
1．はじめに

　反芻動物が摂取した植物繊維は第一胃（ルーメン
内）共生細菌により分解および発酵を受け、宿主の
栄養源に転換される。ルーメンで産生される発酵産
物は宿主維持エネルギーの70%をまかなう主要な
栄養源となる。よって、ルーメン細菌による植物繊
維分解、発酵メカニズムを解明することは反芻家畜
の栄養獲得システムを理解し、生産性の向上を図る
上で重要な基礎的知見となる。植物繊維の一次分解
者となる繊維分解性細菌はルーメン内繊維分解にお
いて特に重要な存在である。
　Fibrobacter succinogenesは、ルーメン内で最優勢
の繊維分解菌であり、多様な多糖類分解酵素を保
有することから繊維分解菌の中でも最も重要な菌
種とされている 1-3) 。一方で、ルーメン内の繊維付
着性細菌群の大部分は非繊維分解菌で占められて
いることが明らかにされている 4-5)。Koikeら 6) はイ
ナワラ付着性細菌群を対象とし、非繊維分解菌6菌
種を含めた11菌種の存在密度を定量PCRにより解
析した。その結果、可溶性糖類利用菌 Selenomonas 

ruminantiumが高い密度（総繊維付着菌の7-9%）で
繊維片上に付着していることを明らかにしている。
また、ルーメン細菌の9割以上を占める機能未知の
細菌 7) のうち、繊維片上での存在密度が高いU2グ
ループの存在が明らかになっており、近年、本グル
ープに属する分離株R-25株が取得されている 8)。
　このような背景から、ルーメン内での繊維分解に
は繊維分解菌のみならず、非繊維分解菌も重要な役
割を担っていると考えられている。ルーメン内で

は、働きが異なる複数の細菌種が集団を形成し協調
的に機能することで繊維分解が円滑に進行すると考
えられており、このような細菌集団を繊維分解コン
ソーシアムという 9)。これまでの知見に基づき、本
研究では繊維分解菌Fibrobacter succinogenes、非繊
維分解菌Selenomonas ruminantiumおよび新規細菌群
U2の 3者をルーメン内繊維分解コンソーシアムに
おける重要細菌種と位置づけ、以下の三点に着目し
て検証を行った。すなわち、重要3菌種の分離菌株
を用いた2者および3者共培養試験により繊維分解
コンソーシアムモデルを構築し、混合系における繊
維分解促進の検証、網羅的遺伝子発現解析による活
性化要因の探索、機能遺伝子の発現定量による活性
モニタリングを実施し、ルーメン内繊維分解コンソ
ーシアムにおける細菌間相互作用の解明を試みた。
　
2．繊維分解コンソーシアムにおける繊維分解促進

　  の検証

　本研究で着目した 3菌種のうち、F. succinogenes

と S. ruminantiumの 2菌共培養試験でセルロースや
オーチャードグラス、イナワラの乾物消化率が向上
することが報告されており、これら2者は協調関係
を築き繊維分解を促進することが明らかにされてい
る 10)。一方で、新規細菌群U2に属する細菌R-25株
は、直接セルロースあるいはキシランなどの不溶性
繊維を利用しない非繊維分解菌であるものの、キシ
ラナーゼやアラビノフラノシダーゼなどのヘミセル
ロース分解関連酵素を保有することが明らかにされ
ている 8)。このことから、新規細菌は自身の糖質分
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解関連酵素で繊維分解菌の繊維分解を部分的に補助
し、二次分解者としてルーメン内繊維分解に貢献し
ている可能性が示唆されているが、繊維分解菌との
協調関係の有無は未だ確認されていない。そこで本
研究では繊維分解菌としてF. succinogenes S85を供
試して新規細菌R-25との共培養試験を行い、イナ
ワラの消化率をもとに両者の協調関係について検証
した。さらに、 F. succinogenes S85 とR-25の2菌培養
時とS. ruminantium S137を含めた3菌培養時のイナ
ワラ消化率、菌の増殖および発酵代謝産物を比較す
ることで繊維分解コンソーシアムにおける各細菌の
役割を推定した。

　

イナワラの乾物消化率は F. succinogenes S85単独
培養時よりもR-25あるいは S. ruminantium S137と
の 2菌共培養時で有意に高く（P < 0.05）、3菌共培
養によりさらに繊維消化は促進した（P < 0.05、
表 1）。3菌共培養においては、F. succinogenes S85 

とR-25の主要発酵産物であるコハク酸および乳酸
がS. ruminantium S137によりプロピオン酸に転換さ
れ、総発酵産物量の増加も認められた（表 1）。い
ずれの共培養においても3菌は互いに増殖を阻害す
ることなく共存することが確認された（データ示
さず）。共培養下ではF. succinogenes S85がイナワラ
を分解しながら増殖する一方で、非繊維分解菌は

図 1.  繊維分解コンソーシアムの走査型電子顕微鏡像
(i) F. succinogenes S85、(ii) R-25、(iii) S. ruminantium S137の単独培養時、および (iv) 3菌共培養時
の各菌株の繊維付着様相。倍率 10,000倍。図中のバーは 1 µmを示す。参考文献11) から一部改変
し転載。

表 1.  繊維分解コンソーシアムにおける乾物消化率および主要発酵代謝産物の産生量

F. succinogenes S85、R-25、S. ruminantium S137の単独培養、2菌共培養および 3菌共培養試験の 96時間培養後の分析結果（n=3）。
同列内の異符号は有意差を表す（P < 0.05）。*発酵代謝産物の合計値は酢酸、プロピオン酸、D-乳酸、およびコハク酸の総和。
ndは検出下限以下を示す。参考文献 11) から一部改変し転載。
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イナワラ分解産物や他菌の代謝産物を利用して増
殖するものと考えられた。またSEM観察により、
各細菌がイナワラに付着する様子、および3菌共培
養において3菌がイナワラ片上で密集してコロニー
を形成する様子が観察された（図1）。以上より、F. 

succinogenes S85、R-25およびS. ruminantium S137は
協調的に働くことで繊維分解発酵が促進されること
を確認し、これら3菌の共培養系を繊維分解コンソ
ーシアムモデルとして以下の試験に供した。

3．網羅的遺伝子発現解析による繊維分解コンソー

シアム活性化要因の探索

　繊維分解コンソーシアムモデルを対象とした網羅

的な遺伝子発現解析を行い、繊維分解活性化の要因
を探索した。F. succinogenes S85単独培養区と3菌共
培養区での培養48時間後のイナワラに付着する菌
体からRNAを抽出し、HiSeqによるRNA-Seqを行
った。GenBankから得たF. succinogenes S85のゲノ
ム配列をリファレンス配列とし、RNA-Seqで得られ
たリードをマッピングした。各遺伝子の発現レベル
は各遺伝子配列にマッピングされたリード数を遺伝
子領域の長さおよび解析に用いた総リード数で標準
化した値RPKM（Reads per kilobase coding sequence 

length per million reads analyzed）で評価した 12)。F. 

succinogenes S85単独培養区と3菌共培養区での遺伝
子発現量を比較し、3菌共存下で発現変動した遺伝

表 2.  単独培養時と 3菌共培養時で発現量の変動したF. succinogenes S85 ゲノム中遺伝子の機能分類

COGカテゴリーに基づいた機能分類。カッコ内の数字は COGカテゴリー内での割合をパーセンテージを示す。
発現量が 2倍以上に増加または 2分の 1以下に減少したものを発現変動した遺伝子とした。
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子を特定した。
　F. succinogenes S85ゲノム上の繊維分解関連酵素
glycoside hydrolases（GHs）、polysaccharide lyases（PLs） 
および carbohydrate esterases（CEs）をコードする遺
伝子126個のうち、大部分を占める106個の遺伝子
は3菌共培養時での発現量変動は2倍未満であり、
特定の繊維分解酵素遺伝子の発現量の増加は認め
られなかった（データ示さず）。3菌培養により発
現量が高まったF. succinogenes S85の遺伝子の中で
は、シグナル伝達や転写制御因子などの転写調節に
関わる遺伝子が検出された（表 2）。中でも、環状
ジグアニル酸を産生する酵素であるジグアニル酸シ
クラーゼの発現量が3.9倍に増加した。環状ジグア
ニル酸は二次情報伝達物質として細菌において広く
確認されており、転写、転写後調節や酵素の活性
などの、幅広い分子的プロセスを制御していると
考えられている 13)。また、制御タンパク質LysRの
遺伝子の発現量が3.5倍に増加した。LysRは細菌の
転写制御因子としては最も幅広く分布しているタ
ンパク質であり、代謝やクオラムセンシングなど
の多様な遺伝子の制御に関与する 14)。共培養下にお
けるF. succinogenes S85の生存環境は非繊維分解菌
によるオリゴ糖や代謝産物の消費または代謝産物
の産生により変化し、これらの細胞外環境の変化
がF. succinogenes S85の転写の変化、すなわち、シ
グナル伝達や転写制御因子の発現向上につながった
可能性がある。これによりF. succinogenes S85の遺
伝子転写制御が刺激され、代謝活性に変化が生じ
た可能性が示唆された。一方で、3菌共培養区で発
現量が低下した遺伝子の中では、シャペロンに関
連する遺伝子が多く検出された（表2）。Clostridium 

thermocellum や Clostridium acetobutylicum において
は、エタノールや酪酸といったこれら菌種の最終発
酵産物の存在下でシャペロンタンパク質の遺伝子発
現が増加することが報告されており 15-16)、細菌自身
の発酵産物の蓄積がストレッサーとなりシャペロン
タンパク質の誘導につながることが考えられる。本
研究においては、F. succinogenes S85単独培養時に
おいて代謝産物や繊維分解産物の蓄積が確認されて
おり、これらが本菌に対するストレッサーとなり、
シャペロンの発現を誘導している可能性が示され

た。大部分のシャペロンタンパク質はATP依存型で
あるため 17)、高レベルでのシャペロンタンパク質の
発現はF. succinogenes S85においてATPの浪費につ
ながる。F. succinogenes S85単独培養時には自身の
代謝産物がストレッサーとなり代謝活性や繊維分解
活性が制限されている可能性が考えられた。
　以上より、非繊維分解菌が共存する条件下でのF. 

succinogenes S85 においては、特定の繊維分解酵素
遺伝子の発現誘導は見られなかったものの、細胞外
環境の変化を介した転写制御因子の活性化やATP浪
費の抑制が見られ、本菌の代謝活性に変化が生じた
可能性が示唆された。

