
平成 30 年度 第 68 回関西畜産学会徳島大会プログラム 

 

開催場所：徳島県徳島市南常三島 1 丁目 1 番地  

     徳島大学常三島地区  総合科学部２号館  地域連携大ホール  

                                                    多目的室 1 

 

開催日：平成 30 年 9 月 24 日（月），25 日（火）  

 

第 68 回関西畜産学会徳島大会実行委員会  

 実行委員長  大石  克己(徳島県畜産振興課長) 

 副委員長   音井  威重(徳島大学  教授) 

 副委員長   刈谷  亮介(徳島県立農林水産総合技術支援センター  畜産研究課長) 

 事務局長   武内  徹郎(三好農業支援センター  課長補佐) 

 実行委員   福井  弘之(徳島県立農林水産総合技術支援センター  畜産研究課) 

 実行委員   新居  雅宏(徳島県立農林水産総合技術支援センター  畜産研究課) 

 

大会日程  

 9 月 24 日(於 徳島大学常三島地区  総合科学部 2 号館  地域連携大ホール) 

・評議員会（11:30～12:30）  

 

・開会宣言及び挨拶（12:30～12:40）  

  開会宣言：大石克己(徳島県農林水産部畜産振興課長 )  

  開会挨拶：舟橋弘晃(岡山大学大学院環境生命科学研究科教授、関西畜産学会長 ) 

 

・総会及び平成 30 年度関西畜産学会賞受賞講演（12:40～13:20）  

    関西畜産学会賞受賞者：松橋珠子  会員(近畿大学先端技術総合研究所) 

    受賞業績題目：黒毛和種集団の遺伝的能力を改善するマーカー同定に関する研究  

 

・公開シンポジウム（13:30～15:50）  

    シンポジウムⅠ  

  テーマ  「地域畜産ブランドこれまでとこれから～安全・安心でおいしい畜産物の提供

を目指して～」  

    話題提供者：  

藤本 武（徳島県農林水産総合技術支援センター 畜産研究課）  

上村 知子（香川県農政水産部  畜産課）  

  石川 真優（愛媛県農林水産研究所  畜産研究センター）  

  川原 尚人（高知県畜産試験場）   

  司会  音井 威重（徳島大学生物支援産業学部）  

 

  シンポジウムⅡ  

  講演  広島大学大学院理学研究科  佐久間  哲史  



    「哺乳動物への新技術の展開～ゲノム編集とその関連技術の最新開発動向～」  

    座長  音井威重（徳島大学生物支援産業学部）  

舟橋弘晃（岡山大学大学院環境生命科学研究科）  

  

・一般講演（9 演題  16:00～17:30）  

 

・懇親会（17:45～19:45）  

 

9 月 25 日(於  徳島大学常三島地区  総合科学部 2 号館  多目的室 1) 

 

・一般講演（18 演題  8:40～11:50）  

 

・優秀発表者表彰（11:50～11:55）  

 

・閉会宣言：（11:55）  



平成 30 年度 関西畜産学会賞受賞講演要旨 

 

黒毛和種集団の遺伝的能力を改善するマーカー同定に関する研究 

 

松橋 珠子（近畿大学先端技術総合研究所） 

 

黒毛和種は肉用牛の中でも筋肉内に脂肪を蓄える能力に優れており、脂肪交雑を中心とし

て枝肉形質の改良が進められてきた。一方で、特定の遺伝的能力が極めて優れた一部の種雄

牛ばかりが偏って利用された結果、国内の黒毛和種集団の有効な大きさは数十頭程度まで低

下したと推測されている。このことは、集団の多様性低下だけでなく特定の種雄牛が持つ遺

伝的不良形質が迅速に国内集団全体に広まったり、潜性の不良遺伝子がホモ化したりする危

険性が高まっていることを意味する。演者はこれまでに、繁殖雌牛の受胎率や産子の損耗率

（流死産）、子牛の発育、肥育牛の枝肉形質などを調査し、黒毛和種集団からの不良遺伝子

の排除と経済形質の改良に貢献する様々な遺伝的要因について研究を進めてきた。  

 

1. 子牛の発育不良を引き起こす遺伝的要因の探索  

（1）FBN1 遺伝子の変異によって生じる発育不良の解明  

特徴的な痩身傾向を示す発育不良個体が特定家系で散発したことから、その原因を明らか

にするため個体調査および父方半きょうだい家系を用いた全ゲノム連鎖解析などを実施し

た。その結果、原因遺伝子として FBN1 遺伝子上に一塩基多型 c.8227-1G>A を特定し、特定

の種牛で生じた変異であることを明らかにした。  

（2）IARS 遺伝子の変異に基づく発育不良の解明  

特定家系において産子の出生遅延や低体重での娩出、出生後の発育不良、虚弱傾向といっ

た特徴的な表現型が報告されたことから、これらの症例を詳細に調査した。そして父方半き

ょうだい家系での全ゲノム連鎖解析などを実施した結果、 IARS 遺伝子上にアミノ酸置換

（p.Val79Leu）を伴う原因遺伝子変異 c.235G>C を特定した。損耗子牛の遺伝子診断を行っ

た結果、変異型 IARS 遺伝子をホモで持つ個体は発育の遅延と貧血や低タンパクの症状を示

し、出生後 1 年以内に約８割が死亡していた。さらに胎児の遺伝子型を推定した結果、変異

型 IARS 遺伝子をホモで持つ胎児は出生までの間にその約半数が失われている可能性を明ら

かにした。研究成果情報は現場に普及され、 IARS 異常症発症型牛の生産頭数抑制に寄与し

た。  

 

2. 雌牛の繁殖成績に影響する遺伝的要因の探索  

 雌牛の繁殖成績を向上するため、雌牛約１万頭の繁殖記録および血液や耳介、胎盤組織な

どの検体を収集し解析に供した。SNP チップを用いたゲノムワイド相関解析の結果、受胎率

と関連する遺伝子多型として ACVR2A 遺伝子上流に複数の多型が、子牛生産指数と関連する

多型として GTF2F2 遺伝子 3’UTL 上に責任遺伝子領域が検出された。また、妊娠期間の責



任遺伝子候補領域を全ゲノム連鎖解析により同定するとともに、繁殖雌牛の受胎率や分娩間

隔、排卵数に対する GRIA1 遺伝子や STAT5a 遺伝子、TG5 遺伝子、ANXA5 遺伝子の影響を報

告した。  

 

3. 肥育牛の枝肉形質に影響する遺伝的要因の探索と効果検証  

 黒毛和種の枝肉形質を向上する遺伝的改良指標を開発するため、複数の父方半きょうだい

家系を用いた全ゲノム連鎖解析を実施し、枝肉重量やロース芯面積、BMS ナンバーの責任

遺伝子候補領域を複数同定した。肉質向上に寄与すると期待されているオレイン酸割合など

脂肪中の脂肪酸組成については、SCD 遺伝子、FASN 遺伝子、SREBP1 遺伝子、および GH

遺伝子の多型を用い量的遺伝効果を推定するとともに、ゲノムワイド相関解析により新たな

遺伝子領域の探索を行った。  

 

4. その他  

 牛白血病抵抗性に関わる遺伝子多型に関する研究、黒毛和種の遺伝的多様性に関する研

究、そしてゲノム育種価算出手法の開発に関する研究に携わってきた。また肥育牛の枝肉成

績を生体予測するエピジェネティックなマーカーの開発研究に長年にわたって携わってお

り、現在は肥育期間中の血液中に存在するタンパク質の網羅的解析結果から枝肉成績と関連

するバイオマーカー候補タンパク質を選出し、肥育期間中に枝肉形質を推定する予測モデル

式の構築を進めている。また、枝肉形質の生体予測モデル式を作成する新たなバイオマーカ

ー候補として血中のマイクロ RNA に着目し、枝肉形質との関連解析をすすめているところ

である。  

 



一般講演プログラム（発表 7 分 , 質疑応答 3 分、* 印の 14 講演は優秀発表賞の審査対象） 

 

9 月 24 日（月）16：00～17：30  

 

座長：橘哲也（愛媛大農）  

*1 鶏骨格筋由来の組換えパラトロポミオシンサブユニットがアクチン–ミオシン間の相互

作用に及ぼす影響  

〇吉田寛志・西尾友理子・上田修司・山之上  稔  

（神戸大院農）  

*2 ニワトリにおいて、延髄 Erk シグナリングは摂食抑制に関与している  

〇上野瑞城・福造哲・本田和久・上曽山博・實安隆興  

（神戸大院農）  

*3 インスリンの中枢投与がブロイラーの視床下部 Akt/FOXO経路及び POMCの遺伝子発現

量に及ぼす影響  

〇福造哲・上野瑞城・中野優馬・本田和久・上曽山博・實安隆興  

（神戸大院農）  

 

座長：本田和久（神戸大院農） 

4 ニワトリヒナの上部消化管、膵臓と肝臓におけるトリ β-ディフェンシン蛋白の局在  

寺田拓実 1・新居隆浩 1,2・磯部直樹 1,2・〇吉村幸則 1,2 

（ 1 広大院生物圏・ 2 広大 RCAS）  

*5 リポポリサッカライドがニワトリヒナの下部消化管の機能に与える影響  

〇武多花純・牧野良輔・橘哲也  

（愛媛大農）  

*6 Compound 48/80 の末梢および中枢投与がニワトリヒナの行動および生理反応に与える

影響  

〇平井美彩紀・牧野良輔・橘哲也  

（愛媛大農）  

 

