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イミダクロプリドを有効成分とする新世代のノ

ミ駆除剤「アドバンテージ　スポット」が，アメ

リカ，オーストラリアおよびヨーロッパ各国に続

いて日本においても発売されるに当たり，その製

品概要をまとめた。

日本バイエルアグロケム（株）結城中央研究所

では，防除困難な害虫の中で特に稲，野菜，果

樹等に被害をもたらす半翅目昆虫に対して特異

的に高い活性を有する化合物の検索が続けられ

ていたが，一連の研究の中で1985年に見出され

たニトロメチレン系化合物の一つがイミダクロ

プリドである。当初，イミダクロプリドに関す

る多くの試験研究は農業害虫を対象に実施され

ていたが，1994年にオーストラリア・バイエル

社Bahrs Hill研究所のT.HopkinsとP.Hedemannが

イミダクロプリドの懸濁剤を用いて実施したパ

イロット試験において優れたノミ駆除効果が実

証されたことが契機となり，世界各国のバイエ

ル社グループにおいて様々な試験が実施され，

イミダクロプリド10％スポットオン液剤が犬猫

に寄生するノミ駆除剤として開発，上市される

に至った。

イミダクロプリド10％スポットオン液剤（品

名：アドバンテージ　スポット）は，1996年に

アメリカで発売されたのに続いて，ヨーロッパ

各国およびオーストラリアなど世界各国で販売

されている。

（１）アドバンテージ　スポットは，迅速，簡

便，確実な投与を行えるスポットオン液剤で，幼

小児への安全性を重視した特殊なピペットに充填

されている。

（２）アドバンテージ　スポットの有効成分イミ

ダクロプリドは，従来とは全く異なった作用機序

を有する化合物である。

（３）アドバンテージ　スポットの駆除効果は速

やかに発現し，ノミが産卵する前に殺虫するの

で，次世代のノミの発生を防ぐことができる。

（４）アドバンテージ　スポットのノミ駆除効果

は４～６週間持続するので，月１回の投与で犬猫

をノミの寄生から守ることができる。

（５）アドバンテージ　スポットは体内に吸収さ

れず，犬猫に対する安全性が高いので，安心して

使用できる。

イミダクロプリドはニトロメチレン系の化合物

で，５員環のイミダゾリジン，ニトロイミノ基お

よび６-クロロピリジルメチル基を特徴とした化

学構造を有する。

一般的名称：イミダクロプリド（Imidacloprid）

化学名：１-（６-クロロ-３-ピリジルメチル）-

Ｎ-ニトロ-イミダゾリジン-２-イリデンアミン

構造式：

新世代のノミ駆除剤「アドバンテージ　スポ
ット」

１.はじめに

２.開発の経緯

３.外国での使用状況

４.特長

５.物理化学的性質

図１　イミダクロプリドの構造式
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分子式：Ｃ９Ｈ10ＣlＮ５Ｏ２

分子量：255.66

アドバンテージ　スポットは，100ã中にイミダ

クロプリドを10g含む液剤である。犬猫の体重に合

せてアドバンテージ　スポット　40　犬用，アド

バンテージ　スポット　100　犬用，アドバンテー

ジ　スポット　250　犬用，アドバンテージ　ス

ポット　40　猫用，ならびにアドバンテージ　ス

ポット　80　猫用の５つの製剤が揃っている。

アドバンテージ　スポット製剤の各容器（ピ

ペット）にはそれぞれ0.4～2.5ãが充填されてい

る（表１）。このピペットは幼小児への安全性を

重視した特殊なピペットである。

６.成分・分量

７.包装容量

アドバンテージ　スポットの効能・効果および

用法・用量を表２に示した。

８.効能・効果および用法・用量

表１　アドバンテージ　スポットの包装容量

表２　アドバンテージ　スポットの効能・効果および用法・用量
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イミダクロプリドおよびアドバンテージ　ス

ポットは，室温での長期保存試験，および温

度，湿度，光による苛酷試験より，通常の保存

条件では安定な化合物および製剤であることが

確認された。

〔バイエル社〕

（１）一般薬理：マウス，ラットおよびウサギを

用いてin vitroおよびin vivoの試験系により中

枢神経系，呼吸および循環系，自律神経系，体

性神経系，消化器系，腎機能および血液に対す

る作用を検討した。その結果，イミダクロプリ

ドは自律神経系および消化器系に対して軽度の

薬理作用を示し，それが抗コリン様作用に関連

していることが示唆された。一方，その他に対

しては致死量に近い用量でも特筆すべき作用を

示さなかった。

（２）吸収・分布・代謝・排泄：

（２-１）ラットにおける試験：ラットに標識イ

ミダクロプリド20mg/kgを単回経口投与または静

脈内投与し，全身オートラジオグラフィーで放

射能の分布パターンを検討した。その結果，経

口投与後１時間および静脈内投与後５分には

肺，脂肪，中枢神経系および骨の無機質を除く

動物体のすべての部位でオートラジオグラムの

黒化が見られ，放射能の各組織への速やかな分

布が認められた。試験の後期では腸管内容物に

最も強い黒化が見られ，次いで甲状腺，副腎，

大動脈壁および皮膚結合組織に高濃度の放射能

が認められた。24時間後にはその他の臓器や組

織中の放射能は非常に微量となり，腎に強い黒

化が見られたことから，放射能の大部分が腎尿

排泄されたことが示唆された。試験期間を通し

て，脂肪および中枢神経系への放射能量は非常

に低く微量であったことから，親化合物とその

代謝物の脂肪親和性は低く，また血液脳関門を

容易に通過しないことが明らかとなった。時間

の経過とともに大部分の臓器および組織中の放

射能量は減少した。

（２-２）犬および猫における試験：犬および猫

にアドバンテージ　スポットをイミダクロプリド

として10mg/kg単回投与後，経時的に血液中のイ

ミダクロプリドを定量し，血中移行性を検討し

た。その結果，イミダクロプリドはほとんど経皮

的に吸収されないことが確認された。

〔（財）畜産生物科学安全研究所，バイエル社

（試験機関名はアイウエオ順，以下同様）〕

（１）作用機序：経口的または経皮的に昆虫の体

内に取り込まれたイミダクロプリドは，シナプス

後膜のニコチン性アセチルコリンレセプターに作

用して神経伝達を遮断し，昆虫は麻痺，弛緩や活

動性の低下などの症状を伴って死に至る（図

２）。また，致死濃度以下のイミダクロプリドは

昆虫の摂食，吸汁，飛翔，歩行，交尾および産卵

行動の抑制など制虫的な作用を有し，その結果と

して次世代の発生を抑制する。さらに，標識イミ

ダクロプリドを用いて結合部位を調べたところ，

数種類の昆虫で脊椎動物にはない特異的な結合部

位が見出され，このことはイミダクロプリドが昆

虫に対して高い殺虫活性を示すとともに，哺乳動

物に対して毒性が低いという事実を裏付けること

になった。

（２）投与量およびノミ駆除効果：犬に１週間隔

９.安定性

10.一般薬理および吸収・分布・代謝・排泄

11.効力薬理

新世代のノミ駆除剤「アドバンテージ　スポット」



-4-動薬研究　1998．５．№57

で10回，１回当たり約100匹のネコノミを人工寄

生させ，アドバンテージ　スポットの投与量と駆

除効果の関係をノミ寄生数および産卵数に基づい

て検討した。その結果，イミダクロプリドとして

10mg/kgの単回投与により28日間にわたって駆除

率95.0％以上，産卵数減少率99.3％以上が認めら

れた（表３-１，３-２）。

（３）投与後の被毛におけるイミダクロプリド残

存量およびノミ駆除効果：アドバンテージ　ス

ポットをイミダクロプリドとして10mg/kgの用量

で犬に単回投与後，経日的に犬の被毛を前躯よ

り採取し，被毛におけるイミダクロプリド残存

量を定量するとともに，採取した被毛とネコノ

ミ成虫との接触試験をin vitroにおいて行った。

その結果，ノックダウン率とイミダクロプリド

残存量の相関から，ノミをノックダウンさせる

のに十分な被毛残存量は約５μg/gで，また，ア

ドバンテージ　スポットの投与後４～５週間に

わたってこの薬量が残存していることが確認さ

れた（表４）。従って，アドバンテージ　ス

ポットは10㎎/kgを単回投与することにより４～

５週間にわたりノミの防除に有効であるものと

結論された。

（４）母動物へ投与した際の哺乳期子動物におけ

るノミ駆除効果：同居している授乳期の母猫およ

図２　イミダクロプリドの作用点

表３-２　アドバンテージ　スポットの駆除効果(産卵数減少率)