4．機能遺伝子の発現定量による繊維分解コンソー

　  シアム構成員の活性モニタリング

　3菌共培養下での網羅的遺伝子発現解析において
は、F. succinogenes S85の繊維分解酵素遺伝子に発
現量の変動は見られず、本菌の全体的なタンパク
質産生の増強が示唆された。RNA-Seqは、遺伝子
発現を網羅的に定量できる有効な手法であるが、
各遺伝子発現量は相対値であり、異なる培養環境中
において細菌から合成されるmRNAの総量（遺伝
子発現の絶対量）は比較することができない。そこ
で、F. succinogenes S85によるタンパク質産生の活
性化を検証するため、rRNAあるいは標的遺伝子の
mRNA発現量を絶対定量し、同一サンプルに由来す
るDNA量（細胞数に相当）で標準化することで、
本菌1細胞あたりの代謝活性および繊維分解活性の
査定を試みた。
　F. succinogenes S85の rDNAコピーあたりの 16S 

rRNAコピー数はF. succinogenes S85単独培養時より
も共培養時で有意に高い値を示し（P < 0.01）、非繊
維分解菌との共培養下ではF. succinogenes S85の1細
胞あたりの代謝活性が増加することを確認した（表
3）。また、7つの繊維分解酵素遺伝子のDNA量あた
りの発現量は単独培養時よりも共培養時で有意に高
い値を示した（P < 0.01）。この結果により、共培養
時ではF. succinogenes S85の1細胞あたりの繊維分解
活性が増加することが示された（表4）。
　また、繊維分解コンソーシアム活性化の要因と
考えられる非繊維分解菌による繊維分解産物の取
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表 3.  単独培養時および非繊維分解菌との共培養時におけるF. succinogenes S85 の代謝活性

表 4.  単独培養時および非繊維分解菌との共培養時におけるF. succinogenes S85 の代謝活性

培養24時間後および48時間後のイナワラ重量あたりの16S rRNAコピー数および16S rRNAと16S rDNAの比率。
同列内の異符号は有意差を表す（P < 0.01）。参考文献 18) から一部改変し転載。

培養24時間後および48時間後のイナワラ重量あたりの16S rRNAコピー数および16S rRNAと16S rDNAの比率。
同列内の異符号は有意差を表す（P < 0.01）。参考文献 18) から一部改変し転載。
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り込みを検証するため、非繊維分解菌R-25および
S. ruminantium S137の糖質トランスポーターと考え
られる8つの遺伝子について、より精度の高い real-

time PCRを用いて様々な培養環境下での発現レベル
をモニタリングした。R-25の保有するトランスポ
ーター遺伝子の発現量は、グルコースを培養基質と
した時と比較して、キシロオリゴ糖を基質とした時
に 2.6倍（P < 0.05）に、3菌共培養時に 7.4倍（P < 

0.05）に増加した。また、S. ruminantium S137の3つ
のトランスポーター遺伝子の発現量は、グルコース
を培養基質とした時と比較して、キシロオリゴ糖を
基質とした時に 60倍以上（P < 0.05）に、3菌共培
養時に40倍以上（P < 0.05）に増加した。これらの
ことより、非繊維分解菌R-25およびS. ruminantium 

S137は糖トランスポーターによりキシロオリゴ糖
をはじめとしたF. succinogenes S85の繊維分解産物
を取り込んでおり、増殖因子として利用しているこ
とが示唆された。前述のとおり、これらの繊維分解
産物はF. succinogenes S85においてはストレッサー
となりうることから、繊維分解菌が利用しない糖類
を非繊維分解菌が取り込み除去することが、ルーメ
ン内での円滑な繊維分解の一因となることが示唆さ
れた。

5．総括

　本研究ではルーメン内繊維分解コンソーシアムに
おいて繊維分解菌と非繊維分解菌の分解・代謝産物
のクロスフィーディングが、円滑な繊維分解におい
て重要であることを示した。また、繊維分解の促進
は特定の繊維分解酵素遺伝子の発現誘導ではなく、
繊維分解菌の全体的な活性化に起因することを遺伝
子発現の側面から示唆した。
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1.  Introduction

Sodium monofluoroacetate FCH2-COO-Na+ (referred to 

as fluoroacetate or ‘FA’ hereafter) is a white, odorless 

and water-soluble compound that is described as tasteless 

or with a mild, salty or vinegar like the taste4). First 

synthetically derived in the laboratory in 1896, it was 

only first purified from natural sources in 1943 from the 

South African plant “gifblaar”Dichapetalum cymosum15). 

This toxin is found in vegetation throughout the world 

where it likely naturally evolved as a defense mechanism 

against grazing herbivores. In ruminants, it has a 50 % 

lethal dose of around 0.3 mg.kg-1 of body weight2, 16). FA 

is a compound found in over 40 plants species worldwide 

as a natural defense against grazing herbivores. 

Although not primary fodder, inadvertent ingestion of 

FA accumulating vegetation leads to the intoxication of 

many commercial livestock species. Consumption results 

in significant production losses and detrimental animal 

welfare issues (morbidity), and in some cases death of 

the animal. In Australia, such effects closely follow the 

geographic distribution of plants which accumulate FA. 

For instance, approximately 200,000 head of cattle is 

exposed to the tree Georgina gidyea in the Georgina 

river basin of western Queensland and in the Northern 

Territory where many cattle are poisoned. Elsewhere 

the heartleaf tree (Gastrolobium grandiflorum) is more 

acutely toxic. Heartleaf poisoning of livestock arises 

predominantly across northern Queensland, in the north 

of the Northern Territory, the north of Western Australia, 

and in the southeast of Western Australia. Combined, 

the Australian economic impact of productivity losses 

directly attributable to FA intoxication are estimated to be 

over $45 million annually18). Past strategies to overcome 

the problems associated with intoxication included the 

development of transgenic rumen bacteria containing 

FA dehalogenase genes10).  These Genetically Modified 

Organisms (GMOs) successfully detoxified FA within 

the gastrointestinal tract of ruminant livestock 11, 16). 

However, concerns over the release of transgenic bacteria 

and regulatory hurdles have necessitated the search and 

study of naturally-occurring anaerobic microorganisms 

that could reduce FA toxicity in ruminants. Despite 

this interest in the microbial degradation of fluorinated 

compounds, there are few reports of naturally occurring 

FA degradation under anaerobic conditions and a lack of 

information on FA-degrading rumen microbes in general. 

Therefore the aims of this study were to; 1) Identify a 

consortium of FA-degrading rumen bacteria which can 

degrade FA under laboratory conditions, 2) Identify 

nutrients and compounds that stimulate growth and/or 

degradation of FA by these bacteria, 3) Develop molecular 

tools that can be used to measure the population 

abundance of these bacteria in the rumen

2.   Isolation of FA degrading bacteria

　  in the rumen 

The FA-degrading ability of herbivore gut contents 

collected from different animals (primarily ruminant), in 
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Seungha Kang, Stuart Denman, and Chris McSweeney
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varying areas and eating different diets were surveyed. 

Samples were cultured in enrichment media supplemented 

with FA was detected in some of the mixed cultures, 

which provided an indication of microbial defl uorination. 

Several bacteria capable of degrading FA were isolated 

(Fig. 1). The 16S rDNA gene sequence analysis revealed 

that all discovered FA degrading isolates could be 

classifi ed into two phyla (Synergistetes and Firmicutes), 

and four genera: Cloacibacillus, Pyramidobacter, 

Oribacterium, and Eubacterium (Fig. 1). The isolates 

belonging to the Synergistetes phylum were affiliated 

with two genera; Cloacibacillus and Pyramidobacter. 

Cloacibacillus genera isolates had 99 % sequence identity 

with Cloacibacillus porcorum, a mucin-degrading 

bacterium from the swine intestinal tract14). Synergistetes 

isolate strain MFA1 was the first bacterium identified 

that has an ability to degrade FA anaerobically in the 

rumen6). Cells belonging to this phylum are mainly rods 

Fig. 1. Phylogenetic tree of isolates (bold) based on 16S rRNA gene sequences constructed 
using neighbour-joining methods. Methanosaeta thermophila is supplied as outgroup. The 
analysis involved 37 nucleotide sequences included references strains. The tree was constructed 
in MEGA6 program. The bootstrap values at nodes represent values for 1000 resampling’s.
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with various shapes and characterized by their ability 

to utilize amino acids as sources of energy12). Currently, 

the phylum was classified as one class (Synergistia), one 

order (Synergistales), one family (Synergistaceae), and 

20 species belonged to 12 genera12). The other isolate 

belonging to the Synergistetes phylum, Pyramidobacter 

genera were 99 % identical to an uncultured bacterium 

Synergistes sp. L4M2 (clone 196.B09) from ovine rumen 

fluid, and 98 % identity to Pyramidobacter piscolens 

W5455 isolated from the human oral cavity8). The 16S 

rRNA gene sequence of the Firmicutes isolates from cattle 

(strains C9 and F5) in this study belong to Oribacterium 

genus and are 95 % similar to Oribacterium sinus isolated 

from sinus pus in a young child5) and 94 % similar to O. 

parvum ACB1T and O. asaccharolyticum ACB7T from 

human subgingival dental plaque20). O. parvum ACB1T 

and O. asaccharolyticum ACB7T were strictly anaerobic, 

gram-positive, non-spore-forming, rod-shaped, motile 

bacteria and they required yeast extract for growth20). The 

isolate Oribacterium strain C9 grew well on the phytone 

peptone and yeast extract but not on the amine, casamino 

acids, and tryptone. The other isolates belonged to the 

phylum Firmicutes and within the Eubacterium genera 

and were derived from sheep rumen. Their 16S rRNA 

gene sequence is 95 % similar to Eubacterium nodatum 

isolated from the canine oral cavity7).

3. Effect of different nitrogen sources on growth 

　 and FA degradation of key FA-degrading

　 rumen isolates 

Growth and FA degradation of leading isolates belonging 

to Synergistetes phylum were elucidated and evaluated 

in media containing the FA with varying amounts of 

supplementary nutrients. Work revealed that protein 

hydrolysates exert a stimulatory effect on the growth 

and FA degradation of the Cloacibacillus strain MFA1 

and Pyramidobacter strain C12-8. The growth of both 

isolates was significantly higher in yeast extract, a 

protein hydrolysate from autolyzed yeast as compared 

to its growth in peptone, a peptic digest of meat protein. 

Recent study on the growth of strain MFA1 showed 

that amino acids such as arginine, asparagine, glutamic 

acid, glycine, and histidine regardless of the type of 

protein hydrolysate were the fundamental energy sources 

for growth and peptides containing these amino acids 

enhanced the growth more than free amino acids13). It 

was noted that glutamate- and lysine-containing peptides 

were preferentially utilized by strain MFA1,  particularly 

the glutamate-containing peptides which are in higher 

abundance in yeast extract, seem to promote growth in 

both strain MFA1 and strain C12-8. Bacterial growth 

and FA degradation ratios of strain MFA1 in the four 

different protein hydrolysates strongly correlated to its 

growth rate in the respective protein sources, suggesting 

that the FA degradation is linked to bacterial cell density. 

