
交雑種雌牛の肥育に関わる養分要求量と肥育特性
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摘要：1998年～2003年にかけて導入した交雑種雌牛60頭について、飼料摂取量、増体成績、

枝肉成績を分析し、交雑種雌牛の肥育に必要な養分要求量を明らかにするとともに、肉質

や脂肪酸組成などの特徴を示した。交雑種雌牛に対して、肥育前期（10～15か月齢）に濃

厚飼料を制限した場合、日増体量は0.73kg/日で、28か月齢で約700kgとなった。前期から

濃厚飼料を制限しなかった場合、日増体量は0.83kg/日で、26か月齢で約700kgとなった。

前期に濃厚飼料を制限した場合、ロース芯面積が去勢より大きくなる可能性があった。交

雑種雌牛のTDN要求量は、7.61kgであった。また、皮下脂肪における脂肪酸組成は去勢牛

より不飽和脂肪酸が多く、よりおいしい牛肉を生産できることが明らかとなった。
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The Fattening Performance and Meat Quality
in Crossbred (Japanese Black×Holstein) Heifers
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Abst rac t : To evaluate the nutrient requirement for fattening and characteristics in
crossbred (Japanese Black × Holstein) beef heifer. Sixty crossbred heifers were divided
into restricted feeding group and ad libitum feeding group by the amount of
concentrates fed at pro-fattening period (from 10 to 15months of age, approximately),
and feeding performance and body weight (BW) gain were analyzed. Meat quality and
fatty acid composition in subcutaneous adipose tissue of heifers were compared with
that of steers. The growth of restricted feeding groups gained 0.73kg/day and the age
growing to 700kg BW was 28 months. However, the growth of ad libitum feeding groups
was enhanced to 0.83kg/day and BW reached 700kg at the age of 26 months. In heifer,
restricted feeding of concentrates during pro-fattening period had possibility to cause
bigger longissimus muscle area than that in steers. Total digestible nutrients
requirement in crossbred heifer was 7.61 kg in this study. Fatty acid composition of
heifers was rich in unsaturated fatty acid.
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緒 言

