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黒毛和種繁殖雌牛における飼料用籾米給与試験

武凶賢治・大田智也・浅井英樹・向島幸司・坂口慎一

籾米給与が和牛の健康および繁獄性に及lます影響を検討するために、黒毛和穏繁殖雌牛を用いて錦養試験を実施し

た。試験区は粉斡加工した籾米を乾物j!fIJ合で約 10%給与し、分娩 2i堕後から受胎が確認されるまでの期間餌養試験を

実施した。対照、区は市販配合飼料を用いて試験区と同様の鯖養管理を行った。

1.試験期間中の体重および栄養皮の捻移は両区ともに詞織の推移を示した。

2. 白lIIl球数は分娩後 30日および 90日において試験区が対照区より有意に高かった。ヘモク守口ビン、ヘマトクリッ

トイ夜、総蛋白およびクレアチニンは分娩後 6013において試験区が対照区より有意に低かった。また、アルブミンは

分娩後 6013および 120日において試験区が対照区より有意に低かった。しかし、いずれもま常範盟内であり、健燦

上問題はなかった。

3. 繁殖成績については両区の間に有意な差は認められなかったことから、飼料用籾米を給与しでも繁殖性に影響な

いと思われた。

キーワード(鍋料用籾米、和牛、繁階段)

緒

輸入穀物飼料価格の高騰を受け、飼料自給率の向上や、

水聞の耕作放棄地の利用を医的として、続料用米の利用

が注院されている。 餌料イネの調整から給与ゐに関する

一連の研究では、 Eゑ毛和穣繁殖雌牛に粗館料として子笑

部および2喜楽部の全体を用いる稲発酵松飼料(イネ

WCS) の給与試験 1.2)が行われ、また、 JJ巴育牛および乳

牛には、輸入飼料であるトウモロコシの代替としてイネ

の子実部である籾米を用いた給与試験 3，4，5，6)が行われたo

しかし、黒毛和種繁殖雌牛に籾米を給与した報告はない。

今問、黒毛平日種繁殖~滋牛に濃厚飼料として籾米を給与し、

健康および繁殖性に与える影響を検討した。

材料及び方法

1.試験期間

平成 22年 8月から平成 23年 3月にかけて試験を実施

した。試験区には分娩 2週後から受給が確認されるまで

の期間籾米を給与した。

2 供試鈎料

館料用米の品穫は岐阜県設ベニごのみを用いた。市販

配合銅料は粗蛋白質(CP)IS，S%以上、可消化養分総量

(TDN)69，0%以上のものを用いた。粗鋼料は自家産リー

ドカナリー主体牧草へイレージまたは翰入スーダン乾

草案を用いた。

3，鋳料設計

お本餌養標準・肉煎牛 7)に慕づき、試験区および対照

区の乾物摂取量(DM)、CP、TDNが同等になるように設

計した。餌料の一般成分について、偶料用籾米は日本標

準飼料成分表 8)の成分伎を、市販配合競料はメーカー記

載の成分値を用いた。粗飼料の一般成分は組餌料の品質
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評価ガイド、ブ、ツク 9)に従って測定した。館料用籾米を籾 結果

殻粉砕機を用いて 4mmメッシュに粉砕加工し、市販配 1.宣言j料構成および成分値について

合餌料に原物割合で 50%配合した飼料を試験額料とし、 各飼料の分析値を表 1!こ、試験!Kおよび対照区の館料

試験区には 113 2.0kg給与した。対照、仮には市販配合飼 構成および充足率を表2に示した。なお、組鈎料の摂取

料を 113 1.5kg給与した。粗館料は両区とも飽食とした。 最は DM充足E容が 100%になるように計算して求めた。

4. 供試牛 対照区と比較し、試験反の CP充足率がやや低い結果と

黒毛和綴繁殖雌牛を用い、試験区iこ9頭(3.7ゴ二1.4康弘 なった。

対照、区に 11頭(5.8ごと2.8

5. 1:共試牛の管現

した。

試験区および対照区はフリーパーン牛舎の同房で群飼

し、濃厚飼料給与時に、試験区、対照区を振り分けてス

タンチョンに入れ、それぞれ試験飼料、市販配合飼料を

給与した。

6. 調査填沼

1 )体重および栄養度

分娩後 30泊、 6013、90日および 120おに体議および

栄養度を総定した。

2) 血液検査

分娩後 3013、60日、 9013および 12013に供試牛の頚

静脈より血液を採取し、真空採血管(EDTA-2Kおよび

へパリンナトリウム)に分注した。

(おDTA-2K)に分注した全lIIlは自動血球音十数装置

(pocH@-100iV Diff、シスメックス株式会社)を用いて白

血球数、赤血球数、ヘモグロビンおよびヘマトクリッ

表 1簡料の成分値

品複名 オく分 CP TDN 

鱗料用粉米
13.7 6.5 67.1 

7.5 77.7 

前段記念鯛料
11.5 15.5 69.0 

17.5 78.0 

輸入スーダン乾翠
13.5 4.5 46.1 

5.2 53.3 

ワードカナリー主体 39.8 7.3 35.9 

牧主主へイレーシe 12.1 59.6 

上段 e潔物中{号令、下段:乾物tt{%)

