
生菌剤を添加した無投薬飼育が名古屋種の生産性及び免疫能に及ぼす影響

美濃口直和＊・石代正義＊・安藤 学＊・近藤 一＊

摘要：消費者の安全安心志向の高まりや抗菌性飼料添加物、動物用医薬品の使用による薬剤
耐性菌の出現等から、抗生物質に依存しない鶏肉の生産技術が求められている。そこで、成

長促進を目的とする抗菌性飼料添加物の代替として生菌剤（枯草菌製剤 Bacillus subtilis
C-3102株）0.01%の飼料中添加が、名古屋種の生産性及び免疫能に及ぼす影響等について検討

した。

1．生産性の経済的指標である生産指数は、生菌区が抗菌区（慣行区）とほぼ同等であった。
2．正肉歩留り及び可食内臓割合は、生菌区が抗菌区（慣行区）とほぼ同等であった。
3．免疫能は、液性免疫の指標である羊赤血球凝集抗体価（T細胞依存性液性免疫）、Brucella
abortus凝集抗体価（T細胞非依存性液性免疫）及び細胞性免疫の指標である遅延型過敏反

応は、生菌区が抗菌区及び対照区に比べ有意に高かった。
4．腸内細菌叢（大腸菌群数、乳酸菌）は、各試験区ほぼ同等で差は認められなかった。
以上のことから、抗菌性飼料添加物の代替として生菌剤（枯草菌製剤 Bacillus subtilis
C-3102株）を0.01%飼料中添加した無投薬飼育は、名古屋種に対して抗菌区と同等の生産性を

示すと共に、抗菌区に優る免疫増強効果が確認された。また、粗利益も慣行区と比べ28%高く
なったことから、名古屋種における抗菌性飼料添加物の代替として実用性価値の高いことが

示唆された。
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Effects of Probiotics-added Chemical-free Raising Control on the Productivity
and Immunological Response of the Nagoya Breed
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Abstract: Amid growing consumer demand for food safety and reassurance, there are
serious concerns in the field of animal production about the emergence of drug-tolerant
bacteria due to the employment of antibacterial substances and drugs for animal
use.Thus, there is a need for chicken production technology that does not depend on
those antibiotics. The purpose of this study was to examine the effects of a 0.01% feed
addition of a probiotic (Bacillus subtilis C-3102) as an alternative to antibacterial
substance on the productivity and immunological response of the Nagoya.
1. In terms of production score, the probiotic group was almost equal to the antibacterial
group.

2. As for meat percentage and giblets rate, the probiotic group was almost equal to the
antibacterial group .

3. In terms of sheep red blood antibody (T-cell dependent humoral immunity) and
Brucella abortus antibody (T-cell independent humoral immunity), indexes of humoral
immunity, and delayed-type allergic reaction, an index of cellular immunity, the
probiotic group was significantly higher than the antibacterial group and the control
group.

4. As for intestinal bacterial flora(Escherichia coli,Lactobacillus) , no difference between
the groups .
The above findings confirmed that chemical-free raising control with the addition of a

probiotic as an alternative to antibacterial substance showed a productivity on the
Nagoya breed equal to the antibacterial group and at the same time showed
immunological enhancement superior to the antibacterial group.

Key Words: Chemical-free raising control, Probiotics, Productivity, Immunological
Response, Nagoya Breed
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緒 言