表４　被毛におけるイミダクロプリド残存量およびノ
　　　ミのノックダウン率

表３-１　アドバンテージ　スポットの駆除効果(駆除率)
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び哺乳期の子猫に１週間隔で６回，１回当たり母

猫に約50匹および子猫に約10匹のネコノミを人工

寄生させ，アドバンテージ　スポットを母猫のみ

に投与した際のノミ駆除効果を子猫におけるノミ

寄生数に基づいて検討した。その結果，母猫にイ

ミダクロプリドとして12.9～14.4㎎/kgの単回投

与後24時間以内に子猫に寄生するノミのノックダ

ウンが認められ，その後28日間にわたって駆除効

果の持続が認められた（表５）。

〔カリフォルニア大学，(財)畜産生物科学安全研

究所，日本バイエルアグロケム社，バイエル社〕

（１）犬におけるノミ駆除効果：ノミの自然寄生

が認められた様々な品種の犬293頭（雌雄，年齢

２ヵ月～15歳，体重1.6～50.0kg）のうち253頭に

アドバンテージ　スポットをイミダクロプリドと

して10.0～25.0mg/kgの用量で単回投与し，経日

的にノミ寄生数を調べた。その結果，ノミ駆除効

果は投与１日後までに見られ，42日間にわたって

効果の持続が認められた（図３）。なお，異常所

見として脱毛（１頭）と掻痒行動（１頭）が見ら

れたが，いずれも軽度であり，何ら処置すること

なく回復した。その他の犬に異常は認められな

かった。

（２）猫におけるノミ駆除効果：ノミの自然寄生

が認められた様々な品種の猫227頭（雌雄，年齢

６ヵ月～11歳，体重1.7～6.6kg）のうち191頭に

アドバンテージスポットをイミダクロプリドと

して10.0～25.0mg/kgの用量で単回投与し，経日

的にノミ寄生数を調べた。その結果，ノミ駆除

効果は投与１日後までに見られ，4 2日間にわ

たって効果の持続が認められた（図３）。な

お，異常所見として元気消失（１頭）と喧騒

（１頭）が見られたが，いずれも何ら処置する

ことなく翌日までに回復した。その他の猫に異

常は認められなかった。

〔麻布大学，日本獣医畜産大学，日本大学，(財)

鳥取県動物臨床医学研究所，中山獣医科病院〕

（１）急性毒性：ラットを用いたアドバンテージ

　スポットの急性毒性試験成績を表６に示した。

新世代のノミ駆除剤「アドバンテージ　スポット」

（２）亜急性毒性および慢性毒性：ラットにイミ

ダクロプリドを０（対照），150，600，2,400ppm

の濃度で14週間混餌投与した亜急性毒性試験にお

いて，無作用量は雄で150ppm（14.0mg/kg/日），

雌で600ppm（83.3㎎/kg/日）であった。また，

12.臨床試験

13.安全性

表５　母猫に投与した際の哺乳期子猫におけるノミ寄
　　　生数

表６　ラットを用いたアドバンテージ　スポットの急
　　　性毒性試験成績
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ラットにイミダクロプリドを０（対照），100，

900ppmの濃度で24ヵ月間混餌投与した慢性毒性試

験において，無作用量は雄で100ppm（5.7mg/kg/

日），雌で300ppm（24.9mg/kg/日）であり，また

イミダクロプリドに発癌性は認められなかった。

（３）特殊毒性：イミダクロプリドを用いた各種

試験において，催奇形性，変異原性，眼刺激性，皮

膚刺激性および皮膚感作性は認められなかった。

（４）犬に対する安全性：

（４-１）若齢犬および成犬に対する安全性：

様々な品種の犬93頭（雌雄，年齢８週齢～成犬，

体重3.1～39.0kg）にアドバンテージ　スポット

をイミダクロプリドとして10～200㎎/kgの用量で

単回投与，３～５日間連続投与あるいは１～２週

間隔で２～８回反復投与したとき，本剤を舐めた

１頭で苦みによる反射的な一過性の嘔吐が見られ

た以外に異常は認められなかった。

（４-２）妊娠犬，授乳期母犬および哺乳期子犬

に対する安全性：様々な品種の妊娠期および授乳

期の母犬９頭（雌，成犬，体重4.7～31.6kg），

ならびに哺乳期子犬50頭（雌雄，年齢１～30日

齢，体重0.2～2.8kg）にアドバンテージ　スポッ

図３　アドバンテージ　スポットを投与した犬猫におけるノミ駆除率
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トをイミダクロプリドとして10～200mg/kgの用量