Strain MFA1 was able to completely degrade 10 mM 

FA in cultures containing either yeast extract or peptone 

after 2 days of incubation. Over a similar time strain 

C12-8 showed only 6 % FA degradation in both yeast 

extract and peptone. Interestingly, strain C12-8 degraded 

FA continuously during stationary phase and this effect 

was more pronounced with peptone compared to yeast 

extract (30 % and 10 %, respectively). Moreover, a 

higher concentration of peptone (1.6 %) increased the 

FA degradation to 65 % in strain C12-8. This suggests 

that amino acids or peptides derived from peptone 

hydrolysates may stimulate FA degradation rather than 

that of yeast extract in the C12-8 strain. The SCFA 

profiles indicated the differences of metabolic end 

products under the same culturing conditions in these 

two isolates. When the SCFA profiles were analyzed after 

culturing in two different protein hydrolysates (yeast 

extract and peptone) the acetate and propionate of strain 

MFA1 culture were increased significantly in the presence 

of FA compared to the absence of FA but those of C12-

8 culture showed no effect regardless of FA additive. It 

has been reported MFA1 produced acetate as the primary 

end product of FA dehalogenation and the amount of 

acetate correlated with the stoichiometric release from 

FA degradation6). In general, the protein hydrolysates 

exert a stimulatory effect on MFA1 growth, regardless of 

the origins of the protein. Therefore, the use of specific 
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growth-promoting substrates to enhance the population 

of strain MFA1 may be a suitable approach towards 

protecting livestock from FA poisoning. Although the 

type of nitrogen source may have a stimulatory effect on 

its growth and FA degradation rate, FA itself results in a 

marked increase in growth of MFA1. 

4.  Screening of compounds that up-regulate

　  FA operon activity and their evaluation in pure

　  culture studies

4-1. Evaluation of bacterial growth and FA

　   degradationin pure culture for supplements

　    identified through genome analysis 

A genomic analysis was performed on strains MFA1 and 

C12-8 to identify key metabolic pathways and nutrients 

(Table 1 and 2, respectively) involved in growth and 

metabolism which were evaluated in vitro. The effect 

of nutrients/supplements on bacterial growth and FA 

degradation were both evaluated separately by comparing 

each leading FA degrading Synergistetes isolate with 

controls containing no added supplements. A ratio 

‘>1’ indicated more growth/degradation than control 

dĂďůĞ�ϭ͘�dŚĞ�ƌĂƚŝŽ�ŽĨ�ŐƌŽǁƚŚ�ĂŶĚ�&��ĚĞŐƌĂĚĂƚŝŽŶ�ĐŽŵƉĂƌĞĚ�ǁŝƚŚ�ƚŚĞ�ĐŽŶƚƌŽů�ŽĨ�ƐƚƌĂŝŶ�D&�ϭ�ĂĨƚĞƌ�ϰϴ�

ŚŽƵƌƐ�ĐƵůƚƵƌĞ�;ĞǆĐĞƉƚ�ĂƐ�ŶŽƚĞĚͿ͘�

Ύ�/ŝŶĚŝĐĂƚĞƐ�ƚŚĞ�ƌĂƚŝŽƐ�ŽĨ�ďĂĐƚĞƌŝĂů�ŐƌŽǁƚŚ�ǁĞƌĞ�ŵĞĂƐƵƌĞĚ�ďǇ�ŽƉƚŝĐĂů�ĚĞŶƐŝƚǇ�;K��ϲϬϬ�ŶŵͿ͖�^͕�^ƵƉƉůĞŵĞŶƚƐ͖��͕�
�ŽŶƚƌŽů�
ΎΎ�/ŶĚŝĐĂƚĞƐ�ƚŚĞ�ƌĂƚŝŽƐ�ŽĨ�ĨůƵŽƌŝĚĞ�ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ�;ŵDͿ͖�^͕�^ƵƉƉůĞŵĞŶƚƐ͖��͕��ŽŶƚƌŽů�
Ώ�ZĞƐƵůƚƐ�ŽĨ�ƐĂŵƉůĞƐ�Ăƚ�Ϯϰ�ŚŽƵƌƐ�ĐƵůƚƵƌĞ�
ΐ�ZĞƐƵůƚƐ�ǁĞƌĞ�ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚ�ƚŽ�W�ч�Ϭ͘Ϭϱ�ĂƐ�ĐĂůĐƵůĂƚĞĚ�ƵƐŝŶŐ�Ă�ƚǁŽͲƚĂŝůĞĚ�ƚͲƚĞƐƚ�ďĞƚǁĞĞŶ�ƐƵƉƉůĞŵĞŶƚƐ�ĂŶĚ�ĐŽŶƚƌŽů�
Α�&ƵƌƚŚĞƌ�ƐĞůĞŶŝƵŵ�ĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚŝŽŶ�ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚƐ�;ƐĞĞ�ďĞůŽǁͿ�
η�EŽ�ŐƌŽǁƚŚ�ĞĨĨĞĐƚ�ŽďƐĞƌǀĞĚ�ŽŶ�ĂĐĞƚĂŵŝĚĞ͕�ƚƌŝŵĞƚŚǇůĂŵŝŶĞ͕�ĂŶĚ�ƉƌŽůŝŶĞ͘�

�

�

�

^ƵƉƉůĞŵĞŶƚƐ�

dŚĞ�ƌĂƚŝŽ�ŽĨ��ĂĐƚĞƌŝĂů�ŐƌŽǁƚŚ�

;^��ͬ���ͿΎ�

dŚĞ�ƌĂƚŝŽ�ŽĨ�&��
�ĞŐƌĂĚĂƚŝŽŶ��

�;^�ͬ��ͿΎΎ�;ͲͿ�&�� ;нͿ�&��

�ƌŐŝŶŝŶĞ� Ϯ�ц�Ϭ͘Ϭϱΐ� Ϯ�ц�Ϭ͘Ϯϰΐ� ϭ͘ϲ�ц�Ϭ͘Ϭϵΐ�

�ĞƚĂŝŶĞ�;�ĞƚͿ� Ϯ͘ϭ�ц�Ϭ͘Ϭϵΐ� ϭ�ц�Ϭ͘ϬϮ� Ϭ͘ϳ�ц�Ϭ͘Ϭϯ�

�Ğƚн&ŽƌŵĂƚĞ� Ϯ͘Ϯ�ц�Ϭ͘Ϭϳΐ� ϭ�ц�Ϭ͘Ϭϯ� Ϭ͘ϵ�ц�Ϭ͘Ϭϱ�

>Ͳ�ĂƌŶŝƚŝŶĞ�ŚǇĚƌŽĐŚůŽƌŝĚĞΏ� Ϭ͘ϵϲ�ц�Ϭ͘Ϭϭ� Ϭ͘ϵϲ�ц�Ϭ͘Ϭϱ� Ϭ͘ϲΐ�

�ŚŽůŝŶĞ�ĚŝŚǇĚƌŽŐĞŶ�ƉŚŽƐƉŚĂƚĞΏ� ϭ͘Ϭϱ�ц�Ϭ͘Ϭϰ� Ϭ͘ϲϳ�ц�Ϭ͘ϬϮΐ� Ϭ͘ϲΐ�

�ƌĞĂƚŝŶĞ� Ϭ͘ϲϮ�ц�Ϭ͘Ϭϳΐ� ϭ͘Ϭ�ц�Ϭ͘Ϭϯ� ϭ͘ϭ�ц�Ϭ͘Ϭϳ�

�ƚŚĂŶŽůĂŵŝŶĞΏ� ϲ͘ϭ�ц�Ϭ͘ϭϲΐ� Ϯ͘Ϯ�ц�Ϭ͘Ϭϯΐ� Ϭ͘ϵ�ц�Ϭ͘ϬϮ�

'ůƵƚĂŵŝĐ�ĂĐŝĚ� ϭ͘ϲ�ц�Ϭ͘Ϭϯΐ� ϭ͘ϯ�ц�Ϭ͘ϭΐ� ϭ͘Ϯ�ц�Ϭ͘ϭϭ�

'ůǇĐŝŶĞ� Ϯ͘ϭ�ц�Ϭ͘Ϭϵΐ� Ϭ͘ϳ�ц�Ϭ͘ϭϮΐ� Ϭ͘ϳ�ц�Ϭ͘Ϭϴΐ�

,ŝƐƚŝĚŝŶĞ� ϭ͘ϳ�ц�Ϭ͘ϭϯΐ� Ϯ�ц�Ϭ͘Ϭϰΐ� ϭ͘ϯ�ц�Ϭ͘ϬϮΐ�

ϭ͕Ϯ�WƌŽƉĂŶĞĚŝŽůΏ� ϲ͘Ϯ�ц�Ϭ͘ϭϴΐ� ϭ͘ϳ�ц�Ϭ͘Ϭϲΐ� Ϭ͘ϴϳ�ц�Ϭ͘Ϭϯ�

^ĂƌĐŽƐŝŶĞ�;^ĂƌͿ� ϭ͘ϳ�ц�Ϭ͘Ϭϱΐ� ϭ�ц�Ϭ͘Ϭϳ� ϭ͘ϰ�ц�Ϭ͘Ϭϭΐ�

^Ăƌн&ŽƌŵĂƚĞ� ϭ͘ϱ�ц�Ϭ͘ϭϯ� ϭ͘ϯ�ц�Ϭ͘ϭϮ� ϭ͘ϵ�ц�Ϭ͘Ϯΐ�

^ŽĚŝƵŵ�ĐŝƚƌĂƚĞ� ϭ͘ϱ�ц�Ϭ͘ϬϮΐ� ϭ͘ϳ�ц�Ϭ͘Ϭϱΐ� ϭ͘ϭ�ц�Ϭ͘Ϭϱ�

^ŽĚŝƵŵ�ĨŽƌŵĂƚĞ� ϭ�ц�Ϭ͘Ϭϴ� ϭ�ц�Ϭ͘Ϭϱ� ϭ͘ϯ�ц�Ϭ͘Ϯ�

^ĞůĞŶĂƚĞ�;ϰϬђDͿ�Α� ϭ� ϭ͘Ϯ� Ϯ͘ϯΐ�

Table 1. The ratio of growth and FA degradation compared with the control of strain MFA1 
after 48 hours culture (except as noted).
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cultures and ‘<1’ indicated less growth/degradation. 

Both measures differed depending on which supplement 

was added to the culture media. This was completed 

for both strain MFA1 (Table 1) and strain C12-8 (Table 

2). Strain MFA1 growth rates increased concomitantly 

with several supplements in the absence of FA in media 

except for creatine and carnitine supplementation. 

