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第1章 緒
近年，養鶏業の発展に．伴って飼料の需要が急速に高まり，その経営も次第に大規模化の傾向紅あるが，このよ
うな経営構造の変化に．よる当然の結果として，経営費の大草を占める飼料の合理的給与の問題がきわめて重要視
されるように．なって．きた．
鶏を合理的に．飼養す−るためにほ，飼料の消化吸収および同化利用のどとき動物側にある条件と，飼料の栄養価
値のどとき飼料側にある条件の両面から追究する必要がある．このうち，飼料の消化は動物栄養の第一段階とな
るものであるが，家禽においては他の家畜に．おけるはど精細な検討がなされていない．その最大の原因として
ほ，鶏の消化管の構造が哺乳動物のそれと異なり，糞尿が混合排泄物として同一・排泄胚より体外に排泄され，糞
尿の分離を行なうことが困難であるために・，飼料の消化率を測定することが不可能であったことが挙げられる．
これを克服するために．多くの努力がなされたが，その一つ紅糞尿を人工的に分離採集する方法が試みられた．し
かし，従来行なわれた方法には，技術的難点が伴い，確実紅しかも長期間にわたり，鶉の生理的正常性をそとな
うことなく糞尿を分離採取することが困難であった．
著者ほ，以上の欠点を除去して−，糞尿の分離採取を容易かつ正確濫行なうため紅人工肛門設着法の改良を企画
し，きわめてよい結果を得ることができた．
本論文虹おいてほ，人工肛門設着牢・よる糞尿分離の改卓抜を報告するとともに，消化率に・影響を及ぼす条件に

関して検討した結果をもあわせ示した
本研究を行なうにあたり，名古屋大学教授田先威和夫博士より懇篤な御指導を賜わったが，また同大学助教授
柴田章夫博士よりは種々の助言を受けた．なお香川大学農学部一色泰氏をはじめ学部の教官各位，ならびに名盲
屋大学農学部大島光昭（現香川大学農学部），菊池正武，署荷澄，奥村純市および桜井斉の各氏よりは研究紅対
し多大の援助を受けた．．ここに銘記して感謝の意を表する．
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筋2貴 人工肛門設着による糞尿分離法の改良
鶏は糞尿を混合排泄物として排泄するため，飼料の消化率をはじめ−・般代謝試験を行なうに際しては，糞尿の
分離採取が不可欠となる¶ これがため，糞尿分離が最も完全紀行ないうると考えられる人工肛門設著法に改良を
加え，この方法に．附随した従来の欠点を除去して，鶏を健全紅維持しつつ長期間に・わたる効果的な分離採取に成
功した．本章では，鶴による消化率測定の歴史を述べ，改良された人工肛門設着法の要点ならびに・本法を適用し
た場合に．おける鶏の生理的正常性について．検討した．

第1節 鶏による消化率測定の歴史
鵜を用いて消化率の測定をはじめて行なったのはWEISKE and MEHLIS（1）であるが，総排泄腔より排泄した
糞尿の混合排泄物の分析偲を不消化栄養素儲としで計辞したために，組織維を除く他の成分紅ついて■は正確な倍
を得ることができなかった∴すなわち，鶉に．おける飼料の消化率を測定するため紅は，糞尿を分離採取すること
が必要となるからである… その後多くの研究者に．よって糞尿の分離方法が研究されてきたが，これらは係数法，
カテーテル法，輸尿管分離法，糞導管法および人工肛門設着法に．大別される．
係数法はⅩATAYAMA（2）に．よっで提唱されたもので，糞尿混合排泄物から尿酸およびアンモ・エアなどの尿成
分を化学的に分析し，これに．一定の係数を乗ずることに．よって尿に由来する成分虚を界出し，これを混合排泄物
より差し引くことに．より糞に屈来する成分蜃を算出する方法である．なおこの方法は，その後DIAⅨOW（8），
STOTZ（4），FRAPS（5），0 DELLら（￠）によって追試改良され，最近まで多く実用に．供せられていた．．本法に．よれ
ば，はば近似的な値を算出することはできるが，連接測定した真の値でないので，その正確性を確認することが
むづかしい

カテ・−Iflル法はCouLSON and］旺uGHES（7）によって：考案され，P工TT（8）により追試されたもので，輸尿管中
にカテーテルを挿入して二尿を分離採取する方法である．．この方法は，操作そのものに生理的正常性を欠き，その
ため長期間匿わたって尿を分離採取することが困難である．
輸尿管分離法について：はDAVIS（9）がはじめて報告し，HESIERら（10），HART and EssEX（11），DlXON and
WILKINSON（12）が追試しており，またNEWBERNEら（13）はひなに．対し輸尿管分離手術を行なって，2週間にわた
る糞尿分離採取に成功したと発表している．しかし，本法ほ分離手術に比較的手技を要し，かつ手術後動物を長
期間正常に保つことが困難なことほ，カテー・テル法と同じ欠点を有している．STURXIE andJoINER〈14）が考案
したカニ．ユ．−レに．よる尿の分離法も，前二者と同一原理紅よるもので長期紅わたる糞尿の分離採取紅は成功して
いない．

最近，木部ら（1∂）に．よって考案された糞導管法は最も簡便な採糞法であり，かつかなり正確に消化率の測定を
行なうことができると報告しているが，尿排泄に．難点があり，長期にわたり糞導管を装着することが不可能であ
ることが欠点である．
人工月工門設着法に．ついてみると，糞尿分離を最初紅試みたMILROY（ユβ）に．よって1はじめて役者され，その後
PARASCI打TSCHUK（1T），LEHMAN（18），V6LTZ（19），SzALAGY and KRIWUSCIIA（20）に．よっ｛：さらにその方法が検
討されたが，いずれも直接消化率測定に役立たせる紅は．至らなかった．．人工肛門を設著した鵜を使用して，実際
に飼料の消化率の測定をはじめて行なったのはKATAYAMA（21）である．すなわら，成鶏雄に対して人工肛門設
着手術を施した後，主要な飼料の消化率を測定した．しかも，そのうちの1羽は1年以上も生命を維持したが，
人工肛門を設着した鶏の大部分は原因不明の便秘症のため死亡すると報告している．次いで RorIICHILD（会合）

は，人工肛門の設着に関する種々の技法を比較し，さらに独自の変法を考案することにより人工肛門設肴技術は
−・段と進歩した… 海塩（23）は人工月Ⅰ門を設著した剤を比較的長期間（釣るカ月）飼育した後，屠殺解剖して消化
管の検索を行ない，正常なものとはいい得ない状態紅あったと報告しているいIMABAYASHIら（24）は人工肛．門設
着の手術と同時に金属製カ・ニ．コ∴−レを挿入し，排糞を容易ならしめるよう配慮したが，角質層が接口をふさぐた
めに健康の維持ができず，はとんど5週間前後で死亡している．人工肛門設着法は最も完全な糞尿分離方法であ
るが，前述のごとく班ロの狭窄，便秘，腸管の無緊張または拡張などの不快な症状が認められている．近年，
ARIYOSⅢand MoRIMOrO（25）は，適当なカニ．コ′−レの考案と低級碓質飼料の給与によって，人工肛門の設着後
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長期間にわたり鶏を健全軋維持しながら各種の実験紅供し得ることを報告した．この研究に．よって鶏の消化およ
び代謝試験が比較的容易軋行なゎれるように・なったが，なおカキコ．−レ挿入軋伴う腸管損傷の危険があるはか，
低級推質飼料給与以外の各種の飼養条件下において正常性を保つことが困難であるなどの欠点を有していた．
総排泄脛にみられるような強力な排出カを期待することができない人工肛門に．おいては，糞が停滞することな
く排出するためにカニ．コ．−・レの挿入が必要となる．しかし，その形状や大きさなどが大きく関係し，特に挿入に
伴う腸管の損傷を防ぐためには，カニ．ユ．L−レの挿入時期と挿入方法，ならびにカニぷ．−・レの材質について吟味す
る必要がある．RICHARDSONら（26）は，長期にわたる採糞，採尿を行なうための技法を検討し，ガラス製カニ．ユ
−・レを考案した．しかし，このカニふ−レは縮小性を欠くために．，縮小した人工肛門に．対して挿入することが困
難である．著者も人工月工朋設着手術を施した鶏に対し，各種のカニ．ユ．−レを挿入しで比較検討した結果，最適の
カニュ−レの形状，大きさおよび挿入方法を考案し，鶏の完全な健康維持と効果的な糞尿の分離採取に成功し
た．さら紅，人工肛門設着に・より生理的正常性が保たれるや否や紅ついて明らかに．するために，人工肛門を設著
した産卵鶏ならびに・ひなに・おける，産卵，あるいは成長をそれぞれ同一・の条件紅ある人工肛門非設着邦と比較し
た結果，人工肛門設着によっても正常な生理状態常．あることを確認することができた．

第2節 人工肛門設着手術
手術親は，消化管内に食下物が停滞して手術の妨害となることを避けるため紅，約半日間の絶食を行なう．次
いで手術台上紅保定し，切開部周辺の羽毛を除去した後，ヨ−ドチッキで消毒する．次ぎに．ロリ5％塩酸ピロカル
ビンを体重1kgあたり約5ccの割合で注射して局所麻酔し，成鶏では切開口の直径が皮膚17mm，筋肉22mm，
腹膜14mmとなるごとく各円形状に・切り取る（第1図−A）．．一方，総排泄腔からガラス樺，または指を挿入し
A

腎臓／

節1図 人工肛門設着の模式図
A：切開の部位
B：切開部へ直腸の誘導
C：直腸の切断
D：人工肛門設着手術の終了
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て直腸を切開部に導びく（第1図−B）．次いで直腸を総排泄歴との境界より前方およそ25cmのところで切断
し（第1図−C），総排泄腔側の切断部は尿の流出を防止するために・タバコサック縫合を行なって：（欝2区l）体
腔内に．もどす．しかし，この際タバコサック縫合に使用した縫合糸の−・端を，腎臓またはこれに近接する腹膜に
A

ピンセット

直腸切断部の縫合

タバコサγク縫合糸

タバコサγク縫合部

タバコサγクでき上り

第2図 タバコサック縫合の要領

A，B，Cは縫合要領を，Dはできiりの断面を示す
一朝だけ縫合しておけば，総排泄脛は本来の位置に安定し，脱肛卑どによる障害を未然に防止することができ
る．十あ切断した直腸末端部は，まず切開した腹膜に縫合し，次いで筋肉および皮膚に縫合してそれぞれ癒着
をはかり（第5区l），適当な人工肛門として仕上げる（第1図−D）い なお，最後に・油性ぺニシソンを傷口なら
びに直腸新開口部内に点滴して手術を

皮膚および腹筋と砥腸
切断部との縫合

終了する．人工肛門の位置ほ，恥骨と竜
骨端を結ぶ線上のほぼ中間としたが，雌
は産卵妨害を避けるために正中線右側と
し，雄は左側とした
以上紅示した人工肛門設着手術の状況
を図示すると，罪4−1る図のごとくであ
る．

第5図 人工月工門役者縫合の断面
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第4図 人工月工門設着のための切開部位
実線は正ヰ線を，○印の内縁は切開部位を示す

第5図 人工肛門設着部位の切開

解る図 直腸を切開部位へ誘導

第7図 憤腸の切断部位を引き⊥げ固定

第8図 垣 腸 の 切 断

節9図 絵排il朋陰に接続する陪腸の縫合
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第1る図 手術終了後直腸内およ
油性ペニシリンの点滴
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第3節 手術後の処置
手術を終了した親ほ撃飼ケージに収容し，通常の配合飼料および水を自由に摂取させて手術後の回復をはか

る．．この間排糞状態に．は特に注意し，排糞を阻害する血塊等があれば直ちに除去する
人工肛門設着の手術後は一・時的に食慾，活力ともに減退するが，手術後2−5日頃より次第に食慾，活力を増
して外観上の回復を早めるが，癒着がはば完全に行なわれるのは約10日後であることが観察された．

第座節 カニューレの装着
人工月工門はそのまま放置すると，多くの場合便秘あるいは下痢となり，ついに．ほ完全に閉塞するものである
この現象を防止するために，癒着のはは完成した手術後10日頓に・カニふ−レを挿入するが，IMABAYASHIら（2り，
ARIYOSHIand MoRIMOTO（25），RICHARDSON（26）はいずれも直径10皿m程度の腸管大のカニ．コ∴−レを使用し，
材質ほ金属，ポリエチレンまたほガラス製であった著者は滞17図に示した独特の形状をもつ大，小各種の大き
さのカニふ−レをビニ−ル管で作り，これを個
体の大きさおよび人工月工門部の癒着状態によっ
て使い分けた．いま成鶏雄の場合について挿入
の方法を示すと次のごとくである
傷口の状態ほ，（a）反転した新生粘膜のでき
上っているもの，（b）人工月工門部が縮小して小
孔となったもの，（c）人工月工門の開口部がかな
り大きくでき上っているものの三通りに区分さ
れる
（a）反転した新生粘膜のでき上っている場合
第17図 カニ．ユーレの形状および規格

この場合，排糞ほ理想的な状態で行なわれ，
カニコ−レを挿入しないでも相当品期にわたっ

て鶏を健全に．保つことが可能である，．しかし，時日を経るにしたがい次第に㌧人工肛門が縮小し，ついには便秘す
るに至るものであるい したがって，長期にわたり生理的正常性を維持するためにほ，この場合でもカ・ニ．コ∴−レの

挿入を必要とするい
また粘膜が円形となって完全に反転せず，一・部反転など不完全な状態で完成することが多い1いずれにしても
この形の人工肛門はカニユ・−レの挿入に際して．傷つき易いので，あらかじめ腸管を拡張させてカニュ．・−レ挿入時
の障害を防ぐ必要があるい その方法ほ，ピエール管を縦に切開したものを螺旋状に巻き，熱湯に・浸潰した後人工
肛門より腸管に沿って回しながら挿入したあと，2カ所を皮膚に縫合しておく‖ このようにすれば，ビニールは
もとの管状に．もどろうとするために腸管は拡張してくるいそのまま1昼夜おくと，糞の滞留とピエールの圧力で
腸管ほ拡隠するので，これを取り除いて節5号のカニュ−レを挿入する．これを1昼夜放置した後節4号，第5
号のカニュ−レと順次大形のものに入れ替乙てカニュ・−レの挿入を終わる．
（b）人工月工門部が縮小して小孔となった場合

こ．の形の人工月工門に対しては，直ちにカニュ−レを挿入することは困難であるから，無理なく挿入できる程度
のカニュ−レ，またはビニール管の切片を挿入し，2カ所縫合して1昼夜放屈するい その後2−5段階に順次大
形のカニュ．・−レと入れ替え．，最後に基準の大ききのものを挿入することは（a）の場合と同様であるい
（c）人工肛門の開口部がかなり大きくでき上っている場合

この場合は，廼ちに第5号のカニュ・−レの挿入からは．しめて−よいただし，熟練しないうちは（a）の場合に準

じて行なう方が失敗は少ない‖
いずれの場合にあっても，カニュ．−レは挿入直前によく熱湯（80−900C）に浸潰して軟らかくしておき，二つ
折りにし，挿入する反対側の部分を縫合糸（ゴム輪でもよい）で巻き，腸管に治って回しながら所定の深さまで
挿入し，次いで縫合糸をはずしてカニュ∴−レを原形に役さしめる．．最後に外部に露出した部分を4カ所だけ皮膚
に縫合して固定するり 以上の過程を示すと第18−51図のごとくであるい
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卿8図 完全に反転した新生粘膜を有する人工肛門

算20図 縮小して小利となった人工月工門

第22図 ビニ・−ル管を縦に切開し，螺線状に
巻いた状態

第19図 部分的に反転した新生粘膜を有する人工月工門

第21図 かなり大きく開口した人工旺1門

第25図 ビニ・−ル管を人工月工門に挿入
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罪28図 カニュ・−レの挿入（D）
カニュ」−レの挿入を終わり，縫合
糸をはずすところ

