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摘要：肉牛生産に用いられる稲わらの代替粗飼料として、イタリアンライグラスストロー（以下

IRS ）の利用を検討するため、給与試験を行った。交雑種（♂黒毛和種×♀ホルスタイン種）雌牛

10頭を稲わら区と IRS区に分け、飼料摂取量と産肉性及び肉質に及ぼす影響を調査した。

１ IRS区は稲わら区に比べ粗飼料の摂取量は多かったが、濃厚飼料摂取量は少なかった。

２ IRSは稲わらに比べ物理性に欠けるため、 IRS区では鼓脹症傾向の牛が多かった。

３ IRS区の歩留まりは、稲わら区に比べやや劣る傾向にあったが、肉質では差がなかった。

以上の結果から、 IRS を稲わらの代替飼料として利用することは可能であるが、稲わらと同程

度の効果を得るには、給与する濃厚飼料の成分を検討する必要があると考えられた。
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Studies on Feeding Italian Ryegrass Straw
Instead of Rice Straw in Beef Cattle

MORISHITA Makoto, TAKIZAWA Hideaki, ISHII Kenichi and MATSUI Makoto

Abstract : The present study was performed to evaluate feeding italian ryegrass straw
instead of rice straw in beef cattle. Ten Cross-bred（Japanese black×Holstein) heifers
were divided into two groups, italian ryegrass straw fed group and rice straw fed group.
Data were collected for feed intake and meat quality.
1. Roughage intake of italian ryegrass straw fed group were higher than that of
rice straw fed group, while concentrate intake of italian ryegrass straw fed group
were lower than that of rice straw fed group.
2. Italian ryegrass straw fed group were prone to cause bloat, because italian ryegrass
straw was inferior to rice straw in physical structure.
3. Extraction rate of italian ryegrass straw fed group tended to be inferior to those of
rice straw fed group, but meet quality was not different between both groups.
These results suggest that it is possible to use italian ryegrass straw instead of rice
straw, but ingredient of concentrates must be considered to get effect equivalent to
using rice straw.
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緒 言

