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養豚飼料における有効トリプトファンの活用

大成　清＊

　トリプトファンはα一アミノ酸の一種で，今から

100年以上も前（1901年）に，ホプキンスとコール

により，カゼインのトリプシン分解中に発見された。

分析する場合，鉱酸の類で加水分解すると，分解

してしまうので，酵素か水酸化バリウムが用いられ

る。

天然のトリプトファンはL型のもので，絹糸状光

沢のある板状の結晶を示し，290℃付近で分解する。

DL一トリプトファンは，インドールから好収量

で合成され，生物の体内ではニコチン酸やセロートニ

ンに変化することが知られている。

芳香族アミノ酸と呼ばれ，疎水性のR基を持ち，

フェニルアラニンやトリプトファンがこれに属す。

プロリンもこの仲間に入れられるが，芳香族アミノ

酸をフェニルアラニンとチロシンとし，複素環アミ

ノ酸としてトリプトファン，プロリンとする場合も

ある。

　トウモロコシ・大豆粕飼料の第一制限アミノ酸は

トリプトファン，第二制限アミノ酸はリジンである。

マイロ・大豆粕飼料では第一がリジン，第二がト

レオニン，第三がトリプトファンになっている。

1．古い時代のトリプトファ『ン
　　　　　　の研究

イギリスのColeとHaresign（1988）の著書がら子

豚のトリプトファン要求量をみると，Becker、ら

（1955）は体重13．5kg豚に対し飼料中0，115％てCP

中15．3％）から，0．155％（CP中19．6％）として

いる。

Sheltoonら（1951）は，体重14kgの豚に対し，

飼料中0．16％をトリプトファンの要求量とした。

Gal10とPo面（1966）は，体重4～13kgの豚に対

し0。19％，Mitchel1ら（1968）は体重10kgの豚に

対し，0．15％のトリプトファンとしている。

Bakerら（1971）の要求量は，体重6kgの豚に対

し0．121％である。

　これとは別にBaker個人の発表（1971）では，体

重6～10kgの離乳豚を用いた2回の2～3週間の成

長試験の結果をみると，生物学的力価はL型を100

とした場合，DL型は80，D型は60で，この値か

ら子豚の要求量は飼料中の％として，L型は0．24％，

DL型はO．30％，D型は0．40％としている。

L．Riveraら（1976）は，96頭の子豚を用い，成

長試験によりトリプトファンの利用率をみた。

供試飼料はトウモロコシ，オパーク2トウモロコ

シ，マイロ，アルファルファ（凍結乾燥）で，増体

量を指標とした場合の利用率は，上記の順に70％，

58％，70％，83％であり，飼料要求率を指標とした

場合は77％，65％，85％，80％となった。

っぎにアルファルファ（凍結乾燥）の利用率を，

血中トリプトファン量でみているが，採食後15～45

分のピーク時と，採食後2～2．5時間の平衡状態時

との差からすると，98％になった。

最高時と平衡時を結ぶスロープからみた揚合は，

L11％であり，指標の採り方によっても，利用率に

かなりの差が生ずるものである。

2．子豚に対するD型トリプト
　　　　ファンの栄養価

アイオワ農業試験場のArentsonとZimmerman1

（1985）は，L型トリプトファンとD型トリプトファ

ンの利用率を比較するため，離乳子豚を用いて28

目間の飼養試験を4回実施した。

試験1は5．1kg，23日齢の離乳子豚72頭を用い，

L一トリプトファン区，D一トリプトファン区，DL

一トリプトファン区を設けた。

L区はL型トリプトファンを1区0％，2区0．02％，

3区O．04％，4区0．06％添加，D区はD型トリプト

ファンを1区0％，2区0．033％，3区O．067％，

4区0．10％添加，DL区はDL型トリプトファンを

1区O％，2区0．025％，3区0．050％，4区0．075％

添加した。

　この添加量はL型を100とした揚合，D型は60，

DL型は80の利用率があると想定した場合のもので

掌家畜栄養コーンサルタント（Kiyoshi　Onari〉 0369－5247／07／￥500／1論文／JCLS
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ある。

