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Effect of The Sweet Potato Litters as Supplemental Feed on Fattening 

Period to Growth and Meet Quality for Japanese Black Steers. 

Hiromu MORI， Keijiro TARUMIZU， Shinichi TAKENOYAMA， Satoshi KAWAHARA 

Abdlatef AHHMED， Kouji ISHIGURO， Makoto YOSHIMOTO and Michio MUGURUMA 

<要約>黒毛和種去勢肥育牛へのカン ショ茎葉の給与がビタミンコントロール下の肥育中期及び、

後期に及ぼす影響について調査するために、中期及び後期にカンショ茎葉乾燥粉末を濃厚飼料の

5%添加する給与区と給与しない対照区について比較した結果、

1 発育状況に差がみられず、発育には影響を及ぼさない。

2 枝肉成績では、枝肉歩留や脂肪交雑において、給与区が高値を示す傾向にあった。

3 ロース肉及び皮下脂肪中の脂肪酸組成や遊離アミノ酸には両区に差は認められなかった。

4 ロース肉の貯蔵による脂質過酸化物量については、貯蔵開始時に有意に給与区が低い値を

示し、貯蔵期間中の過酸化も抑制される傾向にあった。

5 肥育期間中の血液中の βーカロテン濃度は有意に給与区が高く、また血液中のビタミンA

濃度も給与区が高い傾向にあった。

以上の結果より、バイオリサイクル研究の観点から食品収穫後の残撞であるカンショ茎葉は肉

用牛の飼料として利用できる可能性が示唆された。カンショ茎葉給与により脂質過酸化物量の低

い、高品質の食肉の生産が期待された。

大家畜用飼料としてカンショ茎葉を有効利用する

ことを目的として、カンショ茎葉乾燥粉末を添加し

た飼料を用いて肉用牛への飼養試験を行い、肉用牛

での育成状況、産肉性、肉質及ひー成分について調査

し、それらに及ぼす影響について検討した。

株式会社)を用いた。給与区には濃厚飼料にカンショ

茎葉粉末飼料を 5%混和したものを供試試験飼料と

し、 14か月齢から出荷まで給与した。対照区として

は、上記の濃厚飼料のみを用いた。

試験方法

1 供試飼料

供試伺料として、濃厚飼料およびカンショ茎葉粉

末飼料(コガネセンガンの茎葉乾燥粉末 :霧島酒造

なお、ビタミンA (以下VA)は前期の10-13か

月齢までは濃厚飼料 1kg当たり 1，000IUi添加し、中

期の14-22か月齢までは無添加とし、後期の23-26

か月齢までは500IU添加した。なお、 VAの欠乏症状

を呈した場合は、個体毎にVAを飲水にて投与した。

粗飼料は両区ともに、前期はオーツへイを中期以

降は稲ワラを給与した。
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表 1 試験区分

区分
目リ 期 中 期 後 期

(10--13か月齢) (14--22か月齢) (23--26か月齢)

前期用濃厚飼料 後期用濃厚飼料
後期用濃厚飼料

対照区 +カンショ茎葉 5%
+ VA1，000IU/kg +カンショ茎葉 5%

+ V A500IU /kg 

給与区
前期用濃厚飼料

後期用濃厚飼料
後期用濃厚飼料

+ VAl，OOOIU/kg + V A500IU /kg 

粗飼料 オーツへイ

表2 カンショ茎葉粉末の飼料成分及び特性

CP CP CA 
(%) (%) (%) 

