
黒毛和種雌子牛に適した人工哺乳方法の検討
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黒毛和種雌子牛について、初期発育に優れた人工哺乳方法を検討した。当場で生産摘要：

された黒毛和種雌子牛17頭を３区に分け、12週齢まで飼養した。対照区の６頭は、12齢ま

で母子同居で自由哺乳とした。定量区の４頭は、代用乳を600g/日で定量給与とした。多

給区の７頭は、代用乳量を600g/日から始め、100g/週ずつ増加させて最高で900g/日給与

し、最大哺乳期間を３週間とした後、６週目以降は600 g/日に減らした。人工哺乳時の離

乳は、人工乳を３日間連続して、700g/日摂取した時を目安とした。

１ 多給区では、哺乳期間中は対照区と同等の発育を示した。定量区は、他区に比べ発育

が劣った。

、 、２ 定量区および多給区の濃厚飼料の摂取量は 哺乳量に関係なく４週齢頃から多くなり

７週齢まで差がなかった。

３ 多給区は定量区に比べ、飼料摂取量が早く多くなる傾向にあり、そのため離乳時期は

定量区の70.0日に対し、多給区は54.9日と早くなった。

４ 下痢の発生は哺乳量に関係しなかった。

以上の結果から、段階的に哺乳量を増加させ、その後減少させる人工哺乳方法は、哺乳

期間中の発育に優れることが明らかとなった。

黒毛和種、雌子牛、人工哺乳キーワード：

The Optimum Method for Artificial Suckling
in Japanese Black Heifer Calves

MORISHITA Makoto, TAKIZAWA Hideaki and SAKAKIBARA Takao

This study was conducted to investigate the effective artificial suckling methodA bs t ra ct :
of Japanese black heifer calves. Seventeen calves were divided into 3 groups, and were
assigned to one of three treatments until 12 weeks of age. Six calves of group 1 were
housed with their dams for 12 weeks. Four calves of group 2 suckled 600g/day of
commercial milk replacer. For group 3, seven calves suckled milk replacer 600g /day for
f irst 1 week and from 7 weeks of age until weaning. From 2nd week birth, feeding
amount of milk replacer was increased 100g /week until 900g/day at 4 weeks of age,
maximal suckling period was kept during 3 weeks. The weaning was at when calves in
artificial suckling groups had consumed starter 700g/day for 3 days consecutively.
1. Body weight gains of group 3 were similar to that of group 1. Body weight gains in
group 2 were lower than those in the other groups.

2. Starter intake of both artificial groups was increscent at 4 weeks of age, approximately.
Similar increment was observed until 7 weeks of age.

3. Concentrate intake of group 3 tended to be higher than that of group 2. Calves were
weaned at 70.0 and 59.9 days from birth in group 2 and group 3, respectively.

4. Diarrhea rate was not affected by suckling method.
These results suggest that the artificial suckling method of group 3 is suitable to

Japanese black heifer calves.

Japanese black, Heifer calves, Artificial sucklingKey words:
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緒 言

