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食物繊維の飼料への配合が鶏雛の発育および腸管発達に及ぼす影響
小原真理子・山内高円

EFFECTS OF DIETARY FIBER ON GROWTH PERFORMANCE
ANDINTESTrNAL DEVELOPMENTIN CHICKS
MARIKO OHARA and KoH−EN YAMAUCHI

The aim ofthis study was toinvestigate the e飴ct ofdietaTy茄ber sources on growth performanCe and

developmentalchanges of theintestinalmorphologyin chicks。A totalof140newly hatched male White
Leghornchickswererandomlydividedintofo1lowing4groups；adlibitumaccesstowaterandl）acommercial
growermashdiet（CP；21％，ME；2950kcal／kg），2）5％dietaTyCellulosediet，3）5％dietaryalginicacid
（SodiumSalt）dietand4）5％dietarypectindietgroups Unti15−Week−01d，feedintakewascheckedevery
5days，andbodyweightandlength，WeightandareaineachintestinalpartweremeasuredeveIyWeek．Atthe

endofeachf己edingexperimentalperiod，1ightmicroscopICSamPlesfbrintestinalvillusheight，Ce11areaandcell
mitosisinthe cryptwere丘xedwithBouinsolutionh Scannlng electronmicroscopIC SamPleswere且xedwith a

mix solutionofglutaraldehydeandparaformaldehyde
Compared withtheintact controIs，dietary cellulose diet didnotinduce a specinc alterationinfeedintake，

body weight gross and micro anatomicalchangeSin theintestine exceptfor the villus surface morphology
Showing an atrophicfunction。In chicks fbd a dietary alginic acid diet，feedintake，body weight and gross
anatomicalmorphologyin theintestine were decreased

In chicksfed a dietary pectin diet，although body

Weight was decreased theintestinalvillus height and cellareawereincreased，andvi1lus surface moIPholdgy
Showedaslightlyactivatedfunction

Among these dietary fiber sources，alginic acidinduced the most decreasedfeedintake and body weight
fb1lowedbypectin・Ontheotherhand，PeCtininducedthemostincreasedvillusheightandce11areafbllowedby

alginic acid
These facts ofincreased villusheight and cellareain bodyweight−decreased chicks afterf己eding awater−
SOlubledietary且bersuchasalginicacidandpectinsuggestthatthepresentincreasedvillusheightandcellarea

mightbeinducedbytheiractivatedfunctiontomakeupthedeficientnutrientdueto along−terminabsorbable
COlloidalconditionoftheselngeSteddietary鎖bersintheintestine
Keywords：chick，Cellulose，alginicacid，PeCtln，1nteStinalvi11i，SCannlngelectronmicroscope

緒

いが，腸管内容物が消化管を移動する過程においてその
栄養分の消化・吸収を遅延させたり（3〉，飼料に適度な容

鳥類はその系統発生過程において飛翔能力を獲得した

積を与え腸管運動を促進させる作用（4）や，繊維が腸壁

ことにより，鳥体を軽減するための楕糞の減少や腸管の

を刺激することにより消化液の分泌およびその腸管内容

短縮化が生じたrl〉．その結果，家禽飼育面では，腸管の

物へ・の浸潤を活性化させることによる代謝作用の先進作

短縮化による3〜4時間程度の腸管内飼料通過速度の迅

用があり，不消化有効成分として栄養生理学的に有効飼

速性（2′は栄養素の吸収に関しては非常に非効率的で栄養

料成分であると考えられている．

生理学的にはマイナスの獲得形質と思われる．それ故，

鶏における繊維配合飼料の給与が消化率におよぼす実

摂取した飼料を少しでも長く腸管内に滞留させておくた

験では，飼料中への繊維配合割合が5％（5）または10％（6）

めに飼料に食物繊維を配合する試みがなされてきている．

以上になると他の栄養素の消化率を低下させるという報

−・般的に，食物繊維はエネルギ・−源としては期待できな

告に対七て，繊維含量が20〜30％でも生物価や真のタン
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バク質消化率に影響を与えない（78）とする報告も述べら

