
  
  DNA解析技術を活用した効率的肥育技術の開発(1)

  誌名 鹿児島県農業開発総合センター研究報告. 畜産部門 = Bulletin of the Kagoshima
Prefectural Institute for Agricultural Development. Livestock industry

ISSN 18818617
著者名 川畑,明治

坂下,邦仁
轟木,淳一
大田,均
桑水,郁朗
別府,成

発行元 鹿児島県農業開発総合センター畜産試験場
巻/号 2号
掲載ページ p. 7-16
発行年月 2008年3月

    
農林水産省 農林水産技術会議事務局筑波産学連携支援センター
Tsukuba Business-Academia Cooperation Support Center, Agriculture, Forestry and Fisheries Research Council
Secretariat

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



鹿児島農総セ研報（畜産）　第2号　2008　7－16

　　　　　　DNA解析技術を活用した効率的肥育技術の開発（第1報）

一枝肉重量遺伝子座CW－1の保有状況が異なる黒毛和種去勢肥育牛の発育，枝肉成績，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　枝肉構成及び体構成に及ぼす影響一

川畑明治・坂下邦仁・轟木淳一・大田均・桑水郁朗・別府成＊1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　約

　飼養管理技術および環境要因を同一条件下で，枝肉重量遺伝子座として特定されているCW－1

のハプロタイプの保有状況の異なる二代祖までの種雄牛を共通とした黒毛和種去勢牛を肥育した．

　CW－1優良タイプをホモ（QQ区）あるいはヘテロ（qQ区）で保有する牛の体重は，保有し

ないq　q区よりも肥育開始時点から常に重く推移し，肥育終了時には40．Okg以上の差が生じた．ま

た，枝肉重量もQQ区とqQ区は，476．8±6．1kg，463．5±2L6kgでqq区の449．9±1L9kgより重

くなった．

　しかし，枝肉左半丸における枝肉構成割合を比較すると，QQ区とqQ区は，保有しないqq区

より赤肉割合や骨その他の割合および体腔脂肪割合が高くなるが，脂肪合計割合，特に皮下脂肪や

筋間脂肪割合は逆に少なくなる傾向であった．また，QQ区とq　Q区の問には，赤肉や脂肪割合の

構成に違いが見られた．QQ区は，q　Q区より赤肉割合と骨その他割合が少なくなるが，脂肪合計

割合は4．2ポイント％多くなった．特に，皮下脂肪割合は多くなった．

　以上のことから，飼養管理技術および環境要因を同一とするならば，CW 1優良タイプを保有

する牛は，保有しない牛より明らかに体重と枝肉重量に優れることが実証された．更に，優良タイ

プ保有による体重や枝肉重量の増は，赤肉重量および骨その他の増によるものであるが，優良タイ

プをホモで保有すると皮下脂肪等の脂肪割合が増加することが明らかになった．

キーワード：黒毛和種，枝肉重量遺伝子座（CW－1），体重，　赤肉割合，脂肪割合，歩留基準値

　　　　　　　　　　緒　言

　近年，生産性の高い優良種畜造成のため，D　NA解析

技術に関する研究が進められ，黒毛和種においても体重

・枝肉重量遺伝子座や脂肪交雑遺伝子座等の経済形質に

有益な遺伝子の領域が特定されっっあり，この手法を優

良種雄牛の選抜指標としても活用されている1）～7），

　しかし，これらの優良遺伝子座は，既に出荷された枝

肉成績等を用いることで特定されていることから，飼養

管理技術および環境要因を同一とした中での実証を行う

必要があると考えられる．

　本研究では，枝肉重量遺伝子座として特定されている

CW－18〉のハプロタイプの保有状況の異なる黒毛和種

去勢牛を飼養管理技術および環境要因を同一とした中で

肥育し，その保有状況の違いが黒毛和種去勢牛の発育成

績や枝肉成績に及ぼす影響を検討した．

　　　　　　　試験材料および方法

1　供試牛

　鹿児島県内で，平成16年11月中に生産された二代祖ま

で同一種雄牛とする黒毛和種去勢牛35頭について，生後

5～6ヵ月齢時に採血し，CW－1のハプロタイプの保

有状況を調査した．なお，CW－1の分析は鹿児島県肉

用牛改良研究所において実施した．

　その結果，CW－1のハプロタイプは，優良タイプを

ホモで保有する牛（QQ），ヘテロで保有する牛（qQ）

および優良タイプを保有していない牛（q　q）の各出現

割合は，54．3％，17．2％および20．0％であった。よって，

供試牛は，CW－1の優良タイプの保有状況によりQQ，

qQ，q　qである牛を各区4頭づっ計12頭を選定した．

そして，それぞれ，QQ区，qQ区，q　q区とし，8ヵ

月齢から肥育を開始した．8ヵ月齢から14ヵ月齢を肥育

前期，14ヵ月齢から20ヵ月齢までを肥育中期，20ヵ月齢

から26ヵ月齢までを肥育後期とした．

＊1現北薩家畜保健衛生所
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鹿児島県農業開発総合センター研究報告（畜産部門）第2号2008

表1．　肥育期の混合飼料（TMR）配合量1）および栄養価2）

月齢

項目 8～10ヵ月10～11ヵ月11～12カ月12～14ヵ月14～26ヵ月
TMR配合量，kg
　トウモロコシ圧片
　大麦圧片皮付き
　一般フスマ
　大豆粕
　炭酸力ルシウム
　チモシー
　稲ワラ
栄養価，％
　乾物（DM）
　可消化養分総量（T　D　N）

