
パン多給飼料の給与時期が肉豚の発育と肉質に及ぼす影響
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摘要：筋肉内脂肪含量の高い高品質な豚肉を効率的に生産するため、パン多給飼料の給与

時期について検討した。試験は体重が50kg時から開始し、対照区はトウモロコシ－大豆粕

主体の配合飼料を、試験区は体重が50kg、70kg及び90kg時から対照区の飼料の重量比45%

をパンで代替したパン多給飼料に切り替え、110kg時まで給与した。

１．発育成績は試験区間で差は認められなかった。

２．枝肉成績は枝肉歩留がパン多給飼料を給与した区がいずれも改善された。また、パン

多給飼料の切替時期が早いほど厚脂になる傾向がみられた。

３．筋肉内脂肪含量はパン多給飼料への切替時期が早いほど増加するが、体重が70kg時の

切替でも十分、食味性は改善された。

以上のことから、パン多給飼料への切替時期としては遅くとも、体重が70kg時から給与

すれば、食味性に優れた豚肉生産が可能であると考えられた。
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Effect of Period Feeding Diet Including Breadcrumbs on Growing Performance,
Carcass Characteristics and Meat Quality in Growing-finishing Pigs

OHGUCHI Hideshi, KAWANO Tateo, YAMAMOTO Rumiko and ANDO Yasunori

Abstract: To clarify the timing to start feeding diet including breadcrumbs, feeding trial
was conducted from growing to finishing period in pigs. Forty eight LW×D crossbred
pigs weighing approximately 50kg were divided into four groups and fed one of the two
diets as follows. As a control diet, corn-soybean meal based diet met all the macro and
micro nutrient requirement was used. As an experimental diet, 45% of the control diet
were replaced with breadcrumbs and micro nutrients (except lysine) were added to meet
the requirements. Pigs in control group and 50kg group were fed control diet and
experimental diet, respectively, throughout the trial. Pigs in 70kg group and 90kg group
were started with control diet and changed diet to experimental diet at the point that
body weight reached to 70kg and 90kg, respectively. All the pigs were slaughtered at
110kg of body weight and carcass characteristics and meat quality were examined.
1. No significant difference were observed in growing performance.
2. Dressing percentages in pigs fed experimental diet were higher than pigs in control
group (P<0.05). Linear increase in backfat thickness as the period feeding experimental
diet get longer resulted in lower carcass grading.

3. CIntramuscular fat content in longissimus dorsi muscle significantly increased with
the period feeding breadcrumbs lengthened. Sufficient improvement in meat quality
examined by sensory evaluation was obtained in meat from pigs in 70kg group.
According to overall evaluation, the highest advantage can be expected when pigs were

started feeding breadcrumbs at 70kg of body weight.

Key Words: Growing and finishing pigs, Diet including breadcrumbs, Feeding period,
Intramuscular fat
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緒 言

