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肥育豚への飼料用米と規格外大豆の給与が
発育および肉質に及ぼす影響

星

星

J II 穂奈美 •五十嵐宏行・齋
光雄*2 • 三 上 豊 治

山形県農業総合研究センター養豚試験場

野 弘*1

Effects of rice and nonstandard soybean feeding 
on the growth and meat quality in finishing pigs 

Honami HOSHIKA WA, Hiroyuki IGARASHI, Hiroshi SAINO* 1, 

Mitsuo HOSHI* 2, Toyoji MIKAMI 

飼料用米と規格外大豆を肥育豚に給与する場合の，発育性，肉質および飼料費の面で最適な

組み合わせ方法について検討した．給与飼料の設計は，市販飼料のみ給与を対照区とし，市販

飼料に飼料用米20%と規格外大豆5%配合を試験区1,~ 飼料用米30%と規格外大豆5%配合を試

験区2, 飼料用米40%と規格外大豆5%配合を試験区3とした．供試豚は三元交雑種 (LWD) を

用い，各区6頭（去勢雄3頭，雌3頭）ずつ配置して肥育後期（体重70~110kg) に給与した．そ

の結果，飼料摂取量， 1日平均増体量，枝肉重量および胸最長筋断面積は各区間に有意な差は認

められなかった．背脂肪厚は試験区3が試験区lに比べ有意に厚く，また脂肪色のL値（明るさ）

は，試験区3が対照区に比べ有意に高かった．筋肉内脂肪含有量，脂肪融点および背脂肪内層

の脂肪酸組成に有意な差は認められなかった．肥育後期の飼料費は対照区を100%とした場

合，試験区1は86.2%, 試験区2は81.6%, 試験区3は78.2%と試算された．以上の結果から，肥

育後期の豚に対し市販飼料に飼料用米30%と規格外大豆5%まで配合して給与しても，発育，

枝肉成績および肉質は市販飼料のみの場合と同等で，かつ飼料費を約2割削減できると考えら

れた．

キーワード：肥育後期豚，飼料用米，規格外大豆，

目

肉質，飼料費

次

I
I
I
I
I
T
I
V
V
 

緒言．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

材料および方法
結果．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

考 察

結 論

4
5
4
6
4
8
5
0
5
0
 

VI 摘 要

VII 引用文献
写真．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

Summary ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

51 

51 

47 

52 

ー 緒 戸

現在，養豚経営においては，肥育豚生産費の60%以

上を飼料費が占めており叫今後，国内外での競争力

を強化するためには，飼料費をいかに低減できるかが

大きな課題となっている．一方，水田資源の有効活用

と飼料自給率の向上を図る観点から飼料用米が輸入卜

ウモロコシに代わる自給穀物飼料として期待され，

全国的に作付面積が増加しており，県内でも2018年

の飼料用米の作付面積は約3,700haとなっているり

また，大豆は米の生産調整に伴い土地利用型作物の主

要品目として以前から生産が推奨されており，県内の

2018年の作付面積は5,090ha, 収穫量は6,520tに達

しているが8). そのうちの数パーセントは規格外大豆

受理日：令和2年2月38
*l: 山形県置賜総合支庁農業振興課
*2: 山形県農林水産部畜産振興課
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として主に肥料用原料向けに安価で流通している．こ

