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鹿児島農総セ研報（畜産）第2号200837－42

豚における糞および重金属排せつ量低減に関する研究

大平徳雄・石黒典子・石原康弘＊1・福留憲浩＊2・検崎真司＊3・渡邊洋一郎

要　　約

　バークシャー種の肥育豚に銅・亜鉛両方の無添加飼料を，また消化率を高めるために消化酵素剤を

添加した飼料を給与し，糞中の重金属排せつ量の低減効果と糞排せっ量の低減効果を検討した．

さらに，これらの飼料を給与した場合の肥育成績等に及ぼす影響について比較検討した．

1　糞中の銅および亜鉛排せつ量は，市販飼料を給与した場合より，有意に低くなり，4～7割程度

　の低減が可能であった．

2　糞の形，硬さ等の性状は，市販飼料を給与した豚と同等であった．

3　糞排せつ量は，肥育前期・肥育後期とも試験区間に有意な差は見られず，消化酵素剤0．1％およ

　び0。2％添加による低減効果は得られなかった．

4　肥育成績，枝肉および肉の理化学的特性にっいても，市販飼料を給与した場合とほぼ同等の成績

　が得られることが明らかになった．

5　皮膚病などの疾病や発育に影響するような軟便・下痢等の疾病は観察されなかった．

キーワード：重金属低減，銅・亜鉛，肥育豚，糞排せつ量

緒　　言

　近年，環境問題がクローズアップされ，畜産分野にお

いても，環境負荷物質の低減化や耕畜連携による堆肥利

用の促進と循環型農業の確立が急務となっている。豚用

飼料中には，発育促進や糞性状の改善のために銅や亜鉛

などの重金属が多く添加されるが，その殆どは消化吸収

されず，糞中に排出されP，重金属を多く含む堆肥をそ

のまま土地に還元することで，ニヒ壌への蓄積や作物への

影響が懸念される．また，肥料取締法では，特殊肥料の

うち動物の排せっ物堆肥について，銅・亜鉛を一定量以

上含む場合，その含量表示が義務付けられており，環境

保全並びに有機物資材の有効な循環利用という観点から

も，早急な排せっ物中の重金属低減対策が必要である．

併せて，豚の排せつ物の負荷量軽減のため，糞排せつ量

の低減についても検討する必要がある．

　今回の試験では，バークシャー種の肥育豚に対して，

＊1　北薩地域振興局農林水産部農政普及課

　　薩摩川内市下甑駐在

＊2　大隅地域振興局農林水産部曽於支所農林振興課

＊3　肝属家畜保健衛生所

銅・亜鉛の無添加飼料を給与した場合の銅・亜鉛排せつ

量低減効果と肥育成績の比較，並びに消化酵素剤を添加

した場合の糞排せつ量低減効果にっいて検討したので報

告する．

試験材料並びに方法

1　試験期間，場所および飼養条件等

（！）試験期間は，平成16年から18年の3ヶ年で，平成16

年1）（以下，Hl6）と平成17年（以下，H17）の2ヶ年

は鹿児島県農業開発総合センター畜産試験場（以下，当

場）内での試験，平成18年（以下，H18）は一般農家（鹿

児島県志布志市F農家）による実証試験を行った。

　肥育期間および飼養条件は，表1に示した．

（2）供試豚は，当場内で生産されたバークシャー種の去

勢豚を用いた，H16年およびHl7年に実施した出納試験

には，いずれも各区4頭を調査豚として供試した。

（3）肥育体重は，各年とも約30kgから開始し，その後！1

0kgに到達した時点で出荷した．

（4）飼料の給与は朝夕の2回行い，給与量は表2に従っ

た．
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表1　飼養条件および肥育期間

実施年度　試験頭数　飼養形態　給餌方法　給水方法　肥育期問 出納試験年月

Hl6
Hl7
H18

8頭

6頭

5頭

単飼

単飼

群飼

制限

制限

制限

自由

自由

自由

5月～10月
5月～11月
5月～11月

6月（肥育前期）と8月　（肥育後期）

7月　（肥育前期）と9，10月　（肥育後期）

　　　　　　実施なし

2　試験区分と飼料成分等

（1）試験区分

　ア　市販飼料区：対照区