　試験の結果をみると，採食目量の平均はL型区

311g（100），D型区365g（117），DL型区344g
（111），増体目量はL型区1拍g（100），D型区

213g（120），DL型区199g（112），飼料効率はL

型区0．55（100），D型区0．57（104），DL型区

0．55（102）　となった。

　飼料効率は各区間に差がなく，採食目量に応じて，

増体目量が伸びたということである。

　なお本試験の基礎飼料は，トウモロ．コシ70．7％，

乾燥ホエー10％，ゼラチン9％，大豆粕4％，‘その

他6．3％で，CP18％とトリプトファン0．09％を含有

している。

　試験2は体重5。6kg，29目齢の子豚36頭を用い

た。基礎飼料は試験1によく似たCP18％，トリプ

トファン0。11％含有の飼料である。

　試験は1区を基礎飼料区とし，2区にL一トリプ

トファン0．03％添加，3区はD一トリプトファンを

0．03％添加した。

　試験結果をみると，採食目量は1区342g（100），

2区554g（162），3区491g（144），増体目量は

1区158g（100），2区324g（205），3区276g（175），

飼料効率は1区0．46（100），2区0．59（127），

3区0．56（122）で，2区のL型区が採食量と増体

量で優った。

　試験3は体重5。1kg，26日齢の交雑種子豚36頭

を用い，低LNAA区と高LNAA区に対するL一ト

リプトファン，D一トリプトファンを，それぞれ

0。05％添加の効果を確かめた。

　LNAAはLarge　Neutml　Amino　Acidsで，イソロ

イシン，ロイシン，フェニルアラニン，チロシン，

トリプトファン，バリンなどの，中性アミノ酸を指

している。

　低LNAA区には中性アミノ酸を3．44％，高LNAA

区は4．34％を含有している。

　低LNAA区についてみると，採食目量は基礎飼

料区195g，L一トリプトファン区388g，D一トリプ

トファン区273gで，L区を100とすれば，D区は

70しかなかった。

　高LNAA区の採食量を上記の順にみると，137g，

318g（100〉，231g（73）となった。

　増体目量は低LNAA区は67g，180g（100），129g

（72），高LNAA区は33g，190g（100），114g（60）

で，D型はL型に比べ，指数で30～40劣った。

　飼料効率は低LNAA区は0．34，0．53，0．48，高

LNAA区は0．24，0．59，0．49で，前者はL型の100

に対しD型は90，後者もL型の100に対しD型は

82となり，D型は指数で10～20劣った。

　本試験の基礎飼料の内容は試験1とよく似ている

が，トリプトファン含量はO．10％である。

　試験4は体重5．1kg，32日齢の子豚60頭を用い

た。

　1区は基礎飼料区で，トウモロコシ68．4％，乾燥

ホエー10％，グルテンミール11．4％，大豆粕4％と，

その他6．2％からなり，トリプトファンを0．115％

含んでいる。

　2区はL一トリプトファン区で，O．035％添加，3

区はD一トリプトファン区で，同じく0．035％添加

した。

　採食目量をみると，1区206g，2区311g（100），

3区291g（94），増体目量は1区94g，2区189g（100），．

3区169g（89），飼料効率は1区0．47，2区O，60

（100〉，3区0．57（95）で，L一トリプトファン区

が優れた。

　表1は4回の試験からみた，D型およびDL一型

トリプトファンの相対的栄養価を示すものである。

　試験2～4のデータから，実用飼料を用いた場合

についてみると，低トリプトファン飼料を給与した

表1DおよびDL一トリプトファンの相対的栄養価（B．E．Arentsonら，1985）

試一1 試一2　　試一3　　試一4

　D一トリプトファン

　DL－7
トリプトファン

　D－　　　　　　D－　　　　　　D一
トリプトファン　トリプトファン　トリプトファン

採食量からみた適正量，％　　　　L18

増体日量からみた適正量，％　　　1．07

飼料効率からみた適正量，％　　　1．02

増体日量からの回帰式値　　　　0，78

1．01唱

0．89

0．78

0．83

0．70

0．71

0．82

0．96

0，53

0．53

0．70

0。91

0．81

0．79

0．79

0．98
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子豚の一目当たりの採食量，増体量，飼料効率の改

