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日豚会誌 46 (1) 7-16 2009， 3月

著原

日中屋外飼養が肥育豚の行動および産肉性に及ぼす影響

本多昭幸・中里敏*

長時県畜産試験場，島原市， 859-1404 

ネ長崎県壱岐家畜保健衛生所，壱岐市， 811-5734 

(2008年 9月9日受付， 2008年 11月28日受理)

要約 肥育豚の屋外飼養が，豚の行動および産肉性に及ぼす影響について検討したO

WL' Dl6頭(平均体重，試験①57.7kg，試験②70.4kg)を供試し，対照霞および屋外飼

養区に 4頭ずつ配置し， 2屈の試験を実施した。試験①:対照毘は常時軍内で飼養した

(1.8 m2
/頭)。麗外間養区は 10時から 17時まで屋外で銅養し (60m2

/頭)，それ以外は対照

涯と同様の豚房で飼養した(1.8m2
/頭)。対日司区は不断給餌し，屋外銅養区の屋外飼養時は

制限(1日 1回 13特に 750g/頭)給錯し，鹿内では不断給額した。試験②:対照医は常時

屋内で飼養した(1.8m2
/頭)。屋外飼養区は試験①と同時亥IJに塵外銅養し (30m2

/頭)，そ

れ以外は対照区と同誌の豚房で飼養した(1.8m2
/頭)。銅料給与は試験区を関わず不断給

餌した。両試験区の平均体重が 105kgを超えた時点で試験終了とし，豚の行動，肥育成績

およびと体成績を比較した。試験①:屋外信養した豚の行動は，対照誌と比較し採食，飲

水および休息割合が低く，運動割合が高く (p<0.05)，飼料摂取量も少ないため，屋外飼養

した豚の発育は対照区より劣った (P<0.05)。また，その枝肉は屋内飼養と比較し， と体

長，背腰長およびロース長が長く，ロース断面穣が大きく，背脂肪厚が薄い傾向にあった。

試験②:屋外飼養区の豚の行動は，対!日号、監と比べ採会，飲水および排油害IJ合に差はなかっ

たが，休息割合が少なく，運動割合が高かった (P<0.05)。また試験①伺様に飼料撰取量

も少ないことから屋外飼養区の豚の発育は明らかに劣った (P<0.05)。以上の結果より，

日中に鹿外飼養した豚は，運動仔動が多く，休息行動が少なく，かっ飼料摂取量が少ない

ことが影響し，発育等の生産性は低下するが，その枝肉は背脂肪厚が薄く，背腰長が長く，

ロース断面穫が大きいことから，赤肉歩留まりの高い豚肉生産の可能性が示唆された。

緒 <=1 

した集約的な経営が行われてきた。しかし，豚を

個体別に管理するためのストール飼養や，屋内の

狭いスペースで多数の豚を群飼する現在の飼養方これまでの養豚業は主として，生産効率を重視
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法は，本来の豚の行動を大きく制限することか

ら，家畜福祉や食品の安全・安心を求める消費者

の中には批判する声もある。諸外国においては，

このような家畜の集約的な飼養方法が見直され，

家蓄福祉を考慮した飼養管理について法規制が進

められてきている現状1)にあり， 肥育豚に関する

家畜掲祉を考麗した銅養管理については，銅育密

度や床表面の環境改善など操々な検討が行われて

いる2-6)。また家畜の行動を制約しない塵外飼養も

家畜福祉に配粛した一つの銅養方法と考えられ，

諸外国では屋外飼養が，認の生産性や筋肉特性に

及ぼす影響について検討されている7-10)。

我が国における豚の麗外飼養に関しては，日まが

土壌を鼻で掘り起こす習性を利用した鼻耕法によ

る雑草駆除技術や，荒廃地の土壌開墾などに関す

る研究がこれまで行われてきたIH5)。最近では，

竹林の拡大による全国的な森林荒廃問題につい

て，豚がタケノコを採食することに着自し，豚の

竹林放牧により抑制する技術なども検討されてい

る16)。また，鈴木ら 17)は放牧時の運動とそれによ

る肉質改善作用に着目し，運動を考慮した豚の飼

養管理方法の基礎的な検討を行っている O

屋外飼養におけるある程度の運動の負荷は，肉

のきめやしまり等の肉質改善に寄与すると考えら

れる O しかしながら，一方で運動によるエネル

ギーの消費は生産効率とは逆行することでもあ

り，運動による負碍がどの程度生産性に影響する

かについて検討した報告は少なし、

そこで本研究では，日中に肥育豚を屋外飼養し

た際の行動特性と，運動負荷による発育や枝肉特

性等，生産性への影響を明らかにすることを昌的

として調査した。

材料および方法

1. 試験①

試験は 2006年日月から 2007年 1月に実施し

fこO

1) 供試豚

試験豚は当場で生産された三元交雑種 (WL.

