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一般論文

黒毛和種繁殖雌牛に対する暖地型イネ科牧草ディジットグラストランスバーラ

(Digitaria eriantha Steud. cv. Transvala)乾草の飼料特性

屋良朝宣・石田千華1・波平知之・村田正将・上原一郎・玉城政信1

琉球大学農学部附属亜熱帯フィールド科学教育研究センター， l琉球大学農学部

（受付 2017年 12月28日：受理2018年6月19日）

要 約 沖縄県内における肉用牛の主な自給粗飼料である暖地型イネ科牧草のデイジットグラストランスバー

ラの大家畜への利用性を確認するために， トランスバーラ乾草と輸入エンバク乾草を黒毛和種繁殖成雌牛にそれぞ

れ乾物給与量の 50%を給与し，乾物摂取量，粗タンパク質摂取量，体重等を比較検討した．乾物摂取量ではトラ

ンスバーラ乾草が3.63土0.17kgDM/日，エンバク乾草が3.66士0.09kgDM/日とほぼ同じ値で，有意差は認められ

ないが，粗タンパク質摂取贔はトランスバーラ乾草が0.23士0.01kgDM/8とエンバク乾草の0.17土O.OOkgDM/8

より有意に多かった (p< 0.01). 体重，体高および胸囲の増減について有意差が認められないことから， トランス

バーラは沖縄県内における黒毛和種繁殖成雌牛の粗飼料として有用であることが示された．
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緒呂

沖縄県の肉用牛生産は，亜熱帯の温暖な自然特性を

活かし，生産性の高い暖地型牧草の自給生産に立脚し

た経営が望まれている．県では沖縄21世紀農林水産業

振典計画の主要な政策のなかで，市場競争力の強化に

よる生産拡大と付加価値が期待できる品目として，肉

用牛生産の振興を推進している（沖縄県農林水産

部 2017). 2015年の肉用牛飼養頭数は71,956頭で，沖

縄県における農業産出額935億円のうち肉用牛に関す

る割合は 20.0%を占める主要な部門となっている（沖

縄県農林水産部畜産課 2017a). そのような中，沖縄県

では足腰の強い畜産経営への転換には低コスト粗飼料

生産が璽要としている（沖縄県 2016). 沖縄県では高

温・多湿の気象条件のもと，暖地型牧草が主に栽培さ

れているが，寒地型牧草と比較して高い生産性は示す

ものの，一般的に採食量，消化率と粗タンパク質（以

下， CP)含量等の飼料価値は低いとされている（川

本 1998). また，小規模経営による草地面積の少なさ

等の要因から輸入粗飼料の利用も多く，その流通量は

21,540 t (沖縄県農林水産部畜産課 2017b)と高い水準

を維持している．本県における暖地型牧草の自給率を

向上させるためには，本県で栽培実績の多い暖地型牧

草について輸入粗飼料との間で飼料価値を比較検討す

る必要がある．

そこで，本研究では沖縄県内で栽培面積が多い暖地

型イネ科牧草のデイジットグラストランスバーラ

(Digitaria eriantha Steud. cv. Transvala以下， トランス

バーラ）乾草を取りあげ，黒毛和種繁殖成雌牛に対し

トランスバーラ乾草を給与した区と輸入粗飼料である

エンバク乾草を給与した区を設定し，乾物摂取量， CP

摂取量および体型測定値等について比較し，粗飼料特

性を検討した．

材料および方法

本研究は琉球大学農学部附属亜熱帯フィールド科学

教育研究センター（以下，フィールド科学センター）

牛舎にて， 2016年 9月15日から同年 10月26日 (42

日間）に実施し，供試牛はフィールド科学センターで

飼養する 6歳以上の黒毛和種繁殖成雌牛 6頭（開始時

体重508.0土20.7kg)を用いたまた，供試牛は授乳期

や妊娠末期以外（出産予定 115日以前）のものとした．

飼料給与割合を表 lに示した．飼料の給与贔は日本飼

養標準・肉用牛 2008年版（独立行政法人農業・食品

産業技術総合研究機構 2008)の成雌の維持に要する乾

物要求量の 110%相当を給与した試験区は乾物給与

量の50%をトランスバーラ乾草， 37%をローズグラス

(Chloris gayana Kunth, カタンボラ）サイレージおよび

13%を市販配合飼料を給与するトランスバーラ区，乾

物給与量の50%をエンバク乾草で給与し，ローズグラ

スサイレージと市販配合飼料をトランスバーラ区と同

じ割合で給与するエンバク区とし，並行試験を行った．

それぞれの供試牛は床面積 5.22m2 (580 cm x 90 cm) 

