
肥育豚への牛乳給与が発育・肉質に及ぼす影響
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食品廃棄物を食品循環資源として飼料等に有効利用するために、牛乳と市販飼料の摘要：

混合液状給与が発育、と体成績及び肉質に及ぼす影響について検討した。

試験は市販飼料を給与する対照区、市販飼料と牛乳を1:1、1:2、1:3の割合で混合給与

する1:1区、1:2区、1:3区の４試験区を設け、30から110kg時まで実施した。
１ 肥育前期では牛乳の混合割合が多くなるにつれて１日平均増体量が高くなり、飼料要

求率も改善された（P<0.05 。しかし、肥育後期では差は認められなかった。全期間を）

、 、 。 、通じては 牛乳を混合給与した区が対照区に比べ 増体に優れる傾向が見られた また

飼料要求率は1:2区、1:3区で改善された（P<0.05 。）

２ と体成績については牛乳の混合割合が高くなるにつれて、背脂肪厚が高くなる傾向が
認められたが、それ以外の項目については差は認められなかった。

、 （ ）。３ 肉質については背脂肪内層の融点が1:2区 1:3区で対照区より高くなった P<0.05

また、腎脂肪の融点も同様の傾向を示した。また、その他の項目には差は認められなかっ

た。
４ 「しゃぶしゃぶ」による官能検査において、差は認められなかった。

以上のことから、市販飼料と牛乳を混合給与することにより、若干、厚脂になる傾向が

認められるが、１日平均増体量、飼料要求率が改善され、脂肪融点が高く、しまりのある

豚肉生産が可能であることが示唆された。

肥育豚、牛乳、発育成績、と体成績、肉質、背脂肪融点キーワード：

Effect of Milk Feeding on Growing Performance, Carcass Charactistics
and Meat Quality in Growing and Finishing Pigs

OHGUCHI Hideshi, NARUSE Shun-ichi, KURITA Takayuki,
YAMAMOTO Rumiko and ANDO Yasunori

An experiment was conducted to study the effect of milk on growth performance,Abstract:
carcass charactistics and meat quality in growing and finishing stage. Twenty-four three
way crossbred pigs (initial BW of 31.4kg) were divided into four groups. The

Ⅰtreatments were 1) control group(commercial mash diet), 2) milk feeding
group(control diet:milk=1:1), 3) milk feeding group(control diet:milk=1:2), and 4)milkⅡ

feeding group(control diet:milk=1:3) .Ⅲ

1. As the mixing ration of milk increased average daily gain ADG) and feed conversion, （

increased during growing stage. However, there were no significant differences on growth
performance during finishing stage. And during total stage, ADG in the experimental
groups tended to be superior than the control group. Feed conversion in the milk feeding

and milk feeding groups was significantly higher than control group.Ⅱ Ⅲ

2. As the mix ing ration of milk increased backfat thi ckn ess ten ded o be thicke r., t
However, there were no significant differences on other carcass characteristics.

3 . Melting point of inner backfat layer in the milk feeding and milk feeding groupsⅡ Ⅲ

was high er than con trol group. There were no signif icant di fferences on physi cal
characteristics in the loins.

4. There were no significant differences on sensory evalution(shabushabu) .
These results suggest that ADG and feed conversion may be improved by feeding diet to
mix milk with dry feed and that melting point of backfat may be higher than the control.
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緒 言

食品リサイクル法により、食品平成12年に制定された

関連事業者はその事業過程で発生する日切れ品、在庫調

整品等の食品廃棄物の発生抑制に努めるとともに、飼料

等に有効利用することが求められている。
)

東海地域食品残さ飼料化推進協議会の18年度の調査
1

（76社の事業者からの回答、うち、愛知県は57社）によ

れば、東海三県で排出される食品残さは年間86,518ｔで

牛乳・乳製品は年間4,362 で全体の５％を占め、そのt
ほとんどが産業廃棄物として処理されている。このよう

に牛乳・乳製品のリサイクル率は低く、完全食品で栄養

的にも優れている牛乳の有効利用が期待されている。

近年、ヨーロッパで普及しているリキッドフィーデン

グがわが国に導入され、注目されている。牛乳はこの給

餌方法の飼料原料として有用なものと考えられる。大塚

ら は離乳子豚に発酵乳を給与し、増体量が有意に改善
2)