肉用牛の肥育期の粗飼料には、稲わらを使うのが一般

的である。稲わらは、粗剛性に優れ、βカロテン含量が

少ない。そのため、少量で第一胃機能が維持でき、ビタ

ミンＡコントロールをしやすく、肉用牛の飼料として適

している。

現在、国産稲わらの流通量は少なく、輸入に頼ってい

るのが現状である。しかし、これらはアジアの口蹄疫発

生国からの輸入となるため、安全性の問題や流通の安定

に不安が残る。そのため、稲わらに代わる粗飼料の検討

が必要であるが、こうした試験は少ない。そのなかでも、

塚本ら１）はイタリアンライグラスの２番草、瀧澤ら２）は

スーダン乾草について検討している。しかし、これらの

粗飼料にはβカロテンが含まれており、ビタミンＡコン

トロールができない。

本試験では、βカロテンの含有量が少なく、国内で比

較的入手しやすいことから、イタリアンライグラススト

ロー（以下IRS）を使って、稲わらとの給与比較試験を

行った。交雑種（♂黒毛和種×♀ホルスタイン種）雌牛

に対して稲わらとIRSを給与して、飼料摂取量、肉質及

び産肉性への影響を調査し、代替利用の可能性について

検討した。

材料及び方法

１ 供試牛及び試験区分

供試牛は、１～８か月齢で導入し、13月齢まで当場で

育成した交雑種雌牛を用いた。試験に供したのは10頭で、

供試牛の概要を表１に示した。

供試飼料の給与時期により、肥育前期（13～21か月

齢）及び肥育後期（22～28か月齢）の２期に分けた。供

試牛は試験終了後、生後約28か月齢でと殺した。

試験区分は、稲わらを給与した区を稲わら区、IRSを

給与した区をIRS区とし、各区５頭を配置した。

２ 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１頭を各区に配置して６頭

１群とし、6.4ｍ×6.4ｍ＝41.0㎡（１頭当たり6.8㎡）

で飼養した。濃厚飼料はストールフィーダーで１日６回、

個別に給与した。粗飼料は各群に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、固形塩

を自由舐食とした。

３ 飼料給与

供試した濃厚飼料の配合割合を表２に示した。濃厚飼

料として、圧ペントウモロコシ、粉砕丸粒トウモロコシ、

皮付き圧ペン大麦、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。こ

の他に、肥育後期飼料にビタミンAD3Eの飼料添加剤（ビ

タミンA含量 50,000IU/g）を0.1%混合した。濃厚飼料

は、月齢や牛の状態から給与量を調整した。

粗飼料は稲わら区は稲わらを給与したが、19～24か月

齢の間は稲わらが入手できなくなったため、トールフェ

スクストロー（以下TFS）を給与した。IRS区は、全期間

IRSを給与した。稲わら、IRS、TFSは、いずれも細断し

て、不断給与した。その他、14か月齢まで両区にヘイキ

ューブを２kg/日給与した。

４ 調査項目

本試験では、IRSと稲わらを比較するため、飼料摂取

量、増体性、第一胃内溶液性状、血漿中ビタミンA濃度、

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

給与量から残飼量を差し引いて、飼料摂取量とした。

飼料成分は、日本標準飼料成分表３）に基づいたが、IRS

及びTFSのTDNは示されていないため、それぞれイタリア

ンライグラス乾草とトールフェスク乾草の消化率をもと

に表３のとおり推定した。

体重及び体高は、試験開始時から４週間ごとに測定し

た。
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表１ 供試牛の概要

試験区分 No. 生年月日 種雄牛

稲わら区 １ 2001. 1. 3 茂美津

〃 ２ 2001. 2. 4 福鶴

〃 ３ 2001. 3.13 福富

〃 ４ 2001. 3.14 福富

〃 ５ 2001. 3.23 金鶴

IRS区 １ 2001. 4. 9 金鶴

〃 ２ 2001. 4.22 谷福

〃 ３ 2001. 5.11 菊谷安

〃 ４ 2001. 5.26 福栄

〃 ５ 2001. 5.30 鶴美

表２ 濃厚飼料中の配合割合と養分含量

項 目 肥育前期 肥育後期１）

給与月齢 13～21 22～28

配合割合(%)
圧ペントウモロコシ 30 32
粉砕丸粒トウモロコシ 10 8
皮付き圧ペン大麦 32 32
一般フスマ 16 18
コーングルテンフィード 6 3
大豆粕 3 2
大豆皮 2 4
カルシウム剤 1 1

飼料成分(原物%）
TDN 73.9 73.5
CP 12.0 11.6

飼料単価（円/kg） 37.5 37.2

1)飼料添加剤(ビタミンA含量 50,000IU/g）を0.1%混合
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（2）第一胃内溶液pH及び揮発性低級脂肪酸組成分析

稲わら区の粗飼料を稲わらからTFSに切り替える直前

と試験終了時に、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pHを測定した。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。