　イ　試験飼料1区：銅・亜鉛無添加飼料区

　ウ　試験飼料H区：銅・亜鉛無添加＋消化酵素剤

　　　　　　　　　添加飼料区

表2　肥育豚の飼料給与量基準

肥育前期 肥育後期
体重（kg）　給与量（kg／目）　体重（kg）　給与量（kg／日）

30～33

33～36

36～40

40～44

44～49

49～54

54～59

59～62

62～65

65～69

69～73

73～77

77～82

82～87

87～92
92～110

2。1

2．2

2．3

2．4

2．5

2．6

2．7

2．8

2．9

（2）飼料の栄養成分割合

　飼料中の栄養成分割合は，場内および農家試験ともに

同割合とした（表3）．なお，試験飼料1区及びH区は，

銅・亜鉛を無添加（配合飼料用プレミックス剤より，銅

　亜鉛を排除した）としたが，植物原料由来の銅・亜鉛

は含まれている．

（3）消化酵素剤の添加割合

　H！6の場内試験の添加割合は0．1％，Hl7の場内試験

およびH18の農家試験の添加割合は0．2％とした．

　消化酵素剤は，ペクチナーゼ，セルラーゼおよびβ一

グルカナーゼを主体とした市販されている飼料添加資材

を用いた．

3　出納試験方法及び測定方法

（1）出納試験は，肥育前期の体重約52kgで1回，肥育後

期の体重約85kgで1回実施した．飼料は朝夕2回に分け

て給与し，給水は自由飲水とした．

　出納試験期間中は，消化試験用ケージで飼養し，馴致

期間を3目問，試験期間は4日間とした．朝9時と夕方

4時に全糞を採取した。

（2）採取した糞および給与した飼料のサンプルは，乾燥

　粉砕し，湿式灰化法でミネラルを抽出後，原子吸光計

　（Polarize（i　Zeeman　Atomic　Absorpt　ion　Spectropho－

tometer　Z－6100：HITACHI社製）で銅・亜鉛含量の測定

を行った．

4　調査項目

　飼料摂取量，糞排せつ量および低減率，銅・亜鉛排せ

っ量および低減率，糞の性状について調査した．

　糞の性状は，含水率と硬さにっいて調査した．硬さは

投下拡張率として各区を比較した．投下拡張率は，一定

の大きさの球状に成形した糞を，床より上部l　mの位置

から投下し，投下前後の糞直径の測定値をもって，その

割合で算出した．

　さらに，この飼料を給与した場合の生体，肉生産に与

える影響を把握するため，肥育成績（H16～H18），枝

肉成績・肉の理化学的特性（H17，H18）および疾病発

生調査（H16～H18）についても調査した．

　肥育成績は，増体重，肥育日数および飼料摂取量を調

査し，1日平均増体重，飼料要求率を算出した．

　枝肉成績・肉の理化学的特性は，と体長，背脂肪厚，

ロース断面積，肉のpHおよび水分，脂肪の融点につい

て調査した，

　疾病発生調査は，記録帳に肥育期問中に発生した症状

の種類・程度，治療内容等を1目ごとに記録した．

表3　飼料の栄養成分値
肥育前期飼料 肥育後期飼料

市販飼料区　試験飼料1区　試験飼料II区　　市販飼料区　試験飼料1区　試験飼料II区

TDN　　（％）　　77．l

C　P　（％）　15．6

銅（mg／kg）50．9
亜鉛　（mg／kg）　83．8

　77．1

　15。6

5．9（11．6）

28．8（34．4）

　77．！

　15．6

5．9（11．6）

28．8（34．4）

75．2

14．2

16。4

77．4

　75．2　　　　　　　　　75．2

　14．2　　　　　　14．2

6．4（39。0）　　6．4（39．0）

27．4（35．4）　27．4（35．4）

注）　（　）内の数値は市販飼料に対する割合．
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結　　果

1　飼料摂取量と糞排せっ量

　出納試験中の飼料の乾物摂取量及び糞排せつ量は表4

に示した，

　飼料摂取量については，年次間の成績では差異が見ら