で単回投与あるいは２～４回反復投与したとき，

母犬および子犬に異常は認められず，子犬は順調

に成長した。

（４-３）離乳後の子犬に対する安全性：離乳後

の雑種犬15頭（雌雄，年齢７～８週齢，体重3.5

～6.9kg）にアドバンテージ　スポットをイミダ

クロプリドとして20～40㎎/kgの用量で２週間隔

の２回反復投与したとき，異常は認められず，か

つ子犬は順調に成長し，神経および骨格筋への影

響も認められなかった。

（４-４）汎用動物用医薬品との適合性：様々な

品種の犬16頭（雌雄，成犬，体重13.6～26.7kg）

にアドバンテージ　スポットをイミダクロプリド

として20～50㎎/kgの用量で２週間隔の５回反復

投与し，それに併せてフェンチオン液剤，ルフェ

ヌロン錠剤，ミルベマイシンオキシム錠剤，ある

いはプラジクアンテル，ピランテルおよびフェバ

ンテル配合錠剤の常用量を２～４週間隔の３～５

回反復投与したとき，併用投与による異常は認め

られなかった。

（５）猫に対する安全性：

（５-１）若齢猫および成猫に対する安全性：

様々な品種の猫55頭（雌雄，年齢10週齢～成猫，

体重0.9～6.0kg）にアドバンテージ　スポットを

イミダクロプリドとして10～100mg/kgの用量で単

回投与，３日間連続投与あるいは１週間隔で８回

新世代のノミ駆除剤「アドバンテージ　スポット」

反復投与したとき，異常は認められなかった。

（５-２）妊娠猫，授乳期母猫および哺乳期子猫

に対する安全性：様々な品種の妊娠期および授乳

期の母猫９頭（成猫，体重2.3～4.2kg），なら

びに哺乳期子猫24頭（雌雄，年齢１～７日齢，

体重0.14～0.24kg）にアドバンテージ　スポッ

トをイミダクロプリドとして40㎎/kgの用量で妊

娠期あるいは授乳期に３回反復投与したとき，

母猫および子猫に異常は認められず，子猫は順

調に成長した。

（５-３）離乳後の子猫に対する安全性：離乳後

の雑種猫17頭（雌雄，年齢６～42週齢，体重0.51

～3.13kg）にアドバンテージ　スポットをイミダ

クロプリドとして80～240mg/kgの用量で単回投与

あるいは２週間隔の２回反復投与したとき，本剤

を舐めた子猫１頭に一過性の流涎および鼻汁が見

られた以外に異常は認められなかった。

（５-４）汎用動物用医薬品との適合性：様々な

品種の猫12頭（雌雄，成猫，体重2.0～3.7kg）に

アドバンテージ　スポットをイミダクロプリドと

して21.6～40.0㎎/kgの用量で２週間隔の４回反

復投与し，それに併せてルフェヌロン懸濁液，あ

るいはプラジクアンテルおよびピランテル配合錠

剤の常用量を４週間隔の２回反復投与したとき，

併用投与による異常は認められなかった。

〔（財）畜産生物科学安全研究所，バイエル社，

ＲＣＣ社〕
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日本を始めとする世界各国で，犬が人間の生活

圏でペットとして密接な関係を保つようになって

以来，犬に寄生する外部寄生虫の中でもノミ及び

マダニは重要な問題となりつつある。従来，日本

ではノミ及びマダニの駆除に用いる首輪製剤は有

効成分が単剤のものしか販売されていなかった

が，今回上市したボルホプラスカラーは日本初の

２剤配合首輪製剤で，長期間の駆除効果が期待さ

れている。

フルメトリンの合成に成功したドイツ・バイエ

ル社のR.Fuchsらは，フルメトリンをプロポクス

ルと一定の割合で混合することによって，マダニ

に対して相乗効果を示すことを発見した。その

後，ドイツ・バイエル社で実施された各種試験に

おいて，プロポクスル10％及びフルメトリン2.25

％を配合した首輪製剤（ボルホプラスカラー）は

プロポクスル含有首輪製剤又はフルメトリン含有

首輪製剤に比べてノミ及びマダニに対する駆除効

果が優れ，かつ長期にわたって持続することが実

証された。

日本においても急性毒性試験及びin vitro効力

試験でプロポクスル及びフルメトリンの相互作用

を検討した結果，それぞれの単剤に比べて安全性

は低下せず，かつノミ及びマダニに対して明らか

な相乗効果を示すことが認められた。

ボルホプラスカラーは，世界的にはKiltix®の

商標で，1993年よりドイツを初めとして世界17カ

国で承認，販売されている。

（１）ボルホプラスカラーは，ノミ及びマダニに

対して相乗的な駆除効果を発現する。

（２）ボルホプラスカラーは，ノミ及びマダニに

対する駆除効果が長期間持続する。

（３）ボルホプラスカラーを犬に１個装着するこ

とにより，ノミ及びマダニの発生シーズンを通し

た駆除が可能である。

（４）ボルホプラスカラーのプロポクスル及びフ

ルメトリンの毒性は相加的に発現し，それぞれの

単剤に比べて，安全性は低下しない。

（１）プロポクスル

　一般的名称：プロポクスル（Propoxur）

　化　学　名：２-イソプロポキシフェニル-Ｎ-

　　　　　　　メチルカルバマート

　分　子　式：Ｃ11Ｈ15ＮＯ３

　分　子　量：209.24

（２）フルメトリン

　一般的名称：フルメトリン（Flumethrin）

　化　学　名：シアノ-（４-フルオロ-３-フェノキ

　　　　　　　シフェニル）-メチル-３-〔２-クロ

　　　　　　　ロ-２-（４-クロロフェニル）-エテ

　　　　　　　ニル〕-２，２-ジメチル-シクロプ

　　　　　　　ロパンカルボキシレート

　分　子　式：Ｃ28Ｈ22Ｃl２ＦＮＯ３

　分　子　量：510.39

（１）ボルホプラスカラーＬ

本品１個45.Og中に，プロポクスル4.500g，フ

ルメトリン1.013gを含有する黄色の帯状の殺虫用

ノミ・マダニヘの長期駆除効果が期待される
首輪製剤「ボルホプラスカラー」

１.はじめに

２.開発の経緯

３.外国での使用状況

４.特　長

５.理化学的性質

６.成分・分量

金子恵里　屋代眞彦　緒方徹　澤井省三　畠山英樹
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首輪である。

（２）ボルホプラスカラーＳ

本品１個12.5g中に，プロポクスル1.250g，フ

ルメトリンO.281gを含有する黄色の帯状の殺虫用

首輪である。

犬に寄生する外部寄生虫の駆除：ノミ，マダニ

（１）ボルホプラスカラーＬ

犬の頚部に余裕をもって装着する（概ね，首回

り25～65cmの犬）。

（２）ボルホプラスカラーＳ

犬の頚部に余裕をもって装着する（概ね，首回

り10～32cmの犬）。

（１）急性毒性

プロポクスル・フルメトリン合剤（配合比10：

2.25）の経口，皮下及び腹腔内投与における急性

毒性試験結果を表１に示した。

（２）相互作用の検討

マウス及びラットを用いて，経口投与によるプ

ロポクスル単剤，フルメトリン単剤並びにプロポ

クスル・フルメトリン合剤の急性毒性試験を実施

し，ＬＤ50値の信頼限界値を用いた図解法によ

り，プロポクスル及びフルメトリンの相互作用を

検討した。その結果，プロポクスル・フルメトリ

ン合剤の毒性は相加的に発現すると推定される結

果が得られた。

（３）ウサギにおける急性経皮毒性

ボルホプラスカラーをウサギに24時間閉塞貼付

して急性経皮毒性を検討した結果，ＬＤ50値は

5,O00㎎/kg以上であり，一般状態及び貼付部位に

ボルホプラスカラーに起因する異常は認められな

かった。

プロポクスル単剤，フルメトリン単剤及びプロ

ポクスル・フルメトリン合剤のネコノミ及びフタ

トゲチマダニに対するin vitro感受性試験を実施

し，Sun and Johnson（1960）の連合毒性係数に

よる解析及びSakai et al.の交互検定法変法によ

り相互作用を検討した。

その結果，ネコノミ及びフタトゲチマダニに対

して，プロポクスルとフルメトリンを10：2.25の

割合で配合することにより相乗的な殺虫効果が認

められた（表２及び図１）。

７.効能・効果

８.用法・用量

９.毒　性

10.相乗効果

表１　プロポクスル・フルメトリン合剤の急性毒性値

表２　ネコノミに対するＬＣ50値

ノミ・マダニヘの長期駆除効果が期待される首輪製剤「ボルホプラスカラー」
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プロポクスル10％含有首輪，フルメトリン2.25

％含有首輪及びボルホプラスカラーを１個装着し

た犬に，ノミ及びマダニ各50～100匹を２～３週

間隔で人工寄生させ，駆除効果を比較検討した。

プロポクスル10％含有首輪装着犬ではノミ及びマ

ダニの寄生が装着９～15週間後に認められた。ま

た，フルメトリン2.25％含有首輪装着犬ではノミ

の寄生が試験期間を通して認められ，マダニの寄

生が装着９～12週間後に認められた。一方，ボル

ホプラスカラー装着犬ではノミの寄生は30週間後

に認められ，マダニの寄生は33週間後においても

認められなかった。

以上の結果から，ボルホプラスカラーのノミ及

びマダニに対する駆除効果は長期間持続すること

が示された。

ノミ及びマダニが自然寄生した様々な品種，体

重，被毛の長さの犬に，ボルホプラスカラーを１

～52週間の様々な期間で装着し，駆除効果を評価

した。その結果，上述の人工寄生試験と同様に，

すべての供試犬においてノミ及びマダニは速やか

に駆除され，多くの供試犬で５～６ヵ月間以上，

一部の犬では７ヵ月間以上再寄生が認められな

かった。

ノミ又はマダニの自然寄生が認められた様々

な品種の犬にボルホプラスカラーＬ（ノミ寄生

犬120頭及びマダニ寄生犬114頭）及びボルホプ

ラスカラーＳ（ノミ寄生犬128頭及びマダニ寄生

犬112頭）を５ヵ月間装着した。駆除率（％）は

ノミ及びマダニの寄生数を記録し，ノミ及びマ

ダニの寄生を認めない犬の頭数を観察頭数＋無

効中止頭数で除して算出した。ボルホプラスカ

ラーＬ及びボルホプラスカラーＳの駆除効果は

速やかに発現し，Ｌは１～14日後，Ｓは７日後

までには，ほぼ半数以上の供試犬においてノミ

及びマダニが駆除され，５ヵ月後まで駆除効果

が持続した（図３及び４）。

ボルホプラスカラーＬの装着後に認められた異

常所見としては，軽度の軟便が２頭，食欲不振が

１頭で観察され，またボルホプラスカラーＳの装

着後に認められた異常所見は，頚部炎症が３頭，

元気消失が２頭，食欲減退又は不振が２頭，下痢

が１頭で観察されたが，いずれも一過性で無処置

で回復した。その他の供試犬では，本剤に起因す

る副作用は認められなかった。

11.人工寄生試験

12.効力（海外で実施された臨床試験）

12.臨床（日本で実施された臨床試験）

図１　プロポクスル及びフルメトリン合剤のフタ
　　　トゲチマダニ飽血雌成ダニに対する産卵抑制
　　　効果
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ノミ・マダニヘの長期駆除効果が期待される首輪製剤「ボルホプラスカラー」