試験終了時の胃液サンプルを用いて、揮発性低級脂肪

酸組成を分析した。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、揮発性

低級脂肪酸組成を測定した。

（3）血漿中ビタミンＡ分析

IRS区について、20か月齢時に採血し、血漿中のビタ

ミンA濃度を測定した。頚部静脈よりヘパリン入り真空

採血管に採血し、3,000回転で10分間遠心分離により血

漿成分を抽出し、凍結保存した。数日後に大森ら４）の方

法に従い、高速液体クロマトグラム（470型、Waters）

を使用して、血漿中ビタミンA濃度を測定した。

（4）枝肉検査

枝肉検査は、枝肉取引規格の各項目５）について、日本

枝肉格付け協会検定員の評価により行った。

（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、凍結保存した。数日後に脂肪を抽出

し、分析に供した。

脂肪酸組成はO'keefeら６）の方法により、脂肪をナト

リウムメ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、ガ

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

にキャピラリーカラム（DB－225、J&W SCIENTIFIC）を

装着して行った。

脂肪酸の測定は、飽和脂肪酸３種（ミリスチン酸、パ

ルミチン酸及びステアリン酸）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

ール酸及びリノレン酸）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た。なお、

稲わらについては試験途中に中国産稲わらの輸入禁止措

置がとられ、購入価格の変動が大きいため、前年までの

平均単価とした。

枝肉販売額は県内食肉市場の交雑種雌牛の平均単価×

枝肉重量により求めた。平均単価はA-3で1,224円、B-3

で1,153円、C-3で941円、A-2で929円、B-2で825円、C-2

で787円とした。

素畜費は、県内子牛市場の平均kg単価×試験開始時体

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。IRS区は稲わら区に比べ、

１日当たりの粗飼料摂取量が多い傾向にあり、肥育前期

と全期間で有意差があった。一方で、肥育前期の濃厚飼

料摂取量は、稲わら区が多い傾向にあった。１日当たり

の飼料摂取量としては、前期は稲わら区が多く、後期は

IRS区が多い傾向にあった。

TDN及びCPの摂取量は、いずれの期間もIRS区が少なく

なる傾向にあった。

増体成績を表５に示した。試験開始時には、IRS区の

体重が大きかったが、前期終了時には稲わら区が大きく

なり、試験終了時はIRS区が大きかった。

１日当たり増体量は、肥育前期で稲わら区が大きい傾

向があり、後期でIRS区が有意に大きくなったが、全期

間では同じとなった。

２ 第一胃内溶液pH及び揮発性低級脂肪酸組成分析

第一胃内溶液pH及び揮発性低級脂肪酸組成の分析結果

を表６に示した。

第一胃内溶液のIRS区のpHは、稲わら区に比べ肥育前

期時に低く、試験終了時に高くなる傾向にあった。

揮発性低級脂肪酸組成は、酪酸は両区でほぼ同じであ

ったが、IRS区で酢酸が多くプロピオン酸が少ない傾向

表３ 粗飼料の飼料成分値（現物％）

成分値１） 消化率２） 推定３）

DM CP EE NFE Cfi ADF NDF CA CP EE NFE Cfi TDN

IRS 91.1 5.7 1.4 48.0 30.7 38.7 63.8 5.2 60 53 68 69 58.9
TFS 89.6 5.1 0.7 44.6 33.0 39.7 64.5 6.1 61 54 54 62 48.5
稲わら 87.8 4.7 1.8 37.6 28.4 34.4 55.4 15.3 26 45 49 57 37.7

1)日本標準飼料成分表(2001年版）の各ストロー成分値
2)IRS、TFSの消化率はそれぞれイタリアン乾草、トールフェスク乾草の１番草・出穂期の値
3)次式により推定：TDN=CP×消化率＋2.25×EE×消化率＋NFE×消化率＋Cfi×消化率
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にあり、酢酸・プロピオン酸比はIRS区で高くなった。

