
銅・亜鉛無添加飼料へのフィターゼ添加水準の差が

肥育豚の発育及び銅・亜鉛排泄量に及ぼす影響
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銅（ ）及び亜鉛（ ）無添加飼料へのフィターゼ添加水準の差が、発育及び と の排泄量に摘要： Cu Zn Cu Zn
及ぼす影響について検討した。試験は、 及び 無添加飼料にフィターゼを500及び1000単位 kg添加しCu Zn /
た飼料 （500単位区及び1000単位区）と 及び を添加（市販飼料並）した飼料（慣行区）を、肥育豚に給Cu Zn
与して行った。試験には平均体重42.4 kgの三元交雑種（ ）去勢雄24頭と雌24頭の計48頭を用いた。WLD
１ 肥育前期、後期とも給与飼料による１日平均増体重、飼料要求率及び肉質は、いずれの区間でも差はな

かった。

２ 肥育前期、後期とも 及び の排泄量は、慣行区に対して500単位区及び1000単位区は有意にCu Zn
（ <0.05）減少した。また、500単位区は1000単位区より 及び の排泄量が多かったが、その差は少なかP Cu Zn
った。

３ 肝臓及び胆汁中の 濃度は500単位区と1000単位区は慣行区に対して有意に( <0.05)減少したが、中Cu P
手骨では有意に( <0.05)増加した。 の血清中濃度及び、各臓器の 含量は区間に有意な差はなかった。P Cu Zn
これらの結果から、肥育期の豚に対して 及び 無添加飼料へのフィターゼ500単位/kg添加は、発育Cu Zn

等に影響を与えることなく と の排泄量を、 及び 添加飼料より 83％ 67％減少できることCu Zn Cu Zn Cu Zn
が示された。

：肥育豚、銅排泄量、亜鉛排泄量、フィターゼ添加水準キーワード

The Effect of Dietary Phytase Levels without Copper and Zinc
Supplementation on Performance, Copper and Zinc Excretion

in growing and Finishing Pigs

MASUDA Tatsuaki, HIRAYAMA Tetsuo, SAKAKIBARA Mikio
and KANO Masatoshi

This study examined to effect of dietary phytase levels without copper(Cu) and zinc(Zn)Abstract：
supplementation on growth and excretion of Cu and Zn. Three diets were formulated in this study.
No Cu nor Zn but two levels of phytase (500U/kg and 1000U/kg) were supplemented in the
experimental diets (500U diet and 1000U diet, respectively). Common (excess) levels of Cu and Zn
were supplemented in the control diet. These diets was fed to 48 three-way crossbred pigs; 42.4 kg
average live weight, 24 castrated pigs and 24 gilts.
1. No differences in average daily gain, feed conversion ratio and meet quality were observed
among the pigs fed three diets.
2. Excretion of Zn and Cu were reduced in pigs fed 500U and 1000U diets than control diet.
Excretion of Zn was reduced more in pigs fed 1000U diet than 500U diet,
for improvement in digestibility.
3. Zn contents were lower (P<0.05) in liver and bile, but higher (P<0.05) in metacarpal for
experimental diets than control diet. Cu concentration in the serum and Zn contents in other
organs were not changed.
As a result, containing 500U/kg dietary phytase without Cu and Zn supplementation, does not

depress growing performance but reduces Cu and Zn excretion (83% and 67%, respectively).

Growing and finishing pigs, Copper excretion, Zinc excretion, Dietary hytase levelKey Words： p
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緒 言

豚ぷん堆肥利用上の問題である銅(Cu)及び亜鉛(Zn)
含量に対して、これまでに著者らは飼料面からこれらの

排泄量を低減する研究１，２）を行ってきた。その結果、肥

育豚に対して Cu・Zn とも無添加とした飼料にフィター
ゼを1000単位/kg 添加することによって、豚の発育に支

障を与えることなく Cu・Zn 排泄量を低減できることが
明らかとなった。しかし、フィターゼは飼料配合材料と

して高価なものであり、研究レベルでは1000あるいは

1500単位/kg という水準で給与することはあっても、現

場ではコスト面からより低い濃度での利用されている。

現在、市販飼料としてフィターゼを添加したものが流通

しているが、その多くは500単位/kg 程度の添加量であ

る。トウモロコシと大豆粕を主原料とした飼料では Cu
・Zn とも無添加にした場合には、Cu は日本飼養標準に
示される飼料中の養分要求量を充足するが、Zn に関し
ては要求量の60％程度しか満たさなくなってしまう。フ