節29図 カニュ−レの挿入（E）
挿入終了後カニュ．−レを広げて
原形にもどす
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†F′／

腎 臓

ノ

第50図 カニューレの挿入（F）

規準のカニュー・レの挿入を完了したところ

帯封図 人工肛門にカニュ−レ装着の模式図

カニューレの口径は，多くの実験の結果，従来報告されできたものよりも大形の方が成績がよく，成鶉でほ少
なくとも内径15mm以上であることが望ましいこ．とがわかった．自然の状態では直腸の末端から総排泄腔にかけ
て−膨大して−いるので，それと同じ状態紅近い人ユ肛門を作ることが，便通をよくし，消化の正常性が保たれるこ
とになると考えられる．そのためには値陽よりも太い口径のカニュ−レを挿入しなけれほならない．元来腸管ほ
かなりの伸張性なもっているが，急激な局所刺激に対してほ弱いので，カニューレがガラス製またほ金属製であ
ると，腸管よりも大きいカニューレを挿入することは非常に困難であるが，材質としてビニ−ル管を選ぶことに
より，挿入を可能ならしめることができるい すなわら，ビニール管はそのままでも弾力性があって刺激の少ない
物質であるが，挿入前熟湯紅浸潰するときわめて柔軟になり，これを折りたたみ縮小させることにより腸管内に
挿入することが可能であるしかも挿入後は容易軋原形紅復するので，挿入時の障害を威小磯にとどめることが
できる．
以⊥のごときカニューレを挿入しでおけば，完全に痙ロの狭窄を・避けながら排糞を正常に保つことが可能であ
る．しかし，この状態で約25日を経過すると，カニュ−レほ股圧と皮膚の閉塞に．よって外部に押し出され，正常
な排繋が不可能となって便秘する．このため15日を周期として是期的紅カニューーレの入れ替えを行なう∴すなわ
ら，カニューレを取り出して腸管を洗浄した後，清潔なカニューレを熱湯中に浸潰して，既に述べたと同じ要領
で再度挿入すればよい．
ここに用いるカニュ−レはピニニーール管であったが，その材質庭より効果が異なるので，80−9ロOCの熱湯中に浸
潰後も形状が変らず，冷却後も容易に原形に復し，しかも連続的な使用に耐え．うるものを選ぶ必要がある−この
目的に合致するビニ・−ル管ほ軟質ビニ・−ル管（日本工業規格K占771一横浜ゴム株式会社製造）が汲も適格であっ
た．

以⊥に述べた技法は，人工肛門設着後の障害を放小限贋に字ギめるこ・とに重点をおいて改良した方法であっ
て，本法によればほとんど仝手術為紅完全な人工肛門を設着することができ，実験の途上における障害もまた少
なく，非設着鶏の場合と変らない活力の状態で維持されることが観察されたい しかし，その反面カニュ・−レの入

れ替えを行なう繁雑さは免れない
第5節 ひなに対する人工肛門の設着
従来，ひなに．おいて糞尿の分離を行なうことはきわめて困難であるとされていた既に多くの研究者に．よって
種々の方法が試みられたが（】＄）， そのはとんどほ失敗に帰している．すなわち，糞尿分離が最も確実にできる人
工肛門設着法も，ひなに対しては適用できないものと報告されてきた（13）最近，NEⅥ7BERNEら（1＄）はひなの糞
尿分離に成功しているが，その方法は基本的には輸尿管分離法といわれる手法に属するものである√．すなわち，
手術によって輸尿管を分離して他紀聞口させるものであるが，この方法によって糞尿分離が期待できるのは手術
後2週間以内と報告されており，手術直後の回復期間を考慮に入れるならば，実際に使用できる期間ほどく短い
ものとなる．著者は人工肛門の設着手術とその彼処置ほ，難易の差はあってもひなにも適用できるものと考え，
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各種の角度から設着を試みた結果，満足すべき状態において成功したり その方法は大体成鶏の場合に／準ずるが，
切開部の大きさほひなの発育程度に．より，第1表に示した基準に従えばよい．
第1表 発育程度と切開部およびカニーユ−・レの大きさ

カニコ∴−レの大きさ

切開部の大きさ（直径）

体 重

日 令

（単冠白色レグホ−ン雄）

皮

膚l筋

肉＝夏

内

膜

径l外

径

長 さ

9mml18mm
20
25
25
50
帰化後25−50日令の幼すうの場合，手術に使用する縫合糸ほ第1号としたが，鶏の発育程度ならびに・縫合部位
によって規格を変えたので，これらをカニュ−レの装着の場合とあわせて第2表に示した．傷口の癒着するのは
成鶏の場合よりも若干早く，およそ8−10日後であるので，そのとき第1弓のカニュ．−レを挿入する‖ この場合
も成鶏の場合と同様に無理な挿入を避け，人工月工門の縮小しているものに対してはビニール管の切開した′ト片を
一・時入れて拡張させた後，規定の大きさの

第2表 人工月工門設着手術ならびにカニュ・−1／
の装着に・使用する縫合糸の規格
日

令

カニューレを順次挿入することほ成鶏の場
合と全く同様である

縫 合 の 部 位

中，大すうに倒しても幼すうの場合に準
ずるが，ここに使用するカニュ−レは筋1

直傷のみ堅月苧；ビ悪質】忽二孟￣霊

および筋 M墓】＿塁
占 弓 表に示した大きさのものとする
1弓

幼すうにおける人工虹門設着の状況を第

2

52，55図に示した

5

（注）縫合針はすぺて縫合糸と同山・規格とする

第52図 人工月工門設着手術値後（50日令）

第55図 カニュ小・・・・レの挿入後（左図のひ一な）

第6節 糞 の 採 取 法
申すう期以降の鵜においてほ，第54図に示すごとき長さ18cmのビニ・−ル製の筒を着けた鉄製の輸（虐径5。2cm）
を，人工月工門の位置を中心に正伸線を避けて皮膚に数カ所縫い着け，この中に値径45cm，探さ7cmのプラス
チック製ピーーか−（第54図）を入れ，ゴム輪でとめて糞を採取する（第55図）．また，採糞用ビ・−か−は採糞の
たびに．取り替えることとする
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−・15一

助すうの場合に．は，欝5占図に示すプラスチック製円筒を直接皮膚に縫い着け，円筒に着けられた蓋を開閉する
ことによって採糞を行なう．幼すうに採糞器具を装眉した状況は第57−59図のごとく，また採取された糞の形状
は第40図のごとくである

第54図 申すう期以後の採糞器具
左−ビニ−ル製の筒 中央一採糞用ピーか−（横）
右一採襲用ピ−カ（縦）

第5占図 幼すう用の採糞器具

第58図 幼すうに対する採糞器具の装着

第55区l成鶏に対する採糞用器具の装着

第57図 幼すうに対する採糞器具の装着（蓋なし）

第59図 幼すうよりの採糞の状態
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第40図 幼すうより採取した糞の形状

第7節 人工肛門設着鶏の生理的正常性
（a）ひなの場合

前に述べた要領で人工肛門を設著したひなを，再び同一・条件にある自然のひなと同じ管理状態に・もどし，以後
の成長率を生理的正常性の指標とみなし，両者の比較を行なった結果ほ第41図の通りである．
この試験においては，同一・の飼料を自由摂取
させたものであるが，人工月工門を設若したひな
は手術直後の約10日間において，食慾の低下お
よび手術のストレスのために発育が−・時停滞す

るが，そ・の後活力をとりもどし，人工肛門を設
著しないひなと平行して体重が増加する．これ
ほ手術時の障害から回復すると，再び正常な発
育にもどることを示している．この事実は人工
肛門設着後およそ・15日を過ぎ発育が正常に．もど
れば，非設着鶏の場合とその生理状態に．相違が

なくなるものと解釈され卑．
（b）産卵鶏の場合

鶉における各種代謝を研究するに際しては，
第41図 人工肛門設着ひなの発育曲線

かなり長期間にわたって鶉の正常性を保つこと
が要求されるため，安定した状態で糞尿の分離

採取が行なわれなけれはならない．ことに産卵鶏を使用する場合に．ほ，産卵の障害となるような糞尿分離法は適
用できない．ARIYOSHIandMoRIMOTO（25）は，人工肛門を設著した産卵鶏においても正常な産卵が維持できる
ことを2羽の実験例を挙げて報告してい畠‖著者は，産卵為に対する人工肛門設着の影響をさらに検討するため
に，産卵中の鶏に対して著者の改良した人工月工門の設着手術を行ない，手術前後の産卵数を比較検討した．
産卵は鶉に．おける繁殖活動の表われであるから，個体の退伝的能力の限界内においてこれを維持することは，
生体の代謝活動が最も旺盛かつ正常であることを示すものと考えられる．したがって，産卵鶏においては産卵率
を生理的正常性の指標として検討を進めた．
本実験に使用した鶏は，14カ月令の産卵中の単冠白色レグれ−ン15羽であり，試験飼料は市販の成鶏用配合飼
料とし，自由摂食させたこれらの為に対して人工肛門を設著した後，手術後産卵開始までの所要日数および産
卵開始後ならびに手術前の各1カ月問の産卵率を調べた結果は，第5表に示した通りである．また，手術前後の
産卵率の経過についてほ第42図に掲示した．
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第5表 人工肛門設着前後の産卵率（15羽平均）

調

査

項

この結果に．よると，ひなに対する人工肛門設着の場
合と同様に．，産卵停止は一・時的に起るが，手術後28日
前後に屑度産卵を開始することがわかった… なお，手
術後の1−・2日間は産卵を維持する個体も多かった
が，いずれも蒋殻卵または軟卵であった．また手術前
彼の産卵率は，手術後の一喝停止の時期を除けば有志

締i現 王丁 数

節42図 産卵鶏に．対する人工肛門設着前後の産卵率

差が認められない小 このことから人工月工．門を設若した
鶏は，そ・の処置が適当であれほ非役若鶏の場合と全く変らない生理状態に・あるものと推断された．

第8節 摘

要

為において−，消化率測定上不可欠である糞尿分離法のうら，人工肛門設宕法の欠点であった撰口の狭窄，便
秘，腸管の無緊張または拡張などの不快な症状を除去し，近年改良されたカニューレの使用と低繊維質飼料の給
与に．よっても，なお難点とされていたカニュ．−レの挿入に伴う腸管損傷の危険を防止するとともに，低繊維贋飼
料以外の各種条件下紅おいても，正常性を保つことを目的として人工肛門設宕法に改良を加えた小 ■すなわち，カ
ニュ−レの形状，大きさ，材質ならびに．挿入方法を改良するとともに，人工肛門設着に優して，切開部の位置と
切開の方法および大きさにも検討を加えることにより，鶉体を健全に・維持し，各種条件のもとで糞尿分離を確実
かつ容易に行なうことができた．この方法を適用すれば，従来不可能祝されていた25日令以後のひなに対して
も，はとんど完全な状態で人工肛門を設著することができ，しかも半永久的に糞尿分離を行ないつつ各種実験に・
供用することが可能である．
さらに，人工肛門設着に．より生理的正常性が保たれるや否やに．ついて明らかにするために・，人工肛門を設著し
たひなならびに．産卵鶏における，成長あるいは産卵をそれぞれ同一条件に・ある人工月工門非設着鶏と比較を行なっ
た．．そ・の結果，ひなにおいては，手術後の一噂的発育停滞の時期を過ぎると，人工肛門を設著しないひなと平行
して体重が増加した．したがって−，人工月工門設着後およ・そ15日を過ぎ発育が正常にもどった後は，非設着ひなの
場合とその生理状態に相違がないものと考えられた．．また，産卵親においては，ひなに対する人工月工門設着の場
合と同様に．，産卵停止は一博的町起るが，手術後28日前後に屑度産卵を開姶することがわかった．なお，手術前
後の産卵率は，手術直後の−噂的産卵停止の時期を除けば有意差が認められない．したがって，人工肛門を設着
した鶏は，その処置が適当であれぼ非設宕の場合と全く変らない生理状態にあるものと推断された．

OLIVE 香川大学学術情報リポジトリ

− 1占 一

節8章 各種消化率測定法の比較
既に償2章において−，人工肛．門を設若した冥雪が生理的に正常性を保たれることを論じたが，飼料の消化性にお
いても人工月工門非設署鶉と異ならないことが必要である．この点匪ンついて実験的に・立証することは非常に囚徒で
はあるが，一応次のどとき方法により検討し，さらに・あわせて各種消化率測定法の比較を行なった．
まず同一個体について糞尿混合排泄物を採取し，係数法で消化率を節出した後，ひきつづいて選挙管を装着し
て糞を採取した場合の消化率を計芸）■−した．さらに・それらの鶏に㌧人工肛門を設著して−採発し，その消化率を前二者
の成績と比較対照した．．ただし，糞尿混合排泄物から係数法により消化率を算出する方法ほ，直接測定する方法
とその基盤を異に．するために，この両者を直接比較することは．困難である．したがって．，人工肛門設着鵜より糞

尿を分離採取した後，これを混合し，人工肛門非設着鶏より得られた混合排泄物の場合と同じ係数法を用いて消
化率を外出した．すなわち，人工肛門設若鶏に・おいては，・その排泄する糞は総排泄腔を通らないので，直月易の末
端部から総排泄腔内に滞留ないし通過する間に，内容物の変化が起るとすれば，以上のような比較によりそれぞ

れ差が生ずると考えられるからである．．
Ⅰ 試 験 方 法
本試験には，節4表に示すごとき，試験
節4表 供試鶏の性別，月令および試験開始時体重

開始時月令12カ月の単冠白色レグホーン雄

9羽を用いた．．
試験はいずれも屋内におかれた幅45cm，
高さ48cm，奥行45cmの金属製ケージに・個
体別紅収容し，鐸5表に示す組成の試験飼
料を給与／した．
試験は欝占表のどとく，4期に分けて行
なったが，いずれも予備飼育期5日，本試
験期5日とした．
毎日採取した排泄物は凍結保存し，試験
終了後各試験期どとに．全員をあわせて通風
乾燥した．排泄物の採取に際しては，1羽
あたり02gのカルミンを試験開始時および
第5表 供試飼料の配合および化学組成（％）

に．由来する部分と区別した．．

も

う

し】50．D
麦
27り0

米

旨

月

麦サ

ル

胚ミ

豆

と小脱魚大小

目 l重盗比

ン

一

血
炭酸カ ルシ ウ ム

飼料ほ食下品を正確に測定するために，
人工給餌法を行なった什・すなわち，1日1
羽あたり90gの飼料を5回に．等鼻づつ分与

か

12．る

粗
相

11．0
7．．0

の水を加えて錬り，小形の団子状として鵜

芽
ル

．5一．0

の口腔内に挿入投与した．．

粉
塩

5．0
50
5．0
0．4

水 分順苧姦l粗脂肪l冨笠冠l組織維‡粗灰分
12．8

終了時の飼料中に混合し，前金および後食

したが，給与に際しては飼料にる0％相当愚

風乾した排泄物ほ，A0．A．C 法（27〉
により−・般成分を分析したはか，尿酸およ

びアンモニアについては次の方法により分
析を行なった．
尿酸の定鼻は，BosE（28）および BAKER
（29）の方法に準拠したい すなわち，混合排

泄物に飽和炭酸リチウム溶液を加えて尿酸
を抽出し，遠心分離して上澄をとり，さら
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第占表 試 験 期 の 構 成

に残潰を同様の操作で5回抽出を行ない，上澄液をあわせてここれに．棚酸塩綬衝液（N／5Na−Bo工ate9容とN／10
HCll容の混液）を加え，ヨードを用いて滴定した．

