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鶏卵の安全性向上に関する研究〈第2報〉

松原英二・後藤美津夫・松浦俊幸*

Study for Improvement of The Safety of Egg (The Second Report) 

Eり MATSUBARA、MitsuoGOTHOU and To叩
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運動性大腸菌の卵殻表面での電子顕微鏡的特徴を観察すると共に、植物抽出物の運動性大腸

菌に対する殺菌効果について検討した。

運動性大腸菌Escherichiaco/i ATCC25922株(以下 E.co/i )を卵殻上に滴下した場合の卵殻表

面での動態について比較したところ、無洗卵の卵殻表面はJ クチクラ層が卵殻面を平坦に覆い、

大腸菌はいくつかの集落を形成し卵殻表面にのみ観察された。

一方、洗卵した鶏卵では、クチクラ層が物理的に剥離し大小の陥没が認められ、大腸菌は表

層部の陥没部に貫入した像として認められた。しかし、運動性大腸菌の卵殻内部への侵入・感

染はいずれの鶏卵にも認められなかった。

植物由来抽出成分であるラベンダー泊とヒパ油の殺菌効果を、運動性大腸菌を指標に検討した。

市販の逆性石鹸を対象にした場合、 10，000倍希釈でラベンダ一泊が41.7%、ヒパ池が45.4%

の殺菌効果が確認された。

緒 自

近年食品を介した食中毒の発生が増加し、食

品の安全性が注目されている。特に鶏卵による

食中毒はサルモネラによる場合が多く、介卵感

染による食中毒原因菌の排除が大きな課題とな

っている。これまで養鶏場やGPセンターにお

いてはサルモネラ等に対する消毒衛生対策が講

じられ、衛生的な素ヒナ導入や害虫の駆除或い

は、ワクチン接種等の対策を講じている。また、

最近ではサルモネラの定着阻止を目的とした競

合排除剤 (CE剤) 1). 2) による取り組みが生

*所属群馬県家畜衛生研究所

産現場で効果を上げている。

鶏卵によるサルモネラ食中毒の原因として、

不顕性感染鶏からの汚染鶏卵の流通、或いは生

産から流通段階の過程でサルモネラに汚染され

ることが想定される。そこで、卵殻への細菌汚

染が鶏卵内感染を招くかどうか検討すると共に、

鶏卵への細菌汚染を化学薬品に代わる天然の植

物性殺菌成分で防除することが可能かどうか植

物由来抽出成分(ラベンダ一油およびヒパ油)

を用いて検討した。
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材料および方法

l運動性大腸菌の卵殻内侵入の可能性

1 )供試菌および鶏卵

供試した菌株はサルモネラと同様な腸内細

菌である運動性大腸菌 E.coliを用いた。 ま

た、鶏卵については市販のパック卵(クチク

ラ層除去)および当場で生産された無洗卵を

各 10個を供試した。

2)大腸菌の感染と培養

エチレンオキサイドガスで滅菌した直径8

cm高さ 15 cmのサンプルビン内に供試鶏

卵を横向きに静置し、運動性大腸菌 E.coli 

を1.5 X 108CFU/mlを滴下塗布した。その後、

20'Cの解卵器内に 3日間静置した。

3日間大腸菌を暴露させた鶏卵は、無菌的

操作により破砕し卵白および卵黄部を綿棒で

穿刺した後、 DHL寒天培地に塗布し37'Cの

解卵器で48時間培養し大腸菌の有無を確認し

た。

3)卵殻表面の超微細構造

運動性大腸菌に暴露した卵殻(クチクラ層

有り、無し)は10%ホルマリンにより殺菌後、

シャーレ内で7日間風乾しイオンスバッター

(日立 EI01)で金蒸着した後、日立 S2400

型走査電子顕微鏡で25KV電圧下で卵殻表面

の微細構造を観察した。

2植物由来抽出成分の殺菌効果

1)植物由来抽出成分

鶏舎内の殺菌消毒を植物由来の抽出成分で可

能かどうか検討した。

供試した植物成分は、通常に市販される芳

香性の高いラベンダ一油とヒバ油を用いて実

施した。それぞれの購入価格は前者が1.000 

円/10ml、後者は3，000円/20mlであった。

2)運動性大腸菌に対する殺菌効果Cinvitro) 