て観察した．

れている．また，繊維配合飼料給与ウズラでは，繊維含
量の低い餌から高い餅に切り替えると，腸の長さが長く
なり，筋胃の重量も増加することが述べられている（9）．こ
のような報告は，飼料への繊維の配合が腸管の機能や形
態に影響を及ぼすことを示唆するものと思われる．
一・方，食物繊維は不溶性食物繊椎と水溶性食物繊維に

【飼料給与試験1】単冠白色レグホーン種雄雛100羽を購

入し，朝8時から夕方6時までの照明下で，35℃にセッ
トした育雑用四段バタリー・に収容し，その後1週間当た
り2℃ずつ減温し5週齢時まで飼育した．膵化後48時間
までは水のみを与え3日日に餌付けを行い，給与試験に

分けられ，ラットでは不溶性食物繊維は結腸に滞留して

ついては市販幼雛育成用配合飼料（恥blel）を1mmの

結腸を肥大させ，水溶性食物繊維は結腸よりも盲腸に滞

フィルタ−を用いて粉砕した基礎飼料を給与した区を正

留して盲腸の肥大を引き起こすことが報告されており（10），

常飼育区とし，この基礎飼料に5％の割合でセルロ・−ス，
アルギン酸，ペクチンを配合した区をそれぞれセルロ・−
ス区，アルギン酸区，ペクチン区とし，各区の平均体重
が同じになるように雛を分類した．育雛用四段バタリ1−
では各区とも25羽ずつ，上段より正常飼育区，セルロ−
ス区，アルギン酸区，ペクチン区の順に収容し，5週齢

不溶性食物繊維と水溶性食物繊維とでは腸管に異なる影
響を及ぼすことが推察される（3）．不溶性食物繊維として
は，セルロ−・スが挙げられ，各種天然食品中に存在し，
α−グルコ・−・スとβグルコ・−スが結合した多糖類であ

る（‖）．水溶性食物繊維ことに粘質多糖類は水を含もと適
当な条件下でゲル化して膨潤する性質があり，アルギン
酸（アルギン酸ナトリウム），ペクチンがこれに属する（12）．
しかし10％ペクチンを含む庶糖飼料をラットに投与した
後，胃内容物を取り出してその物性を観察したところ，

までの試験期間中は水とともに自由摂食させ，その間，
摂食量の測定は5日間隔，体重の測定は1週間間隔で
行った．肉眼解剖学的観察用腸管材料については1週間
ごとに採取した．

胃内容物はゲル化することなく流動性を保っていたこと
から，粘質多糖類の栄養効果をそのゲル化作用に求める
のは適当ではなく，むしろゾルの状態で物質の拡散や消

化管機能に影響を及ぼしていると考えるのが妥当であ
る（13）．アルギン酸は褐藻類の細胞壁構成成分で栄養的に
は全く利用されず，ペクチンは果実，野菜等の細胞間物
質や細胞膜の構成成分でありノンカロリ・−のゼリ1−・とし

て利用されている（11〉．siIiら（14）はセルロース末，アル
ギン酸およびペクチン含有飼料給与鶏の比較では，ペク
チンは成長を抑制するが，体重当たりの十二指腸の長さ
や重量を増加させ，アルギン酸もわずかではあるがこれ
らを増加させる傾向があることを報告している．

【肉眼解剖学的観察方法】各材料採取日に断頭屠殺後直

ちに腸管を採取し，腸管に付着する腸間膜組織および脂
肪組織を除去した．その後，腸管各部位すなわち筋胃幽
門部から胆・膵管開口部までを十二指腸，胆・膵管開口
部からメッケル憩室までを空腸，メッケル憩室から回・
盲・直腸結合までを回腸とし，左右−・対の盲腸と共にそ
れぞれを切開し，生理食塩水（0小9％）で腸管内容物を洗
浄した．次いで生理食塩水を表面に流したガラス板の上
に腸をのせて−・端を押さえて保走し，他端を軽く引き伸
ばした後，離して静止した時の長さを測定して腸の長さ
とした．その後，腸の水分を脱脂綿でぬぐい取り，腸の

