢雄群が他の 2群より有意に厚かった (P<0.05)。

TDNを6ポイント落とした T70区でも T76区と

同様に，各群間の肥育後期 DG, 出荷日齢に差は無
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表 6. 飼養区毎の性間差（試験2)

Table 6. Growth and carcass performance of the barrow and gilt of Kagoshima Berkshire pigs in the three dietary 

treatment groups (experiment 2) 

飼養

区分

間欠

T76 

T70 

分散

分析

群

混飼

雌

去勢雄

混飼

雌

去勢雄

混飼

雌

去勢雄

要因

出荷頭数

（頭）

10 

10 

10 

10 

10 ， 
10 

10 

10 

飼養区分

群（性差）

飼養区分

x群（性差）

肥育後期

DG 
出荷日齢 枝肉重量

(g) （日） (kg) 

470土 3gb 249土10a 72.5土2.7

504士176b 247土15a 69.9士5.5

635土 81a 228士17b 71.6土3.3

594土 97 240土15 72.1士3.3

594土 99 237士16 72.8土3.7

571士144 238土19 70.9土3.6

494土146 237士18 67.4土8.4

526土136 243土16 68.6土4.7

508土104 240土18 71.3士4.5

P<0.05 NS NS 

NS NS NS 

NS NS NS 

格落理由別割合
背脂肪厚 上物率

厚脂 重量 その他

(cm) （％） （％） （％） （％） 

2.2土0.4b 80 20 

゜゜1.8土0.5c 60 40 

゜゜2.6土0.3a 20 80 

゜゜2.1士0.5b 80 10 10 

゜2.0士0.4b 60 30 

゜
10 

2.5土0.4a 33 67 

゜゜2.0士Q_5b 70 10 20 

゜1.8士Q_4b 70 10 10 10 

2.5土0.4a 50 50 

゜゜NS NS 

P<0.0001 P<0.005 

NS NS 

データは平均土標準偏差。各飼養区分内での比較において，異なる英文字間に有意差 (P<0.05)あり。

NS, 要因の効果なし。

かったが，背脂肪厚はそれぞれ2.0cm, 1.8 cm, 2.5 

cmとなり，去勢雄群が他の 2群より有意に厚かっ

た。全飼養区分とも背脂肪の厚い順に，去勢雄群，

混飼群，雌群となった。分散分析によって要因（飼

養区分（給餌法）および群（性差））の効果を検証し

たところ，肥育後期 DGに対する給餌法の有意な効

果が (P<0.05), また背脂肪厚および上物率に対す

る性差の有意な効果が（背脂肪厚， P<0.0001;上物

率， P<0.005), それぞれ確認された。

混飼群，雌群，去勢雄群の上物率はそれぞれ間欠

区で 80%, 60%, 20%, T76区で 80%, 60%, 33%, 

T70区で 70%, 70%, 50%となり，全飼養区におい

て混飼群が最も高く，次に雌群，去勢雄群の順と

なった。次に混飼群，雌群，去勢雄群の厚脂による

格落率はそれぞれ間欠区で 20%,40%, 80%, T76区

で 10%,30%, 67%, T70区で 10%,10%, 50%とな

り，全区とも去勢雄群が最も高く，次に雌群，混飼

群の順となった。厚脂以外の格落ち理由として，

T76区では混飼群で「重量」が 1頭，雌群で「均称」

が 1頭みられ， T70区では混飼群で「重量」が2頭，

雌群で「重量」と「薄脂」がそれぞれ 1頭ずつみら

れた。 T76区去勢雄群の 1頭は肢を痛めて飼養に

支障が生じたため，肥育前期途中で試験対象から除

外した。

表7に混飼群内の性間差についてまとめた結果を

示した。混飼群は雌 5頭と去勢雄 5頭で構成されて

いるが，混飼群の雌と去勢雄の肥育後期 DGは，そ

れぞれ間欠区で 471gと469g, T76区で 627gと

562g, T70区で 567gと422gとなり， T70区で雌

の方が去勢雄より大きい傾向を示した (P<0.1)。

また，出荷日齢は間欠区で雌と去勢雄ともに 249

日， T76区で 237日と 243日， T70区で 229日と

246日となり， T70区で雌の方が去勢雄より早い傾

向を示した (P<0.1)。背脂肪厚は雌と去勢雄が，間

欠区で 2.1cmと2.4cm, T76区で 1.9cmと2.4cm,

T70区で 2.0cmと2.1cmとなり，去勢雄が雌より

厚い傾向にあった (P<0.1)。上物率は雌と去勢雄

で，間欠区で 100%と60%,T76区で 100%と60%,

T70区で 80%と60%となり，去勢雄は全飼養区で

60%となった。雌と去勢雄の厚脂による格落率は

それぞれ間欠区で 0%と 40%, T76区で 0%と

20%, T70区で 0%と20%となり，全区とも雌での

厚脂は 0%となり，去勢雄の厚脂は 40%以下となっ

た。分散分析によって要因（飼養区分（給餌法）お
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表 7. 混飼群内の性間差（試験2)

Table 7. Growth and carcass performance of the barrow and gilt of Kagoshima Berkshire pigs in the mixed sub-

groups (experiment 2) 

