
一般社団法人日本科学飼料協会及びその会員は、「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」等のコンプライアンス（法令順守）の重要性を認識し、これを推進して
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第 463 回月例研究会資料  
「最近の海外と日本の飼料・畜産を取り巻く話題」  

講演の概要 

産業としての畜産は、飼料や飼育環境制御、飼育設備の整備などによる飼養技術の進歩、家畜の育種改良、栄養学の進歩などにより、飼

料効率や生産物の質の向上など、世界的に生産性が改善され続けてきた。その一方では畜産による環境負荷の増大や、ヒトに対する薬剤耐

性の問題などが危惧されはじめている。2015 年に規定された国連の「持続可能な開発目標（Sustainable Development Goals：SDGs）の

17 のゴールの中で、12 のゴールが畜産にも関連する健康、食料や環境に関するもので、畜産のあり方への関心が世界的に高まっている状況

にある。  
 生活様式と食生活の変化に伴う畜産物の消費形態の変化やアニマルウェルフェアの考え方は、畜産業抑制の方向に作用し始めているよう

にも見える。畜産先進国と途上国の飼養環境その他の違いに由来する、抗菌薬の使用量の違いとヒト薬剤耐性への影響と対策、環境保全畜

産物の生産とそれへの対応、世界的な感染症の蔓延による畜産の変化と畜産物の輸出入の変化、などが世界的な畜産の話題になっている。

日本では口蹄疫や豚コレラなどの世界的な感染症の侵入とその対策、生産の持続性に対応した畜産技術と畜産経営の変化、国土や地域環境

を含めた畜産の将来の在り方への対応、高品質畜産物の海外輸出、AI や IoT を取り入れたソフトとハードによる精密畜産などが話題になっ

ている。  
 このような世界的な畜産事情変化の中で、本講演ではこれ等周辺の背景や実態の一部を演者の経験と個人的な意見も含めて紹介し、日本

の今後の飼料・畜産のあり方、規制のあり方、研究のあり方、そして生産のあり方について考えるための材料提供としたい。  
 本講演では、国際的な畜産の動向を概観し、話題として以下の 3 点を中心に紹介する。  
（１）国際的な畜産の動向と畜産物の変化  
   畜産物の消費動向や生産方式の変化、ベジタリアンのように食に対する考え方の多様性と代替肉製品の出現と消費動向など  
（２）日本の牛肉輸出と世界のワギュウ  

 和牛肉の特徴、国産和牛肉の強みと輸出、世界各地のワギュウの現況  
（３）抗菌薬の使用動向と規制、代替手法  
   世界的な抗菌薬の動向と、規制の方法、技術的に信頼される代替手法と研究体制など  
 

令和元年 11 月 21 日  
木村畜産技術士事務所 代表 木村信熙  
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第1部 国際的な畜産の動向と
畜産物の変化

畜産物の消費動向や生産方式の変化、
食に対する考え方の多様性、

代替肉製品の出現と消費動向、
など飼料畜産周辺の話題



世界的な畜産物消費のトレンドと将来

途上国における畜産食品の消費激増
中国の牛肉消費の激増 アジア・アフリカの食肉消費の激増

先進国における畜産食品の消費減退

ベジタリアンの出現 フレキシタリアンの出現

植物性たんぱく食肉・酪製品、細胞培養食肉の出現

有機・アニマルケア・SDGs(持続可能な開発目標)に沿った畜産物

畜産の将来に対する警告 （The Lancet 2019年1月16日号）

2050年、地球人口100億人時代に向けて全てに食料を供給するために、これからの食

生活はどうあるべきか英医学雑誌が大胆な食の改革を提言（世界の科学者30人）

肉の消費を半分に減らさないと地球に「破滅的被害」

米国環境保護庁によると、産業、電力、交通における化石燃料の燃焼が、温室効果ガ

ス排出量の大部分を占めている。農業による排出量は全体の9％で、畜産はさらにそ

の半分以下のわずか4％にすぎない。

KAPEO 2019



１．人の健康性保持と食肉
２．持続生産、再生産の可否

（環境保全：土地への依存、水の消費、
自然資源に近い食料の供給）

３．食の安全
４．過剰抗生物質、耐性菌問題
５．アニマルウェルフェア
６．畜産業者のモラル
７．畜産告発

畜産業の現在と将来の問題点

（KAPEO 2017を改変）

KAPEO 2019



感染症 アフリカ豚コレラ（ASF）とその影響

・Chinese ASF outbreak most likely a man-made disaster
・African swine fever could kill one-quarter of world’s pigs (OIE) 
・If ASF hits the U.S., it will be detrimental to the U.S. meat industry. 

“We will have to lose 25% of our producers overnight” 
・were to enter the United Kingdom (U.K.), it could cost as much as GBP90

million, bearing most of the financial burden.
・No country is fully prepared to handle disease outbreak 
・50 New Zealand companies sign biosecurity pledge 誓約書

・Ⅾeveloping a vaccine will take years Gene editing could alleviate ASF damage
・Vietnamese traveler held for bringing ASF-infected pork into Japan
・Australia deports 2nd pork-carrying Vietnamese traveler

外部からの種豚導入の停止（自家繁殖、原種豚産業）、国際展示会の開催制限？
地域間の人的交流の制限、発生国での海外コンサルタント業務の制限、物流変化
中国での発生で豚の4分の1を屠殺処分⇒食肉流通量の減少・食肉価格の高騰
・一部食肉会社の収益高騰・豚肉の輸入激増（メキシコ）・飼料穀物輸入の激減
・アメリカからの日本への飼料穀物割当、健康促進用飼料添加剤業界の大打撃

KAPEO 2019



豚コレラ

KAPEO 2019



世界の配合飼料製造量トップ109社の内訳（2108年）

「世界トップ109」ランク入りしている日本の飼料会社
１． (13)720 J A Zen-Noh
２． (44)299 Marubeni Nisshin Feed Co.
３． (45)290 Feed One
４． (49)260 Chubu Shiryo
５． (54)224 Nosan Corp.
６．(101)100 Nichiwa Sangyo
７．(105)  92 Itochu Feed Mills Co.
８．(108)  90 Showa Sangyo

↑ ↑
（世界順位）（年間製造量：万トン）

トップ109社の地域別内訳
・アジア ５１
・欧州 ３０
・北米 １１
・南米 ８
・アフリカ ３
・中東 ３
・オセアニア １

トップ109社のアジアの内訳

・中国２４
・日本８
・タイ４
・韓国４
・インド３
・ベトナム３
・マレーシア２
・シンガポール１
・フィリピン１

（Feed Strategy Vol.20 2019より）

飼料

KAPEO 2019



フランスにおけるブロイラーの生産性
飼料要求率の40年間の動き

飼料要求率＝摂取飼料/体重の増加量：1㎏体重増加に必要な飼料の量kg
（飼料の質+家畜の育種改良+飼養管理技術）による総合的な進歩
飼料要求率は畜産経営上の経済指標にもなる。

（source: ITAVI）

KAPEO 2017



https://www.bcon.jp/trend_themes/sustainability-2/

KAPEO 2019

持続可能な社会とは



SDGs(持続可能な開発目標)が掲げる17のゴール

KAPEO 2019



牛や豚は屠場に引かれていくことを認知しているか？
(Meat+Poultry 11.19 WWW. Meatpoultry.com)

2019年度畜産連盟利害関係者サミットの演題
(Animal Agriculture Alliance Stakeholders Summit)

2019年5月8～9日 ミズーリ州カンザスシティー

１．はAFIMACという危機管理会社の副社長に
よる特別講演で、見知らぬ人があなたの農場に
やって来て、「飼料会社のセールスマンですが、
農場を見せてください」というときは、身元を確
認するのが賢明だというもの。彼らは飼育管理
状況を見る目的で農家の人と親しくなり、家畜
や環境に不適切と思われる状況をビデオ撮影
する。その結果、その農場のイメージを悪くし、
運営や経営を窮地に陥れることになる、という。

１．飼料セールスマンを装った動物活動家に注意
２．新しい蛋白質食品の出現は畜産業に

どのように挑戦してくるか
３．小売業者やレストランは畜産農家から

もっと話を聞きたがっている
４．ワンヘルス認定畜産物の表示目途が立った

抗菌性薬剤を生涯無使用で飼育した畜産物の
表示に関するアメリカの基準

５．聞き取りによるとほとんどの消費者は
ケージフリーの卵を購入していない

６．動物福祉の重要性について６人の消費者に
聞いてみた

KAPEO 2019



抗生物質無使用飼育牛肉（ABFビーフ）の
消費者評価の事例

KAPEO 2017

アメリカ、ブラジルで2016年、何れも2000人に同時調査
アメリカ・カーギル社による飼料の意向調査結果

（WattAgNet August 23,2016より）

アメリカ ブラジル

調査数 2,000人 2,000人

ABFビーフをもっと買う 54% 69%

高くとも買う 35% 35%

いずれの国の消費者も、その畜産物がどのような飼料でどのよう育てられたか、に関心が高い。

日本の有機畜産物の生産（木村私見）
・日本の一般生産者が一般市場で有機畜産物を高く売ることは期待薄である。
・このままでは一般の畜産経営は圧迫されていく。
・大手外食企業の戦略と、大手畜産企業の戦略の影響が大きい。
・大手異業種企業の関与と戦略、先進畜産国の戦略の影響も大きい。
・畜産のトレンドが変わる、畜産振興の手法も変わるだろう。



私たちは鶏のケアをしています
農家は鶏が1日1日良い日を過ごせるように鶏に本当に良い世話をしています。透明性が

キーとなる特徴ですので、農家は日々訪問者を受け入れています。ですから、私たちの農場
を訪問してみてください。あるいはWEB上で、鶏たちがいかに良い生活をしているかを確認し
てください。 私たちはオランダ動物保護協会から☆☆☆（スリースター）を授与されています。

アニマルケア製品の事例（生産会社からのメッセージ）

（アムステルダム→ウィーン KLM機内チキンサンドウィッチの包装容器 H29-9-23木村 信熙撮影） KAPEO 2017



有機畜産からアニマルウェルフェア畜産へ（EUの戦略？）

・オランダ：有機３ツ星ブロイラーの価格は最大3倍以上
(ただし全消費量の10%以下）

・ドイツ有機スーパー：有機卵1個40€セント（70円）バラ売りも
—うち1セント（1.8円、売り上げの2.5%）を家畜エコ飼養の促進資金に

・アメリカ：有機畜産物に対する大手企業の採用と支援の機運

・デンマーク：—「おいしい卵」よりも「幸せな鶏の卵」
—ケージ飼いの卵は消費者が望まないため販売を停止した旨の店頭告知
—舎内平飼い卵（約10DKK）および放し飼い卵（約14DKK）

（デンマーク福祉卵；中久保亮2016） （ドイツ有機卵；木村 信熙2017）

KAPEO 2017



↑ ドイツボン市
旧市役所前広場の

ストリートフード店舗群

その中にあった
ビーガンフード販売車にて

Vegan：完全菜食主義者

（ボンにて；木村 信熙撮影2017）

ビーガンサンドウィッチを売る人と

「食肉の終焉ポスター」

ビリーや
オーガニック肉

にはなりたくない。
私は生きたい。

KAPEO 2017

食肉の終焉



Cell-cultured food company to build plant in Israel
Future Meat Technologies completes US$14 million round of funding, 
plans to begin production at new plant in 2020. Among the companies 
creations are cell-cultured chicken meat.

来年イスラエルに培養鶏肉工場
(WATT Global Media OCTOBER 11, 2019)

Cell-cultured food’s biggest hurdle: ‘The ick factor’―2019 
Annual Meat Conference ― （ WATT Global Media MARCH 5, 2019）

“Ick” factor: Media works to drive consumer
acceptance of lab meat
Here’s the good, the bad and the ugly on plant-based and cell-cultured
protein products. Will consumers bite? (WATT Global Media May 10, 2019)

違和感、ゲテモノ感

植物性たんぱく食品、細胞培養蛋白食品の周辺動向

Plant-based and Cell-cultured protein products,
Lab meat, Cell-cultured meat

KAPEO 2019



代替タンパク質（alternative proteins）
・タンパク質の供給面で、現在の畜産では将来の世界人口を養えない
・最近畜産業（Animal Industry）はProtein Economyの一種とされることもある
・食肉代替タンパク質はアメリカの消費者と投資家の関心が高い
・ビーガン、ベジタリアン、フレキシタリアン、レジタリアンの食に

植物性代替たん白製品（Plant-based proteins）
・目新しい製品ではないが製品の種類、味の改善、マーケティングにより最近急成長
・市場サイズは、ほぼ10億ドル、年間20％の成長
・成長分野が非常に少ない現状の食品市場で成長中
・2大ブランドはBeyond MeatとImpossible Foods
・報道力、ハンバーガー店、既存の強力ブランド農産食品会社の進出

動物細胞を増殖させた培養肉（Cultured meat products）
・2013年オランダ マーストリヒト大学食品技術研究所が筋肉再生技術で開発
・クリーンでしかも畜産の問題を解決できる生産方式

（土地への依存、水の消費、食の安全、過剰抗生物質、動物福祉）
・クリーンミート、ラボ育ちの肉、あるいは細胞肉などとも称される
・食肉生産の大変革？と称され、異業種資本による開発投資が話題に
・生産工程を拡大して商業化するには時間を要する

食肉代替タンパク質製品

KAPEO 2019



・植物タンパク食肉は食肉全体の2％であるが、その1年間伸び率は植物冷蔵肉では37％の伸びを示している。
・植物性酪農製品の伸び著しい。植物牛乳が牛乳全体の13％になり、年間6％増えた。

一方その間、本来の牛乳は3％減少した。
・植物バーガーは10％増えたが、ビーフバーガーをやめてこれに置き換わっているわけではない。
・これらの食品は単にヴィーガンやベジタリアンだけで伸びているわけでもない。

植物性の代替たん白食品の伸び率
（アメリカ2018～1019年）

KAPEO 2019



・Growing a thriving business in agriculture 農業で繁栄ビジネスを成長させる

・How will venture capital impact the future of the food industry?
・Missouri farmer to serve 22 months for his role in the largest organic fraud 
case 全米史上最大の偽装オーガニック事件（有機穀物） in US history

・Learn about feeding poultry to meet evolving consumer demands
Get the tools you need to maintain productivity and profitability in a changing production 
landscape at Feed Strategy Conference at IPPE （国際生産加工展アトランタ）2020. 

（www.WATTGlobalMedia.com）

畜産ビジネスと将来の畜産

・ファーストフードの米国Macは１９９８年より、取り扱い牛肉は全てアニマルウェルフェア監査をパ
スしものとした。これをきっかけに、家畜の取り扱いがビジネス上で注目されるようになった。GAP
（グローバル・アニマル・パートナーシップ）が2008年スタートし、これが評価している。
（Meat+Poultry）

・最近植物ベースのタンパク質(模造肉)は、都市人口の多い先進国である米国とEUで絶賛を受
けている。牛乳も大豆やアーモンドから。

・人間の食生活のトレンドは絶えず変化し、一部は流行にすぎないので、畜産業の未来のために
努力するのと同じくらい、それらから学ぶ必要がある。

・なぜ消費者がそのようなトレンドに乗るのか、我々はその愚かさを正そうとするのではなく、その
理由を理解し、新たなトレンドを開発する流れの中で、畜産物を位置付ける方が良い。

・収入が高ければ高いほど、安全で少なくとも何らかの意味を持つ限り、新しく高価なもののエビ
デンスを試す必要性が薄れてくる。 By Ioannis Mavromichalis November 4, 2019 Meat+Poultry

KAPEO 2019

http://www.wattglobalmedia.com/


２．日本の牛肉輸出と
世界のワギュウ

和牛肉の特徴、国産和牛肉の強みと
輸出、世界各地のワギュウの現況



酪農・畜産に関する基本事項MAFF R1年-8月



酪農・畜産に関する基本事項MAFF R1年-8月



外国人の好きな外国料理ランキング

Aff（あふ）H27-6月号より

インバウンドへの注目



オールジャパン体制によるEU牛肉プロモーション

対面試食方式でシャブシャブが大人気（2015-5 英国ノーリッチ市）

日本の
地理的表示
保護制度
（H27-6月）

EUの
地理的表示
保護制度

（木村 信熙撮影）



低脂肪交雑 高脂肪交雑 低脂肪交雑牛肉の
コラーゲン構造

日本産和牛肉の
特徴
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多汁性 ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ◎ △

やわらかさ ◎ ○ △ △ △ ○ ◎

かおり ○ ○ ○ ◎ ○ △

口溶けの良さ △ ○ ◎ ○ ◎

うまみ ◎ ○ ○ ○ ○ ◎ △

影響要因
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遺伝 遺伝
飼料
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飼料

月齢
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遺伝 脂肪交雑
飼養管理
（運動）

保水性が高い＝調理ロスが少ない 遺伝とは品種・系統、月齢とは飼育期間・肥育期間

日本産和牛肉 ― おいしさのわけ

高脂肪交雑牛肉の
コラーゲン構造

（EUにおける和牛プロモーション2015木村原図）

Japan Wagyu Beef Export Promotion Committee



イギリスの銘柄牛肉と特徴

PDO：原産地呼称保護
およびPGI：地理的保護表示

ABM：イギリス保証牛肉
Assured British Beef

THE EBLEX QSM
：EBLEXの品質標準マーク

(Quality Standard Mark)

4件すべてに共通している特徴
・地元の粗飼料を基本とした野外飼育
・プライムキャトルである（老廃淘汰牛ではない）
・イギリスの格付基準（肉付き外観と脂肪付着外観のマトリックス）

で肉付き良く、脂肪が多すぎない特定範囲内のものである。
（この基準に沿ったものを枝肉の条件として示しており、特徴はない）

肉質上の特徴（4件中2件が示している）
・品種による高級肉質（アバディーンアンガスとショートホーンの交雑種を

繁殖雌とした伝統的手法）
・草成分によるヒトの健康性イメージ（草中の特定脂肪酸）

イギリスで登録されたPDO牛肉またはPGI牛肉
・Welsh Beef：PGI ・ Scottish Beef：PGI
・Orkney Beef：PDO ・West Country Beef：PGI

（上記4銘柄が現在イギリスのすべてである）

イギリスPDO、PGI牛肉の特徴

KAPEO 2017



イギリス最高のビーフステーキ

１．グラスフェッドの
２．ブラックアンガス牛を
３．熟成し
４．アップルオークの薪または炭で
５．直火焼きする

牛肉食は文化である

SIRLOIN 33￡/10oz（5,874円/283g）
（2015年ロンドンにて）（木村撮影2015）



ドイツのワギュウ放牧場
○ドイツライグラスが主体の草地でワギュウを輪環放牧。
○放牧場では雌牛11頭と雄牛１頭を放牧。子牛が９ヵ月齢になるまで母子放牧。
○夏季は放牧場で分娩し、冬季は牛舎内で分娩。分娩は無看護。

母子放牧
種雄牛（中央）も

ケムニッツ（旧カールマ
ルクスシュタットにて）

KAPEO  2019

ワギュウ雌、ETワギュウ

子牛とともに授乳牛とし
て放牧されているブラウ
ンスイス雌（右端の２頭）

ミュンヘン郊外にて

（木村撮影2018）



冬季飼育舎内の繁殖雌牛

去勢牛の育成舎

鼻環を装着しているのは
種雄牛候補（右端）

新設した繁殖育成牛舎

KAPEO  2019（木村撮影2018）



肥育仕上げ牛舎 （36ヵ月齢⇒48ヵ月齢900㎏）

通路にTMRをミキサーワゴンで給与 牛房の通路側（採食場）がスノコ床

48ヵ月齢体重900㎏出荷間近かの肥育牛 肥育牛舎のパドックとバックラバー
KAPEO 2019（木村撮影2018）



 

  

  

 

  

世界各国の高級牛肉を使用したバーガー 商標は AUS KOBE（from KOBE の意）TM 

 

メビウス農場のと畜場と食肉加工場（販売場併設）
（視察当日はアンガスの枝肉と大割肉が冷蔵されていた）

一定の規制の中で認定された農場屠場は、地域販売、地産地消に役立っている

（参考）AUSKOBE商標ハンバーガーの販売
（デュセルドルフ郊外スーパーマーケットにて木村撮影2015）

KAPEO 2019

（木村撮影2018）



全国農業新聞平成31年3月28日（金）

KAPEO  2019試算によるとドイツワギュウは「48か月齢900㎏出荷が最も儲かる」という



・持続可能性を追求した農業と畜産

・農業生産額は、EUの第3位（フランス、イタリア、ドイツ）

・農産物輸出額は世界の第3位（アメリカ、オランダ、ドイツ：肉、肉製
品、乳製品）

・原発ではなく再生可能エネルギーの拡大こそが「エネルギー安全保
障の向上につながる」

・「エネルギー転換は同時に矛盾なく合理的に進めなければならない。
短距離走ではなくマラソンだ」

・2050年までに電力の8割を再生可能エネルギーで賄う目標

・農家の約4割が再々可能用の穀物を生産している。

ドイツという国

KAPEO  2019

（木村原表）



①肉牛経営上の規制 （州によって規制は異なる）

・土地の広さが肉牛の飼育頭数を限定する。
全飼料の50%が自作であること
糞尿の全量土地還元の義務（土地に入れる上限がある）
オーバー分は指定されたバイオガスプラント（発電所）に搬入（自家処理または

委託処理）
発酵促進のために穀物を糞尿に投入する、
その副産物を引き取って土地に還元することになる

・また当然、オーガニックビーフの飼育には別途、飼料を中心に各種の条件がある。
・と畜場への輸送距離に制限はない。

但し２時間以上の輸送の時は途中で休息、エサと給水の義務がある。
８時間以上の輸送はできない。

②肉牛飼養管理上の制限 （州によって規制は異なる）

・１頭飼いの禁止や繋留飼養の禁止、去勢の禁止、鼻環の禁止はない。
・１歳以上の精液を採取する雄牛lには、鼻環を付けることが義務付け。
・閉鎖空間での飼養も禁止ではない。但し自然日光が射すことが義務付け。
・一頭当たりの飼育面積の規制がある。

