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北大・牧場研究報告　12：1－12（！985）

牧草多給方式による

ヘレフォード種牛の育成肥育

第3報　2夏放牧後の肥育方法が春生ま

　　　　れ去勢牛の肥育成績に及ぼす影響

小竹森訓央・高木　亮司＊・朝日田康司

　　（北海道大学農学部畜産学科，＊同附属牧場）

　　　　　　　　　　　　　　要　　　　　旨

小竹森訓央・高木亮司・朝島田康司（！985）牧草口偏方式によるヘレフォード種牛

の育成肥育。3．2夏放牧後の肥育方法が春生まれ去勢牛の肥育成績に及ぼす影響。

北大農学部附属牧場研究報告　12：1－12
2夏2冬方式による春生まれヘレフォード種去勢牛の育成肥育体系について，出荷
前の肥育方法を検討するために二つの試験を行なった。

試験1では20．0か月，441kgの虫勢牛11頭を2群に分け，濃厚飼料少給（体重の1％）
と粗飼料自由で5か月と6か月肥育した。増体日量は両群とも0．80　kgと差がなく，

飼料要求率にも明らかな差はなかった。出荷体重と枝肉重は5か月群の556kg，289kg

に対して6か月群は580kg，308　kgと幾分大きく，枝肉歩留は5か月群の52，0％に対

して6か月群は53．1％と有意に高かった。肉質は6か月群が若干優った。以上の成
績から濃厚飼料少給の肥育では5か月よりも6か月肥育が経済的にも優ると結論し
た。

試験2では18．7か月，394kgの去勢牛！6頭を2群に分け，濃厚飼料多給（体重の2％）

と粗飼料自由で4か月と5か月肥育した。増体日羅は4か月群の1．20kgに対して5
か月群は1．33kgと高い傾向があり，飼料要求率は5か月群がむしろ小さかった。4
か月群の出荷体重530kg，枝肉重288　kgに対して5か月群は582kg，320kgと有意に大

きかったが，枝肉歩留の差は小さかった。肉質は5か月群が若干優り，枝肉単価は

有意に高かった。これらの成績から濃厚飼料多給の肥育では5か月肥育の方が優る
と結論した。

試験1と2の成績を比較考察すると，濃厚飼料多給肥育の方が増体成績が有意に高
く，飼料要求率も軽減でき，肥育コストの大幅な節減が晃込まれた。また，枝肉歩

留は有意に向上し，肉質も藩干優るとみられるので，2夏放牧後の肥育では濃厚飼
料多給方式の方が優ると結論された。

キーワード：牧草多給方式，ヘレフォード種牛，育成肥育

1．緒 言

　ヘレフォード種牛は飼料の利用性に優れ，粗放な飼育環境によく耐えうる品種である2’3’12）。

この品種特性を生かすためにも牧草多給方式，特に省力的で経済的な放牧を効果的に取入れた育

成肥育体系の確立が必要である。このような観点から当牧場では15年位前より放牧を3シーズン

行なう3夏2冬方式の育成肥育を試み，1頭あたりの濃厚飼料所要量を0．5～エt程度で良質の
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牛肉を生産できた4’5’6＞。しかし，この方式では飼育期間が約30か月もかかるという欠点があり，