の牛房で 1頭飼いし，給餌は9時と 16時からの2回行

い，自由飲水とした．期間中は全頭とも鉱塩を自由祇

食させ，市販ビタミン剤を 1B 1頭あたり 3g配合飼

料に添加した．牛床のぼろ出しは 1Bに1回行った．

供試したトランスバーラ乾草はフィールド科学セン

ター圃場にて 2016年8月15Bに刈り取り（再生期間

42 B), 3日間天H干したものを用いた．ローズグラス

サイレージは2016年6月23Bに刈り取り・調製（ロー
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ルベールサイレージ）したものを用い，エンバク乾草

は輸入乾草コンパクトベールを用いた．配合飼料は市

販の肉用牛繁殖用を用いたまた， トランスバーラ乾

草とエンバク乾草は切断機（シリンダカッタ CX-

201SJM3, 山本製作所，山形）で細断長が約 7cmにな

るようカッティングして給与した．

表 1. 飼料給与割合(%DM) 

区 分 TRt Oat土 Rか 配合飼料

トランスバーラ区 50 37 13 

エンバク区 — 50 37 13 

tTR: トランスバーラ乾草， tOat: エンバク乾草， §RG:ローズ
グラスサイレージ．

調査項目は飼料摂取量， CP摂取量，体重，体高，胸

囲および腹囲とした．飼料摂取量は，残飼量を 9時の

給与前に計量し，給与量と残飼量の差を摂取量とした．

CPは元素分析装置 (NC) (SUMIGRAPH NC-220F株

式会社住化分析センター，束京）により窒素量を求め

CPを算出した．飼料成分は表2に示した． トランス

バーラ乾草の乾物は 86.3%, CPは6.4%, エンバク乾

草の乾物は88.5%,CPは4.6%であった体型測定は，

試験開始前日と試験終了 Hの13時から測定した．体重

は体重計 (TRU-TESTEW5, 富士平工業株式会社，東

京）を用いてそれぞれ測定した．体重等の増減は，終

了日の値から開始前Hの値を減じた．

表 2.給与飼料の成分

項目

DM (%) 

CP~(% DM) 

TRt 

86.3 

6.4 

Oatま

88.5 

4.6 

RG§ 配合飼料

72.8 90.0 

7.4 14.0 

tTR: トランスバーラ乾草， *Oat:エンバク乾草， §RG:ローズ
グラスサイレージ. ~CP: 粗タンパク質．

本研究は琉球大学農学部亜熱帯フィールド科学教育

研究センター家畜飼養実験要領に基づき許可を得て

行った．

結果および考察

黒毛和種繁殖成雌牛へのトランスバーラ乾草給与が

1 8 1頭あたりの飼料摂取量に及ぽす影響を表3に示

した．乾物摂取量はトランスバーラ区でのトランスバー

ラ摂取が3.63土0.17kgDM/日，エンバク区のエンバク

摂取が3.66土0.09kgDM/8とほぽ同じ値であった．乾

物の総摂取量はトランスバーラ区7.84士0.29kgDM/8

で，エンバク区の7.89土O.lOkgDM/日との間に有意な

差は認められなかったまた，両区とも日本飼養標準

（独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構 2008

年版）の乾物要求量 (500kgの場合） 6.54kgDM/日を

20%程度上回っていた守川ら (2001)は，黒毛和種

繁殖牛 (5歳以上の平均体重482kg) を用いてトラン

スバーラのみを不断給餌した乾物摂取拡が8.19kgDM/

日となり，乾物要求量を上回ると報告している．これ

らのことからトランスバーラは黒毛和種の乾物要求贔

を十分に満たしうる粗飼料であると考えられた．

CP摂取量はトランスバーラ区におけるトランスバー

ラ乾草からの摂取量が0.23土0.01kgDM/8となり，エ

ンバク乾草からの摂取量0.17土O.OOkgDM/日より有意

に高い値を示した (p< 0.01). 粗飼料からの CP摂取

量もトランスバーラ区が0.47土0.02kgDM/日と有意に

高かった (p< 0.01). これらの結果から CPの総摂取

戴についてもトランスバーラ区 0.61土0.02kg DM/日

は，エンバク区0.55士0.01kgDM/日より有意に大きい

値を示した (p< 0.01). CP摂取拡が高いことは， トラ

ンスバーラ乾草の CP含畳がエンバク乾草より 1.73ポ

イント高いことに起因し，黒毛和種繁殖成雌牛の維持

管理においては特に CP摂取量の影響はないものと

考えられた．

黒毛和種繁殖成雌牛へのトランスバーラ乾草給与が

体重等に及ぽす影響を表4に示した体重は試験期間

中にトランスバーラ区で 27.0土8.7kg増加した この

値はエンバク区の28.7土7.0kgとほぽ同様な値であり，

両区に有意な差は認められなかった．搾乳牛を川いト

ランスバーラとエンバクで比較した玉城ら (2007) は

体重増減に草種間による有意な差が認められないとし，

黒毛和種子牛でトランスバーラと輸入チモシーを比較

した長利ら (2007)の報告では子牛の体重の推移は同

等であったとしている．これらのことから，黒毛和種

繁殖成雌牛の維持期や黒毛和種子牛の育成期における

トランスバーラ給与は輸人粗飼料のエンバクやチモ

シーと同等の飼料価値と考えられた．また，本研究で

の成雌牛での増体が27.0kgあったのは，乾物摂取量が

要求最より多いため体軍が増加したと示唆された． ト

ランスバーラの嗜好性については，本村ら (2002)が，

イタリアンライグラス，ジャイアントスターグラスに

比較して高い水溶性糖類含有率と葉幅や茎輻の細さに

表3.黒毛和種繁殖成雌牛へのトランスバーラ乾草給与が 1日1頭あたりの飼料摂取量に及ほす影響 (kg)