れら地域の水田資源を活用して生産された飼料用米と

規格外大豆は，地域の自給穀物飼料として家畜への給

与が期待されるが，飼料用米は市販配合飼料に比べ粗

蛋白質と豚にとって第1制限アミノ酸であるリジンが

少なく，一方，大豆は粗蛋白質とリジンは豊富だが，

豚肉の格落ち要因である「軟脂」に関与するリノール

酸を多く含有していることから 5), 肥育豚に給与する

場合は注意が必要である．

当試験場ではこれまで，規格外大豆の飼料化を検討

するため，市販飼料に規格外大豆を配合した飼料の給

与試験に取り組み，規格外大豆を5%まで配合しても

発育や脂肪融点に影響がないことを2015年度に報告し

ているが叫更に飼料用米と規格外大豆を組み合わせ

て給与すれば，飼料用米に不足する栄養成分が補完さ

れ，かつ飼料自給率の向上にも一層貢献できると考え

られる．

そこで，本研究では飼料用米と規格外大豆を組み合

わせて肥育豚に給与する場合の，発育性，肉質および

飼料費の面で最適な組み合わせ方法について検討した．

II 材料および方法

1 試験実施場所および試験期間

山形県農業総合研究センター養豚試験場内の豚舎

を用い, l.2X2.7mのコンクリート平床式豚房で単飼

し．不断給餌および自由飲水とした．

第1表 試験区分および供試飼料の配合割合

供試
給与割合（原物％）

区分
頭数 配合飼料 飼料用米※l

対照区 6 100 

゜試験区1 6 75 20 

試験区2 6 65 30 

試験区3 6 55 40 

試験の実施期間は2017年6月3日~2017年8月7日で

あった．

2 供試豚

供試豚は，ランドレース種 (L) の雌に，大ヨーク

シャ一種 (W) の雄を交配して生産されたFl母豚

(LW) に，デュロック種 (D)の雄を交配して2017年

2月中旬~3月初旬に生産された三元交雑種 (LWD)

24頭（去勢雄12頭，雌12頭）を用いた試験は各試験

区ともに肥育前期までは市販飼料を給与し，肥育後期

（体重70~110kg) に試験飼料を給与し，発育成績を

調査した．生体重が110kgを超えた豚から順次場内と

畜場においてと畜し，枝肉の左半丸を用いて枝肉成績

および肉質を調査した．

3 試験区分および給与飼料

試験区分は，対照区と試験区3区の計4区構成とし

た．対照区は市販飼料のみ100%給与とし，試験区の

規格外大豆の配合割合は当試験場での先行試験の結果

から5%に統一して，市販飼料に飼料用米20%と規格

外大豆5%配合を試験区1,飼料用米30%と規格外大豆

5%配合を試験区2,飼料用米40%と規格外大豆5%配

合を試験区3とした（第1表）．

なお，供試飼料の飼料用米（玄米）と規格外大豆は

県内庄内地域のカントリーエレベーターより入手し，

飼料用米は破砕処理，規格外大豆は乾式加熱後に破砕

処理を実施して給与した（写真1, 写真2).

栄養成分（原物中％）

規格外
大豆※l

TDN※2 CP※2 リジン※3

゜
76.0 13.0 1. 16 

5 77. 7 13. 1 1. 05 

5 78.3 12.5 0.95 

5 78.9 12.0 0.86 

※1 山形県内産。飼料用米は破砕玄米，規格外大豆は乾式加熱処理後に破砕
※2 日本標準飼料成分表 (2009年版）から算出

※3 分析値から算出

※4 各試験区飼料には、要求量として不足する第ニリン酸カルシウムを添加
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写真1 破砕処理後の飼料用米（玄米）