図２　ボルホプラスカラーＬのノミ及びマダニに対する駆除率(％)の推移

図３　ボルホプラスカラーＳのノミ及びマダニに対する駆除率(％)の推移
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人工寄生試験及び臨床試験におけるボルホプ

ラスカラーのノミ及びマダニ駆除効果を裏付け

るため，本剤を装着した犬の被毛に付着してい

る有効成分濃度を30週間にわたり測定した。そ

の結果，30週間後に採取した尾部被毛１検体を

除いて，プロポクスル及びフルメトリンともノ

ミ及びマダニ駆除に有効な濃度１ppm以上が検出

され，人工寄生試験及び臨床試験で得られた成

績が裏付けられた。

小～中型の成犬９頭に中・大型犬用のボルホプ

ラスカラーＬを１～３個７ヵ月間装着し，犬にお

ける安全性を一般症状及び臨床病理学的所見に基

づいて検討した。その結果，装着２週間後に一過

性のコリンエステラーゼ活性の低下が認められた

が，装着前の検査値との間に統計学的有意差は認

められず，ボルホプラスカラーＬに起因する異常

とは考えられなかった。

若齢犬，妊娠犬及び授乳期の子犬にボルホプラ

スカラーＬを装着した後の安全性も検討された

が，特に異常は認められなかった。

又，成犬にボルホプラスカラーＬを経口投与

した際の毒性も検討されたが，経口投与による

ＬＤ50値は2,000mg/kg以下であり，致死作用は中

等度と考えられた。

ボルホプラスカラーは，通常の保存条件下のみ

ならず，温度，湿度，光に対する苛酷条件下で経

時的な変化は認められず，極めて安定な製剤であ

ることが確認された。

13.プロポクスル及びフルメトリンの犬の被毛への付着濃度

14.安全性 15.製剤の安定性
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近年，コンパニオンアニマルあるいはヒトの

外部寄生虫症として注目を浴び，かつ最大の

ターゲットとなっているのはもちろんノミ類で

あり，そのためノミに関する関心および知識は

各獣医師間に十分に高まりをみせており，かつ

ペットオーナーにも浸透普及しているように思

われる。翻って，同じ節足動物に属するダニに

対する一般の関心は未だに低いというのが現状

であろう。確かにダニ刺咬症という一面からみ

ればその被害はノミのそれに比べるべくもない

が，媒介する病原体の範囲の広さからみたベク

ターとしての重要性，あるいはダニ類の種類の

膨大さとそれに随伴する生物学的多様性など，

その背景の奥深さはノミに優ることはあっても

決して劣ることはない。ヒトが自然に積極的に

関わる機会が意識的にせよ無意識的にせよ増加し

ている昨今，コンパニオンアニマルひいてはヒト

とダニとの接触の機会は確実に増えていくことが

容易に予想される。

この小論では，これまでに多くの先達が長年か

けて蓄積してきた知識を概括する機会と認識し，

マダニ類の生物としての一般的特性を述べること

とする。

未発見，未登録のダニを含めると，地球上には

50万種前後のダニが存在すると推測されるが，現

在知られているのは４万種強のみである。日本国

内には約1,700種のダニが知られている。

マダニ類の分類学的位置については，図１に要

約した。

マダニの生物学

１.マダニの分類学的位置

佐伯英治

図１　マダニの分類学的位置

日本獣医畜産大学獣医寄生虫学教室
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マダニはクモ綱に属する（脚はほとんどのもの

で幼虫期３対６本，若・成虫期は４対８本）がク

モとは体のつくりが異なる。ダニは同じクモ綱の

中ではむしろザトウムシに近い。クモは頭胸部と

腹部との境がくびれてはっきりしているが，ダニ

では両者が合一して１つの袋（管）のようになっ

ている。

その大きさは昆虫に比べはるかに小さく，最小で

90μm（ホコリダニの一種の雄）から３cm（マダニ

類の雌の吸血後）程度である。英語では大型のダニ

（マダニ類）をtick，それ以外をmiteという。

ダニは昆虫とは異なり触角や翅を持たず，体前

部の顎体部と胴体部からなる。顎体部には脳組織

も眼（ダニの眼はすべて単眼）もないことから，

いわゆる頭部には相当しない。顎体部はいわば口

器に相当し，鋏角と触肢の２対の付属肢を持って

いて，体中央腹面には口下片を備える（写真

１）。鋏角はまさにハサミの役割を果たし，獲物

を捕獲したり食物を切り刻んだり，さらには動物

から吸血する際には皮膚を切り刻む。雄では精子

を包んだ袋状の精包を自らの鋏角につけて，雌の

生殖口からその体内に送り込む役割などを担う。

口下片は宿主の皮膚を刺して体を固定する役目を

する。触肢は一種の感覚器官で触角に相当すると

考えられる。

古生代デボン紀の地層からダニの古い化石が発

見され，プロタカルス・クラニイと名付けられ

た。つまり今から遅くとも3.5～４億年前にはダ

ニの祖先が出現したものと考えられる。この時

代，爬虫類以上の高等動物は未だに出現しておら

ず，したがって初期のダニは爬虫類，鳥類および

哺乳類から吸血をすることは不可能である。そこ

で腐ったシダ植物や小さな昆虫などを補食してい

たものと推察されている。この最古のダニは，捕

食性の現在のハシリダニ科のダニによく似た構造

を持っていることから，この推察が補強される。

微小なダニは化石としては残りにくいため発見は

きわめて困難であり，実際はプロタカルスのほか

にも多種多様のダニが土壌表層に生活していたも

のと推測されている。

マダニの系統発生に関するある仮説によると，

マダニの祖先は古生代後期に皮膚のなめらかな爬

虫類の真正外部寄生虫として出現したものであ

り，その後爬虫類が生息場所を様々に拡大するに

したがいマダニの生息場所も変化し，マダニと宿

主双方に同時進行的な進化が生じる結果となり，

そこで２つのマダニの系統が発生し現存する２つ

の大きな科に進化したという。

マダニ，ヒメダニ両科のマダニは，約２億年

前，古生代後期から中生代初期にかけてすでに

地球上に存在していたと考えられているが，ヒ

メダニと分化直後のマダニ科マダニの原始的形

２.マダニ(マダニ科マダニ)類の基本的形態

３.マダニ科マダニの進化と系統発生

写真１　クリイロコイタマダニの顎体部走査電子顕
　　　　微鏡像触肢(a)や口下片(b)の形状が明らか
　　　　である。
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態は，今日のマダニ属やチマダニ属などの比較