したと報告しているが、肥育豚への給与の影響について

はあまり報告が見当たらない。そこで、肥育豚への牛乳

給与が発育及び肉質に及ぼす影響について検討したので

報告する。

材料及び方法

１ 供試豚

供試豚は愛知県で系統造成された大ヨークシャー（ア

イリスW）の雌にランドレース（アイリスL）の雄を交配

して生産されたF 母豚WL4頭に、系統造成中のデュロッ1

ク（D）を交配して生産された系統三元交雑種WLD2 4頭

（雌4頭、去勢20頭）を用いた。腹、体重、性別を考慮

し、２頭を１群とし、12区を設けた。

２ 試験区分

試験区分は表１に示したように、①対照区（市販の肥

育前期、肥育後期飼料を給与）、②1:1区（市販飼料と

牛乳を1:1（wt：wt）の割合で混合給与）、③1:2区（市

販飼料と牛乳を1:2（wt：wt）の割合で混合給与）、④1

:3区（市販飼料と牛乳を1:3（wt：wt）の割合で混合給

与）の４試験区を設け、各試験区に３反復を割り付けた。

本試験で用いた牛乳は店頭から回収された日切れ品の紙

パックの形態のもので、加工乳、乳飲料（白物のみ）に

分類されるものも一部含んでいた。市販飼料のCP、TDN

の表示値は肥育前期用でそれぞれ15.0％、77.0％、肥育

後期用でそれぞれ13.0％、76.5％で、豚の平均体重が70

kgに到達した時点で後期用に切り替えた。

また、牛乳の細菌等の増殖を抑制する目的で、pHが4.

5程度になるように食酢製造副産物を同時に混合した。

試験は各区の豚の平均体重が30kgに達した時点から開

始し、110kgに到達した時点で終了とし、2004年10月下

旬から2005年２月中旬までの間実施した。

３ 飼養管理方法

使用した豚舎は開放式豚舎で、コンクリート平床式豚

房（有効床面積6.24㎡）に２頭を１群として収容した。

対照区は不断給餌とし、牛乳混合給与区は毎日、朝に

混合調整し、午前９時と午後４時の２回給与し、その給

与量は牛乳混合飼料の摂取状況に応じて、残飼が極力残

らないように給与した。飲水はニップルドリンカーによ

る自由飲水とした。

４ 調査項目

発育成績については体重、飼料摂取量を毎週１回測定

し、１日平均増体量、飼料摂取量、飼料要求率を算出し

た。

と体成績については試験終了後、各区全頭をと殺し、

24時間冷蔵庫内で冷却後、豚産肉能力検定のと体測定要

領に基づいて、と体長、背腰長Ⅱ、背脂肪厚（肩、背、

腰）、ロース断面積等を調査した。また、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。

肉質については第５胸椎、第６胸椎の２胸椎分の胸最

長筋を用い、豚肉の肉質改善に関する研究実施要領 に
3)

より、加圧保水力、伸展率、加熱損失、圧搾肉汁率、ド

リップロスを調査した。肉色は第４、第５胸椎間の胸最

長筋を畜試式肉色標準模型（PCS)により判定した。また、

脂肪融点は背脂肪測定部位の皮下外層、内層、腎脂肪を

採取し、上昇融点法により測定した。

官能検査は対照区及び1 2区の豚肉（ロース）を用い、:
しゃぶしゃぶにより、柔らかさ、多汁性、うま味、香り、

総合評価の各項目についてシェッフェの一対比較法 で
4)