D) 8頭(去勢 4頭，雌 4頭，平均体重 57.7土3.1

kg)を用いた。常時屋内で飼養する対照医と，日

中豚舎に併設する屋外放飼場で飼養する麗外飼養

本多・中里 B豚会誌 46巻 l号

区の 2試験毘を設け，平均体重および雄雄比が等

しくなるように 4頭ず、つ配置した。

2) 飼養方法

試験豚の飼養環境の概要を国 1に示した。対照

区は塁内のスノコ式群飼豚房 (2.4X3.0 m)に4頭

を常時飼養した C1.8m2
/頭)。屋外鏑養区は 10

から 17時までの 7時間，モウソウチク (Phyl-

lostachysρubescens)が優占した傾斜地(勾配 10

~14%) を電気牧柵で囲った屋外放飼場(10x 24 

m) に4頭を餌養し (60m2
/頭)， 17時から翌日

までは対照区と同様に鹿内の啄房で飼養した

(1.8m2
/頭)。各試験匿の給餌器および給水器は図

1の通りに設置し， 屋外放飼場には入口から最遠

部に防風用のシェルターを設けた。

対照区の銅料給与は，仕上げ期用の市販配合飼

料(成分量:CP15%以上， TDN77.0%以上・伊藤

忠飼料，東京)を不断給餌した。謹外銅養区は，

屋外銅養時は対照区と同様の飼料を 13時に l日

l回， 1頭当たり 750gを制限給餌し，屋内では同

飼料を不断給餌した。また飲水については，試験

区に関係なく，ニッフワレ式給水器による自由飲水

とした。
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図1. 飼養環境の域要

Fig. 1. Design of the fattening area 
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3) 行動調査

