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エゾシカ(Cervusnippon yesoensis)とめん羊における乾草給与時の

飼料摂取量、乾物消化率および消化管内滞留時陪の季節変動

園重享子・戸苅哲郎

北海道立畜産試験場

(2002.3.25 受付， 2003.8.23 受理)

要 旨 エゾシカおよびめん羊にチモシー乾草を給与した時の飼料摂取量、乾物消化率および消化管内

滞留時聞を冬期 (1月)および夏期(7月)に測定した。代謝体重当たりの飼料摂取量は、冬期ではエゾシ

カ29.8土6.0gfkgO.75、めん羊55.3土3.5gfkgO.75、夏期ではエゾシカ43.3土4.0gfkgO.75、めん羊55.9:t

5.6gfkgO.75で、あり、エゾシカはめん羊より有意 (P<0.05) に低かった。乾物消化率は、冬期ではエゾシ

カ52.5:t1.3%、めん羊53.9土0.9%、夏期ではエゾシカ56.9土1.2%、めん羊57.4土2.6%であり、エゾシカは

めん羊より低い額向にあった。また、エゾシカでは冬期の乾物消化率が夏期より有意 (P<0.05)に低か

った。消化管内滞留時間は、冬期はエゾシカ49.1土3.4時間、めん羊75.6:t6.8時間、夏期はエゾシカ59.0:t

2.1時間、めん羊80.4:t2.3時間であり、エゾシカが有意 (P<0.05) に短かった。また、エゾシカでは冬

期の消化管内滞留時間が夏期より有意 (P<0.05) に短かった。

以上の結果から、両動物韓関の餌料摂取量、乾物消化率ならびに消化管内滞留時間に種差が認められ

たO

キーワード:エゾシカ、飼料摂取量、消化管内滞留時間、乾物消化率、季節変動
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緒言

著者らは、前報1)においてエゾシカおよびめん羊の

乾草および配合飼料給与時における自由餌料摂取量およ

び各飼料成分の消化率を季節毎に測定した。その結果、

他のシカ類と同様にエゾシカにおいても季節変動がある

ことを報告した。今国はエゾシカおよびめん羊の冬期お

よび夏期における乾草給与時の乾物摂取量、乾物消化率

および消化管内滞留時間を測定した。

Table1. Age and body weight of the deer and sheep used in the dig巴stion.

Age Winter Summer 

Body Weight MBS※ Body Weight MBS" 

kg kgO.75 kg kgO.75 

Deer A 13 69.4 24.0 74.8 25.4 

B 5 59.0 21.3 68.6 23.8 

C 3 54.2 20.0 64.8 22.8 

Average 7.0 60.9 21.8 69.4 24.0 

SEM 5.3 7.8 2.1 5.0 1.3 

Sheep A 3 73.4 25.1 84.2 27.8 

B 3 65.6 23.1 74.2 25.3 

C 3 67.0 23.4 78.2 26.3 

D 3 69.6 24.1 75.6 25.6 

Average 3.0 68.9 23.9 78.1 26.3 

SEM 0.0 3.4 0.9 4.4 1.1 

ゐ'MBS:Metabolicbody size 

連絡者:圏重享子 (e-mail:知的sige@agri.pref.hokkaido担)
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開始時に給与した。それを全量採食したことを確認して