我が国における交雑種（♂黒毛和種×♀ホルスタ

） 、 。イン種 生産は 1970年代に始まったとされている１）

当初は、出生時体重が少ないことから、初産牛の事

故防止や夏季の分娩ストレスの軽減が主目的であっ

た。しかし、牛肉の輸入自由化により乳用種肥育価

格が低迷したことから、より肉質の優れる交雑種生

産に移行した。

農林統計によると、本県における交雑種の飼養頭

数は、1994年は肉牛頭数64,300頭に対して16,500頭

と、全体の約25％であった。これが、2001年には肉

牛頭数62,200頭に対して37,100頭と約60％を占める

までになり、以降同様の水準を維持している。この

ように交雑種は、本県の肉牛生産の主力となってい

る。

生産される交雑種の半数は雌牛である。しかしな

がら、日本飼養標準2000年版 には交雑種雌牛の肥２）

育に必要な養分要求量は示されていない。また、交

雑種雌牛を使った試験報告も各県から出されている

が、単年度の報告で供試頭数が少ない。

そこで、1998年～2005年の間に当場で行った交雑

種雌牛の肥育試験結果を分析し、交雑種雌牛の肥育

に必要な養分要求量を求めるとともに、日増体量、

肉質及び脂肪酸組成など、交雑種雌牛の肥育の特徴

を明らかにした。

材料及び方法

１ 調査牛の概要

調査牛は、1998年～2003年に県内市場を中心に導

入した交雑種雌牛とした。この６年間に、年間12頭

ずつ試験に供したが、一部は一産取り肥育試験を行

ったため、今回の分析から除外した。そのため、調

査牛は60頭となり、その概要は表１のとおりであっ

た。

素牛の導入月齢は、年度により２か月齢から11か

月齢まで差があった。そこで、今回はデータを揃え

るため、おおむね10か月齢からの成績についてとり

まとめた。

２ 管理方法

調査牛は、解放踏み込み牛舎で管理された。一部

、を除いて7.2ｍ×7.2ｍの牛房で６頭１群で管理され

濃厚飼料はストールフィーダで個別給与、粗飼料は

群給与であった。また、一部の調査牛は3.6ｍ×7.2

ｍの牛房で３頭１群で管理され、濃厚飼料、粗飼料

とも個別給与であった。

導入年度により濃厚飼料の配合割合、給与粗飼料

が異なる。このうち、1998年～2001年の導入牛につ

いては、既報 のとおりである。2002、2003年導３－５）

入牛については、濃厚飼料の配合割合と給与時期を

表２に示した。粗飼料は、2002年導入牛は15か月齢

までチモシー乾草、以降は稲わらであった。2003年

導入牛は、12か月齢以前はチモシー乾草、12～15か

月齢はイタリアンライグラスストロー、以降は稲わ

らを給与した。

給与飼料の成分は、日本標準飼料成分表 の数値６）

を用いて計算した。可消化養分総量（以下TDN）の値

が示されてない飼料は、その近似の飼料の消化率を

用いて計算した。

３ 調査項目

（1）飼料摂取量

濃厚飼料については、ストールフィーダの給与量

を飼料摂取量とした。粗飼料は、群への給与量を頭

数で除して１頭あたりの摂取量とした。

(2) 体重調査

体重は、試験開始から約４週間に１回と試験終了

時に測定した。

（3）枝肉検査

試験終了後、公設と場でと殺し、と殺から２日目

に枝肉検査を行った。格付等の数値は、日本枝肉格

付協会検定員の評価値を用いた。

（4）脂肪酸組成分析

枝肉検査時に、枝肉左半丸の臀筋上部の皮下脂肪

を採取し、分析まで凍結保存した。分析時に凍結保

存した脂肪組織より脂肪を抽出し、分析に供した。

脂肪酸組成は、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、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
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表１ 供試牛の概要

導入年度 1998 1999 2000 2001 2002 2003 計

頭数(頭) 12 12 ８ 10 ７ 11 60
管理 群 群 個別 群 個別 群 -１）

1) 群 ：６頭１群で粗飼料は群給与
個別：３頭１群で粗飼料は個別給与

表２ 濃厚飼料中の配合割合と養分含量

導入年度 2002 2003

給与月齢 ～15 16～ ～13 14～21 22～

配合割合(%)
トウモロコシ 40 44 32 30 24
圧ペン大麦 12 28 12 14 36
圧ペンマイロ 8 8 8 9
一般フスマ 21 18 20 23 22
CGF 5 3 6 12 3１）

大豆粕 1 2 6 6 2
大豆皮 12 4 9 6 4
CGM 5２）

カルシウム剤 1 1 2 1 1

飼料成分(原物%）
TDN 72.6 73.7 72.3 72.6 72.5
CP 11.4 11.3 15.9 14.1 11.9
DM 87.8 87.7 88.0 87.9 87.9

1)CGF:コーングルテンフィード
2)CGM:コーングルテンミール
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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。