民間の生産現場への技術普及は困難であると考えられた］2）。英国では春生まれ牛を2夏放牧し

てそのまま出荷する生産方式もあるが1’13），わが国の牛肉に対する嗜好性を考えると2夏放牧後

にある程度の肥育が必要である。そこで前野7）では春生まれ牛を2夏放牧後に肥育して出荷する

2夏2冬方式を試み，まずまずの成績を得たが，出荷前の肥育方法に幾つかの序題が残された。

　本試験は2夏放牧後の肥育方法を解明するために実施したものであり，大きく試験1と試験2

とからなる。試験1では濃厚飼料を少給（体重の！％）する肥育方法で肥育期間を6か月から5

か月へ短縮した場合の影響をみた。つまり野尻では2夏放牧後に濃厚飼料を体重の1％に制限し

粗飼料を自由採食させて6か月間肥育したが，この肥育弔問を1か月でもそう問題なく短縮でき

れば生産コストを節減できる可能性がある。

　試験1の結果から濃厚飼料を多給して肥育期閲を短縮した方が肥育効率が上がるのではないか

という新たな疑問が生じた。そこで試験2では濃厚飼料を多給（体重の2％）して4か月と5か

，月肥育を比較検討した。したがって，試験1と試験2の成績から濃厚飼料少給および多給の場合

にはそれぞれの肥育期間を何か月とすればよいかをある程度まで考察でき，また2試験の成績を

比較することによって濃厚飼料の給与水準が肥育成績にどのような影響を及ぼすかを考察でき

る。

H．試　験　方　法

　1）供試牛と管理方法

　第1表に示したように，試験1では昭和58年12月1日に2夏目放牧を終えた平均20．0か月齢，

441kgのヘレフォード種去勢牛11頭を体重をもとに5か月群6頭と6か月群5頭に分けて供試し

た。試験2では59年10月15日に同じく2夏目放牧を終えた18。7か月齢，394kgの去勢牛16頭を8

頭ずつの2群に分け4か月群と5か月群とした。これらの供試牛は前野7）の！9．5か月齢，362kg

と比べると同じ当牧場の繁殖牛群から生産されたにもかかわらずかなり大型であった。これは優

良種雄牛を導入して生産子牛の大型化を図ったことと1夏目放牧（哺育期）でクリープフィーディ

ングを始めた効果とによるものである。これら2試験の供試牛はいずれもそれぞれの前年の3月

から5月にかけて当牧場で生まれたものであり，ほぼ同じように哺育育成されてきた（第1図）。

供試時までの飼育の概略は次のとおりである。生まれた年の1夏目は母牛につけて放牧し生後3

か月目位から放牧地内で1頭1日あたり育成用配合飼料を約1kg与えるクリープフィーデKング

を行ないながら哺育した。ll月中旬の終牧時に離乳し，1回目越冬は翌春の代償成長14＞を期待

して育成用配合飼料を約2kgに制限して粗飼料を自由採食させる飼い方をし，翌年の5月上旬か

ら2夏目の放牧を行なっていたものである。なお，去勢はいずれも3か月齢前後に無血方式で実

施した。

　飼育管理は両試験とも2群一緒の放し飼い方式とした。飼育場所については試験1では自然林
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地を含む約60・aの土地を牧柵で囲い南側に給飼施設を設けただけの簡易施設7）を使い，試験2で

はフイードロット施設6＞を利用して日中（9：00～16：00）はコンクリート舗装パドック（220㎡）

で運動させ，夜間は牛舎（D型ハウス，160m2

を測定した。

4 11

に収容した。両試験とも毎月1回の割合で体重

5
10　12 3　　5　月

Z5 13．2 20．　0

試va　1

24．8，25．7か月

1・放 1・冬 2・放 2・冬

7．5 13，　2 18．7 22．4，23．4か月

試験2 1・放 1・冬 2・放 2・冬

トー哺育一F一育成一一ト肥育一→
　　　　　　　　　　第1図　飼育の概要

第1表　供試牛（平均±SD）

（濃 厚 飼 料） 試　験 1 （少 給） 試　験 2 （多 給）

肥 育 期 間 5 か月群 6 か月群 4　か月群 5 か月』群

頭月体 朝雲重 （頭）

i月）

ikg）

　　6

@20．0

S40±28

　　5

@20。0

S42±28

　　8

@18．7

R93±29

　　8

@18．7

R94±34

　2）供試飼料と給与方法

　2試験とも濃厚飼料は市販の肥育用配合飼料（DCP　9％，　TDN　72％）を使い，粗飼料はオー

チャードグラス主体の乾草と十型サイロ調製の同一原料草サイレージを使用した。粗飼料の品質

は中程度であった。

　試験1では濃厚飼料を少給し給与基準は体重の1％を目途とした。その与え方は肥育の1～3

日目に1頭1日あたり1．9kg，4～6日目に2．9kg，7～16日目に4　kgを与えて馴らし，その後体

重の増加に合わせて4．8kgから5．7kgへと増やし，この量を朝夕2回に分けて給与した。乾草は肥

育全期を通して約3．5kgに高高し草架を使って給与した。牧草サイレージは牛の食い込み量に応

じた自由採食とし朝夕の2回に分けて濃厚飼料と一緒に給与した。試験2では濃厚飼料を多給し

体重の2％を目途とした。その与え方は1，2日目の1．3kgから2日ごとに1。3kgずつ増やし15日

目以降は10kgの定量給与として朝夕2回に分けて給与した。乾草は肥育全期を通して約4　kgに制

限し，牧草サイレージは自判採金として試験1と同様の与え方をした。

　3）出荷方法

　試験1の5か月群は肥育144日目にあたる昭和59年4月23日に，6か月群は172日目の5月21日
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に出荷した。また，試験2の4か月群は！14日目の60年2月6日に，5か月群は142目目の3月6

