
肉用山羊の肥育技術と肥育技術マニュアルの作成

［要 約］

肉用山羊（ 頭）について、肥育開始前に、除角、去勢を行い、群飼（ ～ 頭）による86 2 3
肥育試験を実施した。その結果、肥育期間中増体、 日当たりの増体および乾物摂取量等を1
取りまとめ、肉用山羊の肥育技術を確立し、マニュアルを作成した。

肉用山羊、肥育試験、肥育技術、マニュアル［キーワード］

畜産研究センター 飼養･環境班［担 当 機 関］

［背景・ねらい］

沖縄では、約 年前から独自の山羊の食文化がある。近年では山羊汁、山羊サシ以外にも600
山羊肉レシピ開発が行われ、山羊振興活性化や山羊食肉文化の再生へと伸展しつつある。

しかし、食肉として利用される山羊の大半は、肥育せずに食肉として利用されている現状に

ある。そこで、当センターでは、適正な栄養水準、肥育期間中の増体、乾物摂取量、肉質、枝

肉成績などを明らかにする目的で、山羊（ 頭）の肥育試験を実施し、肥育技術マニュアルを86
作成した。

［成果の内容・特徴］

１． の栄養水準を ％、 ％及び ％で１日当りの増体量を比較したところ、 ％に比TDN 74 78 82 74
べ ％が有意な増体を示し、 ％と ％の比較では、有意な差は認められなかった。飼料78 78 82
コストを考慮すると 水準 ％が推奨される。 水準 ％の飼料配合割合を表 に示TDN 78 TDN 78 1
す。

２．肥育開始時体重は 、肥育開始時の月齢は ヶ月で肥育期間は 日であった。29.6kg 4.5 180
肥育期間中増体は 、 日当たりの増体量は であった（表 。27.1kg 1 0.2kg 2）

３． 日 頭当たりの乾物摂取量は粗飼料 、濃厚飼料 で、飼料要求率は であった1 1 198g 970g 5.8
（表 。3）

． 、 、 、 （ ）。４ 枝肉成績では 出荷前体重 枝肉重量 で 枝肉歩留が であった 表57.5kg 29.5kg 53.9% 4

５．除角（生後 日以内）及び去勢（ ヶ月齢）は、群飼や管理が容易になり、肉質改善（柔10 3
軟性、栄養成分及び機能性成分）に有効であった（表 、 。5 6）

［成果の活用面・留意点］

１．肥育期間中は蹄の伸長に留意し、剪定鋏等による削蹄を行う。

２．給与飼料の急変は、胃腸障害や鼓脹症の原因となるので避ける。

３．飼料給与は飽食とし、給与量と残量を記帳する。

［残された問題点］

特になし

畜産業分野
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［具体的データ］

表 各飼料の給与割合 水準 の重量比1 TDN 78%

品 名 トランスバーラ乾燥 加熱トウモロコシ 大豆粕

割 合( ) 27.5 55 17.5%

表 生時体重、肥育日数、増体2

生時体重（ ） 肥育開始時体重（ ）肥育開始時月齢（ヶ月） 肥育日数 期間中増体（ ） 日当たりの増体（ ）kg Kg kg 1 kg

4.2±0.5 29.6±4.4 4.5±1.2 180±1.5 27.1±5.6 0.2±0.02

表 頭あたりの乾物摂取量、飼料要求率3 1
粗飼料（ ） 濃厚飼料（ ） 飼料要求率g g
198±93 970±112 5.8±1.7

.