4 調査項目および調査方法

調査項目は，飼料の栄養成分，発育成績，枝肉成

績 肉色，脂肪色胸最長筋の物理特性（ドリップロ

ス，加熱損失，剪断力価，筋肉内脂肪含有量），背脂

肪内層の脂肪酸組成，脂肪融点および経済性（飼料

費）で，以下の方法により調査を行った．

(1) 飼料の栄養成分

飼料用米，規格外大豆および市販飼料の一般成分と

アミノ酸組成について，外部の分析機関に委託して分

析した

(2) 発育および枝肉成績

発育成績は，体重を定期的に測定し1日平均増体量

を求めた飼料摂取量は，体重測定時に飼料残量を測

定し給与量から差し引いて求めた飼料要求率は，飼

料摂取量を1日平均増体量で除することにより算出し

た

枝肉成績は，試験終了時に場内と畜場にて湯剥法に

よりと畜し， 一晩冷却した後，豚産肉能力後代検定の

方法によりと体重， と体歩留，背脂肪厚を測定し，胸

最長筋断面積は，第4-5胸椎間を測定した

(3) 肉色および脂肪色

肉色および脂肪色は，第5-6胸椎間の胸最長筋断面

および背脂肪断面を，色彩色素計（ミノルタ製CR-

400) を用いて測定した

(4) 胸最長筋における物理特性

胸最長筋の分析は胸最長筋（第5-8胸椎間）を

-20℃で冷凍保管し， 4℃で24時間解凍したものを供し

た

ドリ ップロスは，胸最長筋（第7胸椎部）を用い，

2X4X4crnの大きさに調整したサンプルを秤量した

写真2 破砕処理後の規格外大豆

後肉汁吸収紙を敷いたプラスチックトレイ上に載せ

て酸素透過性ラップで梱包し， 4℃で保存した後， 96時

間後に再度秤量し，保存開始時との重量差により算出

した

加熱損失は，胸最長筋（第5胸椎部）を用い，袋に

密封した約30gのサンプルを72℃の温湯で20分加温

し，流水中で30分冷却後，加温前後の重量差により算

出した

剪断力価は，加熱損失測定後のサンプルを筋繊維に

対して垂直断面がlXlcmとなるように切り 出し，ワー

ナーブラッツラー剪断力価計を用いて測定した

筋肉内脂肪含有量は，胸最長筋（第6胸椎部）を用

いソックスレー抽出法により測定した

(5) 背脂肪内層の脂肪酸組成および脂肪融点

脂肪酸組成は背脂肪内層を用い，クロロホルム ・メ

タノール混液で脂質を抽出後，ナトリウムメトキシド

メタノール法でメチル化しガスクロマ トグラ フィーで

測定した

脂肪融点は背脂肪内層を用い，食肉の理化学分析及

び官能評価マニュアル I) の方法に従い， 105℃で4時

間加熱して抽出した脂肪を上昇融点法により測定し

た

(6) 経済性の比較

各飼料の購入価格と配合割合および試験期間中の飼

料摂取量から各区の飼料費を算出した．なお，各飼

料の単価は県内における実際の流通価格に基づく値

とし，市販飼料は70円/kg, 飼料用米の玄米は35円／

kg, 規格外大豆は45円/kg(いずれも加工費込み）と

して試算した
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III 結果

1 給与飼料の栄養成分

飼料用米と規格外大豆および市販飼料の粗蛋白質含

量はそれぞれ原物中6.9%, 36. 2%, 14.1%, またリ

ジン含量はそれぞれ原物中0.21 % , 2. 70 % , 1. 16 % 

で，粗蛋白質とリジンの含量はともに市販飼料に比べ

飼料用米は半分以下，規格外大豆は2倍以上であった

（第2表）．

2 発育および枝肉成績

発育成績のうち1日平均増体量は，試験区3が最も低

くかったが，各区間に有意差は認められず，いずれの

区も1,000g以上の良好な発育を示したまた，飼料

摂取量，飼料要求率も各区間に有意な差は認められな

かった（第3表）．

枝肉成績は，枝肉重量，と体歩留，胸最長筋断面積

に有意な差は認められなかったが，背脂肪厚は試験区

3が最も厚くなり試験区lとの間に有意差 (p<O.05) 

が認められた（第3表）．

3 肉色および脂肪色

胸最長筋の肉色は， L値（明るさ）， a値（赤み）， b

値（黄色み）ともに有意な差は認められなかった．背

第2表飼料用米と大豆の飼料成分（原物中％）

脂肪の脂肪色は，全ての試験区のL値（明るさ）が対

照区より高くなる傾向にあり，特に試験区3は対照区

より有意 (p<O.05) に高かった（第4表）．

4 胸最長筋における物理特性

ドリップロスは，試験区2で対照区および試験区lに

比べ有意 (p<O.05) に低かったが，供試飼料の配合

割合の増加に伴う一定の傾向は見られなかった（第5

表）．加熱損失，剪断力価，筋肉内脂肪含有量は各区

に有意な差は認められなかった（第5表）．

5 背脂肪内層の脂肪酸組成および脂肪融点

背脂肪内層の脂肪酸組成および飽和脂肪酸と不飽和

脂肪酸の割合は，各区に有意な差は認められなかっ

たまた，脂肪融点においても各区に有意な差は認め

られなかった（第6表）．

6 経済性の比較

肥育後期の豚l頭当たり飼料費は，飼料用米と規

格外大豆の配合割合が増えるにつれて低下し，対照

区を100%とした場合，試験区1は86.2%, 試験区2は

81.6%, 試験区3は78.2%と試算され，対照区より約

14%から22%削減された（第7表）．

可溶
原料 水分 粗蛋白質 粗脂肪

無窒素物
粗繊維 粗灰分 リジン

飼料用米 15.6 6.9 2. 9 72.3 1.1 1. 2 0.21 

規格外大豆 10. 9 36.2 15.5 20. 9 11. 4 5. 1 2. 70 

市販飼料 13.5 14. 1 3. 5 60.0 4.4 4. 5 1. 16 

第3表 発育成績および枝肉成績

発育成績 枝肉成績
試験区 1日平均増体量 飼料摂取量 飼料要求率 枝肉重量 と体歩留 胸最長筋断面積 背脂肪厚

(g/日） (kg/日） (kg) （％） (c吋） (cm) 