３ 血漿中ビタミンＡ分析結果

IRS区の肥育前期時の血漿中ビタミンA濃度は、68.2±

10.0IU/dlであった。

４ 枝肉成績

枝肉成績を表７に示した。IRS区は稲わら区に比べロ

ース芯面積が小さく、バラが薄く、筋間脂肪と皮下脂肪

が厚い傾向にあった。そのため、歩留まり基準値はIRS

区が低く、歩留まり等級でＣが２頭あった。脂肪交雑等

級及び肉色等級に差はなかった。

５ 肉色検査結果

肉色検査結果を表８に示した。皮下脂肪で稲わら区の

明度が低く、赤色度と黄色度がやや高い傾向にあったが、

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腎脂肪、筋間脂肪、皮下脂肪の脂

肪酸組成の分析結果を表９に示した。

各脂肪とも、飽和脂肪酸はIRS区が多く、不飽和脂肪

酸は稲わら区が多くなる傾向にあった。皮下脂肪のパル

ミチン酸は、IRS区が有意に多かった。

７ 経済性

経済性比較を表10に示した。枝肉販売額は、歩留まり

及び肉質で優れた稲わら区が高くなった。素畜費は、試

験開始時体重の大きいIRS区が高かった。飼料費は、全

表４ 飼料摂取量

項 目 稲わら区 IRS区

１日当たり粗飼料摂取量(乾物kg/頭)
肥育前期 2.40±0.01a１，２） 2.87±0.00b
肥育後期 1.80±0.08 1.90±0.13
全 期 間 2.14±0.05a 2.47±0.01b

１日当たり濃厚飼料摂取量(乾物kg/頭)
肥育前期 5.09±0.59 4.51±0.23
肥育後期 7.24±0.66 7.23±0.23
全 期 間 6.03±0.22 5.67±0.15

１日当たり飼料摂取量(乾物kg/頭)
肥育前期 7.50±0.59 7.39±0.23
肥育後期 9.04±0.66 9.14±0.21
全 期 間 8.17±0.26 8.13±0.14

期間別ＴＤＮ摂取量(kg/頭)
肥育前期 1,641.7±113.8 1,582.3± 44.4
肥育後期 1,496.3±202.6 1,452.1±218.2
全 期 間 3,138.0±117.0 3,034.5±182.9

期間別ＣＰ摂取量(kg/頭)
肥育前期 223.7± 18.5 211.3± 7.2
肥育後期 207.5± 29.8 203.8± 29.5
全 期 間 431.2± 16.2 415.1± 23.9

1)平均±標準偏差
2)異符号間に有意差あり p<0.05

表５ 増体成績

項 目 稲わら区 IRS区

試験開始時体重(kg) 373.8±27.7１) 393.8±47.4
前期終了時体重(kg) 597.2±36.1 577.2±50.5
試験終了時体重(kg) 709.2±38.0 723.2±54.2

前期ＤＧ２) (kg/日) 0.86±0.06 0.71±0.05
後期ＤＧ (kg/日) 0.57±0.14a３） 0.77±0.11b
全期ＤＧ (kg/日) 0.73±0.08 0.73±0.07

試験開始時体高(cm) 123.0±2.5 124.2±3.1
前期終了時体重(cm) 133.2±2.9 133.2±3.4
試験終了時体高(cm) 137.4±3.6 140.0±3.5

1)平均±標準偏差
2)ＤＧ：１日当たり増体量
3)異符号間に有意差あり p<0.05

表６ 第一胃液pHおよび低級脂肪酸組成

項 目 稲わら区 IRS区

肥育前期時
ｐＨ 6.74±0.24１) 6.63±0.18

試験終了時
ｐＨ 7.01±0.25 7.09±0.25
酢酸(mol%) 62.3±2.3 64.6±3.3
プロピオン酸(mol%) 22.2±2.3 20.0±1.1
酪酸(mol%) 15.6±1.6 15.5±0.8
A/P比２） 2.85±0.38 3.25±0.22

1)平均±標準偏差
2)A/P比：酢酸/プロピオン酸比
3)区間に有意差なし

表７ 枝肉成績

項 目 稲わら区 IRS区

冷却枝肉重量 (kg) 428.3±21.4１) 432.4±34.8
ロ－ス芯面積(cm２) 52.4±10.5 45.8± 2.9
バラの厚さ (cm) 7.0± 0.5 6.6± 0.4
筋間脂肪 (cm) 5.8± 0.5 6.3± 1.3
皮下脂肪の厚さ(cm) 2.8± 0.6 2.9± 0.8
歩留基準値 70.9± 1.6 69.8± 1.0
脂肪交雑等級(BMS No) 3.6± 0.5 3.4± 1.1
肉色等級(BCS No) 4.4± 0.5 4.4± 0.5
枝肉等級 Ａ－３ １