後、乾草を所定量給与した。糞の採取は試験開始後36時

間目までは 4時間毎、 60時間までは 6時間毎、その後は

12時間毎に行った。糞中の染色飼料片は、採取した糞を

よく混和した後、約Igを秤量し、ナイロンメッシュ上でL

水洗いしながら肉眼で測定した。

餌料および糞の一般成分は前報1lと同様に分析した。

給与した銅料の一般成分を表2に示した。統計処理は季

節間および動物種聞についての t検定3) を実施した。

エゾシカおよびめん羊の代謝体重 (kgO• 75 ) 当たり乾

物摂取量、乾物消化率および消化管内滞留時隠を表3に

示した。また、エゾシカの日排j世率および累積排j世率を

図lに、冬期および夏期のエゾシカとめん羊の日排担:率

および累積排j世率を図2、3に示したO

エゾシカの冬期および夏期の乾物摂取量は、 29.8玄

6. Og!kgO. 75および43.3土4.Og!kgO. 75と冬期は夏期に比べ

有意 (P<0.05) に低かった。何時期に実施しためん羊

と比較すると、冬期はエゾシカ29.8土6.Og!kgO. 75、めん

羊55.3土3.5g!kgO. 75とエゾシカはめん羊の54%であった

結果および考察

法

{共試動物の供試時年齢および体重は表 1のとおりであ

る。供試動物および沼化試験法は前報1lと河様と Lた。

試験は1999年 1月(以下「冬期J)および1999年 7月

(以下 f夏期J)に実施し、期間は予備期 7日間、本期

10日間とした。 供試飼料は、 1998年6月に調製した 1番

草チモシー主体乾草を用いた。乾草は残餌がl割程度と

なる量を 9時と 16時の 2間に分けて給与し、水と鉱塩は

自由摂取とした。

消化管内滞留時間の測定には、糞中染色飼料片の 1日

毎の排i!!t率(以下 f日排j世率J)および反努胃内滞留時

間を指諜として用いた。反努胃 i村i帯習時間は、 Balch

(1950)2)の方法に基づき、糞中染色飼料片の累積排j世

率が59もおよび80%を示す時間の差とした。染色調料片

の排j世率の測定は、本期開始時に給与した染色飼料が、

糞中に排世される数を測定することにより実施した。日

排j世率は糞中に排i世された染色飼料片の総累積数を 100

とする半日毎の排j世数の割合である。染色餌料は、乾草

を0.05%クリスタルバイオレット溶液で 6時間煮沸後、

洗浄水の色がなくなるまで水洗してから乾燥したものを

用いた。染色飼料の給与量は給与乾草の5%とし、本期

方験試

Table 2. Chemical composition of Timothy hay used for the examination. 

Crud巴 ashNFE Crude fiber Crude fat Crud巴protemMoisture 

6.9 

2.7 

47.2 

53.1 

%ofDM 

37.3 

34.8 

1.9 

2.7 

6.7 

6.7 

% 

12.9 

13.4 

Winter 

Summer 

Table 3. Dry matter intake， digestibility and dibestive tract retention time of Timothy hay by deer and sheep. 

Significant(Winter:Summer) 

* 
* 
* 
* 
* 

Summer 

mean SE恥4

43.3 a ごと 4.0 

56.9 土1.2

10.8 土 2.1

69.8 a土1.6

59.0 a土 2.1

Winter 

mean SE乱f

29.8 a :t 6.0 

52.5 土1.3

5.2 a土 2.0

54.3 a土1.5

49.1 a土 3.4

g!kgO.75 

% 

hr 

hr 

hr 

Deer 

Dry matter intake p巴rMBS

Dry matter digestibility 

59もcumulative巴xcretedtime 

809もcumulative巴xcretedtime 

Reticulo-ruminal ret巴ntiontime 

NS 

* 
NS 

NS 

NS 

55.9 b :t 5.6 

57.4 :t 2.6 

13.1 :t 1.1 

93.5 b :t 3.2 

80.4 b :t 2.3 

55.3 b 土 3.5

53.9 土 0.9

16.1 b ま 6.5

91.7 b ま 0.3

75.6 b 土 6.8

g!kgO.75 

% 

hr 

hr 

hr 

Sheep 

Dry matter intake per MBS 

Dry matter digestibility 

5% cumulative excret巴dtime 

80% cumulative excret巴dtime 

Reticulo-ruminal retention time 

MBS : Metabolic body size 

* : Significant difference between winter and s叩畑umr
a油b:S凱ig伊m出f註ic印an凶tdiばm島巴r閃巴E邸1おc巴betw巴endeer and sぬh巴句ep (p <0.0白5)
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エゾシカとめん羊における飼料摂取景、乾物消化率および消化管内滞留時陪