善には，L一トリプトファンの利用率を100とした

場合，D一トリプトファンは70を示した。ヒれは今

までの評価の60よりも高い。

3．傾斜比法によるトリプト
　　　　　ファン有効率

　豚に対するトリプトファン有効率についての研

究は少ないといわれているが，これは飼料中のトリ

プトファンの定量法の信頼性が十分でないことや，

他の過剰な必須アミノ酸の，豚の成長に対する影響

が明らかでないことが関係している。

　イリノイ大学のサトウ・ヒロユキら（1987）は，

傾斜比定量法（Slope－ratio　assay）という新しい技

法により，豚のトリプトファン要求量や，飼料中の

トリプトファン有効率について，研究を行なってい

る。

　試験1は体重10kg，6週齢の子豚48頭を用い，

28目間の飼養試験を行なった。基礎飼料は
CP17．5％のトウモロコシ・ゼラチン飼料で，トリプ

トファンを0．036％含んでいる。

　試験区はこれに単体のL一トリプトファンを
0．03％，0。06％，0．09％，O．12％，0．15％と，0．03％

刻みに添加し，五つの区を設けた。

　他の必須アミノ酸（リジン，メチオニン，イソロ

イシン，トレオニン，バリン1ヒスチジン）は，単

体を添加しNRC標準の120％量とした。

　この結果をみると，トリプトファンのレベルが

0．036％から0．156％の間は，トリプトファンの量の

増加とともに，直線的に体重も伸びたが，それ以上

では直線関係は高原状態（Plateau）になった。つま

りトリプトファンの要求量は，0。156％ということ

である。

　ちなみにNRC標準（1998）の体重10～20kg豚の

トリプトファン要求量は，真の回腸消化率による場

合は0．18％，見かけの回腸消化率では0．16％，トー

タル・トリプトファンでは0．21％となり，目本標準

（2005）も0．21％となっている。

　試験2は21目齢の子豚56頭を用い，つぎの7区

の比較試験を行なった。

　1区は基礎飼料で，トリプトファンを0．080％を

含有，2区は合成L一トリプトファンにより，トリ

プトファンを0．015％添加。3区は同じく0．030％を

添加，4区は大豆粕により，トリプトファンを

O．015％添加，5区も同じく大豆粕によりトリプト

ファンを0．030％添加した。

　6区は合成L一トリプトファンにより，トリプト

ファンを0．015％添加し，さらに合成アミノ酸によ

り，4区の大豆粕のレベルまで，他のアミノ酸を添

加した。

　7区はトリプトファンは6区に準じ，他のアミノ

酸は大豆粕を用いて5区のレベルまで添加した。

　試験の結果を増体目量でみると，1区は87g，2

区は129g，3区は174g，4区はU4g，5区は157g，

6区は113g，7区は154gとなった。

　この結果，L一トリプトファンの有効率は2区，3

区を100とすると，4区と5区は78，6区と7区は
82となった。

　また，6区と7区を100とすると，4区と5区は

95となった。

　試験3は試験2の6区と7区の要領で，数種の飼

料の有効率を測定した。この結果トリプトファンの

有効率は，大豆粕95％，肉つき骨粉82％，綿実粕

81％，トウモロコシ94％，ソルガム86％となった。

　この試験から判明したことは，傾斜比定量法では・

過剰なアミノ酸は成長に対し，負の効果を示したこ

とである。

　過剰なアミノ酸や粗蛋白質は，適当に排泄されて

無害ということにはならない。

　パージュ大学の0．Adeola（1996）は，35目齢，

体重9．8kgの子豚72頭を用い，大豆粕中のトリプ

トファンの利用率を，傾斜比法により求めている。

　基礎飼料はトウモロコシ（CP7．5％）28％，コー

ンスターチ27．6％，グルテン！ミール（CP60％）22％，

庶糖5％，脱脂粉乳（CP34％）5％，コーンオイル3％，

その他9。4％で，飼料1kg中にトリプトファン1．1g

（分析値は1．03g）を，含有している。

　この飼料にL一トリプトファンをkg当たり0．2g，

O．4gおよび0．6g添加するか，大豆粕由来のトリプ

トファンをO．2gまたは0。4gになるよう添加した。

　トリプトファン以外のアミノ酸は充足しており，

試験期間は28目間である。

　試験区分を整理すると，1区は基礎飼料区で，総

トリプトファンは飼料1kg中に1．03g，添加トリプ

トファンはなし，2区，3区，4区はL一トリプトファ

ン添加区で，2区は総トリプトファン1．23g，添加
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図1傾斜比法による大豆粕中の
　トリプトファン利用率の推定

トリプトファン0．2g，3区は1．43gと0。4g，4区は

1．63gと0．6gである。

　5区と6区は大豆粕区で，5区は1・23gと0・2g，6

区はL43gとρ，4gであった。

　トリプトファン摂取日量は1区0．582g，2区

0．865g，3区1．242g，4区L381g，5区0。891g，6

区1．094gである。

　添加トリプトファンの摂取日量は，1区Og，2区

0．144g，3区0．354g，4区0．517g，5区0．149g，6

区0．312gである。

　試験開始体重は1区9．8kg，2区9．8kg，3区9．8kg，

4区9．てkg，5区9．7kg，6区9．8kgで，終了体重は

1区13．3kg，2区15。9kg，3区18．7kg，4区21．Okg，

5区15。4kg，6区18．1kgである。

　増体目量は1区127g，2区216g，3区316g，4区

403g，5区204g，6区295g，採食目量は1区582g，

2区721g，3区886g，4区862g，5区743g，6区781g

である。

　飼料効率は1区0．22，2区0．29，3区0．35，4区

0．49，5区0．27，6区0．36である。

　この結果，L一・トリプトファンまたは大豆粕から

のトリプトファンを，飼料に添加することにより，

増体目量と採食目量は有意に増加し，飼料効率も有

意に改善された。

　また数値は示さないが，血漿中のトリプトファン

濃度は有意に増加し，尿素濃度は有意に減少した。

　つぎに傾斜比法により解析を行なうわけだが，ま

ずタテ軸に血漿中のトリプトファン（mg）／尿素

（mg）を採り，これは0，0．01，0．02，0．03，0．04

といった数値になるのだが，ヨコ軸は添加トリプト

ファンのレベル（kg中Og，0．4g，0。8g）とすると，

傾斜比は1．03， 有効率はエ03となった。（図1－A）

　つぎに総トリプトファン摂取量を採ると，傾斜比

は1．04，有効率は！04％となった。’（図1－B）

　最後に添加トリプトファン摂取量をみたが，傾斜

比は1．17，有効率は117％となった。　（図1－C）

　以上の結果，増体日量からみたトリプトファンの

生物学的利用率は，飼料中のトリプトファン含量か

らは90，1目当たりのトリプトファン摂取量からは

99，添加トリプトファン摂取量からは110と推定さ

れた。

4．ステージ別可消化
ドリプトファン要求量

　テキサス農工大学のK　G．Burgoonら（1992）

は，肥育豚のステージ別可消化トリプトファン要求

量を研究している。

　ここでいうステージは，子豚期（体重6～16kg），

育成期（22～50kg），仕上期（55～97kg）を指して

いる。

O供試飼料の配合割合と成分
　対照区飼料の含有成分（分析値）は，子豚期の

CPは22．4％，リジンは1．24％，トリプトファンは
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0．233％，トレオニンは0．94％，イソロイシンは