，CoNWAY（30）の教員拡散法により定義した．すなわち，尿酸定量に用いた抽出液0い2mlを
CoNWAYの微量拡散皿の外主に移し，内室にはBIOmOCreSOlgreenを添加した2％棚酸液1miを入れ，次い
で飽和炭酸カリ液1mlを外室に．添加し，よく濃押した後1昼夜放置し，内重液を0・014ちNH2SO4で滴定した．
なお，混合排泄物中の窒素分画の割合は，新鮮物と乾燥物で差異のないことを木部ら（15）が報告してこいるの
アンモニアは

で，すべて風乾した後分析に供した．

混合排泄物の分析結果より，係数法によって各成分の消化率を求めるためには，次の方法によって糞および尿
の成分を計算したり
尿の窒素＝混合排泄物中（尿酸態窒素＋アン・モニア憩室素）×1小25く叫
尿の有機物＝尿の窒素×5り2占（2）
尿の粗脂肪＝尿の有概物×0−・018（2）

糞の商機物＝混合排泄物中の仝有税物一尿の有機物
糞の粗たんばく貿＝（混合排泄物中の全窒素一尿の窒素）×る・25（2）

糞の粗脂肪＝混合排泄物中の全粗脂肪一尿の粗脂肪
糞の粗繊維＝混合排泄物中の全粗繊維
糞の可溶無窒素物＝糞の有機物−糞の（租たんばく質＋粗脂肪＋粗繊維）

既忙解る表に示したごとく，罪1期ほ人工肛門を役者しないときの混合排泄物採取期であり，総排泄脛に採糞
用ビ−カ−を装着して排泄物を採取した．節2期には鐸4表紅示す試験鶏る羽に対し，木部ら（16）の考葵した総
排泄脛糞導管（以下糞導管という）を装着し，節1期と同じ飼養条件のもとで採糞を行なった．したがって，本
期における消化率は，人工肛門を経ずに排泄した糞に．よる直接測定の結果が得られたが，この試験期に限り予備
飼育期2日，本試験期5日とした．節2期の試験が終了した後，同じ占羽の鶏に対し人工月工門設若の手術を行な
ったl．カニュ∴−レの挿入を完了し，鶏体が常態に復した1占日日から第5期の試験を行なった．本期も節2期と同
様に糞尿が分離採取されて言いるので，消化率の直接測定法ではあるが，人工月工門より採取したことが算2期と異
なっている．．次いで人工月工門設老鶏を罪ち期と同じ要領で，予備飼育期5日，本試験期5日として糞尿を分離採
取した後，糞尿を再度混合して人工的に混合排泄物をつくった．これを第1期と同様の方法で係数法に・より消化
率を算出したが，第1親と異なる点は混合排泄物中の糞が総排泄腔を経由しない点である．
なお，全期間を通じ第4表に示した対照鶏5羽は，すべて試験処置をすることなく，総排泄腔より混合排泄物
を採取し，飼料の変質あるいは試験摘による消化率の変動をチェックするため用いた．
Ⅱ 試験結果お よ び考察
各試験鶏について，それぞれの試験期における飼料摂取屈，風乾排泄物鼻，摂取飼料および排泄糞中の各成分
是，ならびにこれより計算した飼料の個体別消化率より，各試験期における平均消化率を求めると第7表のどと
ぐである．

粗たんばく質の消化率は，対照区，試験区および試験期のいかん紅かかわらず，統計的には有意差が認められ
ないが，糞導管法により採糞し，糞を直接分析して層化率を測定した節2期の数値は，他に比して若干低い傾向
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節7表 消化率測定法に・よる消化率の差異（M±SE％）

がみられた．人工月工門を設著し，排泄糞より直接消化率を測定した第5期，および分離排泄した糞尿を再度混合
して−係数法により間接的に算出した場合の数値がよく−・致し，しかも，それが人工月工門を設着せずに総排泄腔よ
り排泄した混合排泄物より得られた値ともよく一・致することほ，粗たんばく質が総排泄脛に・おいて特に消化吸収
される可能性がきわめて低く，したがって，総排泄脛を経ずに溶接直腸兼備より採糞して−もさしつかえ．ないこと
を示すものであるu しかるに．前述のどとく，糞導管法に．よる場合においてこやや低値であった．この理由として糞
導管を装着することにより消化力が減退することも考えられるが，欝8表に示すごとくむしろ糞の消化管内滞留
時間がやや長くなることから，腸内分泌物
第8表 飼料食下後排泄開始までの所要時間

ならびに腸内微生物の影響をよ り多く受
け，相対的に排泄糞申の代謝性窒素の比率
を高め，いわゆる見拭けの消化率が低下し
たためではないかと考えられる．．また，第
1期と第4期の数値がよく−・致する事実
は，粗たんばく贋の消化率が人工肛門設着

の前後において変りがないことを示すとと
もに，本試験で混合排泄物から糞尿別成分

の罪出紅用いた海塩の係数による消化率
と，人工肛門設着法で求めた消化率が比較
的よく一致することは，粗たんばく質の消
化率決定に険しこの係数がきわめて妥当であることを示すものである．
粗脂肪の消化率は，試験鶏および対照鶉とも第1期および第2期に得られた値と，算5期および節4期のそれ
を比較すると，いずれも後者が2−．5％高く，しかもこれを統計的に．検討すると有意差がみられた．このような
試験期による差異がどのような原因によるものであるかは明らかでないが，同一・時期に行なった試験難と対照難
による消化率は非常によく−・致しているい このことは人工肛門や糞導管を設著しても粗脂肪の消化には影響のな

いこと，さらに係数法によってもかなり正確に消化率を界出できることを示すものであるい通常の養鶏飼料に含
まれる粗脂肪含量はあまり多くないので，本試験で得られた程度の消化率の差異では可消化養分総丑に対して大
きな影響はないが，最近みられるような多塁の脂肪を添加した飼料については大きな影響が及ばされるので，脂
肪の消化率測定について−はさらに追究する必要がある1．
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可溶無窒素物の消化率においてほ，粗たんばく貿の場合と同様に，対照区，試験区および試験期のいかんにか
かわらず統計的に．有意差が認められない．特に係数法に．より節出した節1期および算4期の消化率は，対照鶏の
それによく一致した．糞尿を分離採取して屑度混合し，これを係数法により求めた消化率と，混合排泄物より係
数法で求めた・それに差がないことほ，人工肛門設宕前後の消化率に差異のないことを示すものである．ただ，係
数法では適用する係数紅おいて研究者間紅若干の相遵がみられるので，これが適用いかんに．よっては可溶無窒素
物の消化率に直接影響を受ける懸念がある∴本試験の結果，糞尿分離の確実な他の方法により得られた消化率と
係数法に．よるそれがよく−・致したとして．も，各種条件下において，係数法により得られた数値が常に信頼性が高
いという保証は得られ薙い．．
粗繊維は，糞中にのみ排泄される成分であるから，糞尿分離の有無にかかわらずその消化率は叫・定となるはず
であるり本試験においても，対照鶏，試験鶏とも粗繊維の消化率に有意差は認められなかった．ただ，糞導管を
用いて採糞した節2期の場合において，他の方法によった場合よりも消化率が低くなる傾向を示したが，この偏
差が一他より大きいことは，さきに述べたように糞導管装着紅よる機械的な圧迫が関係しているのかもしれない．
最後に有概物の消化率であるが，これは飼料成分中滋も多く含まれている可溶無窒素物に．よって最も影響され
るので，可溶無窒素物の傾向とよく一・致するが，糞導管法による場合やや低値であるい
以上の諸点を総合すると，健全に維持された人工肛門設着鶏における飼料の消化率ほ，人工肛門を設着する前
と変らヂ，糞尿の分離を完全に行なうことのできる方法と考えられる．特に本法を応用すれば，単に飼料の消化
率測定のみならず排泄尿を正確化採取できるので，従来困難視されていた各種代謝研究（特にたんばく質や水分
代謝など）を発展させる可能性を含んでいる．．
混合排泄物を化学分析によって尿成分の算出を行なう係数法は，分析操作が他紅比してわずらわしく，また，
研究者間において適用する係数に若干の違いのあることから，いかなる条件下においてこも常に．近似値が得られる
とはいい難い．
糞導管法は．，粗たんばく質および粗繊維などの消化率が若干低下するので，人工肛門設著法に比較すると正碇
度がやや低く，鶉体の健全なる維持にも多少の難点を伴う．しかし，手術などの繁雑な操作あるいほ技術を必要
とせず，随時にしかも簡単に消化率を測定できるので，単に飼料の大略の消化率を求めるために．ほ使用しうる方
法であり，今後さらに改良を加えて：より正確性を向上させることが期待されるい

Ⅲ 摘

要

人工肛門を設若した鶏に．おける消化の正常性を実験的に明らかに・し，あわせて各種消化率測定法を検討するた
めに，同一・の成親雄を用いて係数法，糞導管法および人工肛門設着法の順に同一飼料をもっで消化試験を行な
い，次のどとき結果を得た．
まず糞尿混合排泄物を採取し係数法で切出した消化率を，人工肛門設若鶏より糞尿を分離採取した後これを混
合し前と同じ係数法で算出した場合のそれに比較すると，各成分ともに．有志差がみられないり したがって−，健全
軋維持された人工月工門設着鶏における飼料の消化率は，人工肛門を設宕する前と変らないことが明らかである．
係数法についてみると，粗たんばく質，粗服肪，可溶無窒素物および粗繊維の消化率は，いずれも人工月工門設
宕法に．より得られた値とよく一・致した．しかし，係数法でほ分析の精度や適用する係数のいかん紅よって差異を
生ずるので，各好条件下において常に信頻度の高い数値が得られるとはいい難い．
糞導管法でほ，粗たんばく質および組織推の消化率に若干の低下がみられた巾 これは他の方法に比しで糞の排
泄に時間を要し，糞の消化管内滞留時間が長くなることに．その原因があるものと考えられる．しかし，方法その
ものが簡便であるので，およその飼料の消化率を測定するために．は使用可能と考えられる．．
健全に維持された人工肛門設若鶏は，最も完全にしかも長期に．わたって襲および尿の採取が可能であった．以
上の点より，人工肛門設着法は飼料の消化率測定が最も正確に行ないうるのみならず，さらに尿を正確匿採取で
きることから，従来困難祝されていた各種代謝実験を進めるために有力な手段となるものである．
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第4費 消化率に影響を及ぼサー条件

家畜はそれぞれ固有の消化器構造をもち，消化の機構もそれ紅応じて異なり，さらに摂取した飼料の消化率も
動物の種類紅より異なっている1．一般に反舞動物は膨大な反痴胃を有し，反窮胃内の微生物の作用による飼料，
特に粗飼料の消化力が強く（＄2），鶏では粗繊維の消化力が他の家畜よりも著しく劣ることが特徴とされている（＄3）．
このように．動物種問に飼料消化力の差異があるはかに，特に哺乳動物に・おいては，同一層類の宏蟄に・おいて．も，
品種（34），個体間（35），同一個体内（3￠），年令（37），飼料の摂取崖（38），炭水化物（細），たんばく質（40），無機
物（41），あるいは消化酵素その他刺激物の添加摂取（42），または飲料水（4＄）などが消化率に及ぼす影響が報告さ
れて．いるが，鶏に．ついてほこのような条件についての検討が十分になされておらず，大部分は他の家畜の成績か
ら推測するにとどまっている．
また，鶏は特異な消化器構造をもら，その機能も哺乳動物とは著しく異なるため，消化試験方法も特別な配慮
を必要とす早場合が多い．．従来，口腔内の消化（軋46），喋のうの機能（46・47），腺胃および肪胃の解剖学的構造と
概能（46・48・49・60・51・52・汎5456・56・5768），腸管内に．おける消化（4546・49・軋軌60），消化におよぼす盲腸の役

割（48▼8261826＄8465・68）など個々の消化器官の機能把関して検討を行なった成績は多いが，消化試験方法と
これが総合された消化率の関係についての検討は十分に．なされていない．したがって，鶏に．おける消化率測定に
際しては，まずこれら消化率を左右する因子について検討を加えることが必要であると考えられたので，本研究
においては次のごとき実験を行なった．
消化率を測定するに．際しては，従来全糞採集法（Tota）collection method）が主として用いられていたが，良
近指標法（Indicator method）が広く応用される傾向にある ML般に・鶏の消化率の測定に用いる指標物賓として
は，WHITSON（67）による硫酸バリウム，OLSSON（68），DANSK￥（69），MuLLER（70），YosHIDA and MoRIMOIO（71）
に．よる酸化クロム，ならびにMuLLER（70）によるリグニンなとがある．本試験においてほ，仝糞採集法および指
標法の実用性を比較検討する目的で，人工肛門を設著した成鶏堆を用いてそれぞれの方法により消化率を測定し
た…

鶏における消化試験方法として1最も問題となる点は，糞尿分離法のほかに・採食員および排糞遍の確認である．
そのため，一定量の飼料を練り餌として強制的に．口腔内に挿入給与することにより，採金員を正確に測定するこ
とができるパ この方法によって測定された消化率を，自由採金時のそれと比較することに・より強制給与法の可否
を検討した．．
次に飼料の給与回数と消化率の関係においてほ，同一魔の飼料をそれぞれ分与する回数に・よって，その消化率
に差異を生ずるかどうかを検討し，飼料の処理加工が消化率に影響を及ばすことが考えられるので，かんしよの
葉および葉柄を新鮮，兼煮・，サイレ−ジあるいは乾燥など処理方法を異にした場合における消化率の変化を追究
した．

山方，鶏を夏季ケ一首に収容した場合に・おける軟便の実態を明らかにするとともに，その防止のために・飲水を
一部制限した場合における飼料の消化率の変化を調べた．．
また，食習慣による消化率の変化については，緑餌を多鼠に連続して給餌した場合，鶏が食習慣性を得て緑餌
の消化能力を高めうるかどうかを検討し，さらに，押化後50日令以後180日令に至るまでを■7期に分け，それぞ
れ人工肛門を設着して消化率を測定し，膵化後日令と飼料の消化率の関係を明らかにしようとした．

第1節 採 糞 方 法
従来，鶏に．おける飼料の消化率の測定に際し，試験飼料に由来する糞の区別採取が必要であった（全糞採集
法）一．しかし，最近哺乳動物では，指標物質の一溝鼠を混入した飼料を給与し，その排泄物中の濃度を用いて：消
化率を許出する，いわゆる指標法が広く応用されるようになった 指標法の応用の可否は，指標物質が消化管内
で吸収，破壊されず，また分析の桁皮の高いことなどに・よって影響される．
本試験に．おいてほ，仝糞採集法，酸化クロムを指標物質とした指標法にあわせて期間採集法など，採糞方法の
相違が飼料の消化率紅及ぼす影響を明らかにするとともに，その実用性についても換討を行なった．．
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Ⅰ 試 験 方 法
て9dl年10月5日から10日までの8日間，人工肛門を設著した単冠白色レグホ−・ン成雄5羽を供試発とし，これ
を第5茸に示したと同一の代謝試験用ケ一
算9表 試験飼料の配合および化学組成（％）
汐虹1羽づつ収容し，算9表に示した試験
飼料を給与した．．飼料ほ強制給与とし，て
ハリ
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た‖
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8

ZrJ
2
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粗脂肪】蛋登馴組織維1粗灰分

酸 化
クロム

も検討した．．指標法は，飼料中に混合した

酸化クロムを指標物質として消化率の界出

0

2

0

を行なったが，指標法に．よる消化率の井出

は次式の通りである…

消化率（％）＝100一（100牒×晶）
飼料および風乾糞中の酸化クロムの定畠は，BoLIN（72）の方法に・よった1．すなわち，5DDmgの飼料および糞
を100mlの乾いたケルダー・ルフラスコに．とり，次いで5mlの酸化剤（10gのモリブデン酸塩を150mlの兼溜水に
溶解した後，濃硫酸150mlを加え，さらに200皿1の70％過塩素酸を加えたもの）を加えてニバ・−ナー・上で加熱し，