が、夏期はエゾシカ43.3土4.0g/kgO.7S、めん羊55.9:t5.6

ダkgO.7Sであり、エゾシカはめん羊の77%と差は少なか

った。

エゾシカの冬期および夏期の乾物出化率は52.5:t 

1.3%および56.9土1.2%と、冬期が有意 (P<0.05) に

低かった。めん羊と比較すると冬期はエゾシカ52.5士

1.3%、めん羊53.9:t0. 9%、夏期はエゾシカ56.9:t 1. 2%、

めん羊57.4土2.6%であり、雨期ともにエゾシカはめん

羊より低い額向にあった。

エゾシカの最大臼排j世率日数は、冬期で1.5泊、夏期

で2.5日であり、めん羊は間期とも2.5日なので、冬期で

はめん羊より 1日早く、夏期ではめん羊と同じだ、った。

累積排出率5%と80%の到達時間をみると、エゾシカは

冬期でそれぞれ5.2土2.0時間と54.3土1.5時間、夏期で

10.8土2.1時間と69.8:t 1. 6時間であり、冬期が有意 (p

<0.05) に短かった。それに対し、めんネでは冬期でそ

れぞれ16.1ごと6.5時間と91.7:t0.3時間、夏期で13.1こと

1.1時間と93.5:t3. 2時間であり、間期に差はなかった。

両者を比較すると冬期の5%、80%における到達時間で

エゾシカがめん羊よりも有意 (P<0.05) に短かった。

反努腎内滞留時間は、エゾシカでは冬期で49.1土3.4

時間、夏期で59.0土2.1時間と、冬期が有意 (P<0.05)

50% 

9静
...~ 

@ 

に約10時間短かった。めんネでは冬期で75.6:t6. 8時間、

夏期で80.4:t2. 3時間であり有意な差はなかった。両者

を比較すると、冬期はエゾシカ49.1土3.4時間、めん羊

75.6土6.8時照、夏期はエゾシカ59.0:t2.1時間、めん羊

80.4土2.3時間であり、両期ともエゾシカが有意 (p<

0.05) に空豆かった。

今回の成績では、エゾシカはめん羊より消化管内滞留

時間が短く、消化率がやや低かった。また、エゾシカの

消化管内滞留時間は夏期より冬期が短く、消化率が低か

った。消化管内滞留時間と消化率について、 KAYと

GOODALL7)はアカシカとめんネの消化率は消化管内滞

留時間の増加に比例して増大すると報告している O また、

小田島ら4，S， 6)がニホンジカで行った研究では、ニホ

ンジカの消化管内滞留時間はめん羊より短く、消化率が

低いことが報告されている O このような消化率と出化管

内滞留時間との関連は、飼料の種類や性質によって変動

することが種々の動物種で認められている8) 0 今回の

成績における消化管内滞留時間との消化率との関連は、

これらの報告とほぼ同じ傾向にあった。

消化管内滞留時間について、反努動物の消化管におい

ては、第 l胃・第 2間での滞留時間が会滞留時間の約

60%を占めており、アカシカでも同様の結果が報告され

100% 

ロ=ヱコDai1y(Summer)

欄剛@・ ωCumulative(Winter)

u/ 
l--0-ーCumulative(Summer)1]"'%υ。〉E 

20% ~ 間 11 ~ 40% 

10% 20% 

0% Iど圃問自E副制問問削閉回目白山由 ........... ~~ .............. ，O% 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 day 

Fig 1. Daily and cumulativ巴fraction(%)of total mark巴rsexcreted 

of food particles for deer in summer and winter 
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エゾシカとめん羊における飼料摂取量、乾物消化率および消化管内滞留H寺院

