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肥育豚への牛乳給与が発育・肉質に及ぼす影響
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【日的】平成 12年に制定された食品リサイクル法により、食品関連事業者はその事業過程で
発生する食品廃棄物の飼料等への有効利用が求められている。牛乳 o乳製品のリサイクル率
は低く、栄養的にも優れている牛乳の有効利用が期待されている。近年、ヨーロッパで普及
しているリキッドフィーデングがわが国に導入され、注目されている。牛乳はこの給餌方法
の飼料原料として有用なものと考えられる。大塚ら [1] は離乳子豚に発酵乳を給与し、増
体量が有意に改善したと報告しているが、肥育豚への給与の影響についてはあまり報告が見
当たらない。そこで、肥育豚への牛乳給与が発育及び肉質に及ぼす影響について検討したの
で報告する。
【材料および方法】三元交雑種 WLD24頭 (雌 4頭、去勢 20頭 ) を用いた。腹、体重、性別を
考慮し、2頭を 1群とし、開放式豚舎に収容した。試験区分は市販の肥育前期用及び後期用
飼料を給与する対照区、市販飼料と牛乳を 1:1、1:2、1:3(wt:wt) の割合で混合給与する
1:1 区、 1:2 区、 1:3 区の 4試験区を設け、各試験区に 3反復を害Jり当て、 30~11okg(10 月

中旬から2月上旬) まで試験を実施した。
【結果および考察】肥育成績については、肥育前期では牛乳の混合割合が多くなるにつれて
増体量及び飼料要求率は有意に改善された (P〈0.05)。しかし、肥育後期では差は認められな
かった。全期間を通じては、牛乳混合給与区がいずれも対照区に比べ、増体に優れる傾向が
見られた。また、飼料要求率は 1:2区、1:3区が対照区に比べ、有意に改善された (P〈0.05)。
肥育前期と後期でその効果が異なった理由としては季節の影響が考えられた。肥育後期は厳
寒期に当たり、試験を実施した豚舎は開放式豚舎であるため、気温の影響を大きく受けたた
めと思われた。枝肉成績については、背脂肪厚は牛乳の混合割合が高くなるにしたがい、や
や厚くなる傾向が認められたが、その他の項目をこは差は認められなかった。 肉質成績につい
ては、背脂肪内層の融点は 1:2 区、 1:3 区が対照区に比べ、有意に高 くなった (P〈0.05)。ま

た、腎脂肪の融点でも牛乳混合給与区のいずれも高くなる傾向を示したが、その他の項目に
は差は認められなかった。脂肪融点が高くなる理由として、牛乳に含まれている中鎖脂肪酸
が関係しているのではないかと考えられた。また、しゃぶしゃぶによる官能検査では差は認
められなかった。
以上のことから、市販飼料と牛乳を混合給‐与することにより、若干、厚脂になる傾向が認

められたが、増体量、飼料要求率が改善され、脂肪融点が高く、しまりのある豚肉生産が可
能であることが示唆された。
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動物を用いた試験設計と有意差検出

小林克己

静岡県立農林大学校研究部 〒438-8577静岡県磐田市富丘 6781

はじめに
家畜および実験動物を用いた毒性試験および効果薬

理試験などの種々考察に生物学的有意差を補佐するた
め統計学的手法を用いて解析する,試験計画書の材料
および方法の項に必ず統計解析法を述べる,私たち研
究者は,必ずどこかの群に生物・統計学的有意差を期
待している, この調査報告は,試験計画書を作成時の
注意点を幾つか述べ第二種の過誤 (差があるのに統計
学的に差がない)防ぐために考えてもらいたい.有意
差を検出に係わるポイントは,①片側検定か両側検定
かどちらを選ぶか,②群数が増加すると検出力が落ち
る,③3較群以上設定の場合,必要な対の比較を設定
することによって検出力が高くなる,④分散分析は必
要か, ⑤ノンバラメトリック検定はどの手法を選ぶ,

などである. これら採用・設定の注意点をこっいて例を

示し報告する.

調査方法および解説
1. 片側検定か両側検定かどちらを選ぶか ?
一般的には, 両側検定は, ①単に群間差があるかど

うかの問いかけの場合,②群問の差の正負が事前に想
定できない場合,③試験責任者が正負の両方向同時の
結果を望む場合である,片側検定は,①強弱を扱う問
いかけの場合,②群問の差の正負が事前に想定できる
場合,③試験責任者が一方向のみの重要性を指摘する
場合である.

1-1.片側および両側検定で吟味した場合の有意差の差

異
調査項目が最も多いラットを用いた慢性毒性/発

癌性併合試験に対する仮説を片側および両側検定で吟
味した場合の有意差 (火0.05)検出数の差異を表 1 に
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示した. ごず灸定および Dunncttの多重比較検定 (以下

Dunnett の検定) の各片側検定および両側検定による

有意差検出率の動向は,同様の傾向を示し,両側検定
による有意差検出数は少なく,片側検定のそれに比較
して 85%前後を示した.3 群以上の設定では, か検定を
使用すると第一種の過誤を招くことがわかる.

1-2,論文による表示は ?