試験豚全ての侶体維持行動を，試験開始から

45， 48， 51日自に，屋外飼養区の屋外飼養時間に

あたる 10時から 17時にかけての 7時間調査し

た。行動調査の項目は， 休息 (Resting)，移動

(Walking)， 土掘り (Rooting)，採食 (Feed

ing)，飲水 (Drinking)，排油 (Eliminating)の

6項目とし， 5分間隔の点観察法により行った。休

息は横臥休息しているものとした。移動は歩く，

もしくは走っているものとし，仲立姿勢のものも

次の行動に移る予備動作として移動に含めた。土

りは土壌を掘削しているものとし，雑草や土壌

の採食を含めた。採食は試験館料(濃厚飼料)の

採会に限定し，飲水はニップル式給水器から飲水

しているもの，排濯は尿および糞を排濯している

ものとした。調査は肥膏施設全体が見渡せ，かっ

豚の行動に影響を与えない範囲の近い位置から

行っ fこ。

調査時聞に対する各行動の消費時間割合を，調

査時間内に観察された各行動の回数を，調査時間

全体の観察回数で除すことにより求めた。対照区

には土掘り行動がないため，移動と土掘りの消費

時間割合を合計した運動 (Exercising)をデータ

として取り扱った。両試験区の行動消費時間割合

を，屋外飼養思の給餌を実施した 13時を境に，給

餌前の 10時から 13時までの 3時間，給餌直後の

13時から調査を終了する 17時までの 4時間， お

よび調査時間をトータルした 10時から 17時まで

の7時間に分けて集計した。

4) 発膏成績およびと体成績

各試験区の平均体重が 105kgを超えた時点で

試験終了とし日平均増体量，飼料摂取量およ

び銅料要求率を算出した。屋外飼養区の鏑料摂取

量および餌料要求率の算出には，雑車や土壌その

他からの摂取量を謂査しなかったため，濃厚銅料

のみの摂取量から求めた。

技肉調査は，湯はぎ法によりと畜解体し， 24時

間冷蔵後に(社)日本種豚登録協会の豚産肉能力

検定実務書∞に従い実施した。諮査項目は，右枝

肉半丸の背脂肪厚(背，肩，腰， 3点平均)，と体

幅，と体長，背腰長 Iおよびn，左枝肉半丸の

ロース長と第 4-5胸惟間のロース断面積とした。

- 9 

2. 試験②

試験は 2007年 2月から同年4月にかけて実施

した。

試験豚8頭 (WL'D，去勢4頭，雌4頭，平均

体重 70.4::t4.4 kg) を試験①同様に対日吉区および

屋外飼養区に，平均体重および雄雄比が等しくな

るように 4頭ずつ配置した。

対照区の管理は図 lに示したとおり，試験舎

と同様に鹿内のスノコ式群飼豚房 (2.4X3.0m)に

常時餌養した O.8m2/頭、)。一方屋外銅養区は，屋

外での飼養時間は試験①と同諜に 10時から 17

時の 7時間としたが，麗外放飼場の面穫は試験①

の半分 (8X15m， 30m2/頭)とし， 17時から翌日

時までは対照区と同様に屋内の豚房(1.8m2
/頭)

で飼養した。また図 Iの通り給餌器，給水器およ

び防風シェルター(屋外放館場)を設けた。

飼料給与は対照区および屋外飼養区の謹内・屋

外を関わず，試験飼料を不断給錯した。水はニッ

プノレ式給水器による自由飲水とした。

行動調査は試験開始から 35，37， 38日自に実施

し，調査方法は試験①に従った。また l日平均増

体量，飼料摂取量および、銅料要求率についても試

験①と同様に調査した。

3. 気温条件

試験期間中の気温条件を表 1に示した。試験①

表1. 気温条件

Table 1. Temperature conditions (OC) 

Exp.1 Exp.2 

A verage tempY 10.4::t3.9 9.8土3.7

Max temp.2) 23.5 25.1 

Min temp.3) 2.6 0.3 

A verage dairy range4) 8.0土2.3 10.2::t3.0 

M巴ans土 (standarddeviation). 

1) Averag巴 temperatureduring experiment 

period. 

2) Highest temperature during experiment 

p巴riod

3) Lowest temperature during experiment 

period . 

• j) Average dairy range temperature during 

experiment p巴riod.
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は平均気温 10.4
0

C，最高気温 23.5
0

C，最低気温

2.6
0

C，平均日較差 8.0
0

C，試験②ではそれぞれ

9.8
0
C， 25.1

0
C， -0.3

0
C， 10.2

0
Cの温度環境下で試

験を実施した。

4. 統計処理

行動結果については，各個体の調査期間 (3日

間)における行動指費時間割合の平均値を逆正弦

変換した後，個体 (η ニ 4)を皮復として処理問

(鹿内銅養，屋外鰐養)における各調査項目の有意

差の検討を t-検定により行った。また発育成績

およびと体成績は個体 (η=4)を皮復として，処

理(崖内飼養，屋外飼養)および性(去勢雄・雄)

を要因とした 2元配置法による分散分析を行っ

fこO

土
問

。
掛
川
T 果

1 . 行 動

屋外飼養が肥育豚の行動に及ぼす影響につい

て，試験①の結果を表 2に示した。

給餌前の屋外飼養誌の豚の行動は，当然採食行

動が無く(屋外飼養匿 vs対照区;0% vs 15.5%)， 

飲水行動もみられなかった (0%vs 2.3%) (p< 

0.05)。休患 (49.3%vs 54.7%)および排出に消費

本多・中虫 日豚会誌 46巻 l号

した時間割合(1.5%vs 0.9%)には両試験堅開に

差が認められなかったが，運動に消費した時間割

合は，屋外餌養区が対照区より有意に高い値を示

した (49.2%vs 26.6%) (P< 0.05)。
13時の給餌以降の屋外飼養した豚の行動は対

照匿と比較し採食 (12.6%vs 16.5%)，飲水 (0.6

% vs 1.4%)および排j世に消費した時間割合 (0.7

% vs 0.9%)に有意な差は認められなかったが，

明らかに休息に消費した時間割合が低く (30.8%

vs 62.9%)，運動に消費した時間割合が高かった

(55.2% vs 18.4%) (p< 0.05)。

以上より調査時間トータルの豚の行動は，屋外

飼養区は対照区と比較し排池に消費した時間割合

(0.9% vs 0.9%)に差は認められないが，採食

(7.4% vs 16.1%)，飲水 (0.3%vs 1.8%)および

休息に消費した時間割合 (38.4%vs 59.4%)が低

く，運動に消費した時間割合が高かった (53.0%

vs 21.9%) (p< 0.05)。

一方，屋外餌養医の屋外銅養中も不断給館を

行った試験②の結果を表 3に示した。屋外飼養

区の豚の行動は対照区と比較し採食 (14.5%vs 

13.2%)，飲水 (2.4%vs 2.2%)および排出に消費

した時間割合 (0.7%vs 0.7%)に差は認められな

表 2. 屋外餌養が日本の行動消費時間割合に及ぼす影響(試験①)