日に出荷した。両試験とも出荷体重を測定のうえ札幌画聖公社ヘトラック輸送し，その翌臼に屠

殺解体して枝肉販売した。この過程で枝肉重および枝肉等級などの出荷成績を得た。なお，これ

ら出荷牛の物頭は販売後に部分肉加工されチルドビーフとして流通したので正肉，脂肪および骨

の個体別重量のデータも入手できた。

皿e試験結果ならびに考察

　1）試験1：濃厚飼料少給による5か月と6か月肥育

　肥育に入ってからの体重増加は両群ともほぼ同一であり（第2図），肥育金管の平均増体日量

は両説全く同じ0．80kgであった（第2表）。この結果から罷育期闘を6か月から5か月へと短縮

しても罪体成績への影響は小さいと結論した。

　飼料消費日量は両群ともほぼ等しかったが（第3表），供試飼料の乾物含量n＞を考えると採食

標準量10）を大きく上回っており，採食ロスがかなりあったと推測される。1頭あたりの飼料消

費量合計は6か月群と比べて5か月群は肥育用配合飼料が160kg，乾草が60kg，牧草サイレージ

が540kgそれぞれ少なかった。これを飼料単価をlkgあたり肥育用配合飼料60円，乾草30円，牧

草サイレージ15円として試算すると2万円となり，これに肥育諸経費0．4万円（28日×150円／日）

を加えた2．　4万円が肥育をユか月閻短縮したことによる肥育コスト節減額と見積られる。この節

減額と両群の枝肉販売価格の差額との比較からある程度まで肥育期問短縮の経済性を考察できる

が，これについては後述する。両群の飼料要求率をみると，6か月群の肥育用配合飼料6．5，乾

草4．1，牧草サイレージ23．8に対して5か月群はそれぞれ6．4，4．4，23．　6とその差は小さく，肥

育期間を1か月短縮しても飼料効率の点ではほとんど差はなかった。

　嵐荷成績（表4表）についてみると，6か月群の出荷体重580kg，枝肉重308kgに対して5か月

群は556kg，289kgとそれぞれ24kgと19kg小さかったが，群間の差は有意でなかった。枝肉歩留は

53．1％に対して5か月群は52．0％と有意（P＜0．05）に低かった。2夏2冬方式で適度に仕上がっ

た肥育牛の標準的な枝肉歩留は55％程度2’　9’　12）であるから両群ともに枝肉歩留は低過ぎ，肉づき

が充分でなかったと考えられる。また，官報7）の出荷成績（出荷体重498kg，枝肉重279kg，枝肉

歩留55．7％）と本試験の6か月群のそれと比較すると，出荷体：重が80　kg余りも大きかったにもか

かわらず枝肉歩留は2．6％も有意（P＜0．Ol）に低かった。このような結果となった最も大きな

理由は，供試牛のところで若干ふれたが，肥育素牛の体型が前報のは小型タイプで本試験のは大

型タイプという違いによるのではないかと考えられる。つまり，小型タイプでは濃厚飼料1％の

給与水準で6か月肥育で仕上がるが，大型タイプ牛を6か月で仕上げるには濃厚飼料の給与水準

が低過ぎたといえそうである。枝肉等級は両群の金頭が並であったが，その格付明細8）（第5表）

によると5か月群の方が劣り，特に外観のうちの肉づきと脂肪付着が，また，肉質のうちのきめ

しまりと脂肪の質色沢がほぼ1ランク低かった。このことから肥育期間を6か月から5か月へと
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短縮しても，枝肉等級の評価は変らないが内容的には悪くなるといえそうである。枝肉ユkgあた