座長：小櫃剛人（広大院生物圏） 

7 黒毛和種繁殖牛の冬期舎飼い飼養成績  

〇山本楓子 1・一戸俊義 2・宋  相憲 2・坂本真実 3・帯刀一美 3 

（ 1 島根大院自然科学・ 2 島根大生物資源科学・ 3 島根県中山間地域研究センター）  

*8 肉用牛枝肉のオレイン酸含有割合を予測する血中タンパク質バイオマーカーの探索  

〇越智浩介 1・池上春香 2、・松橋珠子 3、・邨上正幸 4・樋口智香 2・奥野智美 1・神谷

拓磨 1・山本真理 1・井橋俊哉 2・坂本裕子 2・辻本佳加理 2・宮本圭 2・永井宏平 1・高

取等 4・松本和也 1 

（ 1 近大院生物理工、 2 近大生物理工、3 近大先端研、 4 鳥取畜試）  

9 黒毛和種去勢牛の血清中タンパク質の肥育期間中の動態と枝肉形質の関連性  

〇池上春香 1・越智浩介 2・松橋珠子 3・大林賢伍 4・永井宏平 1,2・宮本圭 1・吉廣卓哉 5

・松本和也 1,2 

（ 1 近大生物理工、 2 近大院生物理工、 3 近大先端研、 4 岐阜県畜研、 5 和大シス工）  

 

 

 



9 月 25 日（火）8：40～11：50  

 

座長：磯部直樹(広大院生物圏） 

*10 哺乳期における子牛の貧血とヘプシジンの関係  

〇定兼熙幸 1・糸山恵理奈 2・吉岡秀貢 2・舟場正幸 1・松井徹 1,2 

(1 京大院農動物栄養・ 2 京大院農附属牧場 ) 

*11 暑熱環境下におけるウシ子宮内膜プロスタグランジン分泌と温度感受性 TRP チャネル

との関係  

〇山田亜依 1・高見恵都 1・酒井駿介 2・山本ゆき 2・木村康二 2 

(1 岡山大農・ 2 岡山大院環境生命科学 ) 

*12 暑熱ストレスによるウシ子宮内膜免疫系の変化  

〇酒井駿介・山本ゆき・畑生俊光・木村康二  

(岡山大院環境生命科学 ) 

 

座長：川﨑淨教(香川大農） 

*13 メトホルミンがニワトリの成長成績および生体内遊離アミノ酸濃度に与える影響  

〇宇田麻郁・牧野良輔・橘哲也  

（愛媛大農）  

*14 愛媛県産はだか麦糠の給与がブロイラーの成長成績および生体内アミノ酸濃度に与え

る影響  

〇梶野友孝・牧野良輔・橘哲也  

（愛媛大農）  

15 徳島県産「タデ藍」を活用した鶏肉商品価値を高める魚粉飼料給与技術の確立  

〇丸谷永一 1・金丸  芳 2・清水正明 1・藤本  武 1 

（ 1 徳島県畜研・ 2 徳島大院  社会産業理工  生資産）  

 

座長：一戸俊義(島根大生物資源科学） 

*16 家庭系食品廃棄物のアメリカミズアブ（Hermetia illucens）による処理で生じる残渣の特

徴と肥料としての有用性  

〇川崎  稔弥 ¹・塩田  琢巳 ¹・堀  晃宏 ¹・矢野  公伸 ¹・川﨑  淨教 ¹・松本  由樹 ¹・平康  博

章 ³・瀬山  智博 ³・笠井  浩司 ³・藤谷  泰裕 ³ 

（ ¹香川大農・ ²香川大農附属農場・ ³大阪府立環境農林水産総合研究所）  

*17 L-メチオニンはニワトリヒナのそのうにおける飼料通過を抑制する  

〇堂本れいあ・牧野良輔・橘哲也  

（愛媛大農）  

*18 周産期ヤギへの初乳の経口投与が乳汁中抗菌因子濃度に及ぼす影響  

〇久保海太 1・上野和俊 2・新居隆浩 1,3・吉村幸則 1,3・磯部直樹 1,3 

（ 1 広大院生物圏・ 2 イーアニマル・ 3 広大 RCAS) 

 

休憩（10：10～10：20）  

 

座長：西野直樹(岡大院環境生命） 

19 ミールワーム粉の給与が子豚の成長および血液性状・糞中細菌叢に及ぼす影響  

〇川﨑淨教 ¹・木下星夜 ¹・Vincent Choulet2・堀晃宏 ¹・川崎稔弥 ¹・塩田琢巳 ¹・矢野公伸
3 



（1 香大院農・ 2Agrosup Dijon・3 香大附属農場）  

20 籾米サイレージと木材クラフトパルプの併給が乳生産に及ぼす影響  

〇小櫃剛人・杉野利久・黒川勇三・沖田美紀・近松一朗・田中明良  

（広大院生物圏）  

21 飼料作物における不耕起栽培を利用した省力的な暖地 2 年 5 作体系の開発  

〇西岡謙二・福井弘之・馬木康隆  

（徳島県立農林水産総合技術支援センター畜産研究課）  

 

座長：西出 亮(神戸大院シス情） 

22 発酵 TMR 給与が黒毛和種短期肥育牛肉の理化学性状に及ぼす影響  

〇安部亜津子 1,2・成相伸久 1・大渡康夫 3・杉野利久 2・小櫃剛人 2 

（ 1,2 島根県畜技セ・ 2 広大院生物圏・ 3 島根県産技セ）  

23 黒毛和種の枝肉形質と関連する血中バイオマーカー候補マイクロ RNA の探索  

〇松橋  珠子 1・柴田成基 2・笹部冴子 2・池上  春香 2・越智浩介 3・大林賢伍 4・永井  

宏平 2・  

宮本  圭 2・松本  和也 2,3 

（ 1 近大先端研・ 2 近大生物理工・ 3 近大院生物理工・ 4 岐阜畜産研）  

24 系統豚「アワヨーク」の繁殖形質における遺伝的パラメーターの推定と近交退化の影響  

〇  飯塚悟 1・新居雅宏 1・才力慎也 1・佐々木修 2・石井和雄 2 

（ 1 徳島県畜研・ 2 農研機構畜産部門）  

 

座長：揖斐隆之（岡大院環境生命） 

25 IoT を活用した放牧牛のインタラクション分析に基づく飼養管理技術の開発  

〇西出亮 1・大川剛直 1・大山憲二 2・太田能 3・高木由美 1 

（ 1 神戸大院シス情・ 2 神戸大院農・3 神戸大院科技イノベ）  

26 ゲノミック評価を活用した黒毛和種の枝肉形質の改良  

高橋和裕 1・〇谷原礼諭 2・掛端寛之 3 

(1 香川県畜産試験場・ 2 香川県農政水産部農業経営課・ 3 一般社団法人家畜改良事業団 ) 

27 ブロイラーと採卵鶏に関するシミュレーションモデルの開発  

〇広岡博之（京都大院農）  



#1 

鶏骨格筋由来の組換えパラトロポミオシンサブユニットがアクチン–ミオシン間の  

相互作用に及ぼす影響  

 

〇吉田寛志・西尾友理子・上田修司・山之上  稔（神戸大院農）  

 

【目的】熟成中の食肉軟化の要因のひとつに、死後硬直時に形成されたアクチン -ミオシン

間硬直結合がその後の熟成で脆弱化することが知られている。この現象に関わるタンパク質

としてパラトロポミオシン（PTM）が存在する。PTM の機能はアクチンとミオシンから成

るアクトミオシンの ATPase 活性を阻害する指標で示されるが、その阻害メカニズムの詳細

は明らかではない。また PTM の一次構造は調節タンパク質トロポミオシン（TM）に非常に

よく類似しているが、一部にアミノ酸の相違があることが明らかとなっている。このアミノ

酸の相違が特異的な ATPase 活性阻害機能を PTM に与えていると考えられる。本研究では、

PTM特異的なアミノ酸配列と ATPase 活性阻害機能の関連を探ることを目的とした。【方法】

鶏胸筋から調製したアクチンとミオシンからアクトミオシンを合成し、一方で同筋肉から

TM と PTM を調製した。また鶏の筋肉で主に発現している TM isoform の一種 TMα と、PTM

を構成するサブユニットを模倣した M281K 変異体のそれぞれを、組換えタンパク質として

大腸菌に過剰発現させ精製した。TM と PTM、組み換えタンパク質 2 種類をアクチンとのモ

ル比で 0.05、0.1 の割合でアクトミオシン溶液に添加し、ATPase 活性への影響をモリブデン

ブルー比色法で調べた。【結果】PTM を、アクチンとのモル比で 0.05、0.1 の割合でアクト

ミオシン溶液に添加した時、添加量の増加に伴い ATPase 活性が有意に低下した。しかし TMα

添加では活性の低下は認められなかった。また M281K 変異体を添加した時、組換え TMα の

添加では認められなかった活性値低下の傾向を示した。このことから、281 番目の Lys 残基

が PTM の ATPase 活性阻害機能に寄与していることが示唆された。  

 

#2 

ニワトリにおいて、延髄 Erk シグナリングは摂食抑制に関与している  

 

〇上野瑞城・福造哲・本田和久・上曽山博・實安隆興（神戸大院農）  

 

【目的】哺乳動物の食欲調節においては、中枢の種々の細胞内シグナル伝達経路が重要な役

割を果たしていることが知られている。例えば、インスリンにより視床下部の

PI3K/Akt/mTOR 経路や、延髄の Erk シグナリングが活性化すると食欲は抑制される。一方、

ニワトリにおいては、視床下部の Akt/mTOR 経路の活性化により食欲が抑制される可能性が

最近報告されているが（Neuroscience Letters, 670, 48-52, 2018）、延髄の Erk シグナリングに

ついては未だ報告がない。そこで本研究では、インスリンの中枢投与、及び絶食後の再給餌

がニワトリ延髄の Erk シグナリングに及ぼす影響を調べた。【方法】実験 1：自由摂食、自

由飲水で飼育した 8 日齢のニワトリを用い、延髄におけるインスリン受容体の遺伝子発現量

をリアルタイム PCR 法により調べた。実験 2：3 時間絶食した 7 日齢のニワトリを用い、0、

或いは 100 pmol のインスリンを脳室内投与し、その 60 分後に延髄におけるリン酸化 Erk タ

ンパク質量をウェスタンブロッティング法により調べた。実験 3：24 時間絶食した 9 日齢の

ニワトリに 0 あるいは 1 時間再給餌し、延髄におけるリン酸化 Erk タンパク質量を調べた。

【結果】実験 1：視床下部を含む間脳などの他の部位と同様に、延髄においてもインスリン

受容体が発現していることが確認された。実験 2：インスリン投与により、延髄におけるリ

ン酸化 Erk タンパク質量は有意に増加した。実験 3：延髄におけるリン酸化 Erk タンパク質

量は再給餌により有意に増加した。これらのことから、ニワトリにおいても延髄 Erk シグナ

リングは摂食、或いはインスリンにより誘導される食欲抑制に関与している可能性が示唆さ

れた。  

 

