
初期発育に優れた黒毛和種雄子牛の人工哺乳方法
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摘要：哺乳量を一定にして行われる一般的な黒毛和種の人工哺乳では、哺乳から育成期にか

けての発育が劣るため、初期発育に優れた人工哺乳方法を検討した。当場で生産された黒毛和

種雄子牛16頭を３区に分け、20週齢まで飼養した。対照１区の５頭は、20週齢まで母子同居で自

由哺乳とした。対照２区の３頭は、代用乳量を600g/日で一定にした一般的な人工哺乳とした。試
験区の８頭は、代用乳量を600g/日から始め、100g/週づつ増加させて最高で900g/日給与し、５週
目以降は600g/日に減らした。離乳は、人工乳を３日間連続して、対照１区は1,000g/日、試験区
は700g/日摂取した時とした。
１ 対照１区、試験区では、体重は黒毛和種雄子牛の標準的な発育を示した。対照２区は、他区

に比べ発育が劣った。

２ 試験区の離乳は対照２区より10日早く、離乳後も順調に飼料摂取量が伸びた。そのため、対

照１区＜対照２区＜試験区の順で飼料摂取量が多かった。

３ 試験区は対照２区に比べやや下痢の多い傾向にあった。しかし、哺乳量の一時的な減量で

速やかに改善された。

以上の結果から、初期発育に優れた人工哺乳方法として、段階的に哺乳量を増加させ、その

後減少させる試験区の方法が適当と考えられた。
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The Artificial Suckling Method of Japanese Black Bull Calves
for the Rapid Growth in Early Stage

MORISHITA Makoto, TAKIZAWA Hideaki, ISHII Kenichi and MATSUI Makoto

Abstract: This study was conducted to investigate the effective artificial suckling
method of Japanese black bull calves. Sixteen calves were divided into 3 groups, and
were assigned to one of three treatments until 20 weeks of age. Five calves of control
group 1 were housed with their dams for 20 weeks. Three calves of control group 2
suckled 600g/day of commercial milk replacer. For group 3, eight calves suckled
replacer 600g/day for first 1 week and from 6 weeks of age until weaning. From 2nd
week birth, feeding amount of replacer were increased 100g/week until 900g/day at 5
weeks of age. The weaning was at when calves in controll group 2 and group 3 had
consumed starter 1,000g/day and 700g/day respectively for 3 days consecutively.
1. Body weight gains of control group 1 and group 3 were similar to that of standard
Japanese black bull growth calves. Body weight gain in controll group 2 were lower
than those in the other groups.
2. Weaning of group 3 was 10 days earlier than that of controll group 2, and feed
intake of group 3 were increased rapidly after weaning. Therefore, feed intake was in
order of control group1< controll group 2< group 3.
3. Group 3 tended to have diarrhea compared to controll group 2. However, reducing
milk allowance improved the incidence immediately.
These results suggest that the artificial suckling method of group 3 is suitable to
Japanese black bull calves.
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緒 言