的原始的な種に似たものであろうと推察されて

いる。キララマダニ属などはおそらく爬虫類の

多くの種が急激に減少した中生代後期（白亜

紀）に出現したものという。コイタマダニ亜科

のウシマダニ，カクマダニ属そのほかの多くの

属はそれよりもずっと近く，恐らく鳥類や哺乳

類が繁栄し始めた新生代初期（第３紀）に進化

したものと考えられている。哺乳類や鳥類とと

もに進化を遂げたチマダニ属などは，ほとんど

がその宿主嗜好性を変えることなく今日に至っ

ており，チマダニ属では現在１種のみが爬虫類

を宿主としている。

鳥獣寄生のマダニ類は約２億年前に地球上に登

場したものと考えられている。それまでの数億年

の間に，天候や宿主へ適応しつつその生活様式を

捕食性から外部寄生性へと変化させ，マダニ特有

の生活史あるいは吸血方法などを構築してきた。

脊椎動物の進化過程がまず爬虫類，続いて鳥類，

哺乳類の出現，繁栄へと流れたため，マダニの系

統もヒメダニ，マダニ両科に別れる結果となった

ことはすでに述べた。

マダニ科マダニ類の系統進化の過程は，鳥類や

哺乳類の急速な進歩に対してきわめて柔軟に進行

したものと考えられている。すなわち，マダニ科

では宿主の探索が当初から獣穴外や巣外でおこな

われていたため，発生の初期には早くも３宿主性

が確立され，行動範囲の広い鳥類や哺乳類の帰巣

を待つ必要がなくなった。このような宿主利用方

式は今日まで残されていて，マダニ科マダニ約

650種中600種までが３宿主性である。宿主探索行

動が変化すると，宿主のグルーミング行動に対抗

して体が小さくなったり，各発育期のダニの吸

血，飽血に要する時間に対応変化がみられるよ

うになった（後述）。一方，マダニ科のある種

のダニでは宿主の大型哺乳類と同時平行的に進

化した結果，１宿主性あるいは２宿主性となっ

たものもある。この性質はマダニ科のマダニが

棲巣性でないために，小型の哺乳動物を宿主と

して利用できない未熟期のある種のマダニが，

冬季においても吸血源を確保する手段として発

達させたもので，この特性は今日もウシマダニ

属などに引き継がれている。

マダニの一生は寄生吸血期と未吸血期に分け

られる。寄生吸血期間は数週間，残りの数力月

から数年は全くの飢餓期間であり，唯一の餌で

ある血液を摂取することでのみ発育期が進んだ

り，産卵および増殖が可能となる。自然環境下

に生きるマダニは水平方向にはあまり移動しな

いため，もし宿主となる動物が近くを通らなけ

れば，やがて餓死することになる。マダニ科マ

ダニ類の宿主との接触は，炭酸ガス，宿主の臭

気，体温，遮光，物理的な振動などの刺激を第

１脚末節のハラー氏器官，触肢などの感覚器が

認知することで可能となる。

マダニ科マダニ類の吸血パターンは，幼虫～成

虫までの３発育期において各々３回の遅い吸血相

をへて，それぞれの飽血離脱前12～24時間には急

速な吸血期という順でおこなわれる。雌成虫では

交尾が急速な吸血のきっかけの１つとなっている

ようである。遅い吸血の時期には，雌成虫の場合

吸血時の体重は未吸血時の体重の10倍程度にしか

ならないが，急速な吸血後は更に10倍（最終的に

100倍）の体重増加がみられる。一般に，マダニ

マダニの生物学

４.宿主への適応と発育様式

５.吸血のメカニズムの唾液分泌
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の遅い吸血相は単純に血液の蓄積に基づく体重

増加をもたらすのみならず，特定の物質の選択

的な取り込みと速やかな代謝回転，表皮クチク

ラの成長，血液成分の濃縮など，きわめてダイ

ナミックな生理変化を伴う成長現象とみなすこ

とができる。一方，雄ダニの体重増加は数倍程

度に止まる。未吸血雌マダニ成虫の体重はおお

むね２～３㎎程度であるが，吸血した血液は３

倍以上に濃縮した後利用するため，実際の吸血

量は雌成虫１匹あたり約１ãに達する。濃縮さ

れた血液中の水分および塩類イオンは中腸で吸

収され，唾液として宿主に戻されたり，あるい

は基節腺液分泌（ヒメダニ科）により体腔内か

ら排泄される。

宿主に寄生したマダニ科のマダニは，吸血に

先立ちまず唾液中に含まれる酵素で皮膚を溶か

しながら鋏角で皮膚表面を切り開き，口下片を

ゆっくりと差し込んで皮下に形成された血液

プールから血液を摂取する。マダニ科の中では

比較的原始的なマダニ属やキララマダニ属で

は，皮膚深くさし込むことのできる長い口下片

を有しており，宿主としっかり連結することが

可能となる。より進化した他のマダニ科マダニ

（４属）では触肢と口器は短くなっており，そ

のために彼らは吸血後24時間程度経過すると，

唾液腺で産生されるセメント様物質を分泌して

口下片全体を包みこみ，体を宿主にしっかりと

固定する。セメント様物質を注入した後には抗

凝固物質（抗トロンボキナーゼ活性因子，アピ

ラーゼによる抗血小板活性など）を分泌して，

血液の凝固を防ぐ。加えて，エステラーゼ，ア

ミノペプチダーゼ，プロスタグランジンＥ２など

の物質を含む唾液を分泌して局所の炎症，充

血，浮腫，出血などを引き起こし，吸血をより

容易にしている。さらに飽血が近ずくとセメン

トを溶解する成分を含んだ唾液を分泌して，虫体

は宿主から離脱することができるようになる。マ

ダニの唾液中には以上のようにさまざまな生理活

性物質が含まれており，これが吸血時に家畜やヒ

トにしばしば致命的な影響を及ぼす，いわゆるダ

ニ麻痺症を引き起こす原因となる。

マダニの幼虫は野ネズミなどの地表性の小型

げっ歯類を３～４日間吸血し，飽血すると地上に

落下し約１週間後に若虫に脱皮する。若虫は中型

哺乳類や鳥類に寄生して（全発育ステージを同一

種の動物を宿主とするタイプもある）４～５日間

吸血後，飽血，落下，脱皮をおこない，２～３週

後に成虫となる。成虫の吸血期間はほぼ１週間程

度であるが，キララマダニ属のダニでは１ヵ月間

吸血するものもある。飽血・落下した成虫は高湿

度を好み，また負の走光性を示して物陰や木の葉

の下などに潜んで，適温ならば数日～１ヵ月程度

で産卵する（写真２）。以上，マダニの吸血の目

的は２つ，すなわち脱皮と生殖・産卵に集約され

る。なお，ヒメダニ科のダニは吸血時間は非常に

短く，例えばカズキダニ属の成虫ではわずかに10

分以内で飽血が可能である。したがって，マダニ

写真２　産卵中のフタトゲチマダニ
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科のように血液を濃縮することもなく，またセメ

ント物質を分泌して口器を皮膚に固定する必要も

ない。

ダニに摂取された血液は中腸へ移り，マダニ

科のマダニでは中腸の胃および盲腸で消化がお

こなわれ，分解された血液の低分子成分を同じ

く中腸の消化細胞が吸収してエンドソーム内に

蓄える，いわゆる細胞内消化をおこなうことが

知られている。消化された血液のほとんどは完

全に消化され，黒色のヘミンが残るのみでこれ

が糞として排泄される。消化吸収された血液の

一部は脂質となり，エネルギー源として中腸に

貯蔵される。

すでに述べたとおり，成虫の吸血の目的は生

殖行動にある。マダニ科マダニ類の雌成虫は比

較的長期間（６～10日）吸血するが，交尾を終

えると急速な吸血期をむかえ，やがて飽血する

と落下し相当数（300～数千個）の卵塊を地上に

産み，その後死亡する。交尾できない雌成虫は

急速な１吸血ができず長い間吸血を続ける。そ

れでもやがて飽血落下するが卵形成はおこらな

いという。おそらく，精液中に卵形成を誘導す

る因子が存在するためと考える研究者もいる。

マダニ科の雄ダニは間欠的に少量吸血するが，

この吸血は精子形成に不可欠である。精子の成

熟率やその数に関しては，種によってその時期

を異にする。すなわち，マダニ属の雄ダニでは

脱皮後間もない時期の成虫で精子形成および成

熟は最高となるが，それ以外のマダニ科のマダ

ニ類では精子の減数分裂にはまず吸血が必要に

なる。つまりマダニ属に関しては雄の交尾行動

に吸血は必ずしも必要ではないが，その他のダ

ニでは血液摂取後初めて宿主体上での交尾が可

能となる。精子細胞を雌体内に受け渡す手段と

して，陰茎を用いて直接精子を送り込むものも

いるが（ハダニやコナダニ），大多数の種では

雄は陰茎を持っておらず，精子を収めた包み状

の精包を体から出し，これを雌の生殖門に送り

込む。マダニでは鋏角や触肢，口下片を使って

精包を雌に受け渡す。

ところで，マダニの卵形成のメカニズムはどの

ようになっているのであろうか。もちろん卵細胞

自体は卵巣で発生するのであるが，卵黄の主成分

となる卵黄タンパク質は脊椎動物では肝臓で生成

される。それ以外の動物では肝臓に相当する組

織，例えば昆虫では脂肪体という組織が作る。マ

ダニでは卵黄タンパク前駆物質（ヴィテロジェニ

ン）が中腸の卵黄細胞と脂肪体で産生され，これ

が体液を介して卵巣に移行し，発達中の卵に蓄え

られて卵黄になるという。多くの昆虫では幼若ホ

ルモン（０，Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ）が卵黄タンパク質の

合成や，その卵巣への取り込みを制御している

ことが知られている。一方，ダニ類では以前か

ら脱皮ホルモンの存在は証明されていたが，幼

若ホルモンの有無については未だに明らかでな

い。あるいは，卵形成を誘導する異なったタイ

プの因子が介在するものと考えるグループもあ

る。細部に不明な点はあるものの，吸血から産

卵に至る過程は脂肪体の活性化，ヴィテロジェ

ニンの分泌合成，卵黄の蓄積，卵殻形成という

流れでおこなわれる。

多くのダニには雌雄が存在し繁殖方法としては

両性生殖をおこなうが，ある種のダニでは雄が存

在せず（クローバーハダニなど）雌が単為生殖を

おこなう。わが国で最も重要な衛生害虫の１つで

あるフタトゲチマダニには，単為生殖系統（ほぼ

マダニの生物学

６.マダニの生殖・産卵・性決定
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全国的に分布，その他東アジア，オセアニア）