 
 
 



#3 

インスリンの中枢投与がブロイラーの視床下部 Akt/FOXO 経路及び  

POMC の遺伝子発現量に及ぼす影響  

 

〇福造哲・上野瑞城・中野優馬・本田和久・上曽山博・實安隆興（神戸大院農）  

 

【目的】哺乳動物では、視床下部の PI3K/Akt/mTOR 経路の活性化により食欲が抑制される

こと、及び転写調節因子 FOXO の不活性化によって食欲調節関連遺伝子 POMC の発現量が

増加することが知られている。これまでに我々は、レイヤーでは、ヒナの摂食を有意に抑制

する 50 pmol のインスリンの中枢投与は視床下部のリン酸化 Akt（pAkt）及びリン酸化 FOXO1

（pFOXO1）タンパク質量を有意に増加させることを報告している（Neuroscience Letters, 670, 

48-52, 2018）。一方、食欲が旺盛なブロイラーにおいては、50 pmol のインスリンの中枢投

与はヒナの摂食量を有意に抑制し、視床下部の pAkt を有意に増加させるものの、pFOXO1

に有意な変化は認められないことを報告している（日本家禽学会 2017 年度秋季大会）。本

研究では、高投与量（500 pmol）のインスリンの中枢投与が視床下部の Akt/FOXO 及び POMC

の遺伝子発現量に及ぼす影響を調べた。【方法】実験 1：3 時間絶食した 8 日齢のブロイラ

ー雄ヒナに 0、或いは 500 pmolのインスリンを脳室内投与し、その 60分後に視床下部の pAkt、

及び pFOXO1 を調べた。実験 2：実験 1 と同じ条件でインスリンを中枢投与し、視床下部に

おける POMC の mRNA 量を調べた。【結果】実験 1：インスリン投与により、視床下部の

pAkt は増加する傾向を示したが、pFOXO1 に有意な変化は認められなかった。実験 2： POMC

の遺伝子発現量にインスリン投与による有意な変化は認められなかった。【まとめ】本研究

の結果から、ブロイラーの視床下部では、インスリンによる Akt から FOXO1 へのシグナル

が伝わりにくく、その結果 FOXO1 による POMC の遺伝子発現調節が起こらないことが示唆

された。  

 

 
#4 

ニワトリヒナの上部消化管、膵臓と肝臓におけるトリ β-ディフェンシン蛋白の局在  

 

寺田拓実 1・新居隆浩 1,2・磯部直樹 1,2・〇吉村幸則 1,2（ 1 広大院生物圏・2 広大 RCAS）  

 

【目的】ニワトリヒナではリンパ器官の機能が発達していないので、感染防御には移行抗体

や自然免疫が働く。トリ β-ディフェンシン（AvBD）は多様な微生物に作用する抗菌ペプチ

ドで、現在までに 14 分子種（AvBD1-14）が同定されている。AvBD の消化管における遺伝

子発現は示されているが、ヒナの上部消化管における AvBD 蛋白の局在は不明である。本実

験は、ヒナの上部消化管における AvBD 蛋白の局在を明らかにすることを目的とした。腸管

へ分泌される膵液と胆汁を産生する膵臓と肝臓の AvBD12 局在も検証した。【方法】ブロイ

ラー（チャンキー）の受精卵を孵卵し、孵化したオスを 3 または 14 日齢まで飼育した（両

日齢とも 4 羽）。口腔粘膜、腺胃、筋胃、十二指腸・膵臓と肝臓をホルマリン固定してパラ

フィン切片とした。ウサギ抗 AvBD12 抗体とベクタステイン ABC キットを用いて AvBD12

の免疫染色を行った。【結果】口腔粘膜には粘膜上皮、下層の結合組織、唾液腺が認められ

たが、いずれの組織にも AvBD12 は検出されなかった。十二指腸粘膜には AvBD12 陽性細胞

は検出されなかった。腺胃では丈の高い粘膜ヒダを形成する浅胃腺の表面上皮細胞と固有層

の白血球と、多数の分岐を形成する深胃腺の細胞に AvBD12 が検出された。筋胃では筋胃腺

の細胞が AvBD12 陽性を示した。膵臓では外分泌腺に散在する一部の細胞が AvBD12 陽性を

示し、肝臓では肝細胞の細胞質がびまん性に AvBD12 陽性を示した。これらの AvBD12 の局

在は 3 日麗と 14 日齢で共に認められた。以上、ヒナの腺胃と筋胃では AvBD12 による感染

防御系が形成されていると思われた。膵臓と肝臓でも AvBD12 が産生され、臓器の局所免疫

のほかに膵液や胆汁として腸管に分泌される可能性も推定された。  

 

 

 



#5 

リポポリサッカライドがニワトリヒナの下部消化管の機能に与える影響  

 

〇武多花純・牧野良輔・橘哲也（愛媛大農）  

 

【目的】動物が細菌やウイルスに感染すると、発熱や食欲不振などの症状に加え、消化管機

能の変化が生じる。例えば、ニワトリヒナにグラム陰性菌の細胞壁の外膜成分であるリポポ

リサッカライド（LPS）を腹腔内投与すると飼料のそのう通過が抑制される。しかし、LPS

が胃以下の消化管に与える影響には不明な点が多い。本研究では、LPS の腹腔内投与による

飼料の胃および小腸通過の変化を調べるとともに、膵消化酵素の活性の変化について調べる

ことを目的とした。【方法】実験には 5〜7 日齢のレイヤーオスヒナを用いた。（実験 1）

13 時間絶食したヒナに生理食塩水（対照）または 100 μg の LPS を腹腔内投与し、その後 2

時間絶食を続けた。このヒナに経口投与用飼料を経口投与し、その 2 時間後にそのうを取り

出し、そのう内の残存飼料量から飼料のそのう通過率を算出した。（実験 2）13 時間絶食し

たヒナに生理食塩水または 100 μg の LPS を腹腔内投与し、さらに 2 時間絶食を続けた。そ

の後、フェノールレッドを含むカルボキシメチルセルロース溶液を経胃投与し、2 時間後に

腺胃、筋胃、十二指腸、空腸および回腸を取り出し、各部位のフェノールレッド量を測定し

た。（実験 3）13 時間絶食したヒナに生理食塩水または 100 μg の LPS を腹腔内投与し、そ

の 2 時間後に膵臓と十二指腸を採取し、膵消化酵素の活性を調べた。【結果】（実験 1）LPS

の投与により飼料のそのう通過が有意に抑制された。（実験 2）LPS の投与は胃におけるフ

ェノールレッド量に影響を与えなかったが、十二指腸では有意に増加し、空腸遠位部で有意

に減少した。また、LPS の投与により排糞量が増加する傾向が見られ、糞中のフェノールレ

ッドの量も多かった。（実験 3）LPS の投与は膵消化酵素の活性に影響を与えなかった。以

上のことから、LPS はヒナにおいて飼料の小腸通過に影響を与えることが示唆された。  

 

#6 

Compound 48/80 の末梢および中枢投与がニワトリヒナの行動および生理反応に与える影響  

 

〇平井美彩紀・牧野良輔・橘哲也（愛媛大農）  

 

【目的】肥満細胞は造血幹細胞由来の白血球の一種であり、ヒスタミンやセロトニン、プロ

スタグランジンなどの生理活性物質を含む顆粒を有している。哺乳類を対象とした研究で

は、肥満細胞が様々な免疫反応に関わることが明らかにされている。一方、ニワトリでは肥

満細胞の役割に関する知見は少なく、特に肥満細胞が脱顆粒した際の行動や生理反応の変化

については不明な点が多い。そこで、本研究では肥満細胞を脱顆粒させる Compound 48/80

を用い、Compound 48/80 を腹腔内および脳室内投与した際の摂食行動、自発運動量、体温

および血中成分の変化を調べることを目的とした。【方法】5～8 日齢のレイヤーオスヒナ

を用いて実験を行った。（実験 1）Compound 48/80 を腹腔内投与または脳室内投与し、その

30、60、90 および 120 分後に摂食量を測定した。（実験 2）Compound 48/80 を腹腔内投与

し、その後 2 時間の自発運動量を 10 分間隔で自発運動量測定装置と赤外線センサーを用い

て測定した。（実験 3）Compound 48/80 を腹腔内投与し、その 30、60、90 および 120 分後

に体温を測定した。（実験 4）Compound 48/80 を腹腔内投与または脳室内投与し、その 2 時

間後に採血し、血漿を得た。血漿コルチコステロンおよびグルコース濃度を市販の分析キッ

トを用いて測定した。【結果】（実験 1）Compound 48/80 の腹腔内投与によりにより摂食量

が有意に減少したが、脳室内投与では摂食量の変化は見られなかった。（実験 2）Compound 

48/80 の腹腔内投与により自発運動量が有意に低下した。（実験 3）Compound 48/80 の腹腔

内投与は直腸温に影響を与えなかった。（実験 4）Compound 48/80 の腹腔内投与および脳室

内投与は血漿コルチコステロン濃度およびグルコース濃度に影響を与えなかった。以上のこ

とから、末梢の肥満細胞が脱顆粒すると、摂食行動の抑制と運動量の低下が生じるが、直腸

温および視床下部－下垂体－副腎皮質軸には影響を与えないことが示唆された。  

 

 