ィターゼを1000単位/kg 添加した場合には量的には少な

くても、高田ら３）Murry ら４）、Adeola ら５）及び Xingen
ら６)が報告するフィターゼによる Zn 利用性向上効果が
生ずるため、豚が欠乏による障害を引き起こすことはな

かった。しかし、フィターゼ添加量を市販飼料並とした

場合に、この効果で豚の Zn 必要量を十分確保できるか
は明らかになっていない。このため、本研究では、市販

飼料で採用されている500単位/kg というフィターゼ添

加水準で豚の発育に影響を与えることなく Cu・Zn 排泄
量の低減ができるかを主眼に調査を行った。

材料及び方法

１ 供試飼料

飼料の配合割合及び栄養成分を表１に示した。飼料は

Cu・Zn を飼料工業会自主規制値（添加量の上限値、体
重30 kg～70 kg：Cu 45 mg/kg 、Zn 55 mg/kg 、体重

70 kg以降：Cu 10 mg/kg 、Zn 50 mg/kg ）に従って

添加した慣行区、Cu と Zn を無添加とした飼料にフィ
ターゼを500単位/kg 及び1000単位/kg 添加した500単位

区と1000単位区の計３区を設定した。500単位区及び

1000単位区については、フィターゼ添加に伴う飼料原料

のリン利用性改善分に相当するリン量に当たるリン酸カ

ルシウムを低減して配合した７，８）。また、各試験飼料は、

可消化養分総量（TDN）を日本飼養標準（1998年版）
９）の TDN 75 ％ に換算した場合、各栄養素の要求量が

下回らないように配合設計を行った。配合設計において

各飼料原料の栄養素含量は日本標準飼料成分表（1995

版）１０）の数値を用いたが、二種混については粗タンパ

ク質含量 (CP)50％の魚粉２ ％と CP 7.5％のトウモロ

コシ98％による混合物として計算した。

２ 供試豚及び発育調査

供試豚として、WLD 系統三元交雑種48頭（去勢♂24
頭、♀24頭）を用いた。これらを性ごとに平均体重が等

しくなるように 4頭ずつの群飼とし、去勢雄２群、雌２

群の計４群を１区に割り当てた。供試豚は、コンクリー

ト平床式豚房（有効床面積6.24 ㎡）に収容し、各試験

飼料を不断給与した。

肥育前期試験は、平均体重が42.4 kgの時点から76.6

kgまで（2001年 9月26日～10月31日）、肥育後期試験は、

肥育前期終了時点から、体重110 kgに達した個体が現れ

た時点（平均体重100.4 kg、同年10月31日～11月28日）

まで行った。

調査項目として、２週間に１回、体重及び飼料摂取量

を測定した。

３ Cu・Zn排泄量及び消化率調査

各試験区４群の内、２群に対して試験飼料に酸化クロ

ムを0.1％混合した飼料を1週間給与し、８日目のAM9:30
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表１ 試験飼料配合割合及び銅・亜鉛等添加量と含量

区 分 肥育前期 肥育後期

項 目 慣 行 区 500単位区 1000単位区 慣 行 区 500単位区 1000単位区

二種混 79.47 79.44 79.39 83.63 83.57 83.52
配 大豆粕ミール 18.00 18.00 18.00 15.00 15.00 15.00
合 魚粉(CP60%) 1.00 1.00 1.00 ---- ---- ----
割 第3リン酸カルシウム 0.50 0.25 ---- 0.46 0.25 ----
合 炭酸カルシウム 0.55 0.75 0.95 0.52 0.70 0.90
(％) 食塩 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18

ビタミン剤 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20
塩酸リジン 0.05 0.05 0.05 ---- ---- ----
メチオニン 0.03 0.03 0.03 ---- ---- ----

添 粉末硫酸銅 (mg/kg) 129 ---- ---- 29 ---- ----
加 粉末炭酸亜鉛 (mg/kg) 97 ---- ---- 88 ---- ----
量 フィターゼ (％) ---- 0.10 0.20 ---- 0.10 0.20

Ｔ Ｄ Ｎ (％) 77.41 77.39 77.35 77.83 77.78 77.74
栄１）Ｄ Ｃ Ｐ (％) 13.20 13.20 13.20 11.61 11.61 11.60
養 銅 (mg/kg) 50.47 5.46 5.46 14.92 4.90 4.90
成 （分析値）( 〃 ) (50.41) ( 5.42) ( 5.11) (14.57) ( 4.59) ( 4.55)
分 亜鉛 ( 〃 ) 83.61 28.58 28.56 76.80 26.79 26.77

（分析値）( 〃 ) (83.94) (31.79) (30.67) (76.75) (27.41) (26.79)