LO3％で，トウモロコシ59．8％，大豆粕35．7％，

その他4．5％が配合されている。

　育成期はCPl7．0％，リジン0．81％，トリプトファ

ン・0．156％，トレオニン0．67％，イソロイシン

0．74％を含有し，トウモロコシ77．3％，大豆粕

20．0％，その他2．7％が配合されている。

　仕上期はCP13．1％，リジン0．66％，トリプトファ

ン0．11％，トレオニン！0．52％，イソロイシン0．56％

を含み，トウモロコシ82．2％，大豆粕15．4％，そ

の他2．4％が含まれている。

　試験用の基礎飼料の含有成分は，分析値で子豚期

はCP22．4％，リジン1．39％，トリプトファン

0．139％，トレオニン1．06％，イソロイシン0．91％

を含み，トウモロコシ72．2％，大豆粕4％，グルテ

ンミール11．3％，魚粉8％，その他4．5％を配合し

ている。

　育成期はCP15．6％，リジン0．92％，トリプトファ

ン0．092％，トレオニン0．69％，イソロイシン

0．59％を含み，トウモロコシ87．4％，グルテンミー、

ル6，8％，魚粉2．5％，その他3．3％が配合されてい

る。

　仕上期飼料の含有成分は，CP13．3％，リジン

0．73％，トリプトファンO．064％，トレオニン0。56％，

イソロイシンO．46％を含み，トウモロコシ89．1％，

グルテンミール6％，魚粉2％，その他2．9％が配合

されている。

0子豚期の成績（試験1）
　28目齢，体重6．2kgの交雑種336頭を，対照区（ト

リプトファン0．23％）と，試験区（トリプトファン

は1区0．13％，2区0．155％，3区0．180％，4区

0．205％，5区0．230％，6区0．255％）に分け，28

日間飼養した。

　増体日量をみると，試験区の1区は0．17kg，2区

は0．25kg，3区は0．32kg，4区は0．34kg，5区は

O。34kg，6区は0．35kg，対照区は0．39kgであった。

　採食目量は試験区の1区は0．30kg，2区は0．39kg，

3区はO，48kg，4区は0．50kg，5区は0．51kg，6区

は0・53kg，対照区はQ．64kgである。

　飼料効率は試験区の1区は0．57，2区は0．64，3

区は0．66，4区は0．66，5区も0．66，6区も0．66

で，対照区は0．61である。

　トリプトファンの摂取目量は試験1区0．409，2

区0．61g，3区0．86g，4区1．02g，5区1．18g，6区

L35gで，対照区はL47gである。

　この結果をみると，増体目量，採食日量，飼料効

率などは，飼料中のトリプトファン量の増加にとも

ない，直線的に増加している。

　最良の成績を得るためのトリプトファン量は，

「折れ線モデル」からみると増体目量と採食日量か

らは0．19％，飼料効率では0．16％となった。

　プラトウ値からみれば，いずれも0．18％となり，

二次曲線反応から求めた値は，増体目量と採食目量

からは0。23％，飼料効率からは0．22％である。

　判断の基準としては「折れ線モデル」が最も妥当

とされ，この点から体重5～20kgの子豚のトリプト

ファン要求量は，0．19％ということになる。

O育成期の成績（試験2）
　体重21．9kgの子豚196頭を7区に割当て，35目

間飼育した。

　試験区のトリプトファン含量は，1区0．08％，2

区0．10％，3区0．12％，4区0．14％，5区O．16％，

6区0。18％で，対照区はO．15％である。

　増体日量は試験1区は0．26kg，2区0．47kg，3区

0．69kg，4区0．77kg，5区0、80kg，6区0．83kgで，

対照区は0、87kgである。

　採食日量は1区0．84kg，2区1．20kg，3区1。60kg，

4区1．75kg，5区L82kg，6区1．85kgで，対照区は

2．04kgである。

　飼料効率は1区0．30，2区0．39，3区0．43，4区

0．44，5区0．44，6区0．45で，対照区は0．43であっ

た。

　トリプトファン摂取目量は，1区0．67g，2区1．20g，

3区1．92g，4区2．45g，5区2．92g，6区3．33gで，

対照区は3．05gである。

　この場合もトリプトファン量の増加とともに，成

績は向上したが，最良の成績を得るには，r折れ線

モデル」からは増体目量と採食日量でO．13％，飼料

効率からは0．12％となった。

　プラトウ値も同じ傾向だが，増体目量で0．14％，

採食目量で0．14％，飼料効率からは0．12％となっ

た。

　二次曲線反応値としては，増体目量では0．17％，

採食目量は0．17％，飼料効率は0．16％となり，結

局「折れ線モデル」の0．13％ということで決着した。

　この値はこれまでの研究報告と一致する。リジン
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含量を0。90％以上とし，トリプトファンを0．16～