#7 

黒毛和種繁殖牛の冬期舎飼い飼養成績  

 

〇山本楓子 1・一戸俊義 2・宋  相憲 2・坂本真実 3・帯刀一美 3 

（ 1 島根大院自然科学・ 2 島根大生物資源科学・ 3 島根県中山間地域研究センター）  

 

【目的】島根県の繁殖和牛飼養頭数は H28 から H30 にかけて微増傾向に転じたが、飼養頭

数 10 頭未満の繁殖農家の廃業、畜産農家の高齢化が依然として問題となっている。県内肉

用牛飼養農家の年齢構成は、70 歳以上の農家が約 50%を占めているのが現状である。繁殖

農家の高齢化に対応するため省力的な繁殖牛飼養体系を確立し、集落営農組織への実装化が

必要とされている。演者らは 2014 年より 3 夏 2 冬の黒毛和種子付き繁殖牛の放牧飼養試験

と舎飼い飼養試験を行っている。夏期放牧試験成績の一部については既に発表した（ 2015

年日本草地学会大会）。本試験では分娩した繁殖牛の舎飼い飼養成績について検討した。【方

法】試験は島根県中山間地域研究センターにおいて 2014 年 11 月–2015 年 4 月、2015 年 11

月–2016 年 4 月までの間、それぞれ繁殖牛 2 頭およびその産子 2 頭、計 8 頭を供試した。繁

殖牛には購入イタリアンライグラス乾草 7kg、市販濃厚飼料 4kg を定量給与し、子牛には購

入スーダングラス乾草を自由摂取させ、市販濃厚飼料を体重に応じて 1–4kg/日給与した。供

試牛の体重を毎月測定し、給与飼料の採取を行った。繁殖牛の飼料摂取量を毎月測定した。

また島根大学においてルーメンカニューレ装着メンヨウを用い、ナイロンバッグ法による飼

料の反芻胃内分解度を測定した。Sinclair ら (1993)の計算式を用い、繁殖牛に給与した飼料の

OM と N の反芻胃内分解同調指数を試算した。【結果】1）両試験期中、繁殖牛の体重に大

きな変動はみられず、子牛の DG は 0.8–1.1kg であった。2）繁殖牛が摂取した OM は 8.5kg、

N は 1.0kg であり、反芻胃内分解同調指数は 0.5 程度と算出された。3）舎飼い期において繁

殖牛に給与した飼料の OM と N の反芻胃内分解同調の程度は高いものではなかった。しか

し、放牧期と比べて舎飼い期での明瞭な体重減少は見られなかったことから、本試験で給与

した飼料は黒毛和種繁殖雌牛の維持と哺乳が可能であったことが示された。  

 

#8 

肉用牛枝肉のオレイン酸含有割合を予測する血中タンパク質バイオマーカーの探索  

 

〇越智浩介 1・池上春香 2・松橋珠子 3・邨上正幸 4・樋口智香 2・奥野智美 1・神谷拓磨 1・  

山本真理 1・井橋俊哉 2・坂本裕子 2・辻本佳加理 2・宮本圭 2・永井宏平 1・高取等 4・  

松本和也 1（ 1 近大院生物理工、 2 近大生物理工、 3 近大先端研、 4 鳥取畜試）  

 

【目的】肉用牛において、枝肉の肉質と肉量は肥育農家の収益性を左右する重要な要因とな

っている。約 20 か月間の肥育期間の早い段階で枝肉成績を推定する生体指標（バイオマー

カー）があれば、肥育途中の段階で出荷時の枝肉形質を予測でき、各牛個体に適した飼養管

理が可能になる。そのため、より経済的価値の高い牛の効率的な生産に繋がると考えられる。

また、枝肉形質の中でもオレイン酸は牛肉の風味や口どけの良さに関係していることが知ら

れており、鳥取県ではオレイン酸を 55％以上含有している肉用牛をブランド化している。

そこで本研究では、肥育中に出荷時のオレイン酸含有割合を予測するバイオマーカーとなる

タンパク質の探索を目的に、肥育中のウシの血清中タンパク質の網羅的定量解析を行った。

【方法】黒毛和種去勢牛 11 頭から生後 13,15,17,19,21,23 ヶ月齢に血清を採取した。質量分

析 SWATH-MS 法により採血時期毎に血清中タンパク質を網羅的に定量した。11 頭からオレ

イン酸含有割合の上位と下位の個体群を選択し、統計処理ソフト IBM SPSS Statistics を用い

て Mann-Whitney の U 検定によりオレイン酸含有割合のバイオマーカー候補タンパク質群を

抽出した。採血した時期毎に重回帰分析を行ない、抽出したタンパク質の測定値を説明変数

としたオレイン酸含有割合を予測する重回帰式を作成した。【結果】各時期においてオレイ

ン酸含有量の上位群と下位群の間の 135 種類のタンパク質量を U 検定した結果、少なくと

も 7 種類のタンパク質に差が認められた (P<0.05)。重回帰分析の結果、説明変数として 2～4

種のタンパク質を使用したオレイン酸含有量を予測する複数の重回帰式が作成された。※本

研究の一部は JRA・畜産振興事業で実施した。  
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黒毛和種去勢牛の血清中タンパク質の肥育期間中の動態と枝肉形質の関連性  

 

〇池上春香 1・越智浩介 2・松橋珠子 3・大林賢伍 4・永井宏平 1,2・宮本圭 1・  

吉廣卓哉 5・松本和也 1,2 

（ 1 近大生物理工、 2 近大院生物理工、 3 近大先端研、 4 岐阜県畜研、 5 和大シス工）  

 

【目的】我々はこれまでに、出荷時の枝肉形質と相関性を持つバイオマーカー候補タンパク

質を同定してきた（日本畜産学会報 83(3), 2012 及び 86(2), 2015）。さらに、質量分析法を

用いて肥育期間中の肉用牛由来血清におけるバイオマーカー候補タンパク質を含むタンパ

ク質群を網羅的に解析し、その動態を調べることで出荷時の枝肉形質を肥育期間中に予測す

る可能性を検討してきた（第 67 回関西畜産学会大会）。本研究では、肥育中のウシ血清中

タンパク質の動態に影響を及ぼす要因およびタンパク質の変化量と枝肉形質の関連性を検

討した。【方法】岐阜県内で肥育導入した黒毛和種去勢牛 48 頭（農家 1：10 頭、農家 2：7

頭、農家 3：31 頭）から肥育期間中に 2 ヶ月毎に経時的に採取した血清を供試材料とした。

各時期の血清 1µl に含まれる全タンパク質をトリプシンで消化し、得られたペプチドを

LC-MS（TripleTOF 5600+）の SWATH 法を用いて測定し、タンパク質 135 種類の定量解析を

実施した。 IBM SPSS (v16.0)を用いて農家 1 の 10 頭あるいは農家 1 と 2 を合わせた 17 頭に

ついて、得られたタンパク質の定量値を用いた主成分分析を実施した。次に、農家 1 と 2 を

合わせた 17 頭を探索群として、タンパク質の変化量を説明変数とした重回帰分析による枝

肉形質の予測式を作成し、得られた式の検証群（農家 3：31 頭）への適用を検討した。【結

果】主成分分析により、ウシ血清中タンパク質の量は遺伝的背景・農家・時期の影響を受け

ていることが示唆された。また、探索群において血清中の 2 種類のタンパク質の変化量を用

いた出荷時のロース芯面積に対する重回帰式を作成し、遺伝的背景の異なる検証群にも適用

できる可能性が示唆された。※本研究は、JRA・畜産振興事業で実施した。  
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哺乳期における子牛の貧血とヘプシジンの関係  

 

〇定兼熙幸 1・糸山恵理奈 2・吉岡秀貢 2・舟場正幸 1・松井徹 1,2 

(1 京大院農動物栄養・ 2 京大院農附属牧場 ) 

 

【目的】哺乳期の子牛は貧血に陥りやすい。子牛は成牛に比べ鉄要求量が高く、乳中の鉄含

量が低いことから、この貧血は鉄欠乏性であると考えられている。しかし鉄を補給しても貧

血が改善されない場合もあることから、哺乳期の子牛では鉄の吸収・再利用も抑制されてい

る可能性がある。ヒトやマウスにおいて、ペプチドホルモンであるヘプシジンは鉄の吸収・

再利用を抑制すること、肝臓における鉄蓄積変化は BMP/Smad 経路を介してその遺伝子の転

写を調節することが報告されている。本試験では、哺乳期における子牛の血漿中ヘプシジン

濃度の推移と、ウシヘプシジン遺伝子の BMP 応答性を併せて検討した。【方法】黒毛和種

繁殖牛の子牛（n=4）を供試した。出生後 24 時間以内、1、2、4 週齢、2、3、4 ヵ月齢に採

血し、血漿中鉄濃度を吸光法、ヘマトクリット（Ht）をキャピラリー法、血漿中ヘプシジン

濃度を ELISA 法により測定した。また、HepG2（ヒト肝癌細胞）に、ウシヘプシジンプロモ

ーター /ルシフェラーゼレポーター遺伝子、ウシ Smad1 遺伝子を導入し、ウシヘプシジン転

写における BMP/Smad 経路の関与を検討した。【結果】血漿中鉄濃度および Ht は 4 週齢ま

では低値を示し、2 ヵ月齢から上昇した。一方、血漿中ヘプシジン濃度は 1 週齢以降では明

瞭な変化を示さなかった。血漿中鉄濃度と Ht が低値を示している時期にヘプシジン濃度が

上昇していないことから、哺乳期の子牛の貧血はヘプシジン過剰分泌によるものではないこ

とが明らかになった。また、血漿中鉄濃度と Ht が上昇した時期にヘプシジン濃度の変化が

認められなかったことから、ウシでは鉄蓄積増加に応じた転写調節が機能していない可能性

が示唆された。一方、ウシ Smad1 発現によってウシヘプシジンプロモーターが応答したこ

とから、ウシでは肝臓で鉄蓄積が増加しても BMP が分泌されていない可能性がある。  
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暑熱環境下におけるウシ子宮内膜プロスタグランジン分泌と  

