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Influences of mycotoxins in roughage on performance and incidence of diseases in cow, and prevention of mycotoxin affection.
Kenji Wada
Yamagata Prefecutural Federation of Agricultural Mutual Aid Associations

１．はじめに
　近年、バイオエタノールに関連する穀物需要の
変化および地球温暖化に伴う世界的な天候不順
にともない家畜用輸入飼料の高騰が続いており、
自給粗飼料の安定確保に対する重要性が高まって
きている。
　しかし、畜産現場で実際に給与されている自
給粗飼料は天候、刈り遅れ、水分調整および保
存管理の失宜など種々の影響を受けてカビが発
生し、品質の劣化が問題となっている事例も少な
くない。そのような自給粗飼料が給与されている
牛群では、生産性の低下、疾病の多発および治
療日数の長期化などが認められる場合が多く、カ
ビが産生する毒性成分であるマイコトキシンが 
関与している可能性が指摘されている1,2,3,4,5）。
しかし、国内の自給粗飼料中のマイコトキシンに
関する調査は少なく6,7）、その実態は明らかにさ
れていない現状にある。
　マイコトキシンは Aspergillus属、Fusarium属、
Penicillium属などのカビが産生する二次代謝産
物であり、人や動物に対して様々な危害を起こ
している2,3,4,5, 7, 8）。また、その種類は多様であり、
現在同定されているマイコトキシンは 100 種類
以上にも及んでいる8）。我が国ではアフラトキシン
B1(AFB1)、デオキシニバレノール (DON)および
ゼアラレノン (ZEA)に対する許容基準値が設け
られており、基準値を超える濃度を含有する家
畜用飼料については、その流通や販売が禁止さ
れている2）。それらのマイコトキシンが家畜に
及ぼす影響として、AFB1は発癌性、肝毒性お

よび免疫抑制、DONは免疫抑制、消化管障害
および飼料の嗜好性の低下、また ZEAはエス
トロジェン様作用による繁殖障害や流産を招来
することが知られている2,3,4,5, 8）。
　牛ではルーメン内微生物がマイコトキシン分解
能を有することから、家畜の中でもマイコトキシンに
対する感受性は比較的低く2,9）、野外における 
マイコトキシン中毒は軽度かつ慢性的である例が
多いとされている10）。さらに、免疫抑制による
感染症、消化管障害による下痢、および繁殖障
害など臨床的には一般疾病として現れるため、
マイコトキシン中毒として診断することは非常に
困難であるとの報告もある4）。したがって、牛では
カビが発生する可能性の高い大量の自給粗飼料を
摂取するにも拘わらず、マイコトキシンに関する
研究が少ないのが現状であり、飼料中のマイコ
トキシンが牛群の疾病および生産性に対して潜在
的な影響を及ぼしている可能性は否定できない。
　以上のことから、自給粗飼料におけるマイコト
キシン汚染の実態を明らかにし、牛の生産性や疾
病発生への影響およびその効果的な防除方法に
ついて検討することを目的に調査を実施した。

２．飼料中のマイコトキシン濃度の分析
　マイコトキシンの定性および定量には、高速液
体クロマトグラフィー、薄層クロマトグラフィー、
ガスクロマトグラフィーなどが用いられている8）が、
測定に時間を要するとともに高価であるため、
各生産農場における多数の飼料検体のマイコト
キシン濃度を測定することは困難である。これ
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らの問題に対して、スクリーニングを目的として
ELISA法を用いて飼料のマイコトキシン分析を
行った。
【材料および方法】
　自給粗飼料としてグラスサイレージ（GS: 50 検
体）、デントコーンサイレージ（DCS: 53 検体）、
稲ホールクロップサイレージ（RWCS: 12 検体）
および稲ワラ（40 検体）、購入飼料として配合
飼料（3検体）、乾草（3検体）、製造粕類（3検体：
ビール粕 2検体、パイン粕 1検体）および購入
飼料のみから調製された粗飼料と濃厚飼料の混
合飼料（TMR: 8 検体）を検体とした。
　各種給与飼料の表層および深部の10～15ヵ所 
から無作為に各 10g 程度の試料を採取し、その
混合物を測定検体とした。測定検体を乾燥、粉
砕し、70%メタノール抽出液を AFB1測定に、 
リン酸緩衝液（PBS）抽出液を DONおよび
ZEA測定に供した。ELISAキットおよびマイ

クロプレートリーダを用いてマイコトキシン濃
度を測定した。飼料安全法では、飼料種および
給与される動物種によって AFB1、DON、ZEA
の許容基準値が示されており（表 1）、本研究の
判定にはこれらの基準値を用いた。
【成績】
　TMRの１検体を除いて、購入飼料はマイコ
トキシンの許容基準値を下回っており、基準
値を超える検体は自給粗飼料に集中していた。 
自給粗飼料別では、AFB1平均濃度は GSお
よび DCSで稲ワラよりも有意に高値であった。 
DON平均濃度は、DCSで RWCSおよび稲ワ
ラよりも有意に高値であった。ZEA平均濃度は
DCSで最も高値であった。また基準値別割合で 
比較すると、GSおよび DCSの 26% で 20ppbを
超える AFB1が検出された。DONは DCSの
6% が 4ppm を 超 え、ZEA は DCS の 32% が
1,000ppbを超える値を示した（図 1）。

出典：
1）昭和 63 年 10月14日付け 63 畜 B第 2050 号農林水産省畜産局長通知
　「飼料の有害物質の指導基準の制定について」
2）平成 14 年 7月5日付け 14 生畜第 2267 号農林水産省生産局畜産部飼料課長通知
　｢飼料中のデオキシニバレノールについて ｣
3）平成 14 年 3月25日付け13 生畜第 7269 号農林水産省生産局畜産部飼料課長通知
　「ゼアラレノンの検出について」

表 1. 飼料安全法によるマイコトキシンの暫定基準値
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マイコトキシン濃度 基準値別割合

図 1. 自給粗飼料別のマイコトキシン濃度と基準値別割合
AFB1：アフラトキシンB1、DON：デオキシニバレノール、ZEA：ゼアラレノン
検体数 GS（グラスサイレージ）：50,  DCS（デントコーンサイレージ）：53,
RWCS（稲ホールクロップサイレージ）：12,  稲ワラ：40
マイコトキシン濃度：平均値±標準偏差　　※：P<0.05, ※※：P<0.01

【考察】
　購入飼料のマイコトキシン濃度は許容基準値
以内であったが、これらの飼料はモニタリングと 
流通段階での適切な管理によりマイコトキシンの
コントロールがなされており、マイコトキシンに
関する安全性が高いことが示された。食品衛生
分野の調査ではトウモロコシから AFB1, DON
および ZEAを含むさまざまなマイコトキシンが
最も多く検出されている8）。平岡ら6）は国内で
生産された自給粗飼料のトリコテセン系マイコ
トキシン、ZEAおよびフモニシン類の汚染を
調査し、DCSは他の自給粗飼料よりもマイコ

トキシン濃度が高いことを報告している。本研
究でも DCSはいずれのマイコトキシンでも平均
濃度および許容基準値を超える値を示す検体の
割合が高い傾向にあったことから、DCSはマイコ
トキシン発生に最も注意が必要な自給粗飼料で
あることが示された。
　本調査において、DCSをはじめとする自給粗
飼料の一部から基準値を超えるマイコトキシンが
検出されており、これら汚染飼料の給与は牛群の
生産性および疾病発生に対して潜在的な影響を
及ぼしている可能性が示唆された。
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３．牛の生産性および疾病発生との関連性
　反芻家畜はマイコトキシンに対する感受性は
比較的低いとする報告2,9）がある一方で、近年の
乳牛は高泌乳化に伴う採食量の増加とルーメン
アシドーシスによりマイコトキシンの影響を受け
やすくなっているとの指摘もある4）。したがって、
明らかなマイコトキシンの中毒症状を示さない
まま、牛群の疾病発生や生産性に対して潜在的な
影響を与えている可能性を否定できない。また、
ルーメンが未発達である子牛ではマイコトキシン
分解能が低いことが予想され、マイコトキシンに
対する感受性が高い可能性も考えられる。
　本章では、自給粗飼料中のマイコトキシンと
牛の生産性および疾病発生との関係を明らかに
することを目的として調査を実施した。
【材料および方法】
　自給粗飼料のAFB1、DONおよびZEA濃度の 
測定とともに、その農場の生産性および疾病発
生との関連性を調査した。成牛における基準値は
表 1に示されている許容基準値に従い、 AFB1 
20ppb、 DON 4.0ppmおよび ZEA1,000ppbとした。 
また、子牛の基準値はAFB1 10ppb、DON 1.0ppm
および ZEA 1,000ppbとした。
（1）ホルスタイン 乳牛の生産性に関する調査
　１種類の自給粗飼料を給与している農場（Ⅰ
群 : 5 戸）、2種類の自給粗飼料を給与している
農場（Ⅱ群 : 7 戸）、自給粗飼料と購入乾草を併
用している農場（Ⅲ群 : 8 戸）の 3牛群について
１年間の成牛の死亡廃用率と 1頭当たりの平均
年間乳量を調査した。
（2） 黒毛和種子牛の生産性に関する調査
　黒毛和種牛繁殖農場 34 戸で出生した子牛
312 頭を調査対象とした。AFB1、DONおよび
ZEAのいずれかのマイコトキシン濃度が成牛の
基準値を超えた自給飼料を保有する農場（汚染
群：8戸）、子牛の基準値を超えた自給飼料を
保有する農場（軽度汚染群：7戸）、および全ての
マイコトキシン濃度が子牛の基準値以下の自給
飼料を保有する農場（対照群：19 戸）の 3群に
農場を区分した。調査項目は 1日当たり増体量

（DG）、流早産、新生子異常および下痢症の発
生状況とした。
（3）子牛の血液および便性状に及ぼす影響
　上記の子牛のうち、下痢発症子牛 36 頭（汚染
群12頭、対照群 24頭）と臨床的に健康な子牛15
頭（対照群のみ）について血液生化学検査を行い、
フローサイトメータにて白血球表面抗原を解析し
た。さらに、糞便中のロタウイルス、コロナウイルス、
大腸菌、サルモネラ菌、クリプトスポリジウムお
よびコクシジウムの病原微生物検査を行った。
【成績】
（1）乳牛の生産性と死亡廃用率に対する影響
　酪農場の死亡廃用率はⅠ群でⅡ群およびⅢ群
よりもやや高い傾向にあったが、有意差は認め
られなかった。各群における１頭当たりの年間
乳量はⅠ群に比較してⅡ群およびⅢ群で有意に 
高値であった。また、Ⅰ群の中でも自給粗飼料の
AFB1濃度が 20ppb以上を示す C、D、E農場では 
淘汰率が高く、年間乳量は7,000kg 以下であった。
Ⅱ群では、DCSおよび GS両者の AFB1濃度が
高い L農場で年間乳量は 7,529kg と同群の中で
最も低い値であった。Ⅲ群では、DCSの AFB1

濃度が高い Q農場で 7,947kg と同群の中で最も
低値であった（表 2）。
　全体の農場で評価すると、AFB1濃度と死亡
廃用率の間には有意な正の相関が認められた。
牛群別では、Ⅰ群で高い相関（r=0.90, P<0.05）が
認められたが、Ⅱ群とⅢ群では相関性は認められ
なかった。また、AFB1濃度と年間乳量の間では
有意な相関は認められなかった。DONおよび
ZEAは死亡廃用率および年間乳量の間でも相
関性は認められなかった。
（2）黒毛和種子牛の生産性と疾病発生に対する影響
　汚染群の子牛 81 頭の DGは 0.80±0.13kg で
あり、軽度汚染群（0.87 ± 0.13kg）および対照群
（0.85±0.13kg）に比べて有意に低値であった。
出生子牛の疾病発生数は、汚染群では対照群に
比べ流早産の発生数が有意に高い値であった。
また、下痢症では汚染群は発症数、治療回数お
よび治療費が高い値を示した（表 3）。　　　　
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Ⅰ群（A～E農場）：１種類の自給粗飼料を給与している農場（5戸）
Ⅱ群（F～L農場）：２種類の自給粗飼料を給与している農場（7戸）
Ⅲ群（M～T農場）：自給粗飼料と購入乾草を併用している農場（8戸）
異記号間に有意差あり  a,b：P<0.05　a,c：P<0.01

表２.  酪農場における自給粗飼料のマイコトキシン濃度と生産性との関係
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（3）黒毛和種子牛の血液成分と免疫細胞に対する
影響

　下痢発症子牛の糞便から検出された病原微生
物の種類、数は汚染群と対照群の間で明らかな
差はみられなかった。　
　血液成分では、汚染群－下痢子牛の AST
値（93.3±54.8IU/L）が対照群－下痢（56.2±
17.6IU/L）、対照群－健康（56.3±11.7IU/L）に比
べ有意に高い値であった。白血球表面抗原の解
析成績では、MHC classⅡ+CD14+単球数13）は 
汚染群 2.9±1.1×102/μl、対照群 5.4±3.3×
102/μl であり、汚染群が対照群と比べて有意に
低い値であった。　　　　　　　
【考察】
　Brownら11）は実験的に AFB1を摂取させた
乳牛で泌乳量が低下したことを報告しており、
Boudraら1）はバルク乳からアフラトキシンM1 
(AFM1)が検出される農場では、生産乳量が低
い傾向にあることを報告している。本調査では
乳汁中AFM1は測定していないが、Ⅰ群の農場の
中で AFB1濃度が高い農場では年間乳量が低い
値であったことから、１種類の自給粗飼料給与
農場ではAFB1が乳生産性に影響を及ぼすことが
示唆された。
　汚染群の子牛では肝機能の低下を示す AST
値の上昇が認められた。一般に母牛と同居して

いる子牛は、粗飼料の摂食行動も比較的早期に
始まることから12）、強力な肝臓毒の作用を有する
AFB1汚染飼料が子牛の肝機能に障害を与える
ことが考えられる。さらに汚染群では活性単球
数が日齢に関係なく低値であることが示された
ことから、マイコトキシンによる免疫応答の低下が
下痢の増加と治療期間の長期化に影響している
可能性が推察された。

４．白血球機能に対するマイコトキシンの影響
　多くのマイコトキシンが有する作用の一つと
して免疫機能に対する影響が挙げられており、
リンパ球幼若化の抑制14,15,16）、リンパ球および
マクロファージのサイトカイン産生の亢進あるいは
抑制17,18）、ナチュラルキラー細胞活性の低下19）、
好中球化学発光能の低下20,21,22）などが報告され
ている。
　しかし、免疫機能に対する各種マイコトキシンの
影響を比較した研究は少なく14,15,16,19）、とくに我
が国で基準値が設けられている AFB1、DONお
よび ZEAの影響を比較した報告はみられない。
本章では、牛のリンパ球幼若化能および好中球
化学発光能におけるAFB1、AFM1、DONおよび
ZEAの影響を比較検討した。

　　   治療回数および治療費：平均値±標準偏差
　　   異記号間に有意差あり　a,b:P<0.01  a,c:P<0.05

表３.  自給粗飼料中のマイコトキシン濃度と子牛の疾病発生状況
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【材料および方法】
（1）リンパ球の幼若化能
　臨床的に健康なホルスタイン種ならびに黒毛
和種の成牛および子牛をそれぞれ６頭ずつ供試
した。マイコトキシン試薬は AFB1、DONおよび
ZEAを用いた。血液サンプルからリンパ球を
分離し、フィトヘマグルチニン－Pを加え、さ
らに AFB1、DON、ZEAを 10μg/ml の濃度で
加えた後、37℃、5% CO2下で 72 時間培養した。
幼若化能は既報23,24）に準じて測定した。
（2）好中球の化学発光能
　臨床的に健康なホルスタイン種雄牛２頭
（3 才齢）を供試した。マイコトキシン試薬は
AFB1、AFM1、DONおよび ZEAを用いた。
　血液サンプルから好中球を分離し、段階的に
希釈した各マイコトキシンを添加した。37℃で

30分間前培養した後、既報25）に従い、ルミノール
および刺激剤 (PMA)を加え、化学発光測定装置
により37℃で 30分間の化学発光量を測定した。
【成績】
（1）リンパ球幼若化能に対する影響
　AFB1と DONの感作により、子牛の末梢血
単核球 (PBMCs)幼若化は成牛の PBMCsに比
べ有意に抑制された（図 2）。ホルスタイン種と
黒毛和種では PBMCs幼若化に差は認められ
なかった。マイコトキシンの種類では、DON、
AFB1および ZEAの順にPBMCsの幼若化が強く
抑制された（図 3）。
（2）好中球の化学発光能に対する影響
すべてのマイコトキシン感作で化学発光反応は
有意に低値を示した（図 4）。