成長促進を目的とする抗菌性物質の使用については、

EU諸国で既に2006年までに使用禁止となっている。ま

た、我が国においても、近年の消費者の安全安心志向

の高まりや畜産物生産に係る抗菌性飼料添加物、動物

用医薬品の使用による薬剤耐性菌の出現の危惧等から、

抗菌性物質に依存しない畜産物の生産技術の確立が求

められている。本県の特産家禽である名古屋種につい

ては、これまで伊藤1-3)は抗菌性飼料添加物の代替とし

て、サトウキビ抽出物、キトサン及びシンバイオティ

クス等の天然の免疫増強物質を飼料中に添加して、生

産性及び免疫増強効果を調べている。しかし、いずれ

の場合も慣行飼育（抗菌性飼料添加物の添加）に比べ

免疫増強効果は確認されるものの、生産性がやや劣る

傾向であった。今回、抗菌性飼料添加物の代替として

検討した枯草菌製剤（Bacillus subtilisC-3102株）

は、2006年3月にアメリカの大手食肉加工メーカーの直

営農場のブロイラー飼育において、成長促進を目的と

しての抗菌性物質の代替品として利用されており、無

添加に比べて増体重の向上、飼料効率及び生存率の改

善が確認されている4)。これらのことから、今回、名古

屋種において抗菌性飼料添加物の代替として枯草菌製

剤を飼料中へ添加して、抗菌性飼料添加物を添加した

慣行飼育法と比べ同等以上の生産性、免疫増強効果及

び経済性が確認されるか、その実用性を検討した。

材料及び方法

１ 供試鶏及び試験区分

2008年7月23日餌付けの名古屋種雄270羽を供試し、

表１に示すとおり3試験区(生菌剤添加区（生菌区）、抗

菌性物質添加区(抗菌区)及び無添加区(対照区))を設

け、1試験区30羽の3反復とした。試験期間は0週齢から

18週齢とした。

２ 飼育管理

餌付けから4週齢までは電熱バタリー育雛器、5週齢

から18週齢まで開放式平飼い鶏舎で飼育した。また、

飼育密度は1ｍ2当たり10羽とした。供試飼料は、餌付

けから4週齢までは市販のブロイラー前期用配合飼料（C

P23.8%、ME3,000cal/kg）、5週齢以降は市販のブロイラ

ー後期配合飼料（CP18.0%、ME3,150cal/kg）を給与し、

いずれも不断給餌及び自由給水とした。生菌剤添加区

は、枯草菌製剤(Bacillus subtilisC-3102株)を飼料

中0.01%添加した。抗菌性物質添加区の抗菌性物質は、

餌付けから4週齢まではラサロシドナトリウム(150mg力

価/kg)、エンラマイシン（80mg力価/kg）を、5週齢以

降はバージニアマイシン（5mg力価/kg）、サリノマイシ

ンナトリウム（50mg力価/kg）及び硫酸コリスチン（50

mg力価/kg）を用いた。

３ 調査項目

(1) 飼育調査

体重、飼料摂取量、出荷率（生存率）及び生産指数

を調査した。なお、体重及び飼料摂取量については、2

週間ごとに測定した。

(2) 産肉調査

試験終了の18週齢時に、試験区ごとに各6羽を解体し

て、もも肉、むね肉、ささみ及び可食内臓（肝臓、筋

胃及び心臓）について測定した。

(3) 免疫反応に関する調査

1) 液性免疫反応

液性免疫の指標として、ヒツジ赤血球凝集抗体価（T

細胞依存性液性免疫)及びBrucella abortus(BA)凝集抗

体価(T細胞非依存性液性免疫)を測定した5,6)。方法は、

10%ヒツジ赤血球と2%のBA菌液を等量混合し、その0.1ml

を5及び6週齢時に翼静脈内に接種した。採血は5、6、8

及び18週齢時に、各区あたり10羽を供試した。採血後、

血清を96穴マイクロプレートにて希釈調整し、ヒツジ

赤血球及びBrucella abortusに対する凝集素力価を測

定した。成績は、凝集陽性を示す血清の最終希釈倍数

の逆数のLog2として表示した。

2) 細胞性免疫反応

細胞性免疫の指標として、遅延型過敏反応を測定し

た7)。方法は、13週齢時に前感作として、ヒトγグロブ

リン（シグマ社）を400μg/ml(生理食塩水)に調整後、

アジュバント・コンプリート・フロインド（ディフコ

社製）を等量混合した。次に胸部筋肉及び大腿筋肉内

の各2ケ所に混合液を0.25mlずつの計1mlを接種した。

その後、15週齢時にヒトγグロブリン400μg/ml(生理

食塩水)を左肉垂、対照として生理食塩水を右肉垂に

0.1mlずつ皮内接種し、24及び48時間後にノギスで左右

の腫脹差を測定した。なお、各試験区5羽を供試した。

3) 免疫関係臓器重量

免疫機能に関する臓器(脾臓、胸腺、ファブリキウス

嚢)について、解体時にそれぞれ重量を各区あたり10羽

測定した。

(4) 腸内細菌叢(大腸菌群数及び乳酸菌)