りの販売単価は6か月群の1，124円に対して内容的に肉質が劣っていた5か月群は1，155円と約

3％高かった。これは幽荷時期の違いによる牛枝肉市況の変動によるものであった。眠流担当者

によると両群の相対的な枝肉評価額は6か月群が1，180円で5か月群が1，130円程度であろうとい

う。この枝肉評価額をもとに1頭分の枝肉価格を試算すると6か月群の36．3万円に対して5か月

群は3．6万円安い32．7万円となる。飼料消費量のところで述べたように，肥育期間を1か月短縮

したことにより肥育コストを2．4万円節減できたが，その代りに枝肉価格が3．6万円安くなってい

るので経済的にみても肥育期間の短縮は不利であったと推測される。最後に枝肉構成比（第6表）

をみると，全体的には肥育期間を1か月短縮したことにより脂肪の比率が低下し骨の比率が高く

なる傾向がみられたが，正肉の比率は6か月群の77．0％に対して5か月群が76．8％と差が小さく，

前報6・7＞ともほぼ等しい数値であった。肥育の程度は枝肉からの正肉歩留でかなり正確に判定で

きるが9），2夏2冬方式で生産した肥育牛の標準的な正肉歩留は77～78％程度12）とみてよいので

両津ともに肥育度合が適度であったと考えられる。

　以上の六体成績などを総合的に考察すると2夏放牧後に濃厚飼料を少給（体重の1％〉と粗飼料

を自由採食させる肥育方式では6か月肥育が優り，肥育素読の1か月短縮は経済的にも不利であ

ると結論される。

第2表増体成績（平均±SD）

（濃　　　飼　料） 試験　1　（少　給） 試験　2　（多　給）

肥　育　期　間 5　か月群 6　か月群 4　か月群 5　か月群
終　了　体重　（kg）

掾@体　　攣　（kg）

?育　i三1数　（日）

掾@体　日　量　（kg）

　556±34

@！16±9

@　144
@　　　　a
n．80±0．06

　580±31

@138±5

@　172
@　　　　a
n．80±0．03

　530±41

@1．37±14

@　114
@　　　　b
P20±0．12

　582±40

@188±15

@　142
@　　　　b
P．33±0．10

注）a，　b：巽文：字問に有意差（P〈O．Ol＞あり

第3表飼料消費量（1頭あたり）

（濃　厚　飼 料） 試　験 1 （少 給） 試　験 2 （多 給）

肥　育　期 聞 5 か月群幽 6 か月群 4 か山群 5 か月群

肥育用配合
｣　　　　草
q草サイレージ

（kg）

ikg）

ikg）

　740（5．1）

@510（3．5）

Q，740（19．0）

　900（5．2）

@570（3．3）

R，280（19．1）

1，040（9．1）

@450（3．9）

@790（6．9）

1β20（9．3）

@510（3．6）

@880（6．2）

注）（　　）：消費日量
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kg

600

500

400 識に二：雛

1 2　　　　　3

　肥育月数

4 5 6か月

kg

600

500

400

一i
一

一 一 x 一

ノ‘

識｛＝二∵：諜

1 　2　　　　　　3

第2図　体重の推移

4 5か月

第4表　出荷成績（平均±SD）

（濃 1享 飼 料） 試　験 1 （少　給） 試　験 2 （多　給）

肥 育 期 間 5　か月群 6　か月群 4　か月群 5　か月群
出 荷　月 齢 （月） 24．8 25．7 22．4 23．4

a，b b a b

出 荷　体 重 （kg） 556±31 580±31 530±41 582±40

a a，b a b

枝 肉 重 （kg） 289±20 308±14 288±27 320±27

a b b，c C

枝 肉　歩 留 （％） 52．0±0，7 53．1±0ユ 5姦．2±1．3 55．0±1．3

枝 肉　等 級 （頭） 並6 並5 並8 並7，中1
a b

枝 肉　単 価（円／kg） （1，130） （！，180＞ 1，150±35
1200±32，

a b

枝 肉　価 格（万円） （32。7＞ （36．3） 33．1±3．7 38．5±4．2

注）a，b，c　異文字間に有意差（P〈0．05＞あり（　　）：推定値
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第5表　枝肉格付明細