1) 日本標準飼料成分表に基づく計算値
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～PM3:30までの間に排泄するふんのすべてを個体識別し

ながら回収した。これを70℃の通風乾燥機内にて３日間

乾燥した後、室温で２日間放置した物を風乾試料とし、

これを粉砕して分析に供した。摂取飼料当たりの排泄量

及び消化率の算出は酸化クロムの回収率を100％として

インデックス法で行った。

４ 枝肉調査

肥育後期試験終了後、継続して肥育後期飼料を給与し、

生体重が105～115 kgの豚を各群２頭ずつと殺して枝肉

品質を調査した。枝肉の評価は、社団法人日本食肉格付

協会の豚枝肉取引規格に従い格付けを行った。脂肪の厚

さは豚産肉能力検定のと体測定要領に基づいて測定した。

脂肪融点は背脂肪測定部位の皮下内層脂肪を採取し、測

定した。

５ 臓器等調査

肥育前期・後期とも試験開始４週間後に、各群から無

作為に抽出した２頭から血液を採取し、血清中の Cu 及
び Zn濃度を測定した。
と殺時に、各群２頭から肝臓及び胆嚢中の胆汁を、各

群１頭から骨（中手骨）を採取し、Cu 及び Zn 含量を
測定した。

６ 分析方法

ふん及び飼料中の Cu・Zn 含量については試料を乾燥
・粉砕後、飼料は10 g、ふんは0.5～2.0 gを、硝酸－過

塩素酸で湿式灰化したものを分析に供した。血清は等量

の20％トリクロロ酢酸を加えた後に攪拌・加熱（70℃

20分）・放冷・遠心分離（3000 rpm 10分）し、上澄み

液を分析に供した１１）。肝臓は湿重量約５gを、胆汁は約

20 mLを200 mLトールビーカーに採取し、乾燥後、硝酸

及び過塩素酸にて湿式灰化して分析に供した７)。骨は加

熱による脱脂の後、中手骨１本の全量を同様に湿式灰化

した。試料中の Cu・Zn 含量は、原子吸光分光光度計
（セイコー電子 SAS-7500）で測定を行った。
また、各測定値の平均値について、t検定を行い、５

％水準で差の有意性を判断した。

７ 期間総排泄量試算

試験結果を用いて豚の肥育期間における Cu 及び Zn
の総排泄量を試算した。試算値は各区の飼料要求率及び

摂取飼料当たりの Cu 及び Zn 排泄量を用いて、肥育前
期及び後期における増体を40 kgとして次式により算出

した。

期間総排泄量＝期間増体重（前期40 kg、後期40 kg）

×飼料要求率×摂取飼料1 kg当たり排泄量

試験結果

１ 発育成績

試験における１日平均増体重（DG）及び飼料要求率
（FCR）を表２に示した。
肥育前期及び後期とも区間に差は認められず、各区と

もほぼ同じ成績であった。

２ ふん中排泄量及び消化率

酸化クロムを混合した飼料を給与して行った消化試験

の結果を表３に示した。

(1)Cu

肥育前期・後期とも慣行区に対してふん中排泄量は

500単位区と1000単位区が有意に少なかった。また、500

単位区に対しても1000単位区はふん中排泄量が有意に少

なくなった。見かけの消化率では、肥育前期では有意差

は認められなかったが、後期において1000単位区が他の

２区に対して有意に高くなった。

(2)Zn

肥育前期・後期とも Cu と同様に慣行区に対して500
単位区と1000単位区がふん中排泄量が有意に少なかった。

500単位区と1000単位区の比較では、肥育前期では有意

差は認められないが、1000単位区が少ない傾向にあった。

肥育後期では1000単位区が500単位区より有意に少なく

なった。見かけの消化率は肥育前期・後期とも慣行区よ

り500単位区と1000単位区が有意に高かった。また、500

単位区と1000単位区の比較では、1000単位区の方がより

高い消化率を示しており、肥育後期では有意差が認めら

れた。

３ 枝肉調査

と殺時における肉質等の成績を表４に示した。

すべての調査項目において区間の有意差は認められず、

同等の品質であった。

４ 臓器等調査

臓器等の Cu及び Zn含量を表５に示した。
(1)Cu

血清中の濃度は肥育前期・後期とも区間に有意な差は

認められなかったが、500単位区と1000単位区は慣行区

愛知県農業総合試験場研究報告第35号

表２ 発育成績

区 分
慣 行 区 500単位区 1000単位区

項 目

肥育前期 １）

Ｄ Ｇ(g) 975 ± 72 999 ± 71 956 ± 51
ＦＣＲ 2.96 ± 0.23 2.90 ± 0.14 2.86 ± 0.14

肥育後期
Ｄ Ｇ(g) 854 ± 134 846 ± 95 849 ± 38
ＦＣＲ 3.93 ± 0.12 3.99 ± 0.10 3.86 ± 0.21

1) 平均値±標準偏差
すべての項目において区間の有意差なし
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よりやや低くなる傾向が認められた。肝臓中含量及び胆