受精卵移植技術の普及により、乳牛の借り腹による黒

毛和種生産が一般的になっている。また、早期の母子分
１、離が、母牛の繁殖機能を回復することが示されており

、繁殖農家でも産子を人工哺乳する事例がみられる。２）

このように、黒毛和種産子が人工哺乳される機会が増え

ている。

黒毛和種の人工哺乳については、受精卵移植が広まっ

た1980年以降に各地で試験され、報告されている。この

うち多くの報告が、代用乳の量を600g/日以下とし、定

量給与している。しかし、これらの報告の子牛の発育は、

黒毛和種の平均から下限値で推移している 。３－６）

このように、一般的に行われる代用乳の定量給与では、

哺乳から育成初期にかけての発育が自然哺乳に比べ劣る

傾向にある。その原因としては、成長に合った哺乳量で

ないことや、哺乳期間の延長による固形飼料への切り替

えの遅れが考えられる。

成長期の栄養不足による発育遅延は、その後の代償性

発育により補完されると考えられている。しかし、篠倉

ら 、吉田ら 及び若田ら は、離乳時体重の大きい方３） ７） ８）

が、育成期の増体も優れたと報告しており、哺乳期の発

育は重要と考えられる。

また、哺乳期の発育の遅れを補う目的で、育成期に濃

厚飼料が多給され、市場出荷時点で過度の脂肪蓄積にな

る恐れがある。育成期の脂肪の蓄積は、肥育農家にとっ

て飼い直しの手間がかかることや、筋肉内脂肪の入りに

くい牛になる など問題が多く、市場性を損なう原因と９）

なる。

そこで、黒毛和種雄子牛について、哺乳から育成初期

の発育改善を目的に、子牛の成長に伴い哺乳量を増給す

るとともに、早期離乳できる人工哺乳方法を検討した。

材料及び方法

１ 供試牛及び試験区分

試験区では、2002年以降に当場で人工授精または受精

卵移植で生産された雄子牛を用いた。供試牛は８頭で、

代用乳量を週齢とともに増加する人工哺乳を行った。

また、対照区として、過去に当場で母子同居による自

然哺乳した子牛５頭（対照１区）と代用乳の定量給与に

よる人工哺乳を行った３頭（対照２区）のデータを用い

た。

各区の供試牛の概要と試験区分を表１に示した。

２ 飼養管理方法

対照１区の産子は、20週齢まで母子同居で管理した。

夜間は2.6ｍ×4.4ｍのペンで管理し、昼間は母子ともに

運動場へ放した。生後１週齢以降に、母牛の盗食を防止

するため、子牛用の隔柵をペン内に設けた。

対照２区及び試験区の産子は、分娩後48時間以内に母

子分離し、独房で管理した。初乳摂取状況を確認し、十

分飲めていない個体には乳牛の凍結初乳又は粉末初乳を

給与した。

対照２区は、母子分離後、市販の和牛用代用乳300gを

６倍の温湯で希釈し、１日２回給与した。離乳の目安は、

人工乳を３日間連続1,000g摂取した時点とし、３～５日

かけて離乳した。

試験区は、母子分離後、市販の和牛用代用乳を表２の

プログラムで増量し、５週目以降は600g定量に戻して、

１日２回に分けて給与した。人工乳を３日間連続700g摂

取した時点で１日１回哺乳とし、対照２区と同様に離乳

した。

対照２区及び試験区の哺乳は、哺乳ビンまたは哺乳バ

ケツで行った。

各区とも、生後１週齢以降に人工乳及びチモシー乾草
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表１ 供試牛及び試験区分の概要

試験区分 生年月 AIorET 生時体重 種雄牛１）

対照１区 1998/ 8 AI 28kg 安金
５頭 1998/10 AI 28 金鶴

1999/ 8 AI 26 福谷福
1999/ 8 AI 31 第７安福
1999/ 9 AI 35 北乃安福

対照２区 2000/ 6 AI 35 北乃安福
３頭 2000/ 9 AI 31 乙次郎

2001/ 9 AI 25 照幸重

試験区 2002/ 9 ET 32 紋次郎
８頭 2002/10 ET 30 平茂勝

2002/10 AI 27 紋次郎
2003/ 2 AI 30 藤茂福
2003/ 2 AI 30 紋次郎
2003/ 3 ET 37 神茂福
2003/ 4 AI 35 藤茂福
2003/ 8 AI 30 菊百合

１）AI：人工授精、ET：受精卵移植

表２ 試験区の飼養プログラム

生 後 代用乳 人工乳 育成用飼料 乾草・水１）

０週齢 600g

１ 700 摂 不断給与

２ 800 取

３ 900 状

４ 900 況

５ 600 に

６ 応２）

７ じ

： て

： 増

： 量

：

12 人工乳から

切り替え

1)６倍の温湯で希釈、１日２回に分けて給与

2)人工乳を３日間連続700g摂取後、３～５日かけ離乳
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を給与した。給与した飼料の成分を表３に示した。人工