（濃　厚　飼　料） 試　験　1 （少　給） 試　験　2 （多　給）

肥　育　期　間 5　か月群 6　か月群 4　か月群 5　か月群
均　　　　　　称 2．2 1．6 2．0 1．8

外
肉　　　づ　　　き 2．0 1．0 2．0 1．5

脂　肪　付　着 2．3 1．1 1．1 1．0

観
仕　　　上　　　げ 0 0 0 0

脂　肪　交　雑 0 0．4 0．2 0．2
肉

色　　　　　　沢 3．0 3．0 3．0 2．6

質
き　め，し　ま　り 3．0 2．0 2．0 2．3

脂肪の質，色　沢 2．7 2．0 2．0 2．0

注）脂肪交雑以外は0：極上，1：上，2：中，3：並

　脂肪交雑は0＋：O．3，r：0．7とした

第6表枝肉構成比

（濃　厚 飼　料） 試　験 ！ （少　給） 試　験 2 （多　給）

肥　　育 期　　間 5　か月群 6　か月群 4　か引船 5　か月分
枝　　肉 重　（kg） 289 308 288 321

正　　　肉

堰@　　肪

@　骨

（kg，％）

ikg，％）

ikg，％）

　　a
Q22．3（76。8）

Q1．2（7，3）

S5．7（！5．8）

　ab　，

Q37．0（77．0）

Q5．4（8．7）

S5．4（14．8）

　ab　，

Q22．8（77．3）

Q3．3（8．0）

S2．4（14．7）

　　b
Q51．6（78．4）

Q5．0（7．8）

S4．3（13．8）

注）a，b：異文字間に有意差（P＜0．05）あり

　2）試験2：濃厚飼料三二による4か月と5か月肥育

　肥育全期の平均増体日量（第2表）は4か月群の1．20　kgに対して5か月群は10％余り大きい

1．33　kgであったが群間の差は有意でなかった。体重の推移（第2図）にみられるように，肥育3

か月目までは両群とも同様の順調な増体をしめしたが，3から4か月目にかけていずれも約0．3kg

と極めて増体が悪かった。これはこの期間が1月中旬から2月上旬に相当するので寒さの影響が

大きかったものと考えられる。5か月群はさらに肥育を1か月続けたわけであるが，増金が悪かっ

た反動もあって最後の！か月は1．6kgを上回る良好な三体日量をしめし，このことが5か月群の

三体成績を良くした理由である。

　飼料消費日量（第3表）は両神ともほぼ等しく，肥育期間の影響は小さかった。1頭あたりの

飼料消費量合計は4か月群と比べて5か月群の方が肥育用配合飼料が280kg，乾草が60kg，牧草

サイレージが90　kgそれぞれ多かった。これを試験！と同様の方法で試算すると1頭あたり2．4万

円の肥育コスト高となる。飼料要求率をみると，4か月群の肥育用配合飼料7。6，乾草3．3，牧草

サイレージ5．8に対して5か月群は7．0，2．7，4．7と濃厚飼料で8％，粗飼料で18％も小さかった。
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このような結果となったのは，上述したように5か月群が最後の1か月間で高い四体成績をしめ