　可消化粗タンパク質（DCP）

10．0
10．0
9．0

9．0

0．1

62．0

88．8
62．7
9．0

18．0
18．0
11．0
18．0
0．4

35．0

88．0
67．6
12．9

25．0
25．0
14．0

16、0
0．6

20．0

87．5
70．0
12．8

32．0
32．0
10．0
16．0
0．7

10．0

87．2
72．4
12．8

40．0
40．0
20．5
2．1

1、0

6．4

79．5
65．1
7．6

1）現物量，2）現物中

　なお，供試牛は，同一牛舎内の個体識別給餌装置の付

いた同一房で各試験区毎に群飼し，8～16ヵ月齢までは

4頭／房で，16～26ヵ月齢の期間は2頭／房で群飼肥育

した．

2　飼料給与方法

　　各区とも同一の混合飼料（TMR）を給与した．給与

した混合飼料の配合量及び栄養価は，表1に示した。濃

厚飼料原料としては，トウモロコシ圧片，大麦圧片皮付

き，一般フスマ，大豆粕および炭酸カルシウム，粗飼料

としては，チモシー乾草および稲ワラを用い，月齢毎に

6種類を自家配合し，TMRとして給与した。また，20ヵ

月齢からは，血液中ビタミンA濃度を上昇させる目的で

ビタミンA製剤を飼料給与時に添加した，

　肥育開始から15。4ヵ月齢までは日本飼養標準における

目増体量（DG）1．4kg／日に必要なTDN要求量の110％，

！5．4ヵ月齢から20ヵ月齢まではDGO．7kg／目に必要なT

DN要求量の100％になるように給与し9），肥育後期21

ヵ月齢以降ば飽食となるように給与した，

　飼料は，1日2回，午前8時30分と午後3時30分に等分

給与し，水および鉱塩は自由摂取させた．なお，肥育期

問中のTMR飼料は，個体識別装置を用い個体別に給与し

た．供試牛は，全区とも肥育期間は，18ヵ月間とし，肥

育終了後26ヵ月齢で各区ともと畜し，産肉性について調

査した．

3　調査項目および調査報告

（1）飼料摂取量

　毎目，朝の飼料給与前に残食を計量し，飼料摂取量を

算出した．

（2）体重

　試験開始後2週問問隔で，毎回午後1時に体重を測定

した．

（3）血液

　血液試料は4週問間隔で体重測定後頸静脈から採血

し，血清分離後一30℃で凍結保存した．

（4）枝肉の格付成績

　枝肉の格付成績は，社団法人日本食肉格付協会の判定

値を示した．

（5）枝肉の構成割合

　各区3頭づつの計9頭を枝肉の格付後，枝肉の左半丸

を赤肉，脂肪，骨その他に分離した．なお，筋肉内脂肪

は赤肉重量に含めた．脂肪は皮下脂肪，筋問脂肪および

体腔脂肪に分類して重量を測定した．枝肉の外側面を覆

った脂肪層および体幹皮筋下の脂肪も皮下脂肪とし，皮

下脂肪と筋聞脂肪は筋肉に発する皮膜によって区別し

た．体腔脂肪は，枝肉の腹腔面に付着する脂肪と腎臓脂

肪を含めた重量とした．

（6）筋肉の粗脂肪含量

　胸最長筋，半腱様筋，大腿二頭筋および内転筋につい

ては，枝肉の左半丸から筋肉を採取し，ミンチ試料を作

成し，凍結乾燥後常法に従って粗脂肪含量を測定した．

（7）　月旨月方南虫，点

　枝肉の左半丸の第7～9胸椎間の皮下脂肪および筋間

脂肪並びに腎臓周囲脂肪を採取した．採取した脂肪は，

1cm×1cmのサイコロ状にカットし濾紙を敷いた漏斗に

置き，105℃の恒温乾燥器中で加熱抽出した．ヘマトク

リット管を抽出油脂にひたし，正確に10mmの高さまで油

脂を満たし，分析まで4℃で保存した．融点の測定は，

試料を温度計に輪ゴムでセットし蒸留水中にセット後，

蒸留水の温度を緩やかに上昇させ（2分間で1℃）脂肪

が溶けヘマトクリット管中を1cm上昇したときの蒸留水

温度を脂肪融点とした．

（8）統計処理

　CW－1のハプロタイプ区を処理因子として，パー

ソナルコンピューター用統計処理パッケージソフトDr．S
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川畑ら＝D　NA解析技術を活用した効率的肥育技術の開発（第1報）

PSSH（エスピー・エス・エス株式会社）を用い1元配

置分散分析を実施した．その後，sheffeの多重比較を用

い水準間の検定を行った．

　　　　　　　　　　結　果

1DM，TDNおよびCP摂取量
　肥育期間中の各試験区の飼料給与量，飼料摂取量，養

分摂取量を表2に示した．

　8～14ヵ月齢と14～20ヵ月齢の期問および全肥育期間

においては，飼料給与量と飼料摂取量および各養分摂取

量は，いずれもQQ区＞q　Q区＞q　q区となり，20～26

ヵ月齢の期間の飼料給与量も同様であった，また，20～

26ヵ月齢の期間の飼料摂取量，DM摂取量，TDN摂取

量およびCP摂取量は，いずれもqQ区＞QQ区＞q　q

区となった．しかし，いずれの給与量と摂取量において

も試験区毎の有意な差は認められなかった，肥育全期間

における飼料摂取量，DM摂取量，TDN摂取量および

CP摂取量は，QQ区とqQ区はほぼ同じであったが，

q　q区はQQ区およびq　Q区とを比べ約5．0～7．0％程度

少なくなった．

　図1に各肥育期間中の増体量に係る飼料効率（総乾物

摂取量／増体kg）を示した．8～14ヵ月齢の飼料効率は

　　　　　表2．飼料給与量，飼料摂取量，

ほとんど差がないが，14ヵ月齢以降QQ区の飼料効率は，

他の試験区よりも悪くなる傾向があり，20～26ヵ月齢の

飼料効率は，q　Q区およびq　q区に対して有意に高くな

った（p〈0．05）．また，肥育全期間では，QQ区が8．Okg

と最も高く，qQ区に比べ有意に高くなった（p〈0．05）．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　N
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図1　各肥育期間毎の飼料効率（DM摂取量／増体）