粗飼料
項 H 区分 配合飼料

Oat土 RG§ 合計

トランスバーラ区 0.95士0.04 3.63土0.17 3.27土0.09 6.89土0.25

TRt 

乾物摂取量
エンバク区 0.94士0.02 - 3.66土0.09 3.29土0.02 6.95土0.10

CP~ 摂取旦
トランスバーラ区 0.13士0.01 0.23土0.QlA - 0.24土0.01 0.47土0.02A

エンバク区 0.13士0.00 - 0.17土O.OOB 0.24土0.00 0.41土O.OlB

数値は平均±標準偏差，異符号間に有意差あり (p< 0.01). 
tTR: トランスバーラ乾草， tOat: エンバク乾草， RG:ローズグラスサイレージ， ~CP: 粗タンパク質．
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総摂取量

7.84土0.29

7.89土0.10
0.61土Q.Q2A

0.55土O.OlB



黒毛和種へのトランスバーラ給与

表 4.黒毛和種繁殖成雌牛へのトランスパーラ乾草給与が体重等に及ほす影響 (kg)

項目 区分 開始時 終了時 増減t

体重 (kg)
トランスバーラ区 508.3士27.7 535.3士22.2 27.0士8.7
オーツ区 507.7士17.5 536.3士23.2 28.7士7.0

体高 (cm)
トランスバーラ区 133.0士2.6 133.0士2.6 0.0士0.0
オーツ区 131.5土1.8 131.5土1.5 0.0土0.5

胸囲 (cm)
トランスバーラ区 193.0土6.0 196.3土7.5 3.3土1.5
オーツ区 191.0土1.0 193.7土3.2 2.7土2.5

腹囲 (cm)
トランスバーラ区 217.3土3.5 226.7土4.5 9.3士1.2"
オーツ区 227.0土7.0 231.3士8.4 4.3土1.5b

数値は平均土標準偏差 同列の異符号間に有意差あり (p< 0.05). 
t増減＝終了Hの値ー開始前日の値．

より嗜好性が高くなるとしている． トランスバーラを

不断給餌した守川ら (2001)は乾物摂取量が要求量よ

り多い 8.19kg DM/日であると報告していることを含

めて，本研究での乾物摂取量と増体がエンバクと同等

であったことから，黒毛和種繁殖成雌牛においても嗜

好性は良好であると考えられる．

胸囲については， トランスバーラ区は3.3土1.5cm増

加し，エンバク区の2.7土2.5cmと有意差は認められな

かった体高の増減については両区とも認められなかっ

た．腹囲はトランスバーラ区で9.3土1.2cm増加し，エ

ンバク区の4.3士1.5cmより有意 (p< 0.05)に大きかっ

たが，今回の研究では原因が特定できなかったものの，

繁殖成雌牛の維持期における体型測定値に特に問題な

いものと考えられた．

これらのことから，暖地型イネ科牧草トランスバー

ラは，黒毛和種繁殖成雌牛に給与する暖地型粗飼料と

しての有用性が示された．嘉陽と与古田 (1999)はト

ランスバーラ草地で放牧を行っても基底被度は低下せ

ず，牧養力は主要な暖地型牧草と同程度で，放牧用草

種としても有望としている． このことから， トランス

バーラは肉用繁殖牛の粗飼料として採草または放牧利

用としての適性が高く，本種の利用により沖縄県内で

の粗飼料の自給率向上に，ひいては肉用牛振興に寄与

できると考えられた．今後はトランスバーラ給与によ

る繁殖成績に関するデータの蓄積が必要ある．
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Abstract 
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Digitgrass Transvala (TR) hay was estimated the dry matter intake (DMI) and crude protein intake (CPI) by 

breeding Japanese black cattle comparing with Oat hay. The feeding ratio of TR or Oat hay was 50% in a total feeding 

amount. The DMis of TR and Oat hay were 3.63土0.17kg DM / day and 3.66土0.09kg DM / day respectively. The CPI 

of TR hay (0.23士0.01kg DM /day) was significant higher (P < 0.01) that of an Oat hay (0.17士0.00kg DM /day). 

The fluctuation of body weight, withers height and chest girth in breeding Japanese Black cows were no significant 

difference between TR and Oat hay. These results showed that TR hay was satisfactorily to use as the basal diet for 

breeding Japanese Black cows. 
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