図２. 成牛と子牛の末梢血リンパ球幼若化率の比較
 （10μg/mlのマイコトキシンで感作）
 リンパ球幼若化率：平均値±標準誤差
 ＊:P<0.05　　＊＊:P<0.01 　

AFB1：アフラトキシンB1、DON：デオキシニバレノール、ZEA：ゼアラレノン

ホルスタイン種成牛 (n=6) 

□ホルスタイン種子牛 (n=6)
黒毛和種成牛 (n=6)
黒毛和種子牛 (n=6)

リ
ン
パ
球
幼
若
化
率 （
％
）
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図３. 各マイコトキシンによるリンパ球幼若化抑制効果の比較
 （10μg/mlのマイコトキシンで感作）
 リンパ球幼若化率：平均値±標準誤差
 ＊:P<0.05　　＊＊:P<0.01 　

AFB1：アフラトキシンB1、DON：デオキシニバレノール、ZEA：ゼアラレノン

ホルスタイン種成牛 (n=6) 
□ホルスタイン種子牛 (n=6)

黒毛和種成牛 (n=6)
黒毛和種子牛 (n=6)

図４. マイコトキシンが好中球の化学発光能に及ぼす影響（PMA 刺激） 
　   C：コントロール（培養液のみ）　　化学発光量：平均値±標準誤差（n=3）
  ※ P<0.05：コントロールに対して有意差あり
  AFB1：アフラトキシンB1      AFM1：アフラトキシンM1

  DON：デオキシニバレノール   ZEA：ゼアラレノン

リ
ン
パ
球
幼
若
化
率 （
％
）
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【考察】
　ヒトでは成人よりも子供のリンパ球の DNA
およびタンパク合成量が多いとされている26）。
さらに、AFB1はヒトのリンパ球において、染色
体に傷害を与えタンパク合成を阻害すること27）、
また DONはタンパク合成阻害により活性化し
たリンパ球の幼若化を抑制することが報告され
ている14）。したがって、AFB1と DONは成牛
よりも子牛において PBMCsの幼若化を強く抑
制したものと考えられた。 
　DONの標的組織は腸粘膜、骨髄および胸腺や
脾臓などのリンパ性組織であり、AFB1の標的 
組織は肝臓とされている8）。このことにより、
本実験において DONは PBMCsの幼若化に対
する強い抑制作用を示したものと推察された。
　好中球化学発光反応の実験では、AFB1、
DONに加え、リンパ球幼若化抑制作用の弱かった
ZEA、および AFB1の代謝により乳汁中に排泄
される AFM1おいても好中球の化学発光反応を
抑制することが示された。　　　
　以上の成績から、AFB1、DONおよび ZEA
は牛のリンパ球と好中球機能の発現に抑制的に
作用することが示された。

４．飼料への吸着剤添加によるマイコトキシン防除
効果

　生産農場においてマイコトキシンによる危害を
防除する方法としては、自給粗飼料の適切な
調製によりカビの発生を阻止することが最も重
要である。しかし、カビ胞子はあらゆる環境
中に存在し、特に保存期間の長い自給粗飼料
ではカビの発育を完全に阻止することは不可
能である。また、マイコトキシンの除去方法と
して高熱による分解やアンモニア処理があるが、 
コスト面、栄養成分の低下および pHの上昇など
によりサイレージには実用的とはいえない2,3,5,8）。
この様な状況において、マイコトキシン吸着剤の
飼料への添加が試みられている2,3,4,5, 28）。しかし、
個体に対する実験的な報告はあるものの29,30）、
生産牛群に対する効果については明らかにされ

ていない。そこで、本章ではマイコトキシンの
関与が疑われる牛群において吸着剤を飼料へ添
加し、その効果を検討した。
【材料および方法】
　成牛の死亡廃用率が恒常的に高く、通年で自
給粗飼料を給餌している 3戸の酪農場（搾乳頭
数：U農場 35 頭、V農場 28 頭、W農場 23 頭）
を調査対象とした。U農場ではグラスサイレー
ジ（GS）、VおよびW農場は GSと稲ワラを給
与しており、それら自給粗飼料をAFB1、DON
および ZEA濃度の測定に供試した。マイコトキ
シン吸着剤は、各農場で１日１頭あたり 15g を
12ヶ月間飼料に添加した。
　各農場から泌乳前期（分娩後 150 日未満）と
泌乳後期（分娩後150日以上）の各 5頭計 30頭を
無作為に抽出し、各個体の 4分房の合乳を検体
としてELISAキットおよびマイクロプレートリーダを
用いて AFM1濃度を測定した。
　吸着剤添加前後の糞性状はマニュアスコア31）を
指標として観察した。成牛の死亡廃用事故は吸
着剤添加前と添加後の1年間を比較した。また、
繁殖成績は平均受胎日数、初回受胎率および平
均授精回数を繁殖台帳から経時的に調査した。
　乳汁の採材に平行して採血を行い、好中球
数および単核球数を測定し、また単核球の表
面抗原をフローサイトメータで解析した。また、 
U農場の搾乳牛を対象に、Ht値、T-cho、NEFA、
BUN、ASTおよび GGTを測定した。
　乳汁中 AFM1濃度の測定および血液検査はマ
イコトキシン吸着剤添加前と添加 3ヶ月後の値を
比較した。
【成績】
（1）自給粗飼料のマイコトキシン
　Uおよび V農場の GSの AFB1濃度が高値
（>30ppb）であり、W農場では稲ワラの ZEAが
高値（491.6ppb）であった。
（2）乳汁中 AFM1濃度
　全農場の吸着剤添加前における泌乳前期群の
乳汁の AFM1濃度（2.3±1.6ppt）に比較して泌
乳後期群の濃度（6.8±4.2ppt）は有意に高値で
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あった。乳汁中 AFM1濃度は Uおよび V農場
において吸着剤添加後に泌乳後期群の濃度が有
意に低下した（図 5）。
（3）疫学的調査成績
　吸着剤添加約2週間で軟便（スコア2）が減少し、
正常便（スコア 3）を呈する個体が増加した。死
亡廃用率はU農場で14.3%から 7.7%に減少し、
とくに循環器病による突然死（4頭）が見られなく

なった。V農場では死亡廃用率に変化は認めら
れなかったものの、U農場と同様突然死が見ら
れなくなった。W農場では死亡廃用率が 26.1%
から 4.3% に減少し、とくに早産を伴う周産期
疾病（4頭）が見られなくなった。繁殖成績では、
すべての農場で改善傾向が見られたが、とくに
W農場では顕著な向上が認められた（図 6）。

図５. 吸着剤添加前後における泌乳前期および泌乳後期の
　　　乳汁中アフラトキシンM1(AFM1) 濃度の変化
　　　AFM1濃度：平均値±標準偏差（それぞれ n=5）　※：P<0.05 
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図６. マイコトキシン吸着剤添加による繁殖成績の推移
　　  調査期間 : 2004 年 7 月～ 2005 年 6 月

U農場
V 農場
W農場

U農場
V 農場
W農場

U農場
V 農場
W農場

マイコトキシン吸着剤添加

マイコトキシン吸着剤添加

マイコトキシン吸着剤添加

平
均
空
胎
日
数 （
日
）

初
回
受
胎
率 （
％
）

平
均
受
精
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回
）
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（4）血液検査成績
　BUNおよび Ht値が吸着剤添加後に増加した。
とくに Ht値で 25% 以下を示す個体が 10 頭か
ら３頭に減少した（図 7）。その他の検査項目で

は一定の変化は認められなかった。
（5）白血球表面マーカの解析
　AFB1が高値であった Uおよび V農場で単核
球を中心として免疫細胞数が増加した（表 4）。

図７. 吸着剤添加前後におけるHt 値の比較（U農場、n=30）
上段図の Ht値：平均値±標準偏差　※ P<0.01
Ht：ヘマクリット

H
t  
値 （
％
）

H
t  
値 （
％
）
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WBC：白血球、Neut：好中球、PBMC：末梢血リンパ球
分娩後日数、細胞数 /μl：平均値±標準偏差　吸着剤添加前、吸着剤添加後それぞれ n=10
異記号間に有意差あり  a,b：P<0.05　a,c：P<0.01

表４. マイコトキシン吸着剤添加前後における免疫細胞数の変化
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【考察】
　吸着剤添加前において、泌乳前期群の乳汁に
比較して泌乳後期群のAFM1 濃度は高値を示 
したが、これはAFB1の汚染が各泌乳ステージで
ほぼ一律に給与される自給粗飼料であったこと 
より、乳量の低下する泌乳後期での AFM1の相
対的濃縮に起因しているものと考えられた。また、
吸着剤添加後における泌乳後期群のAFM1濃度の
低下は吸着剤による生体内での AFB1の吸着効
果が発現しているものと考えられた。
　AFB1のリンパ球機能に対する抑制的作用に
ついては種々の報告15,18,27）がなされており、著者
らの実験においても AFB1が PBMCsの増殖を
抑制することを述べた。したがって、Uおよび
V農場では AFB1による免疫機能の低下が疾病
発生と関係しているものと推察された。また、
自給粗飼料の AFB1が低値であり ZEAが比較
的高値であったW農場では吸着剤の添加後、
繁殖成績の明らかな改善と早産を伴う周産期疾
病の減少が認められたことから、ZEAのエス
トロジェン様作用による繁殖性と疾病発生への
影響が示唆された。
また、U農場で BUN値および Ht値の増加が
確認されたが、これは多くの牛において糞性状の
改善が認められていることから、消化管内容物の
通過速度が正常化し、消化率が改善したことに
起因しているものと推察された。
　以上のことから、マイコトキシン吸着剤は牛
群の疾病発生、繁殖性および免疫機能などへの
マイコトキシンの影響を低減させる効果がある
ことが示唆された。

５．おわりに
　多くの自給粗飼料ではカビの発生によって各
種のマイコトキシンに汚染されている危険性が
あることが明らかとなり、それらマイコトキシンの
継続的な摂取は牛の生産性および疾病発生と関
係していることが示唆された。また、マイコト
キシンはリンパ球幼若化能および好中球化学発
光能を抑制することが in vitroにおいて示され、

生体内においても白血球の機能を低下させている
可能性が示唆された。さらに、マイコトキシンの
関与が疑われる生産農場に対して吸着剤を使用
することで、マイコトキシンの影響を低減させる
効果が認められ、有効な防除策のひとつである
ことが示された。これらの研究成果は、畜産経
営の安定化のみならず畜産物の安全性確保の観
点からも極めて意義は大きいと考えられる。
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 1反芻動物における血漿中Apelin濃度の変動と内分泌調節

佐藤勝祥・大川夏貴・萩野顕彦・盧尚建・加藤和雄
（東北大学大学院農学研究科）

1The dynamics of plasma apelin concentrations and the regulation of endocrine functions in the ruminant
Katsuyoshi Sato, Akihiko Hagino, Natsuki Ohkawa, Sang-gun Roh, Kazuo Katoh
(Laboratory of Animal Physiology, Graduate School of Agricultural Science, Tohoku University)

１．はじめに
　反芻動物の主要なエネルギー源は、揮発性脂
肪酸（VFA）である。ルーメン内に微生物を共
生させることで、自身では消化出来ないセル
ロースやヘミセルロースを分解させ、生成される
VFAを吸収する。また、反芻動物の採食時には
多量の唾液が分泌されることが知られている。
ルーメン内微生物における最適 pHは 6.4～7.0
程度であり、pHが 6.0 を下回る酸性に傾いた
とき、その働きは著しく低下する。このことから、
ルーメンが十分に発育した反芻動物において、
NaHCO3を主成分とする唾液の分泌は、ルーメ
ン内の酸性化を緩衝させる重要な役割を持つ。
このとき、採食によって増加した唾液分泌は、
採食中にも関わらず急激に減少する。これは、
多量の唾液が分泌されたとき、血液中の水分が
唾液として放出され、血液浸透圧が上昇するこ
とで、唾液の分泌を抑制するためと考えられて
いる1,2）。つまり、体液の恒常性あるいは飲水行
動の調節は、採食量へ大きな影響を与えるため、
家畜の発育において非常に重要である。
　飲水行動を調節する主要なホルモンとして、
アンジオテンシンⅡが知られている。血液中の
Na+濃度の低下や循環血液量が減少すると、腎
臓からレニンが分泌され、血中のアンジオテン
シノーゲンからアンジオテンシンⅠが遊離される。
さらに、アンジオテンシンⅠはアンジオテンシ
ン変換酵素（ACE）の働きを受け、アンジオテ
ンシンⅡが生成される。レニン－アンジオテン
シン系の最終生理活性ペプチドであるアンジオ

テンシンⅡが、血管の収縮や水 ･電解質の再吸
収、あるいは飲水行動を促進する。1998 年、
当時オーファン受容体であったAPJ 受容体の
内因性リガンドとして、Apelin（APJ endogenous 
ligand）が同定された3）。APJ受容体はアンジオ
テンシンⅡ受容体（AT1）と非常によく似た構造
（40～50％の相同性を持つ）を持っていることから、

AGTRL1（アンジオテンシン受容体様 1）ともい
われており、当時は ApelinもアンジオテンシンⅡ
と同様な機能を持つと考えられていた。
Apelinは 77 アミノ酸残基の前駆体タンパク質
からなる。C末端側に生理活性部位が存在する
ことが知られおり、C末端側のアミノ酸配列は
多くの種でよく保存されている。また、複数の
プロセッシング部位を持つため、C末端側の 36
アミノ酸からなる Apelin-36 や 17 アミノ酸から
なる Apelin17、-15、-13、-12 など様々なアイソ
フォームが存在する。多くは、Apelin-36 と
Apelin-17、Apelin-13 の形で存在している。
Apelinは多くの組織で発現が確認されているが、
その生理作用はいまだ未解明な部分が多い。特に、
反芻動物を対象とした Apelinの研究は皆無で
あり、反芻動物におけるApelinの生理的作用は
ほとんど知られていない。そこで本研究は、反芻
動物における血漿中 Apelin濃度動態を調べる
ことと、Apelinが他のホルモンに及ぼす影響を
検討することを目的とした。
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２. 絶水および絶食のおよぼす血漿中Apelin 濃度
への影響

　Apelinと APJ受容体はともに多くの組織に
発現が確認されており、中枢では視床下部視索
上核や室傍核に多く存在していることが確認さ
れている4,5,6）。これらの部位は、採食や飲水行
動と深く関係していることから、Apelin-APJ 
受容体系とこれらの行動との関係が注目されて
いる。しかし、ラットやマウスを用いた報告では
一様な結果が得られておらず6,7,8,9）、これらの行
動にどのような影響を与えているのかは明らかと
なっていない。そこで、48時間の連続採血試験を
行い、ヤギにおける血漿中 Apelin濃度動態を
調べた。さらに、採食および飲水行動との関連を
検討するために、絶水試験および絶食試験を行い、
血漿中 Apelin濃度の変動を調べた。
（1）材料および方法
　供試動物はザーネン種ヤギ（去勢雄）を 4頭
用いた。試験開始前に１週間の馴致期間を設け、
16 時から 17 時までの１時間、乾草（オーチャー
ドグラス）を給餌した。その間、鉱塩と水は自
由摂取とした。試験開始当日 10:00 に頚静脈内
カテーテルより採血を開始し、翌々日の 10：00
まで 4時間間隔で採血を行った。なお、16：00の
給餌開始後は、16：15、16：30、17：00、18：00、
20：00、22：00 の間隔で採血を行った。試験と
試験の間は 1週間以上の間隔を空けて行い、全
ての試験区のサンプリング終了後、ラジオイムノ
アッセイを用いて血漿中Apelin濃度を測定した。
（2）結果
　自由飲水下の血漿中 Apelin濃度変動は、全
ての動物で、1日目は給餌１時間後、2日目では
給餌 30 分後にそれぞれ基礎値に比べて高く
なった（Fig. 1）。また、絶水下では、1日目、2日
目ともに給餌直後（15 分後）から血漿中 Apelin
濃度が採食前の基礎値に比べて上昇した。絶食
下では、血漿中 Apelin濃度に有意な変動はみ
られなかった。