近年、豚肉中の脂肪含量、脂肪酸組成等が豚肉のお

いしさに関与していることが徐々に明らかとなってき

た1)。これらを背景に、品種改良面では食味性に優れた

豚を造成することがなされ、東京都、宮城県等で筋肉

内脂肪含量を高めた豚の作出に成功している。一方、

飼養管理技術面では、入江1)はパンを中心としたリサイ

クル飼料給与により、筋肉内脂肪含量の高い霜降り豚

肉ができることを指摘し、既に岩本ら2)により実証され

ている。こうしたことから、飼養管理技術による豚肉

の筋肉内脂肪含量を高める方法が検討され始めている

が、詳細については不明な点も多い。著者ら3)はパンの

配合量と筋肉内脂肪含量との関係について検討し、パ

ンの配合量が増加するに従い、筋肉内脂肪含量が増加

する傾向を示し、45%配合区で有意に増加したこと、ま

た、官能検査においても45%配合区で食味性が有意に改

善されることを明らかにした。しかし、パン多給飼料

の給与時期等の検討がなされていない等の解決すべき

問題が残った。そこで、筋肉内脂肪含量の高い高品質

な豚肉を効率的に生産するためのパン多給飼料の切り

替え時期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アイリスLの雌にア

イリスWの雄を交配して生産されたF1母豚LWに、アイリ

スナガラDの雄を交配して生産された系統三元交雑種LWD

48頭（雌24頭、去勢24頭）を用いた。腹、体重、性別

を考慮し、雌2頭、去勢2頭の計4頭を1群とし、12群を

設けた。

２ 試験区分

給与した飼料の組成及び成分値を表１に示した。対

照区に給与する対照飼料はトウモロコシ－大豆粕主体

の飼料で、日本飼養標準(2005)4)を満たすように設計し

た。試験区に給与する試験飼料は対照飼料の重量比45%

量をパン粉で代替えし、不足するアミノ酸（リジンは

除く）、ミネラル、ビタミンを日本飼養標準(2005)4)を

満たすように添加した。なお、供試したパンは前報と

同様、スーパーマーケットから排出された脂質含量の

高いパンで、加熱乾燥したものを使用した。

試験区分は①対照区（対照飼料を体重50から110kg時

まで給与）、②50kg切替区（体重50kg時から、試験飼料

を給与）、③70kg切替区（体重70kg時まで対照飼料を給

与し、70kg以降、試験飼料を給与）、④90kg切替区（体

重90kg時まで対照飼料を給与し、90kg以降、試験飼料

を給与）の4区分を設け、各区に3群を割り付け、110kg

に到達する時点まで給与した。試験は2007年4月から7

月上旬に実施した。

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4頭を1群として収容した。

給餌方法は不断給餌とし、飲水はニップル式給水器

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回調査

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、と殺し、24時間冷

蔵庫内で冷蔵後、豚産肉能力検定のと体測定要領5)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5～8胸椎の3胸椎分の胸最長筋を用