と両性生殖系統（主として西日本に分布）の互

いに交雑できない２系統が存在する。わが国の

単為生殖系統のフタトゲチマダニの性比は雌

1,500：雄１の割合で，この雄も生殖能力を欠

く。したがって，子孫に伝達される遺伝情報は

すべて雌由来のものである。恒常的に単為生殖

だけで繁殖しているマダニはフタトゲチマダニ

が唯一のものである。ちなみに，単為生殖系統

は３倍体（n＝30～35）で，両性生殖系統のそれ

は２倍体で雌がn＝22，雄がn＝21である。なお

両性生殖とはいえ，多くのダニでは交尾をして

も未受精卵と受精卵が生じ，前者からは雄，後

者からは雌が生まれるという，昆虫類でいえば

アリやハチと同じ性決定方法をとる。すなわ

ち，多くのマダニの性は卵が受精したか否かで

決定することになる。受精時における性染色体

の組合せの如何で雌雄が決定するのはむしろ少

数派であり，マダニ類がこの典型である。フタ

トゲチマダニ両性生殖系統（上述のごとく雌の

染色体数が１つ多い）で雌の性決定はＸＹ型，

雄はＸＯ型である。

これまでにイヌとネコに寄生の報告のあったマ

ダニを表１に取りまとめた。その出典により種数

は固定されていないが，今後その数は増加するこ

とが予想される。

表からも明らかな通り，イヌに寄生が認められ

７.わが国にみられる主なマダニ科マダニ類
(イヌおよびネコに寄生例のあるもの)

表１　わが国に認められる主なマダニ科マダニ類
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るマダニのほとんど全てが，ヒトでもマダニ咬症

の原因虫となっている（写真３）。

わが国では特に北海道や東北地方に多い，い

わゆる北方系ダニや，逆に九州には分布してい

ても本州には分布しない南方系のダニ，さらに

は日本の南方に分布するものが台湾，東南アジ

アなどにも認められるなどの環境温度による棲

み分けが明らかである。また，高度による棲み

分けも知られており，例えばキチマダニ（写真

４）は比較的高度の低い地帯に多く，反対に

シュルツェマダニやヤマトマダニ（写真５）は

1,000m以上の高地を好む傾向がある（北方では関

東以西よりも3 0 0 m下降した生息パターンを示

す）。大都市圏の飼育犬の寄生例にはツリガネチ

マダニ（写真６）が多い。

全国的に広く分布し，しかも重要な疾病を媒介

するフタトゲチマダニについては最もよく調べら

れている。すなわち，冬季は各発育期の虫体（絶

対数では幼虫が多いが検出頻度は若虫が高い）が

未吸血の状態で落ち葉の陰などに隠れて越冬し，

８.分布状況

９.季節的消長

マダニの生物学

写真３　ヒトのマダニ咬症

写真４　キチマダニの成ダニ

写真５　ヤマトマダニの成ダニ

写真６　ツリガネチマダニの成ダニ
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草地の草丈が10cm以上になる頃に活動を開始す

る（地域により異なるが５月上旬前後）。草上

の個体数は若虫が優勢で，これらが新たな宿主

に遭遇すると彼らに寄生し，吸血，飽血（寄生

後１週間弱），落下，脱皮と一連の発育を完了

し成虫（約２～３週間）となる。したがって，

初夏から夏には成虫数はピークとなり，さらに

成虫は約１週間程度で飽血，落下してその後

１ヵ月以内に産卵することから，初秋からは幼

虫数がピークをむかえる。一方，キチマダニは

幅広い活動期間を示し，真冬でもしばしば本虫

が動物から採集される（事実，狩猟期間の10月

下句から２月中旬の間で，狩猟犬から最も検出

頻度の高い種は本種であったとの報告がある）

ことに加えて，夏季さらには晩秋には一番吸血

活動が盛んであるというように，ほぼ通年活発

に活動している。一般的に，タネガタマダニは

本州では春～初夏と秋に活動するが，九州地方

では冬季でも採集される。また，ヤマトマダニ

は本州では２～９月と比較的長い期間活動し，

特に春先から夏がピークであり，北海道でも６

～９月にみられる。シュルツェマダニは春～夏

に活動のピークがある。

直接的病害としては重度寄生の場合に，マダ二

1 0 .マダニが宿主に与える直接的病害と疾病媒介者としてのマダニ

表２　マダニにおける病原体保有状況の交錯性
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による大量の吸血が宿主に貧血による死をもた

らす，重大な害作用の１つとしてあげられる。

例えば，カクマダニ属の１種の雌ダニ１匹（体

重７～10mg）が吸血可能な血液量は4,000㎎に達

するという。他方，吸血の際に宿主に注入され

る唾液中には様々な生理活性物質が含まれてお

り，これが宿主に重大な影響を与えることがあ

る。これらの物質が体内に注入されることによ

り，炎症反応が拡大したり，時として麻痺性毒

素のため上向性の弛緩性麻痺が引き起こされる

ことがある。

一方，マダニは全ての発育期で吸血を必要とす

る偏性吸血者であり，そのそれぞれの発育期に病

原体の侵入と伝播の可能性をはらんでいる。病原

体の多くは介卵性にも経発育期性にも伝播されう

る。マダニが様々な動物に媒介する病原体の範囲

は極めて広範にわたり，ベクターとしての能力は

蚊に優るとも劣らない。

表２にマダニ類が媒介すると考えられている疾

病を列記する。

マダニの生態や寄生様式は大変特異的なもの

であるので，その駆除も自由生活期と吸血期の

両方を対象とし，その上，宿主およびその周辺

環境等を視野に入れ実施しないと実効性は乏し

い。動物体に対する具体的な駆除法としては，

動物体表に寄生しているダニについては液剤や

粉剤あるいは薬浴など殺ダニ剤による駆除であ

り，動物体の予防管理はノミ・マダニ取り首輪

などの装着である。特にダニの汚染が深刻かつ

明らかな地域では，首輪等の忌避的な使用は大

切である。自然環境下でのダニの化学的あるい

は生物学的防御は，ダニの持つ生物学的特性か

らその目的達成までに払う労力を，十分考慮し

なければならない。家屋や犬舎の整備，例えば

壁の割れ目を補修したり，敷物を頻繁に交換す

るなど実行可能なことについては大いに労力を

払うべきである。
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マダニの生物学
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子牛は成牛にくらべ下痢・肺炎になりやすい。