乳は、１日３kgを上限とし、摂取状況により増給した。

また、12週齢以降、育成用飼料と切り替えた。乾草は不

断給与とした。水はバケツまたはウォーターカップで自

由飲水とした。なお、試験終了後にバルザック法で去勢

した。

試験区の産子は、生後３日目に貧血予防として鉄剤５

ml、ビタミンＥ剤２ml及びビタミンAD E剤１mlを臀部筋３

肉に注射した。

３ 試験期間及び調査項目

試験期間は、各子牛出生時から20週（140日）齢まで

とした。

（1）体格測定

体重、体高及び胸囲を測定した。体重は、出生時に測

定した後、４週毎に測定した。体高及び胸囲は、出生か

ら４週間後より４週毎に測定した。

（2）飼料摂取量

代用乳、人工乳、育成用飼料及び乾草の給与量から残

飼量を差し引いて飼料摂取量を求めた。

飼料摂取量から乾物（以下DM）摂取量、粗蛋白質（以

下CP）摂取量、可消化養分総量（以下TDN）摂取量を算

出した。

（3）疾病発生状況

疾病の発生状況について、目視により確認、記録した。

（4）経済性

飼料摂取量から飼料費を算出した。飼料単価は、原物

１kg当たり、代用乳403.0円、人工乳74.5円、育成用飼

料53.5円、チモシー乾草47.3円とした。

対照１区については、母牛が黒毛和種の平均的な産乳

を行っていると想定し 、母乳１kgを生産するのに必要10）

図１ 体重の推移
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なTDNを0.36kgとして、育成用飼料に換算して飼料費に

加えた。

試験結果

１ 体格測定結果

期間中の体重の推移を図１、体高の推移を図２、胸囲

の推移を図３に示した。各図中には、黒毛和種雄子牛の

発育推定値の範囲を点線で示した 。11）

期間中の体重は、対照１区及び試験区では黒毛和種の

発育推定値の平均で推移した。対照２区では、12週齢ま

で発育推定値の下限値で推移した後、やや発育は改善さ

れたが、20週齢までに他の区に及ばなかった。

20週齢時の体重はそれぞれ、対照１区は154.0kg、対

照２区は146.0kg、試験区は157.4kgとなった。

体高及び胸囲については、各区とも発育推定値の下限

値前後を推移した。

期間中の日増体量（以下DG）を図４に示した。０－４

週齢のDGはそれぞれ、対照１区で0.79、対照２区で0.40、

試験区で0.61と、対照２区が小さかった。その後は、各

区ともほぼ同様な推移をしたが、対照２区では12－16週

齢でやや他区より大きかった。生後から20週齢までのDG

は、対照区が0.89、対照２区が0.83、試験区が0.90と、

図２ 体高の推移

図３ 胸囲の推移
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表３ 供試飼料

原 物 ％ ＤＭ ＣＰ ＴＤＮ

代用乳 87.5 26.0 102.0
人工乳 87.5 21.0 77.0
育成用飼料 87.5 14.0 72.0
チモシー乾草 89.8 6.7 56.3１）

1)日本標準飼料成分表(2001年版)より



78

図４ DGの推移

対照２区が他区に比べやや劣った

２ 飼料摂取量

濃厚飼料の１週間毎の合計摂取量の推移を図５に示し

た。濃厚飼料の摂取量は、人工哺乳をした対照２区及び

試験区が、対照１区に比べ多く推移した。また、対照２

区は離乳時に１頭が下痢をしたため、濃厚飼料給与量が

制限され、以降、試験区より少ない摂取量で推移した。

期間中の飼料摂取量の合計を表４に、TDN、CP、DMの

摂取量を表５に示した。各飼料の摂取量は、対照１区、

対照２区、試験区の順で多くなったが、代用乳について

は対照２区と試験区でほとんど差がなかった。

TDN、CP、DMについても、対照１区、対照２区、試験

区の順で多くなった。

平均離乳日数は、対照２区で60.0±10.5日、試験区で

50.3±6.0日となった。

また、対照２区及び試験区の結果から、８週齢時の体

重について、出生時体重及び８週齢までのTDN摂取量と

の関係を重回帰分析した結果、次式が得られた。

８週齢時体重＝－36.90＋1.16×出生時体重＋

1.82×TDN摂取量 R =0.57２

３ 疾病発生状況

対照２区及び試験区で下痢の発生があり、その状況を

表６に示した。哺乳期間中の下痢の発生は、対照２区、

試験区でそれぞれ延べ頭数で４週齢までに０頭、２頭、
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４－８週齢で１頭、３頭であった。対照１区では、明ら

