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字し用子牛の離乳移行期の栄養管理

大場真人

アルパータ大学 農業環境生命学部 農業食品栄養学科乳牛栄養学准教授

(Agriculture/Forestry Centre， Edmonton， Alberta T6G 2P5) 

(2011年8月初日受付.2011年10月21EI受理)

要約 自然の環境下で¥子牛は生後6ヵ月後くらいで離乳する.乳用予牛の場合，子牛は生後

すぐに母牛から隔離され 11fti乳期間もわず、か数ヶ月で、終わる. 111ft乳移行期に，子牛は代謝生理上の大

きなストレスを経験する.代用乳の給与が終わり，主な栄養源としてスターターや乾草から必要な栄

養分を摂紋しなければならず¥摂取する飼料に応、じた消化機能を発達させる必要がある さらに，隊

乳移行期の子牛は，カーフ・ハッチでの個別の飼養管理からグループとして飼養管理されるようにな

か環境に起因するストレスも経験すると考えられている これらのストレスを軽減することは非常

に重要で、あり，離乳移行期の子牛の栄養管理は，その後の成長や健康にも大きな影響を及ぼす 本稿

で紹介する過去数年に発表された研究は，1)高It:乳移行期には良震の乾草を給与すべきこと， 2)南1ft

乳移行期を10日ほど持つべきこと， 3)離乳移行期ではグルーフ。管理への移行をためらう必要はないが，

子牛のグループ構成には注意を払うべきことなど，乳牛の育成プログラムを検証する上で，新たな考

え方を示している.

一ーキーワード 離乳移行期，アシドーシス，乾草給与，群管理

はじめに

泌乳後継牛の育成プログラムにおいて，南It:乳移行期の

マネージメントは非常に重要で、ある.この時期の子牛は，

二種類のストレスを経験すると考えられている.一つ日

のストレスは，摂取する飼料が大きく変化することに伴

うものである 代用乳の給与が終わり，主な栄養源とし

てスターターや乾草を摂取するようになる.代用乳は，

物理的にルーメンをバイパスして，第三胃に直接入るた

め，子牛はルーメン発酵に頼らず栄養分を吸収すること

ができる 乳糖は小腸で消化され，単糖として体内に吸

収される. さらにタンパク質も小腸で、消化され，アミノ

酸として吸収される このように，離乳前の子牛は，単

胃動物と開じ消化機能を持っているが，離乳移行期の子-

4二は単閏動物から反努動物になるという大きな変化を経

験する 離乳に伴い，ルーメン発酵の産物である器発性

脂訪酸 (VFA) を吸収し，主なエネルギー源として利

用するようになる.さらに，ブドウ糖を小腸で吸収する

のではなく，肝臓での糖新生に頼るようになる. タンパ

ク質は小腸にたどり着く前に，ルーメンで分解されるが，

ルーメンで微生物タンパクを合成し，微生物タンパクを

消化することにより，必要とするアミノ酸を吸収する.

このように，離乳移行期に 子牛の消化機能と代謝機能

は大きく変化する 離乳移行期の子牛が経験するこつ自

のストレスは，環境の変化に伴うものである.今までは，

カーブ・ハッチなどで個別の飼養管理を受けていたのが，

スーパー・ハッチやロットなどに移されグループとして

飼養管理されるようになる.これらのストレスを最小設

に抑え，順調に増体させていくことは，後継牛の育成プ

ログラムの中でとても重要である.本稿では，過去数年

に発表された研究論文の幾っかを紹介し離乳移行期の

子牛の飼養管理技術を考えてみたいー

2 子牛のアシドーシス

ルーメン・アシドーシスは反努動物の生産性を低下さ

せる代謝障害である泌乳牛の場合，飼料設計中のスター

チ濃度を上げ過ぎると，ルーメン・アシドーシスを引き

起こし乳脂率や乾物摂取量を低下させる 隊乳移行期

の子牛は，穀類を多く含むカーフ・スターターを給与さ

れる アルパータ大学で、行われた試験で=は，穀類含量の

異なる 3種類のカーフ・スターター(表1)を給与し

離乳移行期の子主i二のスターター摂取量，ルーメンpH，

増体などのデータを比較した[l] 栄養管理プログラム
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を表2に示した. 42頭のホルスタインのオス子主|二を 3週

i~告白までに導入し，試験農場の環境に場11致させた後， 4 

適齢目に試験を開始した代用乳(18%脂肪， 26% CP) 