れるが，給与量を制限していることから，年次ごとの成

績では肥育前期・後期ともに試験区間に大きな差は見ら

れなかった，

　糞排せつ量は，1日排せつ乾物総重で示した，肥育前

期では，両年とも市販飼料区＞試験飼料1区＞試験飼料

H区となり，胞育後期では，H16が試験飼料1区＞市販

飼料区＞試験飼料H区，H！7が市販飼料区＞試験飼料H

区＞試験飼料1区と，いずれも有意差は見められず，消

化率で比較しても，試験区問に一定の傾向は見られなか

った，また，消化酵素剤添加の効果にっいても確認でき

なかった．

2　銅および亜鉛排せっ量

　銅・亜鉛の排せつ量を表5に示した．

　銅の排せつ量は，肥育前期は，両年とも市販飼料区＞

試験飼料1区＞試験飼料H区の順で，肥育後期は，市販

飼料区＞試験飼料H区＞試験飼料1区の順であった．

　亜鉛の排せつ量は，肥育前期は，市販飼料区＞試験飼

料1区＞試験飼料H区の順に多く，肥育後期は，Hl6が

市販飼料区＞試験飼料1区＞試験飼料II区，H！7が市販

飼料区＞試験飼料H区＞試験飼料1区の順であった．

　銅，亜鉛ともに，試験飼料を給与した区のほうが，市

販飼料を給与した区よりも有意に排せつ量の低減が認め

られた．

　その排せつ量の市販飼料に対する低減率は，銅の低減

率が，肥育前期で約75％，肥育後期で約45％，亜鉛の低

減率が，肥育前期で約45％，肥育後期で約50％程度の低

減が可能であることが明らかとなった．

3　糞の性状（表6，写真1～3）

　含水率は銅・亜鉛を低減した試験飼料給与区と市販飼

料給与区を比較しても，68～72％程度の範囲にあり，有

意差は見られなかった．各試験区の排せつされた糞の形

状・色など外観上の差異も特に認められなかった、

　また，投下拡張率は，有意差は見られなかったが，試

験飼料H区の糞がやや柔らかくなる傾向にあり，含水率

の結果と一一致した．

表4　糞排せつ量の低減効果

肥育前期 肥育後期

年次 区　分 飼料摂取量

9・DM／日

糞排せっ量

9・DM／日

飼料摂取量　　糞排せっ量

g・DM／日　　　g・DM／目

H16
市販飼料区
試験飼料1区

試験飼料H区

1，636．0

1，656．1

1，585．2

243。5

227．9（6．4）

225。5（9．9）

2，064．0

1，863．9

1，832．5

293．7

308．7（△5，1）

287．5（2．1）

H17
市販飼料区
試験飼料1区

試験飼料H区

1，583．3

1，666．7

1，650。0

199．0

194．5（2．3）

188，1（5。5）

2，783．3

2，833．3

2，716．7

475．3

437．3（8．0）

450．6（5。2）

注1）n二4，注2）（）内の数値は低減率．

表5　糞中の銅・亜鉛排せつ量の低減効果

肥育前期 肥育後期

年次 区　分 銅排せっ量

mg／kg・DM

亜鉛排せっ量

mg／kg・DM

銅排せっ量　　亜鉛排せっ量
mg／kg・DM　　　　mg／kg・DM

H16
市販飼料区
試験飼料1区

試験飼料H区

79．4a

2L9b（72．4）

18．9b（76．2）

129．5a

66．6b（48．6）

55．6b（57．1）

25．ga　　　　　　　126．ga

10．5b（59．5）　57，4b（54．8）

10。6b（59．1）　47。7b（62、4）

Hl7
市販飼料区
試験飼料1区

試験飼料H区

89．7a

19．5b（78。3）

18．9b（78．9）

154．3a

93．9b（39．！）

91．7b（40．6）

31．7a　　　　　　　137．ga

2L2b（33。1）　80．7b（4L5）

21。5b（32．2）　87．6b（36．5）

注1）n＝4，注2）小文字異符号問にP＜0．05で有意差あり、（）内の数値は低減率．
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表6　糞の性状
市販飼料区 試験飼料1 試験飼料II