分析結果

１ 飼料摂取量及び増体成績

試験終了時の月齢、体重、日増体量（以下DG）及

び体重を１kg増加させるのに必要なTDN量（以下TDN

） 、 。 、要求量 について 導入年別に表３に示した また

交雑種去勢牛の成績として、森田ら の数値を参考７）

として併記した。

1998～2000年の導入牛はおおむね26か月齢でと殺

、 。し 2001年以降の導入牛は28か月齢前後でと殺した

と殺前の体重は、おおむね700kgとなった。

DGについて、1998、1999年の導入牛と2001年以降

の導入牛との間に有意差があった。TDN要求量では、

。1998年導入牛と2000年導入牛の間に有意差があった

、 、DGの平均は0.78±0.08kg/日 TDN要求量の平均は

7.61±0.60kgとなった。

1998～2000年導入牛と2001年以降の導入牛の体重

及び飼料摂取量の平均推移を図１、２に示した。

２ 枝肉成績

年度別の枝肉成績を表４に示した。枝肉成績のう

ち、脂肪交雑と肉色については、それぞれBMS、BCS

のナンバーを示した。また、交雑種去勢牛の成績と

して、森田らの数値を参考として併記した。

枝肉重量の平均は424.0kgで、去勢牛とおおむね同

じであった。ロース芯面積、バラの厚さは、去勢牛

に比べ大きい傾向にあった。BMS、BCSは雌牛が劣る

図１ 1998-200 0年導入牛の体重、飼料摂取量の推移
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図２ 2001-2003年導入牛の体重、飼料摂取量の推移
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表３ 年別の肥育結果

導入年度 と殺月齢 終了時体重 DG TDN要求量

月齢 kg kg/日 kg

1998 26.3±0.8 701.5±19.4 0.83±0.04a 8.14±1.08a１） 2）

1999 26.5±0.8 695.7±34.7 0.84±0.06a 7.63±0.65ab

2000 26.7±0.7 692.5±45.3 0.82±0.06ab 7.33±0.42b

2001 28.0±0.6 704.6±32.7 0.75±0.07b 7.33±0.70ab

2002 29.2±1.0 729.7±62.0 0.74±0.07b 8.04±0.51ab

2003 27.9±0.6 699.5±50.0 0.72±0.07b 7.58±0.61ab

平均 27.3±1.2 702.6±42.3 0.78±0.08 7.61±0.60

参考 22 695.4±57.7 0.92±0.09 7.0３）

1)平均±標準偏差

2)異符号間に有意差あり(p<0.05)

3)交雑種去勢牛平均
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傾向にあった。枝肉成績については、年度間に差は

なかった。

３ 脂肪酸組成分析結果

試験終了時における皮下脂肪の脂肪酸組成の分析

結果を表５に示した。また、交雑種去勢牛の値とし

て、森田らの数値を参考として併記した。

皮下脂肪における去勢牛との比較では、雌牛の方

が不飽和脂肪酸が多い傾向にあった。年度間に差は

なかった。

考 察

本報は、過去の試験成績から、交雑種雌牛を肥育

した時の特徴を明らにすることを目的としている。

交雑種雌牛の平均DGは0.78kg/日で、去勢牛の0.92

。 、kg/日に比べ少なかった 交雑種雌牛のDGについては

溝渕ら は0.85kg/日、小福田ら は0.92kg/日、佐８） ９）

藤ら は0.96kg/日、井上ら は0.85～1.0kg/日、藤10） 11）

谷ら は0.63～0.72kg/日と報告しており、本報の平12）

均より多い傾向にある。

本報で利用した試験設計では、図１、２に示した

ように、1998～2000年導入牛では肥育開始から順次

濃厚飼料給与量を増やしている。一方、2001年以降

の導入牛は15か月齢まで濃厚飼料を３～４kg定量と

し、粗飼料を不断給与した。この肥育前期の給与飼

料の構成の違いがDGに影響し、表３に示したように

導入年度による差が生じたと考えられる。

1998～2000年導入牛のDG平均は0.83±0.05kg/日、

表５ 皮下脂肪の脂肪酸組成

１）項 目 交雑種雌牛 参考

飽和脂肪酸(%)
ミリスチン酸 (C14:0) 2.73±0.47 2.80±0.74２）

パルミチン酸 (C16:0) 23.85±1.46 24.55±1.75
ステアリン酸 (C18:0) 6.08±0.93 8.52±1.30

計 32.65±2.09 36.60±3.29
不飽和脂肪酸(%)
ミリストレイン酸(C14:1) 2.38±0.59 1.56±0.44
パルミトレイン酸(C16:1) 8.51±1.36 6.55±1.14
オレイン酸 (C18:1) 53.69±2.41 50.38±2.96
リノール酸 (C18:2) 2.63±0.36 2.62±0.61
リノレン酸 (C18:3) 0.15±0.21 －