これらの報告により，セルロ−ス，アルギン酸および
ペクチンの飼料への配合給与は消化管粘膜の組織にも何
らかの影響を及ぼすものと推察されるが，そのような報
告はいまだに述べられていない．そこで本研究では，白
色レグホ・−ン種雛にセルロ・−・ス，アルギン酸およびペク
チン配合飼料を給与し，鶏雛の成長，腸管の肉眼解剖学
的変化，腸管粘膜の微細構造の変化について検討七た．

材料および方法

TablelCompositionofbasaldiet（drybasis％）
IngredientsandNutrients
GrOundcorn，Milo

65

Soybean meal

27

fish meal

5

Concentrate mixture

3

CIude pIotein
CIude蝕t

セルロ・−ス，アルギン酸，ペクチンの給与による鶏腸

Starter mash

21．0
20

CIude茄beI

5。0

管の形態学的変化を調べるために2回の飼料給与試験を

Crude ash

80

行った．飼料給与試験1では鶏雛の成長，肉眼解剖学的

Calcium

0 8

変化を観察し，飼料給与試験2では十二指腸粘膜の組織
学的な変化を光学顕微鏡および走査型電子顕微鏡を用い

PhosphoIuS

0．8

Metabolizableenergy（kcalkg）

2，9500
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重さを測定した小 次いで生理食塩水を入れたど・−か一に