３. ヒツジにおける頚静脈内 Apelin 投与による
内分泌への影響

　生体にストレスが加わると、生体は刺激の種
類とは無関係な一連の非特異的反応を生じて、
新しい環境に適応し生体の機能を維持しようと
する。ストレスを感じたとき、視床下部室傍核
からの AVP（抗利尿ホルモン）や CRH（副腎皮
質刺激ホルモン放出ホルモン）分泌が活性化され、
これらの刺激を受けて下垂体前葉から ACTH
（副腎皮質刺激ホルモン）が放出される。ACTHは
副腎皮質からの糖質コルチコイド分泌を促進し、
糖新生により血糖値を上昇させ、循環機能を亢
進させる。これら一連のストレス応答反応は、
HPA軸（Hypothalamic-Pituitary-Adrenal axis）と
呼ばれている。このとき、マウスやラットにおける
ACTH分泌調節は CRHが主であるのに対し10）、
ヒツジでは AVPが大きな ACTH分泌刺激能を
有することが知られている11,12）。
　また、抗利尿ホルモンである AVPは体液の
恒常性と深く関わっており、前述の試験で血漿
中 Apelin濃度が上昇した際、同時に血漿中
AVP濃度が上昇いていたことから、Apelinが
AVP分泌および HPA軸の調節に関与している
可能性が考えられる。そこで、頚静脈内に
Apelinを投与することで、AVPおよび ACTH
分泌にどのような影響があるのかを調べた。また、
ACTHと同様に下垂体前葉から分泌される GH
分泌への影響を調べた。
（1）材料および方法
　供試動物は雑種ヒツジ（去勢雄）5頭を用いた。
維持量のヘイキューブを 1日 1回（16：00）給与
した。試験には、[Pyr1]-Apelin13（ペプチド研）を
用い、投与量は 500μg /頭とした。投与 60 分前
から、投与後120分まで15分間隔で採血を行い、
コントロール区として Saline投与区を設けた。
サンプリング終了後、血漿中AVP、ACTHおよび
GH濃度をラジオイムノアッセイ法で測定した。
　血漿中AVP濃度はApelin投与15分後に Saline
投与区と比較して有意に高い値を示した（Table 1）。
また、投与後の変化量を示すIncremental Areaは
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Figure １  ヤギの血漿中Aplein 濃度の変動
　　　　  （a）：自由飲水区、（b）：絶水区 １頭ごとのデータを表示。
　　　　   ↑は給餌開始を示す。

（a）自由飲水区

#1

#2

#3

#4

#1

#2

#3

#4

（B）絶水区
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Apelin投与区が Saline投与区よりも大きくなる
傾向を示した。血漿中 ACTH濃度も、投与 15
分後に Apelin投与区が有意に高い値を示した。
分泌反応面積を表す AUCも Apelin投与区が有
意に高い値であった。血漿中GH濃度は、Apelin
投与15分後にSaline投与区と比較して有意に高い
値となり、Incremental Areaも Apelin投与区が
高くなる傾向を示した。

４.  Apelin と AVP受容体遮断薬、同時投与に
よる内分泌反応への影響

　ヤギやヒツジでの ACTH分泌は、CRHよりも
AVPの影響を強く受けることが知られている。
また、ヤギにおいて AVP投与が GH分泌を促
進するという結果が報告されていることから、
Apelinによる ACTHと GH分泌刺激が AVPを
介した機構である可能性が考えられる。そこで、
AVP受容体遮断薬の事前投与試験を行うことで、

Apelinによるこれらの内分泌制御機構を検討した。
　AVPの受容体には、3つのサブタイプ（V1a、V1b、
V2）が存在する。それぞれの存在部位や役割は異
なっているが、下垂体ではV1受容体の発現のみが
確認されていることから、V1a受容体遮断薬として
(d(CH2)51,Tyr(Me)2,Arg8)-Vasopressinを、V1b受容
体遮断薬として(Deamino-Pen1,Tyr(Me)2,Arg8)-
Vasopressin（共にBachem）を用いて試験を行った。
（1）材料および方法
　供試動物は雑種ヒツジ（去勢雄）を６頭用いた。
維持量のヘイキューブを１日１回（16：00）給餌し、
水と鉱塩は自由摂取とした。サンプリングは10：00
から13：15までの195 分間、15分間隔で頚静脈内
カテーテルより採血した。11：00の採血直後に
V1受容体遮断薬（それぞれ10μg/kg B.W.）を、
11：15の採血直後にApelin（500μg/頭）を投与した。
また、Control区としてそれぞれの時間にSalineを
投与した区を設けた。全ての試験区のサンプリ

Table  1 ヒツジへのApelin投与による血漿中AVP、ACTHおよびGH濃度の変動

各値は平均値±標準誤差で表示。
*P<0.05、†P<0.1 （vs. Saline）
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ング終了後、血漿中 AVP、ACTHおよび GH
濃度をラジオイムノアッセイにより測定した。
（2）結果
　血漿中 AVP濃度は、前述の結果と同様に
Apelin投与15分後に Saline投与区よりも高い値
となる傾向となった（Table 2）。また、AUCと
Incremental Areaは Apelin投与区が有意に高い
値となった。
　Apelin投与 15 分後の血漿中 ACTH濃度は、
Saline-Apelin区がSaline-Saline区とBlocker- 
Saline区と比較して有意に高い値を示した（Table 3）。
また、Blocker-Apelin区は Blocker-Saline区と
比較して有意に高い値となったが、Saline-Apelin
区と比べると低い傾向を示した。Incremental Area

は Saline-Apelin区が他の区に比べて有意に高く
なった。Blocker-Apelin区は、Blocker-Saline区に
比べて有意に高かったが、Saline-Apelin区と比
較すると有意に低かった。
　GH 分泌は、Apelin 投与 15 分後に Saline-
Apelin区が他の区と比較して有意に高く、次いで
Blocker-Apelin区が高く、Saline-Saline区とBlocker-
Saline区の間には有意な差はみられなかった。
また、Incremental Areaにおいても同様の結果が
得られた。
　以上から、Apelinによるこれらの内分泌調節は
AVP V1受容体を介した経路と、Apelinが直接
GH分泌を刺激している経路の二つの経路が存
在する可能性が示唆された。

Table 3 ヒツジへのAVP受容体遮断薬事前投与による、Apelin 投与後の血漿中ACTH 
およびGH濃度の変動

各値は平均値±標準誤差で表示。
*P<0.05、†P<0.1 （vs. Saline-Saline）

各値は平均値±標準誤差で表示。
異なる文字は有意差（P<0.05）があることを示す。

Table  2 ヒツジへのApelin投与による血漿中AVP濃度の変動
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５. ヒツジ下垂体初代培養細胞におけるApelin
刺激の影響

　ApelinによるACTH分泌調節はAVPを介した
経路が存在することが示唆された。しかし、
ACTH産生細胞においてApelinが発現している
ことが報告されており13）、Apelinと ACTH分
泌の間に直接的な相互作用があることが予想さ
れる。そこで、ヒツジ下垂体初代培養細胞を用
いて、Apelin刺激によるACTH分泌への影響を
検討した。
（1）材料および方法
　供試動物として雑種ヒツジ（去勢雄）を４頭
用いた。ヒツジを麻酔下で放血屠殺し、下垂体を
摘出した。下垂体前葉を分離した後、コラゲナーゼ
溶液で消化して初代培養を行った。細胞はダル
ベッコ変性イーグル培地（2％ウシ血清アルブミ
ン）を用いて培養し、刺激開始 2時間前から無血

清培地で前培養を行った後、刺激培地に交換し、
37℃で 30 分インキュベートした後、培地を回収
した。刺激培地は、コントロール区、AVP区
（10-7M）、Apelin（10-5～10-7M）とした。培地中の

ACTH濃度はラジオイムノアッセイを用いて測定
した。
（2）結果
　結果は Control区の培地中 ACTH濃度を 100
としたときの値を示している（Fig. 2）。ポジティ
ブコントロールとして供試した AVP刺激区の
ACTH濃度が Control区と比べて有意に高い値
であったことから、本試験で使用した下垂体初
代培養細胞は正常な ACTH分泌能を有するこ
とが示された。Apelin刺激区では、全ての区で
Control区に比べて有意に高い値となった。この
ことから、ヒツジでは Apelinが直接 ACTH分
泌を刺激している可能性が考えられる。

Figure. ２ ヒツジ下垂体初代培養細胞におけるApelin 刺激によるACTH分泌
               Control区を 100 として、平均値±標準誤差で表示。
               * P<0.05、** P<0.01（vs. Control）
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6. まとめと考察
　本研究では、ヤギとヒツジを用いて、反芻動
物における血漿中 Apelin濃度の変動と内分泌
調節について検討を行った。その結果以下の知
見を得た。
　ヤギの血漿中 Apelin濃度は採食によって上
昇することが明らかとなった。分泌が起こる要
因として、採食そのものの刺激による反応と、
あるいは唾液分泌による浸透圧の変化による反
応の、二つの可能性が考えられる。しかしながら、
自由飲水下での採食後の血漿中 Apelin濃度の
上昇が採食開始後しばらく経ってから起こった
点と、絶水下では採食開始直後から血漿中
Apelin濃度が上昇していた点を踏まえて考えると、
水の代謝に関連した反応である可能性が示唆さ
れる。これらのことから、Apelinは体液の恒常
性維持に関連し、飲水を調節する可能性が示さ
れた。
　ヒツジへの頚静脈内 Apelin投与によって、
AVP、ACTHおよび GHの分泌が促進される
ことが明らかとなった。AVPとACTHの分泌が
促進されることは、ラットにおける報告と一致
する結果であり7）、Apelin が HPA軸の調節に
関与している可能性が示唆された。注目すべき
点は、Apelinが GH分泌を促進することが示さ
れた点である。ラットやマウスでの脳室内
Apelin投与試験ではGH分泌に影響を及ぼさな
いという結果が報告されており7）、ヒツジにお
いては Apelinが GH分泌を促進するという調
節機構が初めて明らかとなった。これらのこと
から、Apelinによる内分泌調節能には種間差が
あることが示された。
　また、これらの反応は AVP受容体遮断薬の
事前投与によって抑制されたこと、ヒツジ下垂
体初代培養細胞への Apelin刺激によって
ACTH分泌が促進されたことから、Apelinに
よるこれらのホルモン分泌刺激は AVP V1受容
体を介している反応と、Apelinが直接分泌を促
進している反応の二種類の経路が存在する可能
性が示唆された。

　近年、家畜に対する福祉意識が向上しており、
アニマルウェルフェアの観点から家畜のストレスを
軽減させる飼育方法が注目されている。過度な
ストレスは免疫力の低下など生産性に影響を 
及ぼすため、飼育管理におけるストレス反応の
把握とストレスマネージメント の必要性が高
まっている。HPA軸を中心とした内分泌調節に
おいて重要な役割を担っていると考えられる
Apelinが、新たなストレス指標となる可能性が
考えられる。今後の Apelin研究を進めることで、
家畜の生産性の向上につなげていきたい。
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Indigestible but fermentable sugar increases nitrogen utilization in rabbits 
Xiao Li, Xiao Min, Ei Sakaguchi
Graduate School of Natural Science and Technology, Okayama University

hydrolyzed to ammonia by bacterial urease activ-
ity and then used for bacterial protein synthesis. 
These bacterial proteins are finally excreted in the 
feces, where they represent the major part of N6,7). 
Therefore, the consumption of indigestible carbo-
hydrates results in a greater rate of urea transfer 
from blood to the large intestine, and therefore, 
in a higher bacterial N excretion in feces coupled 
with a lowering of urinary N excretion and de-
crease in blood urea N1, 5, 8). The close relationship 
between the flux of urea N toward large intestine, 
fecal N excretion, and lowering of urinary N ex-
cretion and plasma urea N is demonstrated by a 
study with rats fed fermentable carbohydrates9). 
The results indicated the fermentable carbohy-
drates enhanced fecal N excretion by 1.5 to 2-fold 
and depressed urinary N by 25 to 30%, which 
brought about a 20 to 30% lowering of blood 
urea. The shift of N excretion from urine to feces 
depends largely on the effectiveness of ferment-
able carbohydrate in enhancing large intestinal 
bacterial proliferation10, 11) and, hence, increasing 
fecal bacteria mass12). The direct relationship be-
tween the amount of fiber fermented and an in-
crease in fecal bacteria mass is also demonstrated 
by Stephen and Cummings13).
   The increment of bacterial N in fecal matters by 
indigestible but fermentable sugars is particularly 
essential for cecotrophic animals like rabbits. 
Because rabbits are typical cecum fermenters, 
have a special reingestion system called cecotro-

1.  Introduction 
   Indigestible but fermentable sugars are widely 
used in the world due to their many implications 
in nutritional and health aspects. Non-digest-
ibility is the key physiological characteristic of 
indigestible but fermentable sugars, it means 
that they are neither digested nor absorbed in the 
small intestine and pass into the large intestine, 
where they can be partly or totally fermented 
and profoundly alter microbial metabolism and 
multiplication, as a result, affect N metabolism1). 
The presences of fermentable carbohydrates such 
as non-starch polysaccharides, oligosaccahrides 
in the diet should profoundly influence intestinal 
microflora fermentations and stimulate bacterial 
proliferation in the large intestine2). Where they 
serve as a source of energy for bacteria growth 
and stimulate the bacteria activity leading to a 
substantial rise of bacterial mass, the bacteria 
require a source of N for their protein synthesis. 
The N source available in the large intestine in-
cludes some dietary proteins escaping small in-
testine degradation, endogenous proteins (pancre-
atic and small intestinal secretions and sloughed 
epithelial cells), digestive mucins, and blood urea 
diffusing in the digestive tract3,4). The blood urea, 
as a waste product of amino acids and ammonia 
metabolism of the host, represents the largest and 
the most readily available source of N for bacteri-
al protein synthesis in the large intestine5). When 
urea is transferred to the large intestine, it is 
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phy. This process allows rabbits to reingest their 
microbial product in the cecum, as cecotrophes 
or soft feces. The cecotrophic behavior must be 
supported by a colonic separation mechanism14) 
that operates retrograde transport of fluid and 
fine particle digesta or bacteria trapped in mu-
cus to the cecum to form a special kind of feces, 
termed cecotrophs15, 16), while larger particles are 
propelled through the colon and excreted as hard 
feces. Cecotrophy has considerable nutritional 
significance for N supplementation in rabbits. It 
can provide up to 30% of the daily N intake15), 
which is mostly derived from cecal microbes17), 

subsequently make a significant contribution to 
the total protein requirements.
   It is possible that the consumption of ferment-
able sugars stimulates bacterial proliferation in 
the cecum of rabbits, resulting in increase of bac-
terial N in the cecotrophes. As a consequence, 
fermentable sugars might increase N utilization 
in rabbits (see Fig.1). In order to testify this as-
sumption, the effect of D-mannitol as a ferment-
able sugar on the N utilization in rabbits and the 
mechanism of action of D-mannitol were investi-
gated in the present study.