ている9)。また、小田島ら4)はニホンジカの消化管内

滞留時間がめん羊より短い原因は、ニホンジカの前胃の

容積がめん羊より小さいこと、あるいは第ニ・三関口の

径や開閉頻度が大きいためと推察している。一方、エゾ

シカの胃内容物の体重に対する重量比は3.9:t0. 3%であ

り10)、めん羊の12.1%に比べて非常に少ないll)。これ

らのことから、エゾシカは曽の容穫が相対的に小さいた

めに滞留時間が短く、結果として消化管内滞留時間がめ

ん羊より短くなったと推察される。

消化管内滞留時間と飼料摂取量について、甘利ら 12)

は乾乳牛を用いた研究において消化管内滞留時間は飼料

摂取量と関連性があり、飼料摂取量が増加すると消化管

内滞留時間は短くなるとしている。しかし今閣の成績で

は、冬期は飼料摂取量が減少したにも拘わらず消化管内

滞留時間は短くなった。小田高ら4)がニホンジカで行

った研究では、飼料給与量を一定にした条件下において

も消化管内滞留時間は冬期で短く、冬期における気温の

低下や日照時間の減少が内分泌、系あるいは自律神経系に

影響を及ぼし、消化管機能の変化を引き起こしていると

推察している。前報1)によりエゾシカにおいても飼料

摂取量の季節変動があることが明らかになったことから、

本試験においてエゾシカの飼料摂取量が冬期に減少し、

消化管内滞留時間が短くなったことについて、ニホンジ

カと同様に消化管機能の変化が関与しているものと考え

られた。しかし、飼料摂取量が最も低下する冬期におい

て消化管内滞留時聞が短くなる機構については不明で、あ

る。エゾシカはめん羊より飼脊の歴史が浅く家畜化が進

んでいないので、餌の少ない冬期に適応するため、飼料

摂取量を少なくする消化機能になっているものと推察さ

れる。以上のようなエゾシカ特有の消化機能を考癒し、

それに適応した銅育管理を実施することは、養鹿産業を

行う上で重要で、ある。
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Seasonal variation in food intake， dry matter digestibility and digestive tract 
retention time of Timothy hay feeding in Yeso sika deer 

(Cervus nippon yesoensis) and sheep. 

Kyoko KUNISIGE and Tetsuro TOKARI 

Hokkaido Animal Res巴archCenter 

(Received 25 Marsh 2002， Accept巴d23 August 2003) 

Corresponding : Kyoko Kunisige(e-Mail:kunisige@agri.pref 

In Yeso sika deer and sheep that were fed timothy hay stained with crystal violet， food intake， dry matt巴r

digestibility and retention time through the entire digestive tract were measured in winter (January) and summer 

(July). Food intake p巴rmetabolic body size was 29.8土6.0gfkgO.75in the Yeso sika deer and 55.3土3.5g/kgO.75 

in the sheep in winter， while values in summer were 43.3:t4.0gfkgO.75 in the Yeso sika de巴rand 55.9:t 

5.6gfkgO.75 in the sheep. Values in th巴Y巴sosika deer were lower with significance (Pく0.05)than those of the 

sheep.Dry matter digestibility was 52.5:t 1.3% in Yeso sika deer and 53.9:t0.9% in sheep in winter and was 56.9 

:t 1.2% in Yeso sika deer and 57.4ごと2.6%in sheep in the summer. Dry matter digestibility was lower in the Yeso 

sika d巴erthan in she巴p，with those values in th巴 Yesosika de巴rbeing significantly lower in winter than in summer 

(Pく0.05).Digestiv巴tract retention time was 49.1ごと3.4hours and 75.6ごと6.8hours in Yeso sika deer and sheep， 

respectively， in winter and was 59.0:t2.1 hours and 80.4:t2.3 hours in Yeso sika deer and in sheep， respectively， 

in summ巴r.These retention times were significantly shorter in Y巴sosika deer than in sheep (Pく0.05)，and in Yeso 

sika de巴rvalues were significantly shorter in winter than in summer (Pく0.05).

These results indicate that it is important in the deer industry to adapt rearing management to the digestive 

function of Yeso sika de巴rbecause of differenc巴sbetween Y巴sosika deer and sheep with regard to food intake， 

dry matter digestibility and digestiv巴 tractr巴tentiontim巴.
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