含　水　率（％）

投下拡張率（％）

67．5

1！4．3

67．6

112』6

71．

125、

写真1　市販飼料区の糞 写真2　試験飼料1区の糞 写真3　試験飼料H区の糞

4　肥育成績

　肥育成績について表7に示した．

　肥育目数については，年次問を比較すると大きな差が

見られるが，年次ごとの各試験区問においては，肥育開

始体重・終了体重，増体量，肥育目数，DG並びに飼料

要求率の全ての調査項目に有意差は見られず，同等の肥

育成績が得られた．一方，当場内試験と農家試験の成績

比較では，肥育日数およびDGに大きな差が見られた．

5　枝肉成績および肉・脂肪の理化学的特性

　成績にっいては，表8に示した，

　枝肉および肉・脂肪の理化学的特性は，当場内試験に

おいては，と体長，背脂肪厚，ロース断面積，肉のpH

および水分，脂肪の融点の全調査項目に有意差は見られ

ず，各試験区間同等の成績が得られた．一方，農家試験

においては，肉の水分と脂肪の融点に有意差が見られた

が，その他の調査項目に差異は見られなかった．

6　疾病発生調査

　肥育期間中の疾病の発生は，試験期間を通して，散発

して食欲不振，下痢の発生が見られたが，いずれも軽症

で，1～3目問の治療で完治した．また，試験飼料給与

区が市販飼料区より発生が多くなるという傾向も見られ

なかった．さらに，亜鉛が欠乏するとパラケトーシス（不

全角化症）と呼ばれる特徴的な皮膚症状が現れることが

知られているが，今回の試験においては，供試豚の全頭

に発症は認められなかった．

表7　肥太’績の比友
開始体重　終了体重　増体重　肥育目数　　DG

年次 区　分
kg kg kg 目 kg／日

飼料要求率

　　　　市販飼料区

H16　　試験飼料1区

　　　　試験飼料H区

35．1

32。6

32。9

110．9

111．5

110．6

75．8

78．9

77．7

116．0

115．5

119．0

0．66

0、69

0．66

3．38

3．33

3．47

　　　　市販飼料区

H17　　試験飼料1区

　　　　試験飼料H区

32．1

32．2

31．9

112．2

1！2。4

1！2．4

80．1

80．1

80．4

130．0

！26．8

123．0

0．62

0。63

0．66

3．65

3．56

3．53

　　　　市販飼料区

H18　　試験飼料1区

　　　　試験飼料H区

30．4

30。6

31、9

113．

零12，

1！！．

83．1

81．6

79．2

159．6

151．2

151．0

0．54

0．57

0．53

3．50

3．37

3．29

注1）肥育日数は開始～終了時まで
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表8　枝肉成績および肉・脂肪の理化学的特性