解体時に各区あたり10羽の盲腸内容を採材し、－80

℃下で保存した。1週間後、盲腸内容をよく混和して規

定量を滅菌生理食塩水で希釈した後、DHL寒天培地(大

腸菌群）及びBCP加プレートカウントアガール培地(乳

酸菌)へ規定量塗布した。24から72時間37℃で培養した

後、集落数を計測した。

(5) 経済性

経済性は、1羽あたりの粗利益(生鳥売上げ価格－(ひ

な代+飼料費+生菌剤費))として算出した。経済性の試

算に用いたパラメータは、次のように設定した。生鳥

販売価格は、生体重1kgあたり550円とした。主な支出

では、ひな代が200円､生菌剤費（100gあたり)が63円、

飼料費(1kgあたり)では、ブロイラー前期飼料(無薬)が

81円、ブロイラー前期飼料(有薬)が181円、ブロイラー

後期飼料(無薬)が82円、ブロイラー後期飼料(有薬)が

83円とした。
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４ 統計処理

統計処理は、出荷率はχ2検定、その他の項目は分散

分析により有意差検定を行い、平均値間の差の検定は

Student-Newman-Keuls test(SNK)の方法を用いた。

表１ 試験区分

区 分 内 容 供試羽数×反復数

対照区 抗菌性物質無添加 30羽×３反復

抗菌区(慣行区) 抗菌性物質添加 〃

生菌区 生菌剤0.01%添加１) 〃

１)枯草菌製剤(Bacillus subtilisC-3102株)

試験結果

１ 飼育調査

飼育成績を表２に示した。出荷時(18週齢)の平均体

重は、各区に有意差は認められなかったが、生菌区は

対照区に優り、抗菌区と同等の傾向を示した。飼料摂

取量は、生菌区が対照区に比べ減少する傾向にあった

が、抗菌区とは同等であった。飼料要求率は各区間に

有意差はなかったが、抗菌区＜生菌区＜対照区の順と

なった。出荷率は、各区間ほぼ同等で差はなかった。

以上の成績から、生産性の経済的指標である生産指数

は、各区に有意な差が認められなかったが、生菌区は

対照区に優り、抗菌区とは同等の傾向であった。

２ 産肉調査

産肉成績を表３に示した。正肉歩留り(もも肉、むね

肉及びささみ)及び可食内臓(肝臓、筋胃及び心臓)割合

は、各区間に有意な差は認められなかったものの、生

菌区は対照区に比べ高くなる傾向がみられたが、抗菌

区とは同等であった。

３ 免疫反応に関する調査

T細胞依存性液性免疫の指標であるヒツジ赤血球抗体

価は、抗原接種1週後のピーク時において、生菌区は、

いずれも抗菌区、対照区と比較して有意に増加した

(図１)。また、T細胞非依存性液性免疫の指標であ

るBrucella abortus(BA)抗体価は、抗原接種1週後のピ

ーク時において各試験区に有意な差は認められなかっ

たが、生菌区が抗菌区、対照区に比べて増加する傾向

であった(図２)。

細胞性免疫の指標である遅延型過敏反応（抗原接種

24及び48時間後の肉垂の腫脹差）は、生菌区が抗菌区

及び対照区に比べて腫脹差が有意に大きかった(表４)。

免疫系臓器重量は、生菌区の胸腺重量が、抗菌区及

び対照区に比べて有意に大きかった。その他の臓器重

量（脾臓及びファブリキウス嚢)は、各試験区に差は認

められなかった(表５)。

４ 腸内細菌叢

腸内細菌叢の成績を表６に示した。腸内細菌叢の

変化として、乳酸菌数及び大腸菌群数を調べたところ、

各試験区間に有意な差は認められなかった。しかし、

生菌区は、抗菌区及び対照区に比べ大腸菌群数が少な

く、乳酸菌が多くなる傾向であった。

５ 経済性

1羽当たりの粗利益(経済性)を表７に示した。抗菌区

と生菌区の出荷時平均体重、飼料摂取量はほぼ同じで

あったが、結果として粗利益は生菌区＞対照区＞抗菌

区の順となった。

表２ 飼育成績(18週齢)

試験区 平均体重1) 飼料摂取量 飼料要求率 出荷率 生産指数2)

(g) (g/羽) (%)

対照区 2,590±320 9,740 3.76 95.6 52.3

抗菌区 2,660±240 9,530 3.58 97.8 57.6

生菌区 2,640±250 9,660 3.65 97.8 56.1

1)平均体重±標準偏差

2)生産指数＝(出荷率×出荷時体重／出荷日齢×飼料要求率)

表３ 産肉成績（18週齢）

試験区 と体歩留まり 生肉（生体重比%） 可食内臓（生体重比%）

（%） もも肉 むね肉 ささみ 生肉計 肝臓 筋胃 心臓 可食内臓計

対照区 91.2 20.3 10.9 2.8 34.0 1.38 1.72 0.40 3.50

抗菌区 92.2 21.2 12.0 2.9 36.0 1.37 1.84 0.44 3.65

生菌区 91.3 20.3 11.6 2.8 34.7 1.51 1.81 0.43 3.75

愛知県農業総合試験場研究報告第41号
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図１ 羊赤血球凝集抗体価の推移 図２ Brucella abortus凝集抗体価の推移
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表４ 遅延型過敏反応 表５ 免疫系臓器重量(18週齢)

試験区 腫脹差（1/100mm） 試験区 体重100gあたりの重量（mg)

24時間 48時間 胸腺 脾臓 ファブリキウス嚢

対照区 122.6a 69.6a 対照区 288.4a 210.3 106.8

抗菌区 147.2b 99.0b 抗菌区 263.5a 195.6 112.2

生菌区 186.8c 221.8c 生菌区 399.3b 202.9 118.9

n=5、異符号間に有意差あり(P<0.05) n=10､異符号間に有意差あり(P<0.05)

表６ 腸内細菌叢(18週齢)

試験区 菌体数（Log CFU/g±SD）

大腸菌群 乳酸菌

対照区 5.66±0.34 8.38±0.28

抗菌区 5.91±0.45 7.14±0.31

生菌区 5.51±0.41 8.48±0.16

n=10

表７ 1羽当たりの粗利益

試験区 出荷時生体重1)生鳥売り上げ価格2)支出3) 粗利益4)

(kg) (円) (円) (円)

対照区 2.59 1424.5 997.5 427.0

抗菌区 2.66 1463.0 1103.7 359.3(100%)

生菌区 2.64 1452.0 991.5 460.5(128%)

1)18週齢時の平均体重

2)生鳥1kg当たりの販売価格は550円に設定して算出した。

3)主な支出としてヒナ代(200円)、生菌剤代（63円/100g）

ブロイラー前期無薬飼料(81円/kg)、ブロイラー前期有薬飼料(181円/kg)、

ブロイラー後期無薬飼料(82円/kg)、ブロイラー後期有薬飼料(83円/kg)とした。

4)粗利益(円)＝生鳥売り上げ価格－（ヒナ代＋飼料費+生菌剤費)

考 察

現在、畜産分野において飼料添加されている抗菌性

物質は、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する

法律（飼料安全法）に基づき家畜の成長促進等を目的

としたものである。抗菌性物質の成長促進効果は、主

美濃口ら：生菌剤を添加した無投薬飼育が名古屋種の生産性及び免疫能に及ぼす影響
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に腸内の有害細菌をコントロールすることによる作用

