
大麦多給下における粉砕丸粒トウモロコシの給与が

交雑種雌牛の産肉性及び肉質に及ぼす影響

* * **森下 忠 ・瀧澤秀明 ・松井 誠

丸粒トウモロコシの飼料特性と肉牛用飼料としての価値を検討した。交雑種（♂黒毛和種×♀ホ摘要：

ルスタイン種）雌牛８頭について、圧ぺんトウモロコシを給与した区と丸粒粉砕トウモロコシを給与した区

に分け、13か月齢から26か月齢まで肥育して、産肉性と肉質に及ぼす影響を調べた。濃厚飼料中の大

麦とトウモロコシの配合割合は、肥育前期(13－20か月齢)は32％と40％、肥育後期（21－26か月齢）は

48％と24％とした。

１ 粉砕丸粒を給与した区で飼料摂取量が多く、増体成績も優れた。

２ 胃液性状及び血液分析では、両区に差はなかった。

３ 肉質及び肉色調では、両区に差がなかった。

４ 丸粒粉砕を給与した区で、不飽和脂肪酸が多くなる傾向にあった。

以上の結果から、丸粒トウモロコシは粉砕することで圧ぺんトウモロコシの代替飼料として利用でき、特

に大麦等の第一胃での発酵の速い飼料との組合せが効果的であることが明らかとなった。また、肉質等

への影響は少ないものの、大麦との組合せで脂肪酸組成を改善し、食味を良くする効果が期待できた。

交雑種、トウモロコシ、肉質、肉色、脂肪酸組成キーワード：

The Feeding Effect of the Ground Whole Corn
Under Condition Fed Large Amount of Barley

on Fattening Performance and Meat Quality in Cross-Bred Heifers

MORISHITA Makoto, TAKIZAWA Hideaki and MATSUI Makoto

We evaluated the feeding characteristics of ground whole corn under condition fedAbstract :
large amount of steam rolled barley. Eight Cross-bred Japanese black×Holstein) heifers were（

divided into two groups, and fed one of the two diets, different in processing forms
(steam-rolled or whole ground) of corn. Heifers were fed concentrates containing barley and
either processed corn 32% and 40% for early period (13-20 month), 48% and 24% for latter
period (21-26 month), respectively. Data were collected for fattening performance and meat
quality.
1. Feed intake and body weight gain were higher for group fed ground whole corn.
2. Rumen fermentation and blood ingredient were not changed by processing form of the corn.
3. Meat quality and meat color (L, a, b) were not changed by the processing form of the corn.
4. Unsaturated fatty acid concentration tended to be h igher for group fed ground whole
corn.
These results suggest that it is possible to use ground corn instead of steam rolled corn,
especially, in the condition feeding large amount of steam rolled barley. By feeding ground
whole corn to the heifers, improvement in meat taste may be expected because of higher
unsaturated fatty acid concentration.

Cross-bred (Japanese black×Holstein), Corn, Meat quality, Meat color, Fatty acidKey words:
composition
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緒 言

丸粒トウモロコシの輸入関税は、1995年から飼料用途

向けに対して免税措置がとられている。そのため、免税

丸粒トウモロコシを利用することが、肉牛の生産費削減

になると考えられる。しかし、丸粒トウモロコシの利用

は必ずしも進んでいない。その背景には、圧ぺんトウモ

ロコシとの代替性が不明であることや、肉牛飼料として

のメリットが見いだされていないことにある。

著者らは、前報 で丸粒トウモロコシの代替性につい１）

て報告した。その結果は、産肉性及び肉質への影響は、

圧ぺんトウモロコシと差がないものの、圧ぺんトウモロ

コシに比べ飼料摂取量が多くなる傾向にあり、その原因

は発酵速度の差によると考えられるというものだった。

瀧澤ら は、交雑種去勢牛へ圧ぺん大麦を多給するこ２)