0．18％にした場合，成長の改善効果が認められる。

O仕上げ期の成績（試験3）
　この試験の開始体重は55．4kgで，168頭の肉豚を

用い，42目問の飼養試験を実施した。

　試験区のトリプトファン量は，1区0．063％，2

区0。083％，3区0．103％，4区0．123％，5区0．143％，

6区0．163％で，対照区は0．120％である。

　増体目量は1区0．67kg，2区0．94kg，3区1．00kg，

4区1．01kg，5区0。98kg，6区L　OOkgで，対照区は

0。98kgである。

　採食目量は1区2．48kg，2区3．06kg，3区3．12kg，

4区3．23kg，5区3。18kg，6区3。14kgで，対照区は

3．14kgである。

　飼料効率は1区0。27，2区O．31，3区0．32，4区

0．31，5区0．31，6区0．32で，対照区は0．31であ

る。

　トジプトファン摂取目量は，1区L56g，2区2．54g，

3区3．22g，4区3．97g，5区4。55g，6区5．11gで，

対照区は3．77gである。

　飼料中のトリプトファン含量の増加とともに，増

体目量，採食目量，飼料効率は直線的に増大したが，

その差は前2期程大きくなかった。

　最高の成績をあげるための飼料中のトリプト

ファン量は，r折れ線モデル」でみた場合，増体日

量，採食日量，飼料効率を問わず，O．09％であった。

　同様にプラトウ値も三者ともO．08％を示し，二次

曲線反応値は0．13％となった。

　結局トリプトファン要求量は0．09％となり，NRC

標準の0．10％よりも，僅かに少ない。

O子豚，育成期の消化試験
　試験1および2に用いた基礎飼料と，これにL一

トリプトファンを0．10％，または0．08％添加した

飼料について，4×4のラテン方格法により試験した。

　供試豚は体重29kgの去勢豚4頭で，体重の3，6％

の飼料を与えた。

　子豚用飼料の基礎飼料中のトリプトファン消化

率は，72％であり，L一ト・リプトファンの添加によ

り，83％に高まった。　（P〈0．01）

　L一トリプトファンの添加により，アルギニン，

ヒスチジン，イソロイシン，ロイシン，メチオニン，

フェニルアラニン，トレオニン，バリンの消化率は

低下したが，有意差の認められたのはロイシンと，

フェニルアラニンだけであった。　（P＜0．05〉，リ

ジンは変らなかった。

　育成期飼料の場合は，基礎飼料中のトリプトファ

ンの消化率は70％であり，L一トリプトファンを

0．08％添加した場合は，78％に上昇した。（P＜0．01〉

　L一トリプトファンの添加により，ヒスチジン，

イソロイシン，リジン，フェニルアラニン，トレオ

ニン，バリンは減少，アルギニンは増加，ロイシン，

メチオニンは変らなかったが，統計的に有意なのは

トリプトファンだけである。（P＜0．01）

　子豚用飼料に添加されたL一トリプトファンの消

化率は98％，育成用飼料の場合は87％であった。

O仕上期の消化試験
　試験3に用いた基礎飼料（トリプトファン、
O．063％）に，L一トリプトファン0．08％添加した

飼料の消化率を，体重62kgの去勢豚に，体重の

3．6％の飼料を給与した。

　統計的にみて消化率の向上したアミノ酸は，ヒス

チジン．（74％vs80％），リジン（78％vs83％）

で，これらはいずれも10％レベルの有意差が認めら

れた。

　添加したトリプトファンの消化率は，105％で

あった。

表2見かけの可消化トリプトファン要求量（K，G．Burgoonら，1992）

　　体重　　　トリプトファン要求量
期別
　　　（kg）飼料中（％）a）1目量（9／日）

トリプトファン消化率（％）L一トリプトファン消化率（％〉可消化トリプトファン要求量d）

基礎飼料　　添加飼料 平均　　　　実測値 本試験 修正値e）

子豚期6～16　　0，19

育成期22～50　　0．13

仕上期55～97　　0．09

0．96

2．18

2．88

72

70

59

83b）

78c）

84c）

97

97

97

98

87

105

0、15

0．10

0．06

0．16

0．10

0．08

a）折れ線モデルによる解析値（％）b）L一トリプトファン0．10％添加c）L一トリプトファン0．08％添加

d）飼料中の含量（％）e）トリプトファン要求量（a）×トリプトファン消化率（b）＝可消化トリプトファン要求量（e）
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0可消化トリプトファンの配合
　設計への応用
　子豚用と育成用の可消化トリプトファン含量を