対照区 1061土 165 3.60 土 0.60 3.41土 0.47 82.8土 2.6 76. 7 土 1.2 20.2土 1.8 2. 7土 0.7 ab 

試験区1 1085土 115 3.50 土 0.45 3.24土 0.38 81. 4土 1.7 76.0 土 0.7 20.8土 4.6 2.5土 0.4b 

試験区2 1036土 62 3. 31 土 0.51 3.21土 0.53 82.2土 1.3 76. 5 土 0.6 21. 6土 1.5 2.8土 0.5ab 

試験区3 1003土 110 3.37 土 0.48 3. 35土 0.32 83.2土 1.4 76.6 土 0.8 22. 7土 4.0 3. 1土 0.5 a 

※異符号間に有意差 (p<0.05)
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第4表 肉色および脂肪色

肉色 脂肪色
試験区

L値（明るさ） a値（赤み） b値（黄色み） L値（明るさ） a値（赤み） b値（黄色み）

対照区 55. 1 士 4.6 8. 1 士 1.6 6. 1 士 1.5 

試験区1 54. 1 士 2.0 8.2 土 2.4 6.0 土 1.5 

試験区2 52.3 士 2.1 7.5 士 0.9 5.0 士 0.2

試験区3 56.0 土 4.3 8.0 土 1.3 6.2 土 1.4 

※異符号間に有意差 (p<O.05) 

第5表胸最長筋における物理特性

試験区

対同戸

ドリップロス

(96h後％）

12. 5土 1.7 a 

試験区1 12. 7土 1.9 a 

試験区2 10. 1土 1.6 b 

試験区3 10. 5士 1.5 ab 

※異符号間に有意差 (p<O.05) 

加熱損失

(%) 

20.4土 1.5 

18.9土 1.7 

20.4士 1.6

19.8士 1.3 

第6表 背脂肪内層の脂肪酸組成および脂肪融点

脂肪酸組成（％）

試験区 C16:0 Cl8:0 c1s:1 Cl8:2 

パルミチン酸 ステアリン酸 オレイン酸 リ／ール酸

対照区 26.4土 1.6 16. 0 土 1.3 44.5土 1.3 9.2士 1.4 

試験区1 26. 1士 1.4 16. 8 士 1.5 44. 1土 1.5 9.5士 1.3 

試験区2 26. 1士 0.9 ・-16. 3 土 l.4 44. 2土 1.0 9. 8士 0.9 

試験区3 26. 7土 1.1 16. 6 士 1.0 43. 6土 1.0 9.3土 1.1 

第7表肥育後期の飼料費試算

期間中（体重70~110kg)
飼料単価

試験区
飼料摂取量

(kg) （円/kg)

① ② 

対照区 133. 1 70.0 

試験区1 130.0 61. 8 

試験区2 130.4 58.3 

試験区3 133.0 54.8 

※1 ( )内は対照区を100とした場合のパーセンテージ

79. 7士 0.5 b 2.4 士 0.6

80.2土 0.6 ab 2.0 士 0.4

80.2士 0.6 ab 2. 1 士 0.3

80.5士 0.6 a 2.0 土 0.4

剪断力価 筋肉内脂肪含有量

(kg) （ロース，％）

2.6士 0.3 4.2 士 1.2 

2. 7土 0.5 4.2 士 1.3 

2. 5士 0.2 3.0 士 1.0

2.8士 0.2 4.2 士 1.2 

飽和脂肪酸 不飽和脂肪酸 US/S 

(S) (US) 

43.9土 1.9 56. 1土 1.9 1. 3士 0.07 

44. 2土 2.1 55. 8土 2.1 1. 3土 0.1 

43. 7土 1.1 56. 3士 1.1 1. 3士 0.07 

44. 7士 1.5 55.3土 1.5 1. 2土 0.1 

肥育豚1頭当たり

飼料費

（円）

③＝①x② 

9,317 (100%) 

8,034 (86. 2%) 

7,602 (81. 6%) 

7,288 (78. 2%) 