　　　a，b　異符号間に有意差あり（p〈0．05）

　可消化養分総量（TDN）およびCP摂取量一

QQ区 qQ区 qq区
飼料給与量，kg／頭

　　　　　　　　　　8～14ヵ月齢
　　　　　　　　　糾～20ヵ月齢
　　　　　　　　　20～26ヵ月齢
　　　　　　　　　　8～26ヵ月齢
飼料摂取量，kg／頭

　　　　　　　　　　8～14ヵ月齢

　　　　　　　　　14～20ヵ月齢

　　　　　　　　　20～26ヵ月齢
　　　　　　　　　　8～26ヵ月齢
乾物（DM）摂取量，kg／頭

　　　　　　　　　　8～14ヵ月齢

　　　　　　　　　14～20カ月齢

　　　　　　　　　20～26ヵ月齢
　　　　　　　　　　8～26ヵ月齢
可消化養分総量（T　D　N）摂取量，kg／頭

　　　　　　　　　　8～14ヵ月齢

　　　　　　　　　　14～20ヵ月齢

　　　　　　　　　20～26ヵ月齢
　　　　　　　　　　8～26ヵ月齢
C　P摂取量，kg／頭

　　　　　　　　　　8～14ヵ月齢

　　　　　　　　　　14～20ヵ月齢

　　　　　　　　　　20～26ヵ月齢

　　　　　　　　　　8～26ヵ月齢

1，761±55

1，801±37

1，715±52
5，277±129

1，673　±41

1，630±109

1，491　±55

4，794±191

1，399±17

1，364±44

1，185±22

4，167　±85

1，059±13

1，018±33

　879±16
3，076±70

228±3

161±5

136±3
554±11

1，714±123

1，758±59

1，711±39
5，183±201

1，618±139

1，602±90

1，509±61

4，729±222

1，361±61

1，332±37

1，200±24

4，103±108

1，027　±46

　994±27
　890±18
3，059±80

220±10

157±4

138±3
543±15

1，639±91

1，726±57

1，623±80
4，988±213

1，539±89

1，552±97

1，403±103

4，494±273

1，287±39

1，296±39

1，116　±41

3，891±120

　973±29
　967±29
　828±31
2，903±89

209±6

153±5
128±5
516±16
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2　発育成績

　肥育開始8ヵ月齢時から肥育終了26ヵ月齢時までの体

重，体高，十字部高，胸囲，腹囲及び目増体重を表3に，

肥育期間中の試験区毎の体重の推移を図2に示した．
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図2 肥育試験期間中の試験区毎の体重の推移

表3　体重，期間日増体量および各部発育成績

　　肥育開始8ヵ月齢時の体重は，QQ区が最も大きく，

q　Q区とq　q区は同程度で，Q　Q区とq　q区の差は27kg

であった。今回の試験牛の選定は，CW－1の保有状況

を優先したため，各区の試験開始8ヵ月齢時の体重には

差がみらむたが，有意な差は見られなかった．肥育開始

以降は，Q　Q区が最も大きく，q　q区が最も小さく推移

した．q　Q区は24ヵ月齢以降はQQ区と同様の体重の推

移であった．肥育終了の26ヵ月齢時では，QQ区とqQ

区の差は小さくなり，この両区とq　q区との差は，40kg

以上と8ヵ月齢時点よりも更に大きくなった．肥育終了2

6ヵ月齢時の体重，十字部高，、胸囲および腹囲は，QQ

区＞q　Q区＞q　q区であったが，体高だけは，qQ区＞

QQ区＞q　q区でいずれの項目でも有意な差は認められ

なかった．肥育開始時と終了時での増加量を比較すると

いずれの項目でもqQ区が最も増加量が大きくなり，次

いでQQ区，q　q区となった，最も増加量が小さかった

q　q区は，腹囲の増加量がqQ区よりも5．5cm小さく，

胸囲と腹囲の差で比較すると肥育開始時のQQ区および

qQ区との差は，4．Ocm，5，25cmであったが，終了時で

は9。8cm，9．Ocmと差は約2倍になった．

　肥育期問中の日増体重（以下DGとする）は，8～14

項目 QQ区 qQ区 q　q区
体重，kg

期間日増体量，kg／日

体高，cm

十字部高，Gm

胸囲，cm

腹囲，cm

8ヵ月齢

14ヵ月齢
20ヵ月齢
26ヵ月齢

8～14ヵ月齢

14～20ヵ月齢
20～26ヵ月齢
　全肥育期間

8ヵ月齢

14ヵ月齢
20ヵ月齢
26ヵ月齢

8ヵ月齢

14ヵ月齢
20ヵ月齢
26ヵ月齢

8ヵ月齢

糾ヵ月齢
20ヵ月齢
26ヵ月齢

8ヵ月齢

14ヵ月齢
20ヵ月齢
26ヵ月齢

268±6
481±9
647±16
764±15

1．17　±0、02

0．91　±0．04

0．64　±0．02a

O．91　±0．02

113±2
129±1
137±1
142±2

116±2
131±1
138±2
143±2

147±1
188±2
215±2
235±2

179±2
218±3
244±2
261±4

248±14
451±20
626±27
762±26

1．12±0．05
0．96　±0．06

0．75　±0．03b

O．94　±0．03

111±1
129±2
139±2
143±2

114±1
129±2
138±2
142±3

143±3
182±3
213±3
233±4

175±4
211±3
239±4
258±3

241±9
435±18
601±22
722±26

1．07　±0．05

0．91　±0．03

0．66　±0．03ab

O．88　±0．03

113±0
127±0
136±1
141±1

114±1
129±1
136±1
141±0

145±2
183±3
214±2
234±3

172±3
208±4
236±4
250±5

a，b　異符号間で有意差あり（p〈0．05）
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ヵ月齢ではQQ区＞qQ区＞q　q区の順であったが，14