次いで一度冷却して2mlの過塩素酸を加えて後加熱すること両三度くり返し，ついに完全紅分解を完了する．
分解完了後少し冷し，50mlの蒸潜水を加え室温になってから100mlに定容し，シリカが完全に沈懲した後比色
する．なお，あらかじめ既知蛍の酸化クロムを用いて，検盛曲線を作製したけ
以上の試験と平行して，供試飼料給与後における酸化クロムの糞中への排泄屈を調べるとともに，昼間および
夜間に排泄する糞中の酸化クロム蔓，ならびにその回収率をもあわせ調査検討を行なった．．

Ⅱ 試験結果および考察
本試験は採糞方法を異にした場合，同山期で消化率に・と、のような差異を生ずるかについて検討するために行な
ったものであるから，指標法による場合も採糞は期間採集法に・準じて行なった．．
酸化クロムは飼料中への混合や分析が比較的容易であるので，鶏の消化率測定のための指標物質としての利用
隆は高いが，さらにその信瀬性を支配する要因として，分析の楷度と回収率を考えなければならない．．
罪1D表 酸化クロム測定値の樹皮
￣
云蒜表音「砺庖丁誤差

そこで，酸化クロム100mgを糞中に配合
し，その分析を行なって得られた測定値か
ら，分析の楷皮を調べた結果は節用表に示
すごとく，測定に伴う誤差は一0．．8±0．．占％
ときわめて二少ないことがわかった．
次に．一定墓の酸化クロムを食下した鶏
で，酸化クロムの排泄鼻が恒常紅至るまで
の所要時間について考えると，Muu遁Rほ

酸化クロムを混入した飼料を剤紅給与する
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と，2日後にはその排泄盟が恒常に．なると報告している（70）．本試験に．おいてほ，鶏に．0け2％の酸化クロムを混
入した飼料を与え，給与開始より1日ビとの糞中酸化クロム壷を測定した結果，第11表に示したどとく，給与開
始後2−．5日を過ぎれば酸化クロムの排泄量ほほば恒常となり，MけLLER（rO）の成績とよく−・致した．したがっ
て，酸化クロムを指標物質として消化率の測定を行なう場合，2日間の予備飼育期があれば十分と考えられた．
算11表 酸化クロム混合飼料給与後における糞中への
酸化クロムの排泄員（風乾糞100g中の酸化クロム畠）
後の経過 日 数

1

nU
4

mg

5

nU
︐

±

1，078±7

乃8590

1

nU

1，082

0

l，Od9

1

1，084 mg

︐
8

各試験期における飼料摂取盈，風乾排泄糞屈およびそれちの化学組成，ならびに・それを用いて計許した個体別
の消化率から，これをとりまとめて滞12表に示した1．
節12表

87．8 】 44…8

85．2

1

期間採集法

採糞方法の相違に・よる消化率の差異（％）

8・7．5】 40．0

−−

； ：＝

平均（M±SE）j 85・占±0・4
指 標 法

一

5
平 均（M±SE）

三

二・

8る．7

85．7

87．5
8（S．5

8るl・1±0・4 8占り5±Ot・5

89．5 】

88．．1

89．5
88．5
89小1±0．5 88．5±0．4

有機物の消化率ほ，仝糞採集法85．5％，期間採集法85．占％，指標法8＆1％で，その比率は100．0：99占：100い8
となるから，全糞採集法を基準にすれば，期間採集法では0い4％低く，指標法では0．8％高い値になり，他の成分
についても同一傾向を示すことがわかった．しかし，これら三者間には統計的な有意差は全く認められず，かつ
全糞採集法の場合でも飼料および糞の採取，秤畠に伴う誤差のあることを考慮すれば，いずれの方法も消化率測
定上誤りはないものと思われる．
MuLLERく70）は，夜間と昼間では排泄する糞中の酸化クロム含量に差異のあることを指摘し，これは昼間およ
び夜間に排泄する脱糞および盲腸糞の畠的差異に基づくものとされ，ひなと成鶏では，その様相がむしろ相反し
ていることを認めている．．
本試験においては，酸化クロム0い2％を含む飼料を鶏に．給与し，4日目より昼間（占時一19時）と夜間（19時一
里日る時）の排泄糞を分別採取し，その酸化クロム畠を測定した‖ その結果は罪15表に示すごとく，昼間に排泄
する酸化クロム鼻が若干高く，夜間に排泄した糞中酸化クロム立との間に有志差が認められた．．以上の結果か
ら，飼料の消化率測定に指標法を用いる場合には，1昼夜を単位として／採糞する必要のあることが明らかに．され
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第15表 昼夜別排泄糞の酸化クロム合虫

−Lカ，食下した飼料中の酸化クロムの巽
中への回収率は必ずしも100％とはなら
ず，MuLLER（70）に・よれば指標物質の損失
は∴−1．．2−＋4…5％の範囲内にあることが
示されている．指標物質の糞中排泄量の日
間誤差を少なくするために．は，前述のごと
く1昼夜を単位とした採糞を少なくとも2
−5日間くり返す必要があるが，そ・の場合

でも指標物質の回収率のいかんが飼料の消化率計許上影響を及ぼすものである．
MひL柑R（70）ほ消化率（全糞採集法により得られた消化率）の理論値と，指標法により求められた消化率およ
び指標物質の回収率との間に．，次の関係があるとも報告している．
DC−DCl＝

（100−IR）（100・−DC）
王R

ただし， DC＝消化率の理論値
DCl＝指標法に．よる消化率
IR＝指標物質の回収率

上式によれは，消化率の理論値と指標法紅よる消化率の差異（誤差）は，指標物質の回収率が小さくなるにつ
れて大きくなることが示されている．
本試験に・おいては，粗放維を除く各種飼料成分の消化率は85〜88％の範囲にあり（卿2表），また酸化クロムの
回収率は98％であるので，消化率の理論値と指標法により求めた消化率の差は8．5％程度となり，その割合は．
0・．4％以下となり，また最も消化率の低い組織推の場合であっても誤差は1‖1％（消化率の理論値の約2％）とな
り，酸化クロムを指標物質とする鶏の消化率の測定法は，十分実用性のあることがわかった．なお，試験方法が
適当であればその精度はかなり高いことも明らかに．された．

Ⅱ 摘

要

鶏による消化試験において，採糞方法の相違が飼料の消化率に及ぼす影響を明らかに．し，その実用性を検討す

るために本試験が行なわれたり
まず，5羽の人工肛門設若鶏に対して同一飼料を給与しながら，仝糞採集法，期間採集法および指標法（指標
物質として酸化クロムを使用）によりそれぞれ採糞を行なった後，・そ・の消化率を算出し，さらに．指標物質の回収
率との関係から消化率相互の比較検討を行なった一．
その結果，全糞採集法，期間採集法および指標法いずれの方法によっても，消化率には大差のないことが明ら
かに．なった．．また，指標物質の排泄日数を儲査した結果，予備飼育期間を2日とれば十分であることを確かめ，
さらに昼夜間に排泄する糞中の酸化クロム合是の比較を行ない，消化率測定に際しては，指標法を応用する場合
にも，1昼夜を単位とした採糞の望ましいことが明らかになった．

第2節 飼料の給与方法
全糞採集法によって飼料の消化率を測定する場合，採食塁の正確な測定が必要とされるが，鶏の採食器官の構
造上食い落しを完全に防止することほ困簸である．しかし，鶏では口腔および食道における消化の役割は全くな
いか，もしあるとしてもきわめて低いものとされているので（44・4673），−−・定立の飼料を練り餌として強制的に給
与し，その藤の消化率が自由採食時のそ・れと異なるかどうかを確めるために，以下のごとき比較消化試験を行な
った．

Ⅰ 試 験 方 法
供試鶏としては，交雑種（横斑プリマスロツタ雌×単冠白色レグれ−ン雄）の成雄占羽を使用した．供試鶏は
各5羽づつの2区に分け，それぞれ飼料の給与方法として強制給餌と自由採食を転換することにより，これら給
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与方法の差異が飼料の消化率に影響を及ば
第14表 試験飼料の配合および化学組成（％〉

すかどうかを検討した．

日l墓畠比

これらの親はあらかじめ人工月工門の設宕
を行なった後，正常な健康状態に回復して
から用いたが，試験期間中は個体別に第5
章に示した代謝試験用ケージに収容し，第
14表に示した飼料を給与した．
なお，試験期は19る0年5月12日から25日
までの12日間を2期に分け，いずれの給与
方法の場合も予備飼育期，本試験期ともに
ち冒づ■っとした．

強制給餌の場合は，望ましい給与蟄を1
羽1日あたり90gとし，これを8時，12
時，17時の5回に等盟づつ分与した．給餌

水分順詣f捌旨肪l墓詑1粗繊維i酔分悸。讐

に際しては，飼料の占0％に相当する水を加
えて練り，数個の細長い団子状にして一口脛
内に挿入し，一個づつ少長の水を与えなが
ら食道を通じて喋のう内に送入した．

自由採食の場合にほ，食い落しをできる限り少なくするよう紅給餌したが，それでも若干の損失が認められた
ので，強制給餌鼻の10％増しの飼料を5回檻分与し，強制給餌時における採食詰に近い飼料が摂取できるように
配慮した．

なお，いずれの場合も水は自由に飲用させた
本試験期の5日間，期間採集法により毎日糞を採取して凍結保存し，試験終了後それぞれの全長を550Cで通

風乾燥し，粉砕して一分析匿供した
消化率は，飼料中に．混合した酸化クロムを指標物質として算出した．

Ⅱ 試験結果および考察
各試験期における飼料摂取量，風乾排泄糞鼠およびそれらの化学組成，ならびに．それらより得られた個体別の
消化率から，これを整理して示すと節15表のごとくである．
罪15表 自由採食および強制給餌法による消化率の比較（％）

総 平 均

（M±SE）

l85・8±0・2l8…±0・5l

89‖る±1いO188．．2±0．2145い9±1．．1

食

採

由

自
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総 平 均 （M±SE）

l85・7±0・2l8占1・7±05‡897±0い7l88・・5±02l420±0い9

ここで自由採金時に対する強制給餌時の消化率を比較すると，両者の値は非常によく一・致して有意差が認めら
れない∴すなわち，有織物としてみた場合，自由採金時85・7％，強制給餌時8518％となって−全く変らないまでに
近似の値を示している（第1占表）い 同株に
第1占表 白由採食および強制給餌法による

各成分どとに両法の比較を行なった結果

有機物の消化率の分散分析

は，いずれの場合も有意な差ほみられなか
った‖ さらに，試験期別ならびに個体別に
よる消化率を比較した結果も，両法の消化
率の間に差異のないことを示している．
自由，強制の両採食形式の遠いに・よって
起ると想像される主要な問題ほ，給与飼料
の形態が一方は風乾物であるの阻対し，他
方は湿潤物であることから，暁のう内の滞
留時間に差異が生じ（74），また後者の場

唾液の作用に差異が生ずるのではないかと

合，口腔から食道を通じて喋のうまで強制的に送入することにより，
考え．られることである．

−・般に．鶏の唾液や，口腔および食道などの粘膜中にほアミラ−ゼが存在し（4∂），そ・の猥度は哺乳動物と比較す
るとかなり低いが（49），しかし，1時間以内にでんぷんを加水分解して糖に変える紅十分なる畠が存在すること
を認めた報告（45）もある…一・方叫NGandPIERRE（7き）は，親の喋のう中におけるでんぷんから糖への転換は全
くないか，もしあるとしてもとくわずかであることを証明し，実際上鶏の唾液は，酵素的消化としてほ非常に小

さな役割しか果し得ないと結論している… したがって強制給餌において喋のうまで短時間内に飼料を送入して
も，唾液に．よる影響ははとんどないものと考えられ，また本試験の結果もこれを証明している．次に嘆のう内に
おける酵素の存在と，その消化に果す役割についてはなお異なる意見がある∴すなわち，喋のうの内容物および
囁のう実質中に，たんばく質および炭水化物の消化酵素が存在するという報告（76）がある一方，ⅨLIJG（44）および
SIIAW（45）はこれを否定している．いずれにしても，一それらの酵素は存在するとしてもごく微鼠であって，直らに・
消化において有意の役割を演ずるものとは考えられない．．喋のうの主たる機能は，食下した飼料が腺胃に送りこ
まれる前の−・時的な貯蔵，湿潤化あるいは柔軟化にあるものと考えられる．．
以上のごとく，個々の消化器官の機能に関連して種々の問題が考えられるが，少なくとも飼料の消化率に対し
ては，自由，強制いずれの場合もほとんど差異がないので，采昏の口腔，食道および喋のうは，消化に対して直接
の役割を果しているとは．考えられないことが明らかにされた．ただ，強制給餌法紅は，飼料の計畠，加水混和，
強制送入などかなり繁雉な操作を必要とするので，特に採食違を制限したり採金員を明確に測定するような場合
を除けば，そ・の適用性はむしろ少なく，自由採食により指標法を用いた測定が飼料の消化率測定には適している
といえるい しかし，噂好性の特に低い飼料に．ついて測定する場合には，強制給餌によって採食を一定に保つこと
により，有効な消化率の測定が行なえるものである．

Ⅲ 摘

要

飛による消化試験を行なうに．際し，採食畠を正確に測定することは−・般に困難祝されている1．そのため一定量
の飼料を強制的に給与し，そ・の消化率が自由採金時の・それと異なるかどうかを確めるため，占羽の人工肛門設着
鶏を使用して消化試験を行なった．
酸化クロムを指標物質として消化率を算出した結果，自由採食および強制給餌のいずれに・よっても，給餌法が
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適当であれば，飼料の消化率に．は有志の差のないことがわかった．

第3節 飼料の給与回数
一・般に．，鶏でほ摂取した飼料の消化管通過速度が哺乳動物に比べて早いため，給餌回数は他の家畜の場合より
も多い方がよいと考えられてきた．家畜に対する飼料の給与回数については，消化率に関するもの（76−80〉，体代
謝および体組成に関するもの（81￣84）などが報告されている．しかし，これらはいずれも鳥類以外の動物紅関する
ものであって，鶏紅ついては適用性が低く，また，給餌回数と飼料の消化率を各成分にわたって調査した成績は
皆無である．

本試験では，給餌回数の多少が飼料の消化率にいかなる影響を及ばすかに・ついて検討を行なった
Ⅰ 試 験 方 法
単冠白色レグれ−・ン雌4羽および交雑種
（横斑プリマスロツク雌×単冠白色レグホ