Ｂ－３ ２ １
Ｃ－３ １
Ｂ－２ ２ ２
Ｃ－２ １

1)平均±標準偏差
2)区間に有意差なし

表８ 肉色等成績

項 目 稲わら区 IRS区

ロース芯
Ｌ 44.2±3.3１) 44.2±4.3
ａ 29.6±3.1 30.6±3.0
ｂ 8.1±1.4 8.6±1.6

腎脂肪
Ｌ 83.4±1.2 84.4±1.6
ａ 8.8±2.0 9.5±1.4
ｂ 7.6±2.5 6.4±2.7

皮下脂肪
Ｌ 79.6±2.1 81.1±0.9
ａ 11.8±1.8 11.0±0.8
ｂ 6.8±0.8 5.4±0.8

1)平均±標準偏差
2)区間に有意差なし
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期間で乾物摂取量の多い稲わら区が高かった。粗収益は、

IRS区に比べ稲わら区が約65,000円高かった。各項目に

ついて、区間に有意差はなかった。

考 察

本試験では、IRSについて、稲わらの代替飼料として

の可能性を検討するため、摂取量などの飼料特性、ビタ

ミンAコントロールの可否及び肉質や脂肪質に与える影

響を調査した。

飼料摂取量は、IRSを給与した場合、稲わらに比べ粗

飼料の摂取が多くなった。塚本ら１）、瀧澤ら２）及び九法

ら７）の報告でも、他の粗飼料に比べ稲わらの摂取量が少

ない。イタリアンライグラスの消化速度は、生育ステー

ジにより差はあるものの、稲わらに比べ早い８）。そのた

めIRS区では、粗飼料の第一胃内の滞留時間が短く、第

一胃の恒常性維持のため生理的に粗飼料の要求があり、

粗飼料の摂取量が多くなったと考えられた。

IRS区の濃厚飼料摂取量は、稲わら区より少なかった。

IRS区は、後述するように鼓脹症傾向にあったため、濃

厚飼料をやや制限した。また、IRS区は粗飼料摂取量が

多いため、相対的に濃厚飼料摂取量が減ったと考えられ

る。一方で、稲わら区とIRS区の濃厚飼料摂取量は、後

期では前期ほど差がなかった。稲わら区では、前期の喰

い込みのよかった分、後期に喰い止まりが現れ、前期に

比べ後期の濃厚飼料摂取量が少なかったと考えられた。

稲わら区では一時的にTFSを給与したため、飼料摂取

への影響が考えられる。しかし、TFS給与前後の２か月

間の１日当たりの平均粗飼料摂取量は、稲わらで2.8kg、

TFSで2.9kgとほとんど差がない。高取ら９）は、TFSに比

べ稲わらの摂取量が多かったと報告しており、TFSの第

一胃での消化速度は、IRSよりも稲わらに近いと考えら

る。そのため、TFSの給与の影響は少ないと考えられた。

IRS区の日増体量は、肥育前・後期で大きな変動がな

かった。一方で、稲わら区は、肥育前・後期の変動が大

きかった。これは、稲わら区では前述のとおり肥育後期

に喰い止まり現象があり、日増体量に影響したと考えら

れる。また、IRS区では肥育後期でも約0.7kg/日の増体

があり、肥育期間をより長くとることで、枝肉重量の向

上が期待できると考えられた。

第一胃内溶液pHは、肥育前期でIRS区が低い傾向にあ

った。IRSの物理性では反芻刺激が少ないため、IRS区は

粗飼料の摂取量が多いにもかかわらずpHが低くくなった

と考えられた。

また、IRS区では、稲わら区に比べ鼓脹症ではないも

のの腹部左方が膨れる傾向にあった。IRSは稲わらに比

べ粗剛性に欠けるため、反芻刺激やあい気刺激が少なく、

第一胃内にガスが貯まりやすいと考えらる。膨れの大き

かった３頭については、予防として市販の第一胃刺激器

