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アオサ給与が採卵鶏の肝臓中の脂肪割合に及ぼす影響

丸山朝子・山口ヰ雄*

E妊ectsof Feeding Ulva to Liver Crude Fat Rate in Layeres 

Asako MARUYAMA and Takao Y品仏GUCHI*

要約

市販配合飼料に乾燥アオサを5%添加、および乾燥アオサ5%と食周波3%を配合した鰐料をそれぞれ採

卵鶏雌群に給与した。試験の全期間にあたる200おを前後期100日で区切り、前期と後期にそれぞれ累ーなる飼

料を給与する方法と同じ飼料を200日間給与する方法にすることによりアオサの給与期間による影饗、また

アオサ添加にさらに泊を添加した飼料の給与の影響を、試験鶏の産卵成績、卵賞、lIIl疑中総コレステロール

合最および肝澱ゅの4引旨肪含量の調査により検討した。

乾燥アオサを単独に給与ーした鶏群は、給与期間の長さに関わらず産卵成績に影響を認めなかった。しか

し、アオサ添加にさらに3%油を添加した試験群は、 HD産卵率がアオサ単独給与ー群および無添加群(対日吉区)

に比べて明らかに低い伎を示した。この成績には給与期間の長ー短による影響はみられなかった。

アオサを単独およびアオサと泌を添加した試験区は全て、対照尽に対して、月干鍛中の粗脂肪含量が明らか

に低い値を示した。粗脂肪含量にも給与ー期間の長短による設は認められなかった。

緒 院ヨ

東京湾をはじめ各地の湾で、夏から秋にかけて緑藻の

一種であるアオサの大量発生が見られる事例がある。大

量発生する原悶は、アオサが富栄養化した沿岸において、

海水中の蜜素やヲンなどを吸収して急激に生育し増える

ためである。アオサは放鐙すると腐敗し、環境に悪影響

を及iますが、海から徐去することより、富栄養化した海

の水質浄化に賞献するといわれているヘ

アオサには、カロチノイドの一種であるノレテインが含

まれるため、採卵鶏iこ給与することによりルテイン濃度

の高い付加価値卵が作出できるにまた、アオサを含む

海藻類は霊長富な食物繊維や金属殺な含んでいるため、そ

れらの有効利用が検討されているところであるへその

利用法のひとつとして、海藻中の多糖類や食物繊維の脂

肪吸収抑制効果による漁清総コレステローノレの低下4)が

あげられている。

アオサに含まれる成分を利用することにより付加価値

卵の作出が可能であるが、一方これらの成分が採卵鶏に

及ぼす影響についても考慮する必要がある。

今回、採卵鶏へのアオサ給与が、鶏の生産4生、 d乱竣仁ド

*現千葉県農林水産部農業改良課

平成15年8年29日受付
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総コレステロー/レ含蚤および肝臓の総脂肪合最に及ぼす

影響について検討した。

材料および方法

1.供試アオサ

アオサについては台風等により東京湾援のアオサの

入手が臨難であったため、三河湾蕊の乾燥・粉砕した

ものを購入し、使用した。

2.供試飼料および試験区分

給与飼料および試験区分を表Iに示した。試験区は、

アオサ5%添加飼料を全試験場開給与する区(アオサ

区)と試験後期に給与する区(アオサ迫力日区)、アオ

サ5%と油3%添加飼料をさな試験期間給与する区(油

添加区)と試験後期iこ給与する区(油追加区)の4区

分とした。

試験開始まで給与していた市販飼料 (CP17%、

ME2，870 kcal/kg)を使淘し、それぞれの区分によりア

表1 給与飼料およひ試験区分

添加ステージ(日鈴)
試験反分 151 ~ 249 250 ~ 350 
アオサ区 アオサ 5% アオサ 5%
j由添加区 アオサ 5%十油 3% アオサ5%+i出3%
j出迫力日区 アオサ5% アオサ 5%+涼 3%
アオサ追加区 添加せず アオサ5%
対照区 添加せず 添加せず

*それぞれ市販飼料に対する添加割合(現物議最)
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オサと食用泌を添加した。食用法としては、大豆白絞