求める場合，個々の飼料原料（％）にトリプトファ

ン消化率を乗じて求めた計算値と，飼料の分析値は

よく一致しており，この点の不都合はない。

　結論として飼養試験と消化試験の結果から，可消

化トリプトファンの要求量を算出すると，表2では

子豚期O．15％，育期期O．10％，仕上期0．06％となっ

ている。

　総トリプトファン要求量（％）に，L一トリプト

ファン添加飼料消化率（％）を乗じて，可消化トリ

プトファン量（％）を求めると，子豚期は0。16％，

育成期は0．10％，仕上期は0．08％となった。

　　5．離乳子豚の
トリプトファン要求量

　ルイジアナ州立大学のA．c．Guzikらと，国立

養豚・情報センターのB．」．Ke皿（2002）は，離乳

子豚のトリプトファン要求量について，試験を5回

行なっている。

　離乳子豚のトリプトファン要求量は，給与飼料の

蛋白質含量，飼料原料の相違，飼料の消化率，環境

温度の相違などの理由から，研究者により値が異な

る。

表3飼料中のトリプトファン要求量

報告者 体重（kg）

　今までの研究では5～20kgの離乳豚は，総トリプ

トファン量として0．14～0．25％といった。幅広い値

が要求量となっている。

　本研究ではアミノ酸の95％を真の可消化アミノ

酸とみなしているが，NRC標準（1998）では，体

重3～5kg豚のトリプトファン要求量は，総アミノ

酸で0．27％，見かけの回腸消化アミノ酸で0．22％，

真の回腸消化アミノ酸でO．24％としている。

　体重5～10kg豚では同じ順に，O．24％，O．19％，

O．22％，体重10～20kg豚では，0．21％，0．16％，

0．18％となっている。　（表3参照）

　試験1は体重8．4kg，21目齢の離乳豚160頭を7

区に分け，大豆粕，オートミール，噴霧乾燥豚血漿，

ゼラチン，グルテンミール，カナダ・野生エン豆，

フェザーミールなどの蛋白質源にっいて，比較試験

を行なった。

　この結果をみると，大豆粕に匹敵できるのは，グ

ルテンミールとカナダ・野生エン豆だけで，とくに

良かったのは後者であった。

　試験2は体重13．2kg，21目齢の離乳豚75頭を用

い，1区カナダ・野生エン豆を主蛋白質源とするト

リプトファン欠乏飼料（真の可消化トリプトファン

0．13％），2区は1区にトリプトファン添加飼料（同

0．23％プ，3区は大豆粕区（同0．22％）で，試験の

結果は1区は劣るものの，2区と3区は差がなかっ

　　　　　　　　　た。

　　　　　　　　　Oフェズ1の成績
トリプトファン要求量（％）

　総見かけの可消化
トリプトファン　トリプトファン

真の可消化
トリプトファン

NRC（1998）　　　　　　　　　3～5

　　　　　　　　　5～10

　　　　　　　　　10～20

　　　　　　　　　20～50

　　　　　　　　　50～80

　　　　　　　　　80～120
K．G．Burgoonら（1992）　6～16

　　　　　　　　　22～50

　　　　　　　　　55～97
A．C．Guzikら（2002）　　　5．2～7．3

　　　　　　　　　6．2～10．2

　　　　　　　　　10．3～15．7

A．C．Guzikら（2005）　　　30～

　　　　　　　　　70～

　　　　　　　　　90～

0．27

0．24

0．21

0．17

0．14

0．11

0．19

0，13

0。09

0．24

0．23

0．22

0．21

0．13

0．13

0．22

0．19

0。16

0．13

0．10

0．08

0．15

0．10

0．06

0．24

0．22

0，18

0．15

0．12

0．10

0．21

0．20

0．18

0．18

0．11

0．11

　19目齢離乳の子豚180頭を

用い，体重2～7．3kgの間に試

験を行なった。供試飼料はカ

ナダ・野生エン豆を基礎飼料

とし，可消化トリプトファン

含量が0．14％，0．17％，0．20％，

0．23％，0．26％，0．29％に調

整した6区を設けた。

　試験13日間の増体目量は1

区98g，2区156g，3区178g，

4区198g，5区193g，6区！79g

で，可消化トリプトファン

O．23％の4区が最も良かった。

　採食目量は1区433g，2区

492g，3区662g，4区650g，5

区569g，6区578gで，3区が
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最も多かった。

　飼料効率は1区0．44，2区0．56，3区0。62，4区

0．64，5区0．61，6区0．58で，5区の可消化トリプ

トファン0．23％区が最も良かった。

　「折れ線モデル」で解析した結果，真の可消化ト

リプトファンの要求量は，平均値で0．21％，と推定

された。総トリプトファン量としては，O．24％であ

る。

Oフェズ2の成績
　体重6．2～10，2kgの子豚120頭を用いた，フェズ

2の飼養試験である。

　試験は可消化トリプトファンを1区0．13％，2区

0．16％，3区O．19％，4区0．22％，5区0．25％，6

区0．28％と，0．03％刻みで6区を設けた。

　試験14日間の増体目量は，1区136g，2区243g，

3区326g，4区327g，5区315g，6区320gで，3区
の0．19％区と，4区の0．22％区が最も良かった。

　採食目量は1区327g，2区461g，3区549g，4区

510g，5区491g，6区493gで，3区の0．19％区が最

も多かった。

　飼料効率は1区0．42，2区0．53，3区0．59，．4区

0．65，5区0．64，6区0．65となり，6区の0，28％区

と，4区の0．22％区が最も良かった。

　この成績をr折れ線モデル」に当てはめて解析し

た結果，真の可消化トリプトファン要求量は，

0．20％と推定された。総トリプトファン量としては，

0．23％である。

Oフェズ3の成績
　21日齢体重10．3kgの子豚144頭を，15．7kgまで

14目間飼養試験を行なった。

　試験はフェズ3の基礎飼料に，合成トリプトファ

ンを1区0．13％，2区O．155％，3区0．18％，4区

0．205％，5区0．23％，6区0．255％を添加し，計6

区を設けた。

　試験の結果をみると，増体目量は1区228g，2区

331g，3区469g，4区423g，5区427g，6区428g
で，3区の0．18％が最も良かった。

　採食目量は1区532g，2区640g，3区772g，4区

743g，5区781g，6区832gで，6区の0．255％区が

最も多かった。

　飼料効率は！区O．43，2区0．51，3区0．61，4区

0．57，5区0．55，6区0．51で，3区の0．！8％区が最

も良かった。

　この成績を「折れ線モデル」を用いて解析した結

果，フェズ3の真の可消化トリプトファンの要求量

は，0。18％と推定された。総トリプトファン量は

O．22％で，消化率は81．8％である。

O結論
　以上の成績から真の可消化トリプトファン要求

量は，フェズ1（離乳後0～7目，体重5，2～7．3kg）

は0。21％，総トリプトファンで0．24％となった。

　フェズ2（離乳後7～21目，体重6．2～10．2kg）

は0。20％と0．23％，フェズ3（離乳後21～35日，

体重10．3～15．7kg）は，0．18％とO。22％と推定さ

れる。

6．肥育・仕上げ去勢豚の
　トリプトファン要求量

　ルイジアナ州立大学のA．c．Guzikらと，国立

養豚研究・情報センターのB．J．Kerr（2005）は，

肥育豚や仕上げ豚の真の回腸末端可消化トリプト

ファンを求めて，5回の試験を実施している。

　試験1は体重78．3kgの去勢豚27頭を用い，

109．8kgに到るまで1区にトウモロコシ・フェザー

ミール飼料を給与した。この飼料は総トリプトファ

ン0．07％，真の回腸消化トリプトファン0。06％の

トリプトファン欠乏飼料である。

　2区は全期にトリプトファンを0，07％添加，3区

はトウモロコシ・大豆粕飼料で，総トリプトファン

0．14％，真の回腸消化トリプトファン0．12％を含有

している。

　試験結果をみると，増体目量は1区0．63kg，2区

O．98kg，3区0．81kgで，各区問に有意差が認められ

た。

　採食目量は1区3．58kg，2区3．28kg，3区3．55kg

で，差はなかった。

　飼料効率は1区0．／8，2区0．30，3区0．23『で，

各区間に有意差があり，2区が最も良かった。

　ロース芯面積（cm2）は1区42．3，2区45．5，3

区50。3で，3区が最も良く，2区，1区の順となっ
た。

　背脂肪厚は1区2．7cm，2区2．9cm，3区2．5cm

で，2区が最も厚かった。

　枝肉重は1区76。3kg，2区87．9kg，3区83．9kg

で，2区が有意に大きかった。

　この結果，トウモロコシ・フェザーミール飼料で
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も，トリプトファンを添加することにより，トウモ