を1200g1日給与しそれぞれのカーブ・スターターを

14頭の子牛に給与した 7週齢以降代用乳の給与量を

段階的に減らし 9週齢日に完全自iほしし，乾主主を自由採

食させた.その後，スターターの摂取量が一定レベル(3

5連続で、2.5kgl日以上)に達した後，ルーメンpHを3

E間計測した ルーメンpHは2分毎に 1罰， 72時間連

続で計測した ルーメンpH討す賂期間中は，スターター

の給与量を2.5kgl日に制限し乾主主は自由採食させた

子牛のルーメンpHは低く，カーフ・スターターの給

与後3時間以内にルーメンpHは5.5以下になる(図1).

これは，泌乳牛のルーメンpHよりも低い. とりわけ，

DDGSを含むカーブ・スターターはデンプン含量が最も

低かったにもかかわらず，子牛のルーメンp況を最も低

下させた(図1).泌乳牛の場合，飼料設計中のデンプ

ン含量はルーメンpHに大きな影響を与えることが一般

に知られているが，高!日し移行期の子牛の場合，デンプン

含量そのものがルーメンpHを下げる主な要国とはなら

ないことを，このデータは示している. しかしこの試

験では，乾草の摂取量とルーメンp況には正の相関関係

が認められた(図 2). これは，乾主主の摂取量の高い子

牛ほど，給与されたスターターのタイプに|努係なく，ルー

メンpHを高く保つことが出来たことを意味しており，

離乳移行期のアシドーシスを軽減するために良質の乾草

を給与することの大切さを示している.高|ほし移行期の子

.':j二の場合，乾草の摂取量が80g1日以下になればルーメ

ン・アシドーシスのリスクカt高まる [2J

しかし DDGSのカーフ・スターターを給与された子

牛は，ルーメンpHが最も低かったにもかかわらず，ス

ターターの摂取量や増体量は抵下せず，ルーメン・アシ

ドーシスがうこ牛の発育にマイナスの影響を与えること

を，当試験では線認できなかった離乳移行期の子牛の

jレーメンpHはアシドーシス状強にあるが，それが代謝

障害と見なされるべきなのか，あるいは発酵離を吸収す

るルーメン機能を促進するための正常な生理状態なのか

に関して，現時点では結論付けることはできない.高!E乳

移行期の子守ニと泌乳牛のルーメン・アシドーシスには共

通点もあるが，呉なる点も幾つかある 離乳移行期の子

牛のルーメンpHに影響を与える要因，さらにルーメン・

アシドーシスが子牛の増体にどのような影響を与えるの

かに関してはデータが非常に少なく，これからの研究が

必要とされている.

表 1 3種類のカーフ・スターターに使われた餌料原料と栄養成分 (Laarmanet al.， 2010) 

粉砕コーン ビート・パルプ DDGS 

圧ベン大麦 10.3 10.3 10.3 

スチーム・フレーク・コーン 19.3 19.3 19.3 

糖蜜 l.5 l.5 l.5 

ベレット

粉砕コーン 27.2 12.5 12.5 

ビート・パルプ 14.7 

DDGS 27.0 

その他の飼料原料 4l.7 4l.7 29.4 

表2 カーブスターターの給与試験での飼養管理プログラム (Laarmanet al.， 2010) 

週齢 代用乳(乾物) カーブ・スターター 乾草

3 ~ 1200g/1ヨ なし なし

4 1200g1臼 自由採食ネ なし

5 1200g1臼 自由採食 なし

6 1200g1臼 自由採食 なし

7 900g1日 自由採食 なし

8 600g1日 自出採食 なし

9 なし 自由採食 自由採食

ルーメンpH測定期間 なし 2.5kgl日 自由採食

*カーブ・スターターの最大給与量は2.5kg/lヨ
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だけではなく，増体効率，免疫機能の強化，家畜福祉の

観点からも女子ましい. しかし 強化H南青を成功させるに

あたって，これまで「常識Jと考えられてきた子牛の栄

養管理の定石を再検討してみる必要がある.