肥育後期
飼養

群
出荷頭数

DG 
出荷日齢

区分
（頭） (g) （日）

雌 5 471土 34 249士13
間欠 去勢雄 5 469士 48 249士 8

雌 5 627土 70 237土13
T76 

去勢雄 5 562土117 243士17

雌 5 567士137 229土17
T70 

去勢雄 5 422土128 246士15

飼養区分 P<0.05 NS 

分散
要因 群（性差） NS NS 

分析 飼養区分

x群（性差）
NS NS 

データは平均土標準偏差。 NS,要因の効果なし。

よび群（性差））の効果を検証したところ，肥育後期

DGに対する給餌法の有意な効果が (P<0.05), ま

た上物率に対する性差の有意な効果が (P<0.05),

それぞれ確認された。

考 察

かごしま黒豚は白豚より背脂肪が厚くなりやすい

とされており，上物規格を超える背脂肪厚（厚脂）

は枝肉評価を下げて売上減少を招き，経営上の大き

な問題となる。そのため黒豚生産者は上物率を上げ

るために，雌雄別飼や去勢雄群の出荷前での給餌量

調整など，手探りで厚脂対策を講じている。また，

鹿児島県黒豚生産者協議会が定めた「かごしま黒豚

ブランド産地指定基準」において，かごしま黒豚の

出荷日齢は概ね 230日以上とされていることから，

出荷日齢も厚脂対策とともに考慮する必要がある。

鹿児島県内の 2カ所の食肉処理場の上物率と格落

理由別割合を調査した結果，川井田 (1993)が報告

したとおりかごしま黒豚は大型種に比べ，厚脂に

よる格落率が高く，上物率も低かった。

また，生産農場における実態調査や実証試験にお

いて，かごしま黒豚の去勢雄の背脂肪厚は雌より有

意に厚<. 厚脂による格落率が高く，上物率も低い

結果となった。これらの結果は千歳ら (1994),剣崎

ら (2005),および石原ら (2016)の報告と一致する。

格落理由別割合
枝肉重量 背脂肪厚 上物率

厚脂 重量 その他

(kg) (cm) （％） （％） （％） （％） 

72.2士2.8 2.1士0.3 100 

゜゜゜72.8士2.8 2.4土0.4 60 40 

゜゜71.1士1.7 1.9士0.2 100 

゜゜゜73.1士4.5 2.4士0.5 60 20 20 

゜67.0士8.6 2.0士0.3 80 

゜
20 

゜67.8士9.1 2.1士0.8 60 20 20 

゜NS NS NS 

NS NS P<0.05 

NS NS NS 

また，分散分析の結果からも性差が背脂肪厚や上物

率に影響することが裏付けられ，単飼や群飼，間欠

給餌や制限給餌の違いにかかわらず，性間差とし

て，去勢雄は背脂肪が厚く，厚脂で格落ちしやすく，

上物率も低くなることが確認された。

また，出荷日齢と背脂肪厚の関係について，剣崎

ら (2005)および石原ら (2016) は出荷日齢の早い

去勢雄は厚脂傾向が強いと報告しているが，本研究

の実態調査の飼養管理条件においては，去勢雄およ

び雌ともに出荷日齢と背脂肪厚の間に負の相関は認

められなかった。

不断給餌に断餌を組み入れた Skip-a-day法は断

餌による消化吸収機能の向上などにより，制限給餌

と比較して，発育がよく飼料要求率も改善され，皮

下脂肪も薄くなると今井ら (1967)および上山ら