それは新生子牛の病原体に対する防御機能が未発

達であるためと考えられている。子牛は生まれた

時，抗体の無い状態で生まれ，初乳を飲むことに

より１日以内で高力価の抗体を得る。一方，細胞

性免疫については母親から獲得できない。新生子

牛の未梢血中の白血球数は，成牛以上であるが，

機能の面では未熟である。従って充分初乳を給与

された子牛でも下痢や肺炎などの発生率が高く，

このことが子牛の育成上大きな問題となってい

る。子牛の疾病予防のためには衛生管理の推進と

同時に子牛の免疫特性を理解し的確な予防技術の

開発が重要である。

ここでは子牛の免疫特性，特にγδＴ細胞と子

牛リンパ球の未熟性について述べ，その疾病予防

についてもふれたい。

１）母子免疫

子宮内の無菌的状態から外界に出た新生子牛は

多くの病原体にさらされる。胎子は胎齢の後期か

ら抗体産生能があるので，新生子牛は抗体を産生

ができるが，その能力は成牛とは比較にならない

ほど弱い。母親のもつ免疫抗体を子供に授ける様

式には胎子期に胎盤を介して移行させる（ヒト・

サル・ウサギ）ものと生後母乳を介して授ける

（ウシ・ヒツジ・ブタ・ウマ）ものとがある。イ

ヌ・ネコは胎子期と哺乳期の両時期に移行する。

ウシ・ブタ・ウマなどの有蹄類では通常出生時に

は抗体が無い状態で生まれてきて，生後すぐに初

乳を飲むことにより母獣からの移行抗体を獲得す

る。初乳中の抗体は極めて高い吸収効率であり飲

んだ抗体量の半分近くが新生子牛の小腸粘膜上皮

から取りこまれ子牛の血中抗体となる。これによ

り抗体のない状態で生まれた子牛は半日から１日

で成牛かそれ以上のレベルの抗体（主にＩgＧ１抗

体）を持つことになる。ヒトは胎児期に十分量の

ＩgＧ抗体を受けとるためヒトの初乳・常乳とも

ＩgＡが主体となっている。一方，ウシでは移行

抗体は初乳を介して得るため，初乳の主たる抗体

はＩgＧ１（これは乳腺上皮細胞上にＩgＧ１のレセ

プターがありＩgＧ１が選択的に乳汁中に移行する

ため）であり，興味深いことに常乳に移行しても

ウシ乳汁中の主要抗体はＩgＧ１であり次いでＩg

Ａである。子牛腸管からの高分子物質の吸収はほ

ぼ生後36時間で停止（これをgut closureとよぶ）

するためそれ以降の乳汁中の抗体は子牛の血中抗

体とならない。従って常乳中のＩgＧ１やＩgＡは

腸管から吸収されず腸管を洗い流すことにより局

所の感染防御に作用している。母子免疫を通じ液

性免疫はほぼ母親から子に伝えられる。一方，細

胞性免疫についてはほとんど母子免疫がなされず

これが新生子が病気にかかりやすい要因の一つと

なっている。

２）新生子牛のリンパ球とその機能

ウシの単核球に対する多くのモノクローナル抗

体（ＭＡb）が作出され，これを用いヒトやマウ

スと同様，単核球のＣＤ分類がなされている。成

熟したＴ細胞はＣＤ２，ＣＤ３およびＣＤ５分子

を表面にもつ。α鎖とβ鎖のＴ細胞レセプター

（ＴＣＲ）をもつαβＴ細胞のほとんどはその細

胞表面にＣＤ４かＣＤ８分子のいずれかを持ち，

γδ型ＴＣＲをもつＴ細胞はいずれも持たないも

のが主である。

ウシの末梢血単核球に占める各細胞の比率は年

齢・個体によって異なるが，ほぼ成牛での値は以

子牛はなぜ病気にかかりやすいか......？
－子牛の免疫学的特性－

はじめに

１.子牛の免疫学的特性
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下のようである。単球が約８％，Ｂ細胞が約20％，

Ｔ細胞としてはαβＴＣＲをもつＣＤ４＋Ｔ細胞が

25～35％，ＣＤ８＋Ｔ細胞が15～25％，γδＴＣＲ

をもつＴ細胞が約15％，残りの５～10％がＮull細

胞とされている。年齢によるＴ細胞の変化を表１に

示す１）。それによると生後０日でαβＴ細胞は24％

であり，γδＴ細胞はそれ以上の39％を占めてい

る。５ケ月齢でやっとαβＴ細胞がγδＴ細胞より

多くなる。マウスやヒトに比べ，子牛ではγδＴ細

胞の割合がきわめて高い。このγδＴ細胞の生体防

御における役割について述べる。

a）反すう獣のγδＴ細胞２）３）

Ｔ細胞は主に胸腺内部で分化・選択され末梢に

出るαβ型Ｔ細胞と，胸腺を経ないで胸腺外分化

するγδ型Ｔ細胞に分けられる。Ｔ細胞は胸腺を

経ることにより抗原特異性，主要組織適合抗原

（ＭＨＣ）拘束性と自己寛容という３つの重要な

性質を獲得し末梢に出る。それ故，αβＴ細胞は

ＴＣＲを介して抗原提示細胞上の自己のＭＨＣに

結合した外来抗原との複合体を抗原として認識す

る。αβＴ細胞の反応はその個体のＭＨＣと抗原

の組み合わせでないと反応しない，すなわちＭＣ

Ｈ拘束性である。αβＴ細胞の反応はきわめて特

異性が高い。一方，γδＴ細胞のＴＣＲはαβＴ

ＣＲにくらべ多様性が少なくその上ＣＤ４もＣＤ

８分子も発現していない。それ故，多分典型的な

ＭＣＨとは異なる多型性のない分子が抗原提示細

胞上に存在し，これが多様性の少ないγδＴ細胞

へ抗原提示を行うのであろう。γδＴ細胞が認識

するリガンドとしてこれまでにストレス蛋白（Ｈ

ＳＰ65）やphospholigandが知られている。γδＴ

細胞は結核菌やライ菌のもつストレス蛋白に反応

し，各種サイトカインを放出し，感染防御に働い

ている様である。

子牛の末梢血リンパ球を見るとＣＤ４－ＣＤ８－

Ｔ細胞がある時期のある個体では全体の75％にも

達することがある。これらＣＤ４－ＣＤ８－Ｔ細胞

はγδＴＣＲを発現している。γδＴ細胞が新生

子に多いという事実はウシ，ヒツジ，ブタをはじ

めトリでも知られており，マウス，ヒトでは例外

的（？）にγδＴ細胞が幼子でも１％前後ときわ

めて少ない。

αβとγδＴ細胞の両者とも妊娠末期からその

数を増加させる。ウシ，ヒツジのγδＴ細胞は生

後のかなりの間，Ｔ細胞全体の半数以上を占め，

ウシではやっと４ヶ月齢以降その比率がαβ＞γ

δとなる。成牛ではほぼαβＴ細胞（ＣＤ４＋とＣ

Ｄ８＋Ｔ細胞）が約40％，γδＴ細胞が約17％であ

子牛はなぜ病気にかかりやすいか......？

表１　年齢にともなうウシ末梢血リンパ球の変化
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る。ヒツジでもαβとγδＴ細胞は妊娠末期からそ

