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飼料学 (103)

VII 飼料用油脂一

佐藤幹 1 ・石橋晃 2

1 8. 脂質と分子栄養

(molecular nutrition) 

分子栄養とは，栄養素と生体の関係を分子生物

学的手法を用いて研究する，栄養学のなかの lつ

の学問である。すなわち，栄養素を 1つの分子と

してその能力を探究するあるいは栄養素が他の生

体内分子(遺伝子，タンパク質，他の化学分子)に

どのように働きかけるかを明らかにする学問であ

る。そもそも，分子栄養という単語は， 1954年に

ノーベノレ化学賞を受賞した Pauling博士が提唱し

た「多くの疾患は体内の分子が本来あるべき正常

な状態ではなくなる事と考え，分子を正常化する

ため不足している栄養素を至適量補給することに

よって自然治癒力を高め，病態改善が得られる」

の概念から発展した。すなわち，栄養素の分子が

これまでのエネルギーや体を構成する成分として

必要であるだけではなく，体内の代謝調節を担う

分子であること，疾病に擢患した場合には特定の

栄養素が不足する，さらには栄養素分子を補給す

ることにより疾病を予防可能であるとの考えであ

る。この概念は，近年の分子生物学の発展により，

現在の定義へと進化した。すなわち，従来の栄養

学では，不足する栄養素は何か，障害が起こって

いるのはどのような代謝の異常に基づくのかと

いった問題に， I個体Jを用いた試験を繰り返し，

これまでの知見や経験も踏まえてその原因を究明

してきた。しかし，近年の分子生物学の発展によ

り， IなぜJこの栄養素が必要なのか， Iどのよう

にJこの栄養素が働くのか，働いて欲しいのか，

「どうして」このような栄養障害や代謝異常が

現れてきたのかを分子レベルで、検討することが

できるようになり，新たな研究領域としての分子

栄養学が確立された。脂質は，動物にとってエネ

ルギー源となるだけでなく，様々な機能性を持つ
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ことが知られており，分子栄養による家畜の効率

的な飼育，そして機能性の脂質が多い畜産物を

作ることによる高品質化に寄与するものと考え

られる。

分子栄養学の研究は，脂質，つまり脂溶性ビタ

ミンの核内受容体の発見を転機にして急速に進展

した。核内レセプターはエンハンサーDNA結合性

転写制御因子であるため，標的遺伝子群の発現を

転写レベルで制御する際には，核内レセプター，

リガンド，そして基本転写因子群といった 3者の

転写共役因子複合体を形成することが必要である。

この 3者が標的遺伝子群プロモーター上で巨大複

合体を形成することで， RNAポリメラーゼ、 IIを

迎え入れ，初めて転写反応が開始される。すなわ

ち，核内レセプターの転写促進能は完全にリガン

ド結合依存的であり， DNAに結合した状態でもリ

ガンド末結合では全く転写促進能を持たない。こ

のリガンドになるのが栄養素である。これまで発

見されている代表的な経路を図 4に示した。例え

ば，ビタミン Dのように核内レセプターを介する

経路は，ビタミン Dが核内レセプターに結合する

ことにより，ホスホリバーゼ、 C を誘導し細胞内

Ca濃度を上昇させ様々な生理活性作用を発現す

るとともに，直接遺伝子のプロモーターにも作用

するとの制御機構を持つ。栄養による生体の制御

経路は，核内レセプターなどを介した制御経路(図

4A)以外にも，細胞膜貫通型レセプター(図 4B)や

他の制御タンパク質を介した経路(図 4C)が発見

されている。

ヒトや晴乳動物に関する分子栄養の知見は，一

般消費者へのサプリメントの流行とともに， I予防

医学Jとしての栄養素あるいは機能性を持つ脂質

を提示する根拠として，その重要性を増している。

さらに最近では，分子栄養学をさらに発展させ，

ニュートリゲノミクスやニュートリジェネティク

スという新たな学問分野が展開されつつある。
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を応用する場合，①機能性栄