実施した。官能調査票を表２に示した。
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表１ 試験区分

区 分 給 与 飼 料 供試豚数

対照区 市販の肥育前期、肥育後期用飼料を給与 ２頭×３反復

1：1区 市販飼料：牛乳を１：１の割合で混合給与 〃

1：2区 市販飼料：牛乳を１：２の割合で混合給与 〃

1：3区 市販飼料：牛乳を１：３の割合で混合給与 〃
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５ 統計処理

統計処理は一元配置法による分散分析で行い、試験区

間の差の検定はTukeyの多重検定によった。

試験結果

１ 肥育試験成績

肥育前期（30～70kg）、肥育後期（70～110kg）、全

期間（30～110kg）の肥育試験成績を表３に示した。肥

育前期では増体量は牛乳の混合割合が多くなるにしたが

い、増加し、対照区と1:3区の間に有意な差が認められ

た（p<0.05）。乾物摂取量は差は認められなかった。飼

表２ 官能検査用紙
官能検査用紙

性別 男、女
年齢 20代、30代、40代、50代、60代

性別、年齢の欄に○をつけて下さい。

１を基準に２の各項目について、評価を○でつけて下さい。

－２ －１ ０ １ ２
非常に わずかに 同じ わずかに 非常に

柔らかさ 硬 い 柔らかい

多汁性 パサパサ ｼﾞｭｰｼｰ

肉うま味 弱 い 強 い

豚肉の香り 悪 い 良 い

総合評価 美味しく 美味しい
ない

ご協力ありがとうございました。

表３ 肥育成績

区 分 対 照 区 1： 1区 1： 2区 1： 3区 差 の検 定

開始時体重(kg) 31.7 ±1.3 31.2 ±1.4 31.5 ±0.9 31.2 ±1.2 NS

肥 終了時体重(kg) 69.2 ±2.0 72.3 ±3.4 69.5 ±1.3 70.7 ±1.9 NS

育 増体量（g/頭/日） 823 ±48 955 ±115 1050 ±63 1095 ±125 *
a a b ab b

前 飼料摂取量（kg/頭/日） 2.30 ±0.04 2.16 ±0.15 2.01 ±0.02 1.73 ±0.12 *
a ab b c

期 牛乳摂取量（㍑/頭/日） － 2.21 ±0.14 3.93 ±0.04 5.20 ±0.45 *
a b c

乾物摂取量 (kg/頭/日） 2.03 ±0.03 2.18 ±0.15 2.26 ±0.02 2.17 ±0.17 NS

飼料要求率 2.47 ±0.13 2.30 ±0.23 2.16 ±0.12 1.99 ±0.09 *
a ab ab b

開始時体重(kg) 69.2 ±2.0 72.3 ±3.4 69.5 ±1.3 70.7 ±1.9 NS

肥 終了時体重(kg) 107.9 ±1.7 107.8 ±1.4 108.1 ±1.8 107.4 ±0.7 NS

育 増体量（g/頭/日） 761 ±116 813 ±87 769 ±26 731 ±51 NS

後 飼料摂取量（kg/頭/日） 3.26 ±0.40 2.85 ±0.28 2.29 ±0.14 2.10 ±0.05 *
a ab b c c

期 牛乳摂取量（㍑/頭/日） － 2.87 ±0.25 4.69 ±0.39 6.47 ±0.24 *
a b c

乾物摂取量 (kg/頭/日） 2.87 ±0.35 2.87 ±0.28 2.60 ±0.16 2.66 ±0.07 NS

飼料要求率 3.79 ±0.41 3.53 ±0.15 3.38 ±0.19 3.65 ±0.33 NS

開始時体重(kg) 31.7 ±1.3 31.2 ±1.4 31.5 ±0.9 31.2 ±1.2 NS

全 終了時体重(kg) 107.9 ±1.7 107.8 ±1.4 108.1 ±1.8 107.4 ±0.7 NS

出荷日齢（日） 161.8 ±3.4 151.7 ±11.8 152.7 ±5.0 153.0 ±0.9 NS

期 増体量（g/頭/日） 785 ±41 886 ±100 885 ±46 877 ±26 NS

飼料摂取量（kg/頭/日） 2.85 ±0.21 2.52 ±0.17 2.18 ±0.18 1.97 ±0.08 *
a ab b c c

間 牛乳摂取量（㍑/頭/日） － 2.55 ±0.16 4.40 ±0.15 6.02 ±0.31 *
a b c

乾物摂取量 (kg/頭/日） 2.51 ±0.18 2.54 ±0.17 2.47 ±0.18 2.48 ±0.11 NS

飼料要求率 3.20 ±0.18 2.88 ±0.19 2.79 ±0.11 2.83 ±0.05 *
a ab b b

異符号間に有意差あり（P<0.05)
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料要求率は増体量と同様に、牛乳の混合割合が多くなる