表 2詰験忍および対照区の銅料構成および充足率

T有綴記念銀総{匂} 1.0 1.5 

11.3 12.0 
'-:，/¥勾i

CP充足率(%) 115 122 

τD終充足率(%) 115 113 

DM充足率(%) 100 100 

トf疫を測定した。真空採血管(へパリンナトリウム)は直 2. 体重および栄養皮の推移について

ちに低滋下で血竣分離し、 -30皮で保存し、総蛋白、 体重および栄養度は試験区、対照区ともに同様の推移

アルブミン、総コレステロール、血糖、 GOT、GGT、 を示した(関1)。栄養度が 4以下になった牛は試験区

成中尿素態主主室長、クレアチニン、カノレシウムおよびり および対照区それぞれ試験飼料、 m阪配合館料を倍盈給

ンを臨床化学自動分析装鐙(SPOTC狂EM悶EZ、SP-4430、 与した(試験区 l頭、対照区 l頭)。

アークレイ株式会社)を用いて分析した。 3. 血液検査所見について

3) 繁殖成績 血液検衰の結果を関 1に示した。白血球数は分娩後 30

発情磯認は 6:00、8:30、12・00、13・00、14・30、18:00、 おおよびヲo13において試験区が対照、区より有意に高か

および 21:00におけるスタンディングの有無により行 った。ヘモグロビン、ヘマトクリット儀、総蛋白および

つた。また、初回発情以降は次回発情予定前後 513問 クレアチニンは分娩後 60院において試験区が対照区ょ

に臆鏡を用いて粘液の有無を確認した。人工授精は分 り有意に{ほかった。アルブミンは分娩後 60日および 120

娩後 30日以降に行った。妊娠銭定は人工授精後 40民 自において試験区が対照区より有意に低かった。また、

以降に直腸検査にて胎膜の確認により行った。 GGTは試験反および対照区で全期間において高値を示
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について調査したが、大きな影響はなかった。した。

飼料用籾米はトウモロコシと比較し CPが低いため、4. 繁殖成績について

血液検査から試験区では対照区と比較し若干の蛋白繁殖成績を表 3にまとめた。問区間において発情回帰

不足が示唆されたが、正常範関内であり健康上関題は日数、初四人工授精日数、人工授精回数および祭給時数

ないと考えられる。また、試験区および対照区で全期に差は認められなかった。しかし、空胎日数は試験区が

間GGTが高値を示し、両院で肝機能の低下が認めら対日現区よりやや長い結果となった。

れたが、餌料用籾米による影響ではないと考えられる。

空月台臼数は試験区が対照[玄よりやや長い結果とな
議3繁殖成緩

しかし、試験区、対熊区いずれも l年 l産ベーった。
対顔窓

29.2会 9.1 34.2 ~と 24.9

試験箆

発携関鶏回数{臼)

スで、繁殖成績は良好であった。試験区の繁殖障答牛は
50.2念 20.1級国人工幾鰭臼数(沼) 52.8念 15.3

I頭で、発情周期は正常だが、人工授精回数が他の牛

が i間ないし2回のところ6自になり、空胎g数が 195
玄 0.51.5 =と 1.71.7 人ヱ授務鴎数〈臨}

羽となった。対照区の繁殖障害牛は l頭で、分娩後 75
63.2土 23.774.6念特3受給沼教{包)

日に卵胞幾腫の治療を行い、その後発情不明のため、

この 2分娩後 10513に定時人工授精を行し、受)J合した。府
フすτミ考

頭を除くと空胎日数は、試験区が 59.5日、対照区が今回、我々は、黒毛和種繁殖機牛に粉砕した籾米を

織襲撃

59.0日となり澄はなかった。

まま怠

乾物割合で約 10%給与し、健康や繁賠段に与える影饗
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岐阜県の黒毛和穏繁殖雌牛の餓養頭数は約9千頭で

あり、仮に全頭に飼料用籾米を lβIkg給与すると年

額約 3300t消費することができる。平成 22年におけ

る岐阜県の鵠料滞米作付面積は486ha、穏wcsは92ha

である。飼料用米の収量は lhaあたり 5t以上 6)見込め

るため、 2500t以上生産されたことになる。一方、岐

阜県内には耕作放築地が約 SOOOhaあるため、黒毛事日

程繁殖雌牛に給与する続料用米を生産するための充

分な余地がある。

E晃子生の飼料用米の価格 6)は 1kgあたり 20円から 50

円であるが、貯蔵や加工およひ~j蜜搬の経費を考慮する

と必ずしも経済的とは言えない。しかし、銅料用米の

利用は食の安全・安心を確保することができ、地域に

よっては飼料用米を利用したブランド化の動きもあ

る6)。飼料用米の流通は地域や行政および飼料会社の

協力が必要で、あり、課題の一つである。

今後さらなる利用促進をめざし、

を増やして飼養試験を行う必要がある。

よび頭数
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Feeding experiment of forage rice grains in Japanese Black cattle 

Kenji. TAKEDA, Tetsuya. OTA, Hideki. ASAI, Koji. MUKOUJIMA, Shinichi. SAKAGUCHI 

Abstract 

We fed forage rice grains to Japanese Black cattle for a period from 2 weeks after patturition to 

next pregnancy to investigate its effects on body weight, nutritional status, serum biochemical and 

hematological characters and fertility. Forage rice grains were ground in a feed grinder into meal 

and they were used for the feeding experiment. Cattle were divided into two groups, which were fed 

a commercial concentrated feed (control group) or the test concentrated feed prepared by replacing 

50% (gig) ofthe commerCial concentrated feed with the forage rice meal (FRM) (test group). 

1. The changes in body weight and nutritional status during feeding treatment were not different 

between the two groups. 

2. WBC cou:r:ts in blood were significantly higher in the test group than in the control group at 

postpartum 30 days and 90 days. Hemoglobin, hematocrit, total protein and creatinine in blood 

were significantly lower in the test gr'oup than in the control group at postpartum 60 days. 

Albumin in blood was significantly lower in the test group than in the control group at 

postpartum 60 days and 120 days. However, all the observed values were within the rage of 

normal values. 

3. There was no significant difference in reproductive performance between the two groups. 

4. These results showed that forage rice grains can be used as a concentrated feed for feeding 

Japanese Black cattles, at least under our experimental conditions. 
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