の測定を行った．陰裔における細胞分裂数の測定につい

腸を浸し，5℃で2時間放置後，腸の筋肉が弛緩してから

ては，1枚の5／∠m横断切片内における全ての陰裔に存

取り出し，乾燥厚紙上に腸粘膜面を下にして指で軽く押

在する細胞分裂数をカウントし，各区当たり9枚の切片

さえながら広げ，腸の輪郭を紙上に措いた後，切り取っ

における細胞分裂数を測定した．

て自動面積計（林電工株式会社，AAM−9型）にて面積
【走査型電子顕微鏡用試料作製方法】上述のごとく，虫

を測定した．

ピンで保定した状態で1時間の固定を行った後，固定液
【飼料給与試験2】単冠白色レグホ−ン種雄雛40羽を購

を入れたシヤ1−・レ内でフェザー剃刀を用いて約3mmX

かったこと以外は飼料給与試験1と同様の方法にて，育

5mmにトリミングし，同園走液を入れた固定瓶中に更
に1時間入れ，合計2時間の前固定を室温で行った．前

雛および飼料給与試験を行った．5週齢までの試験期間

固定終了10分前に固定瓶ごと水冷し，次に，0 1Mカコジ

入し，1週間ごとの肉眼解剖用腸管材料採取を実施しな

終了後，各腸管各部位における光学顕微鏡および走査型

ル酸ナトリウム緩衝液で15分×3回洗浄した後，1％オ

電子顕微鏡による観察用腸管材料を採取した．断頭屠戯

スミウム酸で2時間の後固定を行った．その後，蒸留水

後直ちに腸管を摘出し，0．1Mカコジル酸緩衝液で調合し

で15分×3回洗浄してから45％エタノールで15時間脱水

た3％グルタールアルデヒドと4％パラフォルムアルデ

した．続いて90％，95％エタノー・ルで各1時間脱水した

ヒド等量混合固定液に浸した．その後，十二指腸の中央

後，臨界点乾燥に取りかかるまで酢酸イソアミルで冷蔵

部に固定液を腸管内脛より注入して，内腔からの浸潤固

庫内に保管した．臨界点乾燥装置（HLP−1）で乾燥させ

定を行った．走査型電子顕微鏡用試料については腸管各

た試料を銀ペ1−・ストでSEM試料台に接着し，1日乾燥さ

部位の中央部約1．5cmを切除し，長軸方向に沿って腸間

せ後，イオンコ、−・夕1−・（SR−2）で白金蒸着し，走査型

膜結合部位において腸管を開き，腸の内腔面に付着した

電子顕微鏡（日立S−800）を用いて絨毛表面の微細構造

腸内容物を除去するために，燐酸緩衝液を用いて調合し

の変化について観察を行った．

た生理食塩水（PBS，PH7い4）で十分に洗浄七た．さらに，
底部にパラプラストを流し込んで固めたシヤ1−レに固定

結

液を注入し，その中に腸管各部位を広げて4隅を虫ピン
で保走した状態で1時間の固定を行った．

果

1 鶏の発育
1）摂食量の変化について

【光学顕微鏡用試料の作製方法】走査型電子顕微鏡用材

正常飼育区，セルロ−・ス区，アルギン酸区1ペクチン

料の隣接部約15cmを採取し，腸管内容物をPBSで十分
洗浄↓た後，Bouin Hgc12固定液にて10日間浸潤固定を

量の変化をFig1に示した．正常飼育区と比較すると，

行った．固定した組織は，両端を数ミリ切り取った後，

セルロ・−ス区，ペクチン区では目立った摂食量の変化は

区における飼料給与開始後5日目から30日目までの摂食

70％ユタノ・−ル希釈計−ドチンキに移し，2日間，脱水銀
を行った．次に所定の方法に従ってエタノ・−ル系列で脱
水し，安息香酸メチルで透徹を行った．その後，パデブ
ラストに包渡し，5／∠mの横断切片せ作製し，ヘマトキシ
リン・エオシン染色後，ニコンニ次元画像解析システム
コスモゾーンISを用いて絨毛の高さ，吸収上皮細胞の面
積，および陰寓における細胞分裂数の測定を行った．絨
毛の高さの測定には，粘膜固有層が鮮明で完全に縦断さ

750

q〉 ．巾
エビ
J■′

．

てI 500 q〉
q）

LL

れている絨毛を選び，1枚の5／∠m横断切片何で高さが
最も高いものを一つ選定し，陰席上部から絨毛頂部まで

250

の長さを測定した．各区当たり60個の絨毛高の測定を
行った．吸収上皮細胞の面積には，絨毛頂部において鮮
明な単層円柱上皮層を呈し，核および細胞同士の境界が
明確な箇所を選び，数個の核を含む上皮層面積を測定し，
その借をその領域内に含まれる核の数で割った借を1個
の細胞面積とした．各区当たり60個の吸収上皮細胞面積

5 10 15 20 25 30 き2（day）
Fig小1Feedintakeofchicksfbdstartermashdietand5％

dietary cellulose，alginic acid and pectin diets
（n＝10）
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認められなかったが，アルギン酸区では飼料給与開始後

Fig…2に示した．正常飼育区と比較すると，セルロ・−ス

正常飼育区，セルロース区，アルギン酸区，ペクチン
区における1週齢から5週齢時までの十二指腸，空腸，
回腸，盲腸の重さの変化をFig4に示した．．正常飼育区
と比較すると，十二才旨腸についてはアルギン酸区で軽く
なる傾向がみられた．空腸では，セルロー・ス区でわずか
に重く，アルギン酸区で軽くなる傾向がみられた．回腸
については，アルギン酸区では軽く，ペクチン区では1