Figure 1   Proposed effect of indigestible sugar on nitrogen utilization in rabbits
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2.  Effect of indigestible sugars on nitrogen 
utilization in adult rabbits

   To determine the effects of indigestible sugars 
on the digestibilities of nutrients and utilization 
of N in adult male rabbits, twelve rabbits with or 
without a collar that prevented cecotrophy were 
fed experimental diets for 8 days, comprising 3 
days for adaptation and 5 days for collection of 
feces and urine. The experimental diets were for-
mulated by adding D-mannitol or citrus pectin to 
a commercial diet at 60 g/kg (Table 1). The sup-
plementation of D-mannitol to the diet markedly 
elevated the ratios of retained N to consumed N 
and absorbed N by lowering urinary N excretion 
significantly in the rabbits allowed cecotrophy 
(Table 2). Several investigations demonstrated 
indigestible materials were fermented by the 
intestinal flora18, 19) and utilized for bacterial pro-
liferation in rats2). When animals ingest diets con-
taining indigestible carbohydrates, greater flow 
of urea from the blood to the cecum will occur20). 
The urea that flows into the cecum is transferred 
to ammonia by the bacterial ureolytic activity21) 
and is used for bacterial N synthesis6, 22, 9). This 
process results in increased fecal N excretion and 
decreased urinary N excretion9, 10). In this study, 
D-mannitol may stimulate the bacterial prolifera-
tion in the cecum and result in a greater flow of 
urea from blood to the cecum for microbial pro-
tein synthesis, consequently, depress the N excre-
tion from the urine. 
   Fecal N excretion was not increased and the di-
gestibility of CP was not significantly lowered by 
mannitol feeding in the rabbits allowed cecotro-
phy (Table 3). This may arise from the selective 
separation mechanism of fine particles and bac-
teria (cecotrophs) from the fibrous particles (hard 
feces) in the proximal colon14). Since the CP 
content in cecotrophs was increased by mannitol 
feeding in rabbits prevented from cecotrophy, the 

increased microbial protein after the addition of 
mannitol may be separated from the fibrous con-
tent and used to constitute cecotrophs. Therefore, 
almost all of the microbial protein synthesized in 
the cecum may be contained in cecotrophs owing 
to the colonic separation mechanism, and may be 
ingested by the rabbits fed the mannitol-contain-
ing diet.
   In the experiment with rabbits prevented from 
cecotrophy, mannitol increased the N content of 
cecotrophs (soft feces) (Table 4) and the ratio of the 
N content of cecotrophs to consumed N (Table 5). 
This indicated that mannitol promotes bacterial 
growth in the cecum, because cecotrophs origi-
nate from the cecum without any great changes in 
their composition23, 24) and most of the N content 
of cecotrophs has a microbial origin25, 26, 17). Ceco-
trophs (fine particles and bacteia) are formed in 
the cecum and separated from the large particle 
by the colonic separation mechanism and reinges-
tied by the rabbits directly from the anus. There-
fore, the increase in N retention rates must be 
predominantly caused by the significant increase 
in N ingested through cecotrophy in rabbits fed 
mannitol, based on the enrichment of N in their 
cecotrophs. These are strongly suggested by the 
result that addition of mannitol to the diet did not 
influence N retention and the digestibilities of 
nutrients in rabbits prevented from cecotrophy 
(Table 6 and Table 4).
   García et al.26, 27) studied the effect of fiber 
sources on cecotrophs excretion and the ce-
cal fermentation traits in rabbits, suggested that 
fermentable materials may alter the production 
of cecotrophs and further influence nutrient uti-
lization and performance in rabbits. Hanieh and 
Sakaguchi28) also suggested the possibility of us-
ing D-mannitol as a stimulator of cecal microbial 
growth and performance in rabbits. The present 
study supports the possibility that D-mannitol as 
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fermentable sugar increases on the N utilization 
by favoring the bacterial proliferation in the ce-
cum of rabbits. 
   The addition of pectin to the diet reduced the 
apparent protein digestibility, but did not affect 
the N retention in rabbits. It was reported that 
pectin is a ready source of fermentable carbohy-
drate for micro-organisms in digestive tract29). 
The increase in available energy within the gut 
may result in changes in the diversity of bacterial 
species or in their metabolic capabilities30). The 
effect of indigestible carbohydrates on the N me-
tabolism in the large intestine is may associated 
with a number of factors, such as the monomeric 
composition of the saccharides and type of glyco-
sidic linkages present31). The degree of polymer-
ization, solubility, water holding capacity and the 
structural arrangement of the carbohydrates may 
also be important for the degree of fermentation. 
The fermentability and metabolic effects of the 
carbohydrates varies depend on the other compo-
nents in the diet32, 33). The variation of the effect of 
fermentable sugars on the N utilization in rabbits 
and the involved mechanism demands additional 

investigations.

3.  Possible mechanism in improvement of N 
retention by D-mannitol

   This study was conducted to clarify the mecha-
nism of increase of N utilization by D-mannitol in 
rabbits. Growing rabbits (100-day-old) received 
control diet or mannitol diet that was formulated 
by adding glucose or D-mannitol respectively 
at the level of 80 g/kg to the timothy hay (CP 
10%, digestible energy 1420 kcal/kg. Ratios of 
protein and digestible energy of timothy hay to 
requirements of the nutrients are 63% and 59% 
respectively34). After 9 days of feeding of experi-
mental diets, 5 ml of a water solution containing 
2 g D-mannitol or glucose were given orally 3 
h before killing. A single injection of 20 mg of 
15N-urea (99.2 atom %) into the ear vein in saline 
was administrated 1 h before sloughter under an-
esthesia. After administration of 15N-urea, urine 
was collected. All animals were slaughtered be-
tween 09.00 and 10.00 hours. Samples of blood, 
contents of cecum were collected for N and 15N 
estimations.

Mannitol

15N 15N 15N

(mg)

584±117
740±25.0＊

-
-

Mannitol

＊
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   The addition of D-mannitol to the timothy hay 
greatly improved the total N concentration in ce-
cal content. The amount of total N in the cecum 
of rabbits fed D-mannitol was enhanced by 27% 
while decreased urinary N excretion by 20% and 
lowered blood urea N level by 56% compared 
with the control group (Table 7, 8). The increased 
amount of total N in the cecum and lowered 
blood urea N in parallel with decreased urinary N 
excretion in rabbits may indicate the increase of 
utilization of blood urea N for bacterial N synthe-
sis in the cecum by the presence of D-mannitol. 
   15N atom % excess in the cecal N was signifi-
cantly increased by mannitol feeding. The amount 
of total 15N accumulation in the cecum was higher 
by 60% in rabbits fed mannitol containing diet 
than that of control animals. It represents as high 
as 40% of 15N administrated. This is markedly 
higher compared with 24.8% in control group 
(Table 7). On the other hand, 15N atom % excess 

   The transfer of blood urea N to the large intes-
tine by fermentable carbohydrates was dependent 
on the dietary protein level5, 8). Several studies 
demonstrated that low protein diets combined 
with fermentable carbohydrates were particularly 
effective in raising the transfer of blood urea N 
to the large intestine and then increased the fe-
cal N excretion5, 8, 9). In order to obtain an evident 

in blood urea N was significantly decreased and 
15N atom % excess and the amount of 15N excess 
in urinary N were also significantly decreased in 
rabbits fed mannitol diet compared with control 
diet (Table 7 and 8). These results indicate that 
the consumption of mannitol increased the trans-
fer of urea from blood into the cecum and the ma-
jority of urea-N transferred was used for bacterial 
protein synthesis (bacterial N represent about 
90% of total N in mannitol group). The addition 
of inulin to the diets of rats increased the utiliza-
tion of blood urea N for the cecal bacterial N syn-
thesis, consequently the bacterial N was excreted 
as the fecal N5), where they represented the major 
form of N6, 7). The close relationship between the 
flux of urea N toward cecum, fecal N excretion, 
and lowering of urinary N excretion has well il-
lustrated by several studies with rats fed indigest-
ible carbohydrates1, 5, 8, 9).

result of the mechanism in improvement of N 
utilization by D-mannitol, we used timothy hay 
as a low protein diet in present study. The result 
indicated that the addition of D-mannitol to timo-
thy hay significantly increased the transfer of urea 
from blood to the cecum for bacterial growth as a 
source of N.
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4.  Conclusion
   The present study clearly explained the mecha-
nism of improvement of utilization of N by 
D-mannitol in rabbits. The addition of D-mannitol 
to the diet significantly increased the N utilization 
by increasing the amount of N in cecotrophes and 
decreasing the urinary N excretion. The increase 
of N in cecotrophes must be due to the increase 
of bacterial N in cecal content. The consumption 
of D-mannitol as an indigestible but fermentable 
sugar stimulates the bacterial proliferation in the 
cecum, resulting in an increase of flow of urea 
from blood to the cecum for microbial protein 
synthesis. The microbial protein consequently is 
reingested by rabbits through cecotrophy and pro-
motes N utilization. This shows that D-mannitol 
can be used as a food additive to promote the 
utilization rate of dietary N in rabbits. The pres-
ent research demonstrated the possibility of using 
indigestible but fermentable sugar to increase the 
N utilization in rabbits.
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１. はじめに
　カルニチンは1905年にGulewitshとKrimbergに 
よって筋肉抽出物中の成分として発見、命名さ
れた1）。1935 年には Strackら2）によってL－カル
ニチンが筋肉内に存在することを確認する論文が
報告されている。一方で1948年に Frankelら3）は 
チャイロゴミムシダマシ（Tenebrio molitor）の幼虫が
成長因子として要求する新たな物質をビタミンBT
として提唱し、1951年にはこれが牛乳、酵母や 
多くの動物組織に存在することを報告した4）。
ビタミンBTの名称を用いた報告はヒナに投与 
して成長を調査したもの5～7）があるが、1952年には
分子構造、筋肉抽出物中の含量、比施光度や誘
導体融点などの生理的特徴から、ビタミンBTと
カルニチンが同一であることを確認した8）。これ
以降、カルニチンの名称が用いられている。カル
ニチンは植物体の含有量は少なく、動物の筋肉や
肝臓に多いことが明らかとなった。また、精巣に
おける含有量が多いことが明らかとなり、精子
形成や精子活性に関わる作用、すなわち繁殖に
おける役割にも注目されるようになった9、10）。
しかし、リジン、メチオニンを基質として肝臓、
腎臓で生合成されることから11）、ビタミン類に含
まれなくなった。生体内に存在する L－カルニ
チン（図１）は遊離のL－カルニチンのほとんどが
アセチルL－カルニチンとなっている11）。L－カル
ニチンは長鎖脂肪酸をミトコンドリア内に輸送し、
内部生産物であるアセチルカルニチンはストレス
負荷時にミトコンドリアから排泄される。すな
わち、L－カルニチンはエネルギー代謝調節に
おいて通常エネルギー要求時に材料取り込みに

貢献し、急性の嫌気的ストレス時にはアセチル
残基の放出の２役を果たしている。国内では当初、
薬理的な利用が多かったため薬事法の対象とさ
れていたが、2002 年にその枠がはずれ、食品と
しての利用が可能となり、健康補助食品やスポーツ
ドリンクなどの構成原料として広く利用されるよう
になった 12）。

　諸外国では、ヒトにとっての作用を追究する
だけでなく、動物（生産動物を含む）を対象とした
研究も数多く行われている。Harmeyer13）は動
物対象の研究について取りまとめており、対象
動物は、競走馬、乳牛、肉牛、ブタ、伝書鳩14）と
幅広い。これ以外にもマウス15～ 17）、ラット18～ 21）

などの実験動物や、生産動物として雄畜の生殖
面でポニー22）、イノシシ23～24）、ヒツジ25）、雄牛26～27）、
雌畜関係では搾乳牛28～35）、雌豚と子豚の成長36～41）、
産卵鶏42～44）、発育と成長について肥育牛45～46）、
ブロイラー47～49）などを対象にした報告がある。
　一方、国内における畜産領域での取り組みと

L－カルニチン添加が乳牛および肉牛の生産に及ぼす影響

佐藤光夫・渡辺直久＊・王堂　哲＊＊・池田周平・祐森誠司
（東京農業大学農学部・共立製薬株式会社＊・㈱ロンザジャパン＊＊）

図1．L－カルニチンの化学構造
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して、佐藤ら50）の他に常石ら51～55）が放牧繁殖
牛の肉中の L－カルニチン含量について行って
いるほかに、放牧牛の泌乳する牛乳中のL－カル
ニチン含量について口頭報告がある程度である。
　本研究はL－カルニチンを牛用飼料に添加し、
暑熱ストレス、泌乳性、乳成分、幼畜の発育に
ついての影響を調べた。

２. 暑熱環境下の雄牛へのカルニチン給与が精液
性状に及ぼす影響

　夏期の暑熱は家畜の生産性を低下させ56）、特に
大家畜は暑熱ストレスを強く受ける。繁殖用雄牛
では暑熱ストレスの抑制手法として、強制換気、
畜舎内散水、夜間放牧等が実際に行われている。
しかし、これらの対応策だけでは精液性状、特に
精子活力を維持することは難しいと思われる。
精巣上体には高濃度のＬ－カルニチンが含まれ
ていることは知られている57）が雄畜へのＬ－カ

　3）結果および考察
　本試験を行った 6月から 9月にかけての富
士宮市の日間最高気温は 31.4℃から 34.2℃で
あり、常に30℃を超えて推移していた。同時期の
最低気温は６月16.8℃、７月19.6℃、８月19.9℃、
９月 15.9℃であり、最低気温においても暑熱
ストレスを受ける温度域であった。ホルスタイ
ン種は他の乳用種に比べ、造精機能に対する
暑熱の影響を受けやすく、夏季から秋季にか
けて平均最低気温が 13.2 ～ 22℃で異常精子

ルニチン給与の効果に関する試験は殆ど行われ
ていない。本試験では、夏期の暑熱環境下にある
雄牛へのＬ－カルニチン給与が射出精子活力に
およぼす影響を検討した。
　1）供試牛
　供試雄牛は、富士宮市のフジヤマ・ブリーダーズ
（人工授精所）で飼養されている単飼のホルス
タイン種雄牛６頭を用いた。
　2）試験方法
　試験スケジュールは図２に示したが、試験飼
育に先駆けて、精子活力の予備調査を実施し、
同一精子活力になるように６頭の雄牛を対照
区とＬ－カルニチンを給与する試験区の２区に
配分した。試験区では最終濃度が 50ppmと
なるようにＬ－カルニチン 0.9g/日を飼料に添
加した。Ｌ－カルニチンはロンザジャパン㈱の 
カルニキング（50% L－カルニチン）を用いた。

率が高まることが Johnstonら58）（1953）によって
報告されており、今回の試験期間の温度領域
でも暑熱ストレスを受けるものと考えられた。
　試験区分は精液性状の予備調査を行い対照
区とＬ－カルニチン給与区に区分したが、その
後 7月中旬に精液性状を観察し、1回の射出
精液中の正常精子数以外は両区で同様の成績
であることで投与前の両区が同一条件である
ことを確認した（表 1）。正常精子数は射出した
精液量当たりの値として算出した。

図２．試験計画の概要
　　　試験期間中の気温（８～９月）：最高気温（34～30℃）、最低気温（20～16℃）
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　精子の成熟には1ヵ月を要することが知ら
れているので、精液の採取はＬ－カルニチンの
給与開始の 1ヵ月後に実施し、当日の最高気
温は 30℃であった。第 1回の精液採取時に
おいて、精液量は試験区で少なくなる傾向に
あったため、精子濃度は高くなる傾向にあり、
一方で異常精子率は試験区で少なくなる傾向に
あった。正常精子数は不安定な傾向を示した
（表 2）。さらに１回目における試験区の精子
生存率の平均値は対照区の値よりも約 10％
高かった（図 3）。第 2回の精液採取日は最高
気温が 20℃と第 1回の採取日よりも低くなった 
初秋時であったが、試験区の精子生存率の平
均値は対照区の値よりも約15％高かった。いく
つかの物質代謝が環境温度の変化に伴って変
化することは知られており、本試験の結果にお
いてＬ－カルニチン給与は高温環境で低下する
Ｌ－カルニチン代謝をＬ－カルニチン給与が改
善する可能性を示唆している。Whiteら59）は、
ヒツジにおいて反芻胃での分解を抑制してい
ないＬ－カルニチンの成長率に対する効果が、

分解抑制したＬ－カルニチンより効果的である
ことを報告している。さらに、Lacountら60～ 62）は、
乳牛の飼料に添加したＬ－カルニチンは反芻
胃内での分解を殆ど免れ、小腸で有効に吸収
されたことを報告している。彼らは、反芻胃内

　　　平均値±標準誤差、N=3

表１．事前調査の精液性状

　　　平均値±標準誤差、N=3

表２．L－カルニチン給与による雄牛の精液性状

図３．L－カルニチン給与による雄牛の精子生存率
　　　平均値±標準誤差、N=3
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でのＬ－カルニチンの高率での分解は飼料の
栄養成分が低いときに観られたことを報告し
ており、通常栄養摂取時には反芻胃内の微生
物によるＬ－カルニチンの消費が小さいことを
報告60～62）していることから、本試験では反芻
胃内での分解を免れるために行う供試剤への
被覆等を行わないまま給与した。供試種雄牛は
試験期間を通じて一定の飼料条件で飼育され
ており、給与したＬ－カルニチンの反芻胃内
分解について確認していないが、本試験で給
与したＬ－カルニチンが反芻胃内で分解され
ないまま吸収されたことによって誘起された
結果と推察された。また、植物質飼料原料に
含まれるＬ－カルニチンはごく微量であり、
給与したL－カルニチン以外の影響ははないと
考えられた。試験区の精子生存率は 75%以
上で安定しており、Ｌ－カルニチン給与は暑
熱ストレスによる精子生存率の低下を緩和し
た。上述してきた傾向は、液体窒素に保存し、
融解された精液の精子生存率において特に顕
著であった。液体窒素における凍結は精子生
存率を低下させるが、その低下傾向は対照区
に比べ試験区で小さかった（図4）。この傾向は生
精液の状態での精子生存率に基づくと推察さ
れた。加えて暑熱ストレスによるダメージが秋