とで、肉質改善の可能性を指摘している。しかし、圧ぺ

ん大麦は、第一胃での発酵が早いため、多給により鼓脹

症やアシドーシスなどの代謝障害の発生や飼料摂取量の

低下が懸念される。粉砕丸粒トウモロコシは、圧ぺん大

麦に比べ第一胃での発酵が遅いため、これらを組み合わ

せることで、代謝障害の発生や飼料摂取量の低下を防げ

るのではないかと考えられる。

そこで本試験では、圧ぺん大麦多給下で、圧ぺんトウ

モロコシと粉砕丸粒トウモロコシの給与が、交雑種（♂

黒毛和種×♀ホルスタイン種）雌牛の産肉性及び肉質に

与える影響を調査し、丸粒トウモロコシの飼料特性と肉

牛用飼料としての価値を検討した。

材料及び方法

１ 試験期間

試験期間は、2001年12月10日から2003年１月30日まで

の13か月間（445日）とした。供試飼料の給与時期によ

り、肥育前期（13～20か月齢）及び肥育後期（21～26か

月齢）の２期に分けた。

２ 供試頭数及び試験区分

供試牛は２か月齢で導入し、13か月齢まで当場で育成

した交雑種雌牛を用いた。試験に用いたのは８頭で、供

試牛の概要を表１に示した。供試牛は試験終了後、生後

約26か月齢でと殺した。

試験区分は、圧ぺんトウモロコシ（以下、圧ぺん）を

給与した区を対照区、粉砕丸粒トウモロコシ（以下、粉

砕丸粒）を給与した区を試験区とし、対照区３頭、試験

区５頭とした。

３ 管理方法

管理は開放追い込み牛舎で行った。試験期間の管理は、

同時期に導入した他の試験牛と組み合わせて３頭１群と

し、20.5 ㎡の牛房（6.4 m×3.2 m、１頭当たり6.8

㎡）で飼養した。飼料は個体識別装置付きドアフィーダ

で、個別に給与した。濃厚飼料は自動給餌装置により１

日３回給与とし、粗飼料は１日２回給与した。

給水はウォーターカップを用い自由飲水とした。

４ 飼料給与

供試飼料の配合割合を表２に示した。

試験期間のトウモロコシは、対照区は圧ぺん、試験区

は粉砕丸粒とした。その他には皮付き圧ぺん大麦、一般

フスマ、コーングルテンフィード、大豆粕、大豆皮、カ

ルシウム剤を適宜配合した。

丸粒トウモロコシは、米国産イエローコーンをハンマ

ーミル（粉末機３号型 株式会社尾上機械）により粉砕

し、試験に供した。スクリーンは内径6 mmを用いた。粉

砕に関する条件は前報と同じため、粉砕されたトウモロ

コシの粒度分布は表３のとおりで、仮比重は0.68と考え

られる。

粗飼料は稲ワラ（カットワラ）を給与したが、23か月

齢以降は稲ワラが入手できなくなったため、フェスキュ

ーストローを給与した。15か月齢までヘイキューブを2

kg/d 給与した。

24か月齢以降にビタミンAD Eの飼料添加剤を濃厚飼料3

の0.1％量添加した。

５ 調査項目

本試験では、粉砕丸粒の飼料特性を検討するため、飼

料摂取量、増体性、第一胃液性状及び血液成分を分析す
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表１ 供試牛の概要

試験区分 No. 生年月日 種雄牛

対照区 １ 2000.11.15 安鶴谷
〃 ２ 2000.10.19 照藤
〃 ３ 2000.11.18 谷福美
試験区 １ 2000.11.21 金鶴
〃 ２ 2000.10.19 金鶴
〃 ３ 2000.11.27 安菊
〃 ４ 2000.11.27 安福栄
〃 ５ 2000.12.10 安鶴谷