③地産地消の背景
・農場屠場の許可
・日常的な地域住民との交流

ドイツの肉牛産業

KAPEO  2019

（木村原表）



第３部 抗菌薬の使用動向と
規制、代替手法

（１）世界的な抗菌薬の動向と、規制の方法



発展途上国の畜産衛生

１．不衛生な飼養管理
２．安易な投薬
３．休薬期間を守らない出荷
４．斃死獣の不法処理

例：アフリカの畜産の実態。農民のリテラシー。

（牛田一成2017「飼育動物と野生動物の薬剤耐性菌と有用菌分離」
第7回家畜感染症学会シンポジウム講演平成29年6月3日）

KAPEO 2017

先進国と発展途上国との格差

抗生物質の使用量と耐性菌の発生率は比例する。
途上国の畜産衛生状況は、世界的な薬剤耐性菌汚染の原因にも。



畜産における抗菌薬の効果と問題点

１. 効果
①有害菌の抑制(予防）、消滅(治療）
②潜在感染の予防
③飼料への添加により、発育促進と

飼料効率の改善（AGP）

２. 問題点
①畜産物への残留(人の健康、おいしさ？）
②薬剤耐性の増加と人体への伝達
③有用菌の排除、抑制
④耐性病原菌の定着、増殖

KAPEO 2017



１．畜産由来の薬剤耐性菌の出現
最も多いのがテトラサイクリン（TC）耐性

豚由来腸球菌の73%がTC耐性
ブロイラー63%、レイヤー37%、牛20%
大腸菌のTC耐性、豚55%、ブロイラー46%、
レイヤー22%、牛19%

2001年以降は低下の傾向
先進国で低下、途上国で増大の動き

２．野生動物の薬剤耐性菌汚染
３．地球規模での薬剤耐性菌の蔓延

①地上での水系伝播
②渡り鳥、ヒト、モノ
③上昇気流、グローバル大気循環、降雨

北半球、南半球の氷河表層雪やヒマラヤの表層雪の中からも
薬剤耐性遺伝子が検出される。

牛田一成2017飼育動物と「野生動物の薬剤耐性菌と有用金分離」
第7回家畜感染症学会シンポジウム「生産性を高める飼養管理」

（平成29年6月3日国立科学博物館）

畜産における耐性菌の拡散

KAPEO 2017

薬が効かない耐性菌による世界の死者数は今後30数年で14倍の1000万人に増えるとの予
測がある。これは現在のがんによる死者数（820万人）を上回る規模だ。
THE REVIEW ON ANTIMICROBIAL RESISTANCE（英国政府による委託調査）の推計。



http://kusuri-jouhou.com/microbe/mechanism.html

薬剤耐性菌の問題と発生しやすい環境

世界保健機関（ＷＨＯ）は２月、国際社会が優先して研究開発に取り組むべき薬剤
耐性菌のリストを公表した。12種類について抗菌剤（抗生物質）が効かなくなりつ

つあり、治療の選択肢が急速に狭まっていると警鐘を鳴らした。英国の研究チー
ムが2015年に発表した多剤耐性菌の報告書では、50年までに多剤耐性菌による
死者数は年間1000万人と、現在のがんによる年間死者数を上回ると推定した。

KAPEO 2017



・世界の多くの地域において、抗菌薬によりヒトの寿命はおよそ２０年も延長され
てきた。

・抗菌薬の有効性を保つことは重要である。ヒトの疾病治療にとって重要であり、
また、畜産における動物福祉や生産性にとっても重要である。

・有効な抗菌薬が無くなったとしたら、多くの比較的無害な感染症が再び生命を
脅かすようになり、一般的な医療処置も危険なものになりうる。

・薬剤耐性菌は動物で発生してヒトへと伝播することもあれば、その逆方向も起
こりうる。

・薬剤耐性は、感染症を効果的に治療できないことにつながるため、毎年７０万
人～数百万人が亡くなっていると考えられる。

・今のままでは、英国政府の2015年の総説によれば、2050年までに薬剤耐性菌
により毎年1000万人が亡くなるようになる。これはガンによる死亡者数を上回る。

・抗菌薬は人類の共有資源とみなされている。その新規開発は非常に困難（時
間と経費）であり、現在保有の抗菌薬は人類優先で、可能な限り長い間、有効で
あり続けるようにしなければならない。

・このように抗菌薬の適正な使用は人類の未来に係る世界的課題である。

抗菌薬の使用と考え方

（Dr Allen Bryce 2019などを参考に作成）
（KAPEO 2019）



デコキネート

わが国で飼料添加が認められている
合成抗菌剤と抗生物質

食品安全委員会のリスク評価で，低度，中度，高度のリスクがありとされた場合には，原則指定取り消し
となる。デコキネート、バージニアマイシン及び硫酸コリスチンは，2018（平成30）年4月1日をもって，飼料
工場における配合飼料への添加が中止された（禁止）。
テトラサイクリン系の評価終了（2018年）、「低度リスク」との評価⇒飼料添加禁止へ。

KAPEO 2018

（6種⇒5種）

（17種⇒15種）



畜産飼料に抗生物質を低濃度で添加することにより、成長促進効果が
得られる。そのため、抗菌性成長促進剤（AGP）として飼料添加剤と
して許可されているものがある。日本では「飼料中の栄養成分の有効
利用により、家畜の健全な発育を促す」ことを目的として許可されている。

肉牛飼料では、サリノマイシン、モネンシン、ラサロシド＊１など＊２がこれに
該当する 。

抗菌性成長促進剤の効果＊３

１）動物種によって腸内細菌叢は違うがAGPは畜種によらず効果を発揮
する。

２）抗生物質には抗菌スペクトルの違いがあるが、それらにかかわりな
くAGPは同様の効果を発揮する。

３）薬剤治療に用いる抗生物質の中にはAGPの効果を発揮しないものも
ある。

４）低容量での長期的な使用は耐性菌を発生させやすいはずである。

抗菌性成長促進剤（AGP＊）の効果と周辺
（＊Antimicrobial Growth Promoters）

＊１：サリノ（15ppm）は幼齢期・肥育期のみ、モネンシン（30ppm）は哺乳期・幼齢期・
肥育期、ラサロ（33ppm）は肥育期のみ。

＊２：その他、OTC（オキシテトラサイクリン）・CTC（クロルテトラサイクリン）哺乳期・幼
齢期、硫酸コリスチンが哺乳期用に許可されている。

＊３： T. A. Niewold; 2007 Poultry Science 86:605-609より作成 KAPEO 2017



最小の無毒性量（NOAEL）：0.3 mg/kg 体重/日
（ウサギを用いた発生毒性試験に基づく）

毒性学的一日摂取許容量（ADI）：0.003 mg/kg 体重/日

（最小の無毒性量に安全係数100をかける）
安全係数100（種差10 及び個体差10）

微生物学的影響については、モネンシン残留物がヒトの腸内細菌叢に影響を
及ぼし、腸管の定着障壁を崩壊させる可能性は低いと考えられ、モネンシン残
留物に対して微生物学的一日摂取許容量を設定する必要はないと考えた。

以上から、
モネンシンの一日摂取許容量を0.003 mg/kg 体重/日と設定した。

これはリスクの区分としては「無視できる程度」。したがって、使用は現状通り許可とし、
「これまでどおり使用法の遵守やモニタリングを継続」とする。

（2013年（H25)2月内閣府食品安全委員会）

モネンシンの毒性に対する
内閣府食品安全委員会の見解

KAPEO 2019

（木村試算）毒性学的一日摂取許容量（ADI）：0.003 mg/kg 体重/日を体重60㎏の人に適用した1日上限摂取量
【牛肉：18㎏、牛脂肪：1.8㎏、牛肝臓：1.8㎏、牛乳：90㎏】これは日常食生活上あり得ないので、無視できる。



人におけるフルオロキノロンの消費量と尿中大腸菌の耐性株割合
（デンマーク）

・人の単純性尿路感染症の初期治療用消費量と、初期治療における人の尿中
大腸菌の耐性株割合の記録を集計したもの。

・00年に「シプロフロキサシン」が市場公開されジェネリックが出始め、価格が大
幅に低下した。

（抗菌薬の消費量と耐性出現の関係の事例）

（DANMAP 2015 - Use of antimicrobial agents and occurrence of antimicrobial 
resistance in bacteria from food animals, food and humans in Denmark 2015,13-14より） KAPEO 2017



抗菌薬の使用量の減少と、薬剤耐性菌の率の減少傾向には相関がある

フランスの家禽におけるテトラサイクリン系・
ペニシリン系薬剤の使用量と耐性菌

ブロイラーにおける抗菌薬の使用量 大腸菌の耐性菌率 (%)

Dr. Nataliya Roth（2019）

（KAPEO 2019）



ＥＵの国別抗生物質使用量の比較

2012年バイオマス当たりの消費量（㎎/㎏） （DANMAP2015より木村作成）

●キプロス

●ドイツ

●イタリア

●スペイン

●デンマーク

●フィンランド

●アイスランド
●ハンガリー

●アイルランド

●ルクセンブルグ

●ラトビア
●リトアニア

●ノルウェー

●スロバキア
●スロべニア

●スウェーデン

畜産用の使用が、
医療用の２倍
以上の国

畜産用の使用が、
医療用の２分の１
以下の国

KAPEO 2017



12種の抗菌薬に対する
ＥＵ各国のブロイラー大腸菌の耐性菌出現率

Source: Roth et al, 2019
（KAPEO 2019）



抗生物質名 対象家畜
フラボフォスフォリポール
Flavophospholipol

ウサギ、採卵鶏、七面鳥、ブロイラー、子豚、
豚、子牛、肥育牛

モネンシンナトリウム
Monensin sodium 肥育牛

サリノマイシンナトリウム
Salinomycin Sodium 子豚、肥育豚

アビラマイシン
Avilamycin 子豚、肥育豚、ブロイラー、七面鳥

２００２年ＥＵ委、成長促進用抗生物質の
飼料添加禁止を提案

ＥＵ委員会は 2002（平成14）年３月25日、抗生物質の成長促進用飼料添加物とし
ての使用禁止などを提案した。現在、成長促進用飼料添加物として認められてい
る４種類の抗生物質（下表）の使用を、2006年１月までに段階的に取りやめる。

この措置は、抗生物質へ耐性を持つ微生物・寄生虫の増加問題対策の
一環として位置付けられている。今回の禁止をもって、医薬目的以外で
の抗生物質の使用を段階的に廃止する最後の措置となる。

ALIC/WEEKLY 週報「海外駐在員情報」 平成14（2002）年4月2日号（通巻525号）、
および総務省食品安産委員会資料管理IDsyu01230080305より

KAPEO 2017



年代 抗生物質使用制限に関する事項
1969 スワンレポートが英国議会に提出され、家畜への成長促進目的の抗生物質の使用制限を

勧告
1972-
1974

ヨーロッパ諸国によるテトラサイクリン、ペニシリン、ストレプトマイシンの成長促進目的の飼
料添加の制限

1986 スウェーデンは家畜への成長促進目的の抗生物質添加を禁止
1988 スウェーデンはすべての予防的抗生物質の使用を禁止
1994 デンマークは治療用抗生物質の獣医からの直接販売を制限し、抗生物質処方からの獣医

の利潤を禁止
1995 デンマークではアボパルシンのすべての使用を禁止
1996 ドイツでアボパルシンの使用を禁止
1997 EU 域内でのアボパルシン使用の禁止 オランダでのオラキンドックスとカルバドックスの使

用禁止
1998 デンマークでのバージニアマイシンの使用禁止 フィンランドでのスピラマイシンの使用禁止
1999 EU はオラキンドックスとカルバドックスの使用禁止 スウェーデン、デンマークはすべての

成長促進目的の抗生物質の禁止
2005 アメリカFDA はエンロフロキサシンの家禽への使用を禁止
2006 EU はすべての成長促進目的の抗生物質使用の禁止
2010 デンマークは牛、豚の抗生物質使用量に対するイエローカード制を導入
2015 WHOは薬剤耐性に関する国際行動計画（グローバルアクションプラン）を採択
2016 デンマークは新方式の豚に対するイエローカード制を導入
2016 日本は薬剤耐性（AMR)対策アクションプランを策定
2017 アメリカは人体向け抗生物質を、成長の促進や感染予防の目的で使うことを禁止
2018 日本はバージニアマイシン及び硫酸コリスチンの配合飼料添加を禁止

家畜への成長促進目的の抗生物質使用の制限に関する世界の対応

［伊原航平ら東北畜産学会報 65（3）：41 ～ 53. 2016の表1に追記］ KAPEO 2018



デンマークにおける飼料添加成長促進抗生物質の
禁止とその後の推移

イエローカード制： （１頭あたり消費量の）基準量を2倍を超をえる期間が9ヵ月間以上続いた農場に対し、獣医当局は使
用量を削減することを動物の所有者に強制指導し、その時点で食肉残留などを検査する。3カ月ごとの立ち入り検査を実
施し、最終的には飼養継続の禁止命令を発することができる。検査などの経費はすべて農場負担。

獣医師の抗生物質販売収益禁止

成長促進目的の
抗生物質の禁止

イエローカード制
の導入

新イエローカード制
の導入

（DANMAP2011、2015および2016より木村作成）

■医療用抗生物質の推定値 ■獣医用抗生物質の推定値 ■成長促進抗生物質 ■豚の生産頭数

抗
生
物
質(

ト
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豚
の
生
産
頭
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百
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KAPEO 2018

（EUの禁止）



2017年11月13日～19日 世界抗生物質認識週間
耐性の認識を高め、生産横断的に最良の手法を推進しよう FAO ・ Oie ・ WHO

KAPEO 2017

❶食料生産動物や伴侶動物などへの抗生物質投与は、獣
医の管理の下で疾病の予防と治療に限定することを確認し
よう。

➋抗生物質の使用を減らすために、動物にはワクチンを用
いよう、植物には抗生物質の代替物を使おう。

➌動植物由来の食品の生産と加工の全工程で、GP：グッド
プラクティスを適用、促進しよう。

➍高度な衛生管理とストレスのない家畜飼養で、持続可能
生産システムを採用しよう。

➎責任ある抗生物質の使用のため、OIE,FAOおよびWHOで
設定された国際基準を採用しよう。

耐性に関して農業分野のできること

伴侶動物は日常的に人と濃密に接しているので、さらに進んだ取り組みが必要か



抗菌薬の適正使用法

１． 抗菌薬の不要な投与を減らす
• できるだけ少ない数の動物に投与する

• 成長促進目的での使用をやめる

• 健康な動物に対する予防的投与を減らす

• 正確な診断を治療の前に行うとともに、治療が効果的でな
かった場合には見直す

２． 抗菌薬の使用を見直す
• 抗菌薬の最適な選択

• ヒトの健康にとって重要な薬剤の畜産使用を避ける

• 製造品質、投与量、投与方法、投与期間の最適化

• 抗菌薬の不適切使用を避けられるよう規制する

３．抗菌薬の代替となる手段の使用

• ワクチン（抗原）の接種および開発による感染の抑制・予防

• 飼養管理の改善 – バイオセキュリティ、衛生、環境、栄養、
薬剤を使用しない治療処置

（Dr Allen Bryce 2019より作成）
（KAPEO 2019）



SDGs(持続可能な開発目標)の中で、
抗菌薬の使用低減が関わる１２分野

例えば、抗菌薬による治療が効果を失わないようにすることは、安価な医療の提供を継続できるようにする、
という意味で1.の「貧困をなくそう」と関連している。

Dr. Nataliya Rothの講演（2019）を参考に作成

（KAPEO 2019）



第３部 抗菌薬の使用動向と
規制、代替手法

（２）代替手法と研究体制など



Dana Stanley 

*AGP: 抗菌性の成長促進剤 / 成長促進目的で使用される抗菌性飼料添加物

DR. Dana Stanley の講演 (2019)より
KAPEO 2019



ファージセラピー（自然又は工学処理したバクテリアを殺すウィルス：研究・開発段階）

ライシン(細胞溶解素)

抗体（特定菌やその生産物に結合：研究・開発段階）

プロバイオティクス（有害菌の
腸管コロニー形成を阻害）

O’Neill J (Chair), 2015. Review on antimicrobial resistance. 
UK Government review. 

免疫活性化（保有する自然免疫系の増強）

ペプチド類(非哺乳動物由来の防御物質)

感染症に対する代替品

（Dr Allen Bryce 2019より作成）
（KAPEO 2019）



抗菌性飼料添加物（AGP）無使用時の飼料と飼養管理

１．プロバイオティクス（生菌剤）
２．プレバイオティクス（オリゴ糖など）
３．シンバイオティクス（生菌剤＋オリゴ糖など）
４．有機酸（ギ酸、プロピオン酸、酪酸、中鎖脂肪酸、クエン酸、フマール酸など）
５．消化促進物（消化酵素、消化阻害物の分解酵素）

リパーゼ、ペプシン、キシラナーゼ、グルカナーゼ、フィターゼなど
６．植物性機能素材：ファイトジェニックス（免疫増強、抗炎症、抗酸化）（漢方類、

ハーブ類、エッセンシャルオイル、カシューナッツ殻油、(酵母類)など）

７．重金属（静菌作用）：銅、亜鉛など
これらは、「抗生物質の代替品」の概念ではない

８．有毒物、阻害物の吸着分解剤（カビ毒吸着剤、分解酵素剤、分解菌など）
９．利用性の良い飼料（原料の選定と組み合わせ、飼料の加工処理など）
10.飼料中タンパク質、ビタミン、ミネラルの強化
11.ワクチネーション
12.飼料利用性の高い飼養管理（給与量、給与頻度、飲水管理、群編成など）
13.清潔な飼育環境 …アニマルウェルフェア

ノルウェーはこの２０年間で家畜に対する抗生物質の使用量を９９%削減した。そのうち５８%はこの５年間であ
り、その主な内容は清潔な飼養管理とワクチネーションにより「家畜を病気にしないこと」である。
酵母などは失活製品（免疫付与り）もある。
抗生物質添加飼料では、1～６の作用が明確に出ないことがある。

（木村 信熙原表）

KAPEO 2017



KAPEO 2017

ファイトジェニックス（植物性機能素材）とは

Phytogenic feed additives：PFA（植物性飼料添加物）

（１）PFAは植物由来の飼料添加物であり、抽出物、エッセンシャルオイル、ハーブ、
スパイスなどが含まれる。ボタニカルズ（botanicals）と称されることもある

（２）飼料へ抗生物質無添加でも、家畜の飼育成績を維持できる試験結果が多く得
られている
（３）単一のPFAで、抗生物質の作用すべてに置き換わるものはない

いくつかの組み合わせで、総合効果として免疫や栄養の増強がみられる
畜産での目的は多様であり、それぞれの目的に応じたPFAを選んで組み合わせ
ることが重要である

（４）次のような個々の作用が認められている
①抗菌作用
②抗酸化作用
③消化管の抗炎症作用（消化管機能の向上）
④栄養成分の消化性向上（栄養素の利用性向上、糞量の低減）
⑤飼料の嗜好性向上（飼料摂取量の増加）
⑥健康の維持（薬剤使用量の低減）
⑦成長の促進
⑧糞臭の低減、牛のメタン産生抑制（地球環境）
⑨飼料要求率の低減（飼料摂取量/増体量：1㎏増体に必要な飼料の量）

（木村 信熙原表）



見えない部分
「我々がモノ
を見るべき

あり方」

見える部分
「我々の
モノの

見えかた」

Digestion and 
absorption capacity

Gastrointestinal 
microbiota

Gut-brain axis
Gut mucosal immune 
system

Gut barrier integrity

Performance
(BWG, RFI, FCR,  egg /milk yield, meat quality)

Susceptibilityto diseases 
and/or Resistanceto 
treatments

Clinical signs 
(macroscopic lesions)

o 網羅的な総説 – Yang ら、2015年

Phytogenic compounds as alternatives to 
in-feed antibiotics: potentials and 
challenges in application. Pathogens, 
4:137-156

微生物叢 Microbiota:
抗菌活性、VFA/アンモニア軽減、耐性菌を生み出
さない

消化 Digestion:
酵素活性の増進、消化性の向上

腸-脳 相互作用 Gut-brain:
飼料の嗜好性向上、摂取量増加(感覚器官の作用
による)

免疫 Immunity: 
抗炎症作用、酸化ストレス防御、粘液分泌

飼養成績

臨床的サイン
疾病感受性や

薬剤耐性

消化吸収能力

腸-脳関係

腸管防御機構

腸管粘膜
免疫系

腸内微生物叢

ファイトジェニックス(植物性機能素材)
Phytogenic Feed Additive

ファイトジェニックスの特徴と作用

Dr.Bertrand Grenier の講演（2019）スライドより作成

o 見えると見えない/ 全体と部分

KAPEO 2019



宮崎ハーブ牛の開発

◎専用飼料

専用飼料は、数年来の基礎研究をもとに約2年の歳月をかけて
開発されたもので、ジンジャー、シナモン、オレガノ、ガーリック
の４種の天然ハーブとビタミンＥを強化したものです。これらの
ハーブには抗菌、消毒、殺菌、細胞膜の強化などの効果があり
ます。 （平成14年2001のプレス発表） KAPEO 2017



ハーブ給与牛の血液中に検出されたチモールとその代謝物

（Jin-suk Jeong, N Kimura ら家畜衛生学会誌３７（２）51-59：2011）

KAPEO 2017

ハーブ（タイム）を給与した牛の血液からは、チモールの代謝産物であるチモールグルコシドが同定された。



培養時間  飼料中のチモールグルコシド濃度（mg/㎏） 
(hr) 0 20 40 80 
     

総揮発性脂肪酸濃度 
         2 9.1 9.7 9.0 9.5 
         4 9.5 10.3 10.1 10.3 
         6 10.5 11.0 11.5* 11.0 

モル比率 (%) 
酢酸 

         2 47.7 46.5 46.7 45.4 
         4 46.5 45.4 45.1 44.2 
         6 46.6 46.1 45.2 44.8 

プロピオン酸 
          2 24.8 27.1 26.1 26.8 
          4 26.4 27.4 26.8 28.3 
         6 27.7 27.0 29.1 28.6 

メタン (mmol CH4/mol VFA) 
              2 230.1 222.0 221.3 217.9 
           4 220.7 216.6 217.3 211.2 
           6 219.6 215.8 207.7 209.0 
     

 

飼料へのチモールグルコシドの添加が
人工第１胃発酵に及ぼす影響

飼料へのチモールグルコシド（ハーブ成分であるチモールの生体内代謝産物）の添加は、
第１胃内プロピオン酸比率を高め、またメタン産生量を減少させる。
これはモネンシンの効果に類似する。

（Jin-suk Jeong, N Kimura ら家畜衛生学会誌３７（２）51-59：2011）
KAPEO 2017
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ハーブ成分であるチモールの生体内代謝産物（チモールグルコシド）を子牛に投与すると白血球数が増加した。
これは免疫刺激の可能性が示唆される。

（Jin-suk Jeong, N Kimura ら家畜衛生学会誌３７（２）51-59：2011）

飼料へのチモールグルコシドの添加が牛白血球数に及ぼす影響

KAPEO 2017



Dana Stanley 
DR.Dana Stanley の講演 (2019)より

KAPEO 2019
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肉豚に対する乳酸菌死菌体製剤の給与

KAPEO 2017

http://www.pigprogress.net/Nutrition/Articles/2017/11/Growth-promotion-with-lactic-acid-bacteria-207952E/ より作成

原著：設楽修・忽那圭子(2009）日豚会誌46(3)144



乳酸菌区 無薬区 有薬区

平
均
体
重
（
㎏
）

飼育期間（週）

原著：設楽修・忽那圭子(2009）日豚会誌46(3)144

肉豚に対する乳酸菌死菌体製剤の給与

KAPEO 2017

http://www.pigprogress.net/Nutrition/Articles/2017/11/Growth-promotion-with-lactic-acid-bacteria-207952E/ より作成



Abstract
The aim of this study was to evaluate butyrate supplementation of antibiotic-free milk replacer and starter 
on growth performance in male Holstein calves. Twenty-nine calves were divided into two groups. Group C 
(n = 13) was fed antibiotic-free milk replacer without supplementation, and Group B (n = 16) was fed 
antibiotic-free milk replacer supplemented with butyrate (1.6 % DM of Gustor BP70®). Starter in Group B 
contained 0.3 % DM of Gustor BP70®. The intake of milk replacer was lower in group B than in C (p = 0.07 
for the treatment x week interaction). Body weight (BW) and heart girth (HG) in group B was higher than in 
C during the experimental period (p = 0.07 and 0.01 for the treatment × week interaction, respectively). 
The duration of the weaning period in group B was shorter than in group C (p = 0.02). β‐hydroxybutyrate
(BHBA) was higher in group B than in C (p = 0.04). Insulin like growth factor-1 (IGF-1) concentrations tended 
to be higher in group B than in C (p = 0.07 for treatment × week interaction). Our results show that 
butyrate supplementation in antibiotic-free milk replacer and starter exerted positive effects on growth 
performance in suckling calves.