泊を使用した。

3.試験鶏

平成14年5月6日餌付けの白色レグホーン種のi雄鶏

を 151 日齢から各区39羽 (13~~!処理・ 3反復![友・計

195~~) に分け、 35013 齢まで供試した。

4 調査項尽

(1) 産卵成績

産卵成績は、試験期間中毎日、産卵倒数、産卵重

量を測定し、産卵率、平均卵重、日産卵;震について

算出した。飼料摂取震は、 4週間ごとに残飼震を測

定し、算出した。

(2) 卵質検査

20913齢、 262日齢および322日齢に産出された卵

全てを対委員に卵質検査を実施し、卵重、卵殻強度、

卵黄色、卵黄係数およひやハウユニット (H.U) を測

定した。

(3) JI副長中総コレステロール含震を

各j玄12羽 (4羽/処淫.3反復/区)を対象に、

153釘齢、 20913齢、 264釘齢、 309日齢および349

5鈴にへパリン処理をした波射器を用いて、同一

鶏より採血lを実施した。その後、血疑を分離し、

Zm・kowski5)法により吸光度を求め、血綬中総コレス

テローノレ含盤を総定した。

(4) 解体調査

試験の終了とともに、各区、採血に供していた4

~~のうち 3羽について解体し、綾校内脂肪室長、肝

臓震最および肝機の色調を調査した。

摘出した肝臓について、 100
0
Cで3時間乾燥後水

分を定食した。その後、乾燥させた肝臓を用いてソ

ックスレ…摘出法6)により総脂肪を抽出し、組脂肪

含量を定量した。

なお、肝臓の色識については、日弁ら7)の方法に

より、 5段階評価九五常 2.わずかに黄色 3.やや

黄色 4.かなり黄色 5.黄色で脆い」し、色調4およ

び5については脂肪肝とし、脂肪肝の発生塁手を求めた。

表4 血築中の総コレステロール含量 (mg!100mJ)

試験区分 153日齢 209日齢

147.3 220.6 
アオサ区

(7.6) (80.9) 

222.6 218.5 
泊添加区

(120.7) (61.2) 

泊追加区
237.1 217.4 

(83.6) (60.1) 

137.9 202.8 
アオサ追加区

(64.6) (44.2) 

194.7 204.6 
対照区

(16.1) (83.1) 

*上段は平均値、(下段)は襟準偏差

264日齢

222.1 

(155.6) 

285.7 

(130.7) 

220.9 

(96.9) 

289.1 

(122.4) 

235.1 

(125.0) 
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結 果

1.産卵成績

アオサ区、アオサ追加区のHD産卵号室は、対照区と

同様の債であった。しかし、泌添加区と池追加区は対

照区と比べ、明らかに低い値を示した (pく0.05)(表2)。

日産卵量、平均卵議、銅料摂取量および飼料要求率に

は各区間に差はみられなかった。

表2 産卵成績(151~ 350日齢)

日D 平均 日産飼料館料
試験区分産卵率 卵霊 州最摂取量

(%)ρ ゐ ω 要求率

アオサ区 91.1 a 61.2 55.7 112.5 2.0 
浦添加区 86.2 b 60.7 52.3 100.3 1.9 
油追加区 87.6 b 60.6 53.1 107.0 2.0 

アオサ追加区 91.4 a 59.8 54.7 109.9 2.0 
対照区 92.9 a 59.1 55.0 110.8 2.0 

呉符号間に有窓差あり (p<0.05)

2 卵質検査成綴

卵宝章、卵殻強度、卵黄係数およびHUは各区間に明

らかな主主は認められなかった(表3)。

表3 卵質検重量成緩

卵黄色 HU 

アオサ区 12.5 b 0.75 92.4 
治添加区 12.7 b 0.75 92.8 
油迫力司区 12.5 b 0.75 93.8 

アオサ追加区 12.4 b 0.75 92.1 
対照区 11.5 a 60.9 0.75 92.8 

異符号聞に有意差あり (pく0.05)

卵黄色において、アオサを添加した区と対照区との

関に有意差 (pく0.05)が認められた。アオサを添加す

ることにより、 #s策色は濃くなったが、 j由の添加の有

無による差は明らかではなかった。

3 血竣中総コレステロール合最

血築中総コレステロ…ル合;設は、各区の潤に有意な

差は認められなかった(表4)。飼料の給与時期によ

る差も認められなかった。

309日齢 34913鈴 平均

191.2 205.8 197.4 

(74.9) (103.1) 

202.9 265.6 239.0 

(75.7) (138.0) 

199.8 289.4 232.9 

(104.0) (151.8) 

215.4 216.8 212.4 

(40.9) (40.4) 

225.5 162.5 204.5 

(98.7) (90.8) 
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表5 解体成績

試験区分 腹腔内結紡三重量(g)

アオサB: 39.8 38.6 

油添加区 42.6 39.9 

油追加i玄 40.3 32.9 

アオサ追加区 48.7 48.0 

対照区 42.4 37.2 

主主符号問lこ有;窓差あり (pく0.05)