−ン雄）雄る羽を供試したが，これらの月

第17表 供試鶏の性別，月令および供試時体重
区分l鶏番号一 品

ものであった．

交

供試鶏ほ，いずれも試験前に人工肛門の

2

N︶

2
2

試験期l水分僧苧副粗脂可韻竃‡粗繊維匝灰分牒詣

5

B．化学組成

9

の飼料給与鼻ほ4回給与時のみ雄152g，雌
88gとし，他ほすべて雄155g，雌90gとし

．

分し，強制的に給与した．1日1羽あたり

′0

給餌は，各期とも給与盾前に練り餌と
し，それぞれ1日鼠を給与回数に．よって等

風乾燥を行なって粉砕し分析砿供した．

7

し，Ⅱ区はその逆に回数を増加させた。

糞は着色剤にカルミンを使用した全糞採

4

期5日とし，Ⅰ区に対しては1日の飼料給
与回数を5，4，．5および2回の順に減少

集法で採取の後，全員を550C，24時間通

1

〃

罪18表 供試飼料の配合および化学組成（％）

A．配 合

試験期はそれぞれ予備飼育期2日，本試験

なお，水は自由に飲ませた．

5

〝

（注）交雑静一横斑プリマ．スロツク雌×単冠白色レグホ・−ン雄

試験は，1959年10月2日から29日までの

変えたのは，討屈の便宜のためであった．

1

15

交

28日間を，1期7日の4期間に分けた．1

て給与した．4回給与時のみ給与畠を若干

4

〝

〃

910

供試鵜はⅠ，Ⅱの2区各5羽に分け，南

〃

8

を一度に調製した．．

小○

配合飼料とし，全試験期間に必要とする量

〃

単冠白色レグホー・ン

7

供試飼料は節18表に示したごとき粉状の

留意した．

種

♀

占

であった．．

に個体別軋収容し，同一恩境を与えるよう

雑
〝
〝

設着を行ない，十分調整された健全な個体

に廟した通風のよい試験室内に配置した単

l性別l月令

単冠白色レグホーン
〝

令および供試時体重は第17表紅示すどとき

飼ケ−ジ（幅45cm，高さ45cm，奥行40cm）

種
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Ⅱ 試験結果および考察
鶏の給餌法としてほ，通常不断給餌法と制限給餌法があり，後者に．よる場合は鶏による食下飼料の消化管通過
速度が早く，また−・般に飼料効率は，飽食の占0−70％の畳が給与されたときに．最も高いことが報告されている（8さ）．
しかし，食盈の変化が飼料効率に相違をきたす原因に．関してほ，消化率の変化に．伴うものか，あるいは消化率は
同一・であっても，吸収された栄養素の体内における同化に・差異があるものであるかについてほ明らかでない．
本試験紅おける各試験期の飼料摂取量，風乾排泄糞皇，風乾糞の化学組成，およびそれらより得られた各期の
個体別消化率から，これを給餌回数別に．平均して示すと筋19表の通りである．すなわち，いずれの成分について
軍19表 給餌回数と消化率の関係（M±SE％）
区 分

給餌回数

有機物

粗たん
ば く 質

粗．脂肪

可溶無
窒素物

粗繊維

純たん
は く 質

みても，給餌回数を2−5回に変化させても，消化率には全く影響のないことが明らかに・なったので，消化率測
定に際して：はどの方法をとっても誤りがないものと考えられる．したがって，実際上は労力その他の条件により
給餌回数を決定してさしつかえない．

Ⅲ 摘

要

鶏紅対する給餌回数と消化率の関係を明らか紅するために，人工月工門を設若した成鶏10羽を2区に・分け，1区
に対しては給餌回数を5，4，ちおよぴ2回の順に減少して，他の区ほその逆に回数を増加させ，・そ・れぞれ同一
飼料を同盟給与して消化試験を行なった．
その結果，各成分ともに給餌回数によって飼料の消化率に・有意差を認めなかった．

第4節 飼料の加エおよび処理
親の飼養上，縁餌の給与がその用い方に．よっては効果のあることが認められている（8￠）．しかし，緑餌もその
種類や生育の時期に．より性質が異なるので，その栄養価値も当然変ってくる．また同一の緑餌においても，採取
後の取り扱い方法によって利用価値にいくらかの速いの生ずることが考えられる…森本ら（87）は生草および・そ・の

兼煮物の磨砕したものを混合し，その消化率を比較した結果，克煮により粗たんばく質の消化率がやや低下する
反面，粗脂肪および可溶無窒素物のそれほ少し高まるが，全体として蒸煮の栄養学的意義は認め難いと報告して
いる．また，養鶏家の間紅ほ，生草よりもサイレ・−ジに加エすることに・よって，噂好性の増進や利用率の向上が
あると信ずるものも多い1．

本試験においてこは，わが国の夏作物中普遍性の高いかんしよの莫を選び，主として加工および処理による消化
率の変化を検討した‖
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Ⅰ 試 験 方 法
供試鶏は，交雑種（横斑プリマスロツク

第20表 供試親の性別，月令および供試時体重

雌×単冠白色レグホL−ン堆）の成鶏を使用

した申；，これらの鵜はいずれも試験前に・人

鶏番号l品

！性別l月令」体 重

種

工肛門を設著したもので，その性別，月令
および試験開始時体重ほ節20表のごとくで

あった．
供試飼料は，香川大学農学部附属農場に

栽培し，19占1年11月7日（晴天）に採取し
たかんしよ菓（葉柄を含む）で，これを次
に示すどとく加工処理した．
新鮮物：採取後直らにチヨッパ一にかけ

て磨砕した後，ピニ−ル袋につめて密封
し，給与暗までち−50Cの冷蔵庫内に貯蔵
した．

未煮物二新鮮物を950C以上で約40分間
義煮し，チヨッパ・一に．かけて」磨砕した後，
新鮮物と同様に貯蔵した．
サイレ−汐：新鮮物と同様に磨砕した覇

料を，直径5Dcm，深さ85cmの陶製容器に
入れ，表面をピエールでおおい，一その上に
板をおいて20kgの重石を載せ，約r5カ月
問室温で熟成させた．
（注）交雑種一横斑プリマスロツク雌×渾冠白色レグホ−ン雄

乾燥物：採取後直ちにガラス室内に・広

げ，自然乾燥を行なった後粉砕した．
以上に示した各加工処理物の化学組成は第21表のどとくであった
第21表 各処理かんしよ葉の化学組成（％）
粗たん
ば く 質

粗脂肪

可溶無
窒素物

粗繊維

粗灰分

純たん
ば く 質
1
1
9

ノ0

1

′0

8

7

7〇 5

4

7

8 8 8

4 4

9

スJ

′0 ′0

5

8

1

nU

nU

9

4

2

9

2

nU

nU

2

0

ハリ

4

5

7

2

2

1

7

1

2

5

1

2

8

7

′0

nU

7

1

9

nU

7

1

7

4

物物汐物

イ

鮮煮レ煉

新蒸サ乾

各供試鶏ほ，代謝試験用ケL−・汐に1羽づつ収容し，節22表に示した基礎飼料と各処理かんしよ莫を第25表に示
した割合でガラス坂上におき，英ぺらでよく混和した後給与した．
このように混和した飼料の化学組成は第25表のごとくであった．

OLIVE 香川大学学術情報リポジトリ

ー29−

a）10Dgあたり含有鼻

第22表 基礎飼料の配合および化学組成（％）
目 1重鼻比
8

9

5
nU

純たん
ばく質

水分l駅名l粗脂肪l諾馴組織維l租灰分

5る5皿g

KI

240〝

MgSO4・7H20

8．18g

FeSO4・7H20

1占5mg

C11SO4・5H20

1ち．2〝

ZmC12

154 〝

b）1gあたり含有員
ビタミンA
〝 D8
チアミン硝酸塩
リボフラビン
ニコチン酸アミド

箪25表 混合飼料の配合および化学組成（％）

A配 合

ピ．リドキシ∵ソ塩酸

かんしよ菓の処理物

試 験 期l基礎飼料

MnSO4・4H20

2

7

nU

混 合 塩 a）
ビタミン混合物 b）

NaCl

9

コ ン ス タ ー チ
コ− ン カ■ イ ル

ノ0

品

CaCO8
H2PO4

新鮮物【蒸煮物

竺まレl乾燥物

2，500Ⅰ．U．
200ⅠいC巾U
1 mg
115〝
10
1」5〝

葉 酸
0∴15〝
パントテン酸カルシウム 2，5
ビタミンB12
1／噌
55 mg
β−トコフ1エロール
ビタミンKl
0，．025
ビオチン
占る0
コリン塩酸塩
1

B。．化 学 組 成
粗放維l粗．灰分

粗脂肪

試験期（処理法）

1

ZJ

1

8

1

5

9

8

1

4

ZJ

ZJ

1

7

8

7

4

1

2

5

5

1

ノ0

nU−′〇

2

2

4

1

2

0

2

2

1

4

′0

′0

7〇

9

′0

1

2

4

4 （乾 燥 物）

4

2

9

7

7

∠U

7

7〇

1 （新 鮮 物）
2 （未 煮 物）
．5 （サイレー汐）

（乾 物 中）
5

nU
5

5
4

nU

4

2

2

5

ZJ

9 5

∠U ′0 7

8

ノ○

2

′b

7
9

4

8 2

′0 7

4 （乾 燥 物）

0

0

7

7

5 （サイレ−汐）

7

1

8．、1

7

2

5り5

′0

1 （新 鮮 物）
2 （末 煮 物）

これらの混合飼料を，1日1羽あたり節1期（新鮮物）174g，筋2期（蓑煮物）および第．5期（サイレ一汐）
12占g（ただし，1羽のみ174g），罪4期（乾燥物）5占−フgづつを・それぞれ5回に分与した．．また，飼料の給与は

強制給餌法に．よった
第24表

試験期の構成

イ

5 4

新蒸サ乾

1 2

鮮煮レ燥一

試験期l加エおよび処理法】

試 験 期 間
19占1， 9／カー20／Ⅲ
〝 10／Ⅲ−21／刀
19占2，10／Ⅱ−21／Ⅱ
〝 2／Ⅲ−15／Ⅲ

採糞は，仝糞採集法に．より朝，夕の2回
に分けて一行ない，試験期の糞をその前後と
区別するためにカルミンを着色剤として使
用した．

なお，試験期の構成は罪24表のどとく，
各試験期は予備飼育期5日，本試験期7日
とした．．
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粗たんばく質の真の消化率を求めるため

弟25表 基礎飼料（無たんはく質）の配合
および化学組成（％）

に，第4期（サイレL−汐）の試験終了後，
品

第25表に示す組成の無たんばく質飼料をる

分l粗脂肪l冨宝冠】粗繊維l粗灰分

水

より得られた各処理別の個体別消化率か

の通りとした

nU 2
5 0

試験期間中における飼料摂取量，風乾排
泄糞盈，風乾糞の化学組成，およびそれら

a），b）ともに第22表

2
ァ

Ⅱ 試験結果および考察

8

濾
紙
混 合 塩
ビタミン混合物

た．

イ

ン′

オ

＝J−

・・
0 ′0
nU フ

タ

コ− ＞／ス

なお，全試験期とも水は自由に摂取させ

デル末わ頃

‥

羽の為に給与し，予備飼育期5日の後10日
間の糞を採取供試した．

8る

ら，これを整理して平均消化率を求めると
算2る表のごとくである．

第2占表 かんしよ其の処理に．よる混合飼料の消化率の比較（％）

処 理 区 分

有機物

粗たん
ば く 質

粗脂肪

可溶無
窒素物

粗繊維

絶たん ば く 質

2
2
2

8

1

5

11

2

5

︵×︶

4

8

1

0

5 9 8
2 5 2 2

8

5

8

5

1

′0
5

5

5

5

7

7

′0

7778刀刀

7

0

n︺

7

1

nU

2 5 ZJ
8 8 8 8

0

8

2

5

9

1

′O

1

′人︶

8

均 （M±SE）170．4±0‖4110 9±0．．9【82．．8±0．7 L 77．7±0．4129．8±2．5124．1±12

7

平

9

均 （M±SE）179．5±1‥ロ15る．9±2い1189小0±0．5【85．5±0．9159…8±1．5141…2±1．2
9

平

20い占

14．4
21．7
20．占
22．占

平

乾

平

均 （M±SE）l占9．8±0．5 董 7い1±0…占 F 88．9±0い417占．0±0い占129，7±1．5120．0±1．．4

燥

物

均 （M±SE）

12．占±1．0】85‖7±0い7る9．5±1‖5127い0±2．O128…0±1．5

ここに示された消化率は，かんしよ其の加工処理物を節22表に示した基礎飼料と混合したものの消化率であ
る．森本ら（87）は，コ−ンスタ・−チの消化率を可溶無窒素物98％，粗たんばく質および粗脂肪では100％の推定
値を用いているが，本試験において−は各処理物の相対的な比較を目的としたので，かんしよ葉そのものの消化率
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は許出しなかった．ただ比較のために無たんばく蟹鍋料を給与した結果から，コ・−ンスタ−チおよびコL−ンオイ
ルの消化率を示すと第27表のどとく，可溶
算27表 無たんばく質飼料の消化率（％）

無窒素物98．4％，粗服防97い7％でいずれも
100％に近く，森本ら（87）が試験飼料に配合

鶏番号l粗 脂 肪l可溶無窒素物l粗 放 維

したコーンスターチ・の消化率の推定値を98

％にしたこととよく一哉した．

各処理かんしよ莫飼料の消化率のうち粗
たくばく質紅ついてみると，新鮮物が3る‖9
％であるのに対し兼煮物10…9％，サイレー
汐7…1％，乾燥物12 る％ときわめて低い値
を示した．未煮物において粗たんばく質の

消化率が低くなることは一般に認められて
いるが，その低下率は森本ら（87）がヲジノクローパ・−・および常刈らい麦で行なったそれを著しく越えて：いるが，
その原因については本試験では明らかに・されていない．山一般に草類をサイレ−ジに加工する場合，たんばく賀の
一・部はアマイドに変化するが，アマイドの利用能力が低い鵜では，粗たんばく質の利用性のみに・ついてみるとサ
イレ−・汐に利点があるとは考え．られない．しかし，たんばく質のアマイドに麿化する比率は，サイレー汐に加エ
することによる低下の比率はと大きくはない。したがって，サイレ一汐における粗たんばく貿の消化率が最も低
値である原因は，乾燥物，茶煮物の低下原因に・たんばく貿のアマイド化に伴う低下が加重したためではないかと
考えられる∴すなわら，純たんばく質の消化率は，兼煮物，サイレー・汐，乾燥物のいずれも近似した値を示すこ
とから，サイレ−ジの非たんばく態窒素化合物の消化率が他に・比して特に・低いことが患像される．
なお，たんばく貿の奥の消化率を求めるために，界28表紅示した無たんばく質飼料給与時の窒素排泄良（代謝
性糞窒素）を用いて，各処理かんしよ莫たんばく質の真の消
第28表 無たんばく質飼料給与時における
代謝性糞窒素の排泄鼻
（摂取飼料100gあたり）
−

代謝性糞窒素の排泄蒐

●−

1D
ll
12
15
14
2D
平均（M±SE）】

化率を求めると第29表のどとくであり，これは乾燥物，諜煮
物，サイレージの順に低く，いずれも新鮮物の草色一塊程度で
あった．

粗脂肪の消化率についてみると，処理法の差異によりそれ

121 mg

はど大きな差異はみられないが，新鮮物およぴサイレー汐は

97
118
105
150

同率を示し，乾燥物および蒸煮物はこれよりも若干低い傾向

8占

110±7

にあった一．ただし，混合飼料中の粗脂肪ほ，基礎飼料に・配合
されたコ−ンオイルが多くを占めており，その消化性がきわ
めて高く，しかも基礎飼料の消化率は各供試鶏ともに近似値
にあるものと推定されるので，各加工処理物間の差異はここ
で示された数値よりもさらに大きいものと考えられる．