かな下痢の発生は見られなかった。

試験区では、生後10～12週齢頃から、陰毛に結石の付

着のある個体が散見された。

４ 経済性

各区の子牛の飼料費は、対照１区が8,009円、対照２

区が31,135円、試験区が33,851円となった。対照１区の

母牛の乳生産量は、20週齢までに848.2kgと試算され、

生乳生産に必要な飼料費は21,841円となった。そのため、

対照１区の飼料費は、29,850円と試算した。

考 察

本試験は、初期発育に優れた人工哺乳方法の開発を目

的として行った。

試験区では、段階的に哺乳量を増やすことで、黒毛和

種の平均的な発育が得られた。試験区では、最高で１日

900gの代用乳を与えている。黒毛和種への多給哺乳の事
12） 13） 14） 15）例としては、平井ら 、知念ら 、森重ら 、樋口ら

の報告がある。平井らは、900gを１日３回に分け給与し、

知念らは900gを１日２回または３回に分け給与している。

森重ら及び樋口らは、それぞれ1,000g及び860gを上限に

哺乳量の増給を行っている。樋口らの報告を除き、出生

時体重の差異はあるもの、生後約１か月時点の体重は40

kg台後半の発育を示している。本試験でも、試験区の４

週齢の体重は48.5kgで、これらの報告と同程度であった。

このため、黒毛和種の初期発育を高めるためには、代用
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表４ 飼料摂取量

項目 kg 対照１区 対照２区 試験区

代 用 乳 － 33.9± 4.2 34.3± 3.8１）

濃厚飼料 97.9±20.5 218.7±14.5 253.2±23.3
粗 飼 料 47.0±12.8 89.5±29.0 96.0±24.8
合 計 144.9±28.4 342.0±15.0 383.5±38.6

1)平均±標準偏差

表５ TDN、CP、DM摂取量

項目kg 対照１区 対照２区 試験区１）

ＴＤＮ 98.3±21.6 246.0± 9.6 275.9±26.0２）

ＣＰ 18.7± 4.2 50.6± 2.5 57.3± 5.3
ＤＭ 127.9±28.0 301.3±16.8 337.7±36.7

1)哺乳量分を含まない
2)平均±標準偏差

表６ 下痢の発生状況

試験区分＼週齢 ～４ ～８ ～12 ～16 ～20

対照２区(頭) 0 1 1 1 0１）

割合(％) 0.0 33.3 33.3 33.3 0.0
試験区(頭) 2 3 3 2 1
割合(％) 25.0 37.5 37.5 25.0 12.5

１）延べ頭数

図５ 濃厚飼料摂取量の推移
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乳の多給が必要だと考えられる。野田ら は自然哺乳産16）

