
シンバイオティクスを活用した減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

：無投薬飼育技術は全ての生産現場に利用できるものではなく、衛生レベルの低い生産摘要

現場では生産性が低下する可能性が高いことから利用することが難しい。そこで、無投薬飼

育技術をより生産現場へ普及させるための移行型技術として、５週齢以降に抗菌性物質の代

替としてシンバイオティクスを用いた減投薬飼育が名古屋種の生産性及び免疫能に及ぼす影

響について検討した。

１．試験は、抗菌性物質無添加（対照区 、抗菌性物質添加（抗菌区）及び４週齢まで抗菌性）

物質を添加し、 ５週齢以降は抗菌性物質の代替としてシンバイオティクスを用いる区（減

投薬区）の３区を設けた。

２．飼育成績及び生産指数(生産性の経済的指標）は、減投薬区が対照区に優り、抗菌区と同

等であった。

３．正肉割合及び可食内臓割合は試験区間で差はなかった。

４．免疫能は、液性免疫（羊赤血球凝集抗体価及びブルセラ・メリテンシス凝集抗体価）及

（ ） 、 。び細胞性免疫 遅延型過敏反応 共に 減投薬区が抗菌区及び対照区に比べ有意に優った

以上のことから、５週齢以降シンバイオティクスを活用した減投薬飼育は、名古屋種に対

して抗菌区同等の高い生産性を示すと共に、抗菌区に優る高い免疫増強効果が確認されたこ

とから、無投薬飼育へ移行するための段階的飼育技術として期待できると考えられた。

減投薬飼育、シンバイオティクス、生産性、免疫能、名古屋種キーワード：

Effects of Limited Antibiotics-Free Raising Control Utilizing Synbiotics Upon
the Productivity and Immunological Response of the Nagoya Breed

MINOGUCHI Naokazu, ISHISHIRO Masayoshi, ANDO Manabu and KONDO Hajime

Feeding trial was conducted to evaluate an antibiotics-free raising method in theAbstract:
Nagoya breed.Four weeks old chick were divided into three groups with different dietary
tretment,control diet(antibiotics-free),cotrol diet supplemented with synbiotics or
conventional diet containing antibiotics,and productivity and immunological response
were investigated.
1. Growing performance in groups fed control diet was signicantly depressed compared to
those in the groups fed antibiotics or synbiotics.
2. Meat percentage and giblets rate, were unaffected by any of the dietary
supplementation.
3. Significant higher response in humoral immunity and cellular immunity were
observed in chick fed synbiotics than other groups.
The above findings confirmed that the limited antibiotics-free raising control using

synbiotics alternative to antibiotics after the 5th week of age were practical in the
Nagoya breed of equivalent production and enhanced immunological response to
convertional antibiotics using method.
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緒 言

世界的規模での「食の安全・安心」に関する関心の

高まりの中、鶏肉等の畜産物生産においても成長促進

を目的とした抗菌性飼料添加物や疾病治療のための動

物用医薬品に依存しない無投薬生産技術が求められて

いる。すでにＥＵ諸国では、2006年までに抗コクシジ

ウム剤を除く成長促進を目的とする抗菌性飼料添加物

（以下抗菌性物質と略）の使用が禁止されている。わ

が国においても、企業養鶏を中心に広く抗菌性物質に

依存しない無投薬飼育や抗菌性物質の使用を軽減した

減投薬飼育によるブロイラー生産が行われている。一

方、本県の特産家きんである名古屋種では、農家の飼

育規模がブロイラーと比べて小さいこと、抗菌性飼料

添加物を使用しないことによる生産性の低下や疾病の

発生を危惧すること、無投薬鶏肉に対する価格面での

付加がないこと等の理由により無投薬飼育はあまり普

及していない。名古屋種に対する無投薬飼育技術は、

これまで抗菌性物質の代替としてサトウキビ抽出物 、1)

キトサン 、生菌剤（ C3102株) 及2) 3)Bacillus subtilis-

びシンバイオティクス（乳酸菌＋デキストランオリゴ

糖) を用いた試験があり、いずれも抗菌性物質を用い4)

た慣行飼育と比べ、生産性が同等からやや劣る傾向で

あったが、免疫増強効果はいずれも慣行飼育に比べ有

意に優ることが明らかとなっている。しかし、現状に

おいて無投薬飼育技術は全ての生産現場で利用するこ

とができない。平飼い飼育鶏では、依然として糞食に

起因するコクシジウム病を始めとする寄生虫（原虫）

。病や壊死性腸炎などの細菌病の発生が多い傾向にある5)