カンショ茎葉粉末 3.7 21.1 14.3 

2 試験区分

供試牛には、黒毛和種去勢を 8頭用い、各 4頭か

らなる 2つの区を設けた。肥育中期 (14か月齢)よ

り出荷時 (28か月齢)まで、濃厚飼料に乾燥カンショ

茎葉 5%混和した飼料(試験区)、または濃厚飼料

(対照区)のみを給与した。調査項目として給与期

間の成育状況、産肉性、肉質について調査した。さ

らにロース肉組織およびロース肉周辺脂肪組織内の

指質含量、脂肪酸組成、遊離アミノ酸含量、ビタミ

ンE含量およびロース肉冷蔵貯蔵中における脂質過

酸化度の測定を行った。

3 飼養管理

試験開始前の予備期間中に全頭除角を実施し、約

8rrfの牛房で単飼による個別給餌で飼養した。

濃厚飼料給与時間は 9時及び16時で、粗飼料はそ

の30分前に給与し、水は自由摂取とした。なお、牛

床はコンクリート床にのこくずを敷き天井から直下

型扇風機で送風し、その他は前報と同様に当場の飼

養管理法に基づいた。

4 調査項目
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1 )体重及び体型:4週毎に13時に測定した。

2 )採血 :8週毎に体型測定後に実施した。

3 )飼料摂取量及び養分要求率

稲ワラ

(乾物当たり)

ABTS 
jレテイン βーカロテン ポリフェノ-Jレ

ラジカル消去能
(umol/g) 

(mg/100g) (昭/100g) (g/100gDM) 

12.0 21.9 3.4 0.79 

濃厚飼料摂取量は毎日、粗飼料は週毎に個体

毎に測定した。

養分要求率の基礎となる栄養価は、日本飼養

標準成分表 (2000年度版)1) と当場での一般分

析値から算出した。

4)枝肉調査 :和牛産肉能力検定(間検)に準じ

て実施するとともに日本食肉格付協会の格付結

果を照合した。

5 )内臓調査:宮崎県高崎食肉衛生検査所の検査

結果を用いた。

6 )脂質含量および脂肪酸組成の測定

脂質の抽出は主としてFolchet al. (1957) 

の方法に準じてクロロホルム ・メタノール (2:1v/v)

溶液を用いて行い、その総脂質は重量法にて測

定した。得られた脂質抽出物の一部を用い、

Takenoyama et al. (1999)の方法に準じて脂

肪酸メチルエステル調製を行い、キャピラリー

カラムガスクロマトグラフィー(GC-17B)

により脂肪酸組成の分析を行った。

7)ビタミン Eの定量

Yamauchi et al. (1980)の方法に準じて60

%KOH水溶液を用いて鹸化後、ヘキサ ン抽出

し、高速液体クロマトグラフ (HPLC)分析装

置により分析を行い、内部標準法による定量計

算によりビタ ミン E含量を求めた。
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8 )遊離アミノ酸含量の測定

遊離アミ 'ノ酸含量については、 Nishimura

et al. (1988) の方法に準ーじて 2%スルホサリ

チル酸にて抽出し、遠心分離後 (3.000rpm、

10min)のJ!清をフィルタ一橋過 (0.45μm)

したものをアミノ酸自動分析機 (JLC-500)