には小さくなり、試験区の雄牛もＬ－カルニチ
ンを既に給与されていない11月には両区が同
等の値を示すことから考えられた。前述したよ
うに精子の成熟過程には約１ヵ月を要する。こ
のような高温環境時期における精子生存率の
差は精子成熟過程の違いによる異常精子の割
合に原因があると推察され、暑熱による造精
機能の低下をＬ－カルニチン給与により軽減した
ものと推察された。

３．分娩前後のＬ－カルニチン給与が乳牛の泌乳
成績に及ぼす影響

　Ｌ－カルニチンは牛の生体内で合成されるが、
全要求量がすべて合成されているとは考えられず、
Ｌ－カルニチンを多く含む動物質飼料の摂取を
制限すると、Ｌ－カルニチンの摂取量を低減して
いると考えられる。また、泌乳初期の乳牛は乳
汁生産のために多量の乳成分を乳中に排出する
ことから、母体の代謝エネルギーは負の状態に
なっていることが知られている。この状態の乳
牛では、筋肉中に蓄積されたＬ－カルニチンが
乳中に排出されるので、牛体のＬ－カルニチン
不足が考えられる。したがって、泌乳中の乳牛に
Ｌ－カルニチンを給与することは、泌乳ストレスの
軽減および摂取エネルギー、特に飼料中脂質の
利用効率に有効と考えられる。
　そこで本試験では、ホルスタイン種妊娠牛に分娩
約1週間前から分娩後40日目までＬ－カルニチンを
飼料に添加給与し、泌乳量に及ぼす影響および
乳汁中Ｌ－カルニチン濃度への影響を検討した。
　１）供試牛
　供試牛は、富士宮市の関内牧場で飼養して
いる泌乳中のホルスタイン種 6頭とした。試験
区分として対照区と試験区の2区を設け、分娩
予定の妊娠牛 6頭を、対照区と試験区の305日
補正乳量がほぼ等しく（11,000 ～ 12,000kg）なる
ように3頭ずつ配分した。対照区には通常飼料を
給与し、試験区には通常飼料にＬ－カルニチンを
1.4g/ 日を添加した。

図４．凍結精液融解後の精子生存率
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　２）給与法
　Ｌ－カルニチンは移行期専用配合飼料 500gに
0.7gを添加し、朝夕の2回給与した。飼料への
食いつきが悪い牛には水に溶かして強制給与
した。泌乳量は夕方の搾乳時にのみ測定した。
　３）結果および考察
　泌乳量の推移は図５に示した。統計処理の
結果、10日目のみに有意差（P＜ 0.05）が認
められ、その他の測定日では有意差は認めら
れなかったものの、試験期間中を通して試験
区が対照区より高い値で推移した。試験開始
時の泌乳量は、対照区と試験区の間に差が無

かったが、試験開始後 10 日以降の泌乳量は
試験区が対照区より高い値で推移した。これは、
L－カルニチンの添加により泌乳に要するエ
ネルギー（NEl）の供給がエネルギー源として
利用性の低い長鎖脂肪酸の利用で賄われ、L
－カルニチン供給が無い場合にエネルギー源
として利用される栄養素の浪費が抑制された
ためと推察された。乳汁中Ｌ－カルニチン濃
度の推移は図６に示した。経時的な変化として
両区ともに 0日目が最も高く、30 日目まで
徐々に減少し、30 日目と 40 日目では、ほぼ
同等の値を示した。

図５．L－カルニチン給与による泌乳量の推移

図６．分娩後の乳中 L－カルニチン濃度の推移
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　乳汁での L－カルニチン分泌量の推移を図
７に示した。統計処理の結果、試験開始後
10、20、30、40日目において、試験区が有意
（P<0.05）に高くなった。乳汁中のＬ－カルニチン
濃度は分娩日に最も高く、１週間を過ぎると分
娩日の半分以下となることが既に報告63）され
ている。分娩当日の濃度を保つことができれば、
子牛の初期成長に良好な影響を与えられると
考えられる。本試験では飼料に添加するＬ－カ
ルニチン量を 1.4g/ 日に設定した。しかし、
本試験の結果からＬ－カルニチン給与の有無に
関わらず乳汁中Ｌ－カルニチン濃度は一定で
あり、泌乳量の増加に比例して分泌されるＬ－
カルニチン量が増加することが認められた。

４．肉牛および乳牛の初乳ならびに常乳中Ｌ－
カルニチン濃度の変動

　わが国において、肉用牛、特に黒毛和種子牛
では、慣行的に母牛からの自然哺乳で哺乳期の
飼育管理が行われてきた。しかし、肉用牛の乳
成分に関して新宮ら64）は、品種、分娩後の泌乳
ステージ、給与飼料の栄養価によって変化すると
報告しており、自然哺育を行う場合、母牛の泌
乳能力や乳汁成分が好ましくないと子牛の初期

発育に影響し、最終的に母性効果として枝肉重
量にまで影響する。近年では、乳用種雌牛を借
り腹とする受精卵移植の技術向上や黒毛和種雌
牛から生産された子牛も早期に母子分離し人工
保育する場面が多くなっている。後者は繁殖雌
牛の繁殖機能回復の早期化やそれに伴う分娩間
隔の短縮など経営的なメリットが高まっている
（日本飼養標準・肉牛 2008）65）。さらに、人工哺
乳に利用される代用乳や人工乳の開発と併せて
早期離乳技術の検討も進められている。Ｌ－カル
ニチンは肝臓、腎臓において合成され、筋肉に
保持されるが、未熟な発育段階にある動物にお 
いて、この合成機能は不十分で体外からの摂取に
依存しなければならない。また、乾乳期のような
低栄養条件では母牛のL－カルニチン血中濃度は
高まるが、初乳に高濃度で分泌され、血中濃度が
低下することも知られている63、66）。この生理的
現象は、子牛が初乳中に高濃度で含まれる乳脂
肪を効率よくエネルギー源として利用するうえで
順当と考えられる。乳牛の乳中 L－カルニチン
濃度についてはいくつか報告されているが、黒
毛和種の乳中に含まれる濃度は明らかでない。
　そこで本試験では、黒毛和種乳汁中の L－カ
ルニチン濃度を測定し、泌乳ステージにおける

図７．分娩後の乳中 L－カルニチン分泌量の推移
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変化と他の乳成分との関係について検討すると
ともに、乳用牛を対象として 5月中旬から11月
初旬までの間に初乳、分娩後 6日目、30日目の
乳汁中の L－カルニチン量を測定し、分娩時期
との関係について検討した。
   １）肉用牛の乳汁調査
　⑴　供試牛
　肉用種供試牛は東京農業大学農学部富士農
場で飼育する黒毛和種繁殖牛４頭とした。給
与飼料の組成および給与量は通常給与する内
容とした。
　黒毛和種の乳汁サンプリングは、分娩後２日
目と６日目に行った。本試験では調査項目に
泌乳量を取り上げていないので、子牛への哺
乳は制限しなかったが、搾乳前の数時間は母
子を分離し、授乳時間帯に子牛から横取りする
要領で搾乳を行い、分析用の乳汁を各乳頭から
採取した。一般的に乳牛の場合、搾乳機にお
いて合乳とした内容からサンプルを採取するが、
各乳頭が独立しており、それぞれの成分は異
なることと、搾乳できない乳頭もあったこと
から、本試験では合乳にしないで各乳頭から
分析用サンプルを搾取し、分析直前まで冷凍
保存（－20℃）した。
　⑵　乳成分
　乳成分分析は、関東生乳販売農業協同組合
連合会・生乳検査所（栃木県宇都宮市）の協力を
得て、ミルコスキャン（Milko Scan CombiFoss 
6000：フォス・ジャパン、東京）を用いて、乳脂肪、
乳蛋白質、乳糖、無脂固形分を測定した。なお、
試験に先立ち、生乳と凍結乳の成分分析を行い、
凍結がこれら成分に影響しないことを確認した。
L－カルニチン濃度は、Haute Ecole Specialisee 
de Suisse occidentale研究所（スイス、チューリッ
ヒ）に分析を委託し、FMOC処理後、液体ク
ロマトグラフィーにて測定した。
　⑶　結果および考察
　本試験で採取した黒毛和種乳汁中の成分
値は図８に示した。分娩後２日目と６日目の
比較において、乳脂肪、乳蛋白質、乳糖、無

脂固形分率はほとんど差が無く、同じような
成分値で移行した。これに対して乳中L－カル
ニチン濃度は分娩後２日目に高く6日目では 
有意（P<0.01）に低下した。八代田と小原
（2007）67）は分娩後の母牛への栄養給与水準に
おいて乳量は栄養価が高まることで増加し、

乳成分、特に乳脂肪は給与飼料組成で粗飼料が
少ないと低下することを報告している。本試
験では乳脂肪、乳蛋白質、乳糖および無脂固
形分含量には大きな変動が認められなかった。
乳糖含量に関して、子牛の下痢を防止するう
えで有利に作用することから初乳では少なく、
分娩 1週間以降増加することが報告68）されて
いるが、本試験では分娩後 2日目と 6日目で
あり、初乳から常乳に切り替わる段階での成
績であるため、その変動は確認できなかった。
　L－カルニチンと各成分との相関について
検定を行ったところ、乳脂肪との関係は負の
相関の傾向を示したが有意性は認められな
かった（図９）。分娩後 6日目の乳蛋白質とは
負の相関（P<0.01）が認められた（図 10）。
　Erfleら63）は、正常なホルスタイン種乳中でL－
カルニチンは乳蛋白質とのみ相関関係にあり、
ケトーシスとなった牛の乳中では L－カルニ
チンと乳脂肪、乳蛋白質、乳糖との相関があっ
たと報告している。また、飢餓、分娩、疾病

図８．黒毛和種における乳成分と乳中 L－カルニチン
濃度



－ 42 －

などのストレス負荷により母牛のカルニチン
プールが減少し、その一因としてケトーシスを
検討69、70）しているが、本試験の供試牛はケトー
シスの影響よりもむしろ、分娩のストレスに 
よるものと考えられた。さらに負の相関が認
められたことは、Ｌ－カルニチンはリジンや
メチオニンを基質として合成されるが、蛋白
質合成に重要なこれらアミノ酸がＬ－カルニ
チンの合成により消費されることで初乳中の
蛋白含量が低く推移したものと考えられた。
　Roosら71）は L－カルニチンと乳脂肪含量との
間に正の相関があると報告しており、今回の
成績は逆の関係になった。本来、初乳は乳脂
肪含量が多く、それと共に L－カルニチンも
多く含まれることで Roosら71）の結果が得ら
れると考えられる。しかし、今回の結果では
初乳において乳脂肪含量が低い個体での L－
カルニチン濃度が高くなっていることが原因と
なり、逆の関係が示されている。常石ら54）は、
放牧した雌牛の筋肉中 L- カルニチン含量を
調べ、放牧期間が長くなると L－カルニチン
含量が高くなることを報告しており、これは
摂取エネルギーが少ないことにより、そのエ
ネルギー利用効率を高める生体の反応と推察
している。また、Calsonら72）は飼料量を低
減したホルスタイン種乳牛の筋肉中、乳中L－

カルニチン濃度は高まるが、肝臓中 L－カル
ニチンは高まらないことを報告している。L－カ
ルニチンの合成は主として肝臓、腎臓であり、
筋肉に蓄積され、その回転率もストレスの影
響を受ける63）。今回の結果は、子牛に供給する
乳汁にエネルギー源が少ないとL－カルニチン
濃度が高まるという関係にあり、母牛が提供
できるエネルギー源が少ない、すなわち母牛の
エネルギー蓄積が少ないことで母牛の体内で
L－カルニチンが多くなり、乳汁に移行している
ことを示唆している。本試験において、産歴が
高い牛で乳脂肪率が低く、L－カルニチン濃度が
高いことはこの関係を示すと考えられた。乳
糖との関係は乳脂肪と逆の傾向が認められ、
荒井の報告73）と一致した。
　本試験成績が母性効果であるかは不明で
ある。一方でエネルギー源となる乳脂肪が多く
含まれる場合に L－カルニチンを補給するこ
とでより効率よくエネルギー生産が進むことが
期待できると考えられ、今後この作用について
検討する必要があると判断した。
　２）乳用牛の乳汁調査
　⑴　供試牛
　乳用種の供試牛は田中牧場（神奈川県平塚
市）で飼育管理する 16 頭のホルスタイン種と
した。これら乳牛の分娩時期は、5月に 2頭、

図９．分娩２・６日後の乳脂肪と乳中 L－カルニチン
濃度の相関

図10．分娩６日後の乳蛋白と乳中L－カルニチン濃度の
相関
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6 月に 2頭、7月に 3頭、8月に 1頭、9月に
3 頭、10 月に 3 頭、11 月に 2 頭であり、産
歴は初産から 6産までが含まれた。なお、飼
養管理は協力牧場における日常管理とし、特
別な処理は行わなかった。
　⑵　乳成分
　初乳と常乳のサンプル搾乳は、分娩後 2日
目、6日目、30日目とした。乳牛の場合、乳房
ごとの検査ではなく、合乳での検査が一般的
であるので、乳房ごとに差があることは明らか
であるが、合乳として処理した。
　⑶　結果および考察
　L－カルニチン濃度の推移は、Erfleら63）や
Carlsonら68）が乳牛の乳汁において同様の推
移を報告している。Harmeyer 13）は乾乳による
母牛への低栄養供給で血中 L- カルニチン濃
度が高まり、泌乳と同時に乳成分に移行して
血中 L－カルニチン濃度が低下することを報
告しており、今回の結果は、分娩前に母牛が
蓄積した L－カルニチンを乳汁に移行したこ
とを示したと考えられた。
　乳牛における分娩後の乳中 L－カルニチン
濃度の経時的変動は上述の報告 62、67、13）と同様
最高値は常に初乳に認められ、その値は常乳
での最低値に向って減少した（図 11）。乳用
牛の飼育管理において、乾乳は乳腺細胞を更
新するうえで重要な内容であり、この時期の
エネルギー摂取量の低減は泌乳を抑制するう
えで必要なものである。Carlsonら72）は絶食の
ストレスが L－カルニチンの合成を高めると報
告しており、乾乳期の処理が飢餓ストレスを
与え、L－カルニチン合成を促すと考えられる。
乳牛個々の成績において、分娩後各搾乳日の
L－カルニチン濃度の季節変化は各々、特徴
的な変動を示した。初乳の L－カルニチン濃
度は初夏に緩やかに増加し（図 12）、分娩後 6
日目の値は初秋に突然高まった（図 13）。常
乳における L－カルニチン濃度は低値で推移
した（図 14）。また、サンプル採取期間中の
50 日間隔での環境温度（最高気温）は 5月に

18.3℃、7 月に 23.4℃、8 月に 28.8℃、9 月に
24.8℃、11 月に 11.7℃であった。本成績での
L－カルニチン濃度の推移の違いは、暑熱スト
レスの違いによるものと考えられた。すなわち、
分娩後 6日目に突然 L- カルニチン濃度が増
加する母牛は乾乳による飢餓ストレスと暑熱
ストレスを同時期に受けたためと推定され、
筋肉中の蓄積量の差が反映されているかもし
れないが明らかにはできなかった。産歴は乳
中のL－カルニチン濃度に影響しなかった。L－
カルニチンの給与は、母牛の暑熱ストレスの
軽減に効果を示したものと推定された。

図11．乳牛における初乳および常乳中のL－カルニチン  
濃度

図12．分娩２日後の L－カルニチン濃度の季節変動

℃
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５．代用乳へのＬ－カルニチン添加が肉用子牛の
発育に及ぼす影響

　乳牛の飼養管理では、早期離乳あるいは早期
母子分離が牛乳生産のために取り組まれている。
近年、早期離乳は肉用子牛の飼養管理におい
ても取り組まれるようになった。子牛は所定の
条件、すなわち所定時間、量の管理で代用乳を
与えられる（日本飼養標準・肉用牛、2008）65）。
子牛の発育成績は、乳から供給される栄養素に
依存しており、哺乳期間の良好な発育は、その
後の肥育成績に反映される。したがって、代用
乳の組成は発育成績にとって重要となる。L－カ
ルニチンの飼料添加によって子豚の発育を促進
することが報告されている74、75）。また、初乳に
多く含まれることから初期成長に対して良好に
作用することが推察されるとともに子牛の反芻
胃は哺乳期には未発達であり、子牛の消化機構は
単胃動物の消化機構と同様であることから、子
牛へのＬ－カルニチン補給は良好な発育を促進
する可能性がある。
　１）供試牛
　供試した子牛は、東京農業大学農学部富士
農場において 6月から 7月に出生した黒毛和
種、雄 3頭、雌 3頭とした。初乳を 1週間自
然哺乳した後、母子分離を行い、市販代用乳
粉末 250g を 2L の温湯に溶解して 1日 2 回
人工哺乳を行う、農場の慣行法で管理した。