い、伸展率、加熱損失、圧搾肉汁率、ドリップロスに

ついて豚肉の肉質改善に関する研究実施要領6)により、

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。マーブリングス

コアはNational Pork Producers Council(1976)の示す

マーブリングスコアにより判定した。胸最長筋をミン

チにし、牛肉の品質評価のための理化学分析マニュア

ル7)に基づき、水分及び粗脂肪含量を測定した。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。

官能検査は男性26人、女性5人の計31人の愛知県農業

総合試験場職員をパネラーとして実施した。パネラー

の年齢別では30代が7人、40代が9人、50代が12人、60

代が2人、不明が1人であった。対照区、50kg切替区及

び70kg切替区のロース肉を2.5mmにスライスし、1.5%の

食塩水に30分浸漬した後、水を良く切り、200℃のホッ

トプレートにて3検体同時に調理したものについて評価

した。調査項目としてはかおり、柔らかさ、多汁性、

うま味、総合評価の各項目について1から5までの5段階

で評価する評点法7)で実施した。

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 発育成績

発育成績を表２に示した。1日平均増体量は対照区

991.9g 、50kg切替区989.6g、70kg切替区967.1g、90kg

切替区974.2gで差は認められなかった。また、110kg到

達日齢にも試験区間で差は認められなかった。飼料摂

取量は対照区3.37kg、50kg切替区3.09kg、70kg切替区

3.22kg、90kg切替区3.20kgで対照区に比べ、試験区で

減少する傾向が見られた。飼料要求率も飼料摂取量と

同様の傾向であった。
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表１ 供試飼料の配合割合 （%）

前期用（50～70kg） 後期用（70～110kg）

区 分

対 照 区 試験区 対 照 区 試験区

二種混 81.61 85.00

基 大豆粕 16.13 10.50

礎 フスマ － 2.45

飼 塩酸ﾘｼﾞﾝ 0.09 0.05

料 食塩 0.25 53.25 0.25 53.62

第3ﾘﾝｶﾙ 0.60 0.43

炭酸ｶﾙｼｳﾑ 0.92 0.92

ﾌﾟﾚﾐｯｸｽ 0.40 0.40

菓子ﾊﾟﾝ 45.00 45.00

添 第3ﾘﾝｶﾙ 0.87 0.71

加 炭酸ｶﾙｼｳﾑ 0.26 0.29

飼 ﾌﾟﾚﾐｯｸｽ 0.18 0.18

料 DL-ﾒﾁｵﾆﾝ 0.21 0.07

L-ﾄﾚｵﾆﾝ 0.18 0.10

L-ﾄﾘﾌﾟﾄﾌｧﾝ 0.05 0.03

合 計 100.00 100.00 100.00 100.00

CP(%) 15.14 13.27 13.26 12.07

TDN(%) 77.46 84.95 77.64 84.89

栄 DE(Mcal/kg) 3.42 3.75 3.42 3.74

養 EE(%) 3.22 5.78 3.37 7.14

成 Ca(%) 0.61 0.69 0.56 0.63

分 NPP(%) 0.25 0.29 0.22 0.25

値 Lys(%) 0.79 0.52 0.62 0.42

Met+Cys(%) 0.53 0.55 0.48 0.44

Thr(%) 0.57 0.59 0.49 0.47

Trp(%) 0.17 0.18 0.14 0.14

栄養成分値は計算値

表２ 発育成績（50～110kg）

区 分 対照区 50 kg 70 kg 90 kg 差の

切替区 切替区 切替区 検定

開始時体重(kg) 54.1 ± 1.0 53.2 ± 2.6 54.5 ± 1.1 53.2 ± 2.0 NS

開始日齢（日） 99.9 ± 4.5 99.5 ± 2.6 98.5 ± 3.9 96.9 ± 1.9 NS

終了時体重(kg) 108.2 ± 0.6 106.8 ± 0.7 107.8 ± 1.8 107.1 ± 0.8 NS

１日平均増体量(g) 991.9 ±23.3 989.6 ±81.0 967.1 ±52.0 974.2 ±58.5 NS

110kg到達日齢（日） 154.8 ± 3.5 154.3 ± 2.4 153.9 ± 4.8 152.9 ± 4.7 NS

飼料摂取量(kg/日) 3.37± 0.12 3.09± 0.13 3.22± 0.16 3.20± 0.09 NS

飼料要求率 3.40± 0.03 3.13± 0.07 3.34± 0.01 3.28± 0.01 NS

平均±標準偏差
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２ 枝肉成績

枝肉成績を表３に示した。背脂肪厚を図１に示した。

と体長、背腰長Ⅱ、ロース断面積は試験区間で差は認

められなかった。と体歩留は対照区64.9%、50kg切替区

66.8%、70kg切替区66.7%、90kg切替区66.3%で、パン多

給飼料を給与した区が高く、対照区と50kg切替区、70kg

切替区の間に有意な差が認められた（P<0.05）。また、

背脂肪厚は対照区に比べ、パン多給飼料を給与した区

が厚い傾向が見られ、切替の早い区ほどより厚い傾向

が見られた。

３ 格付成績

格付成績及び格落ち理由を表４に示した。格付は上1、

中2、並3とした数値で表すと、パン多給飼料への切替

時期が早くなるに従い、格付は下がる傾向が見られた

が、90kg切替区は対照区とほぼ同等であった。上物率

は対照区57.1%、50kg切替区16.7%、70kg切替区27.3%、

90kg切替区66.7%で、切替時期が早いほど、上物率が低

くなる傾向が見られた。また、格落ち理由はその多く

が厚脂によるもので、切替時期が早いほど、その影響

が認められた。

４ 肉質成績

肉質成績を表５に示した。また、胸最長筋の筋肉内

脂肪含量を図２に示した。肉色は試験区間による差は

なかった。マーブリングスコアは50kg切替区で高い傾

向が見られた。筋肉内脂肪含量はパン多給飼料への切

替時期が早くなるに従い、高くなり、対照区と50kg切

表３ 枝肉成績

区 分 対照区 50 kg 70 kg 90 kg 差の

切替区 切替区 切替区 検定

例数 12 12 11 12

と殺時体重(kg) 111.0 ±5.0 110.2 ±5.9 109.7 ±4.4 111.6 ±4.4 NS

枝肉重量(kg) 72.1 ±2.8 73.6 ±3.5 73.2 ±3.3 74.0 ±2.4 NS

と体歩留(%) 65.0a±1.3 66.8b±1.4 66.7b±2.0 66.3ab±1.8 *

と体長(cm) 93.5 ±2.6 92.3 ±2.3 93.2 ±2.7 93.0 ±1.5 NS

背腰長Ⅱ(cm) 67.9 ±2.2 67.3 ±1.6 67.7 ±2.1 67.5 ±1.4 NS

ﾛｰｽ断面積(cm2) 25.0 ±2.5 24.3 ±2.8 24.5 ±2.3 25.8 ±3.1 NS

1) 平均±標準偏差

2) 異符号間で有意差あり（P<0.05）

図１ 背脂肪厚

1

2

3

4

5

肩 背 腰 3部位平均

背
脂
肪
厚
（

c
m
）

対照区 50kg切替区    70kg切替区    90kg切替区    



115 愛知県農業総合試験場研究報告第41号

替区との間に有意な差が認められた（P<0.05）。水分含

量、加熱損失、ドリップロスについては試験区間によ

る差はなかったが、圧搾肉汁率は50kg切替区が他の3区

に対して有意に高くなった（P<0.05）。背脂肪融点につ

いては外層、内層脂肪では試験区間による差はなかっ

たが、腎脂肪では対照区と50kg切替区との間で有意な

差が認められた（P<0.05）。

５ 官能試験成績

官能試験成績を図３に示した。柔らかさ、多汁性、

うま味、総合評価の項目について、対照区に比べ、50

kg切替区、70kg切替区が高い傾向が見られ、総合評価

で対照区と70kg切替区との間で有意な差が認められた

（P<0.05）。

考 察

筋肉内脂肪含量の高い高品質な豚肉を効率的に生産

するため、パン多給飼料の給与時期について検討した。

その結果、増体量は試験区間で差はなかった。これは

パンの配合量と筋肉内脂肪含量について検討した試験

結果3)と同様であった。堀之内ら9)はパンと豆腐粕を原

表４ 格付成績及び格落ち理由 （雌・去勢混み）

区 分 対照区 50 kg 70 kg 90 kg

切替区 切替区 切替区

格付1) 1.5 ±0.7 2.0 ±0.6 1.8 ±0.6 1.4 ±0.7

上(%) 58.3（7/12） 16.7 (2/12) 27.3 (3/11) 66.7 (8/12)