Table 2. Effects of outdoor fattening on percentage of time pigs were observed per-

forming different behaviors (Exp. 1) (%) 

Before feeding After feeding Total 
(10: 00-13 : 00) (13・00-17:00) (10: 00-17 : 00) 

Control Outdoor Control Outdoor Control Outdoor 
fattening fattening fattening 

(η=4) (η=4) (n=4) (η=4) (n=4) (n=4) 

Resting 54.7:1: 2.1 49.3土5.0 62.9:1:9.1" 30.8土5.0b 59.4ごと5.7a 38.4:1:8.7b 

ExercisingI) 26.6土4.0b 49.2:1:5.4a 18.4土6.6b 55.2:1:3.3a 21.9土4.9b 53.0土3.4a

(Walking) (26.6) (10.8) (18.4) (19.1) (21.9) (15.6) 

(Rooting) (-) (38.4) (-) (36.1) (37.4) 

Feeding 15.5土3.0a Ob 16.5土4.5 12.6:1:5.4 16.1:1:1.4a 7.4ごと3.1b 

Drinking 2.3土1.9a Ob 1.4:1:1.0 0.6土0.4 1. 8:1:0. 4a 0.3土0.2b

Eliminating 0.9土0.7 1.5土1.8 0.9土1.0 0.7土1.0 0.9土0.8 0.9:1:1.0 

Mean:1: standard d巴viation.

1) Total of Walking and Rooting. 

ab Shows significant difference (P< 0.05) at the same period. 
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かった。しかしながら肥育豚を屋外飼養すること

で対照区より明らかに休息に消費した時間割合が

低く (22.5%vs 69.3%)，運動 した時間割合

が高かった (60.0%vs 14.6%) (p< 0.05)。

表 3. 屋外飼養が豚の行動消費時間割合に

及ぼす影響(試験②)

Table 3. Effects of outdoor fattening on 

percentage of time pigs were 

observed performing different 

behaviors (Exp. 2) (%) 

Control Outdoor 
fattening 

(ηニ 4) (n 

Resting 69.3土8.9a 22.5土7.5b

Exercising1l 14.6:1:6.0b 60.0土15.7a

(Walking) 04.6) (15.3) 

(Rooting) (一) (44.7) 

Feeding 13.2土4.9 14.5こと6.0

Drinking 2.2土0.7 2.4:1:l.9 

Eliminating 0.7:1:0.2 0.7土0.4

Mean土standarddeviation. 

1) Total of Walking and Rooting. 

ab Shows significant differences (P< 0.05). 

2. 発育成積

屋外飼養が発育成擦に及ぼす影響について，試

験①および試験②の結果を表 4に示した。すべ

ての項目について，性の効果および処理と性の交

互作用は認められなかった。

試験①の崖外飼養した豚の増体は対照区と比

較し，試験期間を通して劣る傾向にあり，その結

果試験期間全体の 1臼平均増体量は明らかに対照

霞より劣った(屋外飼養区 vs対照区;796 gj日

vs 991 gj日) (P< 0.05)。 このため試験終了体重

に達するまでの肥育日数は，対照霞と比較し屋外

銅養区では 10B長くなった (63日vs53日)。屋

外飼養区の 1日当たりの銅料摂取量は対照区と比

較し少なく (3036gj日 vs3449 gj日)，また飼料

要求率が大きくなった (3.82vs 3.48)。

試験②の肥育成績は試験①間諜に，屋外飼養

区の増体は対照区より顕著に劣った (666gj臼vs

977 gj日)(P< 0.05)。肥育日数は屋外飼養するこ

とで対照匿より 13日長くなり (56日vs訪日)，

l日当たりの飼料摂取量が少なく (2998gj日 vs

3596gj日)，増体量が少なかったため，飼料要求

率が大きくなった (4.50vs 3.68)。

3. と体成績

屋外飼養がと体成績に及ぼす影響を表5に示し

た。すべての項目について，処理と性の交互作用

表 4. 屋外飼養が肥育成績に及ぼす影響

Table 4. Effects of outdoor fattening on growth performance 

Exp.1 

Initial weight (kg) 