ロコシ・大豆粕なみの飼育成績が得られたが，枝肉

性状の点に問題が残った。

　試験2は体重74．6kgの仕上げ豚60頭を用い，

104。5kgに到るまで飼養試験を行なった。

　給与飼料中の真の回腸消化率は，1区O」06％，2

区0．08％，3区0．10％，4区0．12％，5区0．14％で，

基礎飼料は試験1と同じ処方の1トウモロコシ・フェ

ザーミール飼料である。

　増体目量は1区690g，2区750g，3区930g，4区

900g，5区850gで，3区と4区が良かった。採食目

量は1区3．69kg，2区3．52kg，3区3．30kg，4区3．36kg，

5区3．46kgで，各区間に差はなかった。

　飼料効率は1区0．19，2区0．21，3区0．28，4区

0．27，5区0．24で，この場合も3区と4区が良かっ

た。

　以上のほかPUN（血漿中尿素態窒素）や，最終体

重，枝肉性状や質などをみているが，それぞれの指

標をもとに，r折れ線モデル」をあてはめて得られ

た，真の回腸消化トリプトファン要求量の平均は

0。104％であった。

　試験3は体重30。9kgの肉豚60頭を，試験4は体

重51．3kgの肉豚60頭を，試験5は体重69．4kgの

仕上げ豚を8Q頭用いた。

　試験3はトウモロコシ55％，大豆粕10％，カナ

ダ・野生エン豆30％，その他5％の基礎飼料に，結

晶トリプトファンを段階的に0．02％ずつ添加し，合

計5区の試験区を設定した。

　真の回腸消化トリプトファン量としては，0．13％，

0．15％，0．17％，0．19％と0．21％である。

　試験開始時と終了時に，血漿中の尿素量を求め，

可消化トリプトファンの要求量をQ、167％と推定し

た。

　試験4では上記のように，体重5！．3kgの肉豚を

用いたわけだが，真の可消化トリプトファンの要求

量は，6。134％と推定された。

　試験5の仕上豚69．4kgの場合は，0．096％と推定

された。

　以上の試験データや文献値をもとに，総トリプト

ファン要求量と，真の回腸可消化トリプトファン量

をみると，30kg豚はO．21％と0．！8％，70kg豚と90kg

豚はとも1こ0．13％と，0．11％になった。

　　　7．遊離または保護
L一トリプトファンの利用性

　フランスの国立の農業試験場と，イタリアのボ

ローニア大学の研究者ら（1997）は，12～14目齢，

体重4kgの早期離乳豚40頭を用い，蛋白質とトリ

プトファンの蓄積に対する飼料中のトリプトファ

ンの利用性について検討してい、る。

　基礎飼料の配合割合は，モルトデキストリン43％，

グルテンミール24％，魚蛋白質濃縮物13％，脱脂

粉乳7％，トウモロコシ油6％，その他7％で，CP

は23．4％，DEは17。4MJ／kg，トリプトファン0．14％

のトリプトファン欠乏飼料である。

　試験は1区を基礎飼料とし，2区は1区に遊離ト

リプトファン0．06％，3区は1区に保護トリプト

ファンを0．06％添加した。

　4区は1区に遊離トリプトファンを0。12％添加，

5区は1区に保護トリプトファンを0．12％添加した。

　試験成績をみると，開始時体重は1区4．27kg，2

区4．37kg，3区4．01kg，4区4，11kg，5区は4，21kg

で，’試験期間は18日間である。

　採食目量は1区126g，2区129g，3区125g，4区

127g，5区129gで，各区間に差はなかった。

　増体目量は1区90g，2区103g，3区100g，4区

102g，5区106gで，トリプトファンの添加により，

有意に増体した。　（P＜0．10）

　飼料効率は1区0．72，2区0．79，3区0．80，4区

Q．80，5区0．82で，トリプトファンの添加は有意に

効率を良くした。　（P＜O．05）

　蛋白質の蓄積目量は，1区9．2g，2区11．3g，3

区11．5g，4区12．9g，5区13、5gで，トリプトファ

ンの添加により蓄積量が有意に増加した。　（P＜
0．01）

　以上のように増体目量，飼料効率，1日当たりの

蛋白質蓄積量は，飼料中のトリプトファン含量が高

まるにつれ，直線的に増加した。

　ここでは数値を示さなかったが，総べてのアミノ

酸の蓄積量や，蓄積効率も高くなった。トリプト

ファンの蓄積量も同様で，飼料中のトリプトファン

含量が高まるにつれ，直線的に増加したが，蓄積効

率は逆に低下した。

　まずトリプトファンの蓄積目量をみると，1区は

0，065g，2区は0．075g，3区は0。075g，4区は0。084g，



966 畜産の研究　第61巻　第9号　　（2007年）

5区は0．086gであるのに対し，蓄積効率は1区