表２ 濃厚飼料の配合割合と養分含量

項 目 肥育前期 肥育後期

給与月齢 13～20 21～26

配合割合(％)
トウモロコシ 40 24１）

皮付き圧ぺん大麦 32 48
一般フスマ 16 20
コーングルテンフィード 6 2
大豆粕 3 2
大豆皮 2 3
カルシウム剤 1 1

飼料成分(原物％）
TDN 73.7 72.2
C P 12.3 12.1

飼料単価(円/原物kg)
圧ぺん混合 33.1 33.4
粉砕丸粒混合 31.1 32.2

1)対照区は圧ぺん、試験区は粉砕丸粒を使用

表３ 粉砕丸粒トウモロコシの粒度分布

フルイ径(mm) ≦1.00 ≦2.00 ≦3.35 3.35<

構成(％) 29.4 26.9 37.8 5.9
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るとともに、肉牛用飼料としての価値を検討するため、

肉質、肉色調、脂肪酸組成及び経済性を調査した。

（1）飼料摂取量及び体重・体高

飼料摂取量は、給与量から残飼量を差し引いて求めた。

体重及び体高は、試験開始時から４週間ごとに測定した。

（2）第一胃液pH及び低級脂肪酸組成分析

前期終了時及び試験終了時にルーメンカテーテルによ

り胃液を採取し、二重ガーゼで濾過して各測定に用いた。

pHの測定は、pHメータ（HM-12P、東亜電波工業株式会

社）により行った。

低級脂肪酸組成分析のため、濾過液とメタリン酸溶液

を５：１で混合し、凍結保存した。数日後に、ガスクロ

マトグラフ（5890 SERIESⅡ、HEWLETT PACKARD）にキャ

ピラリーカラム（DB-FFAP、J&W SCIENTIFIC）を装着し

て、低級脂肪酸組成を分析した。

（3）血液成分分析

前期終了時及び試験終了時に頚部静脈よりヘパリン入

り真空採血管に採血し、3000回転で10分間遠心分離を行

って血漿成分を抽出し、冷凍保存した。数日後に、自動

生化学分析装置（7040型オートアナライザー、日立）に

より血漿中の尿素態窒素（BUN）、グルコース、総コレ

ステロール（T-Cho）、総蛋白、GOT、 -GTPの６成分にγ

ついて分析した。

（4）枝肉検査

枝肉検査は、枝肉取引規格の各項目 について、日本３）

枝肉格付け協会検定員による評価値を用いた。

（5）肉色検査

肉色及び脂肪色は、色彩色差計（CR－210、ミノルタ

カメラ株式会社）を用い、光電色彩法により、明度（Ｌ

値）、赤色度（a値）、黄色度（b値）を求めた。検査は、

第６～７肋骨間切開の約６時間後に行った。検査部位は、

ロース芯、腎脂肪及び皮下脂肪とした。

（6）脂肪酸組成分析

第６～７肋骨間切開の約６時間後に、枝肉左半丸のロ

ース芯周辺の筋間脂肪と臀筋上部の皮下脂肪、腎臓周囲

の腎脂肪を採取し、脂肪抽出後に分析に供した。脂肪酸

組成はＯ'keefeら の方法により、脂肪をナトリウムメ４）

チラートでメチルエステル化し、ガスクロマトグラフで

分析した。脂肪酸メチルエステルの分離は、キャピラリ

ーカラム（DB－225、J&W SCIENTIFIC）を装着したガス

クロマトグラフ（5890 SERIESⅡ、HEWLETT PACKARD）で

行った。

脂肪酸の測定は、飽和脂肪酸３種（ミリスチン酸、パ

ルミチン酸、ステアリン酸）と不飽和脂肪酸５種（ミリ

ストレイン酸、パルミトレイン酸、オレイン酸、リノー

ル酸、リノレン酸）の計８種類について行った。

(7)経済性

経済性は枝肉販売額から素畜費及び飼料費を差し引く

ことにより求めた。

飼料単価は当場の飼料購入価格から算出し、濃厚飼料

単価は表２に示した。丸粒トウモロコシの単価は、当場

の購入量では市場価格と差が大きくなるため、圧ぺん単

価の－５円で計算した。

枝肉販売額は、B-２で953円として計算した。

素畜費は市場平均kg単価×開始時体重とした。

（8）検定