ヵ月齢以降はqQ区が大きくなり，肥育後期ではq　Q区

がQQ区とq　q区より有意に大きく（p＜0．05）なったこ

とから，全肥育期間ではq　Q区＞QQ区＞q　q区の順に

なった．

3　枝肉の格付成績

　枝肉の格付成績を表4に示した．枝肉重量は，QQ区

が476．8kgと最も大きく，qQ区より13．3kg，qq区よ

り26．9kg優れていた，また，ばらの厚さもq　Q区とq　q

区よりも優れていた、しかし，歩留基準値，胸最長筋面

積および皮下脂肪の厚さは，qQ区が最も優れ，さらに

筋問脂肪の厚さはQQ区およびq　q区と比べ有意に小さ

くなった（P〈0．05）．B．M．S。は，QQ区が低かったが，

他の項目についても有意な差は見られなかった．

4　枝肉の構成割合

　左半丸の枝肉構成割合を表5に重量ベースで，表6に

左半丸重量に対する割合で示した．

　左半丸重量は，QQ区＞qQ区＞qq区の順で大きく

なった．赤肉重量は，qQ区が最も多くなり，左半丸に

占める赤肉割合もqQ区＞QQ区＞qq区の順であっ

表4．枝肉の格付成績
項目 QQ区 qQ区 qq区

枝肉重量，kg
胸最長筋面積，c㎡
ばらの厚さ，cm
皮下脂肪の厚さ，cm
筋間脂肪の厚さ，cm
歩留基準値，％
肉質等級
牛脂肪交雑基準値（B．M．S．No．）