養素を家畜に給与することに

より家畜の代謝自体を制御し

て生産性あるいは品質を高め

る，②消費者のために生産物

における機能性栄養素の量を

増加させる(あるいは付加す

る)生産技術を確立する 2つ

の異なる観点からのアプロー

チが考えられる。さらに，ヒ

A 核内レセプターを介した調節経路 FXR， RAR， RXR， LXRなど
B 細胞外レセプターを介した調節経路 GPCRなど

トの栄養学とは異なる家畜生

産で最も重要な点である コス

トをかけない， あるいはコス

トに見合った生産性(あるい

は品質)の改善を実現しなけ

ればいけない。このような観

点から，家畜や家禽では細胞

が盛んに活動している状況，

例えば出生や僻化直後，産卵

期，夜、乳期あるいは肥育期に

限った機能性脂質の給与が有

C:他の核内転写因子を介した調節経路 SREBPなど
企 ，脂質， G; G protein， AC; Adenyl cyclase， PLC; phospholipase C 
現時点では，脂質シグナルはいずれかの経路をとるものと考え られている
(セカンドメッセンジャーを除く)。

ニュートリゲノミクスとは，特定の栄養素と遺伝

子の関係を明らかにする手法であり，これまで未

知であった栄養による制御因子を効率よく探索し

て，新たな原理や代謝調節因子を発見する学問で

ある。一方，ニュート リジェネティクスとは，遺

伝的背景の異なる動物やヒトに対する，栄養の応

答性を検索する学問である。いずれの学問分野に

おいても，全ゲノム配列の解析やそのコードする

タンパク質の解析などのポストゲノムの手法，す

なわちマイクロアレイ ，プロテオーム，あるいは

メタボローム解析など，網羅的に因子を観察する

実験手法が根幹となっている。このような解析と

知見の蓄積から，最終的にはヒトでは，美味しく

食べながら健康の維持や病気の予防 ・改善を目的

とした個人に最適な(テーラー メードあるいは

オーダーメード， 米国では personalizednutrition 

と呼ばれている)食事による栄養供給が近い将来

可能となるといわれている。

一方，家畜では，コストの面からヒトのサプリ

メントのように，機能性脂質を使用することは難

しい。畜産分野に，機能性脂質を用いた分子栄養

効であると考えられる。

1 9 .機能性 の油脂

前稿で脂質分子に関して述べたが，ここでは，

機能性の脂質を含む油脂自体に関して紹介する。

1)ヤシ油

中鎖脂肪であるカプロン酸やカプリン酸を多く

含む油脂である。中鎖脂肪はミトコンドリアで

。酸化されやすいため，他の油脂に比ベエネル

ギーとして使用されやすい。これは通常の脂肪酸

は脂肪酸 CoAとなり，カルニチンと結合してカル

ニチンアシノレトランスフエラーゼ (CPT)Tによっ

てミトコンドリアのマトリックス内に取り込まれ

た後， CPTnの作用で脂肪酸アシルーCoAに再生さ

れ，初めてエネルギーとなることができる。一方，

中鎖脂肪酸の CoAはミトコンドリアの外膜を通

過する際， CPTの反応を受ける必要が無く，直接

ミト コンドリア内に入り，。酸化を受ける こと が

できるためである。この作用を利用し，エネノレギー

が不足する場合に，こ の油脂が使用される。例え

ば，解化直後の雛，代用乳，育成舎移動直後の育

成豚，市場に出た育成牛などに使用するとよい。
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また，若干の殺菌作用を持つため，感染を防ぐ効