供試子牛は母子分離後試験に供試したが、試
験期間中に人工乳（市販品）の自由摂取を許
容し、給餌量を徐々に増加させて、離乳への
馴化を行った。
　試験区分として、Ｌ－カルニチンを補給しない
代用乳を給与した対照区とＬ－カルニチンを
0.1g 添加した代用乳を給与する試験区の2区を
設け、6頭の子牛を3頭ずつ無作為に配分した。
その結果、対照区は雄 2・雌 1頭、試験区は
雄１・雌２頭となり、両区の性比は逆となった。
測定項目は体重、体高、体長、胸深、胸囲とし
１週間毎に測定した。
　２）血中Ｌ－カルニチンの測定
　給与Ｌ－カルニチンの血中濃度の推移を確
認するために、試験終了翌日の朝の飼料給与
時に試験区の供試牛に対して、温湯に溶かし
たＬ－カルニチン（0.1g）を給与し、給与直後、
2、4、8、24 時間後に頚静脈から採血した。
なお、比較対象として対照区の供試牛からも
同時間条件下で採血し、両者の血漿中のＬ－
カルニチン、アシルカルニチン、総カルニチン
量の測定を行った。
　代用乳に添加したL－カルニチンの量、0.1gは
代用乳 100g に含まれるL－カルニチン含量が
0.019g であったことから授乳 1回当たりでの
L－カルニチン摂取量が約 2倍になるように
設定した値である。なお、この値は母豚に 

図13．分娩６日後の L－カルニチン濃度の季節変動 図14．分娩３０日後のL－カルニチン濃度の季節変動
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L－カルニチンを給与した際に泌乳成績の向
上や哺乳子豚の成長が良好となる76）給与量と
一致した。
　３）結果および考察
　試験区供試牛の体長、体高、胸深の伸張率
（%：試験開始時の測定値に対する増加率を

表した）において、対照区よりも値が低くなっ
たが、これらの測定値は子牛の姿勢による影
響が大きく、正確な値を得ることが難しいので
参考値として捉えた。また、増体量と胸囲の
成績は体躯の発達と張りを示唆するものと考
えた。（表３）

　　　試験開始時測定値からの増加率を表した。

表３．試験期間中の体測値伸張率（％）

　発育成績におよぼす要因の一つとして、雄
子牛は一般に雌子牛よりも大きくなる傾向に
あり、更に両親の血統、特に種雄牛の血統は
発育に影響することが知られている。対照区の
種雄牛は、肉量の増加、すなわち増体を促す
血統であり、一方の試験区の種雄牛は肉質改
善が主で併せて肉量を高めるものであった。
試験区の設定は無作為に子牛を配分した結果
であるが、雌子牛が多いにも関わらずＬ－カ
ルニチンを給与した試験区において良好な発
育傾向が認められた。
　初乳は脂肪含量が高く、これは泌乳量の少
ない動物で顕著である。このことは哺乳期の
動物にとって効率的にエネルギー源を摂取する
上で重要な要因と考えられる。肉用牛は乳用
牛に比べ、泌乳量が少ないが乳成分含量は乳
用牛に比べ高い傾向にある。今回の試行は、
エネルギー源の活用に際し、Ｌ－カルニチンの
補給が有効であることを示唆すると考えられた。
　また、血漿中のＬ－カルニチン濃度に関して
経時的に調査した結果、（図 15）対照区では
12mg/dL程度の濃度で推移し、アシルカル
ニチン濃度においても 2 ～ 4mg/dL濃度で
推移した。総カルニチン濃度も両者の合計と
して 14～16mg/dL濃度で推移した。これに

対し、Ｌ－カルニチンを給与していた試験区の
供試牛では、採血当初から高い値を示し、採
血時間毎に比較した場合、有意に対照区より
試験区が高い値となった。試験区の血漿中濃
度の推移として、朝の給与から4時間後に血漿
中濃度は最も高く、給与時、22.7±1.6、2時間後
27.6±1.7、4時間後 29.1±2.2、8時間後 26.3±2.4、
24時間後22.5±0.6mg/dLとなり、24時間後には
給与時濃度まで低下した。アシルカルニチン
濃度もＬ－カルニチン濃度と同様に推移し、
4時間後が最も高くなり、24 時間後には概ね
開始時濃度に低下した。総カルニチン濃度は
両者の値を反映して推移した。

図15．L－カルニチン投与後の血中 L－カルニチン濃度の
変化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１５．L-カルニチン投与後の血中 L-カルニチン濃度の変化 
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　このことから、子牛に経口給与したＬ－カル
ニチンは反芻胃内での分解を受けずに、腸管で
吸収され、血中に移行した濃度が高まるのは 
摂取 4時間以降であり、高まった血中濃度は
24 時間後に低下し、さらには継続的に給与
することで、血中のＬ－カルニチン濃度が高く
維持される可能性が示唆された。
　初乳には免疫系物質が多く含まれているの
みでなく、子牛のエネルギー源となる脂肪も
多く含まれており、L－カルニチンの補給に
より子牛の発育に良好な効果が見られたと推
察した。エネルギー源摂取を母乳に依存する
子牛にとってエネルギー生産を促進するL－カ
ルニチンが同時に供給されることは理想的な
条件と考えられた。

６．代用乳へのＬ－カルニチンおよび脂肪酸カ
ルシウムの添加が肉用子牛の発育に及ぼす
影響

　ウシなどの反芻動物では、基本的に反芻胃内
微生物によって蛋白質を構成するアミノ酸が合成
され、必須アミノ酸の存在は認められていないが、
近年はウシ本来の能力を発揮するだけの量の
合成がされていない可能性が示唆され77）、数種の
アミノ酸添加と泌乳量の関係が検討されている。
L－カルニチンは、リジンやメチオニンなどの
必須アミノ酸を前駆体して合成されるが、生産
（増体、泌乳）に必要なこれら両アミノ酸の摂取
量が不十分であるならば、L－カルニチンの添
加はリジンやメチオニンなどのアミノ酸の節約と
なる。
　先の試験では黒毛和種子牛の母子分離を生後
1週間後に行い、それから1ヵ月間代用乳に対し
0.1g の L－カルニチンを添加給与した子牛の発
育は無添加の子牛と比較して良好であった78）。
　本試験では初乳期以降に給与する代用乳にエ
ネルギー源として反芻家畜のバイパス飼料の一
つである長鎖脂肪酸で構成される脂肪酸カルシ
ウムとそのエネルギー化を促進する L－カルニ
チンを添加し、エネルギー要求の高い寒冷期に

飼育試験を実施してその効果を検証した。なお、
比較検討内容として、子牛の発育状況（増体率、
体各部位の伸張率％）ならびに血中のL－カルニ
チンおよび中性脂肪、総コレステロール濃度の
推移とした。
　１）供試牛
　供試子牛は富士宮市内の森本畜産が導入し
た約 2ヵ月齢の交雑種去勢子牛 12 頭（体重
90.0±0.8kg）の貸与を受け、東京農業大学富
士農場にて約 60日間飼育試験に供した。
　２）試験区分と給与法
　試験区分は対照区（無添加区）、試験区１
（脂肪酸Ca添加区）、試験区２（脂肪酸Ca＋
L－カルニチン添加区）の3区を設け、無作為に
4頭ずつに分けた。
　供試子牛に給与する飼料として哺乳期の基
礎飼料は市販代用乳：TDN 114％（開拓和牛
ミルク：日本ミルクリプレイサー、茨城県神栖市）を
用い、離乳後の基礎飼料には人工乳：TDN 74％
（スノーヤングスターター：雪印種苗、茨城県神
栖市）を用いた。また、エネルギー源として
添加した脂肪酸カルシウムはマグナパック（ワイ
ピーテック、東京都）を用いた。哺乳期では、
代用乳2LのTDN114%に対し20%増（134%）と
なるよう、脂脂肪酸カルシウム26gを外付け添
加して給与した。離乳期も脂肪酸カルシウムは
哺乳期と同量（26g）を人工乳1.2～1.5kgに添加
給与した。
　本試験におけるL－カルニチンの添加量は、
併用添加する脂肪酸カルシウムの脂肪酸利用を
効率的に高めるために代用乳および水溶液
2L に対して 0.6g（これまでの添加量の３倍
量）を添加した。離乳期には固形飼料である
人工乳の給与前に L－カルニチン 0.6g を含む
水溶液を哺乳瓶で経口給与した。
　血中成分の分析用血液は試験開始時の0日、
30 日、60 日の計 3回、真空採血管を用いて
子牛の頚静脈から採血した。
　３）結果および考察
本試験の条件は寒冷下（２月初旬～４月初旬）の
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実施であり、期間中の最高気温は 13.2℃、最
低気温は－2.2℃、平均気温は 5.7℃であった。
試験期間中の平均気温の推移は、図 16 に示

した。
　試験期間中の体重の推移を図 17に示した。
試験開始時の体重に対する増体率（図 18）は

図16．試験期間中の気温の変化
　　　 平均気温：5.7℃、最高気温：13.2℃、最低気温：－2.2℃

図17．試験期間中の体重の推移

図18．試験期間中の増体率
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対照区：43.5±10.0、試験区 1：51.2±7.0、試
験区 2：61.6±3.9% となり試験区１、試験区
２共に対照区を上回る結果となったが、有意
差は認められなかった。
　血中L－カルニチン濃度（図 19）は 0日の対
照区で 17.2±1.3、試験区１で 7.5±1.8、試験
区２で 16.9±4.5mg/L、となり試験区1で低い
傾向にあった。30日後の対照区は 14.8±1.7、
試験区１で 17.4±9.6、試験区２で 37.0±
7.2mg/Lとなり、試験区 2で高くなる傾向に
あった。60 日後の対照区は 11.8±3.0、試験
区１で 14.4±5.7、試験区２で 26.6±7.3mg/L
となり、試験区２が他の区に比べて 30日後と
60 日後で高い数値を示したが、区間に有意

差は認められなかった（P>0.05）。
　血中の中性脂肪濃度（図 20）は 0日の対照
区で 17.9±4.6、試験区１で 14.7±1.1、試験区
２で 15.6±2.3mg /dLとなり、区間に差は認め
られなかった。30日後の対照区は 21.4±5.6、試
験区１で29.7±9.1、試験区２で27.3±5.6mg /dL
となり、試験区 1、2で高くなる傾向を示した。
60 日後の対照区は 15.9 ± 3.7、試験区１で
19.2±5.0、試験区２で15.9±2.9mg/dLとなった。
対照区に比べて、試験区１、２ともに30日後に
高くなる傾向にあったが、60日後に試験区２は 
対照区と同濃度の値となった。また、試験区
２の濃度は 30日後、60日後のいずれの時点

でも試験区１に比べて低い数値を示したが、

両区間に有意差は認められなかった。
　血中の総コレステロール濃度（図 21）は 0
日の対照区 118.9±12.0、試験区１ 95.0±5.7、
試験区２ 115.8±18.2mg/dLとなり、試験区
１が若干低い値となったが、安定した値を示
していた。30 日後の対照区 82.4±10.0、試験
区１ 97.5±5.0、試験区２ 82.5±7.5mg/dL、
60日後の対照区 44.7±9.3、試験区１64.1±12.5、
試験区２ 71.2±4.6mg/dLとなり、60日後に
試験区１と試験区２が対照区に比べて高い数
値を示したが、有意な値ではなかった。子牛の
初期発育において、飼料からの栄養分をいかに
効率よく体内利用するかが重要になる。子牛の

図19．試験期間中の血中 L－カルニチン濃度

図20．試験期間中の血中中性脂肪酸濃度

図21．試験期間中の血中総コレステロール濃度

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２１．試験期間中の血中総コレステロール濃度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２１．試験期間中の血中総コレステロール濃度 
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養分要求量は成長するに伴い増加するが、離
乳後は代用乳から固形の人工乳に移行し、飼
料の摂取量が高まることで要求量の増加を満
たしている。
　血中の L－カルニチン、中性脂肪、コレス
テロールの分析結果において、いずれの項目
でも統計的な有意差は個体差が原因で認めら
れなかった。しかし、試験開始後、期間を通
じて L－カルニチンを給与した試験区では血
中 L－カルニチン濃度は他の区に比べて高い
数値で推移しており、本試験においても La-
countら62）と同様に給与 L－カルニチンは反
芻胃内で分解されずに吸収され、血中に移行
していると推察された。これは前試験で血中
L－カルニチン濃度は時間経過と共に変動するが、
連続給与によりある程度血中に高いレベルを
維持できたことからも考えられた。コレステ
ロールは脂肪酸がエステル化されて生成され、
エネルギーとして代謝されず、細胞質の形成や
血管の強化や維持、副腎皮質ホルモン、性ホ
ルモンの基として活用されることが知られて
いる。有意差はないものの、試験区で共通して
対照区より若干高い数値を示したのは吸収した
脂肪酸を利用してコレステロールの合成が行わ
れたためと考えられた。
　中性脂肪は、脂肪酸カルシウムのみを給与
した試験区１が全区間の中で一番高い数値を
示し、脂肪酸カルシウムと L－カルニチンを
給与した試験区２は試験区１と比べて低い数
値を示した。中性脂肪は脂肪酸がエステル化
されてトリグリセリドとなったエネルギー貯蔵
物質であり、これらは必要に応じて加水分解
されてグリセロールと脂肪酸に分離される。
今回、試験区２の中性脂肪が試験区１より低い
数値を示したのは、同時に給与した L－カル
ニチンが脂肪酸と結合して、ミトコンドリア
内膜を通過し、エネルギー源として利用され
たためと考えられた。これらの結果を踏まえた
上で、本試験で行った脂肪酸カルシウムのみの
給与と脂肪酸カルシウムと L－カルニチンの

同時給与を比べると、後者のほうが発育にお
いても良好な影響を示しており、給与したL－
カルニチンおよび脂肪酸カルシウムは体内に
吸収され、エネルギーを必要とする寒冷下で
有効に活用されたと推察された。
　今後は両者の給与量や試験環境温度等を変
更して追加試験を行ない、より生産現場にお
いて応用可能なデータの蓄積が必要である。