Sarcosine, arginine, histidine, glutamic acid, citrate, and 

formate promoted the growth as well as FA degradation 

as supplements (Table 1). Even though ethanolamine 

(6.1± 0.16), 1, 2 propanediol (6.2± 0.18), glycine (2.1 

± 0.09),  and betaine (2.1 ± 0.09) were observed to 

promote growth, those supplements did not enhance 

the FA degradation (< 1). C12-8 growth rates increased 

with supplements such as glycine, betaine, sarcosine, 

citrate, and formate regardless of presence and absence 

of FA in media.  However, the FA degradation did not 

improve (Table 2). Arginine, carnitine, choline, creatine, 

acetamide, trimethylamine, proline, ethanolamine, 

and 1, 2 propanediol had no effect on growth and 

degradation. Regulatory genes for the ethanolamine and 

1, 2 propanediol utilization (eut and pdu, respectively) 

operons were found in the draft genome of MFA1 but 

not observed in C12-8.  As expected, these two nutrients 

had no effect on C12-8 because the genes involved in 

their metabolism were not present in the genome. Those 

substrates have been reported as producing acetyl-

CoA and propionyl-CoA as intermediates in catabolic 

pathways of ethanolamine and 1, 2 propanediol, 

subsequently producing acetate and propionate end-

products, respectively9, 17). Genome analysis of MFA1 and 

C12-8 confirmed the presence of the glycine reductase 

(GR) system in both strains. Treponema denticola was 

the first Gram-negative bacterium known to contain a 

GR system19), and the energy conservation that occurs by 

reducing glycine to acetyl-phosphate have been studied 

for about a half century1). In addition to glycine, its 

N-methylated derivatives sarcosine and betaine can also 

act as an electron acceptor to form acetyl phosphate1). 

According to the derived amino acid sequences of GR 

related proteins from MFA1 and C12-8 genome, glycine, 

sarcosine, and betaine reductase genes were highly 

conserved and involved in acetyl phosphate formation 

from these substrates. Both of MFA1 and C12-8 grew 

dĂďůĞ�Ϯ͘�dŚĞ�ƌĂƚŝŽ�ŽĨ�ŐƌŽǁƚŚ�ĂŶĚ�&��ĚĞŐƌĂĚĂƚŝŽŶ�ĐŽŵƉĂƌĞĚ�ǁŝƚŚ�ƚŚĞ�ĐŽŶƚƌŽů�ŽĨ��ϭϮͲϴ�Ăƚ�Ϯϰ�Ͳ�ϰϴ�ŚŽƵƌƐ�
ĐƵůƚƵƌĞ͘�

^ƵƉƉůĞŵĞŶƚƐ�

dŚĞ�ƌĂƚŝŽ�ŽĨ��ĂĐƚĞƌŝĂů�ŐƌŽǁƚŚ�

;^�ͬ��ͿΎ�

dŚĞ�ƌĂƚŝŽ�ŽĨ�&��
�ĞŐƌĂĚĂƚŝŽŶ��

�;^�ͬ��ͿΎΎ�;ͲͿ�&�� ;нͿ�&��

�ĞƚĂŝŶĞ�;�ĞƚͿ� ϯ͘ϰ�ц�Ϭ͘ϭϭΐ� Ϯ͘ϲ�ц�Ϭ͘ϭϭΐ� Ϭ͘ϯ�ц�Ϭ͘Ϭϯΐ�

�Ğƚн&ŽƌŵĂƚĞ� ϯ͘ϳ�ц�Ϭ͘Ϯϰΐ� Ϯ͘ϲ�ц�Ϭ͘Ϭϱΐ� Ϭ͘ϰ�ц�Ϭ͘Ϭϯΐ�

'ůǇĐŝŶĞ� Ϯ͘ϱ�ц�Ϭ͘Ϭϰΐ� ϭ͘ϱ�ц�Ϭ͘Ϭϯΐ� �Ϭ͘ϵ�ц�Ϭ͘Ϭϯ�

^ĂƌĐŽƐŝŶĞ�;^ĂƌͿ� Ϯ͘ϴ�ц�Ϭ͘Ϭϯΐ� ϭ͘ϴ�ц�Ϭ͘ϭϮΐ� Ϭ͘ϯ�ц�Ϭ͘Ϭϱΐ�

^Ăƌн&ŽƌŵĂƚĞ� ϯ͘Ϭ�ц�Ϭ͘ϭϭΐ� Ϯ͘ϭ�ц�Ϭ͘ϭϴΐ� Ϭ͘Ϯ�ц�Ϭ͘Ϭϱΐ�

^ŽĚŝƵŵ�ĐŝƚƌĂƚĞ� Ϯ͘Ϯ�ц�Ϭ͘ϬϮΐ��� ϭ͘ϰ�ц�Ϭ͘Ϭϯΐ� Ϭ͘ϰ�ц�Ϭ͘Ϭϯΐ�

^ŽĚŝƵŵ�ĨŽƌŵĂƚĞ� Ϯ͘ϯ�ц�Ϭ͘ϭϳΐ� ϭ͘ϲ�ц�Ϭ͘ϭϱ� Ϭ͘ϰ�ц�Ϭΐ�

Ύ�/ŶĚŝĐĂƚĞƐ�ƚŚĞ�ƌĂƚŝŽƐ�ŽĨ�ďĂĐƚĞƌŝĂů�ŐƌŽǁƚŚ�ǁĞƌĞ�ŵĞĂƐƵƌĞĚ�ďǇ�ŽƉƚŝĐĂů�ĚĞŶƐŝƚǇ�;K��ϲϬϬ�ŶŵͿ͖�^͕�^ƵƉƉůĞŵĞŶƚƐ͖��͕�
�ŽŶƚƌŽů�
ΎΎ�/ŶĚŝĐĂƚĞƐ�ƚŚĞ�ƌĂƚŝŽƐ�ŽĨ�ĨůƵŽƌŝĚĞ�ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ�;ŵDͿ͖�^͕�^ƵƉƉůĞŵĞŶƚƐ͖��͕��ŽŶƚƌŽů�
ΐ�ZĞƐƵůƚƐ�ǁĞƌĞ�ƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚ�ƚŽ�W�ч�Ϭ͘Ϭϱ�ĂƐ�ĐĂůĐƵůĂƚĞĚ�ƵƐŝŶŐ�Ă�ƚǁŽͲƚĂŝůĞĚ�ƚͲƚĞƐƚ�ďĞƚǁĞĞŶ�ƐƵƉƉůĞŵĞŶƚƐ�
ĂŶĚ�ĐŽŶƚƌŽů�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Table 2. The ratio of growth and FA degradation compared with the control of C12-8 at 
24 - 48 hours culture.
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better with supplements of glycine, betaine, and sarcosine 

but the degradation of FA was lower than that of control 

except for the sarcosine supplement in MFA1. Unlike 

C12-8, the growth and FA degradation of MFA1 were 

increased in supplements of arginine, histidine, glutamic 

acid, sarcosine, sodium citrate, and sodium formate 

regardless of presence or absence of FA (Table 1). For 

both Synergistetes isolates where there was a marked 

increase in growth but no commensurate increase in FA 

degradation, it is likely that bacteria are competitively 

utilizing supplements in preference to FA. However, 

after the primary growth-promoting supplement become 

limiting, it is likely that those isolates would utilize FA as 

an alternative energy source. 

4-2 Effect of selenium on growth and FA degradation 

For MFA1, bacterial growth and FA degradation were 

investigated on different amounts of selenium (0 to 40 μ

M). Growth was enhanced by increasing concentrations 

of selenium in media containing FA, and FA degradation 

showed a positive correlation with the concentration of 

selenium. However, the growth of MFA1 was not affected 

by selenium when FA was absent from the media (Fig. 

2A). For C12-8, bacterial growth and FA degradation 

were investigated on different amount of selenium (0 

to 100 μ M). Like MFA1, the growth of C12-8 was not 

affected by selenium in the absence of 10 mM FA (see 

△ , 0 μM selenium (no FA) vs. ○ , 100 μM selenium 

(no FA) in Fig. 3(A)). But, growth and FA degradation 

increased as selenium concentration increased (Fig. 3). 

In the case of selenate supplementation, the growth and 

degradation in both isolates were positively correlated 

&ŝŐƵƌĞ�ϯ͘�

�

�

�

�����������������������������������������Ϳ�
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Fig. 3.  Effect on growth (A) and FA degradation (B) of C12-
8 in PA10 media with 0.4 % YE and various concentrations 
of supplemented selenium (in presence and absence of 10 
mM FA).
△, 0 μM Selenium (no FA); ○, 100 μM Selenium (no FA); 
▲, 0 μM Selenium (FA); •, 5 μM Selenium (FA); ■, 20 
μM Selenium (FA); ●, 100 μM Selenium (FA); dotted lines 
indicated trend line
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Fig. 2. Effect of growth (A) and FA degradation (B) of 
strain MFA1 in PA-10 media with 0.2 % YE, 10 mM FA 
and various concentrations of supplemented selenium. 
*●, presence of FA; ？absence of FA) (A)
†dotted trend line indicated logarithmic trend line (B)
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with increasing concentrations of selenate in the presence 

of FA (Fig. 2 and Fig. 3). Because the growth of both 

isolates was unaffected by selenium in absence of FA, it 

suggests that this trace element is directly involved in FA 

degradation which generates energy for growth. Rother et 

al.19) reported that the amino acid fermenting bacterium 

T. denticola has a selenium requirement for selenoproteins 

involved in the glycine reductase system.

5.  Detection of FA-degrading Synergistetes

      isolates in grazing cattle in northern Australia

A survey was conducted of the prevalence of the lead FA-

degrading isolates Cloacibacillus sp. strain MFA1 and 

Pyramidobacter sp. strain C12-8 in cattle throughout 

northern Australia. Rumen samples were collected from 

cattle in a range of areas where FA-containing vegetation 

was either present or absent. DNA-derived detection 

methods were used for the survey and both bacteria 

were present in all herds sampled but the numbers were 

relatively low (~ 105 - 106 per ml rumen fluid or 0.001% 

of the total bacterial population). Cattle in the Northern 

Territory and north-west Queensland appeared to have a 

greater abundance of these bacteria than animals sampled 

from coastal properties in Queensland but seasonal 

differences were not observed (Table 3). Therefore these 

bacteria appear to be indigenous to cattle in northern 

Australia and thus inoculation of animals with FA-

degrading isolates may not be required in a strategy to 

protect animals from FA poisoning.

6.  Conclusions

In conclusion, peptide-rich protein hydrolysates are 

general nutritional stimulants for Synergistetes bacteria 

that degrade FA and specific nutrients such as arginine, 

histidine, sarcosine, and citrate may further enhance FA 

degradation. Selenium appears to be an essential co-

factor that is required to degrade FA. Feed supplements 

enriched with these nutrients may optimize the ability 

of these bacteria to protect the animal from toxicity. 

Survey results suggest FA detoxifying rumen bacteria 

are endemic to cattle in the northern beef herd but at 

relatively low numbers in the rumen. Also, the number of 

those rumen bacteria would be dependent on nutritional 

conditions such as nitrogen sources. Some of the nutrient 
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Table 3.  Detection of FA-degrading rumen bacteria strain MFA1 and strain C12-8 via qPCR analysis of DNA, collected 
from various sites in northern Australia.
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supplements tested significantly enhanced the growth 

and FA detoxifying ability of rumen bacteria and these 

nutrients are also likely to improve the growth of cattle 

especially in the dry season when nutrition is limiting. 