にしたがい、改善され、対照区と1:3区との間に有意な

差が認められた（p<0.05）。肥育後期では増体量、乾物

摂取量、飼料要求率については有意な差は認められなか

った。全期間では増体量は牛乳を混合した区が対照区に

比べ、早い傾向が認められた。その結果、出荷日齢にお

いても同様の傾向がみられた。乾物摂取量は有意な差は

認められなかった。飼料要求率は1:2区、1:3区が対照区

に比べ、有意に改善された（p<0.05）。

２ と体成績

と体成績を表４に示した。枝肉重量、と体長、背腰長

Ⅱはいずれも有意な差は認められなかった。背脂肪厚は

いずれの部位も有意な差はなかったが、牛乳の混合割合

が高くなるにしたがい、厚くなる傾向が認められた。格

付けは有意な差はなかったが、1 1区、1 2区がやや劣る: :
傾向が認められた。

３ 肉質成績

肉質成績を表５に示した。肉色、加圧保水力、伸展率、

加熱損失、圧搾肉汁率、ドリップロスについてはいずれ

も有意な差は認められなかった。脂肪融点については内

層脂肪の融点は対照区に比べ、1 2区、1 3区が有意に高: :
かった（p<0.05）。外層脂肪、腎脂肪とも有意な差は認

められなかったが、腎脂肪は牛乳を混合した区がいずれ

も高い傾向を示した。

４ 官能検査成績

パネルの年齢構成、官能検査成績をそれぞれ表６、表

７に示した。パネルは54名で、年齢構成は30代17名（31

％）と最も多く、次いで40代14名（26％）、50代10名

（19％）の順であった。柔らかさ、多汁性、うま味、香

り、総合評価のいずれも項目についても有意な差は認め

れなかった。

表 ４ と体 成績

区分 対 照 区 1： 1区 1： 2区 1： 3区 差 の検 定

例数（頭） 6 6 6 6

と殺時体重(kg) 113.3±3.6 111.6±3.2 108.9±3.4 112.1±4.1 NS

枝肉重量(kg) 76.0±2.3 75.5±2.6 73.9±2.1 74.7±3.1 NS

と体長(cm) 96.2±2.5 94.3±1.8 95.8±1.9 93.7±2.4 NS

背腰長Ⅱ(cm) 69.7±2.4 68.4±1.7 69.3±1.1 68.8±2.1 NS

背 肩(cm) 3.0±0.5 3.1±0.3 3.3±0.4 3.5±0.3 NS

脂 背(cm) 1.6±0.4 1.7±0.3 1.8±0.4 1.8±0.3 NS

肪 腰(cm) 2.4±0.5 2.7±0.4 2.7±0.4 2.8±0.5 NS

厚 3部位平均(cm) 2.3±0.5 2.5±0.3 2.6±0.4 2.7±0.4 NS

ﾛｰｽ断面積(cm ) 25.3±4.5 22.0±2.1 23.2±0.9 23.7±2.6 NS
2

格付 1.3± 0. 7 1. 8± 0. 7 1 . 8± 0.7 1 .3± 0. 5 NS

格付：上 1、中 2、並 3、格外4

表５ 肉 質成 績

区分 対 照 区 1： 1区 1： 2区 1： 3区 差の 検定

肉色（PCS） 4.1± 0. 4 4.1 ± 0.5 4. 0 ± 0. 8 3 .4 ±0.3 N S

加圧保水力(%) 74.2±3.2 74.8 ±6.5 74.8 ±4.3 76.1 ±2.5 NS