(1973)は報告している。しかしながら，実証試験に

おける間欠給餌法（間欠区）と制限給餌法 (T76

区 ・T70区）を比較しても，間欠給餌が厚脂の抑制

に有効であるとは認められなかった。対して，厚脂

による格落率の抑制と上物率の向上に関しては，間

欠給餌法より制限給餌法で良好な結果が得られた。

厚脂対策として，飼料の栄養価の低減を千歳ら

(1994)および小村ら (1998)は報告し，伊東 (2009)

は栄養価の低減と給餌法による対策を報告してい

る。これらの対策に加え，雌雄別飼の検討を石原ら
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(2016)は報告しており，背脂肪厚からみた上物率向

上において黒豚に適した栄養水準として川井田ら

(1981)はTDN68%を推奨している。今回の実証試

験において，厚脂による格落率は去勢雄群で間欠

区， T76区 T70区でそれぞれ80%, 67%, 50%で

あったが，混飼群では 20%, 10%, 10%となった。

上物率も，去勢雄群で間欠区 T76区 T70区でそ

れぞれ 20%, 33%, 50%であったが，混飼群では

80%, 80%, 70%となった。また，全飼養区において

雌雄別飼条件では去勢雄群が雌よりも背脂肪が厚

かったが (P<0.05), 混飼条件では有意差がなかっ

た。以上の結論として，かごしま黒豚の去勢雄は雌

よりも背脂肪厚による格落ちが多いが，雌雄混飼に

すること，後期用飼料への切替時期を早めること，

後期用飼料の TDNを低減させることで，背脂肪厚

を改善して上物率を向上させることができる可能性

が示された。

混飼そのものに去勢雄の厚脂を抑制する効果があ

るならば，混飼によって自動的に去勢雄は制限給餌

状態になる可能性が考えられる。今後，雌と去勢雄

の混合割合とともに，混飼が厚脂に与える影響を更

に検証する必要があると思われる。

謝 辞

実態調査および実証試験に協力を頂いた KK実

験農場の皆様に感謝致します。

本研究は国立研究開発法人農業・食品産業技術総

合研究機構生物系特定産業技術研究支援センターの

「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）」の支援を受けて行われました。深く御

礼申し上げます。

文 献

千歳健一・杉山 昇・山口幸一•井上清視： 1994, 系

統豚の組合せ利用に関する研究（第 9報），鹿児島

県畜試研報， (27),52-61. 

原田 宏・立石晃嗣•松窪敬介・辻井辰弥・渡邊正

良• 石田孝史： 2006, バークシャ一種肥育豚の産

肉能力に対する環境要因の影響，西日畜会報， 49,
69-73. 

今井一郎・上山謙ー・浅井孝康・山根礼吉・丸山正

明： 1967, 不断給飼と断飼の組合せによる肉豚の

肥育試験， 日豚研誌， 4, 6-10. 

石原康弘・小村喜久男・生駒エレナ・大小田勉：

2016, かごしま黒豚の肥育後期における適正な飼

料給与体系の検討，鹿児島県農総セ畜試研報，

(10), 157-161. 

伊東正吾： 2009, わかりやすい養豚場実用ハンド

ブック，第 2版，チクサン出版東京

川井田博： 1993, 豚の産肉性と肉質に関する研究，

鹿児島県畜試研報， (26), 3-20. 