各試験データについてｔ検定を行い、有意水準５％で

差の検定を行った。

試験結果

１ 飼料摂取量及び増体成績

飼料摂取量を表４に示した。１日当たりの飼料摂取量

は、各期間で0.4～0.5 kgほど試験区が多かったが、有

意差はなかった。

試験期間中の濃厚飼料摂取量から推定されるトウモロ

コシの摂取量は、対照区949 kg、試験区1034 kgであっ

た。大麦摂取量は、対照区1149 kg、試験区1259 kgであ

ったが、有意差はなかった。

増体成績を表５に示した。試験開始時には、対照区の

体重が大きかったが、前期終了時、試験終了時のいずれ

も試験区が大きくなった。いずれの期間でも、有意差は

愛知県農業総合試験場研究報告第35号

表４ 飼料摂取量

項 目 対照区 試験区

１日当たり飼料摂取量(乾物kg/頭)
肥育前期 8.04±0.13 8.40±0.14１)

肥育後期 8.70±0.15 9.24±0.68
全 期 間 8.31±0.14 8.75±0.34

１日当たり濃厚飼料摂取量(乾物kg/頭)
肥育前期 5.62±0.16 6.07±0.11
肥育後期 7.06±0.20 7.71±0.65
全 期 間 6.21±0.18 6.75±0.30

期間別ＴＤＮ摂取量(kg/頭)
肥育前期 1395.8±28.7 1476.7±25.2
肥育後期 1119.5±49.1 1219.5±85.8
全 期 間 2515.3±77.6 2696.2±99.4

期間別ＣＰ摂取量(kg/頭)
肥育前期 261.7± 5.7 277.9± 4.7
肥育後期 180.9± 8.2 197.5±14.2
全 期 間 442.6±13.9 475.5±16.7

1)平均値±標準偏差

表５ 増体成績

項 目 対照区 試験区

体重(kg)

試験開始時 379.0±14.9 366.6±32.2１)

前期終了時 586.7±18.1 610.8±47.4
試験終了時 680.0±11.1 700.0±62.1

ＤＧ (kg/d )２)

前期 0.85±0.03 1.00±0.08
後期 0.56±0.07 0.53±0.10
全期 0.73±0.02 0.81±0.09

体高(cm)
試験開始時 125.0±2.6 122.2±2.3
前期終了時 132.3±2.3 132.8±1.9
試験終了時 137.7±2.5 137.2±2.9

1)平均値±標準偏差
2)ＤＧ：１日当たり増体量



158

なかった。

１日当たり増体量は、肥育前期で試験区が大きく、後

期で対照区が大きくなった。全期間では、試験区が大き

かったが、有意差はなかった。

２ 第一胃液pH及び低級脂肪酸組成分析

第一胃液pH及び低級脂肪酸組成の分析結果を表６に示

した。

第一胃液のpHは、前期終了時には試験区が高かったが、

試験終了時には対照区が高かった。

低級脂肪酸組成は、各時期でそれぞれ区間に差はなか

った。また、前期終了時と試験終了時で比較すると、試

験終了時の酢酸比率が高くなる傾向にあった。

３ 血液成分分析結果

血液分析結果を表７に示した。前期終了時、試験終了

時のどちらでも、血漿中のグルコース、T-Cho、GOT、γ

-GTPにおいて、試験区が高くなる傾向にあったが、有意

差はなかった。

４ 枝肉成績

枝肉成績を表８に示した。枝肉成績は、枝肉重量、ロ

ース芯面積で試験区がやや大きく、BCSは試験区が高く

なったが、いずれの項目も有意差はなかった。また、枝

肉格付けは、両区ともすべてB-2となった。格落ち要因

は、対照区で脂肪交雑等級（1/3）、肉の色沢等級(1/3)、

締まりきめ等級(3/3)、脂肪の色沢等級(0/3)となり、試

験区では、脂肪交雑等級（2/5）、肉の色沢等級(5/5)、

締まりきめ等級(5/5)、脂肪の色沢等級(0/5)となった。
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表８ 枝肉成績