区∵ではほとんど体重に変化がみられなかったが，アルギ

週齢時には軽かったが週齢と共に重くなる傾向がみられ

ン酸区，ペクチン区では1週齢時から5週齢時において
顕著に低く，それぞれ5％水準（P＜0い05）で有意差が

た．盲腸について，セルロース区，アルギン酸区では有
為差は認められなかったが，ペクチン区では顕著に重く，

から試験終了時まで顕著な摂食量の減少が認められた．
2）体重の変化について
正常飼育区，セルロース区，アルギン酸区，ペクチン

区における1週齢から5週齢時までの体重の変化を

認められた．またアルギン酸区とペクチン区を比較する

とアルギン酸区の体重の方が低い値を示し，1〜4週齢

（m）■恥㈹rmaSh邑At9ini。a。id

において5％水準（P＜0‖05）で有意差が認められた．

20

15
∈

⊂

；コ

2 腸管の肉眼解剖学的観察
琶10

1）腸管の長さ

正常飼育区，セルロース区，アルギン酸区，ペクチン

つ ⊂）

S

0

区における1週齢から5週齢時までの十二指腸，空腸，
回腸，盲腸の長さの変化をFig．3に示した．正常飼育区

0

と比較すると，十二指腸，空腸について，セルロ・−ス区
とペクチン区では有為差は認められなかったが，アルギ

0

ン酸区では短くなる傾向がみられ，特に十二指腸では
1，5週齢時に，空腸では2過齢時に5％水準（P＜005）
で有意差が認められた．．回腸，盲腸について，ペクチン
区では有為差は認められなかったが，セルロ・−ス区，ア

4
0

ルギン酸区では短くなる傾向がみられ，特にアルギン酸

区の回腸では2，3週齢時に，盲腸では2，3，4および5

40

2）腸管の重さ

3

週齢時に5％水準（P＜0．05）で有意差が認められた．

30

5 20
10

0

20
15

月−0

5

0

1

2

3

4

5（Week）

Fig‖2 Body weight of chicks fbd starter mash diet and

5％dietaIy Cellulose，alginic acid and pectin diets

（Mean±SE，n＝35at start and5birds ar・e uSed

0
1

2

3

4

5 （Week）

Fig・3 Length of eachintestinal segmentin chicks fbd
Starter maSh diet and5％dietary cellulose，alginic

eveIyWeek）

acidandpectindiets（Mean±SE，n＝5）

a■CBars maTkedwith diffbrent superscr 1PtS are Slgnl−

a CBars markedwith different superscnpts are slgnl一

ncantlydif托rentfromeachother（P＜0．，05）

銭cantlydi飴rent丘OmeaChother（P＜005）．
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ては4週齢時に有意に減少した．盲腸について正常飼育
区と比較すると，セルロース区ではわずかに小さくなる
傾向がみられ，アルギン酸区では顕著に小さくなる傾向
がみられ，特にアルギン酸区については4週齢時に5％
水準（P＜005）で有意差が認められた．またペクチン
区では顕著に大きく，1週齢から5週齢時の全てにおい
て5％水準（P＜005）で有意差が認められた．

1週齢から5週齢暗までの仝週齢時において5％水準
（P＜0．05）で有意差が認められた．
3）腸管の面積

正常飼育区1セルロー・ス区，アルギン酸区，ペクチン
区における1週齢から5週齢時までの腸管の面積の変化
をfig5に示した．十二億腸，空腸，回腸について一正常
飼育区と比較すると，セルロ・−・ス区では有意差は認めら
れず，ペクチン区では1週齢時には軽かったが週齢を重
ねるにつれて大きくなる傾向がみられた．またアルギン
酸区では小さくなる傾向がみられ，特に十二指腸につい
（g）■Growermash田A19ini。a。id

∈⊃uむPOコ凸

2
32

∈コ亡コ甘﹁

叫

01J−胞 ■さ

4

3

2

−

∈⊃u⊃甘「

0

3
▲Z

0

∈コ爪芸

0
0
0
4

30

【○ 占 20

10

0
1

2

3

4

5（week）
1

Fig14 Weight of eachintestinalsegmentin chicks fbd
starter mash diet and5％dietary cellulose，alginic

2

3

4

5（Week）

Fig，5 AIeaOfeachintestinalsegmentinchicksfbdstaIter
mash diet and5％ dietary ce11ulose，alginic acid

acidandpectindiets（Mean±SE，n＝5）

andpectindiets（Mean±SE，n＝5）

a￣bBars marked with diffbrent superscrlptS are

a￣CBars marked with di脆rent superscrlPtS are

significantlydifftrentflomeachother（P＜005）

significantlydifftrentfiOmeaChother（P＜0 05）
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3 光学顕微鏡による観察
1）絨毛の高さ

正常飼育区，セルロース区，アルギン酸区，ペクチン

2）吸収上皮細胞の面積
正常飼育区，セルロース区，アルギン酸区，ペクチン
区における5週齢時の十二指腸吸収上皮細胞面積の変化

区における5週齢時の十二指腸絨毛の高さの変化を

をFig．6に示した．正常飼育区と比較すると，各区で細

Fig．6に示した．正常飼育区と比較すると，各区とも有

胞面積の増加が認められ，その程度はセルロース区とア

意差は認められなかったが，高くなる傾向がみられ，ペ

ルギン酸区で同等，ペクチン区では顕著であり5％水準

クチン区，アルギン酸区，セルロース区の順に高い傾向

（P＜0．05）で有意差が認められた．

を示した．
3）陰蘭における細胞分裂数
正常飼育区，セルロース区，アルギン酸区，ペクチン
区における5過齢時の十二指腸の陰裔における細胞分裂
■ startermash 巳ヨ AIginicacid
（mm）団cetlu】ose ［コpectin

数の変化をFig．6に示した．正常飼育区と比較すると，
各区で少なくなっており，その程度はセルロース区では
わずかに，アルギン酸区とペクチン区では顕著であった
が有為差は認められなかった．
4 走査型電子顕微鏡による腸管絨毛表面の観察
正常飼育区の十二指腸絨毛表面については，絨毛頂部

0

5

︵U

∩︶

S領0︸爛∈ニ￠U

Fig．6 Duodenalvillし1S height，ePithelialcellal・ea and cell
mitosis of cllicks fed startel・maSh diet and 5％

dietaryceuulose，algillicacidandpectindiets（Mean
±SE，11＝3）．

Fig．7 Duodenalvillus sur払ce of chicks fbd starter mash

1￣l｝Bars marked with di晩l・ent SuPerSCrlPtS are Slgnl−

diet（A）and5％dietarycellulose（B），alginicacid
（C）andpectin（D）diets．

ficantlydi能rellt丘omeachother（P＜0．05），

Scalebar；10／ノm（×1080）
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に中心溝が観察され，その周囲に分布する隣接する細胞
同士の境界線が明確で，租な微絨毛を有していた（Fig．7−
A）．セルロース区では，絨毛頂部の中心溝が認められな
い絨毛も頻繁に観察され，細胞同士の境界線や微絨毛も
不明確となり，滑らかな表面像を呈していた（Fig．7−B）．
アルギン酸区の絨毛表面については，セルロース区より
も細胞同士の境界線が鮮明であった（Fig．7−C）．ペクチ
ン区の十二指腸絨毛については，絨毛頂部の中心溝を有
する絨毛が多く，細胞同士の境界線も明確で食物繊維給
与区の中では最も租な絨毛表面を示した（Fig．7−D）．

給与試験1では，正常飼育区の腸管と比較してセルロー
ス区では上述のごとく顕著な差異は認められなかったが，
アルギン酸配合区では摂食量，体重および全腸管各部位
における長さと重さの減少傾向が観察された．すなわち
今回のセルロースまたはアルギン酸配合区間の比較では，
アルギン酸配合区の方が摂食量，体重および全腸管各部
位における長さと重さの減少傾向がみられたことから，
鶏飼料への5％アルギン酸配合は鶏の発育に対して悪影
響を与えるものと考えられる．また栄養生理学的にも，
鶏飼料への5％アルギン酸配合は鶏の発育に村して悪影