したからである。これらの成績から4か月肥育と5か月肥育とでは飼料効率の点で明らかな差は

ないといってよいであろう。

　出荷成績（第4表）についてみると，4か月群の出荷体重530kg，枝肉重288kgに対して5か月

群は580kgと320kgであり，いずれも有意（P〈0．05）に大きかった。枝肉歩留は54．2％と55．0％

と群問に有意差はなく，両群ともに標準的な数値であった。枝肉等級は4か月群の8頭全部が並

に対して5か月群は7頭が並で中が1頭と若干の向上がみられ，枝肉格付明細（表5表）でも肉

づきと肉の色沢の2項目が半ランクほど評価が高かった。枝肉1kgあたりの販売単価は4か月群

の1，150円に対して5か月群は有意（P＜0．05）に高い1，200円であった。これを枝肉重に乗じ

た枝肉価格は4か月群の33．1万円に対して5か月群は38．5万円と有意（P＜0．05）に5．4万円高

かった。前述のように4か月群と比べて5か月群は肥育経費が1頭あたり2．4万円多くかかって

いるが，枝肉を5．4万円高く販売できたので経済的にも5か月肥育の方が格段に有利であったと

結論される。枝肉構成比（第6表）をみると正肉の比率は4か月群の77．3％に対して5か月群は

78．4％と若干高い傾向があり，その分ほど5か月群の骨の比率が低かった。これらを量的な面か

ら考察すると，4か月群と比べて5か月群は枝肉重が33kg大きかったわけであるが，その増加分

の87％までが正肉の増加によるものであって，5か月肥育は赤肉生産という点からも有意義で

あったと考えられる。

　以上の成績を総合的に考察すると，2夏放牧後に濃厚飼料を四二（体重の2％）する肥育方式

では4か月肥育よりも5か月肥育が優ると結論される。

　3）試験1と試験2の比較：濃厚飼料給与水準が肥育成績に及ぼす影響

　試験1と試験2の根本的な違いは濃厚飼料の給与水準である。すなわち，2試験とも同じよう

な経歴の肥育素牛を使い，粗飼料を自由採食させて試験1では濃厚飼料を少給（体重の1％）し，

試験2では多給（2％）して肥育した。したがって，試験1と試験2の成績を比較検討すること

によって濃厚飼料給与水準が肥育成績にどのような影響を及ぼすかをある程度まで考察できる。

　先ず肥育全期の増体El量（第2表）をみると，少給（試験1）の0．80kgに対して下給（試験2）

では2群平均で1．27kgと約60％も有意（P〈0．001）に高く，濃厚飼料給与水準が増体成績に極

めて大きな影響を及ぼすことが明らかであった。下給で60％大きい増体成績が得られたというこ

とは，肥育開始体重と出荷目標体重が同じであれば，多給での肥育日数は少給の場合の三分の二

程度ですむということであり，肥育コストを大幅に節減できる可能性がある。これについては後

述する。

　飼料要求率は少給が濃厚飼料6．　5，乾草4。3，牧草サイレージ23．7に対して多給では7．　3，3．0，

5．3であって，濃厚飼料は僅かに増えたものの粗飼料はそれぞれ70％と22％の量ですんでおり，

多給の方が飼料効率の点でも明らかに優る結果であった。上述の増体成績とこの飼料要求率を基

に肥育コストを試算すると次のようになる。肥育開始体重の417kg（2試験全頭の平均）から終
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了体重の562kgまでに必要な肥育H数は，少給では181日，多給では114日となる。この肥育期間

中に必要な1頭あたりの飼料量は，少給では濃厚飼料が940kg，乾草が620kg，牧草サイレージが

3，440kgに対して多量ではそれぞれ1，060kg，440kg，770kgとなる。前と同様の方法で肥育諸経費

を含めた費用を試算すると，少給の15．4万円に対して多党は31％安い10．6万円ですむことになり，

経済的にみても多給の方が格段に有利であるといえる。

　出荷成績（第4表）をみても，多給の枝肉歩留は少給よりも約2％高かった。この差は枝肉重

で12kg近い差であって無視はできない。枝肉等級には明らかな差はないが，内容的には多照の方

が若干優ったと考えられる。この影響を受けて枝肉単価も多給の方が高い傾向があり，1頭あた

りの販売価格は約2万円高い計算となる。

　以上の肥育成績および出荷成績などを総合的にみると，2夏2冬方式における最後の肥育は濃

厚飼料の少給よりも多雪の方が格段に優ると結論される。

　最後に2夏放牧後に濃厚飼料を多給して肥育するにはどの程度の肥育期間が適当なのかを若干

考察してみよう。肥育期間は主として肥育開始体重の大小によって左右され大きくなるにつれて

短かくてすむはずである。試験2の結果から肥育開始体重が400kg程度では5か月肥育が適当で

あり，試験1のような440kgからでは肥育期間は4か月で充分であろうと考えられる。
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High　Roughage　Feeding　System　for　Raising　and

　　　　　　　　　　　　　　Fattening　Hereford　Cattle

　　III．　The　effects　of　finishing　techniques　on　fattening

　　　　　　performances　of　spring－born　feeder　cattle　after

　　　　　　grazing　for　two　summer　seasons

Kunio　KoTAKoMoRi，　Ryoji　TAKAGi’　aRd　Yasushi　AsAHiDA

Dopartment　of　Animat　Science，　Faculty　of　Agriculture，　ffokhaido　University

　　　　　＊L勿θ5’00々Farm，　Fα翻砂（）f　Ag伽♂厩，　Holekaidoひ伽ersity

　　　　Two　trials　were　carried　out　to　determine　the　effect　of　four　finishing　techniques　on　fattening

performance　of　spring－bom　Hereford　steers　raised　on　the　2－summer－2－winter　feeding　system．