項 目 対照区 試験区

冷却枝肉重量 (kg) 424.0±15.7 430.0±38.1１)

ロ－ス芯面積(cm ) 43.7± 5.9 45.8± 1.1２

バラの厚さ (cm) 6.8± 0.2 6.5± 1.1
筋間脂肪 (cm) 6.0± 0.7 6.1± 0.9
皮下脂肪の厚さ(cm) 2.5± 0.3 2.9± 0.4
歩留基準値 70.0± 0.6 69.7± 0.4
脂肪交雑等級(BMS No) 2.7± 0.6 2.6± 0.5
肉色等級(BCS No) 4.0± 0.0 5.2± 0.4
枝肉等級 Ｂ－２ ３ ５
1)平均値±標準偏差

表９ 肉色等成績

項 目 対照区 試験区
ロース芯 Ｌ 45.4±0.3 43.4±2.4１)

ａ 30.2±0.6 32.6±0.8
ｂ 9.6±0.3 9.9±0.5

腎脂肪 Ｌ 82.5±0.6 82.1±1.4
ａ 10.2±2.2 9.9±1.1
ｂ 8.0±0.8 7.2±1.1

皮下脂肪 Ｌ 79.4±1.7 79.4±1.8
ａ 13.6±0.9 12.9±1.7
ｂ 8.0±0.2 7.1±0.5

1)平均値±標準偏差

表６ 第一胃液pH及び低級脂肪酸組成

対照区 試験区項 目
前期終了時
ｐＨ 6.77±0.08 7.06±0.25１)

酢酸(mol%) 61.3±3.6 62.7±3.3
プロピオン酸(mol%) 26.8±4.2 27.8±2.4
酪酸(mol%) 11.9±1.6 9.5±3.0
A/P比 2.4±0.5 2.3±0.3

試験終了時
ｐＨ 6.86±0.06 6.70±0.32
酢酸(mol%) 66.2±3.3 65.9±5.3
プロピオン酸(mol%) 20.3±1.6 26.9±5.8
酪酸(mol%) 13.5±2.7 7.3±0.8
A/P比 3.3±0.4 2.7±1.0

1)平均値±標準偏差

表７ 血液成分分析結果

対照区 試験区項 目
前期終了時
ＢＵＮ(mg/dL) 13.7± 0.3 13.1± 1.0１)

グルコース(mg/dL) 104.3± 3.4 125.6± 9.4
Ｔ－Ｃｈｏ(mg/dL) 99.3±31.2 139.4± 9.7
総蛋白(g/dL) 6.1± 1.0 7.0± 0.2
ＧＯＴ(IU/L) 51.7± 2.5 57.6± 4.2
γ-ＧＴＰ(IU/L) 21.7± 4.5 31.4±10.4

試験終了時
ＢＵＮ(mg/dL) 11.8± 0.8 13.2± 0.5
グルコース(mg/dL) 106.3± 9.4 114.2± 3.6
Ｔ－Ｃｈｏ(mg/dL) 114.0±12.8 125.6±22.6
総蛋白(g/dL) 6.5± 0.4 6.6± 0.4
ＧＯＴ(IU/L) 55.3± 3.3 56.8± 7.3
γ-ＧＴＰ(IU/L) 19.0± 6.2 27.8±11.8

1)平均値±標準偏差

表10 脂肪酸組成

項 目 対照区 試験区

筋間脂肪
飽和脂肪酸(%)
ミリスチン酸 (C14:0) 3.2±0.5 2.9±0.3１）

パルミチン酸 (C16:0) 25.9±0.3 24.6±1.3
ステアリン酸 (C18:0) 11.6±1.8 11.9±0.7

計 40.7±1.7 39.3±2.2
不飽和脂肪酸(%)
ミリストレイン酸(C14:1) 1.2±0.5 1.1±0.2
パルミトレイン酸(C16:1) 4.4±1.1 4.4±0.6
オレイン酸 (C18:1) 51.2±1.2 52.8±2.0
リノール酸 (C18:2) 2.3±0.6 2.2±0.4
リノレン酸 (C18:3) 0.1±0.1 0.2±0.0