476．8　±6．1

　56±5
　8．1±0．4

　3．1±0．3
　7．7　±0．3　ab

73．4＝ヒ0．7

　4．3±0．3

　　6±0．7

463．5　±21．6　　　　449．9　±11．9

　60　±1　　　　　　　　　　58　±2

　7．8±0．4　　　　 7．8±0．2

　2．9±0．5　　　　 3．4±0．3

　7．0±0．3b　8．0±0．3a
　74±0．6　　　　　　73．6　±0．4

　4．3±0．3　　　　 4．5±0，3

　　7±0．7　　　　　7±0．9
a，b異符号間に有意差あり（p＜0．05）

表5．枝肉構成重量（左半丸重量，k）
項目 QQ区 Q区 区

左半丸
赤肉

脂肪計
うち皮下脂肪
うち筋間脂肪
うち体腔脂肪
骨その他

241．1　±4．8

131．1　±3．9

82．2　±5．6

35．3　±2．8　ab

33．6　±2．2

13，2±0．7

27．9　±1．4　ab

233．2　±15．3　　　　230．4　±7．2

132．8　±7．5　　　　　　　120　＝上8．3

　70　±10．9　　　　　85．3　±4．8

25．6　±4．2　　a　　　38，3　±2．O　b

31．6　±4．4　　　　　　34．7　＝ヒ3．8

12．9±2．4　　　　12．3±1．0

30．3±1．4　a　　25．1±1．3b
a，b　異符号間に有意差あり（p＜0．05）

表6．枝肉構成割合（左半丸に対する％）
項目 QQ区 Q区 区

左半丸
赤肉

脂肪
うち皮下脂肪
うち筋間脂肪
うち体腔脂肪
骨その他

54，4　±1．4

　34±2．0
14．6±1．O　ab

13．9±0．8

5．5±0．2

11．6±0．8

57．2　±2．7

29．8　±3．4

10．8±1．3

13．4±1．3

5．5±0．9

13．1　±0．8

　　　52±2．6
　　37．1±2．4

a16．7±1．1b
　　15．1　±1．7

　　5．4±0．4
　　10．9±0．4

a，b　異符号間に有意差あり（p〈0．05）

表7．筋肉中の粗脂肪割合（％）
項目 QQ区 Q区 区

胸最長筋
半腱様筋
大腿二頭筋
内転筋

40．3±5．4

13．4±4．6

24．3　±2．6

16．8　±4．5

37、5　±4．7

7．6±2．6

20．2　±6．2

9．6±2．1

38．2±1．6

　10±1．4
22．8±3．4

16．4　±5．1

表8．脂肪組織およぴ筋肉内脂肪の脂肪融点（OC）
項目 QQ区 Q区 区

筋肉内脂肪（胸最長筋）

筋間脂肪
腎臓脂肪
皮下脂肪

32±1．5
26±2．8
43±4．3
26＝ヒ2．7　ab

33　±1．8　　　　　　　　31　±0．8

30±2．0　　　　　25±1．2
39　±2．0　　　　　　　　41　±1．9

28　±1．7　　a　　　　　24±0．6　b

a，b　異符号間に有意差あり（p＜0．05）
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た．脂肪合計重量は，q　q区＞QQ区＞qQ区となりq

Q区が最も少なく，特に皮下脂肪は重量および割合とも