ORIGINAL ARTICLE 

Effects of butyrate supplementation in antibiotic-free milk replacer and starter 
on growth performance in suckling calves
Sanggun Roh，Nobuhiro Kimura，Kazushi Sakamoto，Koki Nishihara，Keiichi Suzuki，Kazuo Katoh
First published: 16 August 2018 https://doi.org/10.1111/asj.13096

哺育子牛において酪酸を給与すると、（事前試験で抗生物質添加の代用乳、スターター給与では効果が見られ
なかったが）抗生物質無添加の代用乳、スターター給与の場合では、発育成績にプラスの効果が見られた。

機能性素材の効果確認試験では、既存の抗生物質添加飼料への適用では効果が表れにくいことに留意を。

KAPEO 2019

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Roh,+Sanggun
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Kimura,+Nobuhiro
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Sakamoto,+Kazushi
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Nishihara,+Koki
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Suzuki,+Keiichi
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Katoh,+Kazuo
https://doi.org/10.1111/asj.13096
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試験１ 抗生物質添加代用乳への添加
第１胃粘膜発達の指標である
血中β‐ヒドロキシ酪酸濃度は上昇した。

抗生物質添加代用乳への添加では発育に
差がなかったのに対し、抗生物質無添加代用乳
への添加では発育が上昇した。

子牛代用乳（ミルク）に対する酪酸ナトリウム添加の効果

1日増体量（㎏/day)

試験１ 抗生物質添加代用乳への添加

試験２ 抗生物質無添加代用乳への添加

（木村信熙・中野衛・加藤和雄ら2013日本畜産学会第116回大会） KAPEO 2017
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		表２　1日スターター摂取量の推移　　（平均値±標準偏差：ｇ/日）																				表３　1日あたり代用乳摂取量（平均値±標準偏；ｇ/日）																				表４　1日あたり全飼料（代用乳+スターター）摂取量（平均値；ｇ/日）

		区		第１週		第２週		第３週		第４週		第５週		第６週		全期間						区		第１週		第２週		第３週		第４週		第５週		第６週		全期間						区		第１週		第２週		第３週		第４週		第５週		第６週		全期間

		対照区		134		367		860		1271		1937		2634		1201						対照区		500		491		344		214		36		0		264						対照区		634		858		1204		1485		1973		2634		1465

				67		151		424		525		561		676		319						試験区		500		500		424		259		36		0		287						試験区		577		763		1018		1315		1642		2199		1253

		試験区		77		263		594		1056		1606		2199		966						P値		－		†0.080		*0.030		*0.030		0.822		－		*0.049

				39		66		141		316		279		540		173						（差の検定）

		Ｐ値		†0.094		0.108		†0.068		0.392		0.26		0.238		0.166

		（差の検定）

		表５　体重の推移　（平均値±標準偏；kg）																				表６　体高の推移（平均値±標準偏；ｃｍ）																				表７　胸囲の推移（平均値±標準偏；ｃｍ）

		区		開始時		1週間後		2週間後		3週間後		4週間後		5週間後		6週間後		9週間後				区		開始時		1週間後		2週間後		3週間後		4週間後		5週間後		6週間後		9週間後				区		開始時		1週間後		2週間後		3週間後		4週間後		5週間後		6週間後		9週間後

		対照区		45.4		47.1		51.2		56.3		64.6		67.8		76.6		103.1				対照区		78.6		79		79.6		81.8		81.8		84		86.1		92.9				対照区		80.6		82.6		84.9		86.9		90		92.8		96.1		107

				3.3		2.7		2.8		3.6		4.9		5.7		6.7		9.8						2.8		1.7		1.7		1.3		1.4		1.9		1.7		2.1						1.7		2.1		2.1		2.4		2.4		2.7		3.3		3.4

		試験区		50.1		50.2		53.4		57.7		64.3		68.1		77.3		104.6				試験区		79.5		80.5		81.3		83.9		84.2		84.1		85.4		92.7				試験区		82		83.3		83.9		87.4		89.8		92.1		95		107.3

				5.6		4.3		4.1		4		6.3		5.3		7		10.5						3.5		3.2		3.3		2.4		2.8		3.2		3.5		1.8						3.3		3.2		2.3		2.3		2.4		3.1		2.7		4.2

		Ｐ値		0.181		0.246		0.4		0.595		0.919		0.931		0.89		0.813				Ｐ値		0.695		0.318		0.301		†0.092		0.116		0.964		0.671		0.905				Ｐ値		0.463		0.736		0.456		0.732		0.871		0.708		0.584		0.922

		（区間差の検定）																				（区間差の検定）																				（区間差の検定）

		表８　腹囲の推移（平均値±標準偏；㎝）																				表９　肥育度指数の推移（平均値±標準偏；体重kg/体高m）																				表10　第１胃発達指数の推移（平均値±標準偏；腹囲㎝/胸囲㎝）

		区		開始時		1週間後		2週間後		3週間後		4週間後		5週間後		6週間後		9週間後				区		開始時		1週間後		2週間後		3週間後		4週間後		5週間後		6週間後		9週間後				区		開始時		1週間後		2週間後		3週間後		4週間後		5週間後		6週間後		9週間後

		対照区		78.7		81.8		85.5		90		94.9		103		110.5		124.9				対照区		57.8		59.6		64.3		68.8		79		80.7		89		110.8				対照区		0.98		0.99		1.01		1.04		1.05		1.11		1.15		1.17

				4.1		2.3		3.5		4.7		6.5		8.1		7		6.8						3.1		2.6		2.6		3.7		5.4		6.2		7.4		8.4						0.05		0.02		0.04		0.03		0.05		0.06		0.06		0.04

		試験区		80.8		82.8		85.3		88.6		96.6		106		110.6		128.3				試験区		62.8		62.3		65.6		68.7		76.2		81		90.3		112.7				試験区		0.98		0.99		1.02		1.01		1.08		1.15		1.17		1.2

				5.2		4.9		3.2		3.2		4.2		5.1		4.6		5.6						5		3.5		2.9		3		5.8		5.2		5.5		9.9						0.03		0.04		0.04		0.02		0.03		0.04		0.05		0.04

		Ｐ値		0.404		0.611		0.898		0.514		0.598		0.426		0.968		0.304				Ｐ値		0.106		0.257		0.535		0.974		0.459		0.936		0.754		0.75				Ｐ値		0.664		0.781		0.675		0.17		0.393		0.185		0.621		†0.099

		（区間差の検定）																				（区間差の検定）																				（区間差の検定）

		表11　週別1日体重増加量（平均値±標準偏差;kg/日）																				表12　週別スターター要求率（スターター摂取量kg/体重増加量kg）

		区		第１週		第２週		第３週		第４週		第５週		第６週		全期間						区		第１週		第２週		第３週		第４週		第５週		第６週		全期間

		対照区		0.24		0.58		0.73		1.2		0.46		1.26		0.74						対照区		0.56		0.63		1.19		1.06		4.25		2.09		1.61

				0.15		0.15		0.26		0.47		0.22		0.18		0.19						試験区		4.32		0.58		1.36		1.13		2.9		1.69		1.49

		試験区		0.02		0.46		0.44		0.94		0.55		1.3		0.65

				0.22		0.11		0.15		0.57		0.32		0.31		0.13

		Ｐ値		†0.051		†0.096		*0.026		0.373		0.52		0.748		0.29
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		Ａ－７		200		126		74		560		300		234		66		560		150		117		33		560		100		22		78		560		100		0		100		560		200		39		161		560		200		73		127		560		200		61		139		560		250		9		241		560		250		28		222		560		250		90		160		560		250		26		224		560		250		0		250		560		500		34		466		560		500		49		451		560		600		244		356		560		450		2		448		560		600		41		559		560		750		65		685		560		700		49		651		560		800		104		696		280		850		9		841		280		1000		0		1000		280		1200		118		1082		280		1200		73		1127		280		1300		72		1228		280		1400		491		909		280		1100		13		1087		280		1200		19		1181		280		1300		288		1012		280		1300		5		1295		0		1500		62		1438		0		1700		437		1263		0		2000		525		1475		0		2000		496		1504		0		2000		751		1249		0		1600		56		1544		0		1700		175		1525		0		1700		7		1693		0		1900		123		1777		0		2000		181		1819		0		2100		191		1909		0

		Ａ－８		200		198		2		560		300		261		39		560		100		113		-13		560		100		115		-15		560		100		104		-4		560		100		96		4		560		100		109		-9		560		100		117		-17		560		150		125		25		560		150		99		51		560		250		30		220		560		350		27		323		560		350		0		350		560		700		240		460		560		550		77		473		560		600		76		524		560		700		14		686		560		800		267		533		560		700		90		610		560		650		5		645		560		1200		85		1115		280		1300		227		1073		280		1300		62		1238		280		1350		191		1159		280		1300		113		1187		280		1250		78		1172		280		1300		0		1300		280		1500		0		1500		280		3200		758		2442		280		2600		800		1800		280		2000		0		2000		0		2300		114		2186		0		2400		72		2328		0		2300		8		2292		0		2500		195		2305		0		2500		209		2291		0		2500		33		2467		0		2600		0		2600		0		2800		11		2789		0		3000		0		3000		0		3300		507		2793		0		3000		71		2929		0

		Ａ－９		200		122		78		560		400		310		90		560		250		267		-17		560		100		110		-10		560		100		105		-5		560		100		111		-11		560		100		110		-10		560		100		89		11		560		150		153		-3		560		200		105		95		560		250		75		175		560		300		49		251		560		400		0		400		560		450		141		309		560		450		46		404		560		550		225		325		560		400		8		392		560		550		11		539		560		650		251		399		560		550		1		549		560		700		0		700		280		900		0		900		280		1200		1		1199		280		1350		0		1350		280		1500		225		1275		280		1400		375		1025		280		1100		30		1070		280		1200		43		1157		280		1350		206		1144		280		2300		1089		1211		280		1400		1		1399		0		1600		139		1461		0		1600		483		1117		0		1500		117		1383		0		1600		306		1294		0		1500		372		1128		0		1600		5		1595		0		1700		0		1700		0		1900		6		1894		0		2100		1495		605		0		1500		0		1500		0		3300		698		2602		0

		Ａ－１１		200		171		29		560		300		284		16		560		200		196		4		560		200		134		66		560		100		113		-13		560		100		107		-7		560		100		112		-12		560		100		120		-20		560		150		175		-25		560		200		204		-4		560		250		138		112		560		250		69		181		560		200		44		156		560		300		10		290		560		300		31		269		560		500		266		234		560		400		63		337		560		500		134		366		560		500		127		373		560		500		120		380		560		600		93		507		560		700		189		511		560		700		226		474		560		550		1		549		560		700		6		694		280		850		124		726		280		800		91		709		280		850		72		778		280		900		106		794		280		900		157		743		280		1300		383		917		0		1300		482		818		0		1200		445		755		0		800		0		800		0		1500		593		907		0		1100		188		912		0		1200		338		862		0		1200		93		1107		0		1300		114		1186		0		1400		413		987		0		1300		433		867		0		1300		0		1300		0

		Ａ－１２		200		183		17		560		200		110		90		560		250		85		165		560		200		187		13		560		200		125		75		560		100		27		73		560		100		28		72		560		200		15		185		560		400		80		320		560		350		72		278		560		350		10		340		560		350		0		350		560		650		0		650		560		700		76		624		560		700		171		529		560		700		74		626		560		800		2		798		560		1000		0		1000		560		2050		562		1488		280		1200		20		1180		0		1450		392		1058		0		1200		54		1146		0		1400		262		1138		0		1250		55		1195		0		1400		101		1299		0		1400		193		1207		0		1300		21		1279		0		1500		187		1313		0		1500		38		1462		0		1600		81		1519		0		1700		70		1630		0		1900		380		1520		0		1800		128		1672		0		1700		2		1698		0		1900		46		1854		0		2100		135		1965		0		2200		106		2094		0		2200		344		1856		0		2100		0		2100		0		2400		18		2382		0		2500		363		2137		0		2400		45		2355		0

		Ａ－１３		200		130		70		560		300		240		60		560		100		50		50		560		100		10		90		560		200		59		141		560		200		47		153		560		200		198		2		560		100		66		34		560		200		165		35		560		100		59		41		560		200		84		116		560		250		121		129		560		200		76		124		560		250		78		172		560		400		221		179		560		300		97		203		560		350		124		226		560		450		141		309		560		450		141		309		560		450		166		284		560		500		333		167		560		500		305		195		560		450		182		268		560		400		56		344		560		550		196		354		560		500		153		347		560		600		221		379		560		600		123		477		560		700		301		399		560		800		305		495		560		700		201		499		560		700		165		535		560		700		80		620		560		700		140		560		560		1300		579		721		280		900		291		609		280		1100		98		1002		280		1500		548		952		280		1700		403		1297		0		1400		214		1186		0		1400		426		974		0		1400		197		1203		0

		Ａ－１４		200		99		101		560		300		117		183		560		300		160		140		560		200		26		174		560		300		75		225		560		300		140		160		560		200		0		200		560		400		41		359		560		450		73		377		560		400		1		399		560		450		1		449		560		450		86		364		560		400		0		400		560		450		0		450		560		700		0		700		560		650		0		650		560		700		0		700		560		850		0		850		560		1600		686		914		280		900		54		846		560		1000		0		1000		280		1200		1		1199		280		1500		230		1270		280		1450		49		1401		280		1550		121		1429		280		1550		0		1550		280		1700		171		1529		280		1700		261		1439		280		1550		0		1550		280		1800		847		953		280		1500		1025		475		0		1500		0		1500		0		2000		306		1694		0		1700		0		1700		0		2000		165		1835		0		2100		215		1885		0		2100		0		2100		0		2300		104		2196		0		2400		439		1961		0		2200		0		2200		0		2400		300		2100		0		2400		0		2400		0

		Ｂ－1		200		2		198		560		600		345		255		560		400		210		190		560		300		81		219		560		300		187		113		560		200		155		45		560		100		39		61		560		100		2		98		560		250		100		150		560		150		1		149		560		500		90		410		560		400		5		395		560		450		0		450		560		500		1		499		560		550		0		550		560		700		0		700		560		950		72		878		560		1000		112		888		280		1100		0		1100		280		1200		9		1191		280		1400		287		1113		0		1300		7		1293		0		1600		92		1508		0		1750		271		1479		0		1600		139		1461		0		1700		85		1615		0		1800		19		1781		0		2000		0		2000		0		2400		11		2389		0		2500		442		2058		0		2300		47		2253		0		2600		334		2266		0		2500		0		2500		0		2700		374		2326		0		2600		13		2587		0		2800		329		2471		0		2700		0		2700		0		3000		110		2890		0		3000		0		3000		0		3000		0		3000		0		3300		0		3300		0		3000		0		3000		0

		Ｂ－2		200		200		0		560		100		109		-9		560		100		31		69		560		100		89		11		560		100		95		5		560		100		49		51		560		100		59		41		560		100		8		92		560		150		75		75		560		150		4		146		560		300		83		217		560		350		1		349		560		400		126		274		560		500		381		119		560		250		39		211		560		400		122		278		560		450		258		192		560		300		25		275		560		400		0		400		560		600		237		363		560		550		207		343		560		500		70		430		560		600		232		368		560		500		2		498		560		650		2		648		560		800		41		759		560		800		122		678		560		900		82		818		560		1200		324		876		560		1000		18		982		280		1600		246		1354		0		1600		547		1053		0		1500		90		1410		0		1500		101		1399		0		1700		439		1261		0		1500		362		1138		0		1500		5		1495		0		1600		10		1590		0		1800		0		1800		0		2100		0		2100		0		2400		160		2240		0		2400		530		1870		0

		Ｂ－3		200		200		0		560		100		108		-8		560		100		92		8		560		100		113		-13		560		100		114		-14		560		100		76		24		560		100		101		-1		560		100		111		-11		560		150		155		-5		560		150		1		149		560		300		131		169		560		350		152		198		560		250		16		234		560		450		227		223		560		350		121		229		560		350		64		286		560		450		6		444		560		550		229		321		560		450		0		450		560		550		1		549		560		700		13		687		560		800		188		612		560		800		193		607		560		800		0		800		280		950		0		950		280		1100		0		1100		280		1300		58		1242		280		1500		572		928		280		1300		275		1025		280		1200		65		1135		280		1600		194		1406		0		1600		412		1188		0		1500		392		1108		0		2400		775		1625		0		2000		251		1749		0		2000		370		1630		0		1900		34		1866		0		2000		64		1936		0		2300		223		2077		0		2300		203		2097		0		2300		349		1951		0		2200		382		1818		0

		Ｂ－4		200		3		197		560		500		110		390		560		600		134		466		560		400		150		250		560		300		77		223		560		400		19		381		560		400		31		369		560		400		16		384		560		450		10		440		560		450		1		449		560		800		0		800		560		500		0		500		560		850		10		840		560		850		0		850		560		1000		120		880		560		950		168		782		560		900		0		900		560		1100		1		1099		280		1400		0		1400		280		1350		0		1350		0		1900		8		1892		0		2100		377		1723		0		2000		371		1629		0		1800		14		1786		0		1900		1		1899		0		2000		0		2000		0		2200		0		2200		0		2400		555		1845		0		2200		295		1905		0		2100		332		1768		0		2200		0		2200		0		2500		28		2472		0		2700		543		2157		0		2200		531		1669		0		2200		342		1858		0		2000		0		2000		0		2400		660		1740		0		2000		0		2000		0		2300		0		2300		0		2500		0		2500		0		2800		194		2606		0		2900		411		2489		0

		Ｂ－5		200		200		0		560		200		208		-8		560		100		109		-9		560		100		68		32		560		100		105		-5		560		100		114		-14		560		100		113		-13		560		100		115		-15		560		150		175		-25		560		150		128		22		560		250		117		133		560		200		7		193		560		300		119		181		560		400		230		170		560		200		65		135		560		250		19		231		560		350		29		321		560		450		236		214		560		350		44		306		560		400		1		399		560		650		343		307		560		450		221		229		560		400		252		148		560		250		136		114		560		275		123		152		560		350		251		99		560		200		129		71		560		200		115		85		560		500		370		130		560		700		505		195		560		500		337		163		560		600		378		222		560		500		383		117		560		400		345		55		560		500		201		299		560		500		87		413		560		700		64		636		560		800		0		800		560		1000		275		725		560		1000		70		930		560		1100		75		1025		280		1300		336		964		560

		Ｂ－6		200		10		190		560		500		285		215		560		300		226		74		560		200		133		67		560		200		44		156		560		300		66		234		560		300		125		175		560		300		82		218		560		250		134		116		560		250		57		193		560		450		125		325		560		550		130		420		560		600		264		336		560		550		29		521		560		550		40		510		560		700		98		602		560		650		77		573		560		700		1		699		560		950		25		925		280		1000		14		986		280		1300		0		1300		0		1500		16		1484		560		1700		79		1621		560		1750		249		1501		0		1700		4		1696		0		1800		12		1788		0		1900		79		1821		0		2000		337		1663		0		1850		2		1848		0		2200		0		2200		0		2800		83		2717		0		3000		954		2046		0		2500		0		2500		0		2700		130		2570		0		2800		524		2276		0		2500		678		1822		0		2200		0		2200		0		2800		0		2800		0		3000		1		2999		0		3000		0		3000		0		3300		2		3298		0		3000		73		2927		0

		Ｂ－7		200		198		2		560		200		209		-9		560		200		215		-15		560		100		113		-13		560		100		100		0		560		100		101		-1		560		100		135		-35		560		100		113		-13		560		150		121		29		560		250		160		90		560		350		185		165		560		250		57		193		560		300		61		239		560		600		293		307		560		400		226		174		560		350		98		252		560		400		140		260		560		400		60		340		560		500		26		474		560		600		88		512		560		700		147		553		560		700		26		674		560		900		204		696		560		850		9		841		280		1000		14		986		280		1050		0		1050		280		1200		260		940		280		1200		1037		163		280		1250		744		506		280		700		723		-23		280		500		500		0		560		400		400		0		560		400		125		275		280		400		0		400		560		600		451		149		560		500		410		90		560		500		426		74		560		500		348		152		560		500		140		360		560		500		0		500		560		800		0		800		280		1200		369		831		560

		Ｂ－8		200		79		121		560		300		309		-9		560		200		171		29		560		200		124		76		560		100		81		19		560		100		77		23		560		100		113		-13		560		100		115		-15		560		150		112		38		560		150		20		130		560		200		20		180		560		250		1		249		560		400		115		285		560		300		84		216		560		300		95		205		560		350		15		335		560		500		103		397		560		400		33		367		560		500		48		452		560		550		0		550		560		750		39		711		560		800		239		561		560		700		218		482		560		650		0		650		280		850		0		850		280		1050		0		1050		280		1200		0		1200		280		1400		16		1384		280		1500		177		1323		280		1500		149		1351		280		1500		390		1110		0		1300		155		1145		0		1400		65		1335		0		1400		4		1396		0		2000		197		1803		0		2100		663		1437		0		2000		234		1766		0		2000		170		1830		0		2100		97		2003		0		2200		167		2033		0		2200		89		2111		0		2300		72		2228		0

		Ｂ－9		200		166		34		560		200		196		4		560		200		179		21		560		100		110		-10		560		100		106		-6		560		100		114		-14		560		100		118		-18		560		100		79		21		560		100		102		-2		560		100		37		63		560		250		110		140		560		200		43		157		560		200		17		183		560		400		238		162		560		300		76		224		560		400		163		237		560		300		16		284		560		400		45		355		560		500		106		394		560		500		131		369		560		800		574		226		560		400		41		359		560		500		68		432		560		550		104		446		560		550		105		445		560		400		0		400		560		800		64		736		560		950		134		816		560		1150		459		691		560		1000		153		847		560		1200		212		988		560		1200		495		705		560		1100		165		935		560		900		41		859		560		1600		346		1254		280		1500		189		1311		280		1600		103		1497		280		1700		231		1469		280		1700		41		1659		0		1900		0		1900		0		2100		0		2100		0		2400		11		2389		0

		Ｂ－10		200		191		9		560		200		0		200		560		500		341		159		560		100		0		100		560		500		77		423		560		500		70		430		560		500		241		259		560		400		44		356		560		450		19		431		560		450		1		449		560		500		0		500		560		900		8		892		560		900		150		750		560		800		89		711		560		850		0		850		560		1900		287		1613		280		1850		673		1177		560		1200		0		1200		280		1500		0		1500		280		1600		0		1600		0		1900		0		1900		0		2100		1		2099		0		2300		1		2299		0		2500		180		2320		0		2500		301		2199		0		2300		380		1920		0		2000		0		2000		0		2300		0		2300		0		2450		0		2450		0		2600		176		2424		0		2600		500		2100		0		2500		306		2194		0		2400		0		2400		0		2600		0		2600		0		2800		0		2800		0		3000		365		2635		0		3000		525		2475		0		2800		218		2582		0		2800		0		2800		0		3000		0		3000		0		3300		1554		1746		0		2500		144		2356		0

		Ｂ－11		200		90		110		560		300		309		-9		560		100		80		20		560		100		98		2		560		100		61		39		560		100		35		65		560		100		22		78		560		100		1		99		560		250		102		148		560		150		4		146		560		300		66		234		560		300		43		257		560		300		28		272		560		300		3		297		560		400		6		394		560		450		26		424		560		500		125		375		560		500		3		497		560		650		36		614		560		600		82		518		560		800		336		464		560		600		2		598		560		700		2		698		560		800		5		795		560		950		21		929		280		1050		0		1050		280		1500		0		1500		280		1800		174		1626		280		1750		440		1310		280		1500		2		1498		280		1700		29		1671		0		1800		130		1670		0		1800		0		1800		0		2000		140		1860		0		2100		427		1673		0		2000		82		1918		0		2200		43		2157		0		2400		599		1801		0		2100		0		2100		0		2300		0		2300		0		2600		137		2463		0		2600		700		1900		0

		Ｂ－12		200		101		99		560		700		428		272		560		400		413		-13		560		100		0		100		560		300		30		270		560		300		0		300		560		400		172		228		560		300		21		279		560		350		92		258		560		350		24		326		560		400		7		393		560		450		31		419		560		500		40		460		560		500		9		491		560		550		142		408		560		550		77		473		560		600		0		600		560		750		63		687		560		850		389		461		560		750		218		532		560		800		3		797		560		950		172		778		560		900		14		886		560		1000		3		997		280		1200		10		1190		280		1300		245		1055		280		1200		281		919		280		1100		3		1097		280		1500		51		1449		280		1600		123		1477		280		1700		22		1678		0		1900		332		1568		0		1900		198		1702		0		1800		143		1657		0		1900		216		1684		0		1900		88		1812		0		2000		112		1888		0		2000		454		1546		0		2000		0		2000		0		2200		0		2200		0		2500		16		2484		0		2700		454		2246		0

		Ｂ－13		200		141		59		560		300		284		16		560		200		170		30		560		100		28		72		560		200		68		132		560		300		75		225		560		300		120		180		560		300		140		160		560		200		45		155		560		300		12		288		560		450		44		406		560		450		121		329		560		350		19		331		560		350		17		333		560		450		0		450		560		1150		523		627		560		800		193		607		560		750		172		578		560		700		143		557		560		800		173		627		560		1400		328		1072		0		1300		0		1300		0		1600		419		1181		0		1350		0		1350		280		1550		0		1550		280		1650		0		1650		280		1800		30		1770		280		2000		136		1864		280		1950		168		1782		280		1900		141		1759		280		2900		19		2881		0		3000		815		2185		0		2600		545		2055		0		2100		196		1904		0		2100		230		1870		0		2100		179		1921		0		2200		0		2200		0		2400		268		2132		0		2400		147		2253		0		2400		0		2400		0		2700		719		1981		0		2500		645		1855		0

		Ｂ－14		200		196		4		560		200		58		142		560		200		205		-5		560		100		95		5		560		100		15		85		560		200		95		105		560		200		57		143		560		300		111		189		560		250		2		248		560		250		14		236		560		600		293		307		560		350		97		253		560		300		0		300		560		550		144		406		560		450		164		286		560		450		101		349		560		500		145		355		560		500		84		416		560		550		19		531		560		500		31		469		560		850		158		692		560		950		195		755		560		950		121		829		560		950		0		950		280		1150		0		1150		280		1250		0		1250		280		1400		6		1394		280		2000		261		1739		280		1900		316		1584		280		1700		134		1566		280		1800		0		1800		0		2000		0		2000		0		2300		0		2300		0		2400		210		2190		0		2400		79		2321		0		2500		280		2220		0		2500		268		2232		0		2500		446		2054		0		2400		63		2337		0		2500		71		2429		0		2800		63		2737		0		3000		244		2756		0

		Ｂ－15		200		56		144		560		400		100		300		560		400		103		297		560		200		20		180		560		200		0		200		560		500		60		440		560		500		77		423		560		500		311		189		560		250		8		242		560		250		2		248		560		400		0		400		560		850		104		746		560		750		178		572		560		600		5		595		560		650		0		650		560		1400		384		1016		560		1300		59		1241		560		1450		89		1361		280		1600		0		1600		0		1600		10		1590		0		1800		0		1800		0		2100		14		2086		0		2300		820		1480		0		1600		158		1442		0		1550		54		1496		0		1600		0		1600		0		1800		0		1800		0		2000		0		2000		0		2200		0		2200		0		2400		0		2400		0		2600		107		2493		0		2600		1067		1533		0		2000		0		2000		0		2200		150		2050		0		2200		722		1478		0		1800		0		1800		0		2100		0		2100		0		2300		100		2200		0		2400		130		2270		0		2500		32		2468		0		2700		955		1745		0		2500		472		2028		0

		Ｂ－16		200		86		114		560		300		271		29		560		200		94		106		560		100		54		46		560		100		62		38		560		100		95		5		560		100		109		-9		560		100		75		25		560		200		62		138		560		100		41		59		560		350		150		200		560		350		112		238		560		350		105		245		560		250		95		155		560		350		128		222		560		400		188		212		560		400		168		232		560		350		115		235		560		400		169		231		560		400		126		274		560		550		219		331		560		500		160		340		560		450		140		310		560		450		159		291		560		400		165		235		560		350		27		323		560		400		134		266		560		400		21		379		560		850		374		476		560		600		160		440		560		700		103		597		560		800		373		427		560		700		66		634		560		700		143		557		560		800		228		572		280		800		42		758		280		1000		183		817		280		1000		87		913		280		1200		262		938		280		1200		206		994		280		1200		86		1114		0		1400		3		1397		0

																		離乳開始到達日数 リニュウカイハジメトウタツニッスウ								哺育期間 ホイクキカン								離乳期間 リニュウキカン

				減乳日 ゲンニュウビ		離乳日 リニュウビ		離乳期間 リニュウキカン		700g到達日数 トウタツニッスウ		１kg摂取到達日数 セッシュトウタツニッスウ						A		B						A		B						A		B

		Ａ－１		40		43		3		37		42				データ数（ｎ） スウ		12		15				データ数（ｎ） スウ		13		16				データ数（ｎ） スウ		13		16

		Ａ－２		19		21		2		19		21				平均値 ヘイキンチ		25.5833333333		25.0666666667				平均値 ヘイキンチ		31.3076923077		27.6875				平均値 ヘイキンチ		5.9230769231		4.375

		Ａ－３				24		0		21		24				標準偏差		7.6806525922		7.4206917917				標準偏差		7.1924105299		8.867308874				標準偏差		3.8397382389		3.2015621187

		Ａ－４		38		43		5		37		39				偏差平方和（S） ヘンサヘイホウワ		648.9166666667		770.9333333333				偏差平方和（S） ヘンサヘイホウワ		620.7692307692		1179.4375				偏差平方和（S） ヘンサヘイホウワ		176.9230769231		153.75

		Ａ－５		24		31		7		24		26				分散 （V値） ブンサンチ		58.9924242424		55.0666666667				分散 （V値） ブンサンチ		51.7307692308		78.6291666667				分散 （V値） ブンサンチ		14.7435897436		10.25

		Ａ－６		24		31		7		20		22				自由度（Φ） ジユウド		11		14				自由度（Φ） ジユウド		12		15				自由度（Φ） ジユウド		12		15

		Ａ－７		21		31		10		22		23				平均値差（A平均-B平均） ヘイキンチサヘイキンヘイキン				0.5166666667				平均値差（A平均-B平均） ヘイキンチサヘイキンヘイキン				3.6201923077				平均値差（A平均-B平均） ヘイキンチサヘイキンヘイキン				1.5480769231

		Ａ－８		21		31		10		21		21				共通分散値 キョウツウブンサンチ				56.794				共通分散値 キョウツウブンサンチ				66.6743233618				共通分散値 キョウツウブンサンチ				12.2471509972

		Ａ－９		21		31		10		21		23				等価自由度（Φ*） トウカジユウド				23.3374899646				等価自由度（Φ*） トウカジユウド				26.9990238162				等価自由度（Φ*） トウカジユウド				23.4100208512

		Ａ－１１		26		31		6		26		39				検定統計量 t値 (等分散仮定アリ) ケンテイトウケイリョウトウブンサンカテイ				0.1770164331				検定統計量 t値 (等分散仮定アリ) ケンテイトウケイリョウトウブンサンカテイ				1.187367073				検定統計量 t値 (等分散仮定アリ) ケンテイトウケイリョウトウブンサンカテイ				1.1846980376

		Ａ－１２		19		20		1		17		18				検定統計量 t値 (等分散仮定ナシ) ケンテイトウケイリョウチトウブンサンカテイ				0.1763136793				検定統計量 t値 (等分散仮定ナシ) ケンテイトウケイリョウチトウブンサンカテイ				1.213926888				検定統計量 t値 (等分散仮定ナシ) ケンテイトウケイリョウチトウブンサンカテイ				1.1620485581

		Ａ－１３		35		39		4		35		37				【等分散仮定アリ】								【等分散仮定アリ】								【等分散仮定アリ】

		Ａ－１４		19		31		12		15		21				両側確率 p値 リョウガワカクリツチ				0.8609218053				両側確率 p値 リョウガワカクリツチ				0.2454243582				両側確率 p値 リョウガワカクリツチ				0.2464606488

				25.58		31.31		5.92		24.23		27.38				片側確率 p値 （上） カタウエ				0.4304609026				片側確率 p値 （上） カタウエ				0.1227121791				片側確率 p値 （上） カタウエ				0.1232303244

				7.68		7.19		3.84		7.44		8.50				片側確率 p値 （下） シタ				0.5695390974				片側確率 p値 （下） シタ				0.8772878209				片側確率 p値 （下） シタ				0.8767696756

																【等分散仮定ナシ】								【等分散仮定ナシ】								【等分散仮定ナシ】

																両側確率 p値 リョウガワカクリツ				0.8615907768				両側確率 p値 リョウガワカクリツ				0.2356876833				両側確率 p値 リョウガワカクリツ				0.2571328043

																片側確率 p値 （上）				0.4307953884				片側確率 p値 （上）				0.1178438417				片側確率 p値 （上）				0.1285664021

																片側確率 p値 （下） シタ				0.5692046116				片側確率 p値 （下） シタ				0.8821561583				片側確率 p値 （下） シタ				0.8714335979

		Ｂ－1		18		21		3		16		19

		Ｂ－2		30		31		1		26		31						700g摂取到達日数 セッシュトウタツニッスウ								1kg摂取到達日数 セッシュトウタツニッスウ

		Ｂ－3		24		31		7		24		29						A		B						A		B

		Ｂ－4		18		20		2		13		18				データ数（ｎ） スウ		13		16				データ数（ｎ） スウ		13		16

		Ｂ－5		41		43		2		38		41				平均値 ヘイキンチ		24.2307692308		22.8125				平均値 ヘイキンチ		27.3846153846		26

		Ｂ－6		19		21		2		19		21				標準偏差		7.4403611713		7.2038762714				標準偏差		8.5003770655		7.874007874

		Ｂ－7		24		12		12		24		26				偏差平方和（S） ヘンサヘイホウワ		664.3076923077		778.4375				偏差平方和（S） ヘンサヘイホウワ		867.0769230769		930

		Ｂ－8		24		31		7		25		26				分散 （V値） ブンサンチ		55.358974359		51.8958333333				分散 （V値） ブンサンチ		72.2564102564		62

		Ｂ－9		36		39		3		28		35				自由度（Φ） ジユウド		12		15				自由度（Φ） ジユウド		12		15

		Ｂ－10		16		20		4		12		16				平均値差（A平均-B平均） ヘイキンチサヘイキンヘイキン				1.4182692308				平均値差（A平均-B平均） ヘイキンチサヘイキンヘイキン				1.3846153846

		Ｂ－11		25		31		6		24		26				共通分散値 キョウツウブンサンチ				53.4350071225				共通分散値 キョウツウブンサンチ				66.5584045584

		Ｂ－12		24		31		7		21		25				等価自由度（Φ*） トウカジユウド				25.4364210856				等価自由度（Φ*） トウカジユウド				24.8874681701

		Ｂ－13				21		0		21		21				検定統計量 t値 (等分散仮定アリ) ケンテイトウケイリョウトウブンサンカテイ				0.5196110926				検定統計量 t値 (等分散仮定アリ) ケンテイトウケイリョウトウブンサンカテイ				0.4545277151

		Ｂ－14		24		31		7		22		25				検定統計量 t値 (等分散仮定ナシ) ケンテイトウケイリョウチトウブンサンカテイ				0.5178140732				検定統計量 t値 (等分散仮定ナシ) ケンテイトウケイリョウチトウブンサンカテイ				0.4508166709

		Ｂ－15		18		19		1		16		16				【等分散仮定アリ】								【等分散仮定アリ】

		Ｂ－16		35		41		6		36		41				両側確率 p値 リョウガワカクリツチ				0.6075686912				両側確率 p値 リョウガワカクリツチ				0.653082345

				25.07		27.69		4.38		22.81		26.00				片側確率 p値 （上） カタウエ				0.3037843456				片側確率 p値 （上） カタウエ				0.3265411725

				7.42		8.87		3.20		7.20		7.87				片側確率 p値 （下） シタ				0.6962156544				片側確率 p値 （下） シタ				0.6734588275

																【等分散仮定ナシ】								【等分散仮定ナシ】

																両側確率 p値 リョウガワカクリツ				0.6091402677				両側確率 p値 リョウガワカクリツ				0.6561683597

																片側確率 p値 （上）				0.3045701338				片側確率 p値 （上）				0.3280841799

																片側確率 p値 （下） シタ				0.6954298662				片側確率 p値 （下） シタ				0.6719158201





体重解析データ

		2012年　9月21日より7日毎のデータ採取 ニチゴトサイシュ

		A　無添加区　体重（kg）推移 スイイ																				A　無添加区　体高(cm)推移 スイイ																						A　無添加区　胸囲(cm)推移 スイイ																						A　無添加区　腹囲(cm)推移 スイイ																						A　無添加区　体重/体高(kg/m)推移 スイイ																						A　無添加区　腹囲/胸囲(cm/cm)推移 スイイ

		耳標番号		牛房番号		開始時		第1週		第2週		第3週		第4週		第5週		第6週				耳標番号		牛房番号		開始時		第1週		第2週		第3週		第4週		第4週		第5週		第6週				耳標番号		牛房番号		開始時		第1週		第2週		第3週		第4週		第4週		第5週		第6週				耳標番号		牛房番号		開始時		第1週		第2週		第3週		第4週		第4週		第5週		第6週				耳標番号		牛房番号		開始時		第1週		第2週		第3週		第4週		第4週		第5週		第6週				耳標番号		牛房番号		開始時		第1週		第2週		第3週		第4週		第4週		第5週		第6週

		327		A-1		47.8		49.4		49.2		53.5		54.5		57.5		62.0				327		A-1		78.6		82.4		83.6		82.3		84.8		83.6		83.0		86.8				327		A-1		83.4		83.0		83.0		84.8		91.0		85.9		89.0		91.5				327		A-1		81.4		83.0		83.0		88.0		93.4		84.8		96.4		99.7				327		A-1		60.81		59.95		58.85		65.01		64.27		65.19		69.28		71.43				327		A-1		0.98		1.00		1.00		1.04		1.03		0.99		1.08		1.09

		319		A-2		53.0		53.0		55.0		60.0		63.5		67.5		75.0				319		A-2		83.0		84.8		83.3		88.7		89.2		88.0		87.2		89.4				319		A-2		84.5		85.0		86.4		88.0		100.0		94.9		92.4		95.4				319		A-2		85.4		82.6		83.0		90.8		122.0		113.4		105.8		110.4				319		A-2		63.86		62.50		66.03		67.64		71.19		72.16		77.41		83.89				319		A-2		1.01		0.97		0.96		1.03		1.22		1.19		1.15		1.16

		346		A-3		43.6		44.6		48.0		54.0		56.5		63.5		65.5				346		A-3		76.6		75.6		79.4		80.9		84.3		83.1		86.0		85.6				346		A-3		79.0		80.0		82.2		85.0		91.6		86.5		89.4		94.4				346		A-3		79.6		80.6		80.4		86.0		97.0		88.4		104.6		117.0				346		A-3		56.92		58.99		60.45		66.75		67.02		67.99		73.84		76.52				346		A-3		1.01		1.01		0.98		1.01		1.06		1.02		1.17		1.24

		318		A-4		46.6		45.0		46.8		48.8		51.5		56.5		62.5				318		A-4		74.8		77.7		78.1		79.6		81.0		79.8		80.2		81.4				318		A-4		80.6		82.8		83.0		85.4		94.0		88.9		89.0		90.2				318		A-4		81.0		81.8		83.8		86.0		96.0		87.4		92.0		102.0				318		A-4		62.30		57.92		59.92		61.31		63.58		64.54		70.45		76.78				318		A-4		1.00		0.99		1.01		1.01		1.02		0.98		1.03		1.13

		313		A-5		43.8		44.0		48.4		53.5		58.0		66.0		75.0				313		A-5		77.0		77.2		78.4		80.7		83.6		82.4		80.4		92.8				313		A-5		78.0		82.0		83.0		86.2		97.0		91.9		92.2		95.5				313		A-5		80.4		81.4		84.0		90.0		97.0		88.4		105.0		115.0				313		A-5		56.88		56.99		61.73		66.29		69.38		70.39		82.09		80.82				313		A-5		1.03		0.99		1.01		1.04		1.00		0.96		1.14		1.20

		323		A-6		51.0		53.5		56.5		62.5		70.5		78.0		86.0				323		A-6		82.8		74.7		82.0		83.3		85.0		83.8		87.4		90.2				323		A-6		85.0		87.6		89.0		90.8		98.6		93.5		97.7		101.8				323		A-6		82.0		87.2		88.0		93.8		108.0		99.4		109.4		118.2				323		A-6		61.59		71.62		68.90		75.03		82.94		84.13		89.24		95.34				323		A-6		0.96		1.00		0.99		1.03		1.10		1.06		1.12		1.16

		352		A-7		41.0		42.6		45.8		50.5		55.0		59.0		66.0				352		A-7		84.2		75.6		77.4		79.2		84.0		82.8		82.6		80.2				352		A-7		78.0		77.4		79.2		82.6		90.0		84.9		87.4		91.0				352		A-7		79.0		76.6		81.4		87.3		105.0		96.4		98.6		112.0				352		A-7		48.69		56.35		59.17		63.76		65.48		66.43		71.43		82.29				352		A-7		1.01		0.99		1.03		1.06		1.17		1.14		1.13		1.23

		331		A-8		48.4		49.2		53.5		58.5		67.0		75.5		84.5				331		A-8		81.8		79.7		81.5		83.9		85.2		84.0		86.0		88.0				331		A-8		85.6		85.0		86.0		89.0		98.0		92.9		96.8		100.8				331		A-8		84.0		82.5		90.8		96.8		125.0		116.4		115.4		123.4				331		A-8		59.17		61.73		65.64		69.73		78.64		79.76		87.79		96.02				331		A-8		0.98		0.97		1.06		1.09		1.28		1.25		1.19		1.22

		316		A-9		52.5		52.5		53.5		57.0		63.0		66.0		71.0				316		A-9		83.4		81.6		83.8		83.7		85.2		84.0		87.0		87.8				316		A-9		88.0		86.2		87.5		88.5		90.6		85.5		92.4		94.6				316		A-9		81.0		84.0		84.6		90.4		110.4		101.8		101.0		109.0				316		A-9		62.95		64.34		63.84		68.10		73.94		75.00		75.86		80.87				316		A-9		0.92		0.97		0.97		1.02		1.22		1.19		1.09		1.15

		330		A-11		48.0		48.0		49.2		54.5		55.0		56.0		57.5				330		A-11		77.6		81.3		81.6		82.2		86.8		85.6		84.6		83.8				330		A-11		83.0		80.0		82.0		84.0		88.0		82.9		85.4		87.6				330		A-11		83.0		79.2		81.4		86.0		92.0		83.4		90.0		99.2				330		A-11		61.86		59.04		60.29		66.30		63.36		64.25		66.19		68.62				330		A-11		1.00		0.99		0.99		1.02		1.05		1.01		1.05		1.13

		340		A-12		43.6		44.6		49.0		53.5		57.0		64.5		71.5				340		A-12		77.8		87.4		77.9		80.6		81.0		79.8		82.4		84.8				340		A-12		80.2		80.0		84.3		85.8		93.2		88.1		92.0		99.2				340		A-12		83.2		81.0		85.8		92.4		107.5		98.9		106.2		115.4				340		A-12		56.04		51.03		62.90		66.38		70.37		71.43		78.28		84.32				340		A-12		1.04		1.01		1.02		1.08		1.15		1.12		1.15		1.16

		312		A-13		41.4		44.2		43.6		48.4		49.0		54.0		58.0				312		A-13		81.4		80.4		78.2		79.8		81.2		80.0		81.2		83.4				312		A-13		81.4		83.2		83.0		84.8		93.8		88.7		89.2		90.6				312		A-13		83.8		84.0		83.0		87.2		96.4		87.8		97.0		110.6				312		A-13		50.86		54.98		55.75		60.65		60.34		61.25		66.50		69.54				312		A-13		1.03		1.01		1.00		1.03		1.03		0.99		1.09		1.22

		350		A-14		42.4		43.8		49.2		54.5		60.0		64.5		75.0				350		A-14		76.4		76.6		79.7		77.5		86.2		85.0		80.8		83.0				350		A-14		76.2		78.6		80.0		83.4		92.0		86.9		90.0		94.2				350		A-14		79.0		82.2		85.0		90.2		108.0		99.4		104.4		112.0				350		A-14		55.50		57.18		61.73		70.32		69.61		70.59		79.83		90.36				350		A-14		1.04		1.05		1.06		1.08		1.17		1.14		1.16		1.19

				平均値 ヘイキンチ		46.4		47.3		49.8		54.6		58.5		63.7		70.0						平均値 ヘイキンチ		79.6		79.6		80.4		81.7		84.4		83.2		83.8		85.9						平均値 ヘイキンチ		81.8		82.4		83.7		86.0		93.7		88.6		91.0		94.4						平均値 ヘイキンチ		81.8		82.0		84.2		89.6		104.4		95.8		102.0		111.1						平均値 ヘイキンチ		58.26		59.43		61.94		66.71		69.24		70.24		76.01		81.29						平均値 ヘイキンチ		1.00		1.00		1.01		1.04		1.11		1.08		1.12		1.18

				SD		4.1		3.9		3.8		4.1		6.1		7.3		9.1						SD		3.2		3.8		2.4		2.8		2.4		2.4		2.7		3.7						SD		3.5		3.1		2.8		2.4		3.7		3.7		3.5		4.3						SD		2.0		2.5		2.8		3.3		10.5		10.5		7.1		7.3						SD		4.69		5.01		3.51		3.79		6.41		6.49		7.42		8.91						SD		0.03		0.02		0.03		0.03		0.09		0.10		0.05		0.05

				P		0.48		0.20		0.15		0.14		0.17		0.15		0.12						P		0.87		0.34		0.36		0.98		0.28		0.28		0.70		0.67						P		0.77		0.21		0.05		0.12		0.18		0.18		0.02		0.10						P		0.35		0.00		0.03		0.17		0.53		0.53		0.05		0.32						P		0.46		0.38		0.19		0.07		0.07		0.07		0.13		0.10						P		0.67		0.06		0.57		0.74		0.95		0.93		0.37		0.82

		B　添加区　体重（kg）推移 スイイ																				B　添加区　体高(cm)推移																						B　添加区　胸囲(cm)推移																						B　添加区　腹囲(cm)推移																						B　添加区　体重/体高(kg/m)推移																						B　添加区　腹囲/胸囲(cm/cm)推移

		耳標番号		牛房番号		開始時		第1週		第2週		第3週		第4週		第5週		第6週				耳標番号		牛房番号		開始時		第1週		第2週		第3週		第4週		第4週		第5週		第6週				耳標番号		牛房番号		開始時		第1週		第2週		第3週		第4週		第4週		第5週		第6週				耳標番号		牛房番号		開始時		第1週		第2週		第3週		第4週		第4週		第5週		第6週				耳標番号		牛房番号		開始時		第1週		第2週		第3週		第4週		第4週		第5週		第6週				耳標番号		牛房番号		開始時		第1週		第2週		第3週		第4週		第4週		第5週		第6週

		324		B-1		56.0		57.0		60.0		64.5		72.5		82.5		89.5				324		B-1		86.4		84.8		83.3		84.8		84.8		83.6		86.4		87.2				324		B-1		86.6		89.2		90.4		91.4		98.4		93.3		100.8		101.2				324		B-1		86.0		91.6		95.2		100.8		102.2		93.6		115.6		121.0				324		B-1		64.81		67.22		72.03		76.06		85.50		86.72		95.49		102.64				324		B-1		0.99		1.03		1.05		1.10		1.04		1.00		1.15		1.20

		310		B-2		46.6		46.8		49.6		52.0		56.0		60.5		67.5				310		B-2		77.6		78.4		80.2		81.6		83.4		82.2		81.2		83.8				310		B-2		82.4		83.4		85.0		86.7		95.8		90.7		92.0		95.0				310		B-2		83.0		83.0		87.0		88.0		106.8		98.2		103.4		110.4				310		B-2		60.05		59.69		61.85		63.73		67.15		68.13		74.51		80.55				310		B-2		1.01		1.00		1.02		1.01		1.11		1.08		1.12		1.16

		355		B-3		43.8		45.6		47.6		53.0		57.0		62.5		70.5				355		B-3		74.8		75.2		77.4		80.3		83.0		81.8		80.0		81.4				355		B-3		79.2		80.0		83.5		83.7		94.0		88.9		95.0		95.0				355		B-3		82.0		88.4		83.6		89.2		98.6		90.0		103.4		108.6				355		B-3		58.56		60.64		61.50		66.00		68.67		69.68		78.13		86.61				355		B-3		1.04		1.11		1.00		1.07		1.05		1.01		1.09		1.14

		351		B-4		45.8		47.4		52.5		57.0		64.0		71.5		79.5				351		B-4		77.2		77.4		78.7		79.8		82.2		81.0		82.6		84.8				351		B-4		79.6		81.2		86.0		86.4		96.0		90.9		94.4		95.2				351		B-4		83.8		88.0		89.5		93.0		107.8		99.2		114.4		120.0				351		B-4		59.33		61.24		66.71		71.43		77.86		79.01		86.56		93.75				351		B-4		1.05		1.08		1.04		1.08		1.12		1.09		1.21		1.26

		328		B-5		44.4		41.0		43.0		47.2		47.0		50.5		59.5				328		B-5		76.8		76.0		77.5		79.4		79.4		78.2		79.4		81.2				328		B-5		78.4		79.0		81.6		81.3		88.2		83.1		85.0		88.0				328		B-5		83.2		84.4		84.9		84.3		97.0		88.4		92.8		99.8				328		B-5		57.81		53.95		55.48		59.45		59.19		60.10		63.60		73.28				328		B-5		1.06		1.07		1.04		1.04		1.10		1.06		1.09		1.13

		347		B-6		50.0		55.0		59.0		65.5		72.0		87.0		95.0				347		B-6		81.6		84.0		81.7		84.0		84.0		82.8		83.8		87.2				347		B-6		84.4		86.2		90.0		91.8		101.4		96.3		101.2		105.4				347		B-6		80.6		89.0		90.4		97.2		120.0		111.4		119.4		131.4				347		B-6		61.27		65.48		72.22		77.98		85.71		86.96		103.82		108.94				347		B-6		0.95		1.03		1.00		1.06		1.18		1.16		1.18		1.25

		322		B-7		42.6		44.2		47.0		52.5		53.0		54.0		57.0				322		B-7		80.4		81.8		83.0		78.7		84.0		82.8		82.2		85.2				322		B-7		79.8		81.0		82.0		83.4		90.0		84.9		88.8		90.0				322		B-7		79.2		81.0		83.0		87.7		104.0		95.4		101.2		102.4				322		B-7		52.99		54.03		56.63		66.71		63.10		64.01		65.69		66.90				322		B-7		0.99		1.00		1.01		1.05		1.16		1.12		1.14		1.14

		334		B-8		48.4		51.0		52.5		57.5		62.0		67.0		74.5				334		B-8		82.8		82.8		84.7		83.5		86.2		85.0		86.2		91.8				334		B-8		84.6		87.0		89.4		91.6		97.4		92.3		96.4		98.4				334		B-8		82.8		84.0		87.0		91.0		102.8		94.2		101.4		107.0				334		B-8		58.45		61.59		61.98		68.86		71.93		72.94		77.73		81.15				334		B-8		0.98		0.97		0.97		0.99		1.06		1.02		1.05		1.09

		317		B-9		46.8		48.8		50.5		55.0		59.0		65.0		74.5				317		B-9		83.4		86.4		85.9		85.6		88.0		86.8		88.8		89.2				317		B-9		81.2		82.4		84.0		86.0		92.2		87.1		93.6		98.0				317		B-9		78.0		82.0		79.5		84.6		97.4		88.8		97.2		108.2				317		B-9		56.12		56.48		58.79		64.25		67.05		67.97		73.20		83.52				317		B-9		0.96		1.00		0.95		0.98		1.06		1.02		1.04		1.10

		341		B-10		49.8		53.0		56.5		64.0		72.0		80.0		84.0				341		B-10		81.2		82.4		83.0		82.8		84.0		82.8		84.6		86.6				341		B-10		83.4		86.8		88.1		91.5		97.8		92.7		100.6		103.4				341		B-10		87.0		91.8		91.5		100.5		130.2		121.6		120.2		125.5				341		B-10		61.33		64.32		68.07		77.29		85.71		86.96		94.56		97.00				341		B-10		1.04		1.06		1.04		1.10		1.33		1.31		1.19		1.21

		354		B-11		52.5		53.0		55.0		60.5		67.5		74.0		82.0				354		B-11		79.8		82.6		82.5		82.9		83.6		82.4		85.7		86.4				354		B-11		84.4		84.8		87.8		89.4		100.4		95.3		94.8		98.0				354		B-11		83.0		81.0		87.0		90.4		106.5		97.9		108.0		115.0				354		B-11		65.79		64.16		66.67		72.98		80.74		81.92		86.35		94.91				354		B-11		0.98		0.96		0.99		1.01		1.06		1.03		1.14		1.17

		339		B-12		41.4		46.0		50.5		55.5		59.5		66.5		76.0				339		B-12		74.4		76.4		78.1		71.6		79.8		78.6		83.0		86.2				339		B-12		79.0		83.0		83.4		87.1		94.8		89.7		93.6		97.5				339		B-12		79.0		85.0		85.0		93.4		106.0		97.4		108.0		114.2				339		B-12		55.65		60.21		64.66		77.51		74.56		75.70		80.12		88.17				339		B-12		1.00		1.02		1.02		1.07		1.12		1.09		1.15		1.17

		315		B-13		54.0		56.5		58.5		63.0		73.0		79.0		85.0				315		B-13		84.2		86.4		83.2		85.8		87.0		85.8		89.0		91.8				315		B-13		84.0		88.0		88.0		90.4		98.2		93.1		98.0		99.8				315		B-13		82.0		85.2		87.8		93.3		105.8		97.2		113.0		117.0				315		B-13		64.13		65.39		70.31		73.43		83.91		85.08		88.76		92.59				315		B-13		0.98		0.97		1.00		1.03		1.08		1.04		1.15		1.17

		338		B-14		49.8		52.0		55.0		60.5		66.5		77.0		86.0				338		B-14		78.8		80.6		81.2		84.1		83.4		82.2		85.2		88.8				338		B-14		82.8		86.0		89.0		91.2		98.4		93.3		98.4		101.6				338		B-14		84.0		84.0		87.2		90.6		105.2		96.6		111.2		120.4				338		B-14		63.20		64.52		67.73		71.94		79.74		80.90		90.38		96.85				338		B-14		1.01		0.98		0.98		0.99		1.07		1.04		1.13		1.19

		349		B-15		42.4		45.6		48.8		55.5		60.0		65.5		72.0				349		B-15		74.2		77.6		77.2		78.5		78.0		76.8		82.8		83.8				349		B-15		82.0		79.0		82.0		85.6		92.4		87.3		92.4		93.8				349		B-15		85.0		83.2		87.0		94.8		109.0		100.4		111.2		114.0				349		B-15		57.14		58.76		63.21		70.70		76.92		78.13		79.11		85.92				349		B-15		1.04		1.05		1.06		1.11		1.18		1.15		1.20		1.22

		335		B-16		45.8		47.6		49.6		53.5		55.0		59.0		64.5				335		B-16		84.2		83.0		83.0		83.7		83.4		82.2		85.6		88.2				335		B-16		81.6		85.0		86.0		87.4		93.4		88.3		92.3		95.2				335		B-16		82.4		90.0		87.0		90.6		106.8		98.2		105.0		110.2				335		B-16		54.39		57.35		59.76		63.92		65.95		66.91		68.93		73.13				335		B-16		1.01		1.06		1.01		1.04		1.14		1.11		1.14		1.16

				平均値 ヘイキンチ		47.5		49.4		52.2		57.3		62.3		68.8		76.1						平均値 ヘイキンチ		79.9		81.0		81.3		81.7		83.4		82.2		84.2		86.5						平均値 ヘイキンチ		82.1		83.9		86.0		87.8		95.6		90.5		94.8		97.2						平均値 ヘイキンチ		82.6		85.7		87.0		91.8		106.6		98.0		107.8		114.1						平均値 ヘイキンチ		59.44		60.94		64.22		70.14		74.61		75.69		81.68		87.87						平均値 ヘイキンチ		1.01		1.02		1.01		1.05		1.12		1.08		1.14		1.17

				SD		4.3		4.7		4.8		5.3		7.8		10.5		10.7						SD		3.8		3.7		2.8		3.6		2.6		2.6		2.8		3.1						SD		2.4		3.2		3.0		3.3		3.7		3.7		4.4		4.6						SD		2.5		3.6		3.6		4.8		8.3		8.3		7.8		8.4						SD		3.79		4.09		5.19		5.69		8.69		8.81		11.33		11.33						SD		0.03		0.05		0.03		0.04		0.07		0.08		0.05		0.05

																																				補正値 ホセイチ																						補正値 ホセイチ																						補正値 ホセイチ																						補正値アリ ホセイチ																						補正値アリ ホセイチ

																																				1.2																						5.1																						8.6





体重解析データ

		



A区体重推移

B区体重推移

体重(kg)

体重推移



増加量解析データ

		



A区体高推移

B区体高推移

体高(cm)

体高推移



飼料摂取量解析

		



A区胸囲推移

B区胸囲推移

測定回数

胸囲(cm)

胸囲推移



		



A区腹囲推移

B区腹囲推移

測定回数

腹囲(cm)

腹囲推移



		



A区体重/体高推移

B区体重/体高推移

体重/体高(kg/m)

体重/体高推移



		



A区 腹囲/胸囲推移

B区 腹囲/胸囲推移

腹囲/胸囲(cm/cm)

腹囲/胸囲推移



		2012年　9月21日より7日毎のデータ採取 ニチゴトサイシュ

		A　無添加区　1日あたり体重（g）増加量 ゾウカリョウ																																		A　無添加区　週体重（kg）増加量 シュウゾウカリョウ																																		A　無添加区　1日あたり体高(cm)増加量																																				A　無添加区　1日あたり胸囲(cm)増加量																																				A　無添加区　1日あたり腹囲(cm)増加量

		耳標番号		牛房番号		開始時		第1週		第1週 ダイシュウ		第2週 ダイシュウ		第2週 ダイシュウ		第3週 ダイシュウ		第3週 ダイシュウ		第4週 ダイシュウ		第4週 ダイシュウ		第5週 ダイシュウ		第5週 ダイシュウ		第6週 ダイシュウ		第6週 ダイシュウ		全期間  ゼンキカン				耳標番号		牛房番号		開始時		第1週		第1週 ダイシュウ		第2週 ダイシュウ		第2週 ダイシュウ		第3週 ダイシュウ		第3週 ダイシュウ		第4週 ダイシュウ		第4週 ダイシュウ		第5週 ダイシュウ		第5週 ダイシュウ		第6週 ダイシュウ		第6週 ダイシュウ		全期間  ゼンキカン				耳標番号		牛房番号		開始時		第1週		第1週 ダイシュウ		第2週 ダイシュウ		第2週 ダイシュウ		第3週 ダイシュウ		第3週 ダイシュウ		第4週 ダイシュウ		第4週 ダイシュウ		第4週 ダイシュウ		第5週 ダイシュウ		第5週 ダイシュウ		第6週 ダイシュウ		第6週 ダイシュウ		全期間  ゼンキカン				耳標番号		牛房番号		開始時		第1週		第1週 ダイシュウ		第2週 ダイシュウ		第2週 ダイシュウ		第3週 ダイシュウ		第3週 ダイシュウ		第4週 ダイシュウ		第4週 ダイシュウ		第4週 ダイシュウ		第5週 ダイシュウ		第5週 ダイシュウ		第6週 ダイシュウ		第6週 ダイシュウ		全期間  ゼンキカン				耳標番号		牛房番号		開始時		第1週		第1週 ダイシュウ		第2週 ダイシュウ		第2週 ダイシュウ		第3週 ダイシュウ		第3週 ダイシュウ		第4週 ダイシュウ		第4週 ダイシュウ		第4週 ダイシュウ		第5週 ダイシュウ		第5週 ダイシュウ		第6週 ダイシュウ		第6週 ダイシュウ		全期間  ゼンキカン

		327		A-1		47800		49400		228.6		49200		-28.6		53500		614.3		54500		142.9		57500		428.6		62000		642.9		338.1				327		A-1		47.8		49.4		1.6		49.20		-0.2		53.50		4.3		54.50		1.0		57.50		3.0		62.00		4.5		2.4				327		A-1		78.6		82.4		0.54		83.60		0.17		82.30		-0.19		84.80		83.60		0.19		83.00		-0.09		86.80		0.54		0.20				327		A-1		83.4		83.0		-0.06		83.00		0.00		84.80		0.26		91.00		85.90		0.16		89.00		0.44		91.50		0.36		0.19				327		A-1		81.4		83.0		0.23		83.00		0.00		88.00		0.71		93.40		84.80		-0.46		96.40		1.66		99.70		0.47		0.44

		319		A-2		53000		53000		0.0		55000		285.7		60000		714.3		63500		500.0		67500		571.4		75000		1071.4		523.8				319		A-2		53.0		53.0		0.0		55.00		2.0		60.00		5.0		63.50		3.5		67.50		4.0		75.00		7.5		3.7				319		A-2		83.0		84.8		0.26		83.30		-0.21		88.70		0.77		89.20		88.00		-0.10		87.20		-0.11		89.40		0.31		0.15				319		A-2		84.5		85.0		0.07		86.40		0.20		88.00		0.23		100.00		94.90		0.99		92.40		-0.36		95.40		0.43		0.26				319		A-2		85.4		82.6		-0.40		83.00		0.06		90.80		1.11		122.00		113.40		3.23		105.80		-1.09		110.40		0.66		0.60

		346		A-3		43600		44600		142.9		48000		485.7		54000		857.1		56500		357.1		63500		1000.0		65500		285.7		521.4				346		A-3		43.6		44.6		1.0		48.00		3.4		54.00		6.0		56.50		2.5		63.50		7.0		65.50		2.0		3.7				346		A-3		76.6		75.6		-0.14		79.40		0.54		80.90		0.21		84.30		83.10		0.31		86.00		0.41		85.60		-0.06		0.21				346		A-3		79.0		80.0		0.14		82.20		0.31		85.00		0.40		91.60		86.50		0.21		89.40		0.41		94.40		0.71		0.37				346		A-3		79.6		80.6		0.14		80.40		-0.03		86.00		0.80		97.00		88.40		0.34		104.60		2.31		117.00		1.77		0.89

		318		A-4		46600		45000		-228.6		46800		257.1		48800		285.7		51500		385.7		56500		714.3		62500		857.1		378.6				318		A-4		46.6		45.0		-1.6		46.80		1.8		48.80		2.0		51.50		2.7		56.50		5.0		62.50		6.0		2.7				318		A-4		74.8		77.7		0.41		78.10		0.06		79.60		0.21		81.00		79.80		0.03		80.20		0.06		81.40		0.17		0.16				318		A-4		80.6		82.8		0.31		83.00		0.03		85.40		0.34		94.00		88.90		0.50		89.00		0.01		90.20		0.17		0.23				318		A-4		81.0		81.8		0.11		83.80		0.29		86.00		0.31		96.00		87.40		0.20		92.00		0.66		102.00		1.43		0.50

		313		A-5		43800		44000		28.6		48400		628.6		53500		728.6		58000		642.9		66000		1142.9		75000		1285.7		742.9				313		A-5		43.8		44.0		0.2		48.40		4.4		53.50		5.1		58.00		4.5		66.00		8.0		75.00		9.0		5.2				313		A-5		77.0		77.2		0.03		78.40		0.17		80.70		0.33		83.60		82.40		0.24		80.40		-0.29		92.80		1.77		0.38				313		A-5		78.0		82.0		0.57		83.00		0.14		86.20		0.46		97.00		91.90		0.81		92.20		0.04		95.50		0.47		0.42				313		A-5		80.4		81.4		0.14		84.00		0.37		90.00		0.86		97.00		88.40		-0.23		105.00		2.37		115.00		1.43		0.82

		323		A-6		51000		53500		357.1		56500		428.6		62500		857.1		70500		1142.9		78000		1071.4		86000		1142.9		833.3				323		A-6		51.0		53.5		2.5		56.50		3.0		62.50		6.0		70.50		8.0		78.00		7.5		86.00		8.0		5.8				323		A-6		82.8		74.7		-1.16		82.00		1.04		83.30		0.19		85.00		83.80		0.07		87.40		0.51		90.20		0.40		0.18				323		A-6		85.0		87.6		0.37		89.00		0.20		90.80		0.26		98.60		93.50		0.39		97.70		0.60		101.80		0.59		0.40				323		A-6		82.0		87.2		0.74		88.00		0.11		93.80		0.83		108.00		99.40		0.80		109.40		1.43		118.20		1.26		0.86

		352		A-7		41000		42600		228.6		45800		457.1		50500		671.4		55000		642.9		59000		571.4		66000		1000.0		595.2				352		A-7		41.0		42.6		1.6		45.80		3.2		50.50		4.7		55.00		4.5		59.00		4.0		66.00		7.0		4.2				352		A-7		84.2		75.6		-1.23		77.40		0.26		79.20		0.26		84.00		82.80		0.51		82.60		-0.03		80.20		-0.34		-0.10				352		A-7		78.0		77.4		-0.09		79.20		0.26		82.60		0.49		90.00		84.90		0.33		87.40		0.36		91.00		0.51		0.31				352		A-7		79.0		76.6		-0.34		81.40		0.69		87.30		0.84		105.00		96.40		1.30		98.60		0.31		112.00		1.91		0.79

		331		A-8		48400		49200		114.3		53500		614.3		58500		714.3		67000		1214.3		75500		1214.3		84500		1285.7		859.5				331		A-8		48.4		49.2		0.8		53.50		4.3		58.50		5.0		67.00		8.5		75.50		8.5		84.50		9.0		6.0				331		A-8		81.8		79.7		-0.30		81.50		0.26		83.90		0.34		85.20		84.00		0.01		86.00		0.29		88.00		0.29		0.15				331		A-8		85.6		85.0		-0.09		86.00		0.14		89.00		0.43		98.00		92.90		0.56		96.80		0.56		100.80		0.57		0.36				331		A-8		84.0		82.5		-0.21		90.80		1.19		96.80		0.86		125.00		116.40		2.80		115.40		-0.14		123.40		1.14		0.94

		316		A-9		52500		52500		0.0		53500		142.9		57000		500.0		63000		857.1		66000		428.6		71000		714.3		440.5				316		A-9		52.5		52.5		0.0		53.50		1.0		57.00		3.5		63.00		6.0		66.00		3.0		71.00		5.0		3.1				316		A-9		83.4		81.6		-0.26		83.80		0.31		83.70		-0.01		85.20		84.00		0.04		87.00		0.43		87.80		0.11		0.10				316		A-9		88.0		86.2		-0.26		87.50		0.19		88.50		0.14		90.60		85.50		-0.43		92.40		0.99		94.60		0.31		0.16				316		A-9		81.0		84.0		0.43		84.60		0.09		90.40		0.83		110.40		101.80		1.63		101.00		-0.11		109.00		1.14		0.67

		330		A-11		48000		48000		0.0		49200		171.4		54500		757.1		55000		71.4		56000		142.9		57500		214.3		226.2				330		A-11		48.0		48.0		0.0		49.20		1.2		54.50		5.3		55.00		0.5		56.00		1.0		57.50		1.5		1.6				330		A-11		77.6		81.3		0.53		81.60		0.04		82.20		0.09		86.80		85.60		0.49		84.60		-0.14		83.80		-0.11		0.15				330		A-11		83.0		80.0		-0.43		82.00		0.29		84.00		0.29		88.00		82.90		-0.16		85.40		0.36		87.60		0.31		0.11				330		A-11		83.0		79.2		-0.54		81.40		0.31		86.00		0.66		92.00		83.40		-0.37		90.00		0.94		99.20		1.31		0.39

		340		A-12		43600		44600		142.9		49000		628.6		53500		642.9		57000		500.0		64500		1071.4		71500		1000.0		664.3				340		A-12		43.6		44.6		1.0		49.00		4.4		53.50		4.5		57.00		3.5		64.50		7.5		71.50		7.0		4.7				340		A-12		77.8		87.4		1.37		77.90		-1.36		80.60		0.39		81.00		79.80		-0.11		82.40		0.37		84.80		0.34		0.17				340		A-12		80.2		80.0		-0.03		84.30		0.61		85.80		0.21		93.20		88.10		0.33		92.00		0.56		99.20		1.03		0.45				340		A-12		83.2		81.0		-0.31		85.80		0.69		92.40		0.94		107.50		98.90		0.93		106.20		1.04		115.40		1.31		0.77

		312		A-13		41400		44200		400.0		43600		-85.7		48400		685.7		49000		85.7		54000		714.3		58000		571.4		395.2				312		A-13		41.4		44.2		2.8		43.60		-0.6		48.40		4.8		49.00		0.6		54.00		5.0		58.00		4.0		2.8				312		A-13		81.4		80.4		-0.14		78.20		-0.31		79.80		0.23		81.20		80.00		0.03		81.20		0.17		83.40		0.31		0.05				312		A-13		81.4		83.2		0.26		83.00		-0.03		84.80		0.26		93.80		88.70		0.56		89.20		0.07		90.60		0.20		0.22				312		A-13		83.8		84.0		0.03		83.00		-0.14		87.20		0.60		96.40		87.80		0.09		97.00		1.31		110.60		1.94		0.64

		350		A-14		42400		43800		200.0		49200		771.4		54500		757.1		60000		785.7		64500		642.9		75000		1500.0		776.2				350		A-14		42.4		43.8		1.4		49.20		5.4		54.50		5.3		60.00		5.5		64.50		4.5		75.00		10.5		5.4				350		A-14		76.4		76.6		0.03		79.70		0.44		77.50		-0.31		86.20		85.00		1.07		80.80		-0.60		83.00		0.31		0.16				350		A-14		76.2		78.6		0.34		80.00		0.20		83.40		0.49		92.00		86.90		0.50		90.00		0.44		94.20		0.60		0.43				350		A-14		79.0		82.2		0.46		85.00		0.40		90.20		0.74		108.00		99.40		1.31		104.40		0.71		112.00		1.09		0.79

						平均値 ヘイキンチ		平均値 ヘイキンチ		124.18				365.93				675.82				563.74				747.25				890.11		561.17								平均値 ヘイキンチ		平均値 ヘイキンチ		0.87				2.56				4.73				3.95				5.23				6.23		3.93						平均値 ヘイキンチ		79.6		79.6		-0.00		80.38		0.11		81.72		0.19		84.42		83.22		0.21		83.75		0.08		85.94		0.31		0.15						平均値 ヘイキンチ		81.8		82.4		0.09		83.74		0.20		86.02		0.33		93.68		88.58		0.36		90.99		0.35		94.37		0.48		0.30						平均値 ヘイキンチ		81.8		82.0		0.04		84.17		0.31		89.61		0.78		104.44		95.84		0.89		101.98		0.88		111.07		1.30		0.70

						SD		SD		167.96				267.10				150.78				369.34				328.13				389.72		203.00								SD		SD		1.18				1.87				1.06				2.59				2.30				2.73		1.42						SD		3.2		3.8		0.69		2.35		0.56		2.82		0.27		2.38		2.38		0.33		2.73		0.33		3.65		0.50		0.10						SD		3.5		3.1		0.28		2.84		0.16		2.40		0.11		3.69		3.69		0.37		3.46		0.34		4.28		0.23		0.11						SD		2.0		2.5		0.38		2.83		0.37		3.32		0.19		10.51		10.51		1.16		7.08		0.99		7.25		0.43		0.18

						P		P		0.10				0.64				0.43				0.33				0.21				0.26		0.12								P		P		0.10				0.64				0.43				0.33				0.21				0.26		0.12						P		0.87		0.34		0.37		0.36		0.67		0.98		0.28		0.28		0.28		0.26		0.70		0.08		0.67		0.89		0.81						P		0.77		0.21		0.10		0.05		0.11		0.12		0.21		0.18		0.18		0.91		0.02		0.03		0.10		0.08		0.10						P		0.35		0.00		0.01		0.03		0.42		0.17		0.42		0.53		0.53		0.99		0.05		0.13		0.32		0.01		0.45

		B　添加区　1日あたり体重（g）増加量																																		B　添加区　週体重（kg）増加量 シュウゾウカリョウ																																		B　添加区　1日あたり体高(cm)増加量																																				B　添加区　1日あたり胸囲(cm)増加量																																				B　添加区　1日あたり腹囲(cm)増加量

		耳標番号		牛房番号		開始時		第1週		第1週 ダイシュウ		第2週 ダイシュウ		第2週 ダイシュウ		第3週 ダイシュウ		第3週 ダイシュウ		第4週 ダイシュウ		第4週 ダイシュウ		第5週 ダイシュウ		第5週 ダイシュウ		第6週 ダイシュウ		第6週 ダイシュウ		全期間  ゼンキカン				耳標番号		牛房番号		開始時		第1週		第1週 ダイシュウ		第2週 ダイシュウ		第2週 ダイシュウ		第3週 ダイシュウ		第3週 ダイシュウ		第4週 ダイシュウ		第4週 ダイシュウ		第5週 ダイシュウ		第5週 ダイシュウ		第6週 ダイシュウ		第6週 ダイシュウ		全期間  ゼンキカン				耳標番号		牛房番号		開始時		第1週		第1週 ダイシュウ		第2週 ダイシュウ		第2週 ダイシュウ		第3週 ダイシュウ		第3週 ダイシュウ		第4週 ダイシュウ		第4週 ダイシュウ		第4週 ダイシュウ		第5週 ダイシュウ		第5週 ダイシュウ		第6週 ダイシュウ		第6週 ダイシュウ		全期間  ゼンキカン				耳標番号		牛房番号		開始時		第1週		第1週 ダイシュウ		第2週 ダイシュウ		第2週 ダイシュウ		第3週 ダイシュウ		第3週 ダイシュウ		第4週 ダイシュウ		第4週 ダイシュウ		第4週 ダイシュウ		第5週 ダイシュウ		第5週 ダイシュウ		第6週 ダイシュウ		第6週 ダイシュウ		全期間  ゼンキカン				耳標番号		牛房番号		開始時		第1週		第1週 ダイシュウ		第2週 ダイシュウ		第2週 ダイシュウ		第3週 ダイシュウ		第3週 ダイシュウ		第4週 ダイシュウ		第4週 ダイシュウ		第4週 ダイシュウ		第5週 ダイシュウ		第5週 ダイシュウ		第6週 ダイシュウ		第6週 ダイシュウ		全期間  ゼンキカン

		324		B-1		56000		57000		142.9		60000		428.6		64500		642.9		72500		1142.9		82500		1428.6		89500		1000.0		797.6				324		B-1		56.0		57.0		1.0		60.00		3.0		64.50		4.5		72.50		8.0		82.50		10.0		89.50		7.0		5.6				324		B-1		86.4		84.8		-0.23		83.30		-0.21		84.80		0.21		84.80		83.60		-0.17		86.40		0.40		87.20		0.11		0.02				324		B-1		86.6		89.2		0.37		90.40		0.17		91.40		0.14		98.40		93.30		0.27		100.80		1.07		101.20		0.06		0.35				324		B-1		86.0		91.6		0.80		95.20		0.51		100.80		0.80		102.20		93.60		-1.03		115.60		3.14		121.00		0.77		0.83

		310		B-2		46600		46800		28.6		49600		400.0		52000		342.9		56000		571.4		60500		642.9		67500		1000.0		497.6				310		B-2		46.6		46.8		0.2		49.60		2.8		52.00		2.4		56.00		4.0		60.50		4.5		67.50		7.0		3.5				310		B-2		77.6		78.4		0.11		80.20		0.26		81.60		0.20		83.40		82.20		0.09		81.20		-0.14		83.80		0.37		0.15				310		B-2		82.4		83.4		0.14		85.00		0.23		86.70		0.24		95.80		90.70		0.57		92.00		0.19		95.00		0.43		0.30				310		B-2		83.0		83.0		0.00		87.00		0.57		88.00		0.14		106.80		98.20		1.46		103.40		0.74		110.40		1.00		0.65

		355		B-3		43800		45600		257.1		47600		285.7		53000		771.4		57000		571.4		62500		785.7		70500		1142.9		635.7				355		B-3		43.8		45.6		1.8		47.60		2.0		53.00		5.4		57.00		4.0		62.50		5.5		70.50		8.0		4.5				355		B-3		74.8		75.2		0.06		77.40		0.31		80.30		0.41		83.00		81.80		0.21		80.00		-0.26		81.40		0.20		0.16				355		B-3		79.2		80.0		0.11		83.50		0.50		83.70		0.03		94.00		88.90		0.74		95.00		0.87		95.00		0.00		0.38				355		B-3		82.0		88.4		0.91		83.60		-0.69		89.20		0.80		98.60		90.00		0.11		103.40		1.91		108.60		0.74		0.63

		351		B-4		45800		47400		228.6		52500		728.6		57000		642.9		64000		1000.0		71500		1071.4		79500		1142.9		802.4				351		B-4		45.8		47.4		1.6		52.50		5.1		57.00		4.5		64.00		7.0		71.50		7.5		79.50		8.0		5.6				351		B-4		77.2		77.4		0.03		78.70		0.19		79.80		0.16		82.20		81.00		0.17		82.60		0.23		84.80		0.31		0.18				351		B-4		79.6		81.2		0.23		86.00		0.69		86.40		0.06		96.00		90.90		0.64		94.40		0.50		95.20		0.11		0.37				351		B-4		83.8		88.0		0.60		89.50		0.21		93.00		0.50		107.80		99.20		0.89		114.40		2.17		120.00		0.80		0.86

		328		B-5		44400		41000		-485.7		43000		285.7		47200		600.0		47000		-28.6		50500		500.0		59500		1285.7		359.5				328		B-5		44.4		41.0		-3.4		43.00		2.0		47.20		4.2		47.00		-0.2		50.50		3.5		59.50		9.0		2.5				328		B-5		76.8		76.0		-0.11		77.50		0.21		79.40		0.27		79.40		78.20		-0.17		79.40		0.17		81.20		0.26		0.10				328		B-5		78.4		79.0		0.09		81.60		0.37		81.30		-0.04		88.20		83.10		0.26		85.00		0.27		88.00		0.43		0.23				328		B-5		83.2		84.4		0.17		84.90		0.07		84.30		-0.09		97.00		88.40		0.59		92.80		0.63		99.80		1.00		0.40

		347		B-6		50000		55000		714.3		59000		571.4		65500		928.6		72000		928.6		87000		2142.9		95000		1142.9		1071.4				347		B-6		50.0		55.0		5.0		59.00		4.0		65.50		6.5		72.00		6.5		87.00		15.0		95.00		8.0		7.5				347		B-6		81.6		84.0		0.34		81.70		-0.33		84.00		0.33		84.00		82.80		-0.17		83.80		0.14		87.20		0.49		0.13				347		B-6		84.4		86.2		0.26		90.00		0.54		91.80		0.26		101.40		96.30		0.64		101.20		0.70		105.40		0.60		0.50				347		B-6		80.6		89.0		1.20		90.40		0.20		97.20		0.97		120.00		111.40		2.03		119.40		1.14		131.40		1.71		1.21

		322		B-7		42600		44200		228.6		47000		400.0		52500		785.7		53000		71.4		54000		142.9		57000		428.6		342.9				322		B-7		42.6		44.2		1.6		47.00		2.8		52.50		5.5		53.00		0.5		54.00		1.0		57.00		3.0		2.4				322		B-7		80.4		81.8		0.20		83.00		0.17		78.70		-0.61		84.00		82.80		0.59		82.20		-0.09		85.20		0.43		0.11				322		B-7		79.8		81.0		0.17		82.00		0.14		83.40		0.20		90.00		84.90		0.21		88.80		0.56		90.00		0.17		0.24				322		B-7		79.2		81.0		0.26		83.00		0.29		87.70		0.67		104.00		95.40		1.10		101.20		0.83		102.40		0.17		0.55

		334		B-8		48400		51000		371.4		52500		214.3		57500		714.3		62000		642.9		67000		714.3		74500		1071.4		621.4				334		B-8		48.4		51.0		2.6		52.50		1.5		57.50		5.0		62.00		4.5		67.00		5.0		74.50		7.5		4.4				334		B-8		82.8		82.8		0.00		84.70		0.27		83.50		-0.17		86.20		85.00		0.21		86.20		0.17		91.80		0.80		0.21				334		B-8		84.6		87.0		0.34		89.40		0.34		91.60		0.31		97.40		92.30		0.10		96.40		0.59		98.40		0.29		0.33				334		B-8		82.8		84.0		0.17		87.00		0.43		91.00		0.57		102.80		94.20		0.46		101.40		1.03		107.00		0.80		0.58

		317		B-9		46800		48800		285.7		50500		242.9		55000		642.9		59000		571.4		65000		857.1		74500		1357.1		659.5				317		B-9		46.8		48.8		2.0		50.50		1.7		55.00		4.5		59.00		4.0		65.00		6.0		74.50		9.5		4.6				317		B-9		83.4		86.4		0.43		85.90		-0.07		85.60		-0.04		88.00		86.80		0.17		88.80		0.29		89.20		0.06		0.14				317		B-9		81.2		82.4		0.17		84.00		0.23		86.00		0.29		92.20		87.10		0.16		93.60		0.93		98.00		0.63		0.40				317		B-9		78.0		82.0		0.57		79.50		-0.36		84.60		0.73		97.40		88.80		0.60		97.20		1.20		108.20		1.57		0.72

		341		B-10		49800		53000		457.1		56500		500.0		64000		1071.4		72000		1142.9		80000		1142.9		84000		571.4		814.3				341		B-10		49.8		53.0		3.2		56.50		3.5		64.00		7.5		72.00		8.0		80.00		8.0		84.00		4.0		5.7				341		B-10		81.2		82.4		0.17		83.00		0.09		82.80		-0.03		84.00		82.80		0.00		84.60		0.26		86.60		0.29		0.13				341		B-10		83.4		86.8		0.49		88.10		0.19		91.50		0.49		97.80		92.70		0.17		100.60		1.13		103.40		0.40		0.48				341		B-10		87.0		91.8		0.69		91.50		-0.04		100.50		1.29		130.20		121.60		3.01		120.20		-0.20		125.50		0.76		0.92

		354		B-11		52500		53000		71.4		55000		285.7		60500		785.7		67500		1000.0		74000		928.6		82000		1142.9		702.4				354		B-11		52.5		53.0		0.5		55.00		2.0		60.50		5.5		67.50		7.0		74.00		6.5		82.00		8.0		4.9				354		B-11		79.8		82.6		0.40		82.50		-0.01		82.90		0.06		83.60		82.40		-0.07		85.70		0.47		86.40		0.10		0.16				354		B-11		84.4		84.8		0.06		87.80		0.43		89.40		0.23		100.40		95.30		0.84		94.80		-0.07		98.00		0.46		0.32				354		B-11		83.0		81.0		-0.29		87.00		0.86		90.40		0.49		106.50		97.90		1.07		108.00		1.44		115.00		1.00		0.76

		339		B-12		41400		46000		657.1		50500		642.9		55500		714.3		59500		571.4		66500		1000.0		76000		1357.1		823.8				339		B-12		41.4		46.0		4.6		50.50		4.5		55.50		5.0		59.50		4.0		66.50		7.0		76.00		9.5		5.8				339		B-12		74.4		76.4		0.29		78.10		0.24		71.60		-0.93		79.80		78.60		1.00		83.00		0.63		86.20		0.46		0.28				339		B-12		79.0		83.0		0.57		83.40		0.06		87.10		0.53		94.80		89.70		0.37		93.60		0.56		97.50		0.56		0.44				339		B-12		79.0		85.0		0.86		85.00		0.00		93.40		1.20		106.00		97.40		0.57		108.00		1.51		114.20		0.89		0.84

		315		B-13		54000		56500		357.1		58500		285.7		63000		642.9		73000		1428.6		79000		857.1		85000		857.1		738.1				315		B-13		54.0		56.5		2.5		58.50		2.0		63.00		4.5		73.00		10.0		79.00		6.0		85.00		6.0		5.2				315		B-13		84.2		86.4		0.31		83.20		-0.46		85.80		0.37		87.00		85.80		0.00		89.00		0.46		91.80		0.40		0.18				315		B-13		84.0		88.0		0.57		88.00		0.00		90.40		0.34		98.20		93.10		0.39		98.00		0.70		99.80		0.26		0.38				315		B-13		82.0		85.2		0.46		87.80		0.37		93.30		0.79		105.80		97.20		0.56		113.00		2.26		117.00		0.57		0.83

		338		B-14		49800		52000		314.3		55000		428.6		60500		785.7		66500		857.1		77000		1500.0		86000		1285.7		861.9				338		B-14		49.8		52.0		2.2		55.00		3.0		60.50		5.5		66.50		6.0		77.00		10.5		86.00		9.0		6.0				338		B-14		78.8		80.6		0.26		81.20		0.09		84.10		0.41		83.40		82.20		-0.27		85.20		0.43		88.80		0.51		0.24				338		B-14		82.8		86.0		0.46		89.00		0.43		91.20		0.31		98.40		93.30		0.30		98.40		0.73		101.60		0.46		0.45				338		B-14		84.0		84.0		0.00		87.20		0.46		90.60		0.49		105.20		96.60		0.86		111.20		2.09		120.40		1.31		0.87

		349		B-15		42400		45600		457.1		48800		457.1		55500		957.1		60000		642.9		65500		785.7		72000		928.6		704.8				349		B-15		42.4		45.6		3.2		48.80		3.2		55.50		6.7		60.00		4.5		65.50		5.5		72.00		6.5		4.9				349		B-15		74.2		77.6		0.49		77.20		-0.06		78.50		0.19		78.00		76.80		-0.24		82.80		0.86		83.80		0.14		0.23				349		B-15		82.0		79.0		-0.43		82.00		0.43		85.60		0.51		92.40		87.30		0.24		92.40		0.73		93.80		0.20		0.28				349		B-15		85.0		83.2		-0.26		87.00		0.54		94.80		1.11		109.00		100.40		0.80		111.20		1.54		114.00		0.40		0.69

		335		B-16		45800		47600		257.1		49600		285.7		53500		557.1		55000		214.3		59000		571.4		64500		785.7		445.2				335		B-16		45.8		47.6		1.8		49.60		2.0		53.50		3.9		55.00		1.5		59.00		4.0		64.50		5.5		3.1				335		B-16		84.2		83.0		-0.17		83.00		0.00		83.70		0.10		83.40		82.20		-0.21		85.60		0.49		88.20		0.37		0.10				335		B-16		81.6		85.0		0.49		86.00		0.14		87.40		0.20		93.40		88.30		0.13		92.30		0.57		95.20		0.41		0.32				335		B-16		82.4		90.0		1.09		87.00		-0.43		90.60		0.51		106.80		98.20		1.09		105.00		0.97		110.20		0.74		0.66

						平均値 ヘイキンチ		平均値 ヘイキンチ		271.43				402.68				724.11				708.04				941.96				1031.25		679.91								平均値 ヘイキンチ		平均値 ヘイキンチ		1.90				2.82				5.07				4.96				6.59				7.22		4.76						平均値 ヘイキンチ		79.9		81.0		0.16		81.29		0.04		81.69		0.06		83.39		82.19		0.07		84.16		0.28		86.48		0.33		0.16						平均値 ヘイキンチ		82.1		83.9		0.26		86.01		0.31		87.81		0.26		95.55		90.45		0.38		94.83		0.63		97.22		0.34		0.36						平均値 ヘイキンチ		82.6		85.7		0.45		87.04		0.19		91.84		0.69		106.63		98.03		0.88		107.84		1.40		114.07		0.89		0.75

						SD		SD		274.00				149.58				172.36				401.12				463.80				267.22		194.74								SD		SD		1.92				1.05				1.21				2.81				3.25				1.87		1.36						SD		3.8		3.7		0.22		2.77		0.23		3.60		0.37		2.64		2.64		0.34		2.81		0.29		3.12		0.19		0.06						SD		2.4		3.2		0.25		3.02		0.19		3.35		0.17		3.68		3.68		0.24		4.41		0.31		4.59		0.19		0.08						SD		2.5		3.6		0.46		3.63		0.41		4.85		0.36		8.28		8.28		0.86		7.79		0.79		8.35		0.39		0.19

																																																																																												補正値 ホセイチ																																				補正値 ホセイチ																																				補正値 ホセイチ

																																																																																												1.2																																				5.1																																				8.6





						167.9594030339		167.9594030339		273.997864831		273.997864831

						267.1045593594		267.1045593594		149.5770681613		149.5770681613

						150.7785481801		150.7785481801		172.3561216002		172.3561216002

						369.3446754356		369.3446754356		401.1198185624		401.1198185624

						328.1251946749		328.1251946749		463.8046958779		463.8046958779

						389.7227610177		389.7227610177		267.2214679347		267.2214679347

						203.0018128765		203.0018128765		194.7437969422		194.7437969422



A区増加量

B区増加量

区増加量(g)

1日あたり体重増加量



						0.6915767407		0.6915767407		0.2178122514		0.2178122514

						0.5557228075		0.5557228075		0.2256962018		0.2256962018

						0.2698963888		0.2698963888		0.3686883812		0.3686883812

						0.3260253318		0.3260253318		0.3359814034		0.3359814034

						0.3266707248		0.3266707248		0.2884497032		0.2884497032

						0.4998586927		0.4998586927		0.1908961145		0.1908961145

						0.1045202007		0.1045202007		0.0636142178		0.0636142178



A区増加量

B区増加量

体高増加量(cm)

1日あたり体高増加量



						0.2803339565		0.2803339565		0.2517895136		0.2517895136

						0.1641702094		0.1641702094		0.1900859097		0.1900859097

						0.1139647508		0.1139647508		0.1652430698		0.1652430698

						0.3729189597		0.3729189597		0.2359504589		0.2359504589

						0.3364402563		0.3364402563		0.3131242065		0.3131242065

						0.2304353943		0.2304353943		0.1922919407		0.1922919407

						0.1129864202		0.1129864202		0.0792096196		0.0792096196



A区増加量

B区増加量

胸囲増加量(cm)

1日あたり胸囲増加量



						0.3820200241		0.3820200241		0.4620237942		0.4620237942

						0.3685575146		0.3685575146		0.4118607188		0.4118607188

						0.1891206344		0.1891206344		0.3628308952		0.3628308952

						1.1582943215		1.1582943215		0.8607617059		0.8607617059

						0.9874831504		0.9874831504		0.7949238401		0.7949238401

						0.4323581185		0.4323581185		0.3923665768		0.3923665768

						0.1775149865		0.1775149865		0.1857213445		0.1857213445



A区増加量

B区増加量

胸囲増加量(cm)

1日あたり腹囲増加量



						1.1757158212		1.1757158212		1.9179850538		1.9179850538

						1.8697319155		1.8697319155		1.0470394771		1.0470394771

						1.0554498373		1.0554498373		1.2064928512		1.2064928512

						2.585412728		2.585412728		2.8078387299		2.8078387299

						2.2968763627		2.2968763627		3.2466328711		3.2466328711

						2.7280593271		2.7280593271		1.8705502755		1.8705502755

						1.4210126901		1.4210126901		1.3632065786		1.3632065786



A区増加量

B区増加量

増体重量(kg)

週体重増加量



				減乳、離乳頭数の推移

						第1週										第2週										第3週										第4週										第5週										第6週

						哺育中		減乳		離乳		計 ケイ		減乳+離乳 ゲンニュウリニュウ		哺育中		減乳		離乳		計 ケイ		減乳+離乳 ゲンニュウリニュウ		哺育中		減乳		離乳		計 ケイ		減乳+離乳 ゲンニュウリニュウ		哺育中		減乳		離乳		計 ケイ		減乳+離乳 ゲンニュウリニュウ		哺育中		減乳		離乳		計 ケイ		減乳+離乳 ゲンニュウリニュウ		哺育中		減乳		離乳		計 ケイ		減乳+離乳 ゲンニュウリニュウ

				Ａ		13		0		0		13		0		13		0		0		13		0		7		4		2		13		6		3		7		3		13		10		2		1		10		13		11		0		2		11		13		13

				%		100.00		0.00		0.00						100.00		0.00		0.00						53.85		30.77		15.38						23.08		53.85		23.08						15.38		7.69		76.92						0.00		15.38		84.62

				Ｂ		16		0		0		16		0		16		0		0		16		0		11		0		5		16		5		4		7		5		16		12		2		2		12		16		14		2		0		14		16		14

				%		100.00		0.00		0.00						100.00		0.00		0.00						68.75		0.00		31.25						25.00		43.75		31.25						12.50		12.50		75.00						12.50		0.00		87.50

				代用乳摂取量（kg）の推移

						第1週		第2週		第3週		第4週		第5週		第6週		全期間 ゼンキカン

				Ａ－１		3.92		3.92		3.92		3.92		3.92		3.08		22.68

				Ａ－２		3.92		3.92		2.80		0.00		0.00		0.00		10.64

				Ａ－３		3.92		3.92		3.92		1.12		0.00		0.00		12.88

				Ａ－４		3.92		3.92		3.92		3.92		3.92		2.52		22.12

				Ａ－５		3.92		3.92		3.92		2.52		0.56		0.00		14.84

				Ａ－６		3.92		3.92		3.92		2.52		0.56		0.00		14.84

				Ａ－７		3.92		3.92		3.64		1.96		0.56		0.00		14.00

				Ａ－８		3.92		3.92		3.64		1.96		0.56		0.00		14.00

				Ａ－９		3.92		3.92		3.64		1.96		0.56		0.00		14.00

				Ａ－１１		3.92		3.92		3.92		2.80		0.56		0.00		15.12

				Ａ－１２		3.92		3.92		2.52		0.00		0.00		0.00		10.36

				Ａ－１３		3.92		3.92		3.92		3.92		3.64		0.84		20.16								ｇ/日

				Ａ－１４		3.92		3.92		3.36		1.96		0.56		0.00		13.72								第1週		第2週		第3週		第4週		第5週		第6週		全期間 ゼンキカン

				平均 ヘイキン		3.92		3.92		3.62		2.20		1.18		0.50		15.34						平均 ヘイキン		560.00		560.00		516.92		313.85		169.23		70.77		2190.77

				SD		0.00		0.00		0.46		1.31		1.53		1.05		3.92						SD		0.00		0.00		66.26		186.79		217.96		150.69		560.27

				P		-		-		0.340		0.856		0.958		0.821		0.864

						第1週		第2週		第3週		第4週		第5週		第6週		全期間 ゼンキカン

				Ｂ－1		3.92		3.92		2.52		0.00		0.00		0.00		10.36

				Ｂ－2		3.92		3.92		3.92		3.92		0.84		0.00		16.52

				Ｂ－3		3.92		3.92		3.92		2.52		0.56		0.00		14.84

				Ｂ－4		3.92		3.92		2.24		0.00		0.00		0.00		10.08

				Ｂ－5		3.92		3.92		3.92		3.92		3.92		3.64		23.24

				Ｂ－6		3.92		3.92		2.80		1.12		0.00		0.00		11.76

				Ｂ－7		3.92		3.92		3.92		2.52		3.08		3.64		21.00

				Ｂ－8		3.92		3.92		3.92		2.52		0.56		0.00		14.84

				Ｂ－9		3.92		3.92		3.92		3.92		3.64		0.84		20.16

				Ｂ－10		3.92		3.92		1.96		0.00		0.00		0.00		9.80

				Ｂ－11		3.92		3.92		3.92		2.80		0.56		0.00		15.12

				Ｂ－12		3.92		3.92		3.92		2.52		0.56		0.00		14.84

				Ｂ－13		3.92		3.92		3.36		1.40		0.56		0.00		13.16

				Ｂ－14		3.92		3.92		3.92		2.52		0.56		0.00		14.84

				Ｂ－15		3.92		3.92		1.96		0.00		0.00		0.00		9.80								ｇ/日

				Ｂ－16		3.92		3.92		3.92		3.92		3.64		1.40		20.72								第1週		第2週		第3週		第4週		第5週		第6週		全期間 ゼンキカン

				平均 ヘイキン		3.92		3.92		3.38		2.10		1.16		0.60		15.07						平均 ヘイキン		560.00		560.00		482.50		300.00		165.00		85.00		2152.50

				SD		0.00		0.00		0.79		1.50		1.47		1.25		4.32						SD		0.00		0.00		112.64		214.17		210.59		178.81		616.44

				人工乳摂取量（kg）の推移

						第1週		第2週		第3週		第4週		第5週		第6週		全期間 ゼンキカン

				Ａ－１		0.06		0.26		1.26		1.45		3.05		5.19		11.27

				Ａ－２		0.29		1.66		5.05		9.74		10.11		14.74		41.59

				Ａ－３		0.34		1.32		3.63		8.13		10.62		14.48		38.51

				Ａ－４		-0.08		0.31		0.74		1.61		2.46		6.99		12.04

				Ａ－５		0.51		1.65		3.08		6.04		11.40		15.49		38.17

				Ａ－６		1.01		2.22		4.32		10.83		13.52		17.39		49.30

				Ａ－７		0.64		1.70		3.85		7.27		9.17		11.52		34.15

				Ａ－８		0.00		1.41		4.59		8.63		15.35		18.87		48.85

				Ａ－９		0.12		1.24		3.31		7.98		9.01		11.02		32.67

				Ａ－１１		0.08		0.69		2.47		4.44		5.73		7.22		20.64

				Ａ－１２		0.51		2.75		6.68		8.58		11.36		14.89		44.75

				Ａ－１３		0.57		0.65		1.68		2.36		3.83		7.22		16.31						ｇ/日

				Ａ－１４		1.18		2.80		5.66		9.82		9.71		14.84		44.01						第1週		第2週		第3週		第4週		第5週		第6週		全期間 ゼンキカン

				平均 ヘイキン		0.40		1.44		3.56		6.68		8.87		12.30		33.25				平均 ヘイキン		57.44		205.11		508.81		954.70		1267.15		1756.71		4749.93

				SD		0.39		0.83		1.74		3.23		4.00		4.43		13.70				SD		55.19		118.32		248.73		461.21		571.19		633.00		1956.56

				P		0.184		0.224		0.333		0.444		0.360		0.533		0.362

						第1週		第2週		第3週		第4週		第5週		第6週		全期間 ゼンキカン

				Ｂ－1		1.08		2.15		6.42		11.14		16.38		20.36		57.53

				Ｂ－2		0.17		1.27		2.06		4.20		8.34		12.23		28.27

				Ｂ－3		-0.00		0.96		2.97		6.24		9.24		13.38		32.77

				Ｂ－4		2.28		4.26		8.30		13.08		14.03		15.64		57.59

				Ｂ－5		-0.02		0.66		1.91		0.90		1.18		5.49		10.13

				Ｂ－6		1.11		2.13		5.60		11.57		16.16		19.05		55.61

				Ｂ－7		-0.07		1.01		2.57		5.35		1.31		2.81		12.97

				Ｂ－8		0.25		1.08		3.02		6.18		9.46		13.41		33.39

				Ｂ－9		0.01		0.72		2.09		3.63		6.28		12.33		25.06

				Ｂ－10		1.58		4.09		9.84		15.14		16.97		17.59		65.21

				Ｂ－11		0.31		1.45		3.29		7.20		11.48		14.64		38.36

				Ｂ－12		1.26		2.63		3.96		6.92		11.22		14.18		40.15

				Ｂ－13		0.71		2.00		4.52		10.67		14.44		14.74		47.08

				Ｂ－14		0.48		1.94		3.10		8.07		13.76		16.77		44.11

				Ｂ－15		1.98		2.99		9.26		11.90		14.15		14.61		54.90						ｇ/日

				Ｂ－16		0.33		1.06		1.74		2.14		3.70		6.93		15.90						第1週		第2週		第3週		第4週		第5週		第6週		全期間 ゼンキカン

				平均 ヘイキン		0.72		1.90		4.41		7.77		10.51		13.38		38.69				平均 ヘイキン		102.21		271.51		630.58		1110.04		1500.76		1911.97		5527.08

				SD		0.75		1.12		2.69		4.12		5.19		4.75		17.17				SD		107.14		159.91		384.21		588.30		741.88		678.87		2452.41

				飼料総摂取量（kg）（代用乳+人工乳）の推移

						第1週		第2週		第3週		第4週		第5週		第6週		全期間 ゼンキカン

				Ａ－１		3.978		4.184		5.178		5.366		6.97		8.271		33.947

				Ａ－２		4.214		5.576		7.853		9.737		10.109		14.737		52.226

				Ａ－３		4.256		5.244		7.545		9.248		10.62		14.478		51.391

				Ａ－４		3.845		4.227		4.66		5.534		6.378		9.512		34.156

				Ａ－５		4.427		5.574		7		8.561		11.964		15.488		53.014

				Ａ－６		4.932		6.142		8.244		13.354		14.075		17.391		64.138

				Ａ－７		4.559		5.622		7.486		9.234		9.728		11.516		48.145

				Ａ－８		3.924		5.332		8.226		10.589		15.913		18.869		62.853

				Ａ－９		4.035		5.158		6.948		9.936		9.569		11.024		46.67

				Ａ－１１		4.003		4.61		6.386		7.241		6.294		7.221		35.755

				Ａ－１２		4.425		6.667		9.199		8.577		11.355		14.889		55.112

				Ａ－１３		4.486		4.571		5.597		6.284		7.469		8.063		36.47						ｇ/日

				Ａ－１４		5.103		6.718		9.02		11.777		10.267		14.842		57.727						第1週		第2週		第3週		第4週		第5週		第6週		全期間 ゼンキカン

				平均 ヘイキン		4.32		5.36		7.18		8.88		10.05		12.79		48.58				平均 ヘイキン		617.44		765.11		1025.74		1268.55		1436.38		1827.48		6940.70

				SD		0.39		0.83		1.41		2.36		2.89		3.76		10.61				SD		55.19		118.32		201.82		336.56		413.20		537.58		1515.29

				P		0.184		0.224		0.483		0.462		0.354		0.488		0.373

						第1週		第2週		第3週		第4週		第5週		第6週		全期間 ゼンキカン

				Ｂ－1		5.001		6.071		10.34		15.057		17.219		20.361		74.049

				Ｂ－2		4.088		5.192		5.982		6.719		8.895		12.233		43.109

				Ｂ－3		3.916		4.877		5.206		6.239		9.236		13.375		42.849

				Ｂ－4		6.196		8.183		12.223		17.002		17.949		19.275		80.828

				Ｂ－5		3.903		4.579		4.713		2.018		1.181		5.493		21.887

				Ｂ－6		5.031		6.049		9.515		14.094		19.237		22.686		76.612

				Ｂ－7		3.849		4.93		6.485		7.87		1.867		2.807		27.808

				Ｂ－8		4.166		5.003		6.937		10.097		13.103		14.248		53.554

				Ｂ－9		3.931		4.644		4.049		3.634		6.279		12.325		34.862

				Ｂ－10		5.5		8.009		13.76		17.937		17.528		17.594		80.328

				Ｂ－11		4.225		5.373		7.206		9.716		12.042		14.639		53.201

				Ｂ－12		5.176		6.546		7.318		8.322		11.775		14.176		53.313

				Ｂ－13		4.634		5.922		8.438		13.185		14.996		14.742		61.917

				Ｂ－14		4.399		5.859		5.058		8.067		13.761		16.765		53.909

				Ｂ－15		5.904		6.912		13.178		15.824		17.794		16.011		75.623						ｇ/日

				Ｂ－16		4.249		4.98		5.1145		4.244		4.858		7.526		30.9715						第1週		第2週		第3週		第4週		第5週		第6週		全期間 ゼンキカン

				平均 ヘイキン		4.64		5.82		7.85		10.00		11.73		14.02		54.05				平均 ヘイキン		662.21		831.51		1120.74		1428.79		1676.07		2002.29		7721.61

				SD		0.75		1.12		3.11		4.98		5.84		5.26		19.52				SD		107.14		159.91		444.46		711.31		834.69		751.66		2788.33

				飼料要求率の推移

						第1週		第2週		第3週		第4週		第5週		第6週

				Ａ－１		2.49		-20.92		1.20		5.37		2.32		1.84

				Ａ－２		-		2.79		1.57		2.78		2.53		1.96

				Ａ－３		4.26		1.54		1.26		3.70		1.52		7.24

				Ａ－４		-2.40		2.35		2.33		2.05		1.28		1.59

				Ａ－５		22.13		1.27		1.37		1.90		1.50		1.72

				Ａ－６		1.97		2.05		1.37		1.67		1.88		2.17

				Ａ－７		2.85		1.76		1.59		2.05		2.43		1.65

				Ａ－８		4.90		1.24		1.65		1.25		1.87		2.10

				Ａ－９		-		5.16		1.99		1.66		3.19		2.20

				Ａ－１１		-		3.84		1.20		14.48		6.29		4.81

				Ａ－１２		4.43		1.52		2.04		2.45		1.51		2.13

				Ａ－１３		1.60		-7.62		1.17		10.47		1.49		2.02

				Ａ－１４		3.65		1.24		1.70		2.14		2.28		1.41

				平均 ヘイキン		4.59		-0.29		1.57		4.00		2.31		2.53

				SD		6.51		6.87		0.37		4.00		1.31		1.65

				P		0.647		0.155		0.990		0.257		0.194		0.295

						第1週		第2週		第3週		第4週		第5週		第6週

				Ｂ－1		5.00		2.02		2.30		1.88		1.72		2.91

				Ｂ－2		20.44		1.85		2.49		1.68		1.98		1.75

				Ｂ－3		2.18		2.44		0.96		1.56		1.68		1.67

				Ｂ－4		3.87		1.60		2.72		2.43		2.39		2.41

				Ｂ－5		-1.15		2.29		1.12		-10.09		0.34		0.61

				Ｂ－6		1.01		1.51		1.46		2.17		1.28		2.84

				Ｂ－7		2.41		1.76		1.18		15.74		1.87		0.94

				Ｂ－8		1.60		3.34		1.39		2.24		2.62		1.90

				Ｂ－9		1.97		2.73		0.90		0.91		1.05		1.30

				Ｂ－10		1.72		2.29		1.83		2.24		2.19		4.40

				Ｂ－11		8.45		2.69		1.31		1.39		1.85		1.83

				Ｂ－12		1.13		1.45		1.46		2.08		1.68		1.49

				Ｂ－13		1.85		2.96		1.88		1.32		2.50		2.46

				Ｂ－14		2.00		1.95		0.92		1.34		1.31		1.86

				Ｂ－15		1.85		2.16		1.97		3.52		3.24		2.46

				Ｂ－16		2.36		2.49		1.31		2.83		1.21		1.37

				平均 ヘイキン		3.54		2.22		1.58		2.08		1.81		2.01

				SD		4.96		0.54		0.57		4.77		0.70		0.91

						-		：体重増なし タイジュウゾウ





		



A減乳

A離乳

A減乳+離乳

B減乳

B離乳

B減乳+離乳

頭数

減乳、離乳頭数の推移



						0		0		0		0

						0		0		0		0

						0.4637859807		0.4637859807		0.7884457284		0.7884457284

						1.3075637946		1.3075637946		1.4991553177		1.4991553177

						1.5257381568		1.5257381568		1.4741053784		1.4741053784

						1.0548350217		1.0548350217		1.2516762095		1.2516762095



A区摂取量

B区摂取量

摂取量(kg)

週あたりの代用乳摂取量の推移



						0.3863481723		0.3863481723		0.749974044		0.749974044

						0.8282275406		0.8282275406		1.1193474271		1.1193474271

						1.7411107271		1.7411107271		2.6894596104		2.6894596104

						3.228472277		3.228472277		4.1180716639		4.1180716639

						3.9983364345		3.9983364345		5.1931848638		5.1931848638

						4.4310302978		4.4310302978		4.7521221536		4.7521221536



A区摂取量

B区摂取量

摂取量(kg)

週あたりの人工乳摂取量の推移



						0.3863481723		0.3863481723		0.749974044		0.749974044

						0.8282275406		0.8282275406		1.1193474271		1.1193474271

						1.4127076748		1.4127076748		3.1112464261		3.1112464261

						2.3559023341		2.3559023341		4.9791582685		4.9791582685

						2.8923912363		2.8923912363		5.8428324296		5.8428324296

						3.7630439482		3.7630439482		5.2616315974		5.2616315974



A区摂取量

B区摂取量

飼料総摂取量（kg）

週あたりの飼料総摂取量の推移



						6.5072126507		6.5072126507		4.9556126117		4.9556126117

						6.8670393503		6.8670393503		0.537045855		0.537045855

						0.3655630727		0.3655630727		0.5655499319		0.5655499319

						3.9956516453		3.9956516453		4.7676270568		4.7676270568

						1.3149831857		1.3149831857		0.700312598		0.700312598

						1.648564099		1.648564099		0.9058896625		0.9058896625



A区飼料要求率

B区飼料要求率

要求率(kg/kg)

飼料要求率推移



						0		0		0		0

						0		0		0		0

						66.2551401005		66.2551401005		112.6351040603		112.6351040603

						186.7948277986		186.7948277986		214.1650453895		214.1650453895

						217.9625938268		217.9625938268		210.5864826305		210.5864826305

						150.6907173906		150.6907173906		178.810887066		178.810887066



A区摂取量

B区摂取量

摂取量(g)

1日あたりの代用乳摂取量の推移



						55.192596046		55.192596046		107.1391491422		107.1391491422

						118.3182200828		118.3182200828		159.9067752965		159.9067752965

						248.7301038747		248.7301038747		384.2085157677		384.2085157677

						461.2103252909		461.2103252909		588.2959519883		588.2959519883

						571.1909192168		571.1909192168		741.8835519654		741.8835519654

						633.0043282568		633.0043282568		678.8745933679		678.8745933679



A区摂取量

B区摂取量

摂取量(g)

1日あたりの人工乳摂取量の推移



						55.192596046		107.1391491422		55.192596046		107.1391491422

						118.3182200828		159.9067752965		118.3182200828		159.9067752965

						201.8153821102		444.463775158		201.8153821102		444.463775158

						336.5574762962		711.3083240675		336.5574762962		711.3083240675

						413.1987480497		834.690347081		413.1987480497		834.690347081

						537.5777068919		751.6616567702		537.5777068919		751.6616567702



A区摂取量

B区摂取量

摂取量(g)

1日あたりの飼料総摂取量の推移




Graph2

		開始前		開始前		0.21		0.21		0.16		0.16

		終了時		終了時		0.13		0.13		0.46		0.46



対照区

試験区

βヒドロキシ酪酸（mM)

1.38

1.42

1.92

2.79
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		表２　1日スターター摂取量の推移　　（平均値±標準偏差：ｇ/日）																				表３　1日あたり代用乳摂取量（平均値±標準偏；ｇ/日）																				表４　1日あたり全飼料（代用乳+スターター）摂取量（平均値；ｇ/日）

		区		第１週		第２週		第３週		第４週		第５週		第６週		全期間						区		第１週		第２週		第３週		第４週		第５週		第６週		全期間						区		第１週		第２週		第３週		第４週		第５週		第６週		全期間

		対照区		134		367		860		1271		1937		2634		1201						対照区		500		491		344		214		36		0		264						対照区		634		858		1204		1485		1973		2634		1465

				67		151		424		525		561		676		319						試験区		500		500		424		259		36		0		287						試験区		577		763		1018		1315		1642		2199		1253

		試験区		77		263		594		1056		1606		2199		966						P値		－		†0.080		*0.030		*0.030		0.822		－		*0.049

				39		66		141		316		279		540		173						（差の検定）

		Ｐ値		†0.094		0.108		†0.068		0.392		0.26		0.238		0.166

		（差の検定）

		表５　体重の推移　（平均値±標準偏；kg）																				表６　体高の推移（平均値±標準偏；ｃｍ）																				表７　胸囲の推移（平均値±標準偏；ｃｍ）

		区		開始時		1週間後		2週間後		3週間後		4週間後		5週間後		6週間後		9週間後				区		開始時		1週間後		2週間後		3週間後		4週間後		5週間後		6週間後		9週間後				区		開始時		1週間後		2週間後		3週間後		4週間後		5週間後		6週間後		9週間後

		対照区		45.4		47.1		51.2		56.3		64.6		67.8		76.6		103.1				対照区		78.6		79		79.6		81.8		81.8		84		86.1		92.9				対照区		80.6		82.6		84.9		86.9		90		92.8		96.1		107

				3.3		2.7		2.8		3.6		4.9		5.7		6.7		9.8						2.8		1.7		1.7		1.3		1.4		1.9		1.7		2.1						1.7		2.1		2.1		2.4		2.4		2.7		3.3		3.4

		試験区		50.1		50.2		53.4		57.7		64.3		68.1		77.3		104.6				試験区		79.5		80.5		81.3		83.9		84.2		84.1		85.4		92.7				試験区		82		83.3		83.9		87.4		89.8		92.1		95		107.3

				5.6		4.3		4.1		4		6.3		5.3		7		10.5						3.5		3.2		3.3		2.4		2.8		3.2		3.5		1.8						3.3		3.2		2.3		2.3		2.4		3.1		2.7		4.2

		Ｐ値		0.181		0.246		0.4		0.595		0.919		0.931		0.89		0.813				Ｐ値		0.695		0.318		0.301		†0.092		0.116		0.964		0.671		0.905				Ｐ値		0.463		0.736		0.456		0.732		0.871		0.708		0.584		0.922

		（区間差の検定）																				（区間差の検定）																				（区間差の検定）

		表８　腹囲の推移（平均値±標準偏；㎝）																				表９　肥育度指数の推移（平均値±標準偏；体重kg/体高m）																				表10　第１胃発達指数の推移（平均値±標準偏；腹囲㎝/胸囲㎝）

		区		開始時		1週間後		2週間後		3週間後		4週間後		5週間後		6週間後		9週間後				区		開始時		1週間後		2週間後		3週間後		4週間後		5週間後		6週間後		9週間後				区		開始時		1週間後		2週間後		3週間後		4週間後		5週間後		6週間後		9週間後

		対照区		78.7		81.8		85.5		90		94.9		103		110.5		124.9				対照区		57.8		59.6		64.3		68.8		79		80.7		89		110.8				対照区		0.98		0.99		1.01		1.04		1.05		1.11		1.15		1.17

				4.1		2.3		3.5		4.7		6.5		8.1		7		6.8						3.1		2.6		2.6		3.7		5.4		6.2		7.4		8.4						0.05		0.02		0.04		0.03		0.05		0.06		0.06		0.04

		試験区		80.8		82.8		85.3		88.6		96.6		106		110.6		128.3				試験区		62.8		62.3		65.6		68.7		76.2		81		90.3		112.7				試験区		0.98		0.99		1.02		1.01		1.08		1.15		1.17		1.2

				5.2		4.9		3.2		3.2		4.2		5.1		4.6		5.6						5		3.5		2.9		3		5.8		5.2		5.5		9.9						0.03		0.04		0.04		0.02		0.03		0.04		0.05		0.04

		Ｐ値		0.404		0.611		0.898		0.514		0.598		0.426		0.968		0.304				Ｐ値		0.106		0.257		0.535		0.974		0.459		0.936		0.754		0.75				Ｐ値		0.664		0.781		0.675		0.17		0.393		0.185		0.621		†0.099

		（区間差の検定）																				（区間差の検定）																				（区間差の検定）

		表11　週別1日体重増加量（平均値±標準偏差;kg/日）																				表12　週別スターター要求率（スターター摂取量kg/体重増加量kg）

		区		第１週		第２週		第３週		第４週		第５週		第６週		全期間						区		第１週		第２週		第３週		第４週		第５週		第６週		全期間

		対照区		0.24		0.58		0.73		1.2		0.46		1.26		0.74						対照区		0.56		0.63		1.19		1.06		4.25		2.09		1.61

				0.15		0.15		0.26		0.47		0.22		0.18		0.19						試験区		4.32		0.58		1.36		1.13		2.9		1.69		1.49

		試験区		0.02		0.46		0.44		0.94		0.55		1.3		0.65

				0.22		0.11		0.15		0.57		0.32		0.31		0.13

		Ｐ値		†0.051		†0.096		*0.026		0.373		0.52		0.748		0.29

				表12　週別スターター要求率（スターター摂取量kg/体重増加量kg）

				区		第１週		第２週		第３週		第４週		第５週		第６週		全期間

				対照区		0.56		0.63		1.19		1.06		4.25		2.09		1.61

				試験区		4.32		0.58		1.36		1.13		2.9		1.69		1.49
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2 オミックスと次世代シーケンシング(NGS)
ニュートリゲノミクス、RNA塩基配列決定

3 ニュートリゲノミクス研究
ブロイラー、離乳子豚への応用

1 ファイトジェニックス(植物性機能性飼料原料)
増加する需要、技術的ノウハウ、専門知識

各種のオミックス
ゲノミクス：遺伝子の有無や配列の挿入・欠失
トランスクリプトミクス：遺伝子(RNA)活性
ニュートリゲノミクス(遺伝子と栄養素の相互作用)

：遺伝子(DNA)の変動，遺伝子(RNA)の発現

ニュートリゲノミクス（やその他のオミックス）では、塩基配列決定技術（塩基対(核酸)
の配列を迅速に決定する「次世代シーケンシング」を含む）の利点を活用

ファイトジェニックスの新たな研究開発技術

Dr.Bertrand Grenier の講演スライド（2019）より作成 KAPEO 2019



ニュートリゲノミクス研究 NutrigenOmics…

ブロイラー の事例－ＡＧＰの作用機序に関する解明

o 最初のRNA塩基配列決定報告: 2017年夏

「AGP *は小腸粘膜の免疫ストレス低下により
家畜の異化コストを軽減しており、筋肉の発達
に必要なエネルギーを確保することにより飼養
成績を向上させている」
Niewold 2007; Soler et al. 2014; Brown et al. 2016

Top genes down-
regulated 
(Gene Name)

Fold Change 
(AGP vs Ctrl)

IL-22 -10.1
CATH3 -7.3

IL8 -6.7
AvBD2 -6.4

CATHL2 -6.3
CATHL1 -6.3
AvBD1 -5.9
SOCS3 -4.7
S100A9 -3.3

IFN-γ -2.7

抗菌ペプチド
(ディフェンシン、カテリシジン)

発現が抑制された
遺伝子名

発現抑制率
(対数)

ブロイラー腸管組織のRNA塩基配列解析により、
AGPであるアビラマイシンに対する新規の応答
を発見

*AGP: 成長促進目的で使用される抗菌性飼料添加物
または抗菌性の成長促進剤

Dr.Bertrand Grenier の講演スライド（2019）より作成
KAPEO 2019



オーストリアにおける産官学研究体制



KAPEO 2017

PFAを使用する理由（全世界の調査分）

消化率の改善

抗菌性作用

抗生物質の代替

成長促進

抗炎症作用

良好な使用経験

飼料効率の改善

摂取量の増加

抗生物質との併用

（The 2017 BIOMIN Phytogenic Feed Additives Surveyより）.

世界各地100ヵ国以上の飼料設計者、畜産農家、経営者、獣医師、コンサルタント、
その他の畜産関連の専門家1,140名のアンケート調査結果

ファイトジェニックス使用に関するアンケート



PFAを使用しない理由（全世界の調査分）

実用的な試験事例が不十分

どの製品を選んでよいのかわからない

科学的な裏付け資料が不足

PFA経費の上乗せ負担

投資対効果が不明

成長促進抗生物質を使っているから

信頼できない、安定的効果がない

その他

水や既製品に添加されている

世界各地100ヵ国以上の飼料設計者、畜産農家、経営者、獣医師、コンサルタント、
その他の畜産関連の専門家1,140名のアンケート調査結果

（The 2017 BIOMIN Phytogenic Feed Additives Surveyより）.

KAPEO 2017



EUで許可されている飼料添加物の区分
①保存料などの製造技術的添加物
②香味料、着色料などの知覚添加物
③ビタミンなどの栄養添加物
④腸内細菌叢改善剤（整腸剤）、

非抗生物質の成長促進剤など畜産技術的添加物

①

④

④
④

②

（川嶌健司2008,日本SPF豚研究会 All About Swine, 32, 22-25に加筆）
KAPEO 2017

＊効果の確認されたものの平均値
（デンマーク豚肉機構連合による離乳豚に対する評価）

＊

デンマークにおける畜産技術的飼料添加物の再評価の例



抗菌剤無使用時の家畜生産
（１）栄養：栄養素の補給、ビタミン、ミネラル、酵素剤、嗜好促進剤、PFA
（２）制菌：プロバイオティクス（消化管内で抗生物質を作らせる？）

プレバイオティクス、シンバイオティクス、PFA
（３）抗炎：抗炎症剤（非ステロイド系、アスピリンなど）、PFA
（４）免疫：ワクチン、免疫付与物質（失活微生物、PFA）

（５）育種：ワクチン高感受性家畜の作出、抗病性遺伝子導入（フィター

ゼ産生因子導入豚）

（６）環境：衛生管理、低ストレス飼養環境→アニマルウェルフェア

（７）法制：安全法上（飼料原料、飼料添加物、機能性飼料）、環境衛生と

畜産の奨励制度（日本とデンマークの比較）

（８）信頼：先進国と途上国の差（リテラシー：活用力とモラリティー：公徳

心、社会インフラ）、透明性、信頼国家

KAPEO 2017

（木村 信熙原表）

PFAは抗菌剤無使用飼育の時の一つの手法であり、それがすべてではない



KAPEO 2017

抗生物質無使用を進める際に
挑戦すべきことは何ですか

矛盾した研
究と、曖昧
な結果

添加物の
価格

栄養学
との融合

農場レベ
ルでの
実行の
困難性

アニマルウェ
ルフェアを改
善するため
の資本投資

生産性
低下の
克服

世界各地100ヵ国以上の飼料設計者、畜産農家、経営者、獣医師、コンサルタント、
その他の畜産関連の専門家1,140名のアンケート調査結果

（The 2017 BIOMIN Phytogenic Feed Additives Surveyより）.



業界から見た飼料添加物の将来像

1. 何も変わらない
少なくともこれから3～5年の間では、何も変わらない可能性が最も高い。

大部分の飼料添加物は改善され続け、おそらく、１、２の新製品はなんとか発売す
る ことが可能。畜産物が抗生物質フリーの方向に進む流れの中で、家畜の消化
管の健康性に関する飼料添加物の国際的な市場競争がよりし烈に続く。
2. 新薬が出現する

古い抗生物質と同じくらいの効果を持ち、耐性問題のない新しい化学物質により、
抗生物質の市場を失った製薬会社が劇的に復帰する。もしもこの約5年以内にこれ

が起こるならば、抗生物質フリーの概念に基づいた大多数の添加物は生き残るの
が大変厳しくなる。
3. 遺伝子組み替え動物が許可される
20年間以上のスパンで見れば、これは最も可能性が低い。すでにフィターゼを産生

するブタが作出されたが、商業化されなかった。しかし、そのことは動物自身に添加
物を生産させることが可能であること世界に証明した。
4. 微生物が、家畜の消化管内で添加物を生産する

多くの薬と添加物が微生物（例えばバクテリアや酵母）によって今日生産されている。
もしもこれらと同じ添加物と薬が特別な微生物によって家畜の消化管内で生産され
ることになるかもしれない。直接投与する微生物、 すなわちプロバイオティクスが
我々の将来の鍵を握るのだろうか？

（栄養コンサルタント Ioannis Mavromichalis博士 WATT Ag Net September 7, 2016）

KAPEO 2017



Dana Stanley 

DR.Dana Stanley の講演 (2019)より



飼料(原料) 、(機能性飼料) 、飼料添加物、動物医薬品の区分

（１）飼料または飼料原料
①単一で、または混合して給与される動物用の飼料。配合飼料、混合飼料の原料もこの区分に入る。
②日本で法的には、「家畜等の栄養に供することを目的として、農家段階で使用されることとなるすべての物」

と定義（飼料安全法）。
③日本で新飼料（給与経験のないものや安全性の確認のないもの）の使用は、 （製造販売の前に）安全性の

確認と、認可が必要（飼料安全法）。
④疾病の診断、治療又は予防、動物の身体の構造又は機能に影響を及ぼすことを目的とする医薬品は、

飼料（の法的定義）には含まれない。機能性成分を含んだ自然物も、飼料である限りは、効能をうたうこと
はできない。

⑤通常農家において自給される牧草及び飼料作物は法規制の対象外

（２）機能性飼料

わが国に機能性食品は存在するが、機能性飼料というものは存在しない。EUでは現在検討中。日本は？

（３）飼料添加物
日本の飼料添加物は下記の３つの用途に限定して、飼料への添加が農水大臣により許可された物に限定。

①飼料の品質の低下の防止（抗酸化剤、防かび剤、粘結剤、乳化剤、調整剤）
②飼料の栄養成分その他の有効成分の補給（アミノ酸、ビタミン、ミネラル、色素）
③飼料が含有している栄養成分の有効な利用の促進（合成抗菌剤、抗生物質、着香料、呈味料、酵素、生菌

剤、その他：ギ酸カルシウム、グルコン酸ナトリウム、二ギ酸カリウム、フマル酸）
いわゆるプレミックスも飼料添加物を含む限り、飼料安全法における飼料添加物としての規制を受ける。

（４）動物医薬品
疾病の診断、治療又は予防、動物の身体の構造又は機能に影響を及ぼすことを目的とするものは薬事法に

基づく医薬品である。

法規制上ファイトジェニックスなどはわが国ではどの区分に該当するか
―これは製造販売の条件・制限や許認可、製品普及、信頼性に影響する―

KAPEO 2017を改訂

（木村 信熙原表）

KAPEO 2019



抗菌薬無使用時の畜産業界の覚悟

（１）抗菌薬無使用の重要性の社会的認知
・動機付け事件（畜産危機、人の死亡）

・社会性（危機感、リテラシー、公徳心、社会的負担の許容）

・国の戦略、教育： SDGs(持続可能な開発目標)とAI、IoTによる精密畜産

（２）抗菌薬無使用による生産性の低下と収入減
・生産性低下に加え、栄養性疾患が引き金となる感染症罹患の増加

（３）畜産生き残り競争への突入とそれに伴う経営判断、自己責任
（特に大家畜経営者の意識）

（４）規制と保証制度
・自己規制（自己農場規制、業界規制）から法規制へ

・国の戦略と研究助成、オンライン農場申請の問題

（５）代替技術の習得と維持

・代替製品の選定眼（エビデンスの有無、製品の信頼性、費用対効果など）

・正しい給与法（適正用量と組み合わせ）を維持できるか
・技術獲得のための正しい情報源の確保、経営上の人的資金的投資

KAPEO 2019

最後に

（木村 信熙原表）



ご清聴、ありがとうございました

2015 フランス パリにて求む

1966 学生時代タイ チェンマイにて求む

牛の人形850体 牛の蔵書1,000冊

北海道 十勝「牛の館」にて


	世界と日本における�飼料・畜産をめぐる最近の話題
	スライド番号 2
	スライド番号 3
	スライド番号 4
	スライド番号 5
	スライド番号 6
	スライド番号 7
	スライド番号 8
	スライド番号 9
	スライド番号 10
	スライド番号 11
	スライド番号 12
	スライド番号 13
	スライド番号 14
	スライド番号 15
	スライド番号 16
	スライド番号 17
	スライド番号 18
	スライド番号 19
	スライド番号 20
	スライド番号 21
	スライド番号 22
	スライド番号 23
	スライド番号 24
	スライド番号 25
	スライド番号 26
	スライド番号 27
	スライド番号 28
	スライド番号 29
	スライド番号 30
	スライド番号 31
	スライド番号 32
	スライド番号 33
	スライド番号 34
	スライド番号 35
	スライド番号 36
	スライド番号 37
	スライド番号 38
	スライド番号 39
	スライド番号 40
	スライド番号 41
	スライド番号 42
	スライド番号 43
	スライド番号 44
	スライド番号 45
	スライド番号 46
	スライド番号 47
	スライド番号 48
	スライド番号 49
	スライド番号 50
	スライド番号 51
	スライド番号 52
	スライド番号 53
	スライド番号 54
	スライド番号 55
	スライド番号 56
	スライド番号 57
	スライド番号 58
	スライド番号 59
	スライド番号 60
	スライド番号 61
	スライド番号 62
	スライド番号 63
	スライド番号 64
	スライド番号 65
	スライド番号 66
	スライド番号 67
	スライド番号 68
	スライド番号 69
	スライド番号 70
	スライド番号 71
	スライド番号 72
	スライド番号 73
	スライド番号 74
	抗菌剤無使用時の家畜生産
	スライド番号 76
	スライド番号 77
	スライド番号 78
	スライド番号 79
	スライド番号 80
	スライド番号 81