また，可溶無窒素物の消化率は，新鮮物が最も高いことは粗たんばく賀の場合と同様であるが，次いで兼煮
物，サイレ一汐の順になり，乾燥物は最も低かった…

粗繊維の消化率についてこは，新鮮物が汲も高く，乾燥物がこれに次ぎ，来者物およびサイレージはやや低い
が，−・般的には後三者は近似の値を示し，新鮮物の消化率より約10％低くなっているu
．以上の各成分を総合した有機物の消化率紅おいては，新鮮物が最も高い消化率を示し（795％），兼煮物およ
びサイレ−・ジはこれよりも約10％低く（70・4−る9・8％），乾燥物が最も低い値（る15・4％）を示した．
CRASEMANN（88）は，ル・−サンを主とした牧草からサイレ・−L7および乾草を作り，締羊を用いて：それらの消化率
を新鮮物と比較した結果，有機物でほサイレー汐15％，乾草10％の低下を示し，粗たんばく質ほサイレ・一汐25％，
乾草は10％の低下を，可溶額窒素物ではサイレージ15％，乾草10％の低下があることを認め，粗脂肪および粗繊
維では三者の間に差異がなかったことを報告しているが，著者に・より為を用いて得られた，かんしよ菓の処理に・
よる消化率の変化に比較すると，低下の程度が低い．これは動物および飼料の種類に・よる差異に・基づくものと考
えられるが，いずれに．しても処理することにより低下することは共通した事実である・・
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節29表 各処理かんしよ葉粗たんばく質の其の消化率

f 52．占±1り0

（注）代謝性糞窒素排泄鼻はる羽の平均値を適用した

Ⅲ 摘

要

かんしよ薬（英柄を含む）の加工処理が，為による消化率にいかなる羞影響を及ばすかについて知るために本試
験は行なわれた．すなわち，採取した新鮮物をそのまま磨砕したもの，兼煮後磨砕したもの，磨砕後サイレ−ジ
として貯蔵したものおよび乾煉したものの4種類に分け，それぞれ人工肛門を設著した成親に給与して消化試験
を行なった．
その結果，有機物の消化率は新鮮物79・5％，蒸煮物アロい4％，サイレー・汐る9‖8％，乾燥物る5．4％となって，新鮮
物が最も高く，未煮物およびサイレ−汐がこれに次ぎ，乾燥物は最も低かった．含有成分中粗たんばく質の消化
率は各処理物より直接算出した数値であるが，その差異はきわめて大きく，新鮮物5る．．9％であるのに対し乾燥物
12いる％，未煮物10い9％，サイレ・−ジは7い1％となった．
加工処理したかんしよ薬の含有成分の消化率が新鮮物に比していずれも低く，粗たんばく質の哀の消化率は新
鮮物52占％であるのに対し乾燥物555％，菜煮物50．4％，サイレー汐27．7％を示した．
以上の結果から，特に粗飼料の消化率を測定する場合に．は，その加エ，処理の方法を明記する必要のあること
が認められた．
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第5節 飲

水

畳

最近，ケ−汐に．よる鶏の飼育が普及するにつれて，夏季の軟便の取り扱い紅は種々の支障を生じて．いる．排糞
の硬軟は衛生管理の立場からはもちろん，鶏糞を乾燥して利用する場合もきわめて重要な要素となるが，さら紅
軟便化に．伴い摂取飼料の消化性に影響があるとすれぼ，それはさらに重要な問題である．夏季ケージ収容時の軟
便は直接的に．は飲水鼻の増加に．伴うものと考えられるが，過剰の飲水は消化障害を招くという−・般的な事実か
ら，これら軟便の実態が単なる糞尿申の水分含意の増加によるものか，あるいは消化障害を招いた結果である
か，さらに∴飲水の制限を行なった場合飼料の消化率町影響があるかどうかなどの問題について．検討するため本試
験を行なった．

Ⅰ 試 験 方 法
供試鶏としては，11カ月令の交雑種（横斑プリマスロツク雌×単冠白色レグホ−ン雄）の成雄を選び，それぞ
第50表 供試飼料の配合および化学組成（％）

学組成は，第三0表に示した通りである．

50い0

直射日光を避けて室内に配置された単飼

50．ロ

米

ケージに鶏を収容し，各5羽づつA，Bの

15．5
10−0

豆
一ク

ン
ル

胚︑︑︑シ

ー酸

麦サカ

と小脱魚大小ル炭食岬

目 1遥遠比

2区に．区分し，1日1羽あたり90gの供試

るい0

飼料を5回に分け，練り餌として強制的に

2一0

給与した

5，0
5．0

試験期は，1959年8月7日から27日に．至
る21日間を5期に分け，各試験期とも予備

口．5

示分慄胤粗脂肪l

れ人工瓜門を設着した健全なもの10羽を使

用した
消化試験に使用した飼料の配合および化

飼育期2日，本試験期5日とした．．算1期

墓窒琵l租繊維i粗灰分憎詣

はすぺて．の鶏に自由に・飲水を許し，算2期
はA区を制限，B区を自由飲水とし，算ち
期では逆に．B区を制限、A区を自由飲水に
転換した．なお，飲水の制限は給餌後50分

間のみ自由に．飲水させ，以後は給水を絶つことによった．

糞は全糞採集法によって採取した後，550C，24時間で通風乾燥を行なった．
以上の条件のもとに調査した事項は次のごとくであった
すなわち，試験期間中の昼間（10時と1占時の平均）の気温ならびに湿度を調べるとともに，自由および制限給
水時における各個体別の飲水還せ，自由飲水時に・あってはる時から19時までに・おける減法を記録し，制限飲水時
に．あっては各給餌後給水50分後における減鼠を調べてそれぞれ飲水立とみなした
また，新鮮糞の水分合鼻を測定し，さらに個体別に消化率を鈴出した後平均消化率を求めた．
Ⅱ 試験結果および考察
試験期間中の昼間の気温および湿度と飲水丑の関係は，罪45医Ⅰ紅示した通りであり，これにより気温ならびに
湿度と自由飲水盈の相関係数を求めて節51
第51表 日中の気温および湿度と自由飲水鼻の

相関関係

表に掲げた．これらの結果によれぼ，きわ
めて限られた本試験の条件下では，気温お

相 関 係 数
気温と飲水 丑

r・＝ 0．．010占±8．0984

湿 度と飲水 畠

Ⅰ・＝ 0．22d2±0いD954

よび湿度と飲水鼠の間に．明かな相関は認め
られなかった．
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−・般鞋気温が上昇するにつれて飲水塁は増

加し，人では気温が250C以上匿なると明らか
0−−−■）昼間気温

な飲水盟の増加があるとの報告（89）もある

こ こ塁間湿圧

が，飲水鼻は気温のみならず湿度にも当然影
響されることが考えられる．しかし，ある限

られた範囲内における気温や湿度をそれぞれ
単独に．飲水量と結びつけて．考える場合には，
必ずしも明らかな関係が示されないので，飲
水鼠を決定する要因を追究するためには，鶏

の水分代謝にンついてさらに生理学的に追究す
る必要があるものと考えられるひ

さ∵j自由飲水

■一一別限飲水

次に各期の飲水塁は節52表のどとく，平均

1日あたり自由飲水期では508±12ccとな
り，制限飲水期は180±8ccであるから，自
由飲水期に対し制限飲水期は58％の飲水畠に
なった．

ヽ′

両区の鵜の排糞中の水分含畠ほ，飲水盈と

V

♪

ll lI】lI lllll

ともに第52表に示した．すなわち，自由飲水

9′Ⅷ 13ノ′Ⅷ16ノ′Ⅷ 20／Ⅶt 2γⅧ 2γⅧ

期には77い8±0．占％であるのに．対し，制限飲

一㌧一−−・一】ノ

水期ほ775±0小7％であるが，この両者には

2

1

3

．拭 放 将j

統計的に有意差が認められなかった．したが
って自由飲水，制限飲水の区別によって嚢中

第45図 昼間の気温および湿度と飲水農

の水分合法に．牲影響のないことが明らかとな
ったい 以上の結果から，夏季ケ−ジ収容時に

第52表 飲水立と嚢中水分合盈

おける軟便の実態は，多良の飲水に由来する
排尿塁の増加に．その原因があるものと推論さ
れるので，夏季軟便の実用的な対策を講ずる
ために．も水分代謝の研究が要求される．
試験期間中に．おける飼料摂取鼻，風乾排泄
糞畠，風乾焚の化学組成およびこれより計算
された個体別消化率から，さらにこれを整理
して消化率の平均値を求めると第55表のどと

くである
まず，仝供試鶏とも自由飲水とした節1期
の消化率をみると，鵜の個体による差はきわ

平均
（

自由給水期
制限給水期

508±12（100）

180±8（58）

めて少なく，またA，B両区紅は全く消化率

a）自由給水期との間に有志差なし

に有意差は認められなかった．

（注）（）内は指数を示す

77い8 ±0い占
a）
77．5±0い7

次に．各成分別に消化率の変化を検討する
と，粗たんばく質，粗脂肪，可溶無窒素物および組織経ともに，自由飲水および制限飲水に・より消化率に．差が生
ずるとは認められず，本試験に・おける飲水制限の程度でほ，飼料の消化率にほ全く影準のないことが明らかとな
った．
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第55表 飲水塁の違いに・よる消化率の比較（M±S寧％）

Ⅲ 摘

要

飛に．自由に．飲水させた場合と飲水の制限をした場合において，飼料の消化率に差異があるかどうかを調査する
ために．，1口羽の人工肛門を設著した成堆を使用してテ肖化試験を行なった．
供試親は5羽づつの2区に分け，節1期は両区とも自由に飲水させ，第2期にはA区を制限，B区を自由飲水
とし，第5期にはこれを反転してA区を自由，B区を制限飲水とした
その結果，1日5回の給餌後50分間だけに飲水をさせた場合は，自由飲水時のおよそ58％の飲水畠となった
が，自由，制限飲水時に．おける糞中水分含虫ならびに飼料の消化率に・は全く差異が認められなかった．これは夏
季ケ−ジ収容時にみられる軟便が，多愚の飲水に伴う排尿盛・の増加にあることを示すものである．

第6節 食

習

慣

元来，親では穀物ならびに．その副産物を主飼料とし，動物貿飼料を副飼料とし，鉱物質飼料を添加飼料として
給与されるものである．．しかし，鵜を最も経済的に飼育するために・，主飼料の代替として緑餌を多給する養親法
もー都に行なわれている巾 この場合，鶏が長期間にわたりこれら緑餌卑多鼠摂取することにより，食習慣性を得
て噂好性や採金員を増大するばかりでなく，その消化率をも向上させるこ．とができるかどうかは，緑餌の価値を
栄養学的に．評価する陵墓要な問題となる．本試験では，食習慣が飼料の消化能力を質的に向上させることの有無
を解明することを目的として，前後2回にわたり消化試験を行なった

Ⅰ 試 験 方 法
1959年10月19日貯化の交雑種（横斑プリマスロツク雌×単冠白色レグれ−ン雄）の雌ひな100羽を50羽づつの
2群に．分け，1群に．は市販の配合飼料と少起の緑餌を与え（普通育成区），他群には前者の％景の配合飼料と多
産・の緑餌を給与しながら育成した（緑餌多給育成区）．．賂化後7カ月に・，両区から各必要羽数を無作為に抽出し
て消化試験を行なった．

試験は第1および第2の2回に分けて行なった．
算1試験においては第54表に．示した組成の飼料を用いたが，ここ紅用いた大豆共ミーールは香川大学農学部附属
農場に．栽培された育刈大豆を19る0年8月25日紅採取し，葉柄を除去して7ロOC以下の温度で通風乾燥した後微粉
状に．粉砕したものである．

消化試験は，普通育成区，緑餌多給育成区の両区より抽出した10羽の供試鶏を，個体別に代謝試験用ケ・−ジに
収容して行なった．

試験期は，19る0年5月20日から占月18日までの50日間を5期に・分け，各期とも予備飼育期5日，本試験期5日
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A．配 合

混合したもの，第5期に．は基礎飼料と大豆

、

期に・は基礎飼料と大豆菓ミールを9：1に

節54表 供試飼料の配合および化学組成（％）

■

とした．第1期にほ基礎飼料のみを，節2

ミ

菓ミ−ルを4：1に・混合したものを給与し
て，大豆英ミ−ルの消化率の測定を行なっ
た．

飼料の給与方法として−は，1日1羽あた
り9ロgを5回に・分与し，いずれも飼料の50
％鱒相当する水で締り，小形の団子状にし
て強制給与した．また，水は自由に摂取さ
せた．

内部がビニ−ル，外部が木綿の受糞袋を肛

門町装着し，泥合排泄物を採取して．分析に
供した．試験期の排泄物をその前後と区別
するために，カルミンを着色剤として使用
した．

給与飼料および風乾排泄物の一・般分析
ほ，A．．0．A．C．法（27）により，排泄物

慢詣桓脂画墓笠帥紙維桓灰分
8

9

5

9

5

′0

7．．O15〔ト占】5．5
9

食

9

節2試験は，人工肛門の設宕を行なった

814．5

8

ル料ⅠⅡ

司

ヽ＼＼

混

った．

＋

はBosE（28）およびBAKER（29）の方法に．よ

晋㈱

紅より，また尿酸態窒素の走塁について

大基

中のアンモニア態窒素含意ほ後屈拡散法（30）

Bい 化 学 鶉 成

4一・250・・9

L

鵜を両区より各5羽づつ選び試験に．供し
節55表 供試飼料の配合および化学組成（％）

た．．

試験は2期に分け，第1期，節2期はそ

A‖ 配 合

れぞれ第55表に示す配合飼料および試験飼

目 戸重鼠比

料を給与した．なお，試験飼料に用いたラ
ジノクロバ−は新鮮物のまま用いたが，そ

の訝敵および飼料の配合などについては森
本ら（87）の行なった消化試験の方法紅準じ

た．．すなわち，香川大学農学部附属農場紅
栽培した開花前のラジノクロバ−の糞（薬

柄を含む）を19る0年5月19日に採取した
後，チョッパーにかけて磨砕した．磨砕し
たラ汐ノクロバ−は，よく混和してビニー

ル袋に1日分づつ分けて入れ，50Cの冷

蔵庫内で貯蔵したい ここに供試したラジノ

ヲジノクロバ一 宇 d4い5
試 験 飼 料

コ・−ンスタ」−・チ 52小5

混 合 塩 a）5．0 ビタミン混合物b）D．2

クロバ」−の化学組成は節5る真に示したごと

ぐである．
供試飼料は，いずれも給与前ガラス坂上

B．化 学 組 成

‡水分際紳脂圧娼歪雛繊維l研分

において英ぺらを用いて完全に練り，1
日1羽あたり100gを5回に分け，強制的に

給与した

配 合 飼 料
試 験 飼 料
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算5占表 ラ汐ノクロバ−の化学組成（％）

水分＝投射粗脂肪1冨豊馴親繊維l粗灰分

Ⅱ 試 験 結 果
第1試験の期間中における飼料掛取鼠，混合排泄物鼻，風乾混合排泄物の化学組成，および係数法で得られた
糞，尿中の成分により個体別消化率を求め，さらに・これを整理して大豆菓ミ−ルの平均消化率として示すと欝57

表のごとくである
節57裏 金習慣が飼料の消化率に及ばす影響（Ⅰ）（M±SE％）

飼 料 名
基 礎

飼 料

粗たん
ば く 質

育成 区 分

有機物

普通 育 成

三＿：∴ ＿−

緑餌多給育成

可溶無
窒素物

粗脂肪

粕繊維

81．0±0．．7 8占．．2±0．．7 1る．9±08
81占±0い8

8占．0±08

1る．1±0小5

普通育成

52．2±1‖9

57、8±2‖7

45．7±2いる

18．4±4．7

占．．7±5…0

（混合飼料Ⅰの場合）

緑餌多給育成

524±1．8

53．4±1い8

4占．2±2．．4

21．5±4．．0

7．2±1い5

大豆葉 ミ− ル

普通育成
緑餌多給育成

52…2±1り5

55，4±5．5

48．8±2い5 51‖る±2．1

50。．2±2い5

5．4±2．．5

51．．2±1．1

55い7±2，．D

4占‖5±2い5

る．ロ±1．る

大豆葉 ミ−・ル

（混合飼料Ⅱの場合）

次に節2試験の期間中における飼料摂取愚，風乾排泄糞鼻，風乾糞の化学組成，およびそれらより得られた個
体別の消化率をとりまとめて，各飼料の平均消化率として示すと第58表の通りである
第58表 食習慣が飼料の消化率に及ばす影響（Ⅱ）（M±SE％）
飼 料