近年、酪農家における胚移植の普及や和牛繁殖農家で

の早期の母子分離技術の導入により、人工哺乳される黒

毛和種産子が増えている。

子牛の人工哺乳については 「定時、定量、定温」が、

基本とされてきた。しかし我々は前報 で、黒毛和種雄
１）

子牛を定量哺乳した場合、母子同居による自然哺乳に比

べ、初期生育が劣ったことを報告した。そこで我々は、

黒毛和種雄子牛の人工哺乳について検討し、哺育前期に

哺乳量を段階的に増加させることで、自然哺乳産子と同

等の発育となることを報告した。

このことは、雌子牛についても同様に考えられる。し

かし、雌子牛は雄に比べ体重が小さく、雄と同様に哺乳

した場合、初期の飼料摂取量が少ない。そのため、黒毛

和種雌子牛に適した人工哺乳方法について検討した。

材料及び方法

１ 試験区の概要

試験には、当場で人工授精により生産された黒毛和種

雌子牛を用いた。試験区は、哺乳量を一定にした定量区

（４頭）と、表１に示したように段階的に哺乳量を増加

（ ） 。 、 （ ）させる多給区 ７頭 を設定した また 対照区 ６頭

として、生後５か月まで母子同居で飼養した過去の試験

データを用いた。試験区分、試験期間、供試数および出

生時体重を表２に示した。

２ 飼養管理方法

各区とも、生後１週齢以降に濃厚飼料および粗飼料を

給与した。濃厚飼料は市販の人工乳を用い、乾草はカッ

トしたチモシー乾草を用いた。給与した飼料の成分を表

３に示した。人工乳およびチモシーは、一定量給与し、

食べ尽くした時点で追加する方法で給与した。水はバケ

ツまたはウォーターカップで自由飲水とした。

対照区の子牛は、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

るための隔柵をペン内に設け、母牛の飼料と分離して子

牛用飼料を給与した。

定量区と多給区の子牛は、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

めていないと思われる個体には、乳牛の凍結初乳または

粉末初乳を給与した。代用乳は、市販の和牛用代用乳を

６倍の温湯で希釈し、哺乳バケツまたはバケツからがぶ

飲みで給与した。

定量区は母子分離後、代用乳を１回300gの定量とし、

１日２回給与した。

多給区は、母子分離後、表１のプログラムのとおり、

１回の哺乳量を50g/週ずつ増量し、１日２回給与した。

最高哺乳期間（450g/回）は３週間とし、６週目より300

g/回に減らした。

定量区および多給区では、離乳の目安を人工乳を３日

、 。間連続700g摂取した時点とし ３～５日かけて離乳した

定量区および多給区の子牛には、生後３日目に貧血予

（ 、 （ ））防として鉄剤 ネオトシフェロン･200 デンカ製薬 株

、 （ 、 （ ））５mL ビタミンE剤 ビタミンイー注 日本全薬工業 株

（ 、２mLおよびビタミンAD E剤 デュファフラル-フォルテ３

共立製薬㈱）１mLを臀部筋肉に注射した 。
２）

３ 調査期間および調査項目

調査期間は、各子牛出生時から12週齢（84日）までと

した。

(1) 体格測定

、 。 、体重 体高および胸囲を測定した 定量区と多給区は

体重は出生時に測定し、以降は２週間毎に測定した。体

高および胸囲は、出生から２週間後に測定し、以降は２

週毎に測定した。

対照区は、体重は出生時に測定し、以降は４週間毎に

測定した。体高および胸囲は、出生から４週間後に測定

し、以降は４週毎に測定した。

表１ 多給区の飼養プログラム

生 後 代用乳 人工乳 乾草・水
１）

０週齢 300g
１ 350 摂 不断給与
２ 400 取
３ 450 状
４ 450 況
５ 450 に
６ 300 応
７ じ

２）

： て
： 増
： 量
：
12

1)６倍の温湯で希釈、１日２回給与
2)人工乳を３日間連続700g摂取後、３～５日かけ離乳

表２ 試験区の概要

区 名 哺乳方法 試験期間 供試数 出生時体重

頭 kg
１）

対照区 母子同居 1998.7～2000.11 ６ 24.8±3.3
定量区 人工・定量 2001.7～2001.12 ４ 25.8±3.9
多給区 人工・多給 2005.3～2007. 1 ７ 30.1±4.1

1)平均±標準偏差
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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
チモシー 89.8 6.7 56.3

１）

1)日本標準飼料成分表(2001年版)より
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(2) 飼料摂取量

代用乳、人工乳およ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) 下痢発生状況

下痢の発生について、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。飼料単価は前報と

同じとし、原物１kg当たり、代用乳403.0円、人工乳74.

5円、チモシー乾草47.3円とした。

対照区については、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な
３）

TDNを0.36kgとして、母牛用飼料（TDN72%、CP14%、単価

53.5円）に換算して飼料費に加えた。

(5) 統計処理

各区間の平均値について、ｔ検定により差の検定を行

った。

試験結果

１ 体格測定

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、黒毛和種雌子牛の

発育推定値の範囲 を点線で示した。各区の出生時体重
４）

の平均は、対照区24.8kg、定量区25.8kg、多給区30.1kg

と、多給区が他区に比べ約５kg大きかった。多給区は、

８週齢時まで対照区と同等の体重増加や体高の伸びを示

したが、以降は対照区が優れる傾向にあった。定量区の

胸囲と体高は、発育推定値の下限値前後で推移した。定

量区は、生後４～６週齢時に発育停滞する傾向が見られ

た。多給区は、生後８週齢以降に発育停滞する傾向にあ

った。

体格測定の各項目について、４週齢間ずつの１日増加

量を表４に示した。0-4週齢間の１日体重増加量は、定

量区に比べ多給区が有意に大きかった(p<0.05)。8-12週

、 。齢間には 各項目で多給区が有意に小さかった(p<0.05)