伸展率(cm /g） 27.7±2.7 29.0 ±2.4 28.9 ±3.4 26.1 ±1.5 NS
2

加熱損失(%) 29.2±2.3 26.8 ±3.4 28.5 ±3.5 28.2 ±2.2 NS

圧搾肉汁率(%) 37.4±0.9 37.2 ±3.8 38.5 ±5.5 35.9 ±1.0 NS

ﾄﾞ ﾛ 開始時(%) 100.0 100.0 100.0 100.0 NS

ﾘ 24h後 (%) 98.9±0.1 98.8 ±0.2 98.9 ±0.2 98.7 ±0.2 NS

ｯ 48h後 (%) 98.6±0.2 98.1 ±0.7 98.2 ±0.4 98.2 ±0.2 NS

ﾌﾟ ｽ 72h後 (%) 98.0±0.3 97.6 ±1.1 97.7 ±0.9 97.4 ±0.3 NS

背融 内層脂肪(℃) 35.3±2.3 35.5 ±3.3 38.7 ±1.0 38.2 ±1.4 *
a a b b

脂 外層脂肪(℃) 32.4±1.6 31.4 ±0.7 30.4 ±0.7 31.8 ±2.6 NS

肪点 腎 脂 肪(℃) 40.5±2.3 44.4 ±1.4 44.2 ±1.4 42.6 ±1.9 NS

異符号間に有意差あり（P<0.05)
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考 察

本試験での牛乳給与が増体量に及ぶ影響については肥

育前期と肥育後期ではその傾向が異なった。すなわち、

肥育前期では増体量が牛乳給与量が多くなるにしたがい、

有意に改善されたが、肥育後期では対照区に比べ、1 1:
区がやや改善される傾向にあったが、それ以外の区では

対照区と同程度であった。この理由としては季節の影響

が考えられた。肥育後期は12月中旬から２月上旬までの

厳寒期に当たり、試験を実施した豚舎は開放式豚舎で気

温の影響を大きく受けやすい。1 2区、1 3区は牛乳摂取: :
量が多いため、摂取する水分量は他の区より多いと考え

られ、低温時での水分摂取量が多いことと増体量との間

に何らかの関連があるのではないかと推察された。また、

肥育前期では牛乳給与区が対照区に比べ、乾物摂取量は

有意な差はないものの、増加する傾向が認められたが、

肥育後期では同等もしくはそれよりもやや少ない傾向に

あった。こうしたことも増体量が低くなった理由の一つ

と考えられた。いずれにせよ、他の季節での検討も必要

であると思われた。

肥育前期では前述したように牛乳給与区が対照区に比

べ優れ、その効果は対照区を100とすると、1 1区では:
116、1 2区では128、1 3区では133であった。その理由: :
の１つとして、ウエットフィーディングと同様に嗜好性

が高くなり、乾物摂取量が増加したためと考えられた。

ウエットフィーディングの改善効果は宮脇 が国内での
5 )

研究をまとめた総説では最大105から118としている。し

かし、今回ではそれよりも高い改善効果が得られた。こ

れらの理由の１つとして牛乳は飼料の原料であるとうも

ろこし、大豆粕等よりも蛋白質、脂肪、可溶性無窒素物

の消化率が高いことが考えられた。また、大塚ら は
2,6 7- )