名

配 合 飼 料
ラ汐ノク ロ バ一

混 合 飼 料

粗脂肪

可溶無
窒素物

粗繊維

82 る±0…2

88け2±0．5

85．d±0．5

28．0±Dいる

82る±0．5

85．5±0．5

87．．5±0．5 85い2±D5

普通育 成

る49±0る

dl小2±1．0

28．4±1．4

占7．1±0．．占

8．1±0小4

緑餌多給育成

d4フ±015

占2。1±0．．5

28．0±1．5

占る。．5±0．5

8‖5±0‥5

育 成 区 分

有機物

普 通育成

82り占±0．5

緑餌多姶育成

28．占±0．5

以上のごとく，節57表および第58表よりみて，膵化後7カ月にわたって緑餌を多給して育成しても，特に緑餌

の消化性を向上することは認められなかったい
Ⅲ 考

察

−・般に．多足の緑餌を給与すると，消化器官の形状や大きさなどに変化を生じ（90），また，通俗的に．は食習慣性
を得て緑餌の消化率が向上するといわれているが，その実態を正確に試験した成績ははとんどみられない．本試
験は以上の点を明らかにする目的で行なわれたが，その結果は食習慣性により飼料の消化率に変化をきたしたと
する結論を得ることができなかった．これは為に対し縁組を長期間紅わたって給与すると，食習慣性あるいは嗜
好性の増進によって採食崖が増大し，そのため難の栄養素摂取愚ほ向上するが，消化率の向上ははとんど期待で
きないことを明示している．このため親に対する緑餌の飼料的利用は，摂食の最大許容鼠と全体としての摂取可
消化栄養素鼻班よって制約される．
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節57表において，基礎飼料に対する試験飼料の配合割合を変えた場合の消化率を比較すると，試験飼料の配合
塁の多い（混合飼料Ⅱ）ものの方が粗たんばく質，粗脂肪に・おいて低下し，可溶無窒素物に・おいて向上してい
る．−・般に子肖化率を間接的に．井出する場合には，試験飼料の配合割合が高いほど消化率の精度は向上するもので
あるから（gl），混合飼料Ⅱより得られたものの方が大豆菓ミ−ルの消化率はより信頼性が高いと考えられる．配
合率の追いによる信頼限界の計算凝できないが，−・般に基礎飼料に配合した試験飼料の消化率を算出する場合，
しばしばその相互作用によって相互の消化率に変動のあることが知られている（91）．罪57表の計算においては，
基礎飼料の消化率が−・定であるとして討群が行なわれているので，大豆葉ミ−ルの消化率にみられる差異が必ず
しも真の差異を表わすものと断定することはできない… この点に関しては消化率の間接測定法として，今後換討
を要する大きな問題である．
本試験においては，混合した緑餌の消化率の絶対値を知ることが主たる目的でなく，緑餌を混合することによ
り食習慣性を得て消化率に．変化を示すかどうかを知ることが目的であった．後天的に・得られた食習慣性がもし飼
料の消化力に影響を与えるとすれば，泥合割合を変えた場合において特に普通に育成された発と緑餌多給により
育成された鵜の間に．差が生ずるはずであるが，そのような事実が全くみられなかったことは，食習慣性に・よって
明らかに消化率が向上するといえるはどの大きな影響はないと断定できるものと考えられた．

Ⅳ 摘

要

食習慣が飼料の消化率に影響を及ぼすかどうかをみるために・，貯化後7カ月にわたり市販配合飼料に少崖の縁
組を給与して育成した親と，配合飼料を前者の％畠に・制限し多義の緑餌を給与しながら育成した鶏について，大
豆葉ミー・ルおよぴラジノクロバ−・の莫（葉柄を含む）の磨砕物をそれぞれ基礎飼料に混合して消化試験を行なっ
た．

その結果は，いずれの育成法紅よっても隔魔の消化率に有志差を認めることができなかった．すなわち，食習
慣による緑餌の利用性の増進は，おもに嗜好性や採食蓋の向上匿あり，消化能力を質的に高める効果はないこと
が明らかにされた．

第7節 卵化後 日 令
I哺乳動物では，離乳後年令の進行と消化率の間に・は関係のないことが明らかにされている（92￣96）… しかし，
親ほ哺乳動物と異なり，哺乳期に相等する期間がなく，膵化後から成鶏と同質の飼料を摂取すのるで，はたして
消化率が照化後日令と無関係であるかどうかは疑問がもたれるが，この種の試験把ついては都債が少ない（9798）
本試験では，著名が改良した人工月工門役者法により，ひなから成為に・至るまでの消化率を正確に．測定して，時
化後日令と飼料の消化率の関係を調査検討した，．

Ⅰ 試 験 方 法
19占2年2月5日に．酵化した同一・系統の交雑種（横斑プリマスロツク雌×単冠白色レグホ−ン雄）の雄ひな100
羽をバタリー・育すう器に入れて．飼育管理を行なった．これらの鶏の中から貯化後5D日（節1期），る0日（第2

期），75日（第5期），100日（節4期），120日（第5期），150日（第占期）および180日（第7期）の各時期
において，それぞれ無作為に選んだ10羽づつの供試丸に人工肛門を投石した後消化試験を行なった．
消化率測定常用いた試験飼料の組成は第58表のごとくであったが，調製後占カ月にわたって供試したために，
品質の変化のないように・意を用い，5◇Cの低温室内に・保存した‖ なお，各測定時に化学組成を分析して第59表
に．あわせ示したが，測定時期による組成の変化はきわめて少なかった．
飼料の各時期に．おける給与慮は，それぞれその時期に飽食して摂取する虫の80％相当盟を基準とし，飼料の50
％の水で練り，1日5回に分け，強制的に・給与した．
糞は受襲用ビ−カ−を装着して∵採取し，カルミンを着色剤とする仝糞採集法に・よった．
試験期間は，50日令のみ予備飼育期5日，本試験期は2日づつの5回連続とし，他の時期はいずれも予備飼育
期，本試験期各5日間とした。．なお，試験は単飼グ−・汐に入れたまま行ない，水は自由に摂取させたい
以上の消化試験とは別に，人工肛門を設著した5羽の成為雄を前記試験苅と同一・条件で飼育し，各試験期ごと
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供試飼料の配合および化学組成（％）

a）第22表に示した通りとした

B。各試験期における化学組成
試

験
1

期

水 分

（る0日令）

5

（75日令）

4

5

占

（150日令）

7

（180日令）

粗脂肪

可溶無
窒素 物

粗繊維

粗灰分

純たん
ば く 質

2．1
2．1
20

（50日令）

2

粗たん
ば く 質

18．2
18 3
18る

（10D日令）

2い1

18 2

（120日令）

2い1

18．．5

22
24

17‖9

18．4

軋前記試験親と同一飼料を給与して消化率を算出し，飼料の保存ヰ叱おける変化ならびに飼育環境の変化による
影響を調べて対照させた…

Ⅱ 試験結果および考察
WoLFF（92）は，生後占カ月と14カ月の緬羊について飼料の消化率を調査し，両者に・差がないことを認め，WA−
工SONら（93），ならびに．CRAMPIONand WHITING（94）も生後90日から168日に．至るまでの豚に・おいて，各種飼料の
消化率に差異のないことを報告したそのはかに，森本ら（95）もうさぎの成長期と飼料の消化率に差異のないこ
とを認め，WEISKE（96）もまた幼畜と成畜の問に差異のないことを報告している．．
WHIISONら（67）は，親の飼料中の脂肪含還を変えてこれが消化に．及ぼす影響を調べた結果，5−9％の脂肪を
含有する飼料を給与すると8−12週令における鵜の脂肪の吸収が他の時期に比べて有意の上昇を認めたが，脂肪
含遠を20％にすると両者に差異がないことを報告した．また，FRAPSandCARLYLE（9T）は，ひなに約19％のた
んばく質を含有する飼料を自由に摂取させた場合，窒素の蓄潰率は4週令暗までは42・5％となったが，その後7
過令までは，58一1％となり，さらに．1・5過令までは55，1％と漸次低下したと報告している
最近，M一札LERら（98〉は，鶏の醇化後日令と飼料の利用率について追究し，飼料の消化率は2週令から4週令に
かけて−少し高くなり，その後少しづつ低下するが，窒素の蓄私率については2過令時に少し上昇するはかは，日
令の進行とともに徐々に・低下することを認めた．
以上の報告を通じて，消化率や窒素の蓄潰率が成育の初期に高く，以後次節に低下することははば−・致した結
果であるが，ひなから成鶏に至るまでの消化率を経時的に．測定することにより，従来の成絞と比較することがで

きた
各試験期における飼料摂取量，風乾排泄糞鼠，風乾糞の化学組成，ならびにそれらから得られた個体別消化率
から，さらにこれを整理して各成育期別の平均消化率を求めると算40表のどとくである
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節40各

成育期別における消化率の比較（M±SE％）

％90

まず，粗たんばく質の消化率に・ついてみる
と，成親（対照）では各試験期別に有意差は
両日
−

認められず，試験親においてのみ5％水準で

8

しし

したごとく50日令暗が最も高く，その後120

T至

さ

有意差が認められた∴すなわち，節44図に示
日令に至るまで低下を続けるが，そ∵れ以後は
はぼ一・定の消化率を示している −・般に成育

幸ま幸

の進むにつれて次第に下向する傾向がみら
れ，最高と最低の消化率の間に・はおよそ4％

車 重 圭

の差がある一．この関係は純たんばく貿の場合
も同様であり，MuLIER（98）の実験結果とも
大体一・致した傾向を示している．
粗脂肪および可溶無窒果物の消化率は，た
んばく質の場合とは様相を・異にし，成鵜（対

30

6U 75 100 120 150

180

媚 化 後 Il 布
第44図 成育期と粗たんばく賀の消化率の関係

照）および試験為ともに各試験期の間に有意
の差は認められなかった．

一方，粗繊維の消化率はたんばく質の消化率の変化の場合に相似し，成親（対照）においては各試験期別に有
意差は認められないが，試験矧でほ50日令より120日令に至るまで次第に・低下する傾向を示し，それ以後は変化
が少なかった（第45図）．なお，本試験においては，野化時より1カ月間の成紡が得られていないので，その間
の様相を明らかにすることはできないが，本試験の行なわれた範囲内においては，成長の盛んな時期は概して飼
料の消化吸収率がよく，代謝活動が旺盛であることが明らかにされた
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30

60 75 100120 150 180

榊 化 後 Fl 令
第45図 成育期と粗繊維の消化率の関係

Ⅲ 摘

要

親の成育に伴う飼料の消化率の変化を明らかにするため，交雑種（横斑プリマスロツク雌×単冠白色レグホ−
ン雄）の雄ひなを同一・条件下で育成しながら，50日，占0日，75日，10ロ日，12D，150日および180日の各日令時
に、人工肛門を設著した10羽づつの中から5、9羽を使用して飼料の消化率の比較を行なった
その結果，たんばく賀の消化率でほ50日令時が最も高く，その後は次節紅下降を示すが，120日令からは成鵜
のそれと同じ−・定の値を示した．粗脂肪および可溶無窒素物では各期別にはとんど差異がなく，粗放維の消化率
はたんばく質の場合に相似して120日今までほ次第に下向を示すが，それ以後は変化が少ないことが明らかにさ
れた．
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第5章 総

括

本研究は難に・おける糞尿分離法ならびに消化率に影響を及ばす条件など，鵜の消化に関する基礎的問題を解明
しようとして行なわれた．．そのうち，糞尿分離法紅ついて．は人工肛門設着法を改良した後，人工肛門を設著した
鶏の消化が非設着梨のそれと変らないことを実験的に証明したい また，消化率灯影響を及ぼす条件に関しては，

酸化クロムを指標物質とする指標法による消化率の算出が全糞採集法のそれに近似する信頼性の得られることを
明らかにするとともに，給餌方式として強制給餌法を用い，その方式のもとにおける消化率の正常性の検討を行
なった‖ さらに鶉の飼養方法の変化によって生ずる各種の問題を消化率測定の立場から追究して，各種条件の変
化と消化率の関係を明らかにした 以⊥本研究の結果を要約すると次のようである．．
近年考察されたカニュ．−レの挿入に．よる人工肛門設着法に・対し，さらに・改良を加えることに・よって親体を健全
紅維持し，各種条件のもとで糞尿分離採取を確実かつ容易にすることができたり
その方法は，カ・ニューレの材質，形状，大きさならびに・挿入方法に検討を加えたものであるすなわち，カニ
ューレの材質には軟質ピ・ニ−ル管を選び，形は先端をやや広げた小杯状形とし，そ・の口径は従来用いられたもの
に比べて．甚だしく大形（成親用で内径1占mm）であることを特徴とする＝ カニュ．−レは1弓から5号まで5段階
の大きさのものを作り，これを個体の発育程度および人工月工門の状態などによって使い分けたい いずれも使用前
にほ熱湯中に浸潰して柔軟にし，折りたたんで挿入した後これを広軌露出する部分を4カ所だけ皮膚に縫合し
て固定す・る方法をとった．なお，カニュー・レは挿入後15日ごとに周期的に㌧入れ替えを行ない，常に理想的な位置
にとどめるように．した。この方法を適用すれば，25日令以後のひなに対してもはとんど完全な状態で人工肛門を
設宕することができ，しかも半永久的に糞尿分離を行ないつつ各種実験に供用することが可能である‖ また人工
肛門設着手術に対しても，切開部の位置と切開の方法および大きさにも改良を加．え．，所期の目的を達することが
できた．

産卵親における産卵およびひなに・おける成長をそれぞれ生理的正常性の指標とみなし，同一条件にある人工肛
門の設着親と非設若衆とを比較対照させたその結果，産卵鶏の手術前後における産卵率は，手術後産卵の回復
するまでに要するふよそ28日間を除けほはとんど変りがなく，また人工月工門を設若したひなの成長曲線も手術直
後の一時的発育停滞の時期を過ぎると，非設着ひなとはば平行して発育することが観察された以上の事実か
ら，健全に維持された人工肛門設着親の生理状態は，非設着果と変らないことが推定された‖
人工肛門を設備した鶏の消化括動の正常性を実験的に明らかにし，あわせて各種消化率測定法を比較検討する
ために．，同一の成鶏雄を用いて係数法，糞導管法および人工月工門設着法の順に同一飼料をもって消化試験を行な
ったまず糞尿混合排泄物を採取し係数法で算出した場合の消化率を，人工月工門設着鶏より糞尿を分離採敬した
後これを混合し前と同じ係数法で算出した場合のそれに、比較すると，各成分ともに有意差がみられない‖ したが
って，健全に維持された人工肛門設着梨における飼料の消化率は人工肛門設着前と変らず，最も完全でしかも長
期にわたる採兼および採尿の可能な方法であることが明らかであるまた，係数法によっても比較的近似的な砥
が得られたしかし，この方法ほ分析が繁雑であり，分析の楷皮や係数の適用いかんによって∴差異を生ずる欠点
があるので，常に．信頼性の高い数値が得られるという保証はできない一方，習毒導管法は最も簡便な方法ではあ
るが，先の健全性の維持に難点があり，粗たんばく費や組織維の消化率が若干低ぐでる傾向を示した．
−・般に消化試験に際しては，排糞鼠を正確に・測定する必要があるしかしながら、排糞鼻の正確な測定には労
力を要し，また測定誤差の介入する可能性もある．近時，哺乳動物に対しては指標物質を飼料中に混入し，その
排泄物申の潰皮を用いて，排泄した糞の全遺を採取することなく消化率を卯出する，いわゆる指標法が発展して
きた本試験においては，邦の消化率測定に際し，酸化クロムを非標物質とする指標法の採用の可能性を吟味し
たい その結果，指標法によっても，得られた消化率は仝糞採集法により求めた消化率と差異が認められず，採糞
の比較的容易な指標法が親に・よる飼料の消化率測定に際しても十分実用性のあることを確認した．なお，指標物
質の糞中排泄の様相を検討し，短時間の採取よりも1昼夜を単位とした採糞方式をとることが望ましいことが明
らかにされた‖