子において、４週齢時の母牛の哺乳量が、初期発育に大

きく影響すると述べている。哺乳時期の差はあるものの、

人工哺乳でも早い時期の哺乳量が、初期発育に重要であ

ると考えられた。

一方で、代用乳の多給は、下痢の発生が懸念される。

本試験では、定量給与の対照２区に比べ、試験区でやや

下痢の発生が多かったものの、明確な差はなかった。試

験区には、２・３月出生の牛が含まれるため、寒さによ

る影響も考えられる。また、多給哺乳を行った森重らの

試験では、５頭中４頭が下痢になったと報告している。

平井らは、散発的な下痢の発生があったが、哺乳量の調

整や治療の必要はなかったとしており、また、３回哺乳

区（900g定量哺乳）の哺乳初期で、軟便傾向が強かった

と報告している。このため、代用乳の多給により、下痢

の発生リスクは高まると思われる。しかし、病原性の下

痢とは異なるため、一時的に哺乳量を減少することで改

善できる。また、本試験のように、子牛の発育に伴い段

階的に哺乳量を増加させることで、食餌性の下痢をある

程度予防できると考えられた。

哺乳量を増やす場合、１回当たりの哺乳量を減らし、

哺乳回数を増やすことで、子牛の胃への負担を軽減する

方法も考えられる。しかし、本報や知念らの報告では、

１回当たりの哺乳量が450gと、慣行法の1.5倍程度であ

っても問題は少なかったため、許容範囲にあると考えら

れた。

哺乳期間については、多くの試験報告がある 。元17－22）

来、黒毛和種では生後半年間は母子同居で飼養するのが

一般的であるため、離乳時期も遅くなる傾向にある。そ

の中でも、鳥飼ら は30日、高見沢ら は35日と早い時22） 17）

期に離乳している。これらの報告でも、産子に著しい発

育不良は見られないため、黒毛和種でも早期離乳は可能

だと考えられる。

離乳の時期は、人工乳の摂取量が目安となる。本試験

の対照２区は、人工乳摂取1,000g/日を目安とし、試験

区は700g/日を目安とした。その結果、哺乳期間は対照

２区が、10日間ほど長くなった。哺乳期間の短縮は、発

育への影響が懸念されるが、小林ら は、５週齢離乳で23）

も固形飼料の摂取が十分であれば、子牛は順調に発育す

ると述べている。

試験区では、生後５週まで段階的に哺乳量を増加させ

た後、代用乳を600gに減らし定量哺乳している。樋口ら

及び西村ら は、哺乳量の少ない方が離乳が早いとし15） 24）

ており、５週齢以降に哺乳量を減らすことで、人工乳の

摂取を促し、順調に離乳できたと考えられた。

また、離乳時期については、樋口ら も人工乳摂取量25）

700gで離乳した方が、発育が優れたと報告している。従

って、黒毛和種の離乳時期は、人工乳摂取量を３日間連

続で700g摂取した時期とするのが妥当だと考えられた。

本試験では、生後10～12週齢頃から陰毛への結石の付

着が見られた。こうした現象は、平井ら 、高見沢ら 、12） 17）

小田ら 及び樋口ら の報告でも見られる。本報での結18） 25）

石の付着は、塩化アンモニウム製剤の投薬や育成飼料へ

の切り替えにより改善された。松本は、尿石症はTDNに

対してCPが高いとき、尿のpHがアルカリ化して生ずると

述べている 。今回使用した人工乳は、TDN77％に対し26）

てCP21％で、育成用飼料のTDN72％、CP14％と比べかな

りCPが高い。人工乳は哺乳期間の補助飼料として高蛋白

であるため、こうした現象が起こりやすいと考えられる。

そのため、適切な時期での飼料の切り替えが重要と考え

られた。

試験区では、貧血予防のために鉄剤の投与を行った。

これは、当場で人工哺乳を行っていた雌子牛に貧血症が

疑われる症状が見られたため、松本の方法に準じて行っ

た 。その結果、試験区で貧血症の疑われる個体は見ら９）

れなかった。鉄剤の投与は、岩尾 も効果的だとしてい27）

る。また、野田ら の報告でも子牛の赤血球数は出生後、28）

30日齢まで漸減している。試験区で順調な発育となった

背景には、こうした予防措置が有効であったとも考えら

れ、普及すべき方法と考えられた。

経済性では、自然哺乳の対照１区は、人工哺乳の対照

２区及び試験区に比べ、飼料費が安かった。しかし、対

照１区と対照２区の飼料費の差は1,285円、対照１区と

試験区との差は4,001円にすぎなかった。農林統計によ

ると、子牛１頭当たりの所得は154,420円で、月当たり

では12,868円となる。そのため、早期の母子分離により

分娩間隔が１か月短縮されれば、人工哺乳の方が経済的

に有利と考えられた。また、人工哺乳によるメリットと

して、母牛由来感染病の防止や子牛の斉一性の向上など

があり、これらのことからも人工哺乳の有利性が考えら

れた。

各区の飼料費を20週齢までの増体重で除した単価は、

対照１区で240.0円/kg、対照２区で269.2円/kg、試験区

で268.7円/kgとなった。試験区は、対照２区に比べ飼料

費は高いが、20週齢時までの増体量が多いため、コスト

的には対照２区と同程度となった。このことから、本試

験の多給哺乳方法は、従来の定量哺乳法と比べても経済

的に同等であると考えられた。

以上のことから、子牛の成長に合わせて段階的に哺乳

量を増やし、その後離乳に向けて減量する本試験の哺乳

方法が、初期発育に優れ、経済的にも有効であることが

示された。

なお、本試験区のプログラムで雌子牛についても同様

に哺育したが、発育は雄牛ほど良好でなかった。雌牛は、

雄牛に比べ出生時体重が約５kg少なく、哺乳期間の採食

量も少ないため、今後は、雌牛に合わせた哺乳プログラ

ムの検討が必要である。
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