40．1％，2区30．6％，3区32．4％，4区26．5％，5

区26．2％といった具合である。

　この理由は遊離または保護トリプトファンの蓄

積効率が，13．6％と低いためである。

　結局，遊離トリプトファンと，これにステアリン

酸，パルミチン酸などの脂肪酸でカプセル化した，

いわゆる「保護トリプトファン」とには，差がなかっ

たわけである。

む　す　び

　養豚飼料の飼料設計においては，当然ながら，初

期段階ではもっぱらCPを中心に行なっていた。

　一部はDCP（ウォルフ・レーマンの標準，ケルネ

ルの標準，モリソンの標準，ポットの標準）を用い

たり，あるいは可消化純蛋白質（ケルネルの標準，

アーみスビーの標準，ハンソンの標準）を用いたり

はしたが，これらの普及は極く一部に限られた。

　戦後はわが国独自の標準として，目本標準が1975

年，1987年，1993年，2005年と，続々と発表され

ているが，CPとDCPで，アミノ酸も示されていた

が，平板的な要求量が示されるに過ぎなかった。

　有効アミノ酸が飼養標準に加わったのは，1993

年版以降で，有効リジン，有効メチオニン＋シスチ

ン，有効トレオニンの三つである。

　この三つは2005年版にも受け継がれているが，

なぜか有効トリプトファンはない。

　「アイデアル・プロテインにおける必須アミノ酸

バランス」が標準に採り入れられたのは，1993年版

からで，これでようやく養豚栄養学も軌道に乗った

感じがする。

　必須アミノ酸の要求量については，分析技術上の

問題からか，トリプトファンはとくに遅れているよ

うだが，まず最初に採りあげることにした。

　表3はアメリカのNRC標準と，本稿で紹介した

主にアメリカの研究をまとめたものである。

　トリプトファン要求量は，最初は総トリプトファ

ン量が，ついで回腸末端の「見かけの可消化トリプ

トファン」量が，その後に「真の可消化トリプトファ

ン」量の段階に入っている。

　欧米における有効トリプトファンの研究をみる

と，飼料中の含有濃度についての研究は一段落した

のか，最近は「成長中の豚のトリプトファンに対す

る反応は，環境温度により影響される」（イギリス，

2002〉とか，「子豚のトリプトファンに対する特異

的な飼料の選択摂取」　（ドイツ，2004）とか，　r豚

の行動抑制のためのトリプトファンの添加給与」

（カナダ，アメリカ，2006）とか，「離乳後のスト

レス緩和のためのトリプトファンの大量給与」（オ

ランダ，アメリカ，2006），「肉質への影響」　（ア

メリカ，2006）といった問題が論ぜられている。

1）

2）

3）

4〉

5〉

6〉

7）

8）

「9）

　　　　　　　参考文献
Cole，D．J．A、，W．Haresign，RecentDevelopmentsinpigNutrition，

P，75．Bu賃erwo曲s．London．1988。

コーン・スタンプ．田宮信雄．八木達彦訳．生化学（第4版〉．

東京化学同人．東京．1983
Arentson，B．E、，andD．R，Zimmerman．　J．Anim．ScL60〔2）474，

1985．

Pedro，H．，L，Rivera．，」．Ani搬、Sci．43　（2）432。1976、

Baker，D．H．，」．Anim．Soj、33（1）42．197L

Goih1，エ，Feedstuf飴59（15）20．1987．

　〃　　　　　　〃　　　　64　（38）　12．　1992．

Burgoon，K．G．，D．A．Knabe，and　E．」．GreggJ．Anim，Sci．70（8）

2493．　1992

Adeola，0．，J．Anim．Sci．74　（10）241L　1996、

10）Sawadogo，M．L．，A．Piva，A。Panciroli，E　Meola，A，Mordenti，

　andB．S6ve．J．Anim．Sci．75　（6）　1561．　1997、

11）Guzik，A．C．，L．L．Southem，T，D．Bidner，and　B，J，Ken、，J．Anim，

　Sci．80　（工0）　2646．　2002．

12）Guzik，A．C．シL．L．Sou亡hem，T，D．Bidneちand　B，K　Ke鉱J，Anim．

　Sci．80　（10）　2646．　2002．

13〉Guzik，A　C．，」．L．Shelton，L　L　Southem，B，K　Ke∬，and　T，D，

　BidneL，J．Anim．Sci．83（6）1303．2005．

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

