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銅低減飼料を給与した離乳子豚に対する乳酸菌添加木炭の効果
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The Effects of Lactic-Acid-Bacterium-Charcoal Additives 

on Weaning Piglets which ware fed Low Copper Content Feed 
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市現吾妻県民局 日現東部県民局農業部

日甫乳期子豚用飼料には、日本飼養標準要求量の数十倍もの銅が添加されている。

消化吸収されなかった多くの銅はそのままふん中に排世されるため、農地への重

金属蓄積や堆肥流通の停滞等の問題として危倶されている。飼料中の銅を減らす

とふん中の銅排出量は低下し、発育への影響もないが、ふんの色が黒色から明茶

色に変わり、軟便の発生がみられることが問題点となっている。そこで、銅低減

飼料に木炭及び乳酸菌を添加したところ以下の結果を得た。

1 発育は給与開始 2週までは乳酸菌木炭区が一日平均増体重で、100ppm区を0.07

kg上回ったが、その後は各区の差は認められなかった。期間全体では、乳酸菌

木炭区が100ppm区より期間増体重で0.4kg、飼料要求率では0.06上回った。

2 下痢及び軟便の発生は木炭及び乳酸菌木炭の添加により低下した。

3 木炭区及び乳酸菌木炭区は銅100ppm添加飼料と同様に糞の色が黒く、農家も

受け入れやすいものになった。

緒 ち=r
広司

現在の養豚用配合飼料には下痢防止や発

育促進を目的として、多量の銅や亜鉛など

の重金属が添加され、特に日甫乳期子豚用飼

料の銅含有量は日本飼養標準に示される要

求量の数十倍にも達している 1. 2)。 このた

め、多くの重金属は豚に吸収・利用されず

にふん中に高濃度に排出されている現状に

ある。重金属を高濃度に含むふんから出来

上がった堆肥の散布により、土壌への蓄積

を招き環境保全や豚ふん堆肥の利用や流通

上の問題点として指摘されている。

各県の報告 3- 5) では、飼料中の銅濃度を

低下させることにより、ふん中への銅排出

量を軽減することが可能であり、発育にも

影響はないとしている。 しかし、片野ら 3) 

はふんの色が黒色より明茶色に変わり、軟

便の発生件数が増加することを問題点とし

てあげている。

そこで、整腸作用が期待できる木炭また

は乳酸菌を添加した銅低減飼料の給与が、

ふんの色の変化や軟便の発生、および発育

に与える影響について検討を行った。
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材料および方法

1 試験期間

平成 16年 11月"'"'12月に、離乳後の30から

60日齢まで飼養試験を実施した。

2 試験区の構成

市販の飼料と同等の銅100ppm添加飼料を

給与する区(以下100ppm区)、銅無添加飼料

を給与する区(以下Oppm区)、木炭を銅無添

加飼料に 1%添加し給与する区(以下木炭

区)、 2阻 ハ シュ粉炭 1kgに Enterococcus

faeci側、 Lactobacil/usplantarum、Lactobacil/us

acidophilusの 3種を含む液状の乳酸菌 (2.4

X 108cfu/ml) 0.670 を混合し、フリーズド

ライ処理したものを銅無添加飼料に 1%添

加し給与した区(以下乳酸菌木炭区)の 4区

を設定した。

3 供試豚

当場生産の、同じ日に離乳しだ 2腹(各

腹♂ 4頭、♀ 4頭)のデュロック種を用い、

1試験区につき 4頭(♂ 1、♀ 1X 2腹)

を割り当て、合計16頭を供試した。

4 調査項目

1 )発育性

体重および飼料消費量を毎週 l回測定し、

1日平均増体重と飼料要求率を算出した。

2 )ふんの性状

下痢の有無およびふんの色調については、

1日1回の目視によって確認した。

結果および考察

1 発育成績

供試豚の体重の推移を図 1に示した。

給与開始時の子豚の日齢はおよそ30日齢

であった。 この時の各区の平均体重は 10kg

前後で試験飼料給与後、体重は順調に増加

し、試験開始後29日目には各区とも 25kg前

後に達した。

各試験区を比較すると、乳酸菌木炭区が

15日固まで良好な発育を示したが、その後、

各区とも同様の増加傾向を示し、試験区に

よる差は認められなかった。
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給与脚色 8日目 15日目 22日目 29日目