こうした疾病が多く発生する衛生レベルの低い生産現

場で無投薬飼育技術を導入した場合、これまでの代替

物質に抗菌性物質同等のコクシジウム防除効果がない

こと等により生産性や生存率が大きく低下すると考え

られる。そこで、名古屋種の無投薬飼育技術をより生

産現場へ普及させるためにも、上述のような衛生レベ

ルの低い生産現場を対象とした無投薬飼育へ移行する

ための段階的な飼育技術の開発が必要と考えられた。

今回、これまでの研究成果において抗菌性物質の代替

として効果の高かったシンバイオティクスを代替物質

として選定し、免疫機構未発達な４週齢以前の幼すう

期（飼育前期）は抗菌性物質を使用し、５週齢以降の

中大すう期（飼育後期）に抗菌性物質の代替物質とし

てシンバイオティクスを用いた減投薬飼育が、名古屋

種に対して抗菌性物質を使用した慣行飼育同等の生産

性を確保できるか、さらに慣行飼育に優る免疫増強効

果が確認できるか検討し、一定の成果を得たので報告

する。

材料及び方法

１ 供試鶏及び試験区分

、2009年７月22日餌付けの名古屋種雄180羽を供試し

表１に示すとおり３試験区を設け、１試験区15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１ｍ当たり10羽とした。供試飼料は、餌付2

けから４週齢までは市販のブロイラー前期用配合飼料

（CP23.8％、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。減投

薬区は、５週齢以降シンバイオティクスを飼料中へ0.1
7％(飼料1kgあたり 10Lactobacillus casei subsp.casei

個、デキストランオリゴ糖50mg)添加した。抗菌区及び

減投薬区に給与した飼料中の抗菌性物質は、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（50ｍｇ力価

/kg）を用いた。

３ 調査項目

(1) 飼育調査

試験終了時(18週齢)の体重 飼料摂取量 出荷率 生、 、 （

存率）及び生産指数を調査した。なお生産指数は次式

により算出した。

生産指数＝（出荷率×出荷時体重／出荷日齢×飼料

要求率）×100

(2) 産肉調査

18週齢時に 試験区ごとに各６羽を解体して 正肉(も、 、

も肉、むね肉及びささみ)、可食内臓（肝臓、筋胃及び

心臓）及び腹腔内脂肪の重量を測定した。

(3) 免疫反応に関する調査

ア) 液性免疫反応

Ｔ細胞依存性液性免疫の指標である羊赤血球凝集抗

Brucel-体価及びＴ細胞非依存性液性免疫の指標である

(BM)凝集抗体価を測定した 。方法は、la melitensis 6,7)

10％羊赤血球と２％のBM菌液を等量混合し、その0.1ml

を10及び11週齢時に各区あたり10羽の翼静脈内に接種

した。採血は、10、11、13、16 及び18週齢時に各区あ

たり10羽実施した。採血後、血清を96穴マイクロプレ

Brucella melitensisートにて希釈調整し、羊赤血球及び

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を、底を２とする対数で表示

した。

イ) 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 。方法は、13週齢時に前感作として、ヒトγグロブ7)

リン（シグマ社）を生理食塩水にて400mg/L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400mg/L(生理食

美濃口ら：シンバイオティクスを活用した減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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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（厚さ）を測定した。なお、各試験区５羽を供試

した。

ウ) 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試区あたり５

羽測定した。

(4) 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))として算出した。経済性の試算に用いた

パラメ－タは、次のように設定した。生鳥売上げ価格

は、生体重１kgあたり550円とした。主な支出では、ひ

な代は１羽あたり200円、飼料費は、ブロイラー前期飼

料(無薬)が81円/kg、ブロイラー前期飼料(有薬)が85円

/kg、ブロイラー後期飼料(無薬)が82円/kg、ブロイラ

ー後期飼料(有薬)が83円/kg、ブロイラー後期飼料（シ

ンバイオティクス含）が83円/kgとした。

４ 統計処理

統計処理は、出荷率以外の項目については分散分析

により有意差検定を行い、平均値間の多重比較検定と

。 、 、してScheffeの方法を用いた また 出荷率については

カイ二乗検定により有意差検定を行った。

表１ 試験区分

区 分 内 容 供試羽数×反復数

対 照 区 抗菌性飼料添加物無添加 15羽×3反復

抗 菌 区 抗菌性飼料添加物添加 〃

減投薬区 前期 （抗菌性飼料添加物） 〃2)

後期 （シンバイオティクス0.1% ）2) 1)

