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日本飼養標準肉用牛 2008年 版 改 訂 の 要 点

甫立京子ネ

はじ め に

2000年版改訂以降，国の内外で数多くの新しい

研究成果が発表されており，また，畜産物市場のグ

ローパリゼーションや近年の穀物価格の高騰など

を反映して，新しい肉牛の飼養方式が模索され続け

ている。さらに，飼料自給率の改善はわが国畜産業

の緊要の課題として，官民をあげて取り組まれてい

る。このような肉用牛飼養を取り巻く情勢の変化に

対応するためにも，各分野より館養襟準の改訂が強

く要請されていた。

1 要求量の変更

(1)乾物摂取量とエネルギー要求量

今回改訂に当たって，肉用種，乳用種および交雑

種におけるエネルギー要求量算定式の適合性につ

いて最近の公立場所における飼養試験成擦を用い

て検討を行った。黒毛和種去勢牛については，提供

された200頭以上の肥育試験成績を用いて検討した。

その結果，乾物摂取量については
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DMI (kg/日) = -3.481 +32.668 x DG+4. 548 x 10-2 

XW-7. 207 X 10-5XW2+3. 867 X 1O-8XW3 

の式が得られた。

要求量算定式の適合性は 98土10%となるものの，

体重により偏りが依然大きいことから，今回， q値

および補正係数(C田 g)の算出式を変更することと

した。変更したことによって 2008年版では体重

800kgまで対応できることになった。近年大型化し

ている肥育牛に対応した要求量を示すことができ

るようになった。しかし，乳用穣および交雑種での

大型化への対応は残念ながら次期の改訂へ持ち越

された。

q=0.4834十O.008959xDG+0. 0002088xW 

Cneg=1. 416-0. 0008948 X W 

q=エネルギ一代謝率， DG=tt体日量， Wニ体重

(2)蛋白質

日本館養標準では蛋白質を表示する単位として

これまで粗蛋自費(Cp)と可消化粗蛋白質(DCP)が

使用されてきた。しかし，欧米ではほとんどの餌養

標準において，牛が吸収可能な蛋白質の要求量と供

給量を推定する代謝壁白質(MP)システムが採用さ

れている。本飼養標準では，これまでの銅養標準で

採用されてきた算定式をできる限り使いつつ， MP 

システムを基礎に最終的に CP要求量を算定するこ

とを考えた。

MPシステムでは，飼料蛋白質の分解性，第一宵

での MCP合成量，および小腸で、の蛋白質の消化性，

吸収アミノ酸の利用効率などに基づいて蛋白質の

供給量が求められる。本飼養標準では，最近の NRC

の肉用牛の算定式に準じてMP供給量を求めること

にした(図1)。牛への蛋白質の供給では MCPを

いかにして効率的かっ多量に合成するかが重要と

なるが，アンモニアやアミノ離からの MCP合成に

は多量のエネルギーが必要で、あり，そのエネルギー

源としては，第一腎内で発酵可能な飼料中の炭水化

物が利用される。本飼養標準では， MCP合成量は

可消化養分総量 (TDN)摂取量 kg当たり 130gと
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して求めた。ただし，肥育牛については一般に給与

される飼料の利用可能な中性デタージェント繊維

(NDF)含量が低いことから， TDN摂取量kg当た

り100gとした。合成された MCPのうちの 80%が

純蛋白質でその 80%が小腸で、吸収されると仮定し

た。したがって，微生物由来の MP(MPd)の供給量

はMCPの 64%と算定した。 CPはNPNを含む分解

性査白質(CPd)と非分解性蛋白質(CPu)の合計であ

る。本飼養標準では第一湾内で微生物が利用できる

蛋白質の利用効率を 0.85，非分解性蛋白質の小腸で

の吸収率を 0.80とし，さらに分解性蛋白質につい

ては体内からの唾液や第一腎壁を通じて分泌され

MCP合成に利用されるリサイクル蛋白質(館料か

らの粒蛋白質の 15%と仮定)も考慮して， CPdと

CPuの要求量を求めた。

緩持母ための総P的機亙

×江80

図 l 代謝蛋白質システム

(3)ビタミン A

ピタミン A の要求量は， 1995年抜から体重 1kg

当たり 66IUから 42.4IUに変更された。しかし，

GDが1.Okg以上の場合は， 42.4IUでは血援中のビ

タミン A 濃度が減少していくことが明らかになっ

たので， 2008年版では DGが 1kg以下では 42.41じ

であるが， DGがそれより大きい場合には 66IUに

変更した(表1)。

表 1 綴養標準の婆求輩

出版年 婆求最(IU/kg体重)