図 1 体重の推移

2 増体重の推移

試験期間中の 1日平均増体重の変化をみ

ると図 2のとおりであった。

全期間の平均は各区とも、 1日当たり O.5 

7kg前後であった。また、 15日固までは乳酸

菌木炭区が良好であったが、それ以後は試

験区による差は見られず、銅の含有量の違

いによる差は認められなかった。

しかし、試験開始直後は環境や飼料の変

化によるストレスを受けるが、その中でも

乳酸菌木炭区の増体重は良好であり、乳酸

菌木炭添加はストレスを軽減する可能性が

伺えた。
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図 2 1日平均増体重の推移
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3 飼料要求率

各試験期間の飼料要求率を表 1に示した。

乳酸菌木炭区が 100ppm区を0.06上回った

が、各試験区とも1.7前後であり試験区によ

る明確な傾向は見られなかった。

表 1 飼料要求率

100ppm区 Oppm区 木炭区乳酸菌木炭区

1. 72 

(100) 

1. 70 

(99) 

1. 66 

(96) (99) 

( )内は100ppm区を100とした指数

4 下痢・軟便の発生状況

下痢・軟便の発生頭数について表 2に示

した。調査期間中の軟便および下痢の延べ

発生頭数はOppm区で16頭、 100ppm区で12頭、

木炭区で 7頭に発生が見られたのに対し、

乳酸菌木炭区では 3頭のみであった。 これ

らの症状はその大半が軽度な軟便であり、

明かな下痢症状が認められたのはOppm区が

1頭、 100ppm区で 3頭であった。 100ppm区

では、飼料切替時での消化不良と恩われる

下痢の発生が 1頭で認められ、発生延べ頭

数が多くなった。銅含有量無添加飼料に木

炭や乳酸菌木炭を添加した場合、銅無添加

飼料に比べ軟便や軽い下痢の発生が少なく

なる傾向が認められた。

表 2 下痢・軟便の発生延べ頭数

区 分 軟便 下痢

100ppm区 8 4 

Oppm区 15 1 

木炭区 7 O 

乳酸菌木炭区 3 O 

*各区 4頭 X30日間

計
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5 ふんの色調の推移

ふんの色の推移を表 3に示した。ふんの

色調は試験経過、供試飼料に応じて、黒色

から茶色を呈し飼料中の銅含量による変化

が見られた。

Oppm区では給与開始後 6 日目からふんの

色調が変化し、試験終了時にはOppm区は明

るい茶色、 lOOppm区では暗い茶色の色調を

呈した。 また、木炭区及び乳酸菌木炭区で

は試験期間を通して黒色で経過し、木炭添

加はふんの色調を黒色にすることが確認さ

れた。

従来から農家の感覚として、下痢便の特

長は茶色の軟便という観念が定着している。

飼料中銅含有量の低減はふんの色調が茶色

に変化するため、下痢便のイメージにつな

がる可能性も考えられるが、木炭添加は現

状の飼養管理でのふんの色調と同様であり、

農家も受け入れやすいと恩われた。

表 3 ふん色調の推移

区分給与開始 5 6 15 19日目 終了

100ppm区黒 黒黒黒~茶暗茶暗茶

Oppm区 黒 黒茶~明茶明茶明茶明茶

木炭区黒黒 黒

乳酸菌木炭区黒 黒 黒

黒

黒

黒

黒

黒

黒

片野ら 3)は、離乳子豚のふん中に排世さ

れる銅の低減を目的として、適正な飼料中

含有量の検討を行い、飼料中の銅含有量が

低下すると散発的に軟便や軽い下痢が認め

られるものの、健康状態や発育性に全く問

題はなかったと報告している。したがって、

日本飼養標準に示される銅の要求量5ppm程

度でも子豚の飼養管理上の問題はなく、ふ

ん中銅排世量を低減することができるもの

と考えられるとしている。しかし、農家段

階では軟便や軽い下痢が発生することやふ
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んの色が黒色から茶色に変わることにより

普及には至っていない。そこで、この問題

点の解消について検討を行った。

今回の試験でも片野ら 3)の報告と同様に

銅無添加飼料給与による発育への影響は見

られなかった。

また、ふんの色調では木炭を添加するこ

とで現状での晴乳期子豚用飼料と同様な色

調となり、農家での飼養管理上問題なく取

り入れられるものと考えられた。

また、今回使用したフリーズドライ処理

した乳酸菌添加木炭を飼料添加することに

よりふんの色調を黒色にすることと軟便や

下痢の発生を抑制することが確認され、銅

低減飼料の普及へつながるものと考えられ

た。

今後は、飼料に添加する木炭及び乳酸菌

の適正量を検討するとともに、農家段階で

の実証試験もあわせて実施することで、豚

に銅を低減した飼料給与での健康状態や発

育への影響について、明らかにしていく予

定である。
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