の数を増し生後170日頃まで増加の一途をたどり，

その後減少に転ずる。３～４ケ月齢のヒツジの末梢

血リンパ球に占めるγδＴ細胞は15～50％（平均30

％）にものぼり５～８歳で５～10％となる。

γδＴ細胞の分布はαβＴ細胞にくらべユニー

クである。主に無毛部の皮膚の表皮や粘膜ならび

に消化管上皮内に分布するがαβＴ細胞がみられ

る消化管固有層にほとんどみられない。γδＴ細

胞の機能についてはγδＴ細胞ノックアウトマウ

スを用いて分析されている。これまで明らかに

なったことは，

　①　γδＴ細胞のＴＣＲはαβのものにくらべ

　　多様性が限定されておりαβＴ細胞が特異免

　　疫に作用するのにくらべ主に非特異的生体防

　　御を行っているものと考えられる。

　②　体表の粘膜での細菌等の微生物感染細胞を

　　排除する。

　③　腸管のγδＴ細胞は分泌型ＩgＡ産生と経

　　口免疫寛容（後述）に重要な役割をはたし

　　ている。

　④　腸管上皮細胞の更新の制御，恒常性の維持

　　にも関与しているのではないか４）。

等が考えられているがはっきりした機能は分

かっていない。マウスにくらべ有蹄類ではγδＴ

細胞は新生獣の主要なＴ細胞であり，マウス・ヒ

トとくらべ何か別の機能を荷っていることも考え

られる。

ヒツジγδＴ細胞はin vitroでＴ細胞マイトー

ジェンに対してあまり反応しないが，allogenic

な混合リンパ球反応（ＭＬＲ）ではよく反応す

る。ウシでもγδＴ細胞はautologousなＭＬＲで

よく反応する。これらの事からγδＴ細胞は自己

の細胞が傷害を受けたりストレスを受けた場合そ

れらの細胞に対し反応し排除しているのではない

かと考えられている。γδＴ細胞はＭＨＣ拘束を

受けずにallogenic細胞に対し細胞傷害活性を示

すことも知られている。反すう獣はヒトと比較し

た時，出生時より成熟している。そして自然状態

でヒトにくらべ粘液表面からより多くの病原微生

物の侵襲を受けやすい。それにもかかわらず出生

時には血中抗体を持たず，生後初乳を介して初め

て抗体を受けとる。生体防御の観点からみると，

新生子のαβＴ細胞は後述するように機能的には

まだ未熟であり新生子の防御は十分ではない。そ

れゆえαβＴ細胞による免疫系が十分発達するま

での間，ＭＨＣ拘束性によらずまた幅広い病原微

生物に対応するγδＴ細胞が生体防御という面か

ら重要な働きをすると思われる２）。表２にはヒト

と反すう獣の受動免疫とγδＴ細胞の相違を示し

ている。

感染防御以外にγδＴ細胞の機能として上皮細

胞の分裂・増殖に関与しているのではないかとい

う考えがある５）。腸上皮にはγδＴ細胞が多数存

在するが，αβとγδＴ細胞の割合は動物種に

よって異なる。マウスではほぼ同数，反すう獣や

トリではγδＴ細胞の方が多く存在する。これら

のγδＴ細胞は胸腺外分化したＴ細胞と考えら

れ，生体防御というよりは恒常性の維持に働いて

いる可能性がある。すなわち，腸の上皮細胞はわ

ずか数日の寿命で絶えず更新しているが，γδＴ

細胞が古くなった腸上皮細胞のアポトーシスを誘

導し，腸上皮細胞の更新に関与していることが示

唆されている。また，必乳期の乳汁と乳腺組織で

もγδＴ細胞が多い。分娩後のウシの泌乳期と乾

乳期での乳汁中のαβとγδＴ細胞の割合をみる

とそれぞれ約57：40と88：５と，泌乳期ではγδ

Ｔ細胞の割合が高い。またαβＴ細胞のうちＣＤ
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４とＣＤ８の比をみると泌乳期と乾乳期の乳汁で

はそれぞれ0.3～0.5と1.2～3.7で，泌乳期にはＣ

Ｄ８が優位で乾乳期には逆転しＣＤ４が優位と

なっている６）。すなわち泌乳期の乳汁中ではγδ

Ｔ細胞とＣＤ８＋Ｔ細胞が主体となっている。乳

腺ではＣＤ８＋Ｔ細胞は主に乳腺上皮間に分布し

ておりＡＣＴ２抗原が陽性を示す。胸腺内分化し

たαβＴ細胞はこのＡＣＴ２抗原が発現していな

いことから，乳汁中のＡＣＴ２＋ＣＤ８＋Ｔ細胞は

末梢血中のＡＣＴ２－ＣＤ８＋Ｔ細胞と異なり胸腺

外分化した細胞と考えられる。同様の抗原をもつ

Ｔ細胞はγδＴ細胞の他，ウシの小腸粘液上皮間

リンパ球（ＩＥＬ）でも見い出されている。

乳腺上皮間のＡＣＴ２＋のＣＤ８＋Ｔ細胞やγδ

Ｔ細胞の機能は不明であるが，ＩＥＬと同様な機

能，すなわち乳腺上皮細胞は活発な乳汁分泌機能

を営んでいるため，微生物に感染したり傷ついた

細胞をすみやかに排除し常に活発な機能を持つ新

しい細胞と交換し，乳腺組織の恒常性を維持する

のに役立っている可能性がある。乳牛は分娩期に

細菌感染を受け乳房炎を発症する事が多い。この

原因として泌乳期には免疫抑制性のＣＤ８＋Ｔ細

胞が優位となり，とくに分娩後ではＴ細胞の幼若

化能の抑制やサイトカイン分泌能の低下によると

いう考え方がある６）。

b）新生子(ウシ・ヒト)のαβＴ細胞の機能７)８)９)10)

新生子牛のリンパ球数は成牛を上回ってお

り，またγδＴ細胞が高い比率を占めている。

αβＴ細胞についてみると，胸腺を経て末梢に

出たＴ細胞は初めは抗原暴露を受けていない未

熟なナイーブＴ細胞（あるいはバージンＴ細

胞）である。生体では外界から侵入した微生物

はマクロファージによって捕らえられる。微生

物を捕らえたマクロファージはその体内で微生

物を殺菌・消化（プロセッシング）しリンパ流

にのってリンパ節に到り，そこで抗原情報をＴ

細胞に提示する。ナイーブＴ細胞は微生物の侵

入に際しそれをとらえた抗原提示細胞より抗原

子牛はなぜ病気にかかりやすいか......？

表２　ウシ・マウス・ヒトでの受動免疫とγδＴ細胞
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情報をえることにより抗原特異的に増殖しメモ

リーＴ細胞（あるいは記憶Ｔ細胞）となる９）。そ

してメモリーＴ細胞の一部はそのままリンパ節に

とどまり一部は全身をめぐり再度の病原体の侵入

に対しすみやかに反応し排除する。

新生子牛での免疫応答の弱さはそのリンパ球の

大部分がナイーブＴ細胞からなっており，その事

がリンパ球の未熟性の免疫学的背景となってい

る。新生子牛のナイーブＴ細胞は生後多くの微生

物感染に際し対応抗原と反応しメモリーＴ細胞へ

と分化し，そのメモリーＴ細胞が増加し日齢とと

もにリンパ球機能が成熟してゆく。

ナイーブ細胞とメモリー細胞間では白血球共通

抗原であるＣＤ45のアイソフォーム（ＣＤ45Ｒ

Ａ，ＣＤ45ＲＢ，ＣＤ45ＲＣ，ＣＤ45ＲＯなどがあ

る）の発現様式が異なる。ヒトではナイーブＴ細胞

はＣＤ45ＲＡであり，対応抗原と反応することによ

りＣＤ45ＲＯのメモリーＴ細胞となる。最近ウシで

もナイーブＴ細胞（ＣＤ45ＲＢと類似〉とメモリー

Ｔ細胞（ＣＤ45ＲＯ）をそれぞれ認識するモノク

ローナル抗体（ＭＡb）がとられそれを用い，両細

胞の機能解析が行われるようになった。これらＭＡ

bを用い子ウシのＣＤ４＋とＣＤ８＋Ｔ細胞を解析し

たところ２－５週齢の子牛のＣＤ４かＣＤ８のど

ちらか陽性のＴ細胞の実に85％もがナイーブＴ細胞

であった（表３）。年齢が進むにつれてメモリー

Ｔ細胞の割合が増してゆき，２-５歳でＣＤ４＋Ｔ

細胞ではメモリーＴ細胞が優位となる。

表３　年齢によるナイーブＴ細胞とメモリーＴ細胞の変化(ウシ)

表４　年齢によるとナイーブＴ細胞とメモリーＴ細胞の変化(ヒト)
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よく解析されているヒトの場合を表４に示す。

新生児では前述のごとくγδＴ細胞は１％以下で

あり，αβＴ細胞のうちナイーブＴ細胞（ＣＤ45

ＲＡ）の割合が高い。ＣＤ４＋Ｔ細胞についてみ

ると成人になってやっとメモリーＴ細胞（ＣＤ45

ＲＯ）が優位をしめる。

ヒトの場合，胸腺内の未熟Ｔ細胞は大部分ＣＤ

45ＲＯを発現しているが，胸腺での選択のプロセ

スを経てＣＤ45ＲＡ陽性となった胸腺細胞のみが

ナイーブＴ細胞として末梢リンパ組織に移行す

る。新生児では95％以上がいまだ抗原と反応して

いないナイーブＴ細胞である（表４）。末梢に移

行したナイーブＴ細胞は抗原と反応し活性化する

ことによりＣＤ45ＲＡからＣＤ45ＲＯと形質転換

し，免疫機能が成熟する。

ナイーブＴ細胞とメモリーