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短報

マイクロスケールバッチ培養による

コイ腸内発酵活性の部位間差の確認

木原 稔1，* .上田浩敏1.小田謙太1

Segmental Differences of Intestinal 

Fermentation Activity of Carp Cyprinus 
cαゅioin Micrひ scaleBatch Culture 

Minoru KIH皿A1，*， HirotoshiUEDA1

and Kenta ODA1 

Abstract: We compared segmental differences of intes-

tinal fermentation activity of carp by measuring gas 

productivity in micro司scalebatch culture. Carp intestine 

was divided into 3 segments (proximal， middle and 

distal segments). The volume of released gas during 6 

h incubation was greater in distal segment than those 

in the other segments. The volume of released gas was 

also greater in middle segment than that in proximal 

segment. The result indicated that intestinal fermenta-

tion activity of carp varies among segments. This study 

appears to suggest that the substantial fermentation 

site of this fish intestine is posterior. 

Key words: Carp C)少rinusc，αrpio; Intes出e;Fermentation; 

Batch culture 

コィ Cyprinuscaゆ10腸内には細菌が生息し腸内発酵して

いる (Sugitaet al. 1990; Clements 1997; Kihara and Sakata 

2001)。魚類の腸内発酵は生息環境や餌によって変化する

ことがわかっており，例えば季節や飼育温度，発苦手基質に

よって腸内の短鎖脂肪酸濃度が変化する(Kandelet al. 1994; 

Smith et al. 1996; Kihara and Sakata 2001)。コイは体長に対

しておよそ1訓音の長さの腸を有しており複数の屈曲部があ

るが(赤崎 1987)，こういった屈曲部ごとに腸としてどの

ような機能の違いがあるのかはよくわかっていない。腸内

発酵も同様で，部位ごとにどのような違いがあるのか，腸

のどの部位で細菌の活動が活発なのかは調べられてはいな

い。近年，水産養殖においてプロバイオティクスやプレバ

イオティクス技術の有用性が議論される中(越塩 2006;中野

2006)，腸の部位や腸内滞留時間，腸管運動，水温といった

2008年11月22日受付 2009年1月28B受理

腸内細菌の活動に影響すると考えられる要因との関係はあ

まり検討されていない。そこで本研究では，腸内細菌の活

動が部位ごとでどのように異なるのかを確認するために，

コイの腸内容物を屈曲部ごとに分けて採取し，部位ごとの

細菌の活動をインピトロパッチ培養法によるガス産生量か

ら比較した。

601ガラス製循環式水槽にコイ(平均体重113g) 6尾を収

容して25tに水温調節した。 1日あたり体重の 2%重量の配

合飼料(コイ用配合飼料3.2P，臼本農産工業株式会社)を

毎日5:00と17:00の 2郎に分けて与え， 9:00から17:00の間

照明した。以上の条件で 2週間以上飼育したコイを0.4ml/l 

の2-フエノキシエタノール漆液中で麻酔して開腹したO 食道

付近と』工門直前を滅菌したハサミで切断して腸を摘出し，

食道倶1から部位 1，1I， rn (Fig. 1)として腸内容物を採集

し， Kihara and Sakata (2001)の方法に準じてパッチ培養し

た。この腸内容物の採集は，毎悶9:30から10:00にかけてお

こなった。培養はブランク培養(基質無添加入グルコース

培養，滅菌培養とした。培養は 6時間実施した。浪IJ定した

ガス産生霊は同一部伎のグルコース培養からブランク培養

のガス産生量を差引き，腸内容物12.5μlあたりのガス産生

量として各部位を比較した。

この結果，すべての部位においてガスの産生を確認した

(Fig. 2) 0 滅菌した腸内容物からは，グルコースを基質と

して添加しでもガス産生はなかった。一元配置共分散分析

の結果，ガス産生霊まには勝部位向で有意な差があり (p<

0.0001) ，部位 1<部位1I<音~位置の順でガス産主主量は多く，

いずれの音別立問にも有意差がみとめられた (P<O.oo1)0 

本研究の結果はコイの腸内発群が腸の部位によって異な

ることをしめしている。本研究に用いたパッチ埼養法は嫌

気的な培養方法であることから(Kiharaet al. 1995)，この

結果は嫌気的条件下の細菌活動が腸後部で活発であること

を強く示唆するものである o Sugitaら (1990)は，コイの腸

を4つの部位に分けてそれぞれの部佼ごとの細菌数を確認

したところ，部{立問に細菌数の大きな違いはなかったと報

告している。この報告は，本研究による部位ごとのガス産

生量の違いが各部位の細菌数を反映したものではなく，細

菌叢の違いを反映したものであることを示唆する。実際コ

イの腸内細葱は腸前部と後部でその細菌叢が異なっており

(Sugita et al. 1990)，腸の前部では酸素が多いことから，好

気性の細菌と通性嫌気性細菌が多く存在する。そして旺門

領ijに近づくにつれて腸内の酸素は減少し， しだいに嫌気的

になって偏性嫌気性細菌が多くなる (i可合 1986)。したがっ

て部位Eのガス産生量が多かったのは，パッチ培養条件に

適した偏性嫌気性細菌が優占葱になっていたからであろう

と推測される。
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マイクロスケールパッチ培養によるガス産生量と楊内

発酵:主産物の短鎖脂肪酸産生量には正の相関が認められる

こと(Kiharaand Sakata 2001)，短鎖日間方酸の庭生を主と

する~号内発酵が，反努動物の第一胃内や一般的な楠乳動物

の大腸内のような嫌気部位で、おこっていることからすると

(Wrong 1995)，コイにおける実質的な腸内発酵部位は，本

研究の部位 Hから EにしめされるJl号後部であると考えられ

る。上記した第一関や大腸は形態的に消化管内容物が滞留

する場所でもあるが，細菌が増殖したり発酵基質を利用し

たりするにはその場所にとどまることも必要である (Hume

1995)0魚類の食性はさまざまで消化管の形態、もきわめて多

様である (Stevensand Hume 1995) 0つまり，魚類において

プレバイオテイクスとして投与される発酵基質やプロバイ

オティクスとして投与される生蔚に沼化管内で効果を発揮

させるためには，実質的な発酵部位とその部位における滞

留時間との関係もあきらかにする必要があるだろう O
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Fig. 1. Sampling segments of carp intestinal contents. 
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Fig. 2. Time course of gas release from the batch culture of inte告

tinal contents fr・omsegment 1 (0)， segment rr (・)， segment頂

(.....)企omcarp with 500μg of glucose (n = 6). The vertical bars 
show the pooled SD by one-way analysis of variance at巴achtime 
of incubation. Difference was considered significant at P< 0.05 by 
Tukey's mul凶tipがlec∞ompa創risonst捻es坑taf立t匂eぽrpr代el日im羽1ll1a加r咽3γyanalys討isof 
covariance t匂凶且:akingthe incuba抗tiぬontim巴eぱff，たectaおst出hec∞ova創n悶at捻e.The 
volume of gas released was largest in segmentIIl than those in the 
other segments (P<O.OOl). The volume of released gas was also 
greater in segment rr than that in segment 1 (P< 0.001). 
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