具（商品名ルーメンファイブB）を各個体３本づつ投与

した。その結果、鼓脹症には至らなかったものの、IRS

給与時には気を付ける必要があると考えられた。

また、IRS給与時には、稲わら給与時に比べ第一胃で

の発酵の遅い澱粉質や、バイパス率の高い澱粉質を給与

したり、濃厚飼料中の繊維質を増やすなど、第一胃での

発酵が緩やかになるような濃厚飼料設計をさらに検討す

る必要があると考えられた。

ビタミンAコントロールのため、肥育期の粗飼料には

βカロテンを含まないことが条件となる。日本標準飼料

成分表４）によると、稲わらのβカロテンの含有量は０～

9.3mg/kgとされている。IRSについては、甫立10）は2.3～

3.2mg/kgと紹介し、河野ら11）は、1.48mg/kgとしている。

本試験では、ヘイキューブの給与を止めて約５か月後の

表９ 脂肪酸組成

項 目 稲わら区 IRS区

腎脂肪
飽和脂肪酸(%)
ミリスチン酸 (C14:0) 2.9±1.1１） 2.8±0.5
パルミチン酸 (C16:0) 26.1±4.9 27.0±3.5
ステアリン酸 (C18:0) 20.3±2.4 22.6±1.8

計 49.3±5.3 52.4±5.5
不飽和脂肪酸(%)
ミリストレイン酸(C14:1) 0.2±0.3 0.3±0.2
パルミトレイン酸(C16:1) 2.3±0.3 1.9±0.3
オレイン酸 (C18:1) 47.4±5.4 43.8±5.1
リノール酸 (C18:2) 0.8±0.8 1.6±0.2
リノレン酸 (C18:3) 0.0±0.0 0.0±0.0

計 50.7±5.3 47.6±5.5

筋間脂肪
飽和脂肪酸(%)
ミリスチン酸 (C14:0) 2.6±0.5 2.7±0.3
パルミチン酸 (C16:0) 22.7±1.4 24.4±2.4
ステアリン酸 (C18:0) 11.4±0.8 11.2±1.9

計 36.7±1.5 38.3±4.4
不飽和脂肪酸(%)
ミリストレイン酸(C14:1) 1.0±0.3 0.9±0.2
パルミトレイン酸(C16:1) 4.6±0.8 4.3±0.9
オレイン酸 (C18:1) 55.3±2.2 53.8±3.5
リノール酸 (C18:2) 2.3±0.1 2.7±0.5
リノレン酸 (C18:3) 0.1±0.1 0.0±0.0

計 63.3±1.5 61.7±4.4

皮下脂肪
飽和脂肪酸(%)
ミリスチン酸 (C14:0) 2.6±0.3 2.8±0.2
パルミチン酸 (C16:0) 22.5±0.8a２） 23.9±0.8b
ステアリン酸 (C18:0) 6.3±0.9 6.6±0.9

計 31.4±1.8 33.3±1.1
不飽和脂肪酸(%)
ミリストレイン酸(C14:1) 2.2±0.6 1.9±0.3
パルミトレイン酸(C16:1) 8.2±1.7 7.0±0.5
オレイン酸 (C18:1) 55.6±2.2 54.9±1.4
リノール酸 (C18:2) 2.6±0.3 2.9±0.4
リノレン酸 (C18:3) 0.0±0.1 0.0±0.0

計 68.6±1.8 66.7±1.1

1)平均±標準偏差
2)異符号間に有意差あり p<0.05

表10 経済性比較

項 目(円) 稲わら区 IRS区

枝肉販売額1) 450,887±61,2452) 389,991±54,686
素畜費3) 194,750±14,454 205,170±24,698
飼料費4) 153,356± 6,461 147,612± 9,871
粗収益 102,781±64,448 37,209±59,231