離乳子豚に発酵乳を給与する一連の試験を実施し、増体

量は発酵乳給与区が対照区に比べ、有意に改善されたと

報告し、その理由として、飼料中の乳成分含量が乾物摂

取量と増体量の増加に大きく影響しているのではないか

と考察している。こうしたことから、乳成分の何かが増

体量の改善に関与しているのかもしれないが、これらに

ついてはさらに検討する必要があると思われた。と体成

績及び肉質成績においては背脂肪厚は有意な差はないも

のの、牛乳の給与量が増加するにしたがい、厚くなる傾

向が認められた。液餌飼料の問題点としては背脂肪が厚

くなりやすい等が指摘されており、本試験からも同様の

傾向が認められた。しかし、格付け成績では1 1区、1 2: :
区が対照区に比べ、やや悪い傾向が認められたが、1 3:
区では対照区と同等であったことから、さらに例数を増

やして検討する必要があると思われた。

脂肪融点は牛乳の給与量が増加するにしたがい、内層、

腎脂肪で高くなる傾向を示した。この理由として牛乳中

含まれている脂肪の脂肪酸組成の差異が考えられた。牛

乳中の脂肪酸組成は一般的な植物性油（大豆油等）に比

べ、中鎖脂肪酸が比較的多く含まれている 。入江 は総
8 9) )

説で、 18 0、 16 0の飽和脂肪酸の多い油脂を給与してC : C :
も体脂肪の性状に及ぼす影響は小さいが、中鎖脂肪酸を

多く含むココナッツ油を給与すると硬い脂肪を作ると述

愛知県農業総合試験場研究報告第39号

表６ パネルの性別

区分 10代 20代 30代 40代 50代 60代 不明 合計

Ａ→Ｂ 1 3 10 8 3 0 2 27

Ｂ→Ａ 1 3 7 6 7 2 1 2 7

合計 2 6 1 7 1 4 10 2 3 5 4

表７ 官能検査成績
区分 －２ －１ ０ １ ２ 平均的な嗜好度 差の検定
柔らかさ 硬い 柔らかい

Ａ→Ｂ 1 16 4 6 0 A= 0.0278 NS
Ｂ→Ａ 2 17 3 4 1 B=-0.0278

多 汁 性 パサパサ ジューシー
Ａ→Ｂ 1 17 8 1 0 A=-0.0926 NS
Ｂ→Ａ 1 14 4 8 0 B= 0.0926

う ま 味 弱い 強い
Ａ→Ｂ 0 14 7 5 1 A=-0.0556 NS
Ｂ→Ａ 1 11 5 8 2 B= 0.0556

香 り 悪い 良い
Ａ→Ｂ 2 7 14 4 0 A=-0.0648 NS
Ｂ→Ａ 0 8 12 6 1 B= 0.0648

総合評価 美味しくない 美味しい
Ａ→Ｂ 1 14 7 4 1 A=-0.0185 NS
Ｂ→Ａ 2 13 4 7 1 B= 0.0185

注） Ａ→Ｂ：対照区を先に食べて試験区を食べ、対照区を基準に試験区を評価
Ｂ→Ａ：試験区を先に食べて対照区を食べ、試験区を基準に対照区を評価
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べている。また、高田ら は中鎖脂肪酸を肥育豚に給与
10)

し、その影響について検討しており、中鎖脂肪給与区の

背脂肪内・外及び腎脂肪の脂肪酸組成は飽和脂肪酸が多

く、モノ不飽和脂肪酸が少なく、硬い脂肪を生産する可

能性が示されたと報告している。こうしたことから、脂

肪融点が高くなる理由として、牛乳に含まれている中鎖

脂肪酸が関係しているのではないかと考えられた。しか

し、牛乳の脂肪酸は季節等により、影響され、冬は飽和

脂肪酸が多く、夏には不飽和脂肪酸が増加するといわれ

ており 、不飽和脂肪酸が増加する季節でも今回と同様
8)

に脂肪融点が高くなるかについては検討する必要がある

と思われた。

以上のことから、市販飼料と牛乳を混合給与すること

により、若干、厚脂になる傾向が認められるが、増体量、

飼料要求率が改善され、脂肪融点が高く、しまりのある

豚肉生産が可能であることが示唆された。
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