響を与えるものと考えられる．すなわちこの様なセル
考

ロースとアルギン酸の物理化学的性質を比較すると，セ
察

反廃家畜では反袈胃内における有効微生物の繁茂のた

めに食物繊推は不可欠な飼料成分であり，セルロースは
反喪家畜にとって重要なエネルギー源と考えられる．鶏
ではセルロースの飼料への3．5％配合は体重，飼料効率，
窒素蓄積量，窒素蓄積率およびみかけの窒素消化率に対
してはほとんど影響を与えなかったが，5％以上の配合

ルロースは不溶性食物繊維であるのに対し（11），アルギン
酸は水溶性食物繊維で水を含むとゲル化して膨潤する性
質がある（13）こ とにも起因していると思われる．ヒトでは
食物繊維に富む食品の摂取は，胃内容物のかさの増加に
よる満腹感，それによる摂食量の低下，さらには体重減
少を引き起こすと考えられている（17）．アルギン酸給与鶏
においても，膨潤したアルギン酸により摂食量と体重の

ではこれらの値が減少した（5）ことが述べられている．

低下が引き起こされ，さらに腸管の発育不良が起こった

またセルロースの20％配合飼料の給与により，ラット（15）

ことが考えられる．しかしながら絨毛の高さが正常区お

と同様に鶏でも蛋白質消化率が低下した（16）との報告が出

よびセルロース区よりも高くなる傾向がみられ，絨毛頂

されている，しかしながら20％あるいは30％配合でも増
体重が変化しなかった，とする報告（7・8）や26．5％配合に

部表面の変化についても，セルロース区よりも機能克進

より飼料の摂取量が増加し発育の低下は認められなかっ

て絨毛からの栄養分の消化・吸収が困難となったため，

た（d），とする報告もあり，統一した結果は得られていな
い．今回のセルロース飼料給与試験における摂食量や体

不足する栄養分を補うために絨毛の機能が活性化したた

重に顕著な変化が見られなかったこと，回腸，盲腸の長

を呈す像がみられたことは，アルギン酸のゾル化によっ

めと推察される．
ペクチンについて，Siriら（7）はペクチン給与鶏の摂食

さが短くなる傾向が認められた以外には腸管各部位の長

量と体重はセルロースおよびアルギン酸給与鶏よりも有

さ，重さおよび面積に顕著な差異は認められなかったこ
と，十二指腸絨毛の高さに変化が認められなかったこと，
などの結果は，栄養生理学的には上述の論文結果と同様，

意に低くなったにもかかわらず，体重当たりの十二指腸

鶏飼料への5％セルロース配合は鶏の発育に対して悪影

響を与えないものと考えられる．しかしながら走査型電
子顕微鏡による絨毛頂部表面の観察では，わずかに機能
低下を示唆する形態像が得られたことから，鶏飼料への
5％セルロース配合でも腸管粘膜表面には形態学的な影

および小腸全体の長さおよび重さとも有意に増大したと
報告している．今回のペクチン飼料給与区の摂食量は正
常飼育区，セルロース区とほとんど同様の値を示したが，
体重が有意に減少していた．siriら（7）は，この様な飼料
効率の低下からペクチンには雛の成長を抑制する作用が
あると解釈している．それ故，鶏飼料への5％ペクチン
配合は鶏の発育に対して悪影響を与えるものと考えられ

響を与え始めていることが見いだされた．
アルギン酸については，Siriら（14）が10％セルロースま

加したこと以外には顕著な変化は認められなかったが，

たはアルギン酸配合飼料を給与した12ケ月齢の白色レグ

体重減少がみられたことから体重当たりに換算すると，

る．またペクチン区の腸管では，回腸と盲腸の重さが増

ホーン種雄を用いて比較しており，アルギン酸配合区の

Siriら（7）の結果と同様，本試験でも腸管の長さと重さの

方が摂食量および増体重ともに減少する傾向があること

増加が認められた．盲腸の重さの増加は，水溶性食物繊

を報告している．また十二指腸の長さと重さに関しては，
わずかに増加させる傾向があり，小腸全体の長さと重さ
では有意に増加させたことを述べている．しかしながら
彼らは正常飼育区との比較を行っておらず，今回の飼料