カナダのブリティッシユ・コロンピ、ア大学で、行われた

試験では，子牛30頭を鈍い 離乳移行期に乾主主を給与す

る効果を検証する試験を行った [3].低温殺直された会

乳を，下記の栄養管理プログラムにしたがって給与した

(臼歯令 3-35日 8L1日， 日命令36-53日 4L1日， 日歯令

54-56B 2 LI日，日齢57…70日 完全離乳).これは，

低脂肪・高タンパクの代用乳を使い. 12L1日給与する

一般的な強化H南青とは多少異なるが，代用乳の給与量を

5Lに制限するこれまでの子牛の栄養管理プロ

グラムよりも乳の給与量が多い.これらの子牛にカーフ・

スターターを自由採食させ. 30頭のうち15頭には，

に切断乾草(オーチヤードーグラス， NDF 62.4%， 

17.7%) を給与した.

試験結果は表3に示したが，乾主主を給与された子牛は，

スターターの摂取量がやや低くなる傾向が見られたが，

乾草の摂取量を含めたDMIの合計は高くなり， 6週自

以降の体重は高くなる傾向が見られた 70B齢で屠殺さ

れた時，ルーメン・第二関は，乾草を給与された子牛の

ほうが重く，ルーメン内の出化物の量も多くなった. し

かしルーメン壌の繊毛の長さ， I!fiii， I事さに有意差は見

られなかった.これらのデータは，強化晴育を実践する

場合，乾草を給与しでも，増体量に影響を与えるほどス

ターターの摂取量が低下するわけで、はないこと，その反

対にルーメンの発達にプラスの効果があったことを示し

ている.ルーメンの繊毛を成長させるのは栄養面での刺

激(酷駿やプロピオン駿)だが，ルーメンの筋肉部分の

発達を促進するのは物理的な刺激で、ある.繊毛の大きさ

に影響はなかったものの，乾草を給与することにより

ルーメンそのものは大きくなった.さらに，乾草を給与

された子牛のルーメンpHが高くなったことも注目に値

する.この研究データは，子牛のフレーム・サイズとルー

メンの成長を促進する上で， I強化11甫育」と f良衰の乾

草給与Jの組み合わせが好ましい働きをすることを示し
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理想の離乳移行期間

強化補育では，高It乳移行期にカーフ・スターターへの

移行が上手くいかず，増体が一時的に停滞するケースが

ある.高!E乳移行拐のストレスを軽減するために，強化11南

育プログラムで，どの程度の離乳移行期間を持つことが

理想的なのかについては，従来の代用乳給与プログラム

とは異なることが推察される.次に，離乳移行期の長さ

が子牛の発育に及ぼす影響を評価した試験を紹介したい
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子牛への乾草給与

従来の子牛の栄養管理では 代用乳・乳の給与量を体

重の10%程度に抑えることが推奨されていたが，その目

的はカーブ・スターターの摂取量を増やし，ルーメンの

発達を促進することにある. さらに，カーブ・スターター

の摂取量が下がるリスクがあるため，離乳前の乾草給与

も勧められていなかった.高It乳移行期の子牛はルーメン

機能が発達していないため，乾草からト分のエネルギー

を摂取できず，乾草を給与ーしても子牛のルーメンの繊毛

は伸びない ルーメン壁の繊毛を発達させ，発酵酸の吸

収代謝を促進するのは酪酸やプロピオン酸であり，これ

らの発酵酸はカーフ・スターターがルーメンで発酵する

ときにたくさん生成される そのため，離乳移行期の乾

草給与は，それほど重要視されていなかった. しかし

最近の子牛の栄養管理では，強化楠育が注百されている.