中(%) 33.3（4/12) 66.7 (8/12) 63.6 (7/11) 25.0 (3/12)

並(%) 8.3（1/12) 16.7 (2/12) 9.1 (1/11) 8.3 (1/12)

格落理由

厚脂(%) 80.0 (4/5) 90.0 (9/10) 87.5 (7/8) 75.0 (3/4)

肉付･均称(%) 20.0 (1/5) 12.5 (1/8) 25.0 (1/4)

重量(%) 10.0 (1/10)

1) 格付：1 上 、2 中 、3 並、4 等外とした場合の平均値

（ ）は実頭数

表５ 肉質成績

区 分 対照区 50 kg 70 kg 90 kg 差の

切替区 切替区 切替区 検定

例数 12 12 11 12

肉色（PCS） 4.1 ±0.4 3.9 ±0.2 4.2 ±0.7 4.3 ±0.4 NS

ﾏｰﾌﾞﾘﾝｸﾞｽｺｱ2) 2.3 ±0.4 3.0 ±0.3 2.5 ±0.5 2.5 ±0.5 NS

水分含量(%) 73.2 ±1.1 72.5 ±1.7 72.8 ±1.0 73.3 ±0.7 NS

加熱損失(%) 31.6 ±1.7 33.0 ±1.1 33.1 ±1.2 32.9 ±1.5 NS

圧搾肉汁率(%) 37.2a±1.7 41.7b±2.2 38.7a±2.2 37.6a±1.7 *

ドリップロス(%) 5.5 ±1.2 4.5 ±0.5 5.1 ±1.0 5.4 ±1.1 NS

背脂肪融点(℃)

外層脂肪 36.2 ±1.4 35.6 ±1.2 35.3 ±1.4 35.8 ±1.9 NS

内層脂肪 40.6 ±1.9 40.1 ±0.8 39.3 ±1.2 39.6 ±1.8 NS

腎 脂 肪 45.2a±0.8 43.0b±1.3 44.0ab±1.3 43.3ab±1.2 *

1) 平均±標準偏差

2)ﾏｰﾌﾞﾘﾝｸﾞｽｺｱ ：1 なし、2 わずか、3 少量、4 多い、5 大変多い
3) 異符号間で有意差あり（P<0.05）
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料としたエコフィードを用い、エコフィード給与開始

時期を体重50kg、70kg、90kgに分けそれぞれ出荷まで

給与した結果、1日平均増体量はエコフィード給与区で

有意に低下したと報告している。また、湊ら10)もパン

粉添加した飼料を70kg、90kgから給与した結果、1日平

均増体量は対照区に比べ、劣ったと報告しており、本

試験の結果とは異なっている。この理由については試

験飼料のリジン含量の違い等が考えられたが、特定で

きなかった。

枝肉成績は切替時期が早いほど厚脂傾向になったが、

他の形質については差はなかった。堀之内ら9)の結果で

は厚脂の傾向は認められなかったと報告しているが、

湊ら10)は70kg及び90kg時からパン粉添加飼料を給与し

た区で本試験と同様、厚脂となったと報告している。

これらの結果の差異の理由については供試豚の系統、

使用した食品残さ、アミノ酸組成の違い等が考えられ

た。また、岩本ら2)もパン多給飼料の給与により、厚脂

になったと報告しており、パン多給飼料を給与する際

には厚脂になり、上物率も低下する可能性があると考

えられるため、このことについて留意する必要がある

と考えられた。

ロース中の筋肉内脂肪含量については、パン多給飼
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図２ 胸最長筋の筋肉内脂肪含量

図３ 官能試験成績
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料への切替時期が早いほど増加した。堀之内ら9)は50、

70kg区のロース中の筋肉脂肪含量が有意に増加し、90kg

区では対照区と差は見られなかったと報告しており、

本試験の結果と同じであった。

食味試験の結果については、50kg切替区、70kg切替

区が対照区に比べ、かおり以外のすべての項目で良い

傾向が見られ、総合評価では70kg切替区が有意に良い

結果となった。高橋ら11)は豚肉の筋肉内脂肪含量と肉

質との関係について検討し、筋肉内脂肪含量が高い豚

肉はせん断力価、テンシプレッサーとの負の関連性が

高く、柔らかい肉であることが認められたと報告して

いる。本試験の結果もこのような理由により、50kg切

替区、70kg切替区が対照区に比べ、食味性が優れたも

のと思われた。

以上のことから、パン多給飼料への切替時期として

は遅くとも、体重が70kg時から給与すれば、食味性に

優れた豚肉生産が可能であると考えられた。
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