計 67.36±2.08 63.42±2.60

1)交雑種去勢牛平均
2)平均±標準偏差

表４ 枝肉成績

１） ２）
導入年度 枝肉重量 ロース芯面積 バラの厚さ 脂肪交雑 肉色

kg cm cm
2

1998 422.6±21.9 45.7±4.6 6.9±0.9 2.6±0.8 4.8±0.4
１）

1999 411.3±27.9 43.1±3.0 6.9±0.9 2.8±1.0 4.7±0.5

2000 427.8±28.2 45.0±3.2 6.6±0.8 2.6±0.5 4.8±0.7

2001 430.4±25.9 49.1±7.6 6.8±0.6 3.5±0.8 4.4±0.5

2002 437.5±45.5 53.0±8.5 6.7±0.8 2.6±0.5 4.9±0.3

2003 422.4±33.6 56.6±7.7 6.9±0.7 3.3±1.0 4.3±0.6

平均 424.0±31.3 48.5±7.7 6.8±0.8 2.9±0.9 4.6±0.6

参考 422.4±36.0 43.8±5.5 5.9±0.6 4.1±1.3 4.2±1.0
２）

1)脂肪交雑：Beef Marbling Standard No.

2)肉色：Beef Color Standard No.

3)平均±標準偏差

4)交雑種去勢牛平均
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2001年以降導入牛のDG平均は0.73±0.08kg/日で、５