汁中の濃度は、500単位区と1000単位区が慣行区より有

意に低くなった。しかし、骨中含量では500単位区と100

0単位区が慣行区より高くなる傾向を示し、1000単位区

は慣行区との間で有意差を示した。

(2)Zn

血清中 Zn 濃度は、肥育前期・後期とも区間に有意な
差は認められなかった。肝臓においても区間の差は認め

られず、ほぼ同等の数値であった。胆汁では、500単位

区と1000単位区が慣行区より高い数値を示したが、有意

性は認められなかった。骨中含量では慣行区より500単

位区と1000単位区が低い値を示したが、有意差は認めら

れなかった。

５ 期間総排泄量試算

肥育期間に試験飼料を給与した際に予想される期間排

泄量の試算値を表６に示した。500単位区は、慣行区と

表５ 臓器等の銅・亜鉛含量（mg/kg）

区 分
慣 行 区 500単位区 1000単位区

項 目

血清 １） ２）

前期 Cu 227.0 ±20.4 (100) 211.8 ±17.9 ( 93) 217.7 ±20.7 ( 96)
(μg/dL)Zn 133.0 ±17.2 (100) 143.5 ±73.5 (108) 140.3 ±52.8 (105)

後期 Cu 216.1 ±27.4 (100) 198.4 ±18.4 ( 92) 195.4 ±14.7 ( 90)
(μg/dL)Zn 151.7 ±23.1 (100) 151.7 ±33.7 (100) 152.8 ±57.9 (101)

３）
肝臓 Cu 8.56 ±0.91a (100) 6.73 ±0.78b ( 79) 6.73 ±0.54b ( 79)
(mg/kg)Zn 70.98 ±14.30 (100) 72.57 ±21.92 (102) 70.65 ±22.32 (100)

胆汁 Cu 3.53 ±0.53a (100) 2.53 ±0.88b ( 71) 2.01 ±0.74b ( 57)
(mg/kg)Zn 0.29 ±0.17 (100) 0.44 ±0.24 (150) 0.36 ±0.12 (121)

骨 Cu 0.65 ±0.03a (100) 0.72 ±0.05ab(111) 0.72 ±0.02b (110)
(mg/kg)Zn 101.27 ±12.48 (100) 91.23 ±21.13 ( 90) 92.79 ±9.98 ( 92)

1) 平均値±標準偏差
2) （ ）内は慣行区に対する比
3) 異符号間に有意差あり(P<0.05)

表４ 肉質等成績

区 分
慣 行 区 500単位区 1000単位区

項 目

枝肉重量 (kg) 74.7 ±3.3１） 74.8 ±1.5 74.6 ±2.2
脂肪厚 背 (mm) 21.3 ±3.1 20.1 ±3.2 20.1 ±3.0

平均２）(mm) 30.1 ±3.4 29.1 ±3.5 28.7 ±2.3
格付３） 1.5 ±0.8 1.4 ±0.5 1.4 ±0.5
脂肪融点４） (℃) 40.6 ±1.0 40.1 ±2.1 40.3 ±2.3

1) 平均値±標準偏差
2) 肩、背、腰の３部位平均
3) 上＝１，中＝２，並＝３として数値化
4) 第10－11胸椎部の皮下内層脂肪における測定値
すべての項目において区間の有意差なし

表３ 銅・亜鉛のふん中排泄量及び消化率

区 分
慣 行 区 500単位区 1000単位区

項 目

肥育前期 １） ２） ３）

Cu ふん中排泄量 (mg/飼料kg) 51.03 ± 4.16a (100) 5.59 ± 0.26b ( 11) 5.02 ± 0.24c ( 10)
見かけの消化率 ( ％ ) - 1.2 ± 8.3 - 3.0 ± 4.8 1.7 ± 4.7

Zn ふん中排泄量 (mg/飼料kg) 80.26 ± 7.14a (100) 27.05 ± 1.96b ( 34) 25.41 ± 2.48b ( 32)
見かけの消化率 ( ％ ) 4.4 ± 8.5a 14.9 ± 6.2b 17.1 ± 8.1b