※2 飼料単価は市販飼料70円/kg、玄米35円/kg、規格外大豆45円/kgで試算
（いずれも加工費含む）

-49-

3.4土 0.6

3. 7士 0.5

3.4土 0.5

3.4士 0.4

脂肪融点

（℃） 

36. 7 士 2.9 

38. 2 土 3.0 

38. 0 士 1.2 

39. 1 土 3.1 
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N 考察

本試験は，水田を活用して生産される飼料用米と規

格外大豆を肥育豚に給与する場合の，発育性，肉質お

よび飼料費の面で最適な組み合わせ給与方法について

検討した．

供試した飼料用米と規格外大豆の栄養成分値は， 日

本標準飼料成分表 5) に記載されている玄米と大豆の

成分値とほぼ同水準であり，飼料用米に不足する粗蛋

白質とリジンを，規格外大豆と組み合わせることでの

補完することが可能であったなお，飼料用米や規格

外大豆の粗蛋白質含量等の成分は，施肥条件や品種に

よってバラッキが生じることが指摘されており 13), 給

与の際は生産ロット単位で事前に分析することが望ま

しいと考えられる．

発育成績および枝肉成績では，飼料用米の配合割合

が最も多い試験区3で1日平均増体重が低く，背脂肪が

厚くなる結果となった．肥育豚では給与飼料中のエネ

ルギーと蛋白質のバランスが重要であり，蛋白質の比

率が低い場合や第1制限アミノ酸であるリジン含量が

少ない場合は，増体成績が低下し皮下脂肪が厚くなる

ことが指摘されている 4) 6). 今回，飼料用米と規格

外大豆を組み合わせることで，各試験区における飼料

中のエネルギーと蛋白質のバランスおよびリジン含量

の調整を図ったものの，飼料用米の配合割合が最も多

かった試験区3では，エネルギーに対する蛋白質の比

率およびリジン含量がやや低かったことが発育成績お

よび背脂肪厚に影響した可能性が考えられる．

背脂肪の皮下脂肪色では，全ての試験区のL値（明

るさ）が対照区より高くなる傾向にあり，特に飼料用

米の配合割合の多い試験区3で顕著であった．過去の

報告（石川ら 2l, 篠田ら11)) でも，飼料用米の配合に

より，配合飼料中のトウモロコシ由来の色素成分量が

低下し皮下脂肪が白くなることを指摘しており，本試

験においても，飼料用米と規格外大豆を配合した各試

験区が，対照区に比べ飼料全体に占めるトウモロコシ

の割合が減少したことにより，飼料中の色素成分量が

相対的に低下したことが要因と考えられる．

胸最長筋における物理特性のうちドリップロスで試

験区2が低い結果となったが，供試飼料の配合割合の

増加に伴う一定の傾向は見られなかった．豚肉のド

リップロスに影響を及ぼす要因としては，肉色のL値

（明るさ）や筋肉内脂肪含量などが指摘されている

が12), ドリップロスなどの物理特性は複数の要因が関

与し一概には言えないため，今後更なる検証が必要と

思われる．

背脂肪内層の脂肪酸組成および脂肪融点では各区に

有意な差は認められなかった．豚の体脂肪の質は，品

種や系統，性などの遺伝的要因と，飼料内容，ストレ

スなどの環境要因が影響し，特に給与飼料中の脂肪酸

組成は豚の脂肪質に大きく影響を及ぼすことが知られ

ている13). 勝俣ら 3)' 高橋ら14), および堤ら15)は，飼

料用米の給与により皮下脂肪内層の一価不飽和脂肪酸

であるオレイン酸割合が高くなり，多価不飽和脂肪酸

であるリノール酸割合が低くなると報告しているま

た勝俣ら 3) はその要因としてトウモロコシに比ベリ

ノール酸割合の少ない飼料用米の給与により飼料中の

リノール酸割合が低下したことが枝肉脂肪に反映され

たものであり，オレイン酸割合の増加はリノール酸割

合の低下に伴う相対的なものであると考察している．

一方，齋野ら10) はリノール酸を多く含む大豆の給与

量の増加に伴い，皮下脂肪内層のリノール酸割合も増

加するが，大豆の給与割合が5%以下であれば脂肪融

点に影響を及ぼさなかったと報告している．本試験で

は規格外大豆の給与割合を5%に抑え，飼料用米と組

み合わせることで，両飼料の脂肪酸組成の偏りが市販

飼料と同程度に調整されたため，背脂肪の脂肪質に影

響を及ぼさなかったものと考えられる．

肥育後期の豚1頭当たり飼料費については，飼料用

米と規格外大豆の配合割合が増えるにつれて低下した

が， これは各試験区の飼料要求率等の発育成績が対照

区と同等である一方，飼料用米および規格外大豆の価

格が市販飼料より安価であることが大きく寄与した結

果であり，両飼料の組み合わせ給与による経済性の面

においての有利性が示された．

以上のことから，飼料用米と規格外大豆を組み合わ

ることにより両飼料の栄養成分が補完され，肥育後期

の豚に対し両飼料を一定水準まで配合して給与して

も，発育成績および肉質を低下させることなく，かつ飼

料費の低減が可能であり，豚肉の生産コストの削減と飼

料自給率の向上に大きく寄与できることが示唆された．

V 結 論

本試験の結果から，肥育後期の豚に対し市販飼料に

飼料用米30%と規格外大豆5%まで配合して給与して

も，発育成績枝肉成績および肉質は市販飼料のみの

場合と同等で，かつ飼料費を約2割削減できると考え

られた．今後，地域の水田農家と養豚農家が連携し，

飼料用米と規格外大豆の生産•利用体制が構築されれ

ば，地域の水田資源をフル活用した自給穀物飼料活用

型の養豚システムが可能となり，地域に根差した持続

可能で競争力の高い養豚経営の確立に大いに貢献する

ものと考えられた．
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VI 摘要

本研究では，肥育後期豚を対象に，市販飼料のみの

場合と，市販飼料に飼料用米20%と規格外大豆5%,

飼料用米30%と規格外大豆5%, 飼料用米40%と規格

外大豆5%をそれぞれ配合した場合の計4種類の給与方

式について飼養試験を実施した結果は以下のとおりで

ある．

1 飼料摂取量， 1日平均増体量，枝肉重量および胸最

長筋断面積は各給与方式間に有意な差は認められな

かった．

2 市販飼料に飼料用米40%と規格外大豆5%配合した

場合は，飼料用米20%と規格外大豆5%配合した場合

に比べ背脂肪厚が有意に厚く，市販飼料のみの場合に

比べ脂肪色のL値（明るさ）が有意に高かった．

3 肥育後期における飼料費は，市販飼料のみの場合