果もある。ただし，価格が比較的高く，また臭い

が独特であるため，注意する必要がある。

2)魚油

魚油は DHA，EPAなどの高度不飽和脂肪酸を多

く含んでいる。高度不飽和脂肪酸は，動脈硬化や

心疾患，高脂血症の予防効果があるため，ヒトの

健康に有効である。そのため，家畜の健康自体の

ために魚油を使用することはほとんどないが，生

産された畜産物，特に卵への高度不飽和脂肪酸含

量を上げ，高付加価値の畜産物として販売する目

的で使用される。しかし，不飽和結合が多いこと

から，魚油は酸化しやすい。酸化した魚油を給与

すると，逆に成長や生産がマイナスになるだけで

なく，油脂の酸化が大きい場合，生体を死に至ら

しめることもある。よって，魚油を使用する場合，

油脂や油脂を含んだ飼料を高温に長時間放置しな

いなどの注意が必要である。

3)ごま油

ごま油はオレイン酸，リノール酸を多く含むと

ともに，ゴ、マセサミンのような抗酸化物質を含み，

機能性の高い油脂である。しかし，価格が高く，

直接ごま油を飼料原料として使用することは少な

い。一方で，ごま油の絞り粕であるゴマ粕にも脂

溶性の抗酸化物質であるゴマセサミンは残存して

おり，これを用いた家畜の健康を維持する飼料が

使用されている。特に，ブロイラーや肥育豚への

給与は，腹腔内脂肪重量を低下させる作用がある

と報告されている。

4)米ぬか油

米ぬか油には， トコトリエノールやオリザノー

ルなどの機能性脂質を多く含んで、いる。米ぬか油

の脂肪酸組成自体は大きな特徴はないものの，こ

れらの機能性脂質は，初生期のヒナの骨格筋の増

殖や分化に作用し，将来的な可食部の増大や増体

量自体を改善する可能性があることが報告されて

いる。現在，飼料用米の作付面積が拡大しており，

このような米の機能性油脂を有効利用して，ス

ターターやプレスターター飼料として，今後のブ

ロイラーなどの生産の効率化に使用できる可能性

が示唆されている。一方，米ぬか油や生米ぬかは

劣化しやすく，機能性を失いやすい可能性も推測

されており，今後の開発が待たれるところである。

5)パージンオリーブ油

オリーブ油自体はオレイン酸が多い油脂である

ものの，含有する脂肪酸自体の機能性は高くはな

い。しかし，オリーブ油，特にパージンオリーブ

油に含まれる機能性の油脂成分がミトコンドリア

の脱共役を増加させ，環境ストレスなどで生じる

酸化ストレスを低減することが報告されている。

よって，コスト面での課題を解決できれば，酷暑

時のストレス緩和に使用できる可能性がある。

6)しょうゆ油

これはしょうゆ製造時に廃棄される油で，その

組成自体は原料の大豆油とほぼ同様であるが，も

ともと廃油であるため，コストは高くない。これ

を利用して，乳牛における乳中共役リノーノレ酸

(CLA)を増加させる油資源として使用できる。す

なわち， しょうゆ油に含まれるリノール酸がノレー

メン内でトランスパクセン酸(t-18:1)に変換され

た後，乳腺細胞で CLAへと変換される。

20. 各生産物における機能性

指質利用の可能性

上記のように，油脂の機能性を畜産現場で利用

する実例はまだ十分ではない。一方，機能性油脂

成分を用いて家畜生産の効率化と高品質化が可能

であるとの学術的報告は多数ある。そこで，今後

の油脂の機能性を利用した，新たな家畜生産の展

開の可能性を以下に示す。

1)機能性油脂を家畜に給与することにより家畜の

代謝自体を制御して生産性を高める手法

機能性栄養素を用いた家畜の健全な効率的生産

に関する報告は多数存在するが，いずれもコスト

の面で、実用化へは至っていなし、。これを解消する

ために，スターター，プレスターター飼料への機

能性栄養素の利用が提唱されている。動物の成長

を細胞レベルで見ると，骨格筋細胞，脂肪細胞，

免疫細胞のいずれも，出生後短い時間で，その性

質を変化させ(分化)，増殖が遅くなること(あるい

はほとんど未分化の細胞の増殖が認められなくな

ること)が知られている。よって，この性質を利用

することにより，コストを大きくかけずに動物の

成長制御と生産物の向上が可能となる。

(1)脂肪 脂肪組織の発達は脂肪細胞数の増加と

脂肪細胞の肥大からなる。家畜や家禽の生産に
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おいて，生産物以外の部分に沈着する脂肪は，飼

料エネルギーの無駄で、あり，飼料費が大きな割合

を占めている現状において，生産上の大きな損失

となる。脂肪細胞は脂肪細胞の分化，すなわち前

駆脂肪細胞が脂肪を蓄積できる形態に変化するこ

とで増殖を停止する。よって，脂肪細胞の分化を

制御することにより，脂肪を特定の場所に蓄積さ

せる，あるいは蓄積を抑制させることが可能となる

と推定される。脂肪細胞の分化を制御する因子は

PPARであり，この転写因子は，脂肪酸をリガン

ドとして転写活性を制御する因子であるため，油

脂による脂肪蓄積の制御が可能である。ブロイ

ラーの腹腔内脂肪蓄積を， PPARを制御すること

により抑制することが可能であることがすでに明

らかにされており，今後の応用が期待できると考

えている。また，家禽では脂肪細胞の肥大に肝臓

からの脂質輸送が大きく関与しており，初代肝細胞

を用いた脂肪の付きにくい栄養素のスクリーニン

グも有効である。佐藤らは，脂質輸送体である

VLDLの構造タンパク質である apolipoproteinBの

プロモータ一部位に，栄養素による転写制御点が

あることを突き止めている。特に，脂肪酸に応答

する転写調節領域もいくつか推測されており，今

後の研究の進展によって，実用化が可能であるか

が明らかになると思われる。

(2)骨格筋 生産物である骨格筋の発達は，脂肪

細胞の場合と同様に骨格筋細胞の増殖や分化に

よって決定する。骨格筋細胞は，分化をするとそ

れ以降増殖しない。よって，骨格筋細胞数を増や

すことが，効率的な食肉生産の基盤となる。動物

の骨格筋細胞は，出生後(あるいは僻化後)短期間

で骨格筋の増殖が抑制される。鳥類の場合，骨格

筋細胞数は僻化後 3日齢までの細胞増殖に依存す

ることが報告されている。これは解化直後から 3

日齢までの聞に，骨格筋の細胞分化が急速に進む

ためである。骨格筋細胞の分化は， MyoD family 

を中心とした転写因子群が機能している。この

MyoD familyをインスリンシグナルが制御してい

る。すなわち，インスリンシグ、ナルを活性化させ

ることにより，骨格筋の MyoDfami1yや骨格筋細

胞増殖抑制因子である Myostation(GDF-8)が抑制

され，成長後の増体が改善することを証明した。

すなわち，生後直後(鮮化直後)の骨格筋細胞の

インスリンシグpナノレあるいはそれに関連するシグ

ナノレを活性化させることが，効率よく食肉を生産

する基盤となりえることを明らかにしている。現

在，これをこのシグナルを活性化するアミノ酸，

米ぬか油などを飼料原料として用いた生産技術の

開発が着手されている。

(3)免疫系 出生直後は免疫系が発展しておらず，

これが様々な感染性の疾病を引き起こす一因と

なっている。すなわち，腸管，牌臓，胸腺などの

細胞性免疫を中心とした免疫系をできるだけ早く

成長させることが，疾病lこ強い動物を作ることに

なる。この点で注意しなければいけない点は強い

免疫刺激を与えれば生産性が低下してしまう点で

ある。 T細胞関連の遺伝子発現(CD3，IL-2， IFN 

γやToll様受容体(TLR)および炎症性サイトカイン

の発現パターンから，生産性に対して適切な免疫

活性を持っと考えられる遺伝子発現パターンがす

でに明らかになっており，この変動パターンを指

標として，し、くつかの機能性脂質が免疫能を充進

することができることが示されている。

(4)乳生産 乳生産は様々な要因によって決定さ

れるため， 1つのあるいはいくつかの因子で、制御

できるものではない。さらに，ルーメン微生物も

大きく関与しているため，飼料中に機能性油脂を

添加しでも，大きな改善が得られるとはいいにく

い。実際，強力な抗酸化物質であるビタミン Eを

飼料中に添加しでも，乳の抗酸化活性は大きく改

善されない。また， CLA自体を乳牛に給与すると，

乳量が低下することも報告されている。すなわち，

機能性油脂を乳牛に給与し，その機能を乳牛個体

に反映させることは難しいと考えられる。一方，

二糖類(トレハロース・セロピオース)の給与は，

jレーメン内の微生物を活性化させ，乳牛体内の抗

酸化能を向上させることが明らかになっている。

よって，乳牛の場合，油脂による改善を目指すよ

り，他の機能性栄養素で改善を目指すことが適切

であると考えられる。

(5)卵生産 鶏の卵巣と卵黄前駆物質を作る肝臓

は毎日卵を生産するために，ほぼ極限までに育種

改良されてきたといっても過言ではない。今後は，

いかに効率的に飼料エネルギーを卵へ輸送・蓄積

するかが鍵となる。卵黄前駆物質生産の場である

肝臓の機能をこれ以上高めることは容易ではなく，
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今後の着目点は，卵巣への卵黄前駆物質取り込み

をいかに効率化するかに掛っていると考えられて

いる。卵黄の主成分は脂質であることを考えると，

今後，卵生産が効率化を担うには，これまでと視

点を変えた油脂の機能性を利用する必要である。

2)機能性栄養素を生産物に蓄積させる手法

機能性脂質を畜産物に高度に蓄積させ，ヒトの

健康食品として使用することは，消費者から受け

入れられやすい，サプリメントのように味気ない

ものではなく「おいしいJ，他の成分との相乗効果

が見込まれるという点で，有効な手段である。機

能性栄養素を畜産食品に効率よく蓄積させるには，

その食品(乳，肉，卵)で考え方が異なる。

(1)乳機能性栄養素を飼料中にそのまま給与し

でも，ルーメン内の影響を受ける。栄養素の中で

も機能性脂質は，比重が軽いため，他の栄養素に

比べ，比較的ルーメンの通過速度は速いものの，

そのまま下部消化管，血中へは移行することはむ

ずかしい。すなわち，ルーメンでなるべく影響を

受けない形状，あるいはルーメン内で機能性栄養

素に変換しやすい前駆体を給与する必要がある。

血中に移行した機能性脂質の乳中への移行率も大

きくは無い (CLAでは 20%程度と考えられてい

る)。よって，比較的安定，かっ量の多い前駆物質

からの変換を乳腺で尤進することが有効であると

考えられる。例えば， CLAはトランスパクセン酸に

二重結合を付加することで生産される。この反応を

触媒する酵素は Stearoyl-CoADesaturase (SCD)で

ある。このプロモーター領域を解析することによ

り乳腺細胞での遺伝子発現を調節でき，手L中CLA

を効率よく上げることが可能となる。

(2)肉 畜産物の中で，最も機能性脂質を蓄積さ

せることがむずかしい。特に，ウシとブタでは，

食餌性の脂質の直接的な蓄積は少ない。一方，鶏

では量的には大きなものではないが，ある程度は

食餌性機能性脂質を食肉中に反映することができ

る。このことから，筋肉内脂肪，あるいは筋間脂

肪が機能性栄養素の骨格筋への蓄積を阻害してい

るものと推定される。よって，食肉中への移行を

考えた場合，脂肪交雑との競合を考える必要性が

ある。

(3)卵 食餌性機能性栄養素，特に脂質とビタ

ミンやミネラルが，卵黄にそのまま反映しやすい。

しかし，さらに効率的な移行を考えた場合，小腸

からの吸収，そして卵黄への移行の効率化を考え

なければいけない。脂肪酸型の機能性脂質は，小

腸や肝臓での TGへの再合成を充進すること(グ

リセローノレの供給)により，その効率は上がるが，

それ以外の機能性脂質のほとんどは HDLに組み

込まれるため，卵黄への取り込み効率の増加を

考えなければいけない。

21 .各家畜における油指の

利用の注意点

油脂を飼料に使用する場合，前稿に述べた油脂

の質だけでなく，油脂の量に関しでも注意を払わ

なければいけない。しかし，現在の家畜や家禽は

高エネノレギー高栄養の飼料によって，その生産が

保証されているため，各家畜飼料のエネノレギー

含量を高めるために，油脂の添加は必須となって

いる。以下，各家畜における飼料油脂の注意点に

関して述べる。

(1)乳牛 乳牛は産後急激に乳を生産するため，

体内で、は負のエネルギーバランスを起こしている。

また，近年の高泌乳牛は，乳生産のためのエネル

ギーを非常に多く必要とする。よって，高泌乳牛

用飼料では繊維含量が適正で、，エネルギー含量を

できるだけ高くするために，油脂の添加が必要と

なる。すなわち，油脂を添加した高エネノレギー飼

料(高 TDN飼料)を給与しないと，体重の損失が

大きくなり，繁殖成績は劇的に低下し，乳生産は

十分発揮されない。油脂源はそのエネルギ一価を

考慮して決定するが，動物性油脂を使用しではなら

ない。また，油脂の添加により，脂肪以外の養分

の利用率が低下することがあるので注意を要する。

これは，飼料中の油脂濃度が高いと，ルーメン発

酵が抑制されるためである。飼料中の養分バラン

スがよい場合には，油脂または油実を脂肪として

3%程度(飼料中の総脂肪 5%)添加するのが，最も

安全で、有効であるといわれている。

(2)肉牛 わが国の肉牛生産は，筋肉内脂肪を蓄

積する肥育を行うことから，高エネルギーの飼料

をどれだけ摂取させることができるかが肉質に反

映される。この時の摂取量や油脂の添加量は，同

時に与える粗飼料の質と量にも影響されるが，6%

以上の油脂の添加は増体量と飼料効率に影響し，
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逆効果になることもある。よって，油脂を添加す