７．まとめ
　Ｌ－カルニチンに関する研究は古くから行わ
れており、栄養学的意義はエネルギー生産の円
滑化（長鎖脂肪酸と結合してミトコンドリア膜透
過を促進、老廃物の排出）が知られている11・50）。
その他に乳酸の蓄積抑制、血糖値の低下、免疫
賦活に関する作用など、人における医学領域の
面で数多くの研究が進められている79）。
　現在、産業動物として系統が確立されている
牛の各品種は殆どが欧州、北米で作出されており、
その環境温度への耐性は低温には強いが高温
には弱いという特徴を有している。したがって、
暑熱ストレスの回避は、暑熱耐性家畜の創出と
併せて、畜産業にとって大きな課題である。この
点は国産牛である黒毛和種肉用牛においても、
その改良過程で欧米品種との交配を重ねて作出
されたことから軽視できない問題となっている。
特に種雄牛における精子形成へのダメージは大
きく、その改善が可能となれば生産率も向上す
ると考えられる。精巣中にＬ－カルニチンが多く
含まれることは既に報告されており、暑熱環境
下でのＬ－カルニチン給与効果の検討はこの点に
おいて必要と考えられる。また、家畜の経済寿
命の延長として、分娩のようなストレスを緩和し、
消費エネルギーの効率を高める点からもＬ－カル
ニチン給与の効果が期待され、検討課題となる。
　今回、様々な状態の牛に対してＬ－カルニチ
ンを給与する試験を行ったが、成牛の繁殖や泌
乳性に影響を及ぼすことが示唆された。また、
子牛の成長に関するものとしては、母牛の初乳に
Ｌ－カルニチンが多く含まれることが子牛の初
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期生育に関与している。このことは子牛がＬ－
カルニチンを体内合成する能力が低いことから、
これを補完する意味で初乳に多く分泌されるも
のと考えられた。
　また、雄牛と雌牛を比較してみると、雄牛
では L－カルニチン投与による蓄積がある程度は
見込まれるものの、連続投与でない場合は、代
謝あるいは分解されて、体内の備蓄量が減少す
ることが示唆された。これに対して雌牛では、
特に泌乳（生産）している場合には生産物である
乳にL－カルニチンが移行して、体内の備蓄量が
減少することが確認され、雌牛における L－カ
ルニチンの要求量は高いものと推察された。子
牛では体内合成が未熟であることから経口的な
摂取が重要であり、摂取後の動態は雄畜の場合と
同様であると考えられた。
　牛にとって負の要因となる環境条件、特に気
温が高い暑熱環境下や冬期間の寒冷環境下での
Ｌ－カルニチン投与はエネルギー不足やエネル
ギーの利用効率を高めることが推察された。本
研究においては現象論的に給与効果を広く確認
するに止まったが、適正な給与量の検討や給与
L－カルニチンの出納など、未だ明らかにされて
いない機序の検討を進める必要性が示唆された。
　さらに、学術レベルの関心事だけでなく、実践
的に産業として取り組む上で経済的なリスクも 
給与レベルには関係する。したがって畜産現場に
おける実証試験を検討してL－カルニチン利用の
効果を解明することが今後の畜産領域において
重要であると思われた。
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１．はじめに 
　筋肉内脂肪含量が低い豚肉に比べて高い豚
肉の方が、風味や柔らかさ、多汁性がよいこと
から1－3）、筋肉内脂肪は豚肉の品質を左右する
重要な形質であると考えられている。したがって、
筋肉内脂肪の蓄積を制御することは豚肉生産に
おいて重要な課題である。こうした背景から、
高い筋肉内脂肪含量を保有する系統豚が育種改
良により作出されてきた。代表的な系統としては
‘TOKYO-X’があげられる。これは北京黒豚、
バークシャー、デュロックの3品種を用いて東京
都が作出した系統である4）。一方、栄養制御に
よって筋肉内脂肪含量を高める研究も行われて
きた。通常、植物性タンパク質源を主体とした
豚用飼料では、リジンが第一制限アミノ酸となる。
このリジンの濃度を低減した飼料（低リジン飼
料）をブタに給与すると胸最長筋の筋肉内脂肪含
量が高くなることが明らかになっている。例えば、
Witteら5）は、リジン濃度が要求量の80%である
低リジン飼料を6週間給与し、筋肉内脂肪含量が
高くなることを示している。Katsumataら6）は、
リジン濃度が要求量の70%である低リジン飼料を
約 9週間給与し、筋肉内脂肪含量が高くなるこ
とを示している。このように、特別な系統の豚を 
作出しなくても飼料中リジン濃度の低減により
筋肉内脂肪含量を高くできることがわかってきた。
しかしながら、リジン濃度を低減した飼料を給与
するとなぜ筋肉内脂肪の蓄積が促進するのか、
その詳細なメカニズムは明らかになっていない。
筋肉内脂肪の蓄積を効率的に制御するには、筋
肉内脂肪の蓄積促進機構を理解することが重要

である。そこで本研究は、低リジン飼料の給与に
よるブタ筋肉内脂肪の蓄積促進機構を解明する
ことを目的として行った。

２．低リジン飼料の給与による筋肉内脂肪細胞の
数と体積の変化

  脂肪組織は、脂肪前駆細胞が脂肪細胞に分化し、
トリアシルグリセロール（TG）を蓄積し肥大する
ことにより形成される。すなわち、ブタの筋肉
組織中においても、脂肪細胞の分化や肥大により
筋肉内脂肪細胞が形成されていると考えられる。
実際、Leeと Kauffman7）は、生後 0、2、4、8、
16、24 週齢時のデュロック種およびハンプシャー
種の僧帽筋および半腱様筋の筋肉内脂肪細胞の
数と体積、筋肉内脂肪含量を解析し、いずれの
品種、筋肉においても数と体積、筋肉内脂肪含
量は生後 24 週齢まで継続して増加することを
示している。これらのことから、筋肉内脂肪の
蓄積量は、筋肉内脂肪細胞の数と体積により決
まると考えられる。しかしながら、低リジン飼料の
給与による筋肉内脂肪含量の増加に、筋肉内脂
肪細胞の数の増加が関与しているのか、体積の
増大が関与しているのか、あるいはその両方が
関与しているのかは不明である。そこで我々は、
低リジン飼料の給与によって胸最長筋の筋肉内
脂肪細胞の数と体積はどのように変化するのか
検討した。
　供試動物には LWD種の去勢雄 30 頭（10 週
齢、平均体重 36kg）を用いた。試験開始時にと
畜する区（n=6）、対照飼料を 4週間給与する区
（n=6）、低リジン飼料を4週間給与する区（n=6）、
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対照飼料を 8週間給与する区（n=6）、低リジン
飼料を8週間給与する区（n=6）の5区にそれぞれ
割り当てた。試験飼料は、NRC飼養標準（1998）に
基づいて、全ての養分要求量を充足する対照飼
料およびリジンの充足率が要求量の 65%となる
低リジン飼料を調製した。試験を開始する10 週
齢時、開始後の 14 および 18 週齢時に胸最長筋
および血液を採取した。

　と畜時の体重、飼料摂取量、一日増体量、体
重に対する胸最長筋の重量比、ロース芯断面積は、
対照飼料を 4週間給与した区と低リジン飼料を
4週間給与した区、対照飼料を 8週間給与した
区と低リジン飼料を8週間給与した区、いずれの
間にも差はなかった（表 1）。飼料効率は、対照
飼料を4週間給与した区に比べて低リジン飼料を
4週間給与した区の方が、対照飼料を 8週間給

               1第 5 から第 10 胸椎間の胸最長筋の重量、2第 4 胸椎と第 5胸椎の間の断面積、
         *: P<0.05,平均値±SE.(n=6)

与した区に比べて低リジン飼料を8週間給与した
区の方が低かった（表 1）。胸最長筋の重量は、
対照飼料を 4週間給与した区と低リジン飼料を
4週間給与した区の間には差はなかったが、低
リジン飼料を8週間給与した区は対照飼料を8週
間給与した区に比べて小さかった（表 1）。筋肉内
脂肪含量および筋肉内脂肪細胞の数と体積を解
析したところ、筋肉内脂肪含量は対照飼料を給
与していた区に比べ、低リジン飼料を給与して
いた区の方が高いことが確認された（図 1A）。
そして、筋肉内脂肪細胞の数は、両区間に有意な
差は認められなかったが（図 1B）、筋肉内脂肪
細胞の体積は、低リジン飼料を給与していた区の
方が大きかった（図1C）。これらのことから、低リ
ジン飼料の給与による胸最長筋の筋肉内脂肪含
量の増加は、筋肉内脂肪細胞の分化・数の増加
によってではなく、筋肉内脂肪細胞の肥大・体
積の増大によって起きることが明らかになった。
すなわち、低リジン飼料の給与により、筋肉内
脂肪細胞での TGの合成・蓄積が促進されている

ものと思われる。また、低リジン飼料の給与に
よる筋肉内脂肪の蓄積促進に、どのような因子が
関与するのか検討するため、以下の組織化学的
解析を行った。ウシにおいては、脂肪交雑度の
高い黒毛和種群（Beef Marbling Standard No.5
以上）の方が、脂肪交雑度の低い黒毛和種群
（Beef Marbling Standard No.4以下）に比べて、
I型（酸化型）筋線維の割合が高いことが示され
ている8）。また、胸最長筋の組織切片の顕微鏡
観察により、筋肉内脂肪細胞は血管の周囲に多く
存在することが確認されることから、筋肉内脂肪
細胞の形成に血管が重要な働きをしている可能
性が考えられる。これらのことから、低リジン飼
料の給与により胸最長筋の筋線維型構成割合や
毛細血管密度に変化が生じ、その影響で筋肉内
脂肪の蓄積が促進する可能性はないかと考えた。
しかしながら、いずれも低リジン飼料の給与に
よる影響は認められなかった。脂肪細胞は、脂
肪酸とグリセロールから TGを合成・蓄積し、
肥大することが知られているが、これにはイン

表１．低リジン飼料の給与が飼養成績、胸最長筋重量およびロース芯断面積に及ぼす影響
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図１．低リジン飼料の給与が胸最長筋の筋肉内脂肪含量（A)、筋肉内脂肪細胞の数（B）および  
　体積（C）に及ぼす影響

         *: P<0.05、平均値±SE.(n=6)
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スリンが重要な役割をしている。例えば、培地の
インスリン濃度を高くすると、培養脂肪細胞の
脂肪滴が大きくなること9）、脂肪細胞のインスリン
受容体をノックアウトしたマウスでは、脂肪重量
および脂肪酸合成酵素のタンパク質発現量が低下
すること10）が報告されている。そこで、低リジン
飼料を給与したブタにおいて血漿中インスリン
濃度が上昇しているのか検討してみたが、飼料
中リジン濃度の影響は認められなかった。
Goodbandら11）は、ブタの血漿中遊離リジン濃
度は、飼料中のリジン濃度に依存して変化する

ことを報告している。また、Katsumataら12）は、
6 週齢のブタに低リジン飼料を 3週間給与し、
血漿中遊離リジン濃度が低下することを報告し
ている。これらのことから、低リジン飼料を給
与したブタでは、胸最長筋へのリジンの供給が
低下している可能性が考えられた。そこで、血
漿中遊離リジン濃度および胸最長筋の細胞質内
遊離リジン濃度について検討を行ったところ、
いずれも低リジン飼料の給与により低下していた
（図 2A,B）。すなわち、低リジン飼料の給与に
より血液中のリジン濃度が低下し、それに伴い

図２．低リジン飼料の給与が血漿中および胸最長筋の細胞質内遊離リジン濃度に及ぼす影響
         *: P<0.05、平均値±SE.(n=6)
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筋肉内脂肪細胞をはじめとした胸最長筋の各細
胞へのリジンの運搬・供給が低下しているものと
考えられた。

３．低リジン培地が 3T3-L1 細胞の TG蓄積に
及ぼす影響

　前節の動物実験から、低リジン飼料の給与に
より筋肉内脂肪細胞の体積が増大し、筋肉内脂
肪含量が増加することが明らかになった、また、
この時、筋肉内脂肪細胞へのリジンの供給が低
下していることが示唆された。これらのことから、
リジンの供給低下により筋肉内脂肪細胞の TG
蓄積が促進されるのではないかと考えた。そこで、
この仮説を検証するために、培養脂肪細胞を用
いて実験を行った。現在、様々な株化培養脂肪
細胞が存在するが、その中でも最も広く用いら
れているのがマウス脂肪前駆細胞株 3T3-L1細
胞である13）。3T3-L1細胞は、培養方法が確立
されており、分化や TG蓄積のメカニズムの研
究が進んでいることから、脂肪細胞へのリジンの
影響を詳細に検討するには有効である。そこで
本実験では、3T3-L1細胞を用いて培養実験を
行うことにした。3T3-L1細胞を増殖させ、コ
ンフルエント（細胞密度が飽和した状態）に達
してから、デキサメタゾン（DEX）およびイソ
ブチル－メチルキサンチン（IBMX）が入った分
化誘導培地で 2日間培養する。その後はインス
リンが入った分化促進培地で、培地交換を 2日
毎に行いながら培養する。このように分化誘導
を行うと、細胞は形態が変化し、8日目頃には
95%以上の細胞で多数の脂肪滴（TG）の蓄積が
確認できるようになる。そこで、まず分化誘導
後から TGが蓄積されるまでの8日間を、リジン
濃度が低い分化誘導培地および分化促進培地で
培養し、リジンの供給低下が 3T3-L1細胞の
TGの合成・蓄積に及ぼす影響を検討した。なお、
定法では、脂肪細胞の研究モデルとして TGを
十分に蓄積させるために、培地中のインスリン
濃度が 5μg /mlという非常に高い濃度に設定さ
れている。すでに最大限に促進されている TGの

蓄積を、さらに促進させるのは困難だと予想した。
つまり、リジンの供給低下が脂肪細胞の TG蓄
積を促進するという仮説を検証するためには、
培地中のインスリン濃度を定法よりも低くする
必要があると考えた。そこで、本実験では、定
法より低いインスリン濃度の分化促進培地も作
成した。
   Dulbecco's Modified Eagle's Medium(DMEM)
および Fetal Bovine Serum(FBS)で作成した通常
の培地のリジン濃度を、標準リジン濃度とする。
標準のリジン濃度である分化誘導培地および分
化促進培地を 1×区とし、それに対してリジン
濃度が 1/2、1/8、1/40 となる分化誘導培地お
よび分化促進培地をそれぞれ作成した（1/2×区、
1/8×区、1/40×区）。それぞれの分化誘導培地
および分化促進培地のリジン濃度は、1×区：
921nmol/ml、1/2×区：461nmol/ml、1/8×区：
115nmol/ml、1/40×区：22nmol/mlである。また、
1/2×区の培地中リジン濃度は、前述の動物実
験における対照飼料を給与したブタの血漿中遊離
リジン濃度と近いレベルになっている。1/8×区の
培地中リジン濃度は、前述の動物実験における
低リジン飼料を給与したブタの血漿中遊離リジン
濃度と近いレベルになっている。なお、分化促進
培地については、インスリン濃度5μg/ml、0.5μg/ml、
0.05μg/mlの3水準を設けた。これらの培地で分化
誘導後 8日間培養した。分化誘導後 0、2、4、6、
8日目に細胞を回収し、細胞内 TG量、脂肪酸合
成酵素 (fatty acid synthase:FAS)のmRNA発現量
および酵素活性を測定した。その結果、分化誘
導後 8日目の細胞内TG量は、いずれのインスリン
濃度の場合においても、1×区に比べて1/2×区、
1/8×区、1/40×区で低かった（図3）。また、1×区と
1/40×区で、細胞内 TG量および FASのmRNA
発現量と酵素活性の経時的変化を比較したところ、
6日目および 8日目の1/40×区で細胞内 TG量が
低かった（図4A）。FASのmRNA発現量は、4日目、
6日目および 8日目で1×区に比べて1/40×区の 
方が低かった（図 4B）。FASの酵素活性は、4日
目および 6日目で1×区に比べて1/40×区の方が低
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かった（図 4C）。これらのことから、分化誘導後
8日間を低リジン培地で培養しても、脂肪酸合成
および細胞内 TGの蓄積は促進されないと結論
した。
 ここで、結果を詳細に検討したところ、FASの
mRNA発現量および酵素活性は、分化誘導後 4
日目以降に高くなっていた（図 4B,C）。さらに、
細胞内 TG量は、分化誘導後 6日目以降に高く
なっていた（図 4A）。これらのことから、3T3-L1
細胞において、分化誘導後 4日目以降が、脂肪
酸合成および TG蓄積のための重要な時期であ
ると考えられた。そこで、リジンの供給低下が
脂肪細胞の TG蓄積を促進するのか明らかにす
るためには、脂肪酸合成・TG蓄積が始まる分
化誘導後 4日目から低リジン培地で培養し、さ
らに検討する必要があると考えた。
　標準のリジン濃度である分化誘導培地および
分化促進培地を作成した（1×区）。1×区に対
してリジン濃度が 1/2、1/4、1/8 となる分化促
進培地をそれぞれ作成した（1/2×区、1/4×区、
1/8×区）。なお、分化促進培地は、インスリン
濃度 0.25μg/ml、0.05μg/mlの 2 水準を設けた。
分化誘導後 2日間を標準リジン濃度の分化誘導
培地で培養し、その後 2日間を標準リジン濃度の

分化促進培地で培養した。続いて、標準リジン
濃度の分化促進培地（1×区）およびリジン濃度が
低い各々の分化促進培地（/2×区、1/4×区、
1/8×区）で 4日間培養した。分化誘導後 8日目に
細胞を回収し、細胞内TG量を測定した。その結果、
分化誘導後 8日目の細胞内 TG量は、インスリン
濃度 0.25μg/mlの場合、1×区に比べて1/4×区と
1/8×区で高く、インスリン濃度0.05μg/mlの場合、
1×区に比べて 1/8×区で高かった（図 5）。こ
れらのことから、3T3-L1細胞において、分化誘
導後 4日目以降を低リジン培地で培養すると、
TGの蓄積が促進されることが明らかになった。
すなわち、脂肪細胞において、脂肪酸合成・
TG蓄積が始まる時期にリジンの供給を低下さ
せると、細胞内 TGの蓄積は促進されるものと
考えられた。
　脂肪細胞の TG蓄積にインスリンが重要な働
きをしていることはすでに述べた。インスリンが
インスリン受容体 (insulin receptor: IR)に結合
すると、チロシンリン酸化型のこの膜受容体は活
性化され、インスリン受容体基質－1(insulin re-
ceptor substrate-1: IRS-1)などの受容体結合タン
パク質がリン酸化され、引き続きそれらの下流に
ある phosphoinositide 3-kinse(PI3-kinase)などの