運動性大腸菌 E.coli に対する殺菌効果を、

ラベンダー油、ヒバ油、市販の逆性石鹸およ

び対照区 (PBS)を用いて効果を比較した。

なお、植物由来抽出成分は油性であるため菌

体との接触を高めるため短時間の振とう後、

培養を実施した。

各抽出成分および薬剤は1，000倍、 10，000

倍および100，000倍に希釈し、運動性大腸菌

(12 X 108CFU/mlを PBSで20倍希釈)

と15分間振とう混合培養した後、 DHL寒天

培地上に菌液100μlを滴下しコンラージ棒

を用いて塗布し、 37'Cの僻卵器内で48時間培

養した。

培養後 DHL培地上のコロニー数を計測し、

対照区の菌数をコントロールとして各試験区

の効果を判定した。

結 果

1運動性大腸菌の卵殻内侵入の可能性

1)細菌培養

運動性大腸菌を卵殻上に塗布し 3日間静置

培養し、卵殻内の卵白および卵黄を m江寒

天培地で培養したところ運動性大腸菌は全て

の供試鶏卵で検出されなかった。

2)卵殻表面の超微細構造

卵殻表面を走査型電子顕微鏡で観察したと

ころ、卵殻表面の構造および大腸菌の集積の

様子に違いが認められた。

無洗卵では、卵殻表面に薄いシート状の構

造物が覆い、部分的に亀裂構が観察された。

また、卵殻表面の亀裂部位或いはその周辺

に2μ程度の小梓菌が小集団を形成している

のが観察された。これらの小梓菌は亀裂内に

は認められなかった(図 l、図 2)。
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図 1 無洗卵の卵殻表面像。クチクラ層が卵殻表面を覆い、感染させた

菌塊が小集落を形成(倍率:1， 500倍、白線:20μmを示す)。

図2 無洗卵の卵殻表面像。クチクラ層の亀裂内(乾燥状態により形成)への大

腸菌の侵入像は観察されない(倍率:6，000倍 白線:20μmを示す)。
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図3 市販パック卵(洗卵後)の卵殻表面。クチクラ層に大小の陥没が認められる。

陥没溝には大腸菌が確認される(倍率:6.000倍 白線 :5μmを示す)。

図4 市販パック卵(洗卵後)の卵殻表面。クチクラ層の陥没部には大腸菌が侵入

し、周辺にも大腸菌が散在する(倍率:8.000倍 白線 :5μmを示す)。

一方、市販のパック卵について観察したと

ころ、卵殻表面に認められるシート状構造が

粗造となり、いわゆるクチクラ層が剥離し卵

殻実質表面が露出する部分が観察された。ま

た、粗造となったシート状膜面の陥没部分に

小梓菌が刺入した様子で観察された。これら

の所見は粗造となった膜表面全体に観察され

た(図 3、図4)。

2植物由来抽出成分の殺菌効果

1)運動性大腸菌に対する植物由来抽出成分の

殺菌効果

ラベンダーおよびヒパ油の運動性大腸菌

E. coliに対する殺菌効果を検討したところ表
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1のとおりであった。

表 1 植物由来抽出成分の希釈と殺菌効果割合(%)

希釈倍率 市販殺菌剤ラベンダー油 ヒパ油

100，000 

10，000 

1，000 

無効 無効 無効

100 

100 

41. 7 

45.6 

効果の判定は PBSで希釈した大腸菌の菌数

をコントロールとして市販殺菌剤、ラベンダ

ーおよびヒバ油の希釈割合での測定菌数から

殺菌効果を判定した。その結果、ラベンダー

油では1，000倍および10，000倍希釈の殺菌効

希釈倍率

100，000 

10，000 

1，000 

果は、市販殺菌剤に比較し41.7----45. 6%の殺

菌効果が示された。しかし、希釈倍率が違う

にもかかわらず殺菌効果がほぼ同様であった

ことについては、再検討の必要があった。

市販殺菌剤ラベンダー ヒバ コントロ-)~

図5 運動性大腸菌 E.coliに対する、市販殺菌剤、ラベンダー油

およびヒパ油の振倒培養後の殺菌効果

また、ヒパ油では市販殺菌剤に対し1，000

倍で77.7%、10，000倍で45.4%の殺菌効果が

運動性大腸菌の殺菌効果として示された。し

かしながら、 100，000倍希釈に対しては供試

したラベンダ一、ヒパ油のいずれも効果は認

められなかった(図 5)。

考察

近年、鶏卵を原因とする食中毒が散見される

ようになり、 鶏卵の安全性について消費者の関

心が高くなった。鶏卵による食中毒の多くが腸

内細菌科のサルモネラに由来している。サルモ

ネラ食中毒の多くは、サルモネラ保菌鶏から産
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卵された汚染卵の経口摂取に由来していること