にて分析を行った。

9 )脂質過酸化度の測定

ロース肉冷蔵貯蔵中における脂質過酸化度の

測定は、 o---6日間の冷蔵庫内 (40C)での貯

蔵中における脂質過酸化物であるマ ロンジアル

デ ヒ ド (MDA) 量についてTBARSAssay 

Ki t (ZeptoMetrix社)を用いて測定し、ロー

ス肉中の脂質過酸化物量 (nmol/g) として求

めた。

10)血液成分調査:外部委託した。

11) 統計解析

実験によって得られた結果の両群聞の有意差

検定は、エ クセル統計2000(SSRI)により t-

検定を行い有意性を検討し、 P<0.05を統計的

に有意と判定した。

試験結果及び考察

1 発育状況及び飼料摂取量

カンショ茎葉給与区の体重推移、飼料摂取量、一

日増体量および飼料要求率について示した。(図 1、

表 3) 
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図 1 肥育期間中の体重の推移

その結果、給与区と対照区におけるカンショ茎葉

給与期間中の体重推移に有意な差異は認められず、

カンショ茎葉 5%を混合した場合では発育に影響を

及ぼさないことが示された。また、配合飼料に換算

した場合、やや飼料要求率が低く、配合飼料の節約

効果の可能性が示唆された。

2 枝肉成績

カンショ給与牛の産肉性および、肉質について、と

畜後の枝肉成績を示した。その結果、肥育終了時の

体重は試験区が僅かに低かったにも拘わらず、枝肉

重量および胸最長筋面積は給与区が高い値を示し枝

肉歩留もやや高い値を示したが、統計的な有意差は

認められなかった。肉質については、パラ厚並びに

脂肪交雑は給与区が高値を示し、良好な結果が得ら

れた。このことから、カ ンショ茎葉給与により産肉

性は向上することが示唆された。(表4)

表 3 カンショ茎葉の給与が肉用牛の発育成績に及ぼす影響

区分

対照区
(n=4) 
給与区
(n=4) 

濃厚飼料摂取量 (kg/頭日増 体 量 (g/由Y)I 飼料要求率 (kg/kg)

*給与区においてカ ンシ ョ茎葉を除いた濃厚飼料に換算した値

表4 カンショ茎葉の給与が肥育牛の枝肉成績に及ぼす影響

枝肉重量 枝肉歩留 胸最長筋面積 脂肪交雑 肉色 脂肪色
区分

(kg) (%) (cm2
) (BMSNo.) (BCSNo.) (BFSNo.) 

425.5 72.2 50.5 3.5 3.0 3.0 

430.4 72.5 52.3 4.0 3.3 3.0 

対照区

給与区
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3 脂質含量および指肪酸組成

ロース肉(胸最長筋)の脂質含量は脂肪交雑と深

く関係し、牛肉中脂肪の脂肪酸組成の相違により融

点が異なり食味に深く関わることから、ロース肉並

びに皮下脂肪中の脂質含量および脂肪酸組成を調査

した。その結果、有意差は認められないもののロー

ス肉中の脂質含量対照区に比較して給与区において

高い傾向にあり、試験区での脂肪交雑の数値が高値

を示す結果の裏づけとなった。また、ロース肉およ

び皮下脂肪中の脂肪酸組成を比較した結果、有意な

差は認められず、カンショ茎葉給与は脂肪酸組成へ

影響を及ぼさないことが示された。(図 2、表 5) 
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図2 ロース肉及び皮下脂肪中の脂質含量

表 5 カンショ茎葉の給与が肥育牛の胸最長筋及
び度下脂肪の脂肪酸組成に及ぼす影響

胸最長筋 皮下脂肪

対照区給与区 対照区給与区

12 : 0 0.06% 0.09% 0.05% 0.08% 

14 : 0 3.60% 3.65% 2.86% 3.15% 

14 : 1 1.23% 1.00% 1.98% 1.62% 

16 : 0 31.83% 30.28% 26.76% 27.19% 

16 : 1 (n-7) 4.43% 4.28% 6.39% 5.26% 

17 : 0 1.09% 1.44% 0.95% 1.40% 

18 : 0 10.62% 10.44% 8.00% 8.49% 

18 : lCn-9) 44.81% 46.18% 49.76% 49.25% 

18 : 2(n-6) 1.80% 1.98% 2.20% 2.52% 

9c， llt CLA 0.19% 0.22% 0.38% 0.36% 

18 : 3(n-3) 0.11% 0.13% 0.16% 0.16% 

20 : 0 0.06% 0.05% 0.05% 0.06% 

2o : lCn-9) 0.16% 0.25%- 0.46% 0.47% 

Total 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 
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4 遊離アミノ酸含量

食肉中遊離アミノ酸含量の多寡は、食肉を食した

際の旨味に関与するため、ロース肉中の遊離アミノ

酸含量を調査した。旨味に直接関与するグルタミン

およびグルタミン酸において、給与区が対照区に比

較して僅かに高値を示したがその差は有意なもので

はなく、他のアミノ酸についても差異は明白ではな

かった。このことから、食味に直接関与する可能性

は低いことが示唆された。(図 3) 
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図3 ロース肉中の遊離アミノ酸組成