であることから、これまでに同様な腸内環境改善効果

をもった幾つかの資材（難消化性成分、酵母、枯草菌、

乳酸菌、シンバイオティクス等）がその代替として検

討されてきた。しかし、いずれの代替資材も抗菌性飼

料添加物を添加した慣行飼育に比べて生産性は同等か

らやや劣る傾向にあり、慣行飼育に比べて明らかに優

る結果は確認されていない。今回、試験に供試した枯

草菌製剤（Bacillus subti-lisC-3102株）は、すでに

アメリカの大手食肉加工メーカーのブロイラー飼育で

抗生物質の代替品として利用されており、無添加に比

べて明らかな増体重の向上や飼料効率の改善等の効果

が確認されている4)。出荷時（18週齢）の平均体重は、

各区に有意な差は認められなかったが、枯草菌製剤を

添加した生菌区は抗菌区（慣行区）とほぼ同等の傾向

であった。さらに、生産性の経済的指標である生産指

数では、生菌区は対照区に優り、抗菌区と同等の傾向

が確認された。Frittsら7)は、枯草菌製剤(Bacillus

subtilisC-3102)を飼料中へ0.003%添加して、ブロイ

ラーの生産性を調べたが、いずれも枯草菌添加区では、

無添加区に比べて体重、増体重、飼料要求率及び育成

率等の生産性が向上することを報告している。また、

Hoogeら8)も、同じ枯草菌製剤の給与試験をブロイラー

で4回行い、増体重及び飼料効率が改善することを確認

している。今回、名古屋種における枯草菌製剤を添加

した生菌区での飼育成績は、無添加区である対照区に

優る傾向が確認され、Frittsら及びHoogeらの報告と同

様な結果となった。しかし、生菌区と抗菌区の飼育成

績を比較した場合、生菌区は抗菌区より優ることはな

かったので、成長促進を期待するには複数の生菌剤等

を組み合わせた給与方法を検討していく必要があると

考えられた。

田中9）はプロバイオティクスに関して、プロバイオ

ティクスにより生体の腸内フローラが改善され、その

改善を通して宿主に対して①下痢等の消化器症状の改

善、②免疫賦活作用、③サルモネラ等の有害微生物の

定着を抑制すると説明している。また、伊藤ら3)は、名

古屋種に対して乳酸菌及びオリゴ糖のシンバイオティ

クスを飼料中へ添加して給与させたところ、ヒツジ凝

集抗体価及びブルセラ・アボルタス凝集抗体価（体液

性免疫指標）は､接種1週後のピーク時に無添加区であ

る対照区と比べて約2倍高く、さらに、遅延型過敏反応

（細胞性免疫指標）も、シンバイオティクス添加によ

り腫脹差が有意に大きくなったことから、免疫賦活作

用が示唆されたと報告している。今回、名古屋種に対

する枯草菌製剤の免疫反応調査成績で、ヒツジ赤血球

凝集抗体価（T-細胞依存性液性免疫指標）が抗菌区や

対照区に比べ生菌区で有意に高く、また、Brucella

abortus(BA)凝集抗体価（T-細胞非依存性液性免疫指標）

も、各区間に有意な差は認められなかったものの、生

菌区では他の区に比べ高くなる傾向であった。さらに、

遅延型過敏反応（細胞性免疫指標）も、生菌区が他の

試験区に比べ腫脹差が有意に大きかった。これらのこ

とから、名古屋種における飼料中への枯草菌製剤0.01%

添加は、液性及び細胞性両方の免疫反応を高める効果

があると示唆された。今後、生産現場で一般的に用い

られているニューカッスル病ワクチンの抗体価を指標

として、さらに免疫増強効果を検証していきたい。一

般に、鳥類では免疫に関与している臓器として、胸腺、

脾臓及びファブリキウス嚢等が知られている。抗体産

生に深く関与しているリンパ球は、骨髄中の多能性幹

細胞から分化してきたもので、この幹細胞は胸腺でTリ

ンパ球、ファブリキウス嚢でBリンパ球になる。したが

って、免疫系臓器内におけるTリンパ球とBリンパ球の

占める割合は、胸腺では主としてTリンパ球、ファブリ

キウス嚢では主としてBリンパ球となっている10)。今回、

免疫系臓器重量成績の中で、生菌区の胸腺重量が抗菌

区及び対照区に比べ有意に大きかった。この原因につ

いては不明であるが、生菌区のT-細胞依存性液性免疫

であるヒツジ赤血球凝集抗体価が有意に高かったこと

と何らかの関連性があるのではと考えられた。

K.Marutaら11)は、ブロイラーに対して枯草菌製剤

（Bacillus subtilisC-3102株）を0.003%飼料中へ添

加して、腸内細菌叢を調べているが、枯草菌添加区では、

乳酸菌（Lactobacillus)が増加し、Enterobacteriaceae ､

Clostridium perfringensなどは減少したと報告して

いる。一方、西井ら12)は、2種類の生菌剤（生菌剤A:

Lactobacillusacidophilus.生菌剤B：Bifidobacterium

thermophilum、Lactobacillus salivarius）をそれぞ

れ飼料中に添加してブロイラーの飼育期間中給与させ

ても、腸内のLactobacillus属及びBifidobacterium細

の生菌数は無添加区とほとんど差がなかったと報告し

ている。また、坂本ら13)は、採卵鶏に対して、乳酸菌

(Enterococcus faeciumBIO４R）、酪酸菌(Clostridium

butyricumMIYAIRI株）、枯草菌A（Bacillus subtilis

3102株）及び枯草菌B（Bacillus subtilisBN株）の計

4種類の生菌剤をそれぞれ給与させて、生菌剤の違いが

免疫能及び腸内細菌叢に及ぼす影響について調べてい

る。その結果、免疫能（貪食細胞の貪食能を指標）は、

対照区及び酪酸菌区を除く生菌剤区で増加したが、腸

内細菌叢は全ての生菌剤区で対照区と大差はなかった

と報告している。今回、名古屋種に対する枯草菌製剤

（Bacillus subtilisC-3102株）の飼料添加による腸

内細菌叢（乳酸菌及び大腸菌群）の改善効果を調べた

が、各試験区間に有意な差は確認されなかった。この

ように、同じ枯草菌製剤の添加試験でも腸内細菌叢の

変化にバラツキが大きい。今回給与した枯草菌製剤は

芽胞の形で飼料中へ給与されており、芽胞は低pH領域

である胃内を通過するときに死滅してしまうことは考

えられない。そのため飼育全期間生菌剤を添加した生

菌区において腸内細菌叢が対照区と同等で大差がなか

ったことについては原因不明であり、原因を解明する

ためさらに検討していく必要がある。

以上のことから、名古屋種における枯草菌製剤（Ba-

cillus subtilisC-3102株）0.01%を飼料中へ添加した

無投薬飼育は、慣行飼育と同等の生産性を示すと共に、
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慣行飼育に有意に優る免疫増強効果が確認された。ま

た、粗利益も慣行飼育に比べ28%高くなったことから、

名古屋種における抗菌性飼料添加物の代替として実用

性価値の高いことが示唆された。
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