％水準で有意差があった。このうち、1998～2000年

導入牛のDG平均は他の報告に近く、一般的な飼養管

理をした場合のDGであると考えられる。2001年以降

、 、導入牛は 通常の肥育に比べ前期の増体が抑制され

DGが小さくなったと考えられる。肥育終了時の体重

はおおむね700kgと同じだが、前期に濃厚飼料を制限

した牛群では、終了月齢は２か月ほど長くなってお

り、前期の増体抑制の影響と考えられる。

以上のことから、それぞれ交雑種雌牛で前期から

濃厚飼料を制限しなかった場合、制限した場合のDG

の目安になると考えられた。

交雑種雌牛を肥育した場合のTDN要求量は、7.61±

0.60kgであった。森田らは、交雑種去勢牛で7.0kgと

報告している。交雑種雌牛のTDN要求量について、溝

、 、 、渕らは7.02kg 小田福らは7.03kg 佐藤らは6.51kg

井上らは10.33～13.24kgと報告している。一般に去

勢牛に比べ雌牛の方がTDN要求量は高いと考えられる

ことから、本報告の値程度が妥当と考えられた。

また、TDN要求量は一部の年度間で有意差があるも

のの、DGのように、肥育前期の給与飼料の構成の違

いによる顕著な傾向は見られなかった。前述のとお

り2001年以降導入牛とそれ以前の導入牛間には、肥

育終了時の月齢に２か月ほどの差がある。この２か

月間の差を含めたTDN摂取量と試験終了時体重がほぼ

同じとなるため、TDN要求量に差がなかったと考えら

れた。

筆者らは、交雑種雌牛の肥育に必要な乾物摂取量

（以下DMI）とTDNについて、DGとメタボリックボデ

ィサイズ（体重の0.75乗、以下BW ）との関係式を0.75

既報 で報告している。そこで、今回の結果から、13）

、 、 、各体重測定日までのDMI TDN摂取量を集計し BW0.75

DG及びDG について重回帰分析し、関係式を求めた。2

その結果、1998～2000年導入牛、2001年以降導入牛

及び全体について次のとおりとなった。

1998～2000年導入牛
0.75 2DMI=5.807+0.019×BW +0.348×DG+0.108×DG

決定係数0.161
0.75 2TDN=3.787+0.020×BW +0.306×DG+0.128×DG

決定係数0.219

2001～2003年導入牛
0.75 2DMI=0.972+0.056×BW +1.197×DG-0.336×DG

決定係数0.483
0.75 2TDN=-0.764+0.054×BW +0.993×DG-0.249×DG

決定係数0.591

全体
0.75 2DMI=3.083+0.038×BW +1.189×DG-0.212×DG

決定係数0.331
0.75 2TDN=1.211+0.037×BW +1.066×DG-0.149×DG

決定係数0.401

上記の式では、1998～2000年導入牛に対して2001

～2003年導入牛の決定係数が大きく、関係式の精度

が高かった。

枝肉成績では、雌牛はロース芯面積とバラの厚さ

が去勢牛に比べ優れ、脂肪交雑と肉色で劣る傾向に

あった。交雑種の去勢牛と雌牛の比較試験を行った

溝渕ら、小福田らの試験でも、ロース芯面積は雌牛

が優れる傾向にあり、肉質は雌牛が劣る傾向にあっ

たと報告しており、本報と同様な結果であった。

一方で、黒毛和種で去勢牛と雌牛の比較試験を行

った遠藤ら は、ロース芯面積は去勢牛が大きいと14）

報告しており、本報と異なる。このロース芯面積に

ついては、前期の給与飼料の構成による影響が考え

られた。すなわち、表４より、前期に濃厚飼料を制

限した2001年以降の導入牛のロース芯面積は、有意

差はないものの、それ以前の牛群及び去勢牛より大

きい傾向にあった。小沢ら は、仕上げ体重を同一15）

、 、 、にし 到達月齢を24か月齢 30か月齢としたときに

ロース芯面積等の枝肉構成に差はなかったと報告し

ており、本報とは異なる。しかし、一定の傾向があ

るように思われるため、一層の研究が必要だと思わ

れた。

脂肪酸組成では、皮下脂肪について交雑種去勢牛

と比較した。脂肪酸組成は給与飼料の影響を受ける

ため単純には比較できないが、雌牛の方が不飽和脂

肪酸が多い傾向にあった。黒毛和種の脂肪酸組成に

ついて調査した小林ら 、黒毛和種と複数の品種と16）

の交雑牛で調査したZembayashiら やChrisら の報17） 18）

告でも、雌牛の不飽和脂肪酸は去勢牛に比べ多いと

報告している。

入江は、皮下脂肪の質と肉質等級との関連を指摘

し、すなわち、皮下脂肪の軟らかいものが肉質評価

も高い可能性があるとしている 。交雑種雌牛は去19）

勢牛に比べ脂肪交雑等級は低いものの、不飽和脂肪

酸が多く軟らかいため、肉質評価は高いと考えられ

る。

また、これら不飽和脂肪酸のなかでも、パルミト

オレイン酸及びオレイン酸などの一価の不飽和脂肪

酸が多い。一価の不飽和脂肪酸からは、消費者に好

まれる生牛肉熟成香が生成される ため、このこと20）

からも、牛肉の質としては交雑種雌牛が去勢牛より

優れると考えられた。

以上の交雑種雌牛の肥育についてまとめた。

・前期に濃厚飼料を制限した場合、DG0.73kg/日とな

り、28か月齢で約700kgとなる。

・前期に濃厚飼料を制限しない場合、DG0.83kg/日と

なり、26か月齢で約700kgとなる。

・TDN要求量は、前期の給与飼料の構成に関係なく、

7.61kgである。

・前期に濃厚飼料を制限した場合、ロース芯面積が

去勢より大きくなる可能性がある。

・皮下脂肪の脂肪酸組成は、去勢より不飽和脂肪酸

が多く、おいしい牛肉を生産できる。

交雑種雌牛の問題点としては、脂肪交雑が劣るこ

とと枝肉重量が小さいことが上げられるため、今後

は、これらを改善する技術の検討が必要である。
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