FA degradation appears to depend upon selenium which 

is likely to be deficient in the diet of cattle in parts of 

northern Australia and these animals would benefit from 

selenium supplementation. 
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1．はじめに

　　しょうゆ油は、丸大豆しょうゆの醸造副産物で
あり、丸大豆、小麦、食塩を原料に酵母や乳酸菌に
よる醸造過程を経たもろみを圧搾し、分離した油脂
部分である。しょうゆ油の脂肪酸組成は、大豆油に
類似し、リノール酸（C18:2）主体であるが、醸造
過程で微生物による分解・修飾作用を受けるため、
大豆油はほとんどトリグリセリドであるのに対し、
しょうゆ油は遊離脂肪酸が約12%、脂肪酸エチルエ
ステルが約 61%を占める（表 1）。そのため、しょ
うゆ油は、しょうゆ独特の香気と褐色の色合いを有
し、一般的な食用油脂と比較して粘性が低い特徴を
有する。
　

しょうゆ油は、国内で年間に約1万トン排出される
と推定され、その一部は養魚用飼料として利用され
ているが、大部分は重油の代替燃料として利用さ
れている。しょうゆ油の乳牛用飼料としての利用
が進めば安価なエネルギー源となる。また、抗腫
瘍作用、免疫賦活作用 1)などを示す共役リノール酸
（cis9trans11CLA）が乳中脂肪酸に占める割合は、大
豆油給与あるいは全粒大豆給与により、増加する事
が確認されている 2)3)。大豆油の脂肪酸組成に類似
するしょうゆ油の給与によって、共役リノール酸の
増強効果も期待されるが、これまで反芻動物用飼料
としての検討はほとんど行われていない。
　そこで、本研究ではしょうゆ油の有効的かつ機能
的な利用を目的として、乳牛へのしょうゆ油給与に
よるルーメン内発酵特性を明らかにするとともに、
給与水準と乳生産の関連について検討した。

2．乳牛へのしょうゆ油のルーメン内大量・

　  長期投与

　反芻動物の飼料中に脂質を添加すると、脂質以外
のエネルギー源の消化率が低下するなど、ルーメン
発酵が影響を受けることが知られている 4)5)。しょ
うゆ油を乳牛用飼料として利用するためには、その
飼料特性を明らかにする必要があることから、ルー
メン内へのしょうゆ油の大量、長期投与が泌乳牛の
ルーメン内発酵と乳生産に及ぼす影響を評価する実
験を行った。

乳牛へのしょうゆ油の給与がルーメン内発酵と乳生産に及ぼす影響
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表 1．しょうゆ油の脂肪酸組成
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表 2．しょうゆ油 1000g/ 日をルーメン内投与した時の摂取量、乳生産および体重の推移

　2-1　材料と方法
　ルーメンフィステルを装着したホルスタイン種初
産泌乳牛4頭（試験開始時分娩後日数213±23日、
生体重 587± 93kg）を供試した。試験期間は 54日
間（約8週間）とし、粗濃比75:25のTMR（TDN64.5%、
CP17.3%）を 1日 1回 10:00に給与した。給与量は
10%程度の残飼が生じる量とし、翌日の9:00に残飼
量を測定した。1日の摂取量は給与量と残飼量の差
とした。試験8日目（2週目）から42日間（6週間）、
しょうゆ油 1000g/頭 /日（08:30と 17:30にそれぞれ
1/2量）をルーメンフィステル経由でルーメン内に
直接投入した。搾乳は毎日09:00と19:00に行い、乳
量を毎回記録し合計量を1日当たりの乳量とした。　
ルーメン内容液はルーメンフィステル経由で13:00

に採取した。なお、この報告におけるすべての動物
実験は「地方独立行政法人北海道立総合研究機構動
物実験指針」に基づいて実施した。乳脂肪中の脂肪
酸組成は、乳脂肪をメチルエステル化後、ガスクロ
マトグラフ法により求め、乳中のCLA含量は、乳
脂肪率から求めた脂肪量にCLA割合を乗じて求め
た。統計処理は、試験1週目と試験2～8週目の値に
ついて対応のある t検定を行った。

　2-2　結果と考察
　試験期間中、乾物摂取量は13～14kgDM/日で推移
した。しょうゆ油投与期間のEE/DMIは10%を超え、
CP/DMIは低下し、TDN/DMIは上昇し、GS/DMIは
低下した。乳量はおおよそ20kg/dで推移し、しょう
ゆ油投与による影響はなかった。乳脂肪率は試験3

週目（しょうゆ油投与2週目）以降有意に低下し、
結果的に4%FCMも試験3週目以降有意に低下した。
乳脂肪率は試験5週目で最も低くなり、試験1週目
との差は1.26%ポイントであった（表2）。
　ルーメン内容液の pHは 6.5～6.7、NH3-N濃度
は 6.7～12.2mg/dl、総 VFA濃度は 7.6～10.5mmol/

dlの範囲で推移した。VFA中の酢酸割合は 65.5～
71.0mol%、プロピオン酸割合は 15.7～18.9mol%の
範囲で推移した。試験4、5週目の総VFA濃度がや
や低い値を示したが、試験4週目に供試サイロの変
更があったことが影響していると考えられる（表3）。
　乳脂肪中の脂肪酸組成は、しょうゆ油投与によ
り、C4:0、C6:0、C8:0、C10:0、C12:0、C14:0、
C16:0およびC17:0の割合が低下し、C18:0、C18:1、
trans11C18:1および cis9trans11CLAの割合が増加し
た。trans11C18:1および cis9trans11CLAの割合はし

(�

DMIAkg/� 13.9 14.0 12.9 13.0 13.9 14.0 13.7 13.6
?13...TMR@ (13.9) (13.0) (11.9) (12.0) (12.9) (13.0) (12.7) (13.6)
?13 2918�@ (0.0) (1.0) (1.0) (1.0) (1.0) (1.0) (1.0) (0.0)

)�����A%
EE/DMI 3.3 10.2 ,, 10.8 ,, 11.0 ,, 10.6 ,, 10.4 ,, 10.6 ,, 3.5
CP/DMI 17.0 15.8 ,, 15.7 ,, 15.9 ,, 16.4 ,, 16.4 ,, 16.4 ,, 17.7
TDN/DMI 64.5 75.0 ,, 75.9 ,, 75.8 ,, 75.1 ,, 75.0 ,, 75.2 ,, 64.5
GS/DMI 75.4 70.0 ,, 69.5 ,, 69.5 ,, 69.9 ,, 70.0 ,, 69.9 ,, 75.4

���Akg/�
�% 20.8 20.8 19.7 19.3 20.4 20.0 19.9 19.5
4>FCM 21.4 21.7 18.9 , 17.3 , 17.3 , 16.9 , 17.1 ,, 17.2 ,,

���A%
� �� 4.21 4.29 3.73 , 3.31 , 2.95 ,, 2.97 , 3.04 , 3.22 ,

�!�#� 3.23 3.12 3.12 3.08 2.99 3.00 2.98 3.00
��� 4.31 4.34 4.30 4.28 4.27 4.31 4.33 4.33
� 	�� 8.46 8.45 8.43 8.36 8.23 8.28 8.30 8.31

BWAkg 589 593 588 582 585 589 597 596
.1) B 2918�6���'72C7$ ?"*4$��5�"<;=6
�0:@ /
** B "*1$�46'5���0: ?P<0.01@/
.* B "*1$�46'5���0: ?P<0.05@/

"*&��$
-+

21 3 4 5 6 7 8
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ょうゆ油投与後3週間かけて上昇し、3週目にはそ
れぞれ14.7、6.3%を示し、しょうゆ油投与中はその
水準を維持した。炭素鎖数の違いで脂肪酸を区分す
ると、しょうゆ油投与によりC<16およびC=16の割

合は低下し、C>16の割合は高まった。また、飽和
度の違いで脂肪酸を区分すると、しょうゆ油投与に
より飽和脂肪酸の割合は低下し1価および多価不飽
和脂肪酸の割合は高まった（表4）。

��

pH 6.5 6.5 6.5 6.6 6.6 6.5 6.5 6.7
7.8 7.7 8.2 6.7 9.0 9.6 12.2 8.6

�VFA3mmol/dl 9.8 9.3 10.9 8.1 �� 7.6 10.5 10.3 8.3 �

VFA�	3mol%
�� 69.2 67.8 65.5 68.0 70.6 68.1 67.4 71.0 ��

./-+0� 16.6 17.5 18.6 18.2 � 18.1 18.2 18.9 � 15.7
A/P 4.2 3.9 3.5 3.8 � 3.9 3.8 3.6 � 4.5
�1) 4 "(!'�%����&287� 1��4���$��,*/%�
 )2 �
** 4 ��1��#%�$��� ) 1P<0.012�
�* 4 ��1��#%�$��� ) 1P<0.052�

������
��

NH3-N3m6/57

1 2 3 4 5 6 7 8

C  4:0 L()M 4.1 4.3 3.6 5 3.4 3.1 3.3 5 3.4 3.6 55

C  6:0 (cWYi)M 2.0 1.7 5 1.2 55 1.1 5 1.0 5 1.0 5 1.0 55 1.4 55

C  8:0 LUX\i)M 1.1 0.8 5 0.5 55 0.4 5 0.4 5 0.4 5 0.4 55 0.6 5

C10:0 L^jVi)M 2.3 1.6 5 0.9 55 0.8 55 0.7 5 0.7 5 0.7 55 1.2 5

C12:0 LeTfi)M 2.7 1.9 5 1.1 55 1.1 5 1.0 5 1.1 5 1.0 5 1.6 5

C14:0 LdfZ]i)M 11.1 8.1 5 5.7 5 5.6 5 5.7 5 6.1 5 5.7 5 8.6
C14:1 LdfZ_hSi)M 0.9 0.7 5 0.4 5 0.5 5 0.6 0.6 0.5 0.9
C15:0 Lcki\^jVi)M 1.2 1.0 0.9 5 0.9 5 1.0 1.1 1.0 1.2
C16:0 Lakgd]i)M 33.0 25.9 55 20.7 55 20.9 55 22.3 55 21.7 55 21.0 55 26.6 5

C16:1 Lakgd_hSi)M 1.7 1.5 5 1.6 1.9 5 2.1 5 1.8 1.9 1.9
C17:0 Lcbk\^jVi)M 0.8 0.5 5 0.4 5 0.4 5 0.4 5 0.4 5 0.4 5 0.5 5

C18:0 LZ^Rfi)M 9.7 11.1 12.8 55 11.1 5 10.2 10.6 10.5 9.5
C18:1 LUhSi)M 20.9 21.2 25.0 5 25.4 5 24.2 25.4 5 25.7 55 26.2 55

t11C18:1 L_eiZajX[i)M 1.4 9.9 55 14.4 55 14.7 55 14.2 55 13.3 55 13.5 55 5.4 5

C18:2 Lf`Qg)M 1.4 1.4 1.3 1.4 1.5 1.8 1.8 1.7 5

c9t11CLAL
�f`Qg)M 0.6 3.4 55 5.4 55 6.3 55 7.2 55 6.1 55 6.5 55 3.1 55

C18:3 Lf`hi)M 0.6 0.4 5 0.3 55 0.3 55 0.4 5 0.5 0.5 0.4 5

=A� 4.5 4.6 3.8 5 3.8 4.0 4.1 4.5 5.6 55

C<16 25.4 20.1 5 14.3 55 13.8 5 13.5 5 14.3 5 13.7 5 19.1 5

C=16 34.7 27.4 55 22.3 55 22.8 55 24.4 55 23.5 55 22.9 55 28.5 5

C>16 35.4 47.9 5 59.6 55 59.6 55 58.1 55 58.1 5 58.9 55 46.8 5

1��@EG��N%2)

1�$#) 68.0 56.9 5 47.8 55 45.7 55 45.8 55 46.4 55 45.1 55 54.8 55

���1�$#) 24.9 33.3 5 41.4 55 42.5 55 41.1 5 41.1 55 41.6 55 34.4 5

���1�$#) 2.6 5.2 5 7.0 55 8.0 55 9.1 55 8.4 55 8.8 55 5.2 55

��100g9>Fc9t11CLA*Nmg 24.2 143.6 55 200.0 55 207.0 55 212.3 55 182.0 55 198.4 55 98.5 5

71) O <D:C�A"��-B2P7' L&24'��@�&JIKA��9FM 8
72) O =A�A��H.;/%	8
** O &21'�?A-@���9F LP<0.01M8
7* O &21'�?A-@���9F LP<0.05M8

0�
&2,��'

1)

$#)!�N%

� +�@EG��N3
64

1 2 3 4 5 6 7 8

表 3．しょうゆ油 1000g/ 日をルーメン内投与したときのルーメン内溶液性状の推移

表 4．しょうゆ油 1000g/ 日をルーメン内投与したときの乳脂肪中脂肪酸割合の推移
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　乳牛への脂肪の多給は、ルーメン内発酵に対する
影響が少ないタイプの脂肪でも、DMIは減少する
ことが指摘されており 6)、飼料中のEE含量は6～7%

を超えるべきではないとされる 7)。本試験において
EE/DMIはしょうゆ油投与によりNRCの推奨値を
大きく超過し、10.2～11.0%であったが、DMIの明
らかな低下は確認されなかった。試験 3、4週目の
DMIが他の時期に比べ低い値を示したが、サイロ
の変更がその原因と考えられる。しょうゆ油投与開
始直後の試験2週目にDMIの低下がなく、試験5週
目以降は試験開始時と同程度の値で推移したことか
ら、しょうゆ油投与がDMIに及ぼす影響は小さい
と考えられる。
　従来、乳脂肪率の低下は粗濃比の違いによるルー
メン内VFA組成の変化、主に酢酸産生量の低下に
よって説明されてきた 8)9)。しょうゆ油の投与によ
り摂取飼料中EE割合が 10%DMを超えた本試験で
は、ルーメン内発酵に著しい悪影響はなかったにも
かかわらず、乳脂肪率は大きく低下した。乳脂肪の
生産を低下させるような乳牛の飼養条件として、
ルーメン内における多価不飽和脂肪酸の水素添加過
程で、乳腺における乳脂肪合成を阻害する脂肪酸
が生成され、それが下部消化管へ流出し吸収され
ることを原因とする「水素添加説（biohydrogenation 

theory）」が考えられる 10)。乳脂肪の合成を阻害する
脂肪酸としては trans10cis12CLAがあり 11)、その割
合が増加すると乳脂肪量は減少する12)。その他にも、
cis10trans12CLA13）、および trans9cis11CLA14)の脂肪
酸が乳脂肪の合成を阻害することが明らかとなって
いる。本試験で用いたしょうゆ油の脂肪酸組成は
C18の不飽和脂肪酸が83%を占めており、ルーメン
内における水素添加の過程で、乳腺での脂肪酸合成
を阻害する脂肪酸が形成され、下部消化管へ流出し
吸収された結果、乳脂肪率が低下したと推察される。

3．乳牛へのしょうゆ油のルーメン内投与量の違い

　  による影響

　しょうゆ油の大量・長期投与試験では、ルーメン
内発酵は著しく阻害されないが、乳脂肪率は大きく
低下することが明らかとなった。そこで乳脂肪率を
低下させないしょうゆ油の給与水準を決定する実験

を行うこととした。
　3-1　材料と方法
　ルーメンフィステルを装着したホルスタイン種
初産泌乳牛 8頭（試験開始時分娩後日数 117± 22

日、生体重 574± 29kg）を供試し、2頭ずつ 4群に
分け、1期28日間の 4×4ラテン方格法により飼養
試験を実施した。粗濃比50:50のTMR（TDN69.9%、
CP15.0%）を 1日 1回 10:00に給与した。給与量は
10%程度の残飼が生じる量とし、翌日の 9:00に残
飼量を測定した。1日の摂取量は、給与量と残飼量
の差とした。しょうゆ油の投与量は0、200、400、
600g/頭 /日の4水準を設け、それぞれ0g区、200g区、
400g区、600g区とした。しょうゆ油の投与は08:30

と17:30にそれぞれ1/2量をルーメンフィステル経由
でルーメン内に直接投入した。搾乳は毎日09:00と
19:00に行い、乳量を毎回記録し合計量を1日当た
りの乳量とした。本実験ではルーメン内溶液および
血液試料をしょうゆ油の投与（08:30）の1時間前か
ら9時間後にかけて、1時間間隔で採取した。ルー
メン内容液はルーメンフィステル経由で、血液は頸
静脈に留置したカテーテル経由で採取した。統計処
理は、ラテン方格法の分散分析を行った。処理区間
の差はTukey法により検定した。

0g� 200g� 400g� 600g�
DMI+kg 18.1 18.4 17.6 17.0
)#%"" TMR* )18.1a

* )18.2a
* )17.2ab

* )16.4b
*

)#%$(#'�* (0.0) (0.2) (0.4) (0.6)
!�����+%

EE/DMI 3.9D 5.0C 6.1B 7.3A

CP/DMI 15.6A 15.4B 15.3C 15.1D

TDN/DMI 71.3D 73.3C 75.0B 76.9A

GS/DMI(%) 50.0 49.5 48.9 48.2
���+kg/�
�� 24.6 25.4 26.0 24.8
4%FCM 24.8 25.5 25.3 22.1

��+%
���� 4.20 4.06 3.94 3.36
����� 3.60 3.52 3.39 3.38
��� 4.51 4.53 4.55 4.57
������ 9.13 9.08 8.98 8.98

A,B,C,D , ��	 &��
)P<0.01*
a,b , ��	 &��
)P<0.05*

$(#'����

表 5．しょうゆ油のルーメン内投与量の違いが摂取量
　　   および乳生産に及ぼす影響

－　22　－



　3-2　結果と考察
　DMIはしょうゆ油投与量の増加にともない低い
値を示した（P=0.11）。しょうゆ油投与量の増加に
より、EE/DMIと TDN/DMIは有意に増加し、CP/

DMIは有意に低下した（いずれもP<0.01）。しょう
ゆ油投与量の違いによる乳量への影響はなく、24.6

～26.0kg/日の範囲であった。4%FCMは600g区が他
3区に比べて低い値を示したが有意差は認められな
かった（P=0.16）。乳脂肪率は、しょうゆ油投与量
が多いほど低下する傾向を示し（P=0.06）、600g区
の低下は特に大きくなった（0g区の乳脂肪率を100

とした比率で表すと200、400および600g区はそれ
ぞれ 96.6、93.8、80.0）。乳蛋白質率は 400gおよび
600g区でやや低くなったが有意差は認められなか
った（表5）。
　総VFA濃度とA/P比は試験区間に大きな差はなく

推移も類似していたが、600g区は他3区よりも常に
低値で推移した。プロピオン酸濃度の推移に処理間
差はないが、酢酸濃度は600g区が他3区よりも常に
低値で推移した（図 1､ 2）。pHとNH3-N濃度は、
それぞれ、試験区間で有意差の認められた時間もあ
ったが、その差は小さく、試験区間の推移は類似し
ていた。
　しょうゆ油を投与した 3区のルーメン内容液中
C18:2、trans11C18:1、cis9trans11CLA濃度は、しょ
うゆ油投与後に最大値を示し、その値はしょうゆ油
投与量が多いほど大きくなった。血清中のC18:2、
trans11C18:1、cis9trans11CLA濃度は、経時的な変動
が小さく、しょうゆ油投与後の明確なピークは認め
られなかった。その値は、しょうゆ油投与量が多い
ほど高い値を示した。しかし、しょうゆ油の投与
量を高めると、乳脂肪中のC18:2割合に処理間差は
なかったものの、trans11C18:1と cis9trans11CLAの
割合は大きくなり、0、200g区、400g区および600g

区間の差は有意であった（P<0.01）（図3）。0g区、
200g区400g区、600g区の生乳100g中のCLA含量は、
それぞれ、17.5、26.0、45.6、57.0mgとなり、0gと
200g区に対し、400gと600g区の増加は有意であっ
た（P<0.01）。
　本試験において、しょうゆ油投与量が多いほど
DMIが低下する傾向が確認された。油脂のタイプに
よりDMIに及ぼす影響は異なる。パーム油脂の脂
肪酸Caや未加工の動物性脂肪を給与するとDMIは
直線的に低下するが、油料種子や水素添加した脂肪
の添加量とDMIには直線的な関係はない。この違
いは、油脂中の不飽和脂肪酸割合が影響すると考え
られており 15)、不飽和の長鎖脂肪酸が乳牛の小腸へ
到達すると消化管運動が低下することにより、DMI

も低下することが指摘されている 16)。また、不飽和
脂肪酸はルーメン内で水素添加されるが、脂肪源に
より水素添加される程度が異なる7)ことも飼料摂取
量に影響を与えると考えられる。
　本試験ではDMIの低下傾向がみられたものの、
投与量の多い前述の試験（1000g/日）では明らかな
DMIの低下は確認されなかった。本試験との飼養
条件で大きく異なったのは給与TMRの乾物中粗飼
料割合が、前述の試験で75%であったのに対して、