計 59.3±1.7 60.7±2.2
腎脂肪
飽和脂肪酸(%)
ミリスチン酸 (C14:0) 2.7±0.5 2.4±0.4

２）パルミチン酸 (C16:0) 27.1±0.6a 24.5±1.5b
ステアリン酸 (C18:0) 23.5±1.8 22.3±1.0

計 53.3±1.2a 49.2±2.2b
不飽和脂肪酸(%)
ミリストレイン酸(C14:1) 0.4±0.1 0.4±0.1
パルミトレイン酸(C16:1) 1.6±0.3 1.9±0.4
オレイン酸 (C18:1) 43.2±1.3 46.9±2.2
リノール酸 (C18:2) 1.4±0.2 1.4±0.2
リノレン酸 (C18:3) 0.2±0.0 0.2±0.0

計 46.7±1.2 50.8±2.2
皮下脂肪
飽和脂肪酸(%)
ミリスチン酸 (C14:0) 3.0±0.1a 2.5±0.3b
パルミチン酸 (C16:0) 25.5±0.8a 23.0±0.9b
ステアリン酸 (C18:0) 6.3±0.9 6.1±0.3

計 34.8±1.7 31.6±1.1
不飽和脂肪酸(%)
ミリストレイン酸(C14:1) 2.4±0.6 2.2±0.4
パルミトレイン酸(C16:1) 8.4±1.7 8.0±0.4
オレイン酸 (C18:1) 51.7±1.1 55.4±1.5
リノール酸 (C18:2) 2.6±0.4 2.7±0.3
リノレン酸 (C18:3) 0.1±0.0 0.1±0.0

計 65.2±1.7 68.4±1.1

1)平均値±標準偏差
2)異符号間で有意差あり p<0.05

表11 経済性比較

項 目(円) 対照区 試験区

枝肉販売額 404,104±12,228 409,828±32,446１) ２)

素畜費 174,719± 5,621 169,003±13,290３)

飼料費 135,741± 3,337 137,830± 4,716
粗収益 93,644± 7,301 102,995±17,180４)

1)枝肉販売額：枝肉単価×枝肉重量
2)平均値±標準偏差
素畜費：試験開始体重×県内市場におけるkg単価3)

4)粗収益：枝肉販売額－（素畜費＋飼料費）
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５ 肉色検査結果