２ 飼料摂取量

試験期間中の飼料摂取量を種類別、成分別に表５に示

した。人工乳の給与量の推移を図４に示した。

、 、定量区および多給区は 人工乳とチモシーの摂取量が

対照区より有意に多かった(p<0.05)。また、飼料成分に

ついても、各項目で定量区、多給区ともに対照区より有

意に多かった(p<0.05)。

定量区および多給区では、人工乳の摂取が多くなり始

める時期は概ね４週齢頃で、７週齢まで差がなかった。

７週齢以降の摂取量は、多給区が定量区に比べ多い傾向

にあった。対照区の人工乳摂取量は、定量区に比べ７週

図１ 体重の推移
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図２ 体高の推移
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図３ 胸囲の推移
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表４ 体格測定項目の１日増加量

0-4週齢 4-8週齢 8-12週齢

体重 (kg/日)
対照区 0.71±0.28ab 0.58±0.23a 0.86±0.17a

１，２）

定量区 0.50±0.06b 0.71±0.20a 0.67±0.16b
多給区 0.65±0.10a 0.59±0.03a 0.69±0.12b

体高 (cm/日)
対照区 0.23±0.12a 0.20±0.04a
定量区 0.21±0.03a 0.23±0.07a
多給区 0.21±0.04a 0.13±0.07b

胸囲 (cm/日)
対照区 0.33±0.09a 0.31±0.04a
定量区 0.40±0.07a 0.39±0.10b
多給区 0.36±0.07a 0.26±0.08a

1)平均±標準偏差
2)異符号間に有意差あり(p<0.05)
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齢以降で、多給区に比べ５週齢以降で有意に少なかった