維給与ラットにおける盲腸の肥大（10）と一致するが，片
山と小島（10）はこの様な盲腸の肥大は水溶性食物繊維が盲

腸に滞留すことによる，としている．ペクチン区の十二
指腸絨毛高は，正常飼育区，セルロース区よりも増加す

15
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る傾向がみられ，絨毛表面の走査型電子顕微鏡像も機能

面積によってのみ左右されるものと思われる．

完進を示したことは，ペクチンのゾル化によって絨毛か

本試験では，食物繊維の中で摂食量，体重および腸管

らの栄養分の消化・吸収が困難となり，不足する栄養分

の長さと重さの減少に最も影響を及ぼす繊維はアルギン

を補うために絨毛の機能が活性化したためと推察される．

酸であり，全紙経とも絨毛高を増加させるが，ペクチン

またペクチン区とアルギン酸区の比較では，全ての観察

が最も効果的であることが判明した．また絨毛表面の形

項目においてペクチン区の方が高い値を示し，走査型電

態像の変化に関してはペクチン給与によって若干機能克

子顕微鏡による絨毛表面の観察についてもペクチン区の

進像を引き起こすことが明らかとなった．

方がわずかに機能先進を示す像が観察された．このこと
はアルギン酸よりもペクチンの方が腸管内容物の消化・

要

吸収を妨げているのではないかと推察され，その結果，

約

食物繊維の飼料への配合が，鶏雛の発育に及ぼす影響

絨毛高の増加や機能先進を示す絨毛表面の形態像の変化
が得られたものと思われる．

を調べるために，140羽の白色レグホ・−ン種の雄初生雛を

−・股的に絨毛高，細胞面積および細胞分裂数は絶食処

用いて，粉砕した市販幼雛育成用配合飼料（CP：21％，

理によって減少するが，その後の再給餌飼料上して栄養

ME：2，950kcal／kg）に5％の割合で，セルロ−ス，アル

分に富む飼料を給与したほど迅速な回復がみられること

ギン酸およびペクチンを配合した試験飼料を5週齢時ま

が知られている．しかしながら今回の長期間にわたる食

で水と共に自由摂食させ，摂食量，体重の変化を測定し

物繊維配合飼料・給与試験においても正常区よりも増加し

た．各飼料給与試験終了後，肉眼解剖学的に各腸管の長

た絨毛高と細胞面積がみられ，ペクチン区で最も広い細

さ，重さおよび面積を，光学顕微鏡学的に絨毛高，細胞

胞面積が観察された．この様な変化は，長期間にわたる

面積および細胞分裂数を測定し，さらに電子顕微鏡学的

腸管内ペクチンのゾル化によって個々の細胞レベルにお

に絨毛表面の観察を行った．

いても不足する栄養分を補うために細胞機能活性化に

セルロ−・スの給与は，わずかに機能低下を示唆する絨

よって面横が増加したものと思われる．細胞分裂数には

毛頂部表面の形態像が得られたこと以外には，他の観察

有意差が認められなかったことから，このような細胞面

項目に顕著な変化は認められなかった．アルギン酸の給

積の拡大が絨毛高の増加をもたらしたと考えられ，絨毛

与は，摂食量，体重および腸管の長さと重さを減少させ

表面の機能克進像とも−・致する．社本ら（18）の観察結果

た．ペクチンの給与では，絨毛高および細胞面積を増加

では，絨毛高と吸収上皮細胞面積および陰高における細

させ，絨毛頂部表面における若干の機能先進像を示し，

胞分裂数とはプラスの因果関係があり，絨毛高の変化は，

このような腸管粘膜の形態学的な変化は，長期間にわた

細胞面積や分裂数の変化によって決定されることが述べ

る腸管内ペクチンのゾル化によって不足する栄養分を補

られているが，食物繊維給与鶏の絨毛高の変化は，細胞

うために生じたものと思われる．
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