1）シンバイオティクス(乳酸菌10 個、デキストラン折7

り後糖50mg/kg)

2) 前期（０～４週齢 、後期（５～18週齢））

試験結果

１ 飼育調査

飼育成績を表２に示した。18週齢の平均体重は、減

投薬区が対照区に比べ有意に優り、抗菌区とは差がな

かった。飼料摂取量は、各区間差はなかった。飼料要

求率は各区間に有意差はなかったが、減投薬区＜抗菌

区＜対照区の順となった。出荷率は、各区間差はなか

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、減投薬区が対照区に比べ有意に優り、抗菌

区とは差がなかった。

２ 産肉調査

産肉成績を表３に示した。正肉割合(もも肉、むね肉

及びささみ)、可食内臓割合(肝臓、筋胃及び心臓)及び

腹腔内脂肪は、各区間に有意な差は認められなかった

ものの、減投薬区の正肉割合が対照区及び抗菌区に比

べ高くなる傾向が認められた。

３ 免疫反応に関する調査

羊赤血球凝集抗体価は、抗原接種１週後のピ－ク時

において、減投薬区は抗菌区及び対照区に比べ有意に

高かった(図１)。また、 (BM)凝Brucella melitensis

集抗体価は、抗原接種１週後のピ－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、減投薬区が他

の試験区に比べ高い傾向であった(図２)。遅延型過敏

反応は、減投薬区が抗菌区及び対照区と比べて腫脹差

が有意に大きかった(表４)。 胸腺、脾臓及びファブリ

キウス嚢の免疫系臓器重量は、いずれも減投薬区が抗

菌区及び対照区に比べて有意に大きかった(表５)。

４ 経済性

１羽当たりの粗利益を表６に示した。減投薬区と抗

菌区の出荷時平均体重の差は小さいものの、飼料摂取

量は減投薬区の方が少なかったことより、粗利益は減

投薬区＞抗菌区＞対照区の順となった。

表２ 飼育成績(18週齢：126日齢)
1)試験区 平均体重 飼料摂取量 飼料要求率 出荷率 生産指数

(g) (g／羽) (%)
a a対 照 区 2,522 10,375 3.87 97.8 50.6
b b抗 菌 区 2,742 10,357 3.78 100.0 57.6
b b減投薬区 2,759 10,184 3.69 97.8 58.0

1)生産指数＝(出荷率×出荷時体重／出荷日齢×飼料要求率)×100

n=15、異符号間に有意差あり(P<0.05)

）表３ 産肉成績（18週齢：126日齢

試験区 と体歩留り 正肉割合（生体重比%） 可食内臓割合（生体重比%） 腹腔内脂肪
（%） もも肉 むね肉 ささみ 正肉計 肝臓 筋胃 心臓 可食内臓計 (%)

対 照 区 92.2 21.4 11.6 3.0 35.9 1.33 1.52 0.46 3.31 3.07

抗 菌 区 91.3 21.9 11.2 2.4 35.5 1.12 1.51 0.44 3.07 2.88

減投薬区 91.7 22.4 12.1 3.0 37.5 1.19 1.52 0.42 3.13 2.52

n=6

愛知県農業総合試験場研究報告第42号
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図１ 羊赤血球凝集抗体価の推移 図２ 凝集抗体価の推移Brucella melitensiss

n=10､異符号間に有意差あり(P＜0.05) n=10

表４ 遅延型過敏反応(15週齢) 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
a a b b a対 照 区 152.0 45.4 対 照 区 499.4 153.3 137.5
a a a a a抗 菌 区 185.6 68.4 抗 菌 区 419.1 134.5 176.7
b b b b b減投薬区 230.6 104.4 減投薬区 481.5 172.0 249.4

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

表６ １羽当たりの粗利益の試算
１) ２) ３) ４)試験区 出荷時生体重 生鳥売り上げ価格 支出 粗利益

(kg) (円) (円) (円)

対 照 区 2.52 1387.1 1050.0 337.1

抗 菌 区 2.74 1508.1 1061.2 446.9(100)

減投薬区 2.76 1517.5 1037.4 470.7(105.3)