を100%とすると，市販飼料に飼料用米20%と規格外

大豆5%配合した場合は86.2%, 飼料用米30%と規格

外大豆5%配合した場合は81.6%, 飼料用米40%と規

格外大豆 5%配合した場合は78.2%と試算された．
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Effects of rice and nonstandard soybean feeding 

on the growth and meat quality in finishing pigs 

Honami HOSHIKA WA, Hiroyuki IGARASHI, Hiroshi SAINO* 1, 

Mitsuo HOSHI* 2, Toyoji MIKAMI 

Swine Experiment Station, Yamagata Integrated Agricultural Research Center 

1 Yakubo,Hamanaka, Turuoka, Yamagata prefecture 998-0112,JAPAN 

Summary 

We studied the most well-balanced combination approach in terms of growth, meat quality 

and feeding costs in the case of feeding growing-finishing pigs using rice and non-standard 

soybean. For the design of the diet feed, we designated those fed only with commercially-

available diet as the control group, those fed with commercially-available diet along with rice 

(20%) and non-standard soybean (5%) as test group 1, those fed with commercially-available 

diet along with rice (30%) and non-standard soybean (5%) as test group 2, and those fed with 

commercially-available diet along with rice (40%) and non-standard soybean (5%) as test 

group 3. Each group consisted of 6 triple-crossbred (L WD) pigs (3 barrows and 3 sows) and 

was fed during the later growing-finishing period (70kg to 110kg). As a result, we observed 

no significant difference between each group in terms of the dietary intake, the daily average 

weight increase, the carcass weight or the longissimus thoracis muscle's cross-section area. 

The backfat thickness resulted to be significantly large in test group 3 in comparison with 

test group 1, while the fat color's value L resulted to be significantly high in the test group3 

in comparison with the control group. Also, we observed no significant difference in their 

intramuscular fat volumes, fat melting points or fatty acid compositions in their longissimus 

thoracis muscles and back fat inner layers. Concerning the feeding costs arising during the 

later growing-finishing period, by supposing the feeding cost for the control group to be 

100%, it was estimated to be 86.2% for test group 1, 81.6% for test group 2 and 78.2%. for 

test group 3. Consequently, we surmised that feed cost could be reduced approximately 20% 

by feeding the pigs with commercially-available diet along with rice (30% or less) and non-

standard soybean (5% or less) during the later growing-finishing period, when they needed 

to be sufficiently fed with rice and non-standard soybean, while achieving growth, carcass 

weight and meat quality as good as when they were fed only with commercially-available 

diet. 

* 1 : Yamagata Okitama Agricultural Promotion Division 
* 2 : Livestock Promotion Divisionof Yamagata Prefectural Government Office 

-52-

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