1987 66.0 

1995 42.4 

2000 42.4 

2008改訂 42.4 (黒毛和種等DG~玉l. Okg)

66.0ホルスタイン種等DG)l.Okg

(日本飼養標準から)

牛枝肉評価において， l段!庇とされるものにシコリ

があるが，近年その発生率は急激に増加している。

シコリは筋炎ともよばれ結合組織を含んだ、硬い脂

肪が過度に筋肉に蓄積された状態を指している。シ

コリの発症率に関して遺伝的な要毘は少なく，肥育

農家における発生率が異なることから，飼養方法に

よる影響が示唆されている。シコリが発生する農家

と筋肉水艦が発生する農家が重なっており，シコリ

と筋肉水腫の発生原因は共通する可能性が高い。肥

育牛が大型化して DGが増加していることも，血張

中ビタミン A 濃度の低下と関連があると考えられ

る。

2. 解説事項の充実

(1)放牧の利用促進

放牧条件による維持エネノレギーの増加を算定す

るために，放牧条件を類型化(集約放牧，田畑跡，

山地傾斜地)して示した(表 2)。これらの放牧条件

で，会長司い飼養より増加する採食時間や歩行距離を

想定して，類型化にしたがって計算された放牧家者

の消費エネルギー増加割合の目安を示した。集約放

牧とは，比較的平坦な土地を輪換放牧，採草・放牧

兼用，高栄養草地等の組み合わせ利用により，従来

の放牧方式に比べて家畜生産性をあげる放牧方式

である。水田跡地等の小面積で、平坦な土地を寒地型

牧草の放牧地にした場合は，約1O~15%の，果樹園

後などの傾斜地をシパで草地化した場合は，約 20~

40%の維持エネノレギー増加が見込まれる。

(2)食品製造副産物の利用

ビーノレ粕やビートパルプ，コーングノレテンフィー

ドをはじめとする食品製造副産物には，牧草と比べ

るとへミセルロースやベクチン含量の高いものが

多く，それらの消化性は他の繊維成分と比べると高
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表 2 放牧条件の類型化と維持エネルギー増加割合の目安

類型化 集約放牧
問 畑 跡 山地傾斜地

人工草地 聖子草地 人工草地 聖子草地
i也形 平湿地 平坦地 平坦地 やや起伏 起伏
(高低差) 。 。 。 50 150 
放牧方式 輪換放牧 翰換放牧 定置放牧 輪換放牧 定置放牧
放牧家畜 育成牛 成雌牛 成雌牛 育成牛 成雌牛
草地
草 穫 霊祭地型牧草 寒地主主牧草 シバ 寒地型牧箪 シパ
草量(日1m2

) 150以上
E事質 高

(TDN DM%) 70 
舎飼い待からの土菌加分
採食待問(時間) 3 
歩行距離(km) 2 

舎餓い時に対する維持エネノレ
15 

ギー要求量の増加割合(%)

い値を示すが，デンプンや可溶性糖類と比較すれば

その発酵性は低い。そのためこれら食品製造副産物

の使用により，飼料費の低減や環境に対する負荷の

軽減といった効果とともに，生産レベノレを維持しつ

つ，第一胃発酵に安定化をもたらす点をも期待しう

る。ただし製造副産物の中には脂肪含量の高いもの

があり(トウフ粕，綿実，米ヌカ，ビーノレ粕など)， 

とくに不飽和脂肪酸含量の高いものは，第一腎発酵

を抑え，プロピオン酸の比率を高ーくするため，その

多給には注意を要する。また製造部産物と牧乾革を

主体とした一般の粗飼料では，たとえ NDF含量が

閉じでも，その繊維としても効果は同じであるとは

いえない。

(3)稲発 酵 粗 餌 料等自給飼料の利用

水回において，飼料用の粗飼料として飼料イネの

ホールクロップサイレージが生産され稿発酵粗飼

料とよばれている。良質な稲発酵粗館料は，稲ワラ

やチモシー乾草などより豊富にビタミン E を含ん

でおり，乾物で 100mg/kg以上になる。。カロテ

ンは，動物の体内でビタミン Aに変換されるので，

ビタミン A 市IJ御肥育で稲発酵粗館料を給与するに

は，稲発酵粗額料中の 8カロテン含量の把握と，

その低減が必要である。サイレージ調製の際に予乾

を適切に行うと，稲ワラと差のない含量となる。稲

発酵粗飼料のビタミン A 制御杷育における給与で

は，稲発酵粗額料の3ーカロテン含量が多い場合は，

稲発酵粒飼料を肥育全期間に給与することは適切

でない。肥育前後期に揺発酵粗館料を給与した場合

は，稲ワラを給与した慣行肥育に比較して増体や校

150~100 100 150以上 100 

良 {底 良 {氏
65 50 65 50 

3 4 3 4 
2 3 3 

15 20 25 30 

肉格付けで差は認められていないので，肥育前期ま

たは肥育前後期に稲発酵粗飼料を給与するのが適

切である。

肥育期間に稲発酵松銅料を給与すると，牛肉中の

ビタミン E含量は肉色の劣化防止や脂費酸化の抑

制に効果のある濃度まで増加したことが報告dれ

ている。

(4)肉震の新たな評価項目

肉質に窮する記述は，これまで校肉取引規格の肉

質等級にかかわる項目に対応してきたが，今自の改

訂では必ずしも肉質等級にかかわらない内容も追

加記述した。消費者は安心へのこだわりから飼養条

件に対して高い関心を持ち，トレーサピリティ一体

制が確立したことによって，消費者が生産方式など

の情報提供を受けることが可能となった。このため，

必ずしも格付けに反映されない肉質の評価項医で

あっても，おいしさや安心感の醸成にかかわる場合

には重要な項沼となった。そこでおいしさ」の

項gを追加し，呈味成分，香り，食感などに関する

記述を追加した。

指肪交雑等級は理化学特性の粗結肪含量と関連

するが，間じ牛脂肪交雑基準(BMS)ナンバーの場合，

1988年当時と比較して近年では高い粗脂肪含量と

なっている。牛枝肉断面を高精細に譲影することが

できる装置が開発され，ロース芯断面を闘像解析す

ることが可能になった。この撮影装遣を用いて撮影

された牛肉の高精細な画像を解析することで，特定

範囲の脂肪粒子サイズの数をもとめ， “コザシ"と

して数値で示す方法が開発されている(図 2)。日本
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コザシ 3.4 コザシ1.9

図 2 コザシの例(BMSナンバーは伺じでも、コザシの数は異なる)

「コザシ 3.4J とはロース芯 lcm2 当たりに~IUかい脂肪紋子が 3.4 個存1:Eすること

食肉格付協会は，脂肪交雑の判定基準に小ざし部分

を考慮した BMSの写真スタンダード(PSS)を 2008

年から導入したので，このスタンダードについても

紹介した。

(5)肉用牛用館料等の安全性確保対策

2001年 9月に，わが国で最初の牛海綿状腿症

(BSE)が発見された。このため， BSEの被絶を目的

とした規制が設けられた。

①肉骨粉，チキンミール，魚粉等，血粉等の動物性

の蛋白質(乳製品や鶏卵由来のものを持く。)お

よびこれらを含む飼料

②反すう動物のと畜残さから製造された動物性油

脂およびこれらを含む飼料については，反すう動

物用の飼料として輸入，製造，販売および使用が

禁止されている。

飼料の安全性に関わる情報は持々刻々変更され

るため，ウェブ上で最新の情報を入手できる

産消費安全技術センターや，中毒に謂する情報を入

手できるサイトを掲載した。

3. より利用しやすくなる 2008年版

改訂版をより多くの方々に利用していただくた

めに次のような追加を行った。

①養分要求量計算プログラムで飼料計算に使用で

きる館料数を 2000年版では 5種類で、あったもの

が 10種類へ増加させた。

②2009年に飼料成分表が改訂される予定であるが，

改訂される館料成分値をとりこむことができる。

③360以上キーワードを選択して索引を付けること

によって，キーワードからも探したい項目の頁を

見つけることが出来るようになった。
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