1)枝肉販売額：枝肉販売価格×枝肉重量
2)平均±標準偏差
3)素畜費：試験開始時体重×県内市場におけるkg単価
4)粗収益：枝肉販売額－（素畜費＋飼料費)
5)区間に有意差なし
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血漿中ビタミンA濃度が、68.2IU/dlとなっている。血漿

中ビタミンAが80IU/dl以下では、肝臓への貯蔵はほとん

どないとされており12）、飼料からのβカロテンの供給は

なかったと考えられる。肉質についても、脂肪交雑等級

に差がないため、IRSを使ってのビタミンAコントロール

は、稲わらと同様にできると考えられた。

枝肉形状については、有意差はないものの、IRS区が

劣る傾向にあった。IRS区では、ロース芯面積が小さく、

バラが薄く、筋間脂肪が厚いなど枝肉形質で劣った。前

述のとおりIRSを給与した場合、濃厚飼料摂取量が相対

的に少なく、これが枝肉形質に影響したと考えられる。

そのため、前述のとおり飼料給与の面で鼓脹症対策を行

うことができれば、濃厚飼料摂取量が増え、こうした枝

肉形質の改善が図られると考えられた。

肉色については、BCSナンバーでも色差計による検査

でも明確な差はなく、粗飼料の影響はないと考えられた。

脂肪酸組成では、各脂肪においてIRS区は飽和脂肪酸

が多く、稲わら区は不飽和脂肪酸が多くなる傾向にあっ

た。木村は、濃厚飼料を多給した場合、不飽和脂肪酸の

割合が増えたと述べている13）。本試験では、肥育前期、

後期の粗濃比はそれぞれ、稲わら区で32.0％、19.9％、

IRS区は38.8％、20.8％と、全期間で稲わら区が低く、

不飽和脂肪酸が多くなったと考えられた。

また、木村によると、牛肉は不飽和脂肪酸、特にパル

ミトオレイン酸やオレイン酸が多くなることで、脂肪が

柔らかく、生牛熟成香が増し、おいしくなると述べてい

る。これらの脂肪酸は、各脂肪において稲わら区が高い

傾向にあった。前述のとおり、IRS給与時には稲わら給

与時と同等の濃厚飼料を用いるのではなく、より適した

成分とすることで、濃厚飼料摂取量が増え、脂肪酸組成

も改善できると考えられた。

経済性では、素畜費が安く、枝肉販売額の高かった稲

わら区が、飼料費が高いにも関わらず粗収益が多い傾向

にあった。また、表10には示していないが、IRS区では

前述のように１本約２千円する第一胃刺激器具を3/5頭

に３本づつ投与しており、１頭平均でさらに約3,600円

のコストがかかった。

表10に示したように、IRS区の粗収益は稲わら区に比

べ約65,000円低く、これは売上げの差とほぼ等しい。枝

肉重量の差は少ないため、前述のとおり濃厚飼料成分を

IRSに合わせることで枝肉形状の改善ができれば、歩留

まり等級が改善され、売上げの差はなくなると考えられ

た。

以上の結果から、IRSを稲わらの代替飼料として利用

することは可能であるが、稲わらと同程度の効果を得る

には、給与する濃厚飼料についてさらに検討を重ねる必

要があると結論づけられた。特にIRSを給与する場合、

鼓脹症傾向になる牛が多いため、留意する必要があった。

古賀ら14）は、肥育前期に粗飼料を多給した方が、肉質

が優れたと報告している。そのため、濃厚飼料給与量の

少ない肥育初期にIRSを給与することで、粗飼料摂取量

を増やすことができ、肉質の改善が期待できると考えら

れた。

また、IRS以外でβカロテン含量の少ない他のストロ

ー類や麦わら類についても、その飼料特性を調査する必

要があると考えられた。
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