肉色検査結果を表９に示した。ロース芯では、赤色度

を示すa値と黄色度を示すb値が試験区で高くなった。腎

脂肪及び皮下脂肪では、試験区のa値、b値が小さくなっ

た。各区で有意差はなかった。

６ 脂肪酸組成分析結果

試験終了時における筋間脂肪、腎脂肪、皮下脂肪の脂

肪酸組成の分析結果を表１０に示した。各脂肪において、

試験区の不飽和脂肪酸が多くなる傾向にあり、特にオレ

イン酸が多くなったが、有意差はなかった。また、腎脂

肪及び皮下脂肪の脂肪酸組成で差があり、飽和脂肪酸の

パルミチン酸が両脂肪で、ミリスチン酸が皮下脂肪で試

験区が少なくなった。また、腎脂肪の飽和脂肪酸も試験

区で有意に少なかった。

７ 経済性

経済性比較を表１１に示した。枝肉販売額は、枝肉重

量の大きい試験区が高くなった。素畜費は、試験開始時

の体重が小さい試験区が安かった。また、飼料摂取量の

多い試験区で、飼料費も高くなった。その結果、粗収益

は試験区が約9,000円高かった。いずれの項目でも有意

差はなかった。

考 察

著者らは、前報 に引き続き粉砕丸粒トウモロコシと１）

圧ぺんトウモロコシの給与比較試験を行い、丸粒トウモ

ロコシの飼料特性と肉牛用飼料としての価値を検討した。

飼料摂取量は、粉砕丸粒を使った試験区で多くなる傾

向にあった。圧ぺんに比べ粉砕丸粒の摂取量が増える現

象は、前報でもみられ、堤ら や浅田ら の報告でも同５） ６）

じ傾向にある。その原因については前報で述べたとおり、

圧ぺんは第一胃での発酵が早く、プロピオン酸の増加が

牛の生理的満腹感を引き起こす ため、粉砕丸粒に比べ７）

飼料摂取量が制限されたと考えられる。

石崎ら は 試験で、給与時のpHは荒びきコー８） in vitro

ン（粉砕丸粒）に比べ薄押しコーン（圧ぺん）で早く低

下し、総VFAは上昇したと報告しており、圧ぺんの発酵

が早いことを表している。

石井ら は、丸粒トウモロコシをペレット化すること９）

で、圧ぺんや粉砕丸粒に比べ第一胃での発酵が緩やかに

なったと報告している。この試験で使われているペレッ

トの粉砕粒度は、本試験の粉砕粒度分布に比較的近いた

め、今回の粉砕丸粒の発酵パターンは、このペレットコ

ーンと同程度であったと推察された。

今回の試験では、肥育後期に圧ぺん大麦を多給してい

る。圧ぺん大麦は、第一胃での消化が圧ぺんトウモロコ

シに比べ早い ため、多給時には飼料摂取量が低下す10,11）

ると考えられる。こうした現象は、瀧澤ら、堤ら、美津

本ら の報告にみられる。しかし、今回の試験では、肥12）

育後期に圧ぺん大麦を多給したにもかかわらず、比較的

高い飼料摂取量を維持した。特に、粉砕丸粒を給与した

試験区では、肥育後期の濃厚飼料摂取量は平均乾物重量

で7.7 kgと高かった。

第一胃液pH及び低級脂肪酸組成分析では、対照区と試

験区で差がなかった。これは、飼料摂取量の多い試験区

でも、第一胃での急激な発酵が起こらなかったことを示

していると考えられた。

一方で、血液成分では試験区の血漿中のT-Cho、GOT、

γ-GTPが高かった。血漿中のT-Choはエネルギー摂取量

を、GOT及びγ-GTPは肝機能の状態を、それぞれ表して

いる 。これらの値が試験区で多かったことは、飼料摂13）

取量が多い試験区で、脂肪合成が盛んに行われており、

そのために肝臓に負荷がかかっていたと推察される。肥

育牛における活発な脂肪合成は、肉質向上につながる可

能性があり、血液成分としては望ましいと考えられる。

したがって、丸粒トウモロコシは、圧ぺん大麦のよう

な第一胃での発酵スピードの速い飼料と組み合わせた利

用に適していると考えられた。

本試験の各区の枝肉形質では、明確な差なかった。前

報でもトウモロコシの違いによる肉質の差は少なかった

ことから、トウモロコシの加工形態は肉質へ影響しない

と考えられた。

また、前報と比較すると、今回の試験のBMSナンバー

はそれぞれ2.7、2.6であり、前報の2.3～3.2と比較して

肉質の改善はなかった。瀧澤らは、大麦多給で肉質向上

の可能性を指摘している。一方で、堤ら、美津本らは、

大麦多給でも肉質に差はなかったと報告している。

石田ら によると、大麦の澱粉量はトウモロコシに比14）