4.解体成績

腹腔内脂肪重量および肝臓重量は各区ともJE常値の

範関内であり、肉綬約にも肥大などの異常は認、められ

なかった。肝織の色調l土、全ての試験区が対照区より

低い{疫を示し、脂肪肝を示す割合も少ない傾向にあっ

た{表5)。

好臓ゅの水分合設は各区間で差はみられなかった。

しかし、肝臓中の粗脂肪合長;は、全ての試験区と対照

区の関に、明らかな差が認められた (pく0.05)。

考 察

海藻については様々な成分が含まれるといわれ、その

機能性叫こついては注目されている。

アオサについても、原殴成分については未知であるが

ラットに給与するとコレステロール濃度が半減する、と

いう報告9Jもある。しかし、今回、取築中の総コレステ

ローノレ含盤を測定したが、アオサ給与および泊添加に

よる影響は認、められなかった。採卵鶏i土、肝臓に蓄積さ

れたコレステロ…ルを卵の成分として毎日体外へ出すた

め、 5甫乳類のように蓄積せず、ラットの給与成綴と肉様

な結果が得られなかったのではないかと思われた。

脂肪好は、産卵生理により起こる現象であるが、震度

の脂肪貯は鶏の健康を者し、さらに肝破裂や肝磁変など

に遂行し、死に至ることもあるため、好機における脂肪

の蓄積は適度に抑制された方が経済的である。

今回の試験を始めるにあたり、アオサは粗タンパク震

を22%含むが、エネルギーが低い山ため、アオサ単独の

添加によりエネルギーが不足するのではないかと忠われ

た。そこで、食用油を添加することにより、エネルギ…

を補填した。

市販飼料へ5%のアオサを添加した飼料の給与は、産

卵成績に影響することなく、肝臓中の経綴紡割合が少な

くなることが認められた。この効果は、 100民間および

200日間の給与においても同様の傾向が認められた。肝

s裁の平均色調については、全ての試験区が対照区に立すし

低い傾向はあったが、差が認められなかった。一方で、

色調から割り出した脂紡1干の割合は、全ての試験区が対

照廷に比べて少ない{頃向を示した。平均色調で差がみら

れなかったのは、各区に 11.正常Jのf憶を示した肝臓が

肝臓の色調

3.3 

2.8 

2.8 

2.8 

3.6 
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脂肪肝割合(%)
肝臓中成分量(%)

水分 組脂肪

44.4 70.0 7.3 b 

22.2 73.8 6.3 b 

22.2 72.4 6.2 b 

22.2 69.1 6.0 b 

66.6 67.5 13.0 a 

あり、平均値を引き下げ、偏差を大きくしたことが原因

と思われた。また、対照区の肝臓は色調が f正予言Jであ

っても、 E旨肪含有主与が多かったことから、潜在的な脂肪

好であったと考える。

脂肪月干の割合および粗脂肪合設の差から、アオサを添

加した銅料告と採卵鶏に給与することにより産出された卵

の卵黄色の改善およびルテイン含量の婿加が図れるだけ

でなく、絡紡1干の発生を抑える効果も期待できることが

推察された。また、治3%をアオサ5%と河時に給与し

ても、 E旨紡府発生割合と肝臓やの粗脂肪含量が土器加しな

かったことから、飼料中の粗脂肪合震が高いものについ

てもアオサを添加することにより月旨紡肝発生を押さえる

効果を得ることが期待できるのではないかと考える。

今回は採卵鶏に対する350日齢までの給与試験であっ

たが、さらに長期郊のアオサ添加飼料給与試験の実施に

より、肝臓への路紡蓄積を抑え、産卵後期に起こる震度

の路紡肝発生減少の一助となる結果が得られると考えら

れる。

この、肝機中の粗脂肪含重量を抑制する効果については、

原図が不明であり、今後、脂肪抑制原悶物質の解明が翠

まれる。

今後、飼料中にアオサを添加給与することが、採卵鶏

の肝臓ゅの粗絡妨含設を抑制すると問符に、生産された

卵にも、ルテインなどのような食品としての機能性を付

与する未知の物質が新たに確認、されれば、グリーンタイ

ド(育潮)の原因として沿岸で嫌われているアオサの有

効活用を、より一層図ることができるのではなし、かと恩

われる。

文 献

1 )能去を谷正治(2001)、アオサの利用と環境修復、改訂版、

成山堂書事!苫:56-57 

2)菊地翠佳、脇雅之 (2001)、千葉県畜産総合研究セ

ンター研究報告 1: 7-11 

3) 日本水産学会監修(1983)、海藻の生化学と利用、

短泉社厚生閣:23-32 

4) 山田信夫(2001)、海務利用の化学、成山主主主書j百:

148 

5) 北 IXI増和(1980)、脂質検査のすべて、 Medical



千葉県畜産総合研究センター研究報告審 第3号 (2003)

Technology Vo1.8、No.12: 1043-1048 

6)財防法人日本食品分析センター編集(2001)、五訂日

本食品標準成分表分析マニュアルの解説、中央法規:

37-41 

7)臼弁秀義、自力DlIli等行、河合昌子、桜井進、中島芳

夫 (1986)、岐阜県種鶏場研究報告33:34-40 

8) 山自信夫(2001)、海藻利用の化学、成山堂書活:

146-151 

9)能主主谷正治(2001)、アオサの利用と環境修復、改訂版、

成山堂書活:116-117 

10)香川芳子監修 (2002)、食品成分表、五言丁、女子栄

養大学出版部:128 

一24-

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