Final weight (kg) 

Daily gain (gjday) 

Fattening period (day)1l 

Feed intake (gjday)2) 

Feed conversion ratio3) 

Meanことstandarddeviation 

Control 

(η=4) 

56.3土3.2

108.8土3.7

991ごと19a

53 

3449 

3.48 

1)2)3) Mean of the experiment group. 

ab Shows significant di妊erences(P< 0.05). 

Outdoor 
fattening 
(η4) 

59.1土2.6

109.3土5.3

796土6010

63 

3036 

3.82 

11 

Exp.2 

Control 

(η=4) 

68.0土3.3

110.0:1:7.7 

977ごと115"

43 

3596 

3.68 

Outdoor 
fattening 
(n=4) 

72.8:1:4.3 

110.1ごと4.7

666:1:49b 

56 

2998 

4.50 
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表 5. 屋外飼養がと体成績に及ぼす影響(試験①)

Table 5. Effects of outdoor fattening on carcass 

measurements (Exp. 1) 

Control Outdoor 
fattening 

(n=4) (η 立 4)

Backfat depth (cm) 

shoulder 4.1土0.3 3.5土0.6

back 2.2土0.7 1.6:t0.4 

loin 3.5:t0.4 2.9土0.5

average (3 points) 3.3土0.4 2.7:t0.5 

Carcass width (cm) 36.1:t 1. 3 35.6ごと2.3

Carcass length (cm) 93.0ごと1.5b 97.1土1.4a

Back loin length 1 (cm) 77.1:t1.2b 79.9土1.5a 

Back loin length II (cm) 67.9土0.8b 70.5土1.9a 

Loin length (cm) 55.9土1.4b 59. 6:t 1. 4a 

Loin area (cm2
) 23. 8:t2. Ob 26.0こと2.0a

Means:t standard devia tion. 

ab Shows significant difference (P< 0.05). 

に有意差は認められなかった。

屋外飼養した豚の枝肉は，背脂肪惇が肩(崖外

銅養区 vs対照区;3.5 cm vs 4.1 cm)，背 0.6cm

vs 2.2cm)，腰 (2.9cm vs 3.5 cm)および3点平

均 (2.7cm vs 3.3 cm)のぞれぞれで対照区に比べ

薄い傾向にあった。と体掘に差は認められなかっ

たが，と体長 (97.1cm vs 93.0 cm)，背腰長 I

(79.9 cm vs 77.1 cm)，背腰長立 (70.5cm vs 67.9 

cm)およびロース長 (59.6cm vs 55.9 cm)がそれ

ぞれ有意に長く，ロース新面讃 (26.0cm2 vs 23.8 

cm2
) は屋外飼養区が対照区より大きかった (P<

0.05)。また，表には示さなかったが，ロース

積には性の効果が認められ，雌が去勢雄より有意

に大きかった (P<0.05)。

考察

本研究では，肥育後期(仕上げ期)の豚を屋外

飼養した際の行動特性の把握と，その行動特性が

肥育啄の発育，飼料効率およびと体成績に及ぽす

影響について検討した。

1. 行動特性

屋外間養した豚の行動特性は，豚の土器り(探

12 

索)する習性によってもたらされる。豚は放牧下

では雑食性で，土や石，草，根などを鼻で探索し

摂食することが知られている 19，20)。伊村らωは，

植生がほとんどなくなった放牧地における肥育後

期の豚の行動割合は，土掘り行動 (7.5~24.6%)

や移動行動 (7.8~ 12.3%)が増加し， {木患行動

(34.8~47.0%) が減少することを報告している。

試験①および試験②の鹿外飼養匿の飼育密度は

それぞれ，伊村らωの報告の中密慶区(1.8頭/a)

および高密度思 (3.0頭/a)に相当するが，植生の

少ない冬期に竹林を屋外放飼場に用いた本研究で

も向様の行動が観察された。屋外餌養した豚の運

動(移動十土掘り)行動は試験①で 53.005.6+

37.4) %，試験②では 60.005.3+44.7)%と高く，

休患行動は試験①で 38.4%，試験②では 22.5%

と抵く，その傾向は伊村ら 14)の報告と同様に，裸

地化の進行が激しかったと考えられる高密度区の

試験②でより顕著に観察された。

屋外飼養時の運動行動の多くを占める土掘り行

動は，採食，飲水および排出の生理的な行動に影

響を及ぼさなL、かぎり，環境への適応行動として

現れると考えられる。制限給餌した試験①の屋
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外飼養区の土掘り行動は，給餌前の 38.4%に対し

給館後は 36.1%とほぼ同等に観察された。また不

断給館した試験②でも 44.7%と高い割合で観察

されたことから，屋外館養時の土掘り行動は給餌

パターンに影響を受けないと考えられる。一方

で，試験①の給館後および試験②の蕗の行動は，

濃厚飼料の採食行動が制限されない同様の飼養環

境と考えられるが，それぞれにおいて採食，飲水，

排池の生理的な行動と，それらを連結する移動行

動に屋内飼養と屋外飼養で差は認められなかっ

た。 LAWRENCEとTERLOUW
2tlは，環境制御による

豚の行動調節について，放牧のような身体的な制

約のない状況下での豚の行動は，様々な環境条件

に対し，摂食行動に関連してよく反応するのに対

し，摂食行動がいつで、も可能な屋内で飼養された

家畜の行動は，変化や動きが少ないと述べてい

る。本研究においても屋外鰐養した豚は，生理的

な行動以外にも土掘り行動による運動量が多かっ

たのに対し，行動が制限された屋内での豚の行動

は，生理的行動と移動行動以外を休息行動に費や

し，運動行動が少なかったことは，同様の結果と

思われるO このように，豚の習性とされる土掘り

行動は，E室内環境では身体的な拘束により休息行

動として抑制され，麗外環境ではその環境への適

応行動として現れるもので，この麗外銅養での土

掘り行動が豚の運動時間を増加させ， {:木患時間を

減少させると考えられた。

2. 行動と生産性

屋外飼養した肥育誌の発育については，これま

でいくつかの報告がみられる。 GENTRYら7.8)は，

屋外(アルフアルファ車地)および屋内(コンク

リートスノコ)の飼養環境の違いについて，屋外

銅養した豚は，麗内飼養より増体が優れる，もし

くは差はないが館料効率が改善されることを報告

している。また季節の影響について，夏期の増体

は屋外館養が庭内飼養より優れ，冬期は両方に差

はないとしている九一方，国内の報告22-24)では，

屋外飼養した認の発育は屋内飼養より劣ることを

示し，伊村らの報告14.15)においても， 日本飼養標

準・豚25)に示された期待日増体量と比較すると

屋外飼養した践の発育は低い傾向にある O

以上のように，屋外銅養が豚の発育に及ぼす影

響についての見解は一定しない。屋外飼養は屋内

銅養と比較し，飼養環境を制御しにくい特徴を持

つため，肥育施設や気温条件などの様々な要困に

よって左右されるためだと考えられる。しかしな

がら，国内での屋外飼養に関する報告は発育が劣

る傾向で一定している。本研究においても，屋外

飼養した豚の増体量は屋内館養に対し，試験①

で 80.3%，試験②では 68.2%程度と劣り，園内の

傾向と一致している。

層内の報告において屋外飼養により発育が劣る

原因の一つは，屋外放飼場の環境が圏外と国内で

異なり，その結果として運動量に差が生じるため

と考えられる。 GENTRYら7-9)は植生が密集したア

ルフアルファ草地を用いて屋外飼養しているのに

対し，国内では雑草畑や山地など，植生の少ない

環境であり，本研究で屋外放餌場として用いた竹

林も同様であった。行動特性で先述したとおり，

罷外飼養した豚の土掘り行動は，植生の少ない環

境ほど顕著に現れる。このことから国内の屋外飼

養環境は，豚の運動量が増加しやすい環境であっ

たと言える O よって運動量の増加によるエネル

ギーの浩費が，豚の発育を低下させる一因と考え

られた。また屋外観養した誌の濃厚餌料摂取量

は， 屋内飼養に対し試験①で 88.0%，試験①よ

り土掘り行動の多かった試験②では 83.4%程度

と少なかった。伊村ら 15)は，荒箆草地において肥

育啄を放牧飼養した際，濃!享飼料給与レベルをおj

限された豚はそうでない豚と比較し，食草行動や

土掘り行動が増加したことから，放牧地の植物な

どの採食量が増えることで濃厚飼料の不足分を補

うものと推察している。本研究においても運動行

動としての土掘り行動の増加は，同時に植物など

濃車飼料以外からの摂取量の増加をもたらしたと

考えられ， このことが濃厚飼料摂取量の減少に影

響したと考えられる。以上より，運動負荷による

消費エネルギーの増加と，土掘り行動に伴う濃厚

飼料摂取量の減少により，屋外飼養した豚の発育

は低下したと考えられた。

屋外館養した豚のと体成績は，と体長，背腰長

1，背腰長Eおよびロース長が有意に長かった。

適度な運動負荷と，発育低下に伴う肥脊日数の延

長はそれぞれ，骨格や箭内の成長促進と，それら

13 -
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の成長期間の延長に寄与した結果，体躯の伸張に

影響を与えたと考えられた。背脂肪厚は，肩，背，

腰および 3点平均のそれぞれで窪外飼養により薄

くなった。運動行動の増加によるエネルギーの消

費と，濃厚飼料接取量の低下による摂取エネル

ギーの不足が，発育の低下と同時に豚の脂紡蓄種

を抑制したと考えられた。また， このことにより

ロース断面積の大きい，赤肉歩留まりの高い枝肉

になるものと考えられた。

以上の結果より，日中に屋外鏑養した肥育豚

は，運動に消費した時間割合が高く，休息に消費

した時間割合が低く，かっ濃厚銅料摂取量が少な

いことが影響し，増体量や飼料要求率の生産性は

低下し，肥育日数は 2週間程度延長することが明

らかとなった。また，その枝肉は背脂肪厚が薄く，

背腰長が長く，ロース新面積が大きいことから，

赤肉歩留まりの高い豚肉生康の可能性が示唆され

fこO

4
d
e