べ少なく、永西ら 、Taniguchiら 及び荒田ら は、11） 15） 16）

第一胃での圧ぺん大麦の澱粉消化率は、圧ぺんトウモロ

コシに比べ高いと報告している。また、Taniguchiらは、

トウモロコシの澱粉は大麦に比べ小腸での消化率が高い

と報告している。このように、トウモロコシと大麦は第

一胃での発酵パターンや澱粉量、澱粉消化部位に差があ

る。特に肥育牛の場合、第一胃での発酵が常に限界に近

いことから、下位消化管での澱粉質の吸収が重要となる。

そのため、第一胃をバイパスする澱粉質の効果的な使用

方法について、さらに検討する必要があると考えられた。

脂肪酸組成については、腎脂肪及び皮下脂肪で試験区

の飽和脂肪酸が少なくなる傾向にあった。前報では、ト

ウモロコシの加工形態が脂肪酸組成に与える影響は一定

でなく、今回の結果も前報とは一致しなかった。三橋ら

は、大麦の多給により飽和脂肪酸の割合が増加すると17）

報告しているが、本試験と前報と比較してもこうした傾

向はみられなかった。この原因としては、三橋らの報告

に比べ本試験では、トウモロコシと大麦の配合割合の差

が少なかったことや、粉砕丸粒を使ったことで全体の採

食量が増え、トウモロコシの摂取量が多くなったことが

原因と考えられる。一方で木村 は、不飽和脂肪酸の多18）

い牛肉の方が、風味が良くなると述べている。そのため、

肉質成績には現れていないが、試験区の方が牛肉として

は優れていたと考えられた。

脂肪色については、皮下脂肪及び腎脂肪では、試験区

のa値、b値とも対照区より小さくなる傾向にあった。し

かし、その差は小さく、前報でもトウモロコシの加工形

態による差がないことから、影響しないと考えられた。
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また、前報と比較した場合、腎脂肪のa値、皮下脂肪

のa、b値で本試験が高かった。堤ら、三橋らは、トウモ

ロコシの多給により脂肪色が濃くなったと報告している

が、大麦が多給された本試験の方が脂肪の赤み、黄色み

が強く、この結果と合致しない。その原因としては、粉

砕丸粒を使ったことで全体の採食量が増え、トウモロコ

シの摂取量が多くなったためと考えられた。一方で、ト

ウモロコシの加工形態の差はあっても、飼料配合割合が

同じであった場合、L、a、bは比較的近い値となった。

そのため、脂肪の色調は給与飼料の組成による影響を受

けやすいと考えられ、理想的な色調値とそのための飼料

配合割合の検討が可能であると考えられた。

ロース芯の色調では、試験区のa、b値が高い傾向にあ

った。肉質結果でも、試験区のBCSが高い傾向にあり、

関係したと考えられる。枝肉の格付けでは、試験区はす

べて肉の色沢等級が格落ち要因となっており、これら一

連の関連が考えられた。しかし、前報ではこうした関係

がみられなかったことから、一層のデータ集積による解

析が必要だと思われた。

経済性については、試験区が優れた。試験開始時の体

重は、試験区が小さかったため素畜費が安く、枝肉販売

額は、枝肉格付けに両区で差がないことから、枝重の大

きい試験区がやや高くなった。

飼料費は、飼料摂取量の多い試験区が高くなり、前報

の結果も同様であった。飼料費だけでみると、今回の試

験設定では飼料単価の高い大麦を多給しているため、試

験区の飼料費が対照区を下回るためには、トウモロコシ

の単価が９円安くなる必要があった。そのため、粉砕丸

粒の給与では、飼料摂取量の増加分を考えると、必ずし

も飼料費節減にはならないと考えられた。しかし、増体

性の向上や脂肪酸組成の改善など、総合的にみると、丸

粒トウモロコシは肉牛飼料として十分な価値があると考

えられた。

以上のことから、丸粒トウモロコシは粉砕することで

圧ぺんトウモロコシの代替飼料として利用でき、特に大

麦等の第一胃での発酵の速い飼料との組合せが効果的で

あることが明らかとなった。また、肉質の向上はみられ

なかったが、大麦多給下でも不飽和脂肪酸が増えること

から食味の改善が期待でき、肉牛用飼料としての効果が

示唆された。
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