肥育後期
Cu ふん中排泄量 (mg/飼料kg) 14.84 ± 0.58a (100) 4.68 ± 0.22b ( 32) 4.20 ± 0.10c ( 28)
見かけの消化率 ( ％ ) - 1.9 ± 4.0a - 2.1 ± 4.9a 7.7 ± 2.2b

Zn ふん中排泄量 (mg/飼料kg) 72.57 ± 4.38a (100) 23.08 ± 1.87b ( 32) 20.90 ± 1.13c ( 29)
見かけの消化率 ( ％ ) 5.4 ± 5.7a 15.8 ± 6.8b 22.0 ± 4.2b

1) 平均値±標準偏差
2) 異符号間に有意差あり(P<0.05)
3) （ )内は慣行区に対する比
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比較すると肥育前期で Cu 89％、Zn 67％、肥育後期は
Cu 68％、Zn 68％の低減効果が得られ、肥育全期間では
Cu 83％、Zn 67％の低減となった。フィターゼを添加し
た２区間の肥育全期間排泄量を比較すると、1000単位区

の方が500単位区より Cu で0.18 g、Zn で0.69 g少なか
った。

考 察

発育に関しては３区とも DG 及び FCR に差は認めら
れていない。前報２）では Cu・Zn ともに無添加の飼料を
給与した群において、Zn 欠乏により発育の停滞及び皮
膚にパラケラトーシスの症状を示す個体が現れた。しか

し、今回の試験では500単位区においてもそのような兆

候を示す個体はみられなかった。このことから、Zn 欠
乏による発育停滞解消のために行う、Cu・Zn 無添加飼
料へのフィターゼ添加の量は、500単位/kg で十分であ

ると思われる。また、肉質面でも各区間に差は認められ

ておらず、フィターゼ500単位/kg 添加で生産性に関し

て支障がないことが明らかになった。

Cu 及び Zn の体内への吸収及び蓄積状況を確認する
ために臓器等の調査を行ったが、血清中の濃度では Cu
・Zn とも区間に差は認められなかった。体内における
Cu の主たる経路である肝臓及び Cu 排泄の90％以上を
担う胆汁中の、Cu 濃度は500単位区と1000単位区が慣行
区より低くなった。これは、慣行区の Cu 摂取量が多い
ため相対的に高くなったものと考えられる。これに対し

て骨中の Cu 含量は慣行区より500単位区と1000単位区
が高くなっており、体内への蓄積量は大きく劣るもので

はないことが推察された。また、500単位区と1000単位

区の比較ではすべての項目において差は認められず、フ

ィターゼ500単位/kg 添加の場合でも1000単位/kg 添加

時と同等の Cu と Zn が体内に取り込まれていた。この
ことは、フィターゼ500単位/kg 添加であっても Zn 欠
乏が十分に解消されたことを示しており、発育面の結果

を裏付けしていた。

Cu・Zn の排泄量は慣行区に対して、飼料中の含量が

少ない500単位区と1000単位区が有意に低くなった。同

様に500単位区と1000単位区で比較すると、1000単位区

がすべてにおいて排泄量が低くなっており、肥育前期の

Zn 排泄量を除き有意性が認められた。この結果、フィ
ターゼの添加水準により排泄量に差が生じることが示さ

れた。しかし、500単位区と1000単位区との総排泄量試

算値での差は、肥育全期間排泄量として Cu 0.18 g、Zn
0.69 gである。これは、500単位区における排泄量の10

％程度であり、慣行区との差に比較すればわずかなもの

と考えられる。フィターゼ1000単位/kg 添加は Cu 及び
Zn の排泄量を低減する意味では有効であるが、フィタ
ーゼの添加量が現在市販飼料において利用されている水

準より高く、Cu 及び Zn の無添加並びにリン酸カルシ
ウム添加量削減によるコスト減を考慮しても、飼料単価

が高くなるものと思われる。これに対して、フィターゼ

500単位/kg 添加であれば、現在市販されているフィタ

ーゼ添加飼料の配合時に、Cu・Zn 添加資材である硫酸
銅や炭酸亜鉛などを無添加とするだけなので、コスト的

に高くならないものと考えられる。

以上のように、Cu・Zn 無添加飼料に500単位/kg の
フィターゼを添加することは、1000単位/kg の添加に比

べて Cu・Zn 排泄量低減効果は若干劣るものの、生産コ
ストを考慮した場合、豚の発育に関しては全く影響を与

えない実用的な方法である。
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表６ 銅・亜鉛の期間ふん中排泄量試算値（g）
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肥育全期間
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Zn 20.89(100) 6.82( 33) 6.13( 29)

1) 期間増体重(40 kg)×飼料要求率
×摂取飼料1 kg当ふん中排泄量

2) （ )内は慣行区に対する比
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