多の区と比ぺて有意に少なく（p〈0．05），筋間脂肪も有

意差はなかったが重量および割合とも同様であった．ま

た，骨やその他の重量は大きく，QQ区とq　q区と比べ

q　Q区が有意に重くなった（p〈0．05）．

5　筋肉中の粗脂肪割合および脂肪融点

　筋肉中の粗脂肪割合を表7に，皮下脂肪，筋問脂肪，

腎臓脂肪および胸最長筋の脂肪融点を表8に示した．

　胸最長筋，半腱様筋，大腿二頭筋および内転筋のいず

れも粗脂肪割合は，Q　Q区＞q　q区＞q　Q区の順であっ

たが有意な差は認められなかった，

　脂肪融点は，腎臓脂肪以外はq　q区が最も低く，次い

でQQ区，qQ区の順で，特に皮下脂肪は，他の区と比

べて有意に低かった（p〈0．05）．腎臓脂肪は，qq区＞

qQ区＞QQ区の順であった．

　　　　　　　　　　考　察

　CW－1優良タイプの保有状況の異なる二代祖までを

共通とした黒毛和種去勢牛を飼養管理技術および環境要

因を同一とした中で肥育した．

　CW－1優良タイプをホモ（QQ区）とヘテロ（qQ

区）で保有する牛及び非保有牛（q　q区）の枝肉重量は，

それぞれ，476．8±6．1kg，463。5±2L6kg，449．9±11．9

kgとなった．溝下ら2）が，自然条件や肥育技術等の環境

要因をほぼ同一とした後代検定家系の枝肉重量の解析を

した報告では，それぞれ，394．6kg，375．8kg，364．6kg

であったことと比較すると今回の試験結果には，ほぼ同

様な枝肉重量の傾向がみとめられた．

　また，今回の試験において，CW－1優良タイプを保

有するQQ区とqQ区の牛の枝肉重量は，非保有牛のq

q区に比ぺ約20．Okg大きく，体重も肥育開始時点から常

に重く推移し，肥育終了時ではその差は40．Okg以上にも

なることが示された．さらに，CW 1優良タイプ保有

牛は，非保有牛より赤肉割合や骨その他の割合および体

腔脂肪割合が高く，脂肪合計割合，特に皮下脂肪や筋間

脂肪割合は逆に低くなる傾向が示された．しかし，同じ

CW－1優良タイプ保有牛であるQQ区とqQ区との問

には赤肉や脂肪割合の構成に違いが見られた．QQ区は，

qQ区よりわずかに赤肉重量と骨その他重量が軽くな

り，赤肉割合では2．8ポイントも低くなるが，逆に脂肪

合計重量が12．2kg，4．2ポイントも大きくなった．特に，

皮下脂肪割合が大きくなった．

　これらのことから，飼養管理技術および環境要因を同

一とするならば，CW－1優良タイプ保有牛は，非保有

牛より体重と枝肉重量に優れることが明らかになった．

さらに，CW－1優良タイプ保有による体重や枝肉重量

の増は，赤肉重量および骨その他の増によるものである

が，CW－1優良タイプをホモで保有すると皮下脂肪や

筋問脂肪等の脂肪重量および割合が増加することが明ら

かになった．
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図5　各試験区の枝肉断面写真（第6～7胸椎問）（上段IQQ区，中段＝qQ区，下段：qq区）

一16一

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