年次 区分

と体長　　背脂肪厚（背〉　ロース断　　PH 水分 脂肪融点（℃）

cm cm 面積（cm2） ％ 外脂 内脂 腎脂

　　　市販飼料区　　95．5
H17　　試験飼料1区　　92．3

　　　試験飼料H区　　93．6

．67

。57

．87

23。6

24．4

23．3

5．63　　　　74．5

5．63　　　　74，3

5．65　　　　74．6

37．6

37．0

38．8

42．4

39．6

42．8

46．3

44．4

47．3

　　　市販飼料区　　95．O
H18　試験飼料1区　　96．7
　　　試験飼料H区　　96。2

．00

．70

．63

23．0

21．3

20．6

5．67　　　　74．1b

5．71　　　　75．1a

5．74　　　　74．8ab

38．5a　　　　42。5a　　　　46．ga

36．5b　　　　41．4ab　　　　45、6b

38．6a　　　　41．2b　　　　46．4ab

注1）外脂1皮下外層脂肪，内脂1皮下内層脂肪，
注2）小文字異符号問で有意差あり　（P＜0．05）

腎脂：腎臓周囲脂肪

考　　察

1　バークシャー種の肥育豚に銅・亜鉛の重金属を低減

した飼料を給与した結果，糞中への銅・亜鉛排せつ量が

市販飼料を給与した場合より，4～7割程度の低減が可

能であることがわかった．

　また，肥育豚における銅・亜鉛無添加区の糞中含量レ

ベルは，牛糞の場合4）の銅12。8～46．8mg／kg・DM，亜鉛49

～189mg／kg・DM含量値と比較すると，肥育前期では，銅1

8．9～2L　gmg／kg・DM，亜鉛55．6～9L7mg／kg・DM，肥育後

期では，銅！0，5～2L5mg／kg・DM，亜鉛47．7～87．6mg／kg・

DMと同等レベルの含量であったことから，重金属に関し

ては，牛糞と同等の取り扱いが可能であると思われた．

　しかしながら，子豚や繁殖豚の銅・亜鉛無添加飼料の

給与の影響については，今回は調査しなかったため，今

後の試験において調査・検討する必要がある．

2　銅・亜鉛の重金属を低減した飼料を給与した肥育豚

の糞の形，硬さの性状については，市販飼料を給与した

豚と同等の性状であることがわかった．

　消化酵素剤を添加した豚では，含水率および投下拡張

率の結果から，やや糞が軟弱になる傾向にあったが，そ

の原因は明らかでない．しかしながら，有意差が見られ

なかったこと，また目視や触感等外観上の差異もなかっ

たことから，飼養管理上で問題化するものでないと思わ

れた．

3　今回の試験では，銅・亜鉛低減と同時に，消化酵素

剤添加により，①消化率を高めることによる糞量の低減，

②銅・亜鉛の消化吸収率を高める，ことの2つの効果を

期待したが，今回設定した添加割合では明瞭な差は認め

られなかった．鈴木ら2〕淘は，ペクチナーゼ・キシラー

ゼ主体の複合酵素0．5％添加によるふん排せつ量低減効

果は認められなかったことを報告する一方，ペクチナー

ゼ・キシラーゼ主体の複合酵素とセルラーゼの，それぞ

れの添加割合を変えて調製した酵素添加飼料を給与した

場合の乾物消化率向上によるふん排せつ量低減の可能性

を示唆している．このことから，今回は飼料への添加割

合を0．1および0．2％と設定したが，今後は，さらに添加

割合や消化酵素の種類などを検討する必要があると思わ

れた．

4　肥育成績についても，市販飼料を給与した肥育豚と

同等の成績が得られたため，銅・亜鉛を低減した飼料を

給与することによる発育への悪影響はないことが明らか

になった．

5　枝肉・肉の理化学的特性については，農家試験の成

績において肉の水分および脂肪融点に有意差が見られた

が，調査項目全体では市販飼料を給与した場合とほぼ同

等の成績が得られることが明らかになった．

　肉の水分および脂肪融点に有意差の見られた原因は明

らかでないが，今回の試験では，農家の出荷したと畜場

と場内試験のと畜場が異なったため，と畜場での保冷保

管状態の違いも一つの要因と考えられた．しかしながら，

この有意差は市販飼料と重金属低減飼料間における一定

の傾向のある差ではなく，重金属を低減したことによる

結果とは捉えにくい．

6　疾病の発生については，主に銅が欠乏すると発育低

下，亜鉛が欠乏するとパラケトーシス（不全角化症）と

呼ばれる皮膚障害等の発症が懸念されるが，今回の試験

では，欠乏障害は生じなかったため，銅・亜鉛を低減し

た飼料の給与による疾病発生の危険性はほとんどないと

思われた．

7　以上より，銅・亜鉛の重金属を低減した飼料をバー

クシャー種の肥育豚へ給与しても，肥育・枝肉成績や皮

膚病・下痢等の健康状態に大きな影響を与えず，糞中の

重金属排せつ量の大幅な低減が期待できることが明らか

になった．従って，重金属低減飼料を活用することで，

農地還元等に容易に利用できる豚糞堆肥の製造が可能と

なり，環境保全並びに有機物資材の循環利用に寄与でき

ることが示唆された，
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