代用乳の給与量を増やせば，子牛の増体速度が高くなる

3 



[4J この試験では，廃棄乳を低温殺菌した全乳楠育の

給与を行ったが，強化楠育なみに l日12L給与したそ

して，離乳移行期間として， 22日， 10日， 4日， 0臼の

四つを評価した. r22日の移行期間Jでは，生後19日目

から22日かけて(1日あたり0.55Lずつ)暗乳量を減ら

していった rlO日の移行期間jでは生後31日目から 1

日あたり1.2L，r 4日の移行期間Jでは生後378日から

l日あたり 3.0Lづっ鴫乳量を減らした. r 0自の移行期

間Jの子守二は一発離乳で，補乳を突然中止した どの離

乳プログラムの子牛も，生後41日目には完全離乳した

子牛の発育データを表4(こ示したが，離乳移行期間が

228与えられた子牛は，移行期の増体速度が最も低く

なった 生後19日日から補乳量を少なくしても，スター

ターの摂取量は高くならなかったためである.ルーメン

の準備が出来ていないのにも関わらず¥補乳量を少なく

したため，エネルギーの摂取量が低下したと推察される.

離乳移行期を全く与えられなかった一発離乳の子牛は，

離乳するまでの増体速度は最も高かったものの，離乳後

1週間で体重が約1.5kg減少した離乳産後の 3日間.

カーブ・スターターの摂取量は急激に増えたが，その後

の数日間のスターター摂取量が伸びず，体重が減少した

急激にカーフ・スターターの摂取量が増えたため，ルー

メンがアシドーシスj犬態になったと推察される 強化補

脊での一発離乳は，ルーメンに大きな負担をかけること

が理解できる 注呂したいのは，離乳移行期間が4自の

子牛と10日の子牛の比較だが，離乳移行期の増体速度，

そして生後49臼自の体重は，離乳移行期間を10日与えら

れた子牛のほうが高くなった.このグループの子牛は，

生後31日日に離乳移行期に入り，生後41日日で完全離乳

したが，この移行期間を通じてスターターの摂取量は順

調に増えた この研究データは，中途半端な離乳移行期

間を持つでも，逆効果であることをはっきりと示してい

る 靖乳量の多い強化哨脊では， 10日から 2週間程度の

離乳移行期間を持つことで スターターへの移行をス

ムーズに行うことが出来ると考えられる.

5 離乳移行賠の乳用子牛の群管理

高IE乳時に子牛が経験するストレスは，栄養源が代用乳

から穀類へと変化することだけではない カーブ・ハッ

チなどで俗体加に管理されていた子牛は，離乳時にグ

表3 乾草給与が子牛の消化器官の発達に与えた影響 (Khanet al.， 2011 ) 

スターターのみ スターター&乾草 P 

消化器官の重量(消化物を除く)， kg 

jレーメン・ 胃 1.59 1.89 0.03 

ニ胃 0.43 0.48 0.23 

第四間 0.48 0.47 0.71 

消化器官の重量(消化物を含む)， kg 

ルーメン・ EF日司 7.99 12.7 0.02 

ニ胃 0.67 0.72 0.42 

第閲胃 1.68 1.66 0.81 

ルーメン壁の厚さ， cm 0.82 0.85 0.87 

繊毛の長さ， cm 1.14 1.26 0.87 

繊毛のrlJijj，cm 0.48 0.52 0.35 

ルーメンpH 5.06 5.49 0.002 

表4 離乳移行期間が子牛のスターター摂取量および発音に与える影響 (Sweeneyet al.， 2010) 

離乳移行期間
P 

0日 4日 10日 22日

離乳移行期*

スターター摂取量， kg/Iヨ 0.1" O.la 0.3b 0.3b <0.05 

I治体量， kg/日 1.06a 0.75b 0.83b 
0.50C <0.05 

完全離乳後**

スターター摂取量， kg/臼 0.7" 1.0ab 1.2b 
1.2b <0.05 

増イ本最， kg/日 -0.21a O.lO"b 0.23bC 
0.51C <0.05 

49百齢時の体重， kg 80.2a 73.2b 82.9" 72.2b <0.05 

*生後四日目から40日目までのデータ**生後41日目から49白羽までのデータ
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ループ管理へと移行する 飼養環境の変化に伴うストレ

スと，高!t乳に伴う代謝上のストレスを同時に感じさせな

いように， rカーフ・ハッチで完全に離乳させて暫くし

てから，グループ管理に移行するようにJ一般的には勧

められているが， この点を裏付ーける研究データはない.