［研究情報］

研究課題名：肉用種山羊産肉性比較試験

2012 001課題ＩＤ： 畜

予算区分：沖縄振興特別推進交付金

研究期間：平成 年 月～平成 年 月24 4 27 3
研究担当者：千葉好夫 野中克治

（ ）、 （ ）、 （ ）発表論文等：沖縄畜研研究報告 号 号 号50 2012 51 2013 52 2014
刊行物「肉用山羊肥育技術マニュアル」

表5　モモ肉の食味・食感分析

注1）平均値±標準偏差
  2）＊P＜0.05

加熱損失率（%）

13.1±1.5
79.5±3.0
35.2±2.3
26.3±3.228.3±1.2

34.6±2.1

伸展率（%）
加圧保水力（%）
圧搾肉汁率（%）

項 　目
水分（%）

破断応力（104gf/cm2）
柔軟性

歯応え（108gf/cm2）

 1.3±0.0脆さ  1.3±0.1
11.8±1.5
77.8±3.0

 1.7±0.3

雄　　区 去　勢　区
75.1±0.9

 4.2±0.7
 2.1±0.1

74.4±0.6

 3.4±0.6
  2.8±2.8*

 1.8±0.3

出荷前体重（kg） と体長（cm） 枝肉重量（Kg） 枝肉歩留（%）

57.5±1.0 82.1±4.8 29.5±1.2 53.9±3.2

表4　枝肉成績

(%)表6　モモ肉の脂肪酸組成

注1）平均値±標準偏差
  2）＊P＜0.05

アラキドン酸
αリノレン産

42.5±4.5 47.8±3.2*
  9.0±3.4*
  4.9±1.8*
  0.1±0.1*

6.1±1.3
4.0±1.1
0.0±0.0

項 　目 雄　　区 去　勢　区
オレイン酸
リノール酸
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畜産有機液肥を利用した窒素施肥設計プログラム

［要 約］

畜産有機液肥の利用促進を図るために、国頭マージでのサトウキビ栽培において、安価で

簡易測定が可能な フレックスを活用した畜産有機液肥利用の窒素施肥設計プログラムを作RQ
成した。

畜産有機液肥、 フレックス、窒素施肥設計プログラム［キーワード］ RQ
畜産研究センター 飼養･環境班［担 当 機 関］

［背景・ねらい］

沖縄県では、農家の汚水処理施設の老朽化･規模拡大による処理能力の圧迫、上乗せ排水基準

の適用などにより、従来法の汚水処理による畜舎排水の放流は非常に困難となってきている。

そのため、畜舎排水の液肥化および圃場利用は重要な課題である。そこで、畜舎排水由来の有

機液肥をサトウキビ畑に散布した場合の窒素残存率に及ぼす影響を調べるとともに、アンモニ

ア濃度の簡易測定が可能である フレックスの精度を調べ、その結果を基に国頭マージでのサRQ
トウキビ栽培における畜産有機液肥を利用した窒素施肥設計プログラムを作成した。

［成果の内容・特徴］

.１ 、 、有機液肥の圃場散布後の窒素残存率は サトウキビ残渣がない夏植え･春植え時には約 94%
残渣がある株出し時には約 であることを推定した（図 。70% 1）

２． フレックス（簡易測定器）の有機液肥におけるアンモニア態窒素の測定精度は高く、現RQ
場で利用可能であることを明らかにした（図 。2）

３．窒素残存率および フレックスの測定精度の結果から、国頭マージでのサトウキビ栽培にRQ
おける畜産有機液肥利用の窒素施肥設計プログラムを作成した（図 。3）

［成果の活用面・留意点］

１．現場における有機液肥の肥料成分の把握が可能となったことで、散布量の素早い算出が可

能となる。

２．国頭マージのサトウキビ栽培基準の窒素量を満たす液肥量の目安を フレックスを用いてRQ
推定するプログラムであり、リン酸およびカリウムについては、 フレックスとキャピラリRQ
ー電気泳動の測定値との間に高い相関は得られなかった。

３． フレックスは外気温が高いと測定値に影響を受けるので、夏季における フレックスRQ RQ
利用の際は、高温となる時間帯を避けた朝や夜、または室内やクーラーをつけた車内等で測

定することが望ましい(本実験は ℃以下で行った)。25
４． フレックスは一回で購入する試薬が 回分であるため、共同での使用や貸し出しによRQ 50
る使用が効率的である。

５．リフレクトクァント紙の保存温度は測定する成分によって異なるため、説明書に留意する。

［残された問題点］

１．施肥の対象が国頭マージにおけるサトウキビ栽培に限ったものであるため、多種多様な土

壌や作物に対応した施肥設計プログラムを作成する必要がある。

２ リン酸とカリウムについては考慮しておらず、これら成分において測定精度の高い簡易測定.
器を選定し、これらの測定結果を組み込んだ施肥設計プログラムを作成する必要がある。

畜産業分野
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［具体的データ］

A B

図1.サトウキビ残渣なし(A)、残渣あり(B)時における有機液肥散布後の窒素残存率

図2.アンモニア態窒素測定におけるキャピラリー電気泳動とRQフレックス測定値の相関

図3.国頭マージでのサトウキビ栽培における畜産有機液肥利用の窒素施肥設計プログラム

［研究情報］
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