(p<0.05)。

離乳は、定量区で70.0±6.6日、多給区で54.9±4.9日

となった。代用乳給与量は、定量区で38.0kg、多給区で

38.6kgとなった。

３ 下痢発生状況

12週齢までの下痢の発生回数は、定量区、多給区とも

延べ８頭ずつだった。対照区では、明らかな下痢の発生

は確認されなかった。

４ 経済性

。 、経済性について表６に示した 定量区および多給区は

対照区に比べ有意に飼料費が高かった。対照区の母牛の

乳生産量は、12週齢までに556kgと推定され 、生乳生
３）

産に必要な飼料費は14,884円と試算された。そのため、

対照区の母牛の乳生産分を含めた飼料費は、17,248円と

試算した。

考 察

黒毛和種の人工哺乳については、乳牛を借り腹とした

胚移植の広まった1980年以降に各地で試験研究がなされ

ている。しかし、これらの多くは雌雄混合で、性を区別

して検討されていない。わずかに、鳥飼ら および若田
５）

ら の報告で、雄子牛について検討され、小田ら の報
６） ７）

告で、雌雄による哺乳期間の差が示されている程度であ

る。

雌雄の差は、出生時体重に現れる。雄子牛について報

告した前報の平均体重は、30.9kgであった。本報での全

体の平均体重は27.2kgで、約３kgの差があった。全国和

牛登録協会の発育推定値 では 出生時平均体重は雄39.
４）

、

0kg、雌29.9kgとなっており、約９kgの差があるとされ

ている。

体重の差は採食量に影響する。前報では、雄子牛の哺

乳量を段階的に増やし、最大哺乳期間を２週間とした。

今回、予備試験の段階で雄子牛と同じ方法で雌子牛を哺

乳したが、定量区と差がなかった。その原因は、採食量

が雄子牛に比較して少ないため、哺乳量が早く少なくな

ることで、栄養が不足したと考えられる。そこで、最大

哺乳期間を３週間として、本試験を行った。

、 、 、図１～３より ８週齢までの体重 体高および胸囲は

多給区は対照区と同様な推移を示している。多給区の平

均離乳日数が54.9日（約８週）であることから、哺乳期

間中の成長は、対照区と同等であったと考えられる。定

量区と比較すると、多給区は0-4週齢間の体重増加が有

意に多く、この間の哺乳量の差によると考えられた。こ

のことから、雄子牛より最大哺乳期間を延長した本報の

方法が、雌子牛には適当と考えられた。

図４に示したように、人工哺乳中の黒毛和種雌子牛の

人工乳の摂取が増え始める時期は、哺乳量に関係なく概

ね４週齢頃で、７週齢まで差がない。従って、６週齢ま

では十分に哺乳することが、増体性の改善になると考え

られる。また、７週齢以降の人工乳の摂取量は、哺乳方

法により差があり、哺乳量を６週齢以降減量する多給区

が、定量区に比べ多い傾向にあった。哺乳期間中の代用

、 、 （ ）乳の量が その後の採食量に影響し 液状飼料 代用乳

から固形飼料（人工乳）へ順調に切り替えられたと考え

られる。固形飼料への切り替えは離乳時期に影響するた

め、代用乳を多給しているにもかかわらず、多給区の離

乳は定量区より約２週間早くなり、作業性からも有利と

なった。

一方で、8-12週齢間の体高と胸囲は、定量区に比べ多

給区が有意に小さかった。定量区は10週齢まで哺乳され

ており、この哺乳期間の長さによる影響と思われる。小

田ら は、雄子牛と比較して、雌子牛の哺乳期間を長く
７）

するべきだと述べている。しかし、前報の雄子牛の平均

離乳日数50.3日と比較して、多給区の離乳日数には差が

（ 。 、 、ない p<0.05) このため 離乳時期を遅らせることで

図４ 人工乳給与量の推移
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表５ 飼料摂取量 (kg)

対照区 定量区 多給区

種類別
代用乳 38.0± 4.6a 38.6± 4.1a

１、２）

人工乳 24.4±11.5a 57.6±15.4b 65.0± 8.9b
チモシー 11.6± 5.8a 26.9± 5.8b 25.3± 7.3b

成分別
DM 31.7± 9.3a 107.8±13.1b 113.4± 9.8b
CP 5.9± 2.3a 23.8± 2.3b 25.4± 1.4b
TDN 25.3± 8.1a 98.2± 9.6b 103.7± 6.7b

1)平均±標準偏差
2)異符号間に有意差あり(p<0.05)

表６ 経済性 (円)

対照区 定量区 多給区

飼料費 2,364±787a 20,875±862b 21,597±1,123b
１，２）

1)平均±標準偏差
2)異符号間に有意差あり(p<0.05)
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雌子牛の増体性をさらに改善する可能性が示唆された。

多給哺乳では、消化性の下痢の発生が懸念される。し

かし、今回の試験では哺乳期の下痢は、哺乳量に関係し

なかった。そのため、100g/週程度の哺乳量の増加は消

化管への負担は少ないと考えられた。

経済性では、飼料摂取量の多い多給区で飼料費が高い

傾向にあった。多給区と定量区を比較すると、代用乳の

摂取量には差がない。多給区は、その他の飼料摂取量が

多いため、飼料費は高くなったが、有意差はなかった。

また、多給区と対照区を比較すると、多給区が有意に飼

料費が高いが、母牛の泌乳量分の飼料費を加味すると、

差は約4,000円と少なくなった。このほか対照区では、

母子同居のため母牛の発情回帰が遅れやすいとの報告も

あり 、多給区が必ずしも経済的に不利とは考えられな
８）

かった。

以上のことから、黒毛和種雌子牛の哺乳方法として、

段階的に哺乳量を増やし、最高哺乳期間を３週間とする

方法が、哺乳期の増体性を改善するため、より適してい

ると結論づけられた。

、 、 、多給区では 表４に示したように ８週齢以降の体重

体高および胸囲の伸びが鈍化しており、12週齢以降でも

体重増加は対照区に劣っている。今後は、黒毛和種雌子

牛の哺乳期間について引き続き検討するとともに、離乳

後の飼養管理について、さらに検討する必要があると考

えられた。
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