川井田博•福元守衛・楠元薩男・加香芳孝· 冨田裕

一郎・小島正秋： 1981, バークシャーの肥育に適

する飼料の栄養水準に関する研究，日豚研誌， 18,

65-76. 

剣崎真司・石原康弘•福留憲浩·泉 裕治： 2005, 系

統豚「サツマ 2001」の性能調査とその利用（第 3
報），鹿児島県畜試研報， (39),72-75. 

小村喜久男・西川光博• 平山愛和• 西村健一・犬童

政昭： 1998, かごしま黒豚の飼養標準の確立に関

する研究，鹿児島県畜試研報， (31),80-93. 

農林水産省： 2015, 家畜改良増殖目標. http:/ /www. 
maff.go.jp/j/ chikusan/kikaku/lin/l_hosin/pclf/h27 _ 

katiku_mokuhyo.pdf 

上山謙ー・浅井孝康： 1973, 繁殖豚および肥育豚に

対する飼料給与法に関する研究， 日豚研誌， 10,
48-51. 

-175-



2017, 12月 大小田・喜田・大塚 日豚会誌 54巻 4号

Approaches to Raising the Percentages of Top-Grade Carcasses of 
Kagoshima Berkshire Pigs by Controlling Backfat Thickness 
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In a large-scale survey regarding 46,724 Berkshire pig carcasses and 342,787 other pig carcasses 

conducted at two slaughterhouses in Kagoshima prefecture. the percentage of top-grade Berkshire pig 

carcasses (52%) was lower than that of other pig carcasses (60%) because of excessive backfat thickness 

(Berkshire pig, 28% ; other pig, 13%). In the first experiment, the effect of sex (barrow and gilt) on the 

backfat thickness of Kagoshima Berkshire pigs raised under restricted feeding conditions was investi-

gated. The backfat thickness of barrow carcasses was thicker than that of gilt carcasses. In the second 

experiment. the effects of the feeding method and sex on carcass evaluation were investigated to es-

tablish a management method of controlling the backfat thickness of Kagoshima Berkshire pigs in the late 

fattening stage on pig farms. Ninety pigs were assigned to three dietary treatment groups : intermittent 

feeding on a 76% total digestible nutrients (TDN76%) diet (I-T76) from 80kg of body weight. restricted 

feeding on a TDN76% diet (R-T76) from 70kg of body weight, and restricted feeding on a TDN70% diet (R-

T70) from 70 kg of body weight Each dietary treatment group consisted of three subgroups : barrow (n 

=10), gilt (n=lO). and mixed (barrow, n=5 and gilt, n=5). In the barrow subgroups, the percentages of 

lower-grade carcasses due to excessive backfat thickness in the I-T76, R-T76, and R-T70 groups were 

80%, 76%. and 50%, respectively. On the other hand, in the mixed subgroups, the percentages of lower-

grade carcasses in the I-T76, R-T76, and R-T70 groups were 20%, 10%, and 10%, respectively. In the 

barrow subgroups, the percentages of top-grade carcasses in the I-T76, R-T76, and R-T70 groups were 

20%, 33%, and 50%, respectively. On the other hand, in the mixed subgroups, the percentages of top-

grade carcasses in the I-T76, R-T76, and R-T70 groups were 80%, 80%, and 70%. respectively. In all die-

tary treatment groups, the backfat thickness in the barrow subgroups were significantly thicker than 

those in the gilt subgroups. In the mixed subgroups, however, there were no differences in the backfat 

thickness between barrow and gilt These results suggested that the mixed rearing of barrow and gilt, 

switching feed as early, and lowering TDN content of the feed for the late fattening stag are effective 

management methods raising the percentage of top-grade carcass of Kagoshima Berkshires pigs by sup-

pressing excessive backfat thickness. 

Jpn. J Swine Science, 54, 4 : 168-176 

Key words : Kagoshima Berkshire pigs, backfat thickness, barrow group, mixed group, the top-grade 

carcass 
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