から、生産段階においては、衛生的な素ビナ導

入、ネズミ等の駆除、畜舎消毒、衛生的な鶏卵

の取り扱い等サルモネラに対する対策を講じて

いる。しかしながら、このような衛生対策によ

ってもサルモネラ根絶の困難性3)が現在の食中

毒の発生を反映している。

現在では、乳酸菌を中心とした生菌剤(競合

排除剤 (CE剤))の初生時投与 1)・2)により、

原因菌の経口感染による侵入阻止が示されてい

る。また、サルモネラに対するワクチンの効果

についても検討されてはいるが不十分な点も指

摘されている叫。そこで、生産や流通段階で鶏

卵がサルモネラ等の有害細菌に感染暴露された

場合の卵殻の感染防止効果を無洗卵と洗卵され

た市販のパック卵を対象に運動性大腸菌 E.coli 

の卵殻上の動態と卵殻内感染の有無を検討した。

その結果、卵殻上に観察される運動性大腸菌の

集落の形態が、無洗浄の鶏卵と洗浄した鶏卵で

様相が違っていた。すなわち、無洗卵の卵殻上

には卵殻の外測をクチクラ層が平坦に覆い、そ

の表面に感作させた大腸菌が少数の集落を形成

していた。

一方、洗浄した市販のパック卵では、クチク

ラ層が剥離され大小の陥没として観察され一部

には卵殻表面が露出している。これら大小の剥

離陥没部分に数個の大腸菌が貫入した像が、広

範囲に観察されたが集落の形成は無かった。

一方供試した鶏卵内への大腸菌感染を確認した

ところ全ての供試鶏卵内に大腸菌は確認されな

かった。

鶏卵の卵殻には細菌感染を防御するための構

造が備えられ、最外層を構成するクチクラ層、

柵状層、球状層、卵殻膜で構成されている。今

回の試験では洗卵した鶏卵の場合、クチクラ層

が剥離欠損し、菌の侵入を容易にするように菌

が陥没部分へ侵入する像が認められる。しかし、

無洗卵の場合、クチクラ層は保存され菌は小集

落として卵殻表面に観察されているだけであっ

た。従って、洗卵された市販のパック卵では有

害菌の汚染を流通段階で受けた場合、細菌がク

チクラ層の損傷部へ貫入している可能性が考え

られる。

卵殻には卵の呼吸を可能にするように気孔が

所々に開口しクチクラ層がこれを覆い細菌の侵

入を阻止しているため、クチクラ層の物理的な

除去は有害微生物が侵入しやすいと言われる引。

したがって、クチクラ層が洗卵により除かれる

パック卵は、開封後の取り扱いや冷蔵保存を励

行し有害微生物の感染増殖を防ぐ配慮が必要で

あると考えられる。

一方、生産現場においては有害微生物の侵入

を防ぐための防疫措置を講じ、競合排除剤やワ

クチンの徹底がなされている。しかし、腸内細

菌であるサルモネラは、汚染された飼料やネズ

ミ等を介して生産現場で確認される可能性が高

く、飼養管理の失宜やストレスにより鶏体の抵

抗力が低下した場合に有害微生物の感染や排菌

が助長3)されると言われている。こうした場合、

有害微生物の侵入を特定することが不可能であ

るため、必要に応じ消毒剤の鶏舎内撒布で対応

している。そこで、恒常的に撒布が可能で化学

薬品にかわる天然成分6) の殺菌効果について基

礎的な検討を実施した。

天然素材として植物由来抽出成分のラベンダ

ー油とヒバ油をもちいて、運動性大勝菌 E.coli 

と植物由来抽出成分の殺菌効果について検討し

た。その結果、市販の逆性石鹸と比較した場合、

10，000倍でラベンダー油で41.7%、ヒパ油で

45.4%の殺菌効果が確認された。ラベンダー

(Lavandula an♂JStifolia) 7) は強い芳香性を示

し、鎮窪、消化機能保持、抗欝、殺菌効果があ

ると言われ主に香水等に使われる。また、ヒパ

油については、木精成分とし木の芳香を示す他、
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殺菌効果の高いヒノキチオールが5%程度含ま

れている。従ってこれらの植物由来抽出成分を

畜舎消毒に利用した場合、その殺菌効果と芳香

によるマスキング効果が期待される。
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