温度感受性 TRP チャネルとの関係  

 

〇山田亜依 1・高見恵都 1・酒井駿介 2・山本ゆき 2・木村康二 2 

(1 岡山大農・ 2 岡山大院環境生命科学 ) 

 

【目的】地球温暖化に伴い夏季のウシ受胎率の低下が問題視されており、暑熱ストレス   

(HS) による生殖系内分泌の異常がその一因として考えられている。これまでに、我々は培

養ウシ子宮内膜間質細胞において HS が  プロスタグランジン  (PG) 分泌を促進することを

報告したが（第 67 回関西畜産学会）、そのメカニズムは明らかにされていない。Transient 

Receptor Potential (TRP) チャネルは細胞膜に存在するイオンチャネル型受容体であり、その

一部は温度感受性であると報告されている。特に TRPV3、V4、M2 が体温付近で機能するこ

とが明らかとなっている。そこで、本研究ではウシ子宮内膜において HS 環境下での PG 産

生に対する TRPV3、V4、M2 の関与について検証した。【方法】ウシ子宮内膜組織において、

TRPV3、V4、M2 の局在を免疫組織化学により調べた。また、培養ウシ子宮内膜間質細胞に

TRPV3、V4、M2 阻害剤をそれぞれ添加し、インキュベータ内で 40.5°C (HS 処置区 ) もしく

は 38.5°C (対照区 ) で培養した。培養終了後、上清中の PG 濃度を EIA により測定した。【結

果】TRPV3 はウシ子宮内膜において明瞭な発現は観察されなかったが、TRPV4 はわずかに

内腔上皮細胞のみで検出された。TRPM2 は子宮内膜組織の全域に存在し、特に内腔上皮細

胞および腺上皮細胞において強く検出された。HS 処置区において子宮内膜間質細胞からの

PG の分泌は増加したが、TRPV3、V4 阻害剤添加はこれを抑制しなかった。一方、TRPM2

阻害剤添加は HS による PG 分泌増加を有意に抑制した  (P<0.05）。これらの結果より、温

度感受性 TRP チャネルはウシ子宮内膜に発現し、その中でも特に TRPM2 が暑熱による PG

分泌上昇に関与する可能性が示唆された。  
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暑熱ストレスによるウシ子宮内膜免疫系の変化  

 

〇酒井駿介・山本ゆき・畑生俊光・木村康二（岡山大院環境生命科学）  

 

【目的】分娩後ほぼすべてのウシは子宮腔への細菌侵入により子宮内膜炎を発症する。これ

に対し、子宮内膜細胞は  IL-6 および  IL-8 を分泌し、主要感染部位である子宮内膜上皮層

にマクロファージ  (MΦ) および好中球を誘導することで細菌を除去し、子宮内膜炎は治癒

される。しかし、夏季に子宮内膜炎を発症した場合、症状が長期化することが報告されてい

る  (Gautam G. ら , 2010)。本研究では、Heat Stress (HS) が子宮内膜細胞に影響し、サイトカ

イン産生の抑制と同時に免疫細胞の誘導を抑制すると仮説を立て、培養子宮内膜細胞を用

い、リポ多糖  (LPS) 刺激による  IL-6 および  IL-8 産生への  HS の影響ならびに冬季およ

び夏季に採取した子宮内膜組織における免疫細胞の局在を検討した。【方法】培養子宮内膜

上皮および間質細胞に  LPS 添加後、38.5℃ または  40.5℃ で培養し、 IL-6 および  IL-8 

mRNA 発現および上清中の濃度を定量的  RT-PCR 法または  EIA によりそれぞれ測定し

た。また、冬季および夏季に採取した子宮内膜組織において好中球および  MΦ の局在をギ

ムザ染色および免疫組織化学によりそれぞれ検討した。【結果】38.5℃ で培養した子宮内

膜上皮細胞において  IL-6 および  IL-8 mRNA および産生量は  LPS 刺激により増加し、こ

の  IL-6 増加は  HS によって有意に抑制された。一方、IL-8 増加に  HS は影響しなかった。

また、38.5℃ で培養した間質細胞において  IL-6 および  IL-8 mRNA および産生量は  LPS 

によって有意に増加し、この増加は  HS によって増強された。さらに、冬季の子宮内膜組

織では  MΦ が上皮層直下に多く局在する一方、夏季には子宮内膜組織全体に散在すること

が確認された。しかし、好中球の局在に夏季と冬季の間で変化は見られなかった。以上のこ

とから、HS は子宮内膜上皮および間質細胞の細胞機能に影響し、上皮細胞では免疫反応を

抑制、間質細胞では増強することで免疫細胞の局在を変化させる可能性が示された。これに

より、夏季の子宮内膜炎は長期化し、夏季不妊の一因となる可能性が考えられる。  
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メトホルミンがニワトリの成長成績および生体内遊離アミノ酸濃度に与える影響  

 

〇宇田麻郁・牧野良輔・橘哲也（愛媛大農）  

 

【目的】タンパク質はアミノ酸のアミノ基とカルボキシ基がペプチド結合することによって

形成される鎖状高分子である。一方、アミノ酸のアミノ基は還元糖のカルボニル基と非酵素

的に結合する。この反応は糖化反応と呼ばれる。糖化反応によってできる糖化アミノ酸はタ

ンパク質合成の前駆体としての役割を果たせなくなると考えられる。そこで本研究では、糖

化反応阻害剤であるメトホルミン（MF）をニワトリに給与し、生体内でのアミノ酸の糖化

反応を抑制することで遊離アミノ酸量を増加させ、ニワトリの成長を促進させうるかを検討

した。【方法】8 日齢の白色レグホン雄ヒナ 24 羽を 8 羽ずつの 3 区に分け、半精製飼料 1 kg

に MF を 0、150 および 300 mg 添加した飼料をそれぞれ 2 週間給与した。試験開始 1 および

2 週間後に体重と摂食量の測定を行い、飼料効率を算出した。22 日齢まで飼育した後、採血

を行い、同時に浅胸筋および肝臓を採取した。血液から血漿を分離し、血漿中のグルコース、

遊離アミノ酸および MF 濃度を測定した。加えて、浅胸筋および肝臓中の遊離アミノ酸およ

び MF 濃度を測定した。【結果】増体量、摂食量、飼料効率および血漿中グルコース濃度に

おいて、処理区間に有意な差は認められなかった。0 mg 区と比較して 150 mg 区で浅胸筋重

量が有意に増加した。アミノ酸分析の結果、0 mg 区と比較して、150 または 300 mg 区にお

いて、血漿中では 10 種類の遊離アミノ酸濃度が有意に増加した。浅胸筋中では Nτ-メチル

ヒスチジン濃度が有意に増加した。肝臓中では、2 種類の遊離アミノ酸濃度が有意に増加し

た。また、飼料中の MF 添加量依存的に血漿、浅胸筋および肝臓中の MF 量が増加した。以

上の結果から、ニワトリへの糖化反応阻害剤である MF の給与は、生体内の遊離アミノ酸濃

度を増加させることに加え、浅胸筋重量を増加させうることが示された。  
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愛媛県産はだか麦糠の給与がブロイラーの成長成績および  

生体内アミノ酸濃度に与える影響  

 

〇梶野友孝・牧野良輔・橘哲也（愛媛大農）  

 

【目的】はだか麦とは、実が籾と離れやすい性質を持つ大麦の一種であり、愛媛県での収穫

量が 31 年連続全国 1 位である。近年、はだか麦は食物繊維の β-グルカンを多く含む食品と

して注目が高まっているが、精麦の際に出る麦糠の有効な利用法が確立されていない。本研

究では、ブロイラー飼料としてのはだか麦糠の利用価値を調べるため、愛媛県産はだか麦糠

添加飼料をブロイラーに給与し、その成長成績、組織重量および生体内アミノ酸濃度に与え

る影響を調査した。【方法】4 週齢のブロイラーメスを用いた。市販のブロイラー用配合飼

料を給与した区を対照区とし、ブロイラー用配合飼料に対しはだか麦糠を 5%、10%または

20%置換した飼料を給与した区を設けて計 4 区とし、1 週間の飼養試験を行った。1 日毎に

体重および摂食量の測定を行い、飼料効率を算出した。試験終了日に血液、浅胸筋および肝

臓を採取し、それぞれの重量を測定するとともに、その遊離アミノ酸量を液体クロマトグラ

フ質量分析計を用いて測定した。【結果】はだか麦糠を 20％添加した区では増体量および

飼料効率が対照区と比較して有意に低下した。肝臓重量は 10%区および 20%区で対照区より

も有意に低下した。摂食量および浅胸筋重量に処理区間での有意差は認められなかった。ア

ミノ酸分析の結果、血漿中 Gln 濃度が対照区と比較して 20%区で有意に低下した。浅胸筋で

は対照区または 5%区と比較して 20%区で分岐鎖アミノ酸を含む 4 種類の遊離アミノ酸濃度

が有意に低かった。また Asp 濃度は対照区と比較して 10%区が有意に高かった。肝臓では

Asn 濃度が対照区と比較して 5%区で有意に低下した他、タンパク質を構成しない 3 種類の

遊離アミノ酸濃度に影響を与えた。以上の結果より、5%区においては成長成績や組織重量

の低減が起きなかったことから、はだか麦糠は一定の割合までならばブロイラーの飼料とし

て利用できる可能性が示された。  
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徳島県産「タデ藍」を活用した鶏肉商品価値を高める魚粉飼料給与技術の確立  

 

〇丸谷永一 1・金丸  芳 2・清水正明 1・藤本  武 1 

（ 1 徳島県畜研・ 2 徳島大院  社会産業理工  生資産）  

 

【目的】我々はこれまでに、ブロイラーの増体が鈍化する成育後期での魚粉飼料添加による

高タンパク質飼料給与が増体を向上することを確認。一方で、魚粉飼料の利用にあたっては、

構成油脂の特徴による酸化変性への対処と飼料コストに見合う付加価値を見出す必要があ

る。そこで、徳島県に根ざした工芸作物「タデ藍」はポリフェノール類豊富な抗酸化食材と

しても知られることから、魚粉飼料とタデ藍葉の併給による地域色豊かな高品質鶏肉の生産

を目的として、ブロイラーの生産性や鶏肉品質に生じる影響を調査した。【方法】 35 日齢

チャンキー種雄を 3 試験区に分け、市販飼料のみ給与する対照区、市販飼料に魚粉飼料を 8

％添加した魚粉区、魚粉添加飼料にタデ藍葉を 1％添加した給餌区を藍併用区とし、各区 50

羽の 2 反復とした。3 試験区とも、平飼開放鶏舎にて各飼料を屠体前 14 日間自由摂食させ

て飼育した。タデ藍は無農薬栽培された生葉のみを 40℃乾燥後、0.5mm 径に破砕して用い

た。調査項目は、育成成績、屠体成績、鶏肉の品質性状及び官能特性とした。【結果】魚粉

区及び藍併用区は、慣行飼育する対照区よりも 5～6 週齢間の増体が有意に優れ、飼料要求

率が向上した。屠体成績では差はみられなかった。官能特性においては、味覚センサー解析

により、試験区ごとの食味の特徴差が明らかとなり、モモ肉スープを用いた嗜好型官能評価

の結果、味の強度及び好ましさをはじめ藍併用区の嗜好性が最も高い傾向を示した。魚粉区

の嗜好性は有意に低く、香りの強度・好ましさも低値を示し、鶏肉の香気寄与成分量も少な

かった。また、魚粉給与により、EPA や DHA が有意に増加した。これらより、仕上げ 14

日間のブロイラーへの魚粉飼料 8％とタデ藍葉乾燥粉末 1％の同時給与は、機能性油脂の蓄

積や嗜好性を高める等、特徴ある鶏肉の生産手法となる可能性が示唆された。  

 

#16 

家庭系食品廃棄物のアメリカミズアブ（Hermetia illucens）による処理で生じる  

残渣の特徴と肥料としての有用性  

 

〇川崎  稔弥 ¹・塩田  琢巳 ¹・堀  晃宏 ¹・矢野  公伸 ¹・川﨑  淨教 ¹・松本  由樹 ¹・平康  博章 ³・

瀬山  智博 ³・笠井  浩司 ³・藤谷  泰裕 ³ 

（ ¹香川大農・ ²香川大農附属農場・ ³大阪府立環境農林水産総合研究所）  

 

【目的】国際連合食糧農業機関は飼料中タンパク質源の代替品として昆虫を推進している。アメ

リカミズアブ（以下、ミズアブ）は廃棄物等の低品質な有機物で飼育可能であり、虫体の飼料利

用を目的とした研究も行われている。これらの研究には産業系食品廃棄物が利用されることが多

く、家庭系食品廃棄物の利用例は少なく、処理後発生する残渣についての研究も少ない。本研究

では、ミズアブによる家庭系食品廃棄物の処理の際生じる残渣について、その特徴と肥料として

の有用性を調べた。【方法】家庭系食品廃棄物としてモデル生ごみを作成し供試した。処理はモ

デル生ごみ 1 g につき 7 日齢ミズアブ 1 頭の条件下で、28℃±3℃、15 日間行った。さらに、牛

糞、鶏糞、馬糞からなる市販肥料区を設け、以下の分析を行った。成分分析では、全窒素とアン

モニア態窒素、硝酸態窒素、可給態リン酸、カリウムを測定した。また、腐熟度評価のため栽培

試験を行った。さらに、16S rRNA メタゲノム法による菌叢解析を行った。【結果】残渣は市販

肥料と比べてアンモニア態窒素率が有意に高く、硝酸態窒素は有意に低かった（ p<0.01 n=5）。

栽培試験では、区間に差はみられなかった。アンモニア態窒素は持続性があり、植物に吸収され

やすい硝酸態窒素に硝化されるため、残渣は緩効性をもつ肥料として有用性があると示唆され

た。また菌叢解析では、残渣と市販肥料において菌叢の定性、定量的な違いがみられた。さらに、

菌種の豊富さと均等度を示す値は、残渣が市販肥料と比べて有意に低い値を示した（ p<0.01 

n=5）。このため、残渣は市販肥料と比べると量的、構成的にも異なる菌叢を持つが、その多様

性は小さいと示唆された。結果として、残渣を用いる場合は家畜糞堆肥との菌種の違いを考慮し

つつ、使用量に注意を払う必要がある。なお、本研究は環境省環境研究総合推進費（ 1-1604）の

委託を受けて行われたものである。  



#17 

L-メチオニンはニワトリヒナのそのうにおける飼料通過を抑制する  

 

〇堂本れいあ・牧野良輔・橘哲也（愛媛大農）  

 

【目的】哺乳類では L-トリプトファン（L-Trp）をはじめとする飼料中のアミノ酸が消化管

における飼料の通過に影響を与えることが報告されている。しかし、ニワトリではアミノ酸

が消化管に与える影響について不明な点が多い。本研究では、アミノ酸がニワトリヒナの消

化管における飼料の通過に与える影響を調べることを目的とした。そのため、L-ヒスチジン、

L-フェニルアラニン（L-Phe）、L-Trp、L-バリン、L-ロイシン、L-イソロイシン、L-メチオ

ニン（L-Met）、L-リジン、L-スレオニン（L-Thr）、L-アルギニン、グリシン、L-チロシン、

L-システイン（L-Cys）およびシスチンを飼料中に添加してニワトリに経口投与した場合の

そのうにおける飼料通過を調べた。【方法】5-8 日齢の白色レグホンオスヒナを用い、各ア

ミノ酸添加飼料投与前に 15 時間絶食した。対照区には粉砕市販飼料に蒸留水を混合したも

のを、各アミノ酸添加区には各アミノ酸を添加した粉砕市販飼料に蒸留水を混合したものを

経口投与した（各アミノ酸 215 μmol／羽）。投与後に絶食および絶水とし、2 時間後にその

う内容物を取り出した。この内容物重量を基にそのうにおける飼料通過率を算出した。【結

果】本研究で調査したアミノ酸のうち、L-Trp、L-Phe、L-Met および L-Thr を添加した場合

にそのうにおける飼料通過が低下したが、その他のアミノ酸には有意な効果が見られなかっ

た。次にこれらのアミノ酸の飼料通過抑制作用を比較したところ、L-Trp の抑制作用が最も

強かった。L-Phe および L-Met はそのうにおける飼料通過を抑制したが L-Thr には有意な効

果が見られなかった。L-Trp、L-Phe および L-Met のうち、L-Met がどのように飼料通過を抑

制しているかを明らかにするために、L-Met の代謝産物である L-Cys およびシスチンを用い

同様の実験を行ったところ、L-Cys を添加した場合にのみそのうにおける飼料通過が低下し

た。これらの結果から、特定のアミノ酸を添加した場合にのみそのうにおける飼料通過が変

化することが明らかとなった。  

 

#18 

周産期ヤギへの初乳の経口投与が乳汁中抗菌因子濃度に及ぼす影響  

 

〇久保海太 1・上野和俊 2・新居隆浩 1,3・吉村幸則 1,3・磯部直樹 1,3 

 ( 1 広大院生物圏・ 2 イーアニマル・ 3 広大 RCAS) 

 

【目的】我々は、育成ヤギに初乳製剤を経口投与すると、食道、唾液腺の IgA 分布が増加し、

これによって、経口感染が抑制される可能性を示した。初乳製剤を親に経口投与すると、親

家畜そのものの健康増進とともに、子も健康になることが知られている。これは初乳製剤投

与により初乳中の IgA や抗菌因子濃度が増加することによるものと考えられるが、これらの

ことは全く明らかにされていない。そこで本研究では乳汁中抗菌因子濃度に及ぼす初乳製剤

経口投与の影響を調べた。【方法】トカラ種メスヤギに eCow（初乳区：６頭）または水（対

照区：６頭）を分娩予定日２週間前から分娩２週間後まで１日２回 1 ml ずつ経口投与した。

eCow は分娩前に乳房炎原因菌の死菌を乳腺内に注入したウシから採取した初乳から高分子

物質および脂肪を除去した乳清である。投与期間中、体重測定を行い、血液、乳汁および糞

を採取した。血漿および糞は IgA 濃度の測定に用いた。乳汁は体細胞数を測定後、遠心分離

して脱脂乳にし、 IgA、 ディフェンシン、カテリシジン 2、ラクトフェリン、S100A7 濃度

の測定を行った。【結果】乳汁中の体細胞数は両区で分娩後減少していった。乳汁中 IgA お

よびラクトフェリン濃度は対照区よりも初乳区の方が有意に高くなった。乳汁中カテリシジ

ン２および S100A7 濃度は、初乳区よりも対照区の方が有意に高くなった。子ヤギの体重は、

初乳区が対照区に比べ重い傾向が見られた。子ヤギ血漿中 IgA 濃度は徐々に減少したが、初

乳区は対照区に比べ減少が緩やかだった。以上の結果から初乳製剤の親への経口投与は乳汁

中 IgA およびラクトフェリン濃度を増加させることが明らかとなり、これが子ヤギの健康に

関与している可能性が考えられた。  

 



#19 

ミールワーム粉の給与が子豚の成長および血液性状・糞中細菌叢に及ぼす影響  

 

〇川﨑淨教 ¹・木下星夜 ¹・Vincent Choulet2・堀晃宏 ¹・川崎稔弥 ¹・塩田琢巳 ¹・矢野公伸 3 

（ 1 香大院農・ 2Agrosup Dijon・ 3 香大附属農場）  

 