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）支出は、ヒナ代と飼料費とした。

ここでは、ヒナ代200円／羽、飼料費はブロイラ－前期無薬飼料(81円／kg)、

ブロイラ－前期有薬飼料(85円／kg)、ブロイラ－後期無薬飼料(82円／kg)、

ブロイラ－後期有薬飼料(83円／kg) シンバイオティクス含ブロイラ－後期飼料(83円／kg)、

とし、実際に摂取した飼料重量を乗じて算出した。

４)粗利益(円)＝生鳥売り上げ価格－支出
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考 察

１ シンバイオティクスを活用した減投薬飼育の効果

、 、今回 シンバイオティクスを用いた減投薬飼育では

生体防御機構が未発達な４週齢までの幼すう期に抗菌

性物質を添加した飼料を給与し、５週齢以降出荷まで

の中大すう期は抗菌性物質の代替としてシンバイオテ

ィクスを用いた飼料を給与した。その結果、飼育成績

では出荷時の平均体重、生産指数及び正肉割合は、い

ずれも減投薬区が抗菌区に同等から優ることが確認さ

れた。坂口ら はブロイラーに対して、肥育前期(０～8)

20日齢)に抗菌性物質を添加した飼料を給与させ、肥育

後期（21～49日齢)は抗菌性物質の代替として乳酸菌製

Lactobacillus acidphilus Steptococcus fae-剤( 及び

)及びガラクトオリゴ糖を飼料添加し給与したとcalis

ころ 出荷時体重及び飼料要求率はいずれも慣行区 全、 （

飼育期間抗菌性物質を添加する区）と同等であったと

美濃口ら：シンバイオティクスを活用した減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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報告している。名古屋種に対しても飼育前期のみ抗菌

性物質を給与し、飼育後期は抗菌性物質の代替として

乳酸菌及びオリゴ糖を添加した飼育方法でも、慣行飼

育同等の生産性を確保できることが明らかとなった。

次に免疫成績では、減投薬区の液性免疫及び細胞性

免疫の増強効果は、いずれも抗菌区及び無処理区に比

べ有意に優る結果となった。さらに、胸腺、脾臓及び

ファブリキウス嚢等の免疫系臓器重量も、減投薬区は
9)抗菌区及び無処理区に比べて大きくなった。Ogawaら

はシンバイオティクスの液性免疫増強効果について、

採卵鶏に対してニュ－カッスル病生ワクチン及び鶏伝

染性気管支炎生ワクチンを接種して、それぞれの特異

抗体価の上昇を調べたところ、シンバイオティクス添

加区は無添加区に比べて抗体価の有意な上昇を示した

ことから、液性免疫への増強効果があると報告してい

る。 さらに、伊藤ら は名古屋種のシンバイオティク４)

スを用いた無投薬飼育において、細胞性及び液性両方

の免疫反応が高まることを報告している。今回もOgawa

ら 及び伊藤ら の報告同様、シンバイオティクスを用9) ４)

いることにより液性及び細胞性両方の免疫反応が高ま

ることが確認された。また、５週齢以降の飼育後期よ

りシンバイオティクスの給与を行うため、シンバイオ

ティクスを用いた無投薬飼育に比べてシンバイオティ

クスの給与開始が１カ月遅くかつ給与期間も１カ月短

いものの、細胞性及び液性両方の免疫反応が高めるこ

とが明らかとなった。乳酸菌を始めとするプロバイオ

ティクスの免疫増強作用については古くから知られて

おり、Takadaら は、乳酸菌の菌体表層成分に強力な10)

免疫増強作用があると報告している。また、最近では

LactobacillusKitazawaら は、乳酸菌の１種である11)

に免疫増強に関与する物質を産生しているとgasseri

報告している。今回、シンバイオティクスを用いた減

投薬飼育において免疫増強効果が認められたことは、

乳酸菌が持つ免疫増強作用が関与しているもの考えら

れた。

２ 残された課題

本研究は、名古屋種の無投薬飼育技術をより生産現

場へ普及させるため、コクシジウム病や壊死性腸炎等

の疾病の発生がある衛生レベルの低い生産現場を対象

とし、将来無投薬飼育へ移行するための段階的な飼育

技術を確立することにある。しかし、試験を設定する

にあたり、本来ならば汚染した環境下で試験を実施し

なければならなかったが、防疫上の都合上こうした環

境を作成することができなかったことから、今後何ら

かの形で現場実証し実用性を評価する必要がある。ま

、 、 （ ）た 試験区設定において 飼育前期 抗菌性物質添加

－飼育後期（抗菌性物質無添加）の試験区を設定しな

かったため、減投薬飼育におけるシンバイオティクス

利用の効果を厳密に確認することができなかったこと

から、今後改めて比較検討していきたい。さらに、プ

ロバイオティクスの利用により腸内細菌叢は改善する

ことはよく知られている。今回シンバイオティクスの

給与により名古屋種の腸内細菌叢に与える影響は調べ

られておらず、今後さらに検討していきたい。
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