図 1．しょうゆ油のルーメン内投与量の違いが
　　   総 VFA濃度に及ぼす影響

図 2．しょうゆ油のルーメン内投与量の違いが酢酸、
　　  プロピオン酸濃度および酢酸 /プロピオン酸比に
　　  及ぼす影響
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本試験が 50%であった。飼料中の粗飼料割合を制
限すると脂質の加水分解と水素添加が低下すること
から 4)、ルーメン内において脂質の水素添加される
程度が異なり、下部消化管で吸収された不飽和脂肪
酸量に違いがあった可能性が考えられる。
　前述の試験と同様に、本試験においてもルーメン
内発酵に明らかな負の影響は確認されなかった。そ
の一方で、しょうゆ油を乳牛へ400g/日給与すると、
DMIや乳生産に負の影響はないが、cis9trans11CLA

の割合は増加し、DMIや乳生産に負の影響はない
が、給与2時間後に総VFA濃度が有意に低下（対照

区10.4に対し8.0mmol/dl）したことからルーメン内
発酵がやや抑制されたとする報告 17)もある。しょう
ゆ油がルーメン内発酵へ及ぼす影響を明らかにする
には、更なる検討が必要とされる。
　ルーメン内容液のC18:0はしょうゆ油投与後
にピークが見られたものの速やかに低下し、
trans11C18:1は投与量に応じて上昇する傾向を示
した。一方、cis9trans11CLAは trans11C18:1よりも
ピーク値は低く、その後の低下も早かった。この
ことはC18:2から trans11C18:1への水素添加が、
trans11C18:1からC18:0への水素添加に比べて速い

�

図 3．しょうゆ油のルーメン内投与量の違いがルーメン内容液（①）、血清（②）、および乳脂肪（③）の脂肪酸に及ぼす影響
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ことを意味しており、C18:2の水素添加経路の最初
の中間物質である cis9trans11CLAは速やかに代謝
され trans11C18:1となり、ルーメン内に蓄積される
と考えられる。血清中および乳脂肪中のC18:0は
0、200g区に比べて 400、600g区がやや高くなり、
trans11C18:1および cis9trans11CLAにおいても、し
ょうゆ油の投与量に応じて高くなった。乳脂肪中
に含まれる cis9trans11CLAがルーメン内で生成され
た cis9trans11CLAに由来すると仮定すると、今回得
られたルーメン内の cis9trans11CLA濃度はかなり
低い値であった。乳脂肪中の cis9trans11CLAは、
生体内で乳牛の体組織中にある⊿ 9-不飽和化酵素
によって trans11C18:1から生成される経路が存在す
る 18)。本結果においても、ルーメン内溶液および
血清中の trans11CLA濃度は、cis9trans11CLAに比べ
て高い値だったことから、ルーメン内から流出し
た trans11C18:1が小腸から吸収され、乳腺において
⊿ 9-不飽和化酵素によって cis9trans11CLAに転換さ
れたことも考えられる。以上の結果から、しょうゆ
油投与時に乳中CLAが増加する機序をまとめると
図4のように表わされる。

　
4．乳牛におけるしょうゆ油の経口摂取による影響

　上述した試験では、しょうゆ油をルーメン内へ直
接投与し、乳生産と飼料摂取に及ぼす影響と給与水
準について検討した。その結果、乳脂肪率を変化さ
せずに乳脂肪中のCLAを高めるしょうゆ油の1日当
たりの投与量は 400g/頭 /日であることを明らかに
した。本試験ではしょうゆ油 400gを含む飼料を経
口摂取させ、ルーメン内投与時と同様の影響がある
か確認し、しょうゆ油給与が飼料の成分消化率に及
ぼす影響について検討するとともにしょうゆ油の

TDN値を算出する。
　4-1　泌乳牛試験（泌乳試験）
　（1）材料と方法
　ルーメンフィステルを装着したホルスタイン種
初産泌乳牛 9頭（試験開始時分娩後日数 142± 34

日、生体重 546± 41kg）を供試し、3頭ずつ 3群に
分け、1期28日間の 3×3ラテン方格法により飼養
試験を実施した。粗濃比50:50のTMR（TDN78.0%、
CP14.1%）を基礎飼料として1日1回10:00に給与し
た。給与量は約 10%の残飼が生じる量とし、給与
量と残飼量の差を摂取量とした。試験処理は併給飼
料により設定し、アルファルファミールにしょう
ゆ油、あるいは大豆油を4:1の割合で吸着させた飼
料2000gFM/頭 /日を併給したしょうゆ油区と大豆油
区、アルファルファミール1600gFM/頭 /日を併給し
た対照区の3区を設けた。併給飼料は1日2回10:00

と17:00に、それぞれ1/2量をトップドレスで給与し
た。統計処理は、ラテン方格法の分散分析を行った。
処理区間の差はTukey法により検定した。
　（2）結果と考察
全供試牛は、トップドレスした併給飼料を給与後
15分程度で概ね全量摂取した。
処理区間のDMI（16.5～17.5kgDM/日）、乳量（24.5

～26.3kg/日）および 4%FCM（23.9～25.1kg/日）に
有意差はなかった。しょうゆ油区と大豆油区の乳脂
肪率は低下傾向を示し（しょうゆ油区3.70%、大豆
油区3.67&、対照区3.99%；P=0.06）、乳蛋白質率は
有意に低下したが（しょうゆ油区3.06%、大豆油区
3.05%、対照区3.99%；P<0.05）、乳蛋白質量に有意
差は認められなかった（しょうゆ油区0.76kg/日、
大豆油区0.80kg/日、対照区0.79kg/日）。
　対照区と比較して、しょうゆ油区と大豆油区の乳
脂肪中C6:0、C8:0、C10:0、C10:1、C12:0、C14:0、
C15:0およびC16:0の割合は有意に低下し（いずれ
も P<0.01）、C18:0、C18:1、trans11C18:1、C18:2、
および cis9trans11CLAの割合は有意に高まった（い
ずれも P<0.01）。生乳中 cis9trans11CLA含量は、し
ょうゆ油区と大豆油区で有意に高まった（P<0.01）
（表6）。
　乳脂肪率は油脂給与により低下傾向を示し
（P=0.06）たが、その低下ポイント数は前述した試
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図 4．しょうゆ油投与時に乳中CLAが増加する機序
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表 6．油脂飼料の経口摂取が乳脂肪中の脂肪酸組成
　　  および生乳中CLA含量に及ぼす影響

表 7．油脂飼料経口摂取時の飼料消化率 表 8．しょうゆ油と大豆油のEE消化率と TDN（%）

����
� ��
� ���

���%
DM 70.2 70.6 70.5
OM 73.0 73.5 73.3
CP 66.0 66.0 67.2

EE 88.4A 88.7A 83.1B

NDF 59.0 59.8 59.2
NFC 88.0 88.4 90.1

TDN�%DM 74.3a 74.3a 71.1b

A,B � �����	���P<0.01�
a,b � �����	���P<0.05�

���� 95.4 ± 2.6 214.1 ± 5.8
�� 97.4 ± 2.5 219.0 ± 5.6
����

 97.0 218.3
  
! 	
��������2009�������

EE��� TDN
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験の400g区と同程度であった。乳蛋白質率は油脂
給与により有意に低下した（P<0.05）。前述の試験
において乳蛋白質率に有意差はなかったが、400g

と 600g区はやや低い値を示した。また1000g/日を
長期間投与した試験でも、投与期間中の乳蛋白質率
はやや低い値を示したことから、しょうゆ油投与に
よる乳蛋白質率低下の影響が伺われる。乳蛋白質率
低下の原因については更なる検討が必要である。
　4-2　しょうゆ油の栄養価の査定（消化試験）
　（1）材料と方法
　ルーメンフィステルを装着したホルスタイン種
非妊娠乾乳牛6頭（試験開始時生体重736±132kg）
を供試し、2頭ずつ3群に分け、1期28日間の3×3

ラテン方格法で、全糞採取法による消化試験を実施
した。各期22日目に糞尿分離装置を備えたストー
ルへ移動した。糞尿は各期最後の4日間全量を分離
計量し、よく攪拌した後、その一部を採取し分析試
料とした。試験処理、飼料給与方法、および統計処
理は試験4-1に準じた。
　（2）結果と考察
　DMIに有意差はなかった。対照区と比較して、
しょうゆ油区と大豆油区のEE/DMIは有意に高く
（P<0.01）、CP/DMIは有意に低下した（P<0.01）。
　しょうゆ油区と大豆油区のEE消化率は有意に
高まり（P<0.01）、NFC消化率は低下傾向を示した
（P=0.06）。その他の成分消化率に有意差は認められ
なかった。飼料全体のTDN含量はしょうゆ油区と
大豆油区で有意に高まった（P<0.05）（表7）。
　しょうゆ油と大豆油のEE消化率とTDN含量に有
意差はなく、その値は植物性油脂の値 19)と同程度で
あった（表8）。
　油脂の給与により飼料全体の炭水化物消化率、特
に繊維消化率への悪影響が懸念されたが、NDF消
化率に油脂摂取による影響はなく、NFC消化率に
わずかな低下傾向が認められた。一方、EE消化率
は油脂摂取により有意に高まり、TDN含量も有意
に高まった。一般的な植物性油脂は、その大部分が
トリアシルグリセロールであるのに対し、しょうゆ
油は脂肪酸エチルエステルや遊離脂肪酸の割合が高
く、乳牛による利用性が異なる可能性が考えられた
が、しょうゆ油と大豆油のEE消化率とTDNに有意

差はないことから、乳牛用としての、しょうゆ油の
飼料価値は大豆油と同等であることが明らかとなっ
た。

5．おわりに

　我々は、しょうゆ油の有効的かつ機能的な利用の
ため、その飼料特性と泌乳牛への給与水準を明らか
にすることに取り組んだ。
その結果、しょうゆ油は、EE消化率とTDN含量が
高く、その値は大豆油と遜色ないことが確認され、
乳牛用飼料として利用できると考えられた。泌乳牛
におけるしょうゆ油の多量給与はルーメン内発酵を
著しくは阻害しないものの、乳脂肪率は低下し、乳
脂肪中の trans11C18:1と cis9trans11CLA割合、乳中
cis9trans11CLA含量が高まることが明らかとなった。
また、乳脂肪率を低下させず cis9trans11CLAを高め
るための、しょうゆ油の給与量は400g/日が適当で
あることを示した。
　大豆油と同様に、しょうゆ油を多量に用いると、
DMIと乳蛋白質率が低下する可能性があるので、
乳牛用飼料としての利用を推進するためには、これ
ら低下の機序を明らかにすることが望まれる。さら
に、給与飼料中の粗飼料割合の違いによる影響、粗
飼料源の違いによる影響についても明らかにすべき
問題と考えられる。
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1．はじめに