【目的】ミールワーム（Tenebrio molitor）は農産物加工残渣で飼育が可能であり、魚粉や大

豆粕といった飼料用タンパク質源の代替品として注目されている。魚や鶏では、ミールワー

ムの飼料利用が可能であると示唆されているが、ブタに関する報告は少なく、ミールワーム

の摂取が豚に及ぼす影響は不明な点が多い。そこで、本研究では、ミールワームの給与が子

豚の成長および血液性状、糞中細菌叢に及ぼす影響を調べた。【方法】42 日齢の子豚 11 匹

を対照群（魚粉 8%含有、5 頭）および試験群（ミールワーム粉 8%含有、6 頭）の 2 群に分

け、不断給餌で 21 日間飼育した。1 週間毎に子豚の体重を測定し、血液は 42、49、および

63 日齢時に採取した。また糞便は、42 および 49 日齢時に採取し、16S rRNA アンプリコン

シーケンス解析により、糞中細菌叢を調べた。【結果】子豚の体重や血液性状には群間で有

意差は認められなかった。しかし、増体重では試験開始 1 週間目に試験群が低い値を示した。

また、糞便細菌叢では、α 多様性のうち、試験群の均等度が高い値を示し、β 多様性におい

ては Unweighted および Weighted unifrac 距離で群間に有意差（PERMANOVA＜0.05）が認め

られた。結果として、ミールワーム粉による魚粉の完全代替は、子豚体重の一時的な減少お

よび糞便細菌叢の変化を引き起こした。一方で、子豚の体重または血液性状には有意差が認

められなかったことから、ミールワーム粉が豚飼料用タンパク質源として利用可能であると

考えられる。今後は豚飼料へのミールワーム粉の最適な利用量や肉質に及ぼす影響を明らか

にする必要がある。  

 

#20 

籾米サイレージと木材クラフトパルプの併給が乳生産に及ぼす影響  

 

〇小櫃剛人・杉野利久・黒川勇三・沖田美紀・近松一朗・田中明良（広大院生物圏）  

 

【目的】籾米ソフトグレインサイレージ (SGS)の乳牛への利用に関する演者らの研究（関畜

第 66, 67 回大会）では、SGS を混合飼料 (PMR)中 15%程度配合した場合、慣行 PMR 給与と

遜色のない乳生産成績が得られた。しかし、SGS の配合飼料との代替は PMR 中のデンプン

含量を高めるため、第一胃内 pH が低く推移し、亜急性アシドーシスのリスクが懸念される。

本研究では、デンプン含量の増加を抑えるために、籾米 SGS とともに消化性の高い繊維質

飼料である木材クラフトパルプ (KP)で配合飼料を代替した場合での、乳生産成績を検討し

た。【方法】広島大学附属農場の搾乳ロボット牛舎で、泌乳牛 8 頭（初産牛 3 頭、経産牛 5

頭、平均体重 635 ㎏、分娩後日数 128±34 日）を供試し、1 期 2～3 週間で 3 期からなる給与

試験を行った。１期では、サイレージ、乾草、配合飼料（それぞれ乾物中 29、26、39%）な

どを含む PMR（NDF 設計値：乾物中 39%）を日本飼養標準 (乳牛 )に従って給与した。次い

で、SGS と KP を PMR 乾物中 6 および 3%となるように配合飼料と代替した（2 期 , NDF41%）。

その後、SGS と KP を PMR 乾物中 12 および 6％となるように代替した（3 期 , NDF43%）。2、

3 期には大豆粕を配合し、PMR 中の TDN(69%)、CP(13%)およびデンプン(10%)含量がいずれ

の期も同一になるように設計した。試験期間中の飼料摂取量、乳量、乳成分、体重を測定し

た。【結果】PMR 乾物摂取量は 2 期で増加する傾向がみられ (P<0.05)、3 期では 1 期と違い

はなかった。乳量および乳成分率には期による違いは認められなかった。体重は 3 期で増加

する傾向にあった (P<0.05)。以上のことから、SGS と KP によって配合飼料の 4 割程度を代

替しても、乾物摂取量を低下させることなく、乳生産を維持できることが示唆された。  

 

 

 
 
 



#21 

飼料作物における不耕起栽培を利用した省力的な暖地２年５作体系の開発  

 

〇西岡謙二・福井弘之・馬木康隆  

（徳島県立農林水産総合技術支援センター畜産研究課）  

 

【目的】西南暖地では、過去に 2 年 5 作体系の定着を試みたが、普及には更なる省力化が必

要な状況であった。近年、中小規模の不耕起ほ場に対応した播種機が開発され、飼料用トウ

モロコシの不耕起栽培が省力的な技術として注目されている。そこで、不耕起播種機を利用

した省力的な暖地 2 年 5 作体系の開発を目的として、慣行の二毛作体系と比較し、2 年 5 作

体系における栄養収量および省力性について優位性を示す。【方法】飼料用トウモロコシの

播種には、（独）農研機構生研センターで開発された不耕起対応高速播種機（NTP-4FS、ア

グリテクノ矢崎（株）社製）を用いた。二毛作体系（トウモロコシ→イタリアンライグラス）

を対照区とし、2 年 5 作体系では、試験区①（不耕起 1 作目→不耕起 2 作目→遅まきイタリ

アンライグラス／大麦→遅まきトウモロコシ→早まきイタリアンライグラス）、試験区②（遅

まきトウモロコシ→早まきイタリアンライグラス→不耕起 1 作目→不耕起 2 作目→遅まきイ

タリアンライグラス／大麦）の計 3 区を設置した。無作為に連続した 5 本から 1 本あたりの

生重量に乾物率と苗立本数／10a を乗じて乾物収量を求め（n=3）、そして、日本標準飼料

成分表（2009 年度版）のトウモロコシの熟期および牛の消化率に基づき、TDN 収量を算出

した。また、圃場内作業における TDN 1t 当たりの作業時間および消費燃料の省力性を評価

した。【結果】2 年 5 作体系と二毛作体系の合計乾物収量を比較すると、最大 72%増収し、

合計 TDN 収量は、最大 78%増収した。また、省力性評価では、TDN 1t 当たりの作業時間は、

2 年 5 作体系が二毛作体系よりも最大で 43%低減可能であり、消費燃料では、最大で 49%低

減可能であると示唆された。したがって、西南暖地において、不耕起栽培を利用した 2 年 5

作体系は、二毛作体系よりも省力的に 1 圃場当たりの単収を増加させることができると考え

られた。  

 

#22 

発酵 TMR 給与が黒毛和種短期肥育牛肉の理化学性状に及ぼす影響  

 

〇安部亜津子 1,2・成相伸久 1・大渡康夫 3・杉野利久 2・小櫃剛人 2 

（ 1,2 島根県畜技セ・ 2 広大院生物圏・ 3 島根県産技セ）  

 

【目的】黒毛和種の 26 か月出荷を目指した肥育体系において発酵 TMR の給与効果を検討し

た結果、分離給与と同等かつ慣行肥育と遜色のない肥育成績が得られた（日畜第 124 回大会，

2018）。一方で、流通段階では早期出荷枝肉の評価が低いことが課題となっている。そこで、

肥育試験で得られた枝肉の理化学分析を行い、発酵 TMR 給与が牛肉品質に及ぼす影響につ

いて検討した。【方法】分離給与（分離区：6 頭）あるいは発酵 TMR 給与（発酵 TMR 区：

6 頭）により 26 か月齢まで肥育した黒毛和種去勢牛（出荷体重 分離区 749±33 kg、発酵 TMR

区 809±85 kg）の枝肉から胸最長筋を採取し、真空包装で 4℃、14 日間保存後、分析まで -30℃

で保管した。分析項目は、水分、粗タンパク質含量、粗脂肪含量、脂肪酸組成、ビタミン E

含量および保水力とした。また、胸最長筋断面の L*，a*，b*値およびミオグロビンメト化

率のカット後 10 日間の経日変化を調査した。【結果】一般成分では、分離区と比べて発酵

TMR 区の方が粗脂肪含量が高く (P<0.05)、水分 (P<0.05)と粗タンパク質含量（P<0.1）が低か

った。脂肪酸組成および保水力に差はなかった。肉色では、発酵 TMR 区の 7 日目以降で分

離区に比べて L*値が高く（P<0.1）、a*値が低く（P<0.05）推移し、ミオグロビンメト化率

は高くなった（P<0.05）。ビタミン E 含量は分離区よりも発酵 TMR 区が低く（P<0.01）、

変色防止に有効であるとされる 0.3 mg/100 g を下回っていた。肥育期間中の血漿ビタミン E

濃度は発酵 TMR 区で低く推移しており（P<0.01）、ビタミン E 補給の必要性が示唆された。 

 

 
 



#23 

黒毛和種の枝肉形質と関連する血中バイオマーカー候補マイクロ RNA の探索  

 

〇松橋  珠子 1・柴田成基 2・笹部冴子 2・池上  春香 2・越智浩介 3・大林賢伍 4・  

永井  宏平 2・宮本  圭 2・松本  和也 2,3 

（ 1 近大先端研・ 2 近大生物理工・ 3 近大院生物理工・ 4 岐阜畜産研）  

 

【目的】肉用牛は食肉処理されるまで枝肉成績が明らかにならないことから、肥育農家の経

営改善や高品質牛肉の効率的生産を制限する要因となってきた。そこで、近年医療分野で新

たな腫瘍マーカーなど非侵襲的な早期診断マーカーとして注目されている血中エクソソー

ムとそれに内包されているマイクロ RNA に着目し、肥育期間中に枝肉成績を予測する生体

バイオマーカーの探索と生体診断技術の構築を目指して研究を行った。【方法】平成 28 年

度に岐阜県内の特定食肉処理場に出荷された黒毛和種去勢肥育牛 105 頭から、胸最長筋面

積、「ばら」の厚さ、B.M.S.ナンバーの各枝肉成績がいずれも平均値＋0.5σ より上位あるい

は平均値－0.5σ より下位にある個体各 3 頭を選抜し、血清からエクソソーム分画を回収して

RNA を抽出し、Affymetrix GeneChip miRNA 4.0 Array を用いてマイクロ RNA の網羅的解析

を行った。さらに、上位集団と下位集団との間で発現量に差が認められたマイクロ RNA を

用いて、平成 23 年度と畜個体を解析に加えリアルタイム PCR により血清中のマイクロ RNA

含有量を求めて、枝肉形質との関連を解析した。【結果】マイクロアレイによる網羅的発現

量解析の結果、計 30424 プローブのマイクロ RNA のうち枝肉成績上位集団と下位集団との

間で発現量に差があったマイクロ RNA は 315 プローブ存在した。この中からウシで発現が

確認されているマイクロ RNA を選択し、リアルタイム PCR により発現量の比較検証を行っ

た。その結果、複数のマイクロ RNA と枝肉成績との間で関連が確認された。以上より、血

中に含まれるエクソソームには肥育牛の枝肉形質と関連した発現量を示すマイクロ RNA が

含まれ、生体バイオマーカーとして有用である可能性が示された。  

 