ビタミンE含量に及ぼすカンショ茎葉添加飼料

給与の影響

本研究に用いた基礎飼料とカンショ茎葉粉末のビ

タミンE含量 (μg/100g試料)を示した。その結

果、ビタミン E同族体のなかで最も抗酸化活性の強

いα一トコフェロール(野口他 2000)がカンショ

茎葉粉末に基礎飼料の約 3倍含まれていたことから、

ビタミン Eがロース肉および周辺脂肪へ移行し得る

可能性が考えられる。ビタミンEは脂質過酸化の抑

制、生体膜の機能維持および筋細胞質中の色素タン

パク質であるミオグロビンの酸化(メト化)を抑制

すると考えられており(細野他 2002)2)ことより、

ロース肉および脂肪組織中のビタミン E含量を知る

ことが重要と考えた。そこでロース肉および皮下脂

肪中のビタミンE含量を測定し、その結果を示した。

今回の結果においては、 Jianget al.の報告(1994)3) 

や竹之山らの報告 (2007)4)の食餌性ビタミンEが卵

黄中に移行する結果と異なり、ロース肉および周辺

脂肪中のビタミン E含量には両区に差異は認められ

ず、本結果からはカンショ茎葉給与による影響は無

いことが示された。(図 4、図 5) 
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図5 ロース肉及び皮下脂肪中のビタミン E含量

6 食肉の脂質過酸化度に及ぼすカンショ茎葉給与

の影響

食肉の脂質過酸化は貯蔵期間中に進行し、脂質過

酸化物量 が増加することがよく知られている

(Yamauchi et al. 1980) 5)ことから、ロース肉の貯

蔵期間中の脂質過酸化物量の指標としてマ ロン ジア

ルデヒド (MDA)量を測定し、脂質過酸化度に及

ぼすカンショ茎葉給与の影響について調べた。その

結果、 O日目のロース肉中のMDA量は対照区に比

較して給与区において有意 (P<0.05)に低い値を

示した。 3日後および 6日後については有意差は認

められないものの、対照区に比較して試験区におい

て低い値を示した。このことはカンショ茎葉中のビ

タミンEが肉および脂肪組織中に蓄積はしないもの

の、脂質過酸化物の生成を抑制し、その結果ロース

肉中の脂質過酸化物量が低値を示したものと推察で

きる。あ るいはポリフェノール類等の抗酸化物質を

摂取することによって家畜体内での指質過酸化物の

生成が抑制され、低値を示した可能性も推測できる。

これらの結果より、脂質過酸化物の少ない高品質の

食肉の生産につながる可能性が示唆された。(図的
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図 6 ロース肉貯蔵中の過酸化物量の推移

7 血液中のβーカロテン温度及びビタミンA濃度

今回使用したカンショ茎葉には、現物で βーカロ

テンが2.26昭(::tO.87)含まれていた。血液中の βー

カロテンは、カンショ茎葉を給与した16か月以降、

I区において有意に高い傾向を示した。肥育中期以

降のビタミンAコントロール下で、は、血液中の3ー

カロテン濃度にカンショ茎葉が影響することが示唆

された。また、ビタミンAについては肥育中期(16

か月齢以降)において、低下する傾向を示していた

が、期間中試験区が高い傾向を示していたことは、

カンショ茎葉の給与が反映されたものと推定された。

(図 7、図 8) 

*危険率以内で5覧で有意 **危険率1%以内で有意
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図 7 血中βーカロテンの推移
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図 8 血中ビタミンAの推移

本研究は平成17年度および18年度独立行政法人農

業 ・生物系特定産業技術研究機構九州 ・沖縄農業研

究センタ ーからの研究助成を受けて実施したもので

ある。
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