飼料の消化率を測定するに・際し，採食量を一・定にすることが必要である．しかしながら特に為においては，自
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由採食によっては定量的に採食させることがきわめて困難であるので，飼料の強制給与を必要とすることが多
い．強制給餌には，一党員：の配合飼料に対しおよそ50−dO％相当量の水を加えて：練り，これを細長い小形の団子
状に．してニロ脛，食道を経て喋のう内紅強制的に送入する方法をとった この方法は，飼料摂取蜃を正確に．規制す
る最壱の方法であることが明らかであり，酸化クロムを指標物質として消化率を算出した結果，自由採食および
強制給餌のいずれによっても，給餌法が適切であれば飼料の消化率に．ほ有意の差のないことがわかったい
飼料の給与回数と飼料の利用性の関係は，哺乳動物については比較的多くの研究がなされているが，親につい
てはこの種の試験成績ほ少ない。一・般に・難紅対する給餌回数の決定は，飼料の利用効率，飼料の形態および消化
管通過速度，ならびに．労力などを考慮して実用的に決められることが多い．一方，飼料の利用効率は飽食時の
占0−7口％景を給与したときが最も高いとされているが，飼料を給与する回数によって消化率に変化があるかどう
かは明らかにされていない．本試験では，成鶏に・対し同一飼料を2−5匝lの範囲で給餌回数を変えた場合の消化
率を比較したが，各成分ともに給餌回数別虹よる飼料の消化率に′差異は認められなかったこれは親が摂取した
飼料は−・時喋のうに貯え．られ，その後一・定数づつ次の消化器官に送りこまれるため，過食に．よる畷のう内容物の
異常発酵が起らない限り，給餌回数の多少が直らに・消化率に影響をきたすことはないためと考えられる
鶏に．緑餌を利用する虹際し，新鮮なまま給与するはか紅，蒸煮，乾燥あるいはサイレージとして給与すること
も多いこれら緑餌の加工および処理方法の相違償より消化率に変化をきたすことほ当然予測されるので，本試
験においては，かんしよの柴（葉柄を含む）の新鮮物，未煮物，サイレ・−ジおよび乾燥物などについて．消化率を
測定し，その変化について検討を行なったその結果，蒸煮物，サイレ−汐および乾燥物の各成分の消化率は，
新鮮物に．比していずれも低いことがわかった．また，粗たんばく質の真の消化率も，加工処理を行なったものは
いずれも新鮮物の早島一塊程度に低下した．したがって，緑釦の利用上消化率のみについて考えると，加工処理す
ることはむしろ不利な影響を与えるものであり，かつ縁組の消化率を表示するに・際しては，その状態（加工処理
を含めて）を明示する必要のあることが明らかにされた．
近時，親の管理方式としてケ一汐飼育が普及するに．つれて，夏季に発生する軟便の対策が周題となってきた．．
それを防止する−・法として飲水鼠を制限することが考え．られるが，飲水鼻の制限に．よって飼料の消化率に．変化が
あるかどうかを検討したその結果，ケ−汐収容時における夏季の軟便の実態は，多量の飲水に伴う排尿盟の増
加が主因であり，飲水蓋制限の有無にかかわらず糞中の水分含責には変化のないことが明らか紅されたまた，
1日5回の給餌後各50分間だけに飲水させた場合ほ，自由飲水時のおよそ58％の飲水還となったが，自由，制限

飲水時における飼料の消化率には有意の差が認められなかった
鶏に対し縁餌を濃厚飼料の−L部に代替する飼養法が行なわれる場合には，緑餌そのものの栄養価他の測定が頭
要であると同時に．，長期にわたり緑餌を多良に・摂取した場合，食習慣性によって採金星のみならず飼料の消化性
にも影轡があるかどうかが問題となる この問題を追究するため紅，同一条件にあるひなを標準飼料とこれに・多
●

盈の緑餌を与えた両区紅分けて育成し，7カ月の後両者につき消化試験を行なっで比較した結果，両区の難によ
る緑餌の消化率には有意の差が認められなかった．これは食習慣によって飼料の消化性に変化が生ずることはな
く，草類の利用性の増進はおも紅嗜好性や採食品の増加にとどまることを示している．
−−−・山般に離乳後の哺乳動物では，成育の時期と飼料の消化率の間にほ関係のないことが明らかに．されている，．為
のごとく哺乳期に相等する時期を欠き，膵化後直ちに成発量と同じように飼料を摂取する場合にも，哺乳動物と同
様紅飼料の消化能力に差異がないかどうかは不明であった．最近，この点に閲し2−4適合時紅消化率が少し高
くなり，その後は漸次低下するとの報告もあるが，これは混合排泄物を採取し係数法によって消化率を升出して
いるため，その正瀞性紅若干疑問がもたれる 本試験では著者によって改良された人工肛門を設著することによ
り，膵化後1カ月からるカ月に至るまでの鶏について消化試験を行ない，先の成育に伴う飼料の消化率を検討し
た．その結果，たんばく質の消化率は挿化後50日令時が蚊も高くその後は次第紅下向するが，12D日令以後はは
ぼ叫・定の消化率を示した．粗脂肪および可溶無窒素物の消化率は全期間を通じてはとんど差異がなく，租繊維は
たんばく質の場合に相似して120日令までほ次第に下向し，それ以後ははぼ一雇の消化率となった．．本試験にお
いては，貯化時より1カ月間の成鑓が得られていないのでその間の様相を明らかにすることはできないが，本試
験の行なわれた範囲においては，成長の盛んな幼時期は概して飼料の消化吸収率がよく，代謝活動の旺盛である
ことを示している1．したがって，為における飼料の消化率を論ずる場合には，発育の度合を明示しなければなら
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為に・よる飼料の消化試験紅際し，消化率に．影響を及ぼす要因と，及ばさない要因の一部が以上の試験により明
らかに・されたが，今後さらに多くの要因についてその影響の有無を検討することが，消化試験の正確を期するた
めに．必要と考え、られる
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Studies on the Method of Measuring
the Digestibility of Poultry Feed.
Yoshio NAKAHIRO
The following research has been made to elucidate the method of the separate collection
of feces and urine of the domestic fowl and the basic problem of its digestion such as the
conditions influential to the digestive rate.
As for the method of the separate collection of feces and urine, after making some improvements on the method of creation of the artificial anus, it has been proved by the experiment that there is no difference between the digestion of the fowl with the artificial
anus and that of the fowl with the intact anus.
Further, a s to the conditions influential to the digestibility, i t has been made reliably
clear that the calculation of the digestibility according to the indicator method making
chromic oxide the indicator substance, closely resembles that of the total collection method,
and under the forced feeding a s the feeding method, the normalcy of the digestion has
been examined
Furthermore, on the standpoint of measuring the digestibility, investigating various
problems arising from the change of the feeding method, the relation of the change of
conditions and the digestibility has been clarified. The results of these above-mentioned
researchs are summarized as follows:
Making some improvements on the recently developed cannulae inserting method for the

.

artificial anus, the fowl has been kept healthy, the separation of feces and urine under
various conditions has been made sure and easy.
The method taken was to improve the material, shape and size of the cannulae and the
method of its insertion ; that is, as the material of the cannulae soft veneel tube was chosen, making its shape like a small cup with a little enlarged tip, and the caliber of t h e
cannulae far larger than those usually used (16 mm caliber for the adult fowl). This
was the main characteristic. As to the size of the cannulae, five grades from No. 1 to
No. 5 were made and used each of them properly in accordance with the degree of the
growth of the individual fowl and the condition of the artificial anus. Soaking i t i n the
boiling water before using and making i t pliable, folded and inserted it, and then stretched and sewed i t on the skin at four spots of t h e exposed portion and stuck i t on, the
skin. Renewing the cannulae every fifteen days after insertion, endeavored constantly to
make i t keep the desirable position.
By this method, i t would be almost perfectly possible to create the artificial anus to all
the chicken above 25 days old and in addition, they would be used on various experiments,
separating the feces and the urine for a long time continuously. Furthermore, by this improvement, attained the desired object as to the surgical operation on creating the artificial
anus, such as position, method, and degree of the operation.
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Setting the standard on the egg-laying of the phisiologically normal fowl and the growth
of chicken, comparison was made between the fowl with the artificial anus and those with
the intact anus. The result was that the rate of egg-laying of the fowl before and after
the operation remained almost constant except about 28 days that were needed for the recover y of egg-laying after that operation, and the growth curve of the chicken with t h e
artificial anus was almost parallel with that of the chicken with the intact anus, excepting
only a temporaly suspension of growth owing to the operation. I t was presumed from these
facts that there was not any difference on the physiological condition between the fowl with
the artificial anus and those with intact anus.
In order to make clear experimentarily the normalcy of the digestive process of the fowl
with the artificial anus, comparing every methcd of the measurement of the digestibility,
the digestive process was examined by chemical method, feces-collecting tube method
and artificial anus method, using the same adult male fowl under the same feeding.
First, collected the excreta and counted its digestive rate by the chemical method and
then compared it with the excretion blended after collected and sepalated from the fowl
with the artificial anus. The result was that there was not any remarkable difference. I t
was found, therefore, that the digestive rate of a healthy fowl with the artificial anus remained as it has been before the artificial anus was stuck to, and i t was clear that i t was
the best and most durable method of collecting the feces and the urine. By the chemical method, comparatively approximate value was also obtained, but this method has difficulties
in making an analysis and there i s the danger of being liable to lose accuracy and hence,
lead to different result and i t is not sure that a highly reliable numerical value can ever be
obtained. On the other hand, though the feces-collecting tubes method is the simplest method, drawbacks lie in keeping the fowl in health and the rate of digestion of crude protein
and crude fiber lowers to some extent.
In general, i t is necessary to measure accurately 'the quantity of feces in case of the digestive experiments. Accurate measurement, haweber, requires much labor and there i s the
danger of accidental errors in i t . Recently, for mammals, blending the indicator substance
into feeds, the consistency of the feces is examined and the digestibility i s counted without
collecting the whole quantity of the feces, and this i s the recently developed indicator
method.
Here in the research on the measurement of the digestibility of the fowl, the feasibility
of this indicator method was investigated, making chromic oxide the indicator substance.
The result was, no difference was found between the digestibility measured by the indicator method and that by the total feces collection method, and it was assured that the indicator method which i s comparatively easier i n collecting feces i s quite practically valuable
for the measurement of the digestibility of the feeds of the fowl. Moreover, the excreting
state was also examined, and it was found desirable that the feces should better be collected for one day and night as a unit than be collected for over a short period.
Regarding the measurement of the digestibility of the feed, to fix the quantity of the
feed is important, but for the fowl, preying freely on the feed, i t is very hard to fix a
definite quantity, and therefore, they are i n need of the forced feeding. For the forced

OLIVE 香川大学学術情報リポジトリ

feeding, the way taken was that adding some 50-60% water to a certain quantity of the
formula feed, kneaded i t into small and slender -sized dumplings, and then, forced them
into the mouth cavity and the crop. This method proved clearly to be the best way of
regulating the accuracy of the quantity given, and as the digestibility was calculated by
t h e indicator substance chromic oxide, the1e was not any consider able difference if the
method of feeding was adequate, whether i t was the self feeding or the forced one.
As to the relation of the number of frequency of feeding and its utility, comparatively
many studies have been made on mammals, but, on fowls such studies are very few. Generally, the number of frequency of feeding the fowl is inclined to be practically determined
according to the efficiency, the form of the feed, the speed of its passing through the digestive tract and the needful labor for it, etc. On the other hand, the efficiency of the
feed i s considered to be highest when 60-70% of the quantity a t the satiated time i s given,
but it is not clarified yet whether or not the digestibility suffers any change by the number
of frequency of feeding.
Here in this research, a comparative study was made on the digestibility case by case
when the same food was given to the adult fowl from 2 - 5 times, and no change was found
in the digestibility of every component in accordance with the change of frequency. The
fact is presumed that the feed taken by the fowl i s temporalily saved in the crop and after
that it is sent into the digestive organ bit by bit, and consequently the frequency itself
does not inflict any influence on the digestibility, except when the ingesta in the crop
becomes abnormally zymotic on account of overeating.
When green feed i s given to the fowl, boiled, dried or silaged feed is often given as
well as fresh one. I t is considered a matter of course that these green feeds cause the
indigestibility owing to the way of process and reatment, and so in this research, the following case of feed was studied respectively ; fresh, boiled, silaged and dried sweet potato leaves (with leaf - stalk) The result showed that the digestibility of every component
of the boiled, silaged or dried feed was lower than that of the fresh one, and a s for

.

protein, the digestibility of the feed processed and treated dropped to 3/5 - 1/2 in comparison
with the fresh one.
Consequently, as far as the digestibility of the fresh green feed i s concerned, processing
and treating have rather unprofitable influence on i t , and to express the digestibility of
the fresh green feed, i t i s necessary to describe clearly its quality, whether it is processed
and treated or not.
With regard to the chicken management, the cage breeding method has widely spread
these days, and the countermeasure for a soft feces, found often in summer, has come
into question. To restrict the quantity of drinking water may be considered a s a preventive
measure, and so, i t was studied if the restriction of water would cause any change of the
digestibility of the feed. I t was clarified as the result of this study that the soft feces
at the cage breeding in summer was mainly caused by the increase of urination due to a
large quantity of. water drunk, and there was no change of the water content of feces
whether or not the drinking was restricted. Again, allowing half an hour's drinking time
after every day's regular feeding, three times a day, the digestibility was experimented,
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but not any remarkable difference in it was noticed between the digestibility of the restricted drinking and that of the free drinking, though the quantity of the water drunk a t
the restricted time reached 58% of that at the latter.
When we adapt the feeding method in which the green feed i s substituted for a part of
the concentrates for the fowl, the measurement of the nutritive value of the green feed
itself is important, and at the same time, in the case when the green feed was taken for
a long time, the question arises as to whether it inflicts any influence not only on the quantity of the feed taken but on its digestibility owing to habit of eating. To study this question, breeding chickens of the same condition in two different group : one, feeding with
the standard feed, and the other, with a lot of green feed, compared their digestibility
after 7 months.
The result was that there was not any remarkable difference between these two groups.
I t show that the digestibility suffers no change on account of the habit of food and the
increase of the use of vegetables comes only from their taste and the increase of the
quantity taken.
The digestibility of the mammals after weaning is generally made clear that i t has no
relation with that of the period of their growth. Generally, when the fowls that lack the
suckling period like the mammals take feed soon after incubation as the adult fowls do,
i t was unknown whether there were any difference of the digestibility of the feed compared
with the mammals. Recently, it i s reported as to this point that the digestibility rises a
little in 2 - 4 weeks, and gradually lowers later, but there remain some questions about the
accuracy of the result because the digestibility has b ~ e ncounted by the chemical method,
collecting the excreta. In this research, therefore, the digestibility was tested of 1 - 6 month-old chickens, i . e . chickens of 1 - 6 month after incubation by creating the artificial
anus improved by the author, and the digestibility in accordance with the growth of the
chicken was investigated.
The result was, the digestibility of protein was highest for full 30 days following the
incubation and aftet that i t went down gradually, but after 120 days it showed neaxly
settled digestibility. As to the digestibility of crude fat and nitrogen free extracts,
scarcely any different was found through thc whole period, and that of crude fibre, like
the case of protein, lowered gradually for 120 days and nearly settled from that t i m e one.
In this experiment, the result during one month following the incubation has not been
obtained, so the state of this period can not be made clear, but a s far as this research is
concerned i t shows that the digestibility and absorption are usually good a t the vigorously
growing period, and have a high metabolic rate. I t is therefore necessary to clearly lescribe
the degree of the growth of the chickens when we t r y to deal with the digestibility of the
feed.
In this experiment of the digestibility of the feed, a part of the facters both influential
and uninfluential have been elucidated, but henceforth, furthermore factors ar e considered
to require investigation so a s to attain the accurzcy of the experiment.
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