#24 

系統豚「アワヨーク」の繁殖形質における遺伝的パラメーターの推定と近交退化の影響  

 

〇  飯塚悟 1・新居雅宏 1・才力慎也 1・佐々木修 2・石井和雄 2 

（ 1 徳島県畜研・ 2 農研機構畜産部門）  

 

【目的】大ヨークシャー種系統豚「アワヨーク」は、平成 5 年の造成完了から 25 年、近交

係数の上昇を抑制しつつ閉鎖群による維持を続けてきたが、現在の維持群における平均近交

係数は 18%を超え、また、1 腹平均総産子数は造成完了時から 2.6 頭減少するなど、近交退

化と思われる繁殖能力の低下が認められている。そこで、本研究では、アワヨークの繁殖形

質における遺伝的能力の評価を目的として、遺伝的パラメーターの推定と近交係数の上昇に

伴う近交退化の影響について調査した。【方法】平成 8 年度から平成 29 年度までの 22 年間

における繁殖データ（分娩数：1082）を用い、総産子数 (TNB)、生存産子数 (NBA)、哺育開

始頭数 (LP0)、3 週齢生存頭数 (LP21)、哺育開始時 1 腹総体重 (LW0)および 3 週齢時 1 腹総体

重 (LW21)の 6 形質について、REML 法アニマルモデルにより遺伝的パラメーターを推定し

た。なお、産次、分娩年および分娩月を母数効果、個体の近交係数を共変量 (1 次回帰 )、育

種価および永続的環境効果を変量効果として、推定モデルに含めた。近交退化による影響は、

近交係数における回帰係数をもとに推定した。【結果】単形質モデルにおいて推定された遺

伝率は、TNB が 0.12、NBA が 0.04、LP0 が 0.02、LP21 が 0.05、LW0 が 0.07、LW21 が 0.05

であった。また、2 形質モデルにおいて推定された遺伝相関は TNB と LW0 および TNB と

LP21 の 2 形質間を除き、0.61～0.98 の中程度から高い相関が認められた。近交による影響

は、単形質アニマルモデルにおける回帰係数から、近交係数 1％につき、TNB が 0.11 頭、

NBA が 0.14 頭、LP0 が 0.15 頭、LP21 が 0.16 頭、LW0 が 0.12kg、LW21 が 0.47kg の減少と

推定された。  

 

 



#25 

IoT を活用した放牧牛のインタラクション分析に基づく飼養管理技術の開発  

 

〇西出亮 1・大川剛直 1・大山憲二 2・太田能 3・高木由美 1 

（ 1 神戸大院シス情・ 2 神戸大院農・3 神戸大院科技イノベ）  

 

【目的】放牧飼育されている肉用繁殖雌牛を対象に、牛同士の相互作用（インタラクション）

情報に着目した状態把握を可能とするシステムの開発を目的としている。具体的には、多様

なインタラクション情報を抽出し、インタラクション／コミュニティの有意な変化と牛の状

態の関連性を分析することで、(i)微弱あるいは非顕在を含む発情検知の自動化・省力化によ

る分娩間隔の短縮、 (ii)病気やストレスの兆候発見による健康管理の効率化を目指す。【方

法】平成 28 年度から、神戸大学食資源教育研究センターにおいて、黒毛和種繁殖雌牛に装

着したセンサータグから 3 軸加速度、気圧、受信電力強度等のデータを定常的に取得し、無

線 LAN を介してデータを収集・格納している。これらのデータから牛の行動を予測し、行

動同期に基づいて牛間インタラクションやコミュニティを抽出する方法、および、牛の接近

や近接の度合を定量化し、インタラクションとして抽出するための方法を検討した。また、

抽出したインタラクションの時間変化と牛の状態との関連性の調査を目的とし、行動同期か

ら得られたコミュニティの変化、コミュニティ内の牛の接近量・被接近量、ならびに牛間の

近接度と牛の発情状態との関連性を調べた。【結果】被接近量や近接度に関して、発情時に

顕著な上昇が見られ、正確かつ明確に発情という特別な状態がインタラクションから検知可

能であることの証拠が得られた。特に、後者については、発情している牛そのものの活動量

（歩数）には、際立った変化が見られず、従来のアプローチである個体の観察では困難な状

態の把握が、インタラクションの利用により可能になるという、極めて重要な成果が得られ

た。今後は、発情検知以外の重要な課題の追究（疾患、分娩、ストレス検知など）も視野に

入れて、インタラクション検出のための他の手段・技術を模索する。  

 

#26 

ゲノミック評価を活用した黒毛和種の枝肉形質の改良  

 

高橋和裕 1・〇谷原礼諭 2・掛端寛之 3 

(1 香川県畜産試験場・ 2 香川県農政水産部農業経営課・ 3 一般社団法人家畜改良事業団 ) 

 

【目的】近年、肉用牛においてもゲノミック評価と呼ばれる個体の SNP（一塩基多型）情報

を用いた遺伝的能力評価が全国で行われている。このゲノミック評価は後代記録を持たない

産子においても能力評価が可能で、全きょうだいの子牛の遺伝的能力の比較が、分娩後、速

やかに可能である。そこで、ゲノミック評価による両親の遺伝的能力評価値から子牛の能力

として期待される遺伝的能力の予測値と分娩後、生産された子牛の遺伝的能力を比較し、ゲ

ノミック評価を活用した肉用牛の改良法について検討する。【方法】一般社団法人家畜改良

事業団の種雄牛と香川県内で飼養している黒毛和種繁殖雌牛 20 頭（平成 15 年～平成 27 

年生まれ）について、ゲノミック評価を実施した。ゲノミック評価は家畜改良事業団におい

て ssGBLUP 法により行った。対象形質は、枝肉重量（kg）と脂肪交雑（BMS-No.）とした。

これらの形質が繁殖雌牛と交配種雄牛との交配により期待される子牛のゲノミック評価値

と、生産後の子牛のゲノミック評価値の比較を行った。【結果】枝肉重量のゲノミック評価

値の平均は、繁殖雌牛群が 1.12kg、交配種雄牛群が 41.05kg、子牛群に期待する予測値が

21.08kg、生産子牛群が 24.38kg であった。脂肪交雑のゲノミック評価値の平均は、繁殖雌牛

群が 0.10、交配種雄牛群が 2.28、子牛群に期待する予測値が 1.19、生産子牛群が 0.80 であ

った。これらのことから、枝肉重量、脂肪交雑の両形質ともに、繁殖雌牛群と比較し、生産

子牛群のゲノミック評価値は高くなり、子牛に期待するゲノミック評価を予測した計画的な

交配は有効であると示唆された。しかしながら、個々の子牛に期待する予測値と生産子牛の

評価値を比較すると、1 頭毎にバラツクが見られるため、生産後の子牛のゲノミック評価を

行い、子牛自身の遺伝的能力を確認することが望ましいと考えられた。 *本研究の一部は、

JRA 日本中央競馬会特別振興資金助成事業によって行われた。  



#27 

ブロイラーと採卵鶏に関するシミュレーションモデルの開発  

 

〇広岡博之（京都大院農）  

 

【目的】家畜の生産過程をモデル化することは、複雑な生産過程に関与する様々な要因の影

響と要因間の関係を理解することになり、複雑な生産過程で生じる問題を解決するための有

効な手段となりえることはよく知られている。これまで国内外で乳牛、肉牛、養豚に関する

モデルは数多く開発されてきたが、養鶏に関するモデルは少なく、わが国においてもほとん

ど報告されていない。そこで、本研究ではブロイラーと採卵鶏に関するシミュレーションモ

デルを開発したので、その内容と応用例を解説することを目的とする。【モデル】ブロイラ

ーに関するモデルは、体重の推移を Gompertz 曲線で表現し、タンパク質と脂肪の蓄積量は

体重とのアロメトリー関係式を仮定して推定した。代謝エネルギー摂取量は、

Sakomura(2004)による室温、体重、タンパク質と脂肪の蓄積量の関係式から求め、給与する

飼料のエネルギー含量とタンパク質含量から飼料摂取量とタンパク質摂取量を算出した。一

方、採卵鶏のモデルでは、体重の推移、タンパク質と脂肪蓄積量はブロイラーのモデルと同

様に算出した。150 日齢から産卵量が開始され、産卵量は Miyoshi ら (1996)で示された

McMillan モデルに基づいて推定した。代謝エネルギー摂取量は、ブロイラーモデルで考慮

した要因に加えて産卵量を加味して日本飼養標準で提案された式を用いて算出した。飼料摂

取量とタンパク質摂取量はブロイラーモデルと同様の方法で求めた。窒素の排泄量は、いず

れのモデルでもタンパク質摂取量から体タンパク質蓄積量と卵タンパク質量（採卵鶏の場

合）を差し引き、6.25 で除して算出した。【応用】本モデルの応用例としては、エネルギー

やタンパク質の利用効率や窒素排泄量の推定などに利用でき、また、生産費や販売価格など

経済的な要因を考慮すると経済的重みづけ値の推定にも利用できると考えられた。  

 

 

 

 

 