　家畜における日常の飼養管理のなかで、去勢、除
角、離乳、群編成の変更、拘束・隔離、輸送など、
動物にとって避けることのできないストレス負荷は
心身の健康や成長、さらには生殖機能にまで重大な
影響をおよぼすことがあるため、アニマルウェルフ
ェアの観点からも、ストレス負荷をできるだけ軽減
する飼養管理が求められている。アニマルウェルフ
ェアとは1960年代にイギリスを中心に発達したも
ので、世界動物保健機構 (OIE）の定義では「アニ
マルウェルフェアとは、いかに動物が生活環境と適
応しているかを意味する。もし（科学的事実に基づ
き）、健康で、快適で、快適で、栄養状態が良く、
安全で、内的に動機付けされた行動ができ、そして
もし苦痛、恐怖、慢性的ストレスのような不快な状
態にないのなら、動物は福祉が良い状態だといえ
る。」とされている 1）。また、アニマルウェルフェ
アを評価する国際的な福祉基準として1992年にイ
ギリスの農用動物福祉審議会が5つの自由①空腹・
渇きからの自由（健康と活力を維持させるため、新
鮮な水および餌の提供）、②不快からの自由（庇陰
場所や快適な休憩場所などの提供も含む適切な飼養
環境の提供）、③痛み、損傷および病気からの自由（予
防または的確な診断と迅速な処置）、④正常行動発
現の自由（十分な空間、適切な刺激、仲間との同居）、
⑤恐怖・苦悩からの自由（心理的苦悩を避ける状況
および取扱いの確保）という概念を提唱している2）。
これら5つの自由は現在、家畜だけではなく、愛玩
動物、展示動物および実験動物など、人間の飼育下
に置かれたすべての動物に対する福祉基準となって

いる。
　アニマルウェルフェアを評価する指標の１つとし
てストレス評価があげられる。動物におけるストレ
ス評価として、最もよく利用されているのが行動学
的指標を用いた評価である。行動学的ストレス評価
は現場で動物の維持行動や社会行動、異常行動など
を観察することにより、場合によってはその場で動
物へのストレス負荷に対して対処することができる
ため、利用しやすい評価法である。しかし、行動学
的評価は主観的な評価となることがあるため、客観
的な評価として生理学的指標を用いたストレス評価
が行われる。

2．客観的ストレス評価の指標と選択

　ストレス評価における生理学的指標としては、
グルココルチコイド、活動電位、心拍数、血圧、呼
吸数、体温、伝達物質、血球成分、代謝産物、代謝
性ホルモンなど数多くの指標がある。コルチゾール
はグルココルチコイドの一種であり、基礎分泌もス
トレスによる分泌もACTH(副腎皮質刺激ホルモン）
に依存する（HPA軸）。動物はストレスに曝される
と、このHPA軸の働きにより副腎皮質からコルチ
ゾールが分泌されるが、曝されるストレスが精神的
なものであっても身体的なものであっても鋭敏な反
応を示すため、数多くある生理学的指標の中で最も
生理学的ストレス評価の指標に使用されるのは血漿
中コルチゾール濃度である。ただし、血中コルチゾ
ールを指標としてストレス評価を行う場合、多くは
複数回の採血を必要とする。血液の採取は侵襲的で
あり、それ自体がコルチゾール値の上昇につながる

新たな生理学的ストレス評価法とその応用

林　英明
（酪農学園大学獣医学群）
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表 1．各種サンプルにおけるコルチゾールの特徴

可能性を考慮する必要がある。
　近年、様々な動物種において血中のコルチゾール
が糞便 3）や尿 4）、唾液 5）、乳汁 6）、被毛 7）などに移
行することが明らかとなっており、痛みや苦痛を伴
わずに採取できる生体試料中のコルチゾールまたは
その代謝産物を利用したストレス評価への検討が注
目されている。これらの移行サンプルは、それぞれ
において血中コルチゾールを反映する期間や侵襲
性、安定性などが異なっているため（表 1）、どの
ようなストレス評価を行いたいかによって利用する
サンプルを選択する必要がある。一般的に血中コル
チゾール濃度から慢性ストレスを捉えることは難し
いとされるが、糞便や尿中におけるコルチゾールの
排泄は数時間～数日にわたって蓄積されるために、
コルチゾールの日内変動を緩衝できるうえ、短期的
な評価に使用できるとされており、被毛では生えて
いる間という数か月間にもおよぶ長期間のコルチゾ
ールを蓄積するので長期にわたるストレスの判定あ
るいは慢性的ストレス評価に使用できるとされてい
る。

　ウシにおいて血中のコルチゾールが唾液中に移
行するには10分程度のタイムラグが必要とされて
おり 8）、血漿コルチゾール濃度と唾液コルチゾール
濃度との間には有意な相関があることも明らかとな
っている 9）。除角のような超短期的なストレス負荷
において、血漿中コルチゾール濃度は除角直後で有
意に上昇し、除角30分後まで有意に高い値で推移
するのに対して、唾液中コルチゾール濃度は除角
10分から30分後にかけて除角前に対して有意に上
昇しており、60分後以降は元の値で推移していた
（図1）。また、調査したすべての時間において血漿
中コルチゾール濃度は唾液中コルチゾール濃度より
有意に高い値を示した。これらのことから、唾液中

コルチゾールは血中コルチゾールの代用として使用
することが可能であると示唆される。

3.  被毛中コルチゾールの特徴と変動要因

被毛中コルチゾール含有量を用いたストレス評価法
の利点として採材が簡単であること、非侵襲的で動
物への負担が少ないこと、被毛が生えてから抜ける
までの血中コルチゾール濃度が反映されるため慢性
疾患など長期的なストレス評価の指標として用いる
ことができることがあげられる。被毛にコルチゾー
ルが移行するメカニズムはまだ解明されていない
が、毛包周囲の毛細血管から直接移行する経路と毛
細血管から毛包周囲組織であるエクリン腺や皮脂腺
に移行したコルチゾールが毛幹に移行する経路が考
えられている 10）。被毛へ移行したコルチゾールは紫
外線や水などで徐々に分解されていくが、直射日
光の当たらない室温で保存した場合1年間以上の安
定性が維持される 10）ことが明らかとなっている。
また、他の動物種と同様にウシにおいても被毛色 11）

や被毛の生える部位 12）などの違いが被毛中コルチ
ゾール含有量に影響を与えることが明らかとなって
いる。さらに、季節 (気温）の変化も被毛中コルチ
ゾール含有量に影響を与えることが明らかとなって
いる 13）。離乳を伴う成長により、ウシの血漿中コル
チゾール濃度は有意に減少することが明らかとなっ
ており、血中のコルチゾールが移行して蓄積してい

図 1．除角前後におけるコルチゾール濃度変化。
白抜きは処置前に対して有意差あり (P＜ 0.05)。
※唾液濃度に対して有意差あり　(P＜ 0.05)
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く被毛中のコルチゾールにおいても、離乳を伴う成
長により含有量は有意に減少する。また、乳牛にお
けるライフサイクルの一環である分娩や泌乳が被毛
中コルチゾール含有量に与える影響について、血漿
コルチゾール濃度は乾乳期から分娩に向けて右肩上
がりで上昇した後、急激に減少し、次の分娩に向け
て徐々に上昇するような動態を示す。対して、被毛
中コルチゾール含有量は乾乳期から泌乳初期にかけ
て高い値を維持しており、その後の泌乳中は低い値
を維持するような動態を示す。このように、ウシ被
毛中のコルチゾール含有量は様々な要因により値が
変動するため、他個体との比較を行う場合は採取す
る場所、被毛色、月齢や泌乳ステージなどを考慮し
たうえで評価に用いる必要がある。

4.  被毛を用いた新たな客観的ストレス評価

　前述したように、被毛は簡便にかつ非侵襲的に採
取可能であるため、家畜だけでなく様々な動物にお
いて有効なツールであると考えられる。Lumpy Jaw 

disease (LJD）とは、ヒト、ウシ、カンガルー類な
どでみられる膿性肉芽腫性疾患の事であり、口腔内
細菌によって下顎から頬部にかけて膿瘍が形成され
摂餌障害による栄養失調や敗血症などの症状を呈
し、致死する例もある。LJDは野生および飼育環境
下のどちらにおいても発症するが、飼育下において
はストレスとの関係性が指摘されているため、通常
飼育下においてのストレス管理は重要であると考え
られる。軽度～中程度のLJD罹患カンガルーにおい
て、血漿中コルチゾール濃度に差は認められない
が、被毛中コルチゾール含有量において、腹部被毛
ではLJDで有意に高い値を示す（図2）14）ことから、
血中コルチゾールに影響しないような軽度な症状で
あっても、被毛中コルチゾールを用いることによっ
てそのストレス状態を評価することができることを
示している。
　このように、被毛中コルチゾールを用いることで
動物における中長期的・慢性的なストレスを評価す
ることができると考えられるが、被毛の特性上、採
材と採材の間隔を一定期間以上空けなければならな
いため、短期的なストレス状態を観察することはで
きないため、複数のマーカーを組み合わせることに

より、複合的な評価が可能になるのではないかと考
えられる。
　ストレスがヒトや動物においても影響を及ぼすと
報告されている中で、ヒトでは現在様々なストレス
緩和方法やストレス耐性への強化方法が研究されて
おり、なかでもプロバイオティクスとしての乳酸菌
の利用が近年注目をあびている。ヒトやマウスなど
において乳酸菌に睡眠障害の改善効果やストレス耐
性の向上効果作用もあることが報告されている 15）。
ウシでの乳酸菌の利用は現在、飼料添加物としてま
たは子牛の下痢治療剤や予防剤として利用されてい
るが、これに加えストレスの軽減効果が実証されれ
ばこれまでよりもより効果的な乳酸菌の利用が予想
される。乳酸菌を含む生菌剤をウシへ2ヵ月間給与
すると、糞便中のコルチゾールは投与1ヵ月後以降
から低い割合で推移するのに対して、給与終了後は
終了1ヵ月後から糞便中コルチゾールは増加してお
り、1ヵ月以上投与し続けることで糞便中コルチゾ
ールを低減させ、投与を終了しても、その効果は1

ヵ月程度継続し続けることが示唆された。一方、
被毛中のコルチゾールは給与開始時に対して終了時
で有意に減少していた。これらのことから、被毛中
コルチゾールを用いることで中長期的な評価は可能
であるが、さらに糞便中コルチゾールを用いること
で、その間のストレス動態を観察することができる
ため、より詳細なストレス評価が可能となると考え
られる。

図 2．LJD罹患カンガルーにおけるコルチゾール
A: 血漿中コルチゾール濃度　B: 被毛中コルチゾール含有量
＊ controlに対して有意差あり (P＜ 0.05) #：ventralに対して有
意差あり (P＜ 0.05)
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5.  おわりに

　コルチゾールという一つのマーカーを用いて動物
のストレスを評価することは、あくまで一つの側面
から評価しているだけに過ぎないため、行動学的評
価などと合わせて評価を行うことで、より信頼性の
ある評価となると考えられる。また、家畜における
被毛を用いたストレス評価は利用され始めたばかり
であるため、今後は栄養生理などの分野も含めた
様々な分野において活用されることを期待している。
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