次に， 320頭のメス子牛を使って，離乳移行期にグルー

プ管理へ移行するタイミングを評価したスペインで行わ

れた研究を紹介する [5] この試験では，生後49日目ま

で，代用乳(脂肪19.2%， CP25，0%)を1B 2罰， 1回

2L給与した.そして，その後，代用乳の給与を 1131

囲に減らし生後56日目に完全離乳した 160頭の子牛は，

完全離乳と向持にスーパー・ハッチに移され lグループ

8頭で飼養管理され，残りの160頭の子牛は，完全離乳

後も 6日間，カーブ・ハッチに留まり，個別の銅養管理

を受けた，そして六日後(生後6213El)にスーパー・ハッ

チに移され， 1グループ8頭で銅養管理された

試験結果は表5に示したが，増体成績や健康状態は，

離乳と同時にグループ銅養に移行した子牛のほうが優れ

ているという結果が出た.これは，今まで考えられてい

た f栄養管理の移行期!と飼養環境の移行期という二種類

のストレスがかかる時期を分散させたほうが良いjとい

う“子牛管理の常識"と相容れないそこで，同研究グルー

プは，カーフ・ハッチからスーパー・ハッチへ子牛を移

動させる理想のタイミングを評価する追試験を行った.

ニつ自の試験では， 240頭のメス子牛を使って，隊乳移

行期中にスーパー・ハッチへ子牛を移動するタイミング

を評価した まず，生後49日目まで¥代用乳(脂肪

19.2%， CP25，0%)を1日2臨， 1田2L給与し生後

50日目から代用乳の給与を l日l聞に減らし，生後70日

目に完全隊乳した， 120頭の子牛は，生後4913自にスー

パーハッチに移動し残りの120頭の子牛は，生後56日

目にスーパーハッチに移動した.スーパー・ハッチでは，

いずれの子牛も lグループ8頭で飼養管理されたが， 1 

日l回の代用乳の給与は スーパー・ハッチで生後70日

日まで続けたーつまり，この試験では，スーパー・ハッ

チに移動するタイミングが呉なる以外，すべての子牛は

同じ栄養管理プログラムで飼養した.

研究結巣は表6に示したが，生後4913日にスーパー・

ハッチに移動した子牛のほうが，スターターの摂取量も

増体量も高くなったつまり 「離乳移行期の開始と同

時に，グループ飼養に移行したほうが良いJという伺じ

結果が確認されたさらに 生後112日目までの健康状

態を評価したところ，呼吸器系疾患を経験した子牛の割

合はjPJじだ、ったが，その頻度に違いが見られた 生設49

日目にスーパーハッチに移動した子牛は，その20%が2

間以上呼吸系の問題を煩ったのに対し生後56日自に

スーパーハッチに移動した子牛は， 34%が2回以上呼吸

系の問題を煩った.

これらの研究データは「子牛は離乳と同時にハッチか

ら出したほうがよいjことを示唆している. 7週齢以上

の子工|二であれば，グループ飼養に伴うストレス，あるい

は飼養環境の変化に伴うストレスに耐えるだけの力がす

で、に備わっており，環境が変化しでも，それほど大きな

ダメージを受けないのではないかと考えられる.あるい

は， rハッチで個体管理されているほうが，子牛にとっ

てはストレスになる」とも推察できる ここで紹介した

試験では， l.lm X 1.6mというサイズのカーフ・ハッチ

が使われ，ハッチ内には運動のためのスペースはなかっ

た そのため，この研究データは， r狭いハッチで飼う

くらいであれば，なるべく早い段階で，十分なスペース

のあるスーパー・ハッチに移動させたほうがよい」とも

解釈できるかもしれない

子牛のグループ飼養では，離乳度後の子牛をどのよう

なグループで管理するかという点が問題となる事があ

表5 スーパー・ハッチでのグループ管理6週間の発育成績 (Bachet al.， 2010) 

l日あたりの増体量， g/日

グループ管理部の呼吸器系疾患の割合，%

グループ管理後の呼吸器系疾患の割合%

離乳直後に移動 離乳6日後に移動

826 

1.69 

41.4 

794 

1.72 

61.2 

P 

0.05 

0.98 

<0.01 

表6 スーパーハッチへの移動時期が¥生後49日目以降の子牛に与えた影響 (Bachet al.， 2010) 

スターターの摂取量， kg/日

l日あたりの増体量， kg/日

呼吸器系疾患の割合，%

呼吸器系疾患の割合，回数/頭

49日齢 56日鈴 P 

2.61 

1.07 

25.2 

0.87 
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2.49 

1.03 

25.8 

1.23 

0.01 

0.03 

0.91 

0.04 



る.規模の大きい農場では， 日齢や体重の近い子牛がま

とまった頭数いるため，均質なグループを作ることがで

き，子牛に大きな負担をかけること無く，グループ管理

への移行が比較的スムーズに行くかもしれない.しかし

乳牛の飼養頭数の少ない牛群では，離乳したばかりの子

牛を，大きい子牛がいるベンに入れなければならない

ケースがある.このようなグループ管理が，離乳直後の

子牛の行動にどのような影響を与えるのかを評価する試

験が北欧で行われた [6].

この試験では， 72頭の子牛を使って， 1グループ12頭

の合計6グルーフ。で、PllE乳後の飼養管理を行った そのう

ち3グループは， 日齢や体重が罰じ子牛を集めた(均質

グループ) 王子均日齢は41.1日，平均体重は63.9kgで、ある.

残りの 3グループは，小さい子守二(王子均日齢が35.1日，

王子均体重が56.3kg) と大きい子牛(平均日齢が82.7日，

平均体重が88.2kg)を一緒にしてグループ飼養した(混

合グループ).そして，完|ほし後に入るグループにより，

子牛の行動や発育がどのような影響を受けるのかを評価

した.

子牛の行動データは表7に示したグループのタイプ

に関係なく，グループ管理に移行した直後は(l日目)， 

採食時間と横臥時間が短く，行動時間が長くなったし

かしグループ管理に移行して l遊間後と 2週間後との

比較では，大きな差は見られなかった.グループに入っ

た直後の一日目の子牛の行動パターンが異なるという

データから，グループ管理に移行した子牛がストレスを

軽減するための行動を取っていると推察できるが，均質

グループと混合グループに入れられた子牛がベンの中を

「探索Jする時詞の差に注目したい.グループに入れら

れた直後(l日自)，均質グループに入れられた子牛は

積秘的に動き田っていることが理解できる しかし 大

きい子牛のいる混合グループに入れられた離乳直後の子

牛は「探索j時間が短くなった.混合グループに入れら

れた子牛が，より多くのストレスを経験していることが

想像できる.

この試験で，混合グループに入れられた子牛は自分の

日齢に近い子牛のそばで(lm以内)，より長い時間，

横臥するという行動を示した さらに，グループ管理へ

の以降直後の 2週潤，増イ本最にも大きな差が見られた

均賀グループに入れられた離乳査後の子牛の増体量が

744g/臼であったのに対し J見合グループに入れられた

離乳産後の子牛の増体量は577g/日であった離乳移行

期の子牛の管理では，どのような形でグループ管理に移

行していくのかを考えるのは非常に大切である 不必要

なストレスを子牛にかけ， ~llt乳移行期の成長を停滞させ

ていないかを検討してみることは重要だ、ー

6 まとめ

本稿で紹介した過去数年に発表された研究は，1)離

乳移行期には良質の乾主主を給与すべきこと， 2)離乳移

行期を10日ほど持つべきこと 3)離乳移行期ではグルー

プ管潔への移行をためらう必要はないが，子牛のグルー

プ構成には注意を払うべきことを示している. しかし

離乳移行期の栄養管理に関する研究データは非常に少な

く，挽奨されるべき栄養管理や飼養管理に関しては，研

究者の中でも意見の相違が見られることが多々ある枕

乳移行期の栄養管理は，乳牛の育成プログラムを最適化

するにあたり，これからの研究が望まれる分野である.
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