る場合，乳牛と総脂肪 5%までとした方がよいと

されている。一方，肥育後期には 2%程度の脂肪

酸カルシウムの形で添加給与することが有効であ

ることも知られている。いずれにしても，エネル

ギーを上げることを重視して油脂を添加し過ぎる

と，逆効果となる場合も多いことに注意しなけれ

ばならない。

(3)豚豚でも，飼料中の粗脂肪含量が高すぎる

と，増体の低下を引き起こし，生体への脂肪蓄積

量も増加する。よって，油脂は 4%程度とした方

が生産性は高い。一方，肥育後期に，アマニ油や

その脂肪酸カノレシウムを添加することにより，肉

を軟らかくしてブランド化する技術もある。

(4)家禽 肉用鶏は高い MEによって，その増体が

保証されているため，飼料への油脂の添加は必須

である。特に，現在のブロイラーは，増体や飼料

要求率が年々改善し， 20年前の鶏とは別の鶏と

いってよいほどの劇的な変化を遂げている。すな

わち，以前より成長に必要な飼料エネルギー量が

必要となり，油脂の添加量および重要性が増して

いる。一方，飼料中の多量の油脂には，管理上の

問題が発生している。例えば，冬季に気温が下が

ると，油脂が固まり，タンクが詰まる事故が発生

している。また，多量の油脂は徐々に酸化して，

過酸化脂質となり，増体の低下をもたらす可能性

がある。現在では，鶏種に合わせて，飼料中のア

ミノ酸を調整して， MEを若干抑えても増体と飼

料効率を維持する技術が開発されている。

22. 家畜に とっての油帽の

機能性に関する今後の可能性

以上のように，油脂は単純にエネルギーの高い

飼料原料であるだけでなく，様々な機能性を持ち，

分子制御機構を介して畜産生産に新たな技術を提

示する可能性を持っている。これは，これまでの

手法では見過ごされてきた畜産物生産における適

切な栄養・生理的制御の基盤技術としてブレイク

スルーをもたらすものと考えられる。残念ながら，

現在までの家畜や家禽学の分野では，分子栄養学

の領域は発展途上の段階にあり，実用レベルに

応用された例はほとんどない。これは，①家畜の

第 10号 (20 1 3年)

ゲノム配列が解析されてから年数しか経っておら

ず，ポストゲノムに対応する情報の蓄積が十分で

ない，②ヒトでは予防医学的に栄養を取るとの概

念が存在するため，多少のコストは認められるが，

畜産動物では大幅なコストの増加は認められない，

③ヒトでは個人の遺伝情報に合わせた栄養設計

(オーダーメイド)を最終目標に定めているのに対

して，家畜では集団での制御を目標としなければ

ならない，④家畜はヒトとは異なる代謝条件を持

ち，ヒトや実験動物などの知見をそのまま利用す

ることはできないことなどが理由となり，実用レ

ベルに応用するにはさらなる科学的な蓄積が必要

な状態である。しかし，畜産学の分野における分

子栄養の利用は，徐々にしかし確実に高まってき

ている。具体的には，マイクロアレイを使用した

論文は最近 1，2年で数十報を数え，技術的なツー

ノレは発展しつつある。今後，応用に向けて検討し

ていかなければならない点は，ヒトではなく畜産

分野に使用できる程度のコストダウンと個々では

なく集団を対象にした管理技術であると考えて

いる。

さて，分子栄養学が進展することで，畜産学の

フィールドにおいてどのような応用技術が展開で

きるだろうか。個々の栄養成分は，それを摂取す

る生体側の条件によって作用が変動する。これま

での生産技術は生産現場で蓄積されてきた経験と

勘，そしてその知識と分子栄養学の科学的なエピ

デンスを融合させることにより，飼育環境・季節・

血統・日齢などの環境を考慮した効率的な栄養給

与システムが容易に提供できるものと推測される。

例えば，遺伝情報に基づいた飼養計画を決定する

など，より成長の状況と出荷時のコスト計算に合わ

せた管理が可能となり，生産性の向上に寄与する。

さらに，分子栄養学と生殖学や育種学の分野のゲノ

ムを通じた連携を益々増やすことにより，効率的

飼養管理法の開発が容易になるものと推測される。

ポストゲノムの時代に突入した現在，機能性脂

質を中心とした分子栄養学，ニュートリゲノミク

ス，ニュートリジェネティクスの手法を用いた新

たな技術の創成が家畜栄養学の新展開をもたらす

もの考えられ，なかでも油脂の機能性は重要な位

置を占めるものと期待できる。
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