　　　　In　the　first　trial　（Trial　1），　11　steers　（20　months　of　age，　441　Kg　of　live　weight）　were　divided

into　two　groups．　Those　in　one　group　（Group　1）　were　fattened　for　5　months　with　feed　allowances

of　concentrate　at　a　rate　of　190　of　ijve　weight　and　of　roughage　adlibitum．　Those　in　another　group

（Group　2）　were　fattened　for　6　months　with　same　feed　akowances　as　Group　！．　Steers　in　both

groups　gained　daify　e．8　Kg　of　weight．　No　difference　was　observed　on　the　feed　conversion　ratio．

　　Shipping　and　carcass　weight　for　Group　1　averaged　556　Kg　and　289　Kg　which　tended　to　be

inferior　to　those　of　580　Kg　and　308　Kg　for　Group　2，　respectively．　Average　dressing　percentage

for　Group　1　was　52．090　and　was　significantly　less　than　53．2％　for　Group　2．　Carcass　grade　was

“good”　for　all　steers，　although　the　quality　of　carcass　for　Group　1　appeared　to　be　inferior　to　that　for

Group　2．　From　the　results　of　Trial　1，6－month－fattening　was　infered　to　have　an　advantage．　To

shorten　fattei｝ing　period　by　one　month　was　considered　to　be　economically　disadvantageous．

　　　　In　the　second　trial　（Trial　2），　16　steeys　（18．7　months　of　age，　394　Kg　of　live　weight）　were

divided　into　two　groups．　Those　in　one　group　（Group　3）　were　fattened　for　4　months　with　feed

ailowances　of　concentrate　at　a　rate　of　29e　of　live　weight　and　of　roughage　at　free　choice．　Those　in

another　group　（Group　4）　were　fattened　for　5　months　with　same　feed　allowances　as　Group　3．

Average　daily　gain　for　Group　4　was　1．33　Kg　and　tended　to　be　higher　than　that　of　1．20　Kg　for

Group　3．　Feed　conversion　ratio　appeared　to　be　superior　for　Group　4　to　3．　Shipping　and

carcass　weights　for　Group　3　averaged　530　Kg　and　288　Kg　which　were　significantly　less　than　those

of　582　Kg　aRd　320　Kg　for　Group　4，　respectively．　However，　dressing　percentage　differed　little

between　Group　3　and　4．　The　carcass　grade　of　one　steer　for　Group　4　was　“Choice”　and　others

“good”．　The　quality　of　carcass　for　Group　4　was　better　than　that　for　Group　3．　A　unit　price　of

the　carcass　was　significantly　higher　for　Group　4　than　3．　From　these，　it　was　concluded　that
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5一一一month－period　was　better　than　4－month－period　in　the　case　of　fattening　feeder　cattle　weighing　400

Kg　with　high　concentrate　ailowance．

　　　　Considering　the　results　obtained　in　Trial　1　and　2，　high　concentrate　allowance　significantly

improved　weight　gain　and　feed　conversion　ratio．　Thus，　it　was　anticipated　that　fattening　cost

might　be　much　lowered．　Dressing　percentage　was　significantly　improved　and　the　quality　of

carcass　appeared　to　be　irnproved　by　high　concentrate　allowance．　Thus，　the　technique　with　high

concentrate　allowance　should　be　adopted　for　fattening　after　grazed　for　2　summer　seasons．

Key　words：　High　roughage　feeding　systems，　Hereford，　Raising　and　fattening
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写真1　試験1（6か月群）

試験牛No

出荷月齢

出荷体重

枝肉重
枝肉歩留

枝肉等級

正肉重
正肉歩留

1号（去勢牛）

25．7か月

596kg

316kg

53．0％

並

240kg

75．9％

写真2　試験2（5か月群）

試験牛No

出荷月齢

出荷体重

枝肉重
枝肉歩留

枝肉等級

正肉重
正肉歩留

19号（去勢牛）

23．4か月

602kg

330kg

54．8％

並

259kg

78．2％