図３．培地のリジン濃度が3T3‐L1細胞の細胞内トリアシルグリセロール（TG）量に及ぼす影響
　　　a,b,A,B,x,y：異なる記号間に有意差あり（P<0.05）、平均値±SE.(n=3)
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図４．低リジン培地が3T3‐L1細胞の細胞内トリアシルグリセロール（TG）量（A）、FASの    
         mRNA発現量（B）および酵素活性（C）に及ぼす影響
         18SrRNAを内部標準とした。mRNA発現量は、0日目を基準とし相対比の平均値で
　　　示した。*: P<0.05、平均値± SE.(n=6)
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リン酸化酵素や脂肪酸合成に関与する酵素が活
性化される。そして、グルコースの細胞内への
取り込みやTG合成が誘導される。Sakaueら14）は、
脂肪細胞分化・TG蓄積における PI3-kinaseの働
きについて報告をしており、それによると、
3T3-L1細胞を分化誘導すると、PI3-kinaseの活
性は分化誘導後 4日目および 6日目に高くなる。
さらに、彼らは、阻害剤により PI3-kinaseの活
性を抑制すると、TG蓄積が抑制されることを示
している。すなわち、脂肪酸合成・TG蓄積が始
まる分化誘導後 4日目以降では、PI3-kinaseを介
したインスリンシグナルが重要な働きをしていると
考えられる。本実験で、分化誘導後 4日目以降を
低リジン培地で培養すると細胞内 TG量が増加
していたことから、リジンの供給低下によるTGの
蓄積促進には、PI3-kinaseを介したインスリンシ
グナルが関与している可能性が考えられた。

４．低リジン培地が 3T3-L1 細胞のインスリン
シグナルに及ぼす影響

　培養細胞において、アミノ酸の供給低下がイン
スリンシグナルを増強することが報告されている。
例えば、Pattiら15）は、アミノ酸を含まない培
地で培養した肝細胞において、IRS-1のチロシン

残基のリン酸化が促進されることを示している。
Takanoら16）は、アミノ酸を含まない培地で培
養した 3T3-L1細胞において、インスリン応答性の
グルコースの取り込みが促進されること、インス
リンの作用による Protein kinase B (PKB/Akt)の 
セリンおよびスレオニン残基のリン酸化が促進さ
れることを示している。また、Ohneら17）は、アミノ
酸を含まない培地で培養した筋細胞において、
IRS-1のチロシン残基のリン酸化が促進される
ことを示している。すなわち、リジンの供給低
下によって 3T3-L1細胞のインスリンシグナルが
増強される可能性が考えられた。このことから、
脂肪細胞へのリジンの供給を低下させると、インス
リンシグナルが増強しTGの蓄積が促進されると
仮説を立てた。
　そこで、分化誘導後 4日目以降を低リジン培
地で培養した 3T3-L1細胞において、インスリ
ンシグナルに関与する各分子のリン酸化および
mRNA発現量について解析を行った。前節に
おいて細胞内 TG量の差が大きかった処理区間、
すなわち、インスリン濃度 0.05μg/mlの場合の
1×区と 1/8×区とで比較検討を行った。標準の
リジン濃度である分化誘導培地および分化促進
培地を作成し（1×区）、これに対してリジン濃度が
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図５．培地のリジン濃度が3T3‐L1細胞の細胞内トリアシルグリセロール（TG）量に及ぼす影響             
         18SrRNAを内部標準とした。mRNA発現量は、0日目を基準とし相対比の平均値で
　　　示した。*: P<0.05、平均値± SE.(n=6)
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1/8 となる分化促進培地を作成した（1/8×区）。
分化誘導後 2日間を標準リジン濃度の分化誘導
培地で培養し、その後 2日間を標準リジン濃度の
分化促進培地で培養した。続いて、標準リジン
濃度の分化促進培地（1×区）およびリジン濃度が
低い分化促進培地（1/8×区）で4日間培養した。
分化誘導後 8日目に細胞を回収し、各解析を
行った。
   IRS-1のチロシン残基のリン酸化を、免疫沈

降法およびウェスタンブロット法により解析した
ところ、1×区に比べて 1/8 ×区でリン酸化が
促進していることが認められた（図 6）。また、
リアルタイム PCR法により IR、IRS-1および
IRS-2のmRNA発現量を測定したところ、いず
れも1×区に比べて1/8×区で高かった（図 7）。
これらの結果から、リジンの供給低下により、
脂肪細胞のインスリンシグナルが増強されることが
明らかになった。

図６．低リジン培地が 3T3-L1細胞の IRS-1のリン酸化に及ぼす影響
         *: P<0.05、平均値±SE.(n=6)
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図７．低リジン培地が3T3-L1細胞の IR mRNA発現量（A）、IRS-1mRNA（B）、IRS-2（C）の
　　　mRNA発現量に及ぼす影響
         18SrRNAを内部標準とした。mRNA発現量は、1区を基準とし相対比の平均値で
　　　示した。*: P<0.05、平均値± SE.(n=6)
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　インスリンシグナルが脂肪細胞の TGの合成・
蓄積を誘導する重要な働きをしていることは先に
も述べたが、その分子機構についても明らかに
されつつある。例えば、Aktを過剰発現した脂
肪細胞では、TGの蓄積が促進されることから18, 19）、
TG蓄積を誘導するインスリンシグナルにおいて
Aktが重要な働きをしていると考えられている。
Aktは、インスリンの作用により308 番目のスレ
オニン残基および 473 番目のセリン残基がリン
酸化され活性化される 20）。活性化した Aktは、
セリン/スレオニンリン酸化酵素のAMP-activated 
protein kinase(AMPK)の脱リン酸化を誘導し、
そのリン酸化酵素活性を抑制する21, 22）。脂肪酸
合成の材料となるマロニル CoAは、acetyl-CoA 
carboxylase(ACC)によってアセチル CoAから
生成されるが23）、ACCの活性は、79番目のセリ
ン残基が AMPKによってリン酸化されることに
より抑制され、逆に、インスリンの作用により
AMPKのリン酸化酵素活性が抑えられると、
79 番目のセリン残基のリン酸化は抑制され、
ACCの酵素活性が上昇することが報告されて
いる19, 25）。本実験で、1×区に比べて1/8×区で、
Aktの 473 番目のセリン残基のリン酸化が促進
される傾向が認められた。さらに、ACCの 79
番目のセリン残基のリン酸化は、1/8×区にお
いて抑制されていた。また、脂肪細胞の分化・
TG蓄積において重要な働きをする転写因子の一
つに sterol regulatory element-binding protein-1-
(SREBP-1)がある。これは小胞体膜上に局在する
膜貫通型の転写因子で 26）、脂肪酸合成酵素
FASの転写調節をすること26, 27）、また、インスリンの
作用によりSREBP-1および FASのmRNA発現
量が高くなることが報告されている27）。本実験で、
SREBP-1および FASのmRNA発現量を測定し
たところ、いずれも 1×区に比べて 1/8×区で
高かった。すなわち、低リジン培地で培養した
3T3-L1細胞では、インスリンシグナルの増強に 
より脂肪酸合成が促進されることが示唆された。 
以上から、リジンの供給低下により脂肪細胞の 
インスリンシグナルは増強され、TGの合成・蓄積が

促進されるものと考えられた。

５．まとめ
　本研究において、動物実験の結果から、低リジン
飼料の給与による筋肉内脂肪含量の増加は、筋肉
内脂肪細胞の体積の増大が促進されて起きるこ
とが明らかになった。体積の増大には、TGの
蓄積促進が関与していると考えられる。さらに、
低リジン飼料の給与によって胸最長筋へのリジ
ンの供給が低下することが示された。続いて、
培養実験により、リジンの供給低下が脂肪細胞に
及ぼす影響を検討したところ、細胞内 TGの蓄
積が促進されること、さらにその蓄積促進には
インスリンシグナルの増強が関与していることが
明らかになった。以上のことから、ブタに低リ
ジン飼料を給与すると、胸最長筋へのリジンの供
給が低下し、その結果、筋肉内脂肪細胞の TG
蓄積および体積の増大が促進され、筋肉内脂肪
の蓄積が増加すると考えられた。また、リジンの
供給低下による TGの蓄積促進には、インスリ
ンシグナルの増強が関与していると考えられた。
　しかしながら、脂肪細胞へのリジンの供給が
低下すると、なぜインスリンシグナルが増強する
のかは現段階では明らかになっていない。また、
脂肪細胞でのインスリンシグナルの増強による
TG蓄積の促進は、リジンに特異的な生理作用
なのか、それとも他のアミノ酸の供給が低下した
場合にも起こり得るのかは不明である。今後の
更なる詳細な検討が期待される。
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家 畜 栄 養 生 理 研 究 会 会 則
（総　　則）
第一条　 本会は家畜栄養生理研究会と称する。
第二条　 本会は家畜栄養生理に関する研究及びその成果の応用を促進する事を目的とする。
第三条　 前条の目的を達成するため下記の事業を行う。
　　一． 家畜栄養生理の研究に関する討議（春季・秋季集談会）
　　二． 家畜栄養生理に関する研究情報、文献の蒐集配布並びに交換
　　三． 家畜栄養生理に関する共同研究の促進及び研究相互の連絡
　　四． 家畜栄養に関する研究成果及び技術につき必要と認めた場合、印刷物刊行等により普及を図ること
　　五． その他本会の目的達成のために必要な事業
（会　　則）
第四条　 会員は正会員と賛助会員及び名誉会員とする。
第五条　 本会の正会員になろうとするものは、会員の推薦により事務局に申し込むものとする。

２． 事務局は前項の申し込みに対して可否を決定する。ただし名誉会員は評議員の推薦により、総会において
決定する。

３． 会員は総会及び集談会に参加し発言することができる。ただし非会員も別途定める参加費を納入すれば、
集談会に参加し、発言することができる。

４． 名誉会員は評議員会に出席し、助言することができる。
第六条　 会員は会費を納入するものとする。ただし名誉会員は会費を免除する。

２． 正会員会費及び賛助会費は総会に於いてこれを定め、徴収方法は事務局が決定する。非会員の集談会参加
費は、正会員会費と同額とする。

第七条　 会員は下記の事項に該当する時は会員たる資格を失う。
一． 本人の意志による退会
二． 長期の会費未納の場合
三． 会員として不適当と事務局が認め、総会がこれを承認した場合

　　　　 但し、第一項により退会しようとするときは、事務局あて届け出るものとする。
（役　　員）
第八条　 本会に役員として会長１名、事務局員若干名、会計監査２名、評議員若干名、及び編集委員若干名を置く。

役員の任期は２年とし、重任を妨げない。
第九条　 役員は総会において選定する。
第十条　 会長及び事務局員は事務局を、編集委員は編集委員会を組織する。

２． 事務局は総会で議決された方針にしたがって会務を運営する。
３． 会長は本会を代表し、事務局員・編集委員の業務を統轄する。
４． 事務局員は庶務、会計その他の業務を分担する。
５． 編集委員は評議員の推薦による話題提供者の論文等を査読し、編集業務を担当する。

第十一条　 評議員は本会の重要な事項につき会長の諮問に応じる。
（会　　議）
第十二条　 会議は総会及び評議員会とする。
第十三条　 総会を分けて通常総会及び臨時総会とする。

２． 通常総会は毎年１回開催する。
３． 総会は評議員会の議を得て会長がこれを召集する。
４． 総会の議長はその都度選出するものとする。

第十四条　 総会は本会の経理、人事及び事業の全般に亘る主要事項を審議決定する。
第十五条　 評議員会は役員を以て構成する。

２． 評議員会は会長がこれを召集し、その議長となる。
３． 評議員会は原則として年二回開催する。

第十六条　 評議員会は本会運営の基本方針を審議し、主要事項について総会へ提出し、その審議を求める。

（昭和 59 年 4 月 6 日改正）
（平成 12 年 5 月 13 日改正）
（平成 15 年 5 月 10 日改正）
（平成 17 年 11 月 12 日一部改正）
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栄養生理研究会報編集・投稿規程

1.　 本会報は、家畜栄養生理に関する論文および研究会資料を掲載する。 
2.    掲載論文の著作権は家畜栄養生理研究会に属する。 
3. 　評議員会は、春季集談会（自由課題形式）および秋季集談会（シンポジュウム形式）の話題を決定し、その話題
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ロ）  原稿は原則として返却しない。
ハ）  原稿は簡易書留便で郵送する。
ニ）  原稿提出時に著者略歴（氏名、生年月日、学歴、職歴、専門分野）を添付する。 
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ロ）  特殊文字は用いず、ベタ打ちとし、原稿中には特殊文字などを赤字で明記する。
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（例） 糸川嘉則　1995．マグネシウム．33-48．光生館．東京．
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押尾　秀一（元国際農林水産センター）
小堤　恭平（畜産技術協会）
小原　嘉昭（明治飼糧水戸研究牧場）
加藤　和雄（東北大学大学院農学研究科）
加藤　清雄（酪農学園大学獣医学部）
喜多　一美（岩手大学農学部）

◎木村　信煕（日本獣医生命科学大学）
久米　新一（京都大学大学院農学研究科）
小林　泰男（北海道大学大学院農学研究院）
佐々木晋一（元信州大学農学部）
佐藤　　幹（東京農工大学）
佐野　宏明（岩手大学農学部）

（編集委員）（10 名）
麻生　　久（東北大学大学院農学研究科） 

○木村　信煕（日本獣医生命科学大学）
加藤　和雄（東北大学大学院農学研究科）
喜多　一美（岩手大学農学部）
黒瀬　陽平（北里大学獣医学部）

◎会長　○ 編集委員長　△ 会計監事
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送付先・連絡先：日本獣医生命科学大学　応用生命科学部
　　　　　　　　家畜栄養生理研究会事務局

　　　　　　　　Tel ： 0422-31-4151
　　　　　　　　Fax ： 0422-33-2094
　　　　　　　　E-mail ： eiyoseiri@nvlu.ac.jp

（FAX・郵送または e-mail でお申し込み下さい）

※会費は 1年間（3月から翌 2月）で 4,000 円です。
　事務局に御連絡いただければ、振込用紙をお送り致します。

入会を御希望の方が複数の場合にはお手数ですが、本申込書をコピーして下さいますよう
お願いいたします。

家畜栄養生理研究会入会申込書

年　　　月　　　日入会

フリガナ

氏 名
男
女

勤務先名

勤 務 先
住 所

〒

T E L
（勤務先）

F A X
（勤務先）

e - m a i l
（勤務先）
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送付先・連絡先：日本獣医生命科学大学　応用生命科学部
　　　　　　　　家畜栄養生理研究会事務局

　　　　　　　　Tel ： 0422-31-4151
　　　　　　　　Fax ： 0422-33-2094
　　　　　　　　E-mail ： eiyoseiri@nvlu.ac.jp

（FAX・郵送または e-mail でお申し込み下さい）

※会費は 1年間（3月から翌 2月）で 4,000 円です。
　事務局に御連絡いただければ、振込用紙をお送り致します。

入会を御希望の方が複数の場合にはお手数ですが、本申込書をコピーして下さいますよう
お願いいたします。

家畜栄養生理研究会入会申込書

年　　　月　　　日入会

フリガナ

氏 名
男
女

勤務先名

勤 務 先
住 所

〒

T E L
（勤務先）

F A X
（勤務先）

e - m a i l
（勤務先）

事務局に届け出ている勤務先および自宅住所等の変更がありましたら、ハガキ又はメール、FAXに
て氏名（フリガナ）、旧住所、新住所、会報発送先を明記の上、速やかにお知らせください。
なお、会費払込通知票の通信欄にもその旨をお書き添え下さい。

訃　　　報

　大木与志雄 名誉会員が、去る2010 年12月16日に御逝去されました。茲にお知らせし、謹んで
御冥福をお祈りいたします。

訃　　　報

　津田恒之 名誉会員が、去る2010 年 12 月 25日に御逝去されました。茲にお知らせし、謹んで
御冥福をお祈りいたします。
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