文献 (論文)からの傾向を表 2 に示した,①日本国
内の 3誌はどちらかを記載した論文は両側検定のみで,
ほとんど記載がなく片側検定の使用はなかった.②TAP

誌の 103論文中 87 が記載なし,12 論文が両側検定ま

た 4論文が片側検定の使用であった.③FTC誌の 51論

文中 33 が記載なし,15 論文が両側検定の使用また 3

論文が片側検定の使用であった . この中で ,Drewitt

ら (1993)は, 予備試験では z-検定の両側検定を用い,

本試 験 で は片側検 定 を使用 して いた ,Shertzer ら

(1991)は,代謝試験において分散分析で吟味し有意差
を示した場合,群間の検定をト検定の片側検定で実施
していた. 上述の論文は, 少し古いが現在 (2008) も

大きな変化はない.

1-3.米国 N工機 のテクニカル報告 -書

既存化合物に対する毒性試験・薬理試験などについ
て報告されている,2007 年現在 545程度の既存物質に

っいて報告 (NTP,2007) されている , 報告書は , 全て片

側検定の P値を使用している.皆さんも是非検出力の
高い片側検定を使用してください .

1-4.日本の化審法による毒性試験の動向

化審法による既存化学物質122の28R 間反復投与毒
性試験報告書に記載されている統計解析法を調査分類
(表 3) し考察した.体重および飼料摂取量などの定

量値は, 両側検定に比較して片側検定の表示が多く認
められた。また表示なしの試験数が 87 と大半を占めた.

合資i・ 2soo 1221(1OO)1O3 式(85} 933{】(1の 那 1(枇}}…

められた。また表示なしの試験数が 87 と大半を占めた.

連 絡 先 :小 林 克 己 、 Tel. 0538-35-3192 、 E-mail.student obayashi@beige.plala.or.Jp

37



東海畜産学会報, 第 ]8 巻 ,2 0 0 7

尿検査,解剖所見および病理組織所見などの定性値は,
両側検定に比較して片側検定の表示が多く認められた
また表示なしの試験数が70と大半を占めた,記載の表
示なしは, 両側検定と推測する,

定冊胆 22 ヨ 13 三 87

2. 群数が増加すると検出力が落ちる
毒性試験は通常対照群を含めて 4群を設定する, し

かし, スクリーニング試験および数種の薬剤評価の場
合,6~10 群の設定を実施する場合がある. 探査的研

究の場合,最初の段階で薬効・毒性を見逃してはなら
ない .Dunnett の検定の場合 , 群数が増加す るに従 っ

て検出力が低下するパーターンを表 "こ示した.群数
が増加すると組み合わせが増えるからで, 多重比較 ・

範囲検定の宿命である,
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同一試験系で 4群設定の場合は,高用量群で有意差
(火 0,05)が認められるが 5群設定では有意差が認めら
れない二 したがって , スク リーニング (選抜 ) な どの

試験ではご-検定で二群間差を吟味した方が第二種の
過誤を防ぐことができる.

3.3 群以上設定の場合,必要な対の比較を設定する
ことによって検出力が高くなる
対照群を含めて 3群設定した場合,Dunnett の検定

によって対照群 と各用量群を解析するところ
Tukey ramer の多 重 範 囲検 定 (以 下 Tukey ‐Kramer の

検定) で実施した場合,有意差が検出できない例を表
5 に示 した .

Dunnett の検定は, 対照群と高用量群に有意差が認
め られ るが ,Tukey ramer の検定を用いた場合 , 全対

に有意差は認 められない . この理由は ,Dunnett に比

較 して Tukey‐Kramer の検定回数が 一回多い ことによ

る .

4. 分散分析は必要か ?
従来は,一般的に分散分析を実施して 5%水準で有意

差が認められた場合, 誤差項の分散を用いて 1)unnett

の検定または Tul(eyなどの検定で各群間差を吟味して

きた. しかし, 最近では直接の検定によって第二種の

過誤を防ぐことができる,Dunnett(1955) 白身も同様

に提唱している. 直接 Dunnett の検定を応用すること

によって有意差が検出できる例を表 6に示した.
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5. ノンバラメトリック検定を選んだ場合の適切手法
の選択
順位和検定を使用する場合,予め 1群内の標本数が

幾つあれば有意差が検出できるか確認する必要がある.
最高の用量相関性を示した場合,有意差が検出できる
群内最低標本数を表 7に示 した .Mann 」Whitney の "

検定は 2群問検定であるが参考のため表示した.

順位和検定の中で国際的に使用されている検定法は,
Williams-Wilcoxon,Dun げ s test,Stee l お よび 2 群

問検 定 の Mann ‐Whitncy の " と Wilcoxon 検 定 で あ る .

Typeが付いている検定は,我が国開発し使用されてい

るものが多い .

調査結果および考察
以上の結果,私は下記の項目を検討して試験計画書

を作成してほしいと考える.

①有意差の検出が高い片側検定を使用する.
②分散分析を使用しない.
③5群以上の多群構成を設定する場合は,有意差検出
力に留意する,
④対照群 との比較では Dunnett の検定を用い , 異なっ
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た薬剤同士の比較は Tukcy-Kramer の検定 (全対比較 )

を使用する.

⑤ノンバラの順位和検定を使用する場合, あらかじめ
有意差が検出できる動物数を確認する,
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表 7.順位和検定の有意差検出に必要な最低標本数
検定法 4群設定 5群設定

Scheffetype 22 40
Dunnrstest.19 30

Tukey type18 32

Dunllett type15 26

VVilliams-VVilcoxon8 12

Stee1 4 6

Manl1 刃 hilney1s び 3 -

38 39
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