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E町ectsof Outdoor Fattening during Daytime on Behavior， 

Growth Performance， and Carcass Traits in Finishing Pigs 

Akiyuki HONDA and Satoshi NAKAZATO* 

Nagasaki Prefectural Livestock Experiment Station， Shimabara-shi 859-1404， Japan 
* Nagasaki Prefectural Iki Livestock Hygiene Service Center， Iki-shi 811-5734， Japan 

Two experiments were conducted to assess e百ectsof outdoor fattening on pigs' 

behavior， growth performance， and carcass traits. For each experiment， 8 pigs (WL 

X D) were separated equally into a control group (CG) and an outdoor fattening 

group (OFG). For Experiment 1， CG pigs were fattened entirely indoors (slatted 

ftoors， 1.8 m2jpig). The OFG pigs were fattened outdoors (bamboo thicket， 60 m2jpig) 

during 10: 00-17: 00， and indoors during 17: 00-10: 00 (1.8m2jpig). The CG pigs 

were fed a commercial dietαd libitum. The OFG pigs were fed a commercial diet 

restrictively (750 g jpigjday) when pigs were outdoors ; they were fed αd libitum 

other times. For Experiment 2， CG pigs were fattened entirely indoors (1.8 m2 jpig) ; 

OFG pigs were fattened outdoors (30 m2jpig). Both groups were fed a commercial 

dietαd libitum. Experiments ceased when the pig weight reached 105 kg. Based on 

results of Exp. 1 OFG pigs had significantly lower feeding， drinking， and resting， and 

a higher behavior ratio of exercise than CG pigs had (P< 0.05). Their feed intake was 

lower than that of CG pigs. The OFG pigs had significantly lower average daily gain 

than CG pigs had (P< 0.05). The OFG pigs had longer carcass length， back loin 

length 1， back loin length II， and loin length than CG pigs had (P< 0.05). The backfat 

depth (shoulder， back， loin， and three-point average) of OFG pigs was less than that 

of CG pigs. Based on Exp. 2， no significant di百erencesin feeding， drinking， or be-

havior ratios of eliminating between were found between the two groups. However， 

OFG pigs displayed significantly less resting and a higher ratio of exercise behavior 

than CG pigs did (P< 0.05). The OFG pigs showed less feed intake than the CG pigs 

did. Consequently， the average daily gain of OFG pigs was lower than that of CG 

pigs (P< 0.05). The OFG pigs showed lower growth performance attributable to 

more exercise， less rest， and less intake， but carcass traits included longer loin length 

and thinner back fat， suggesting that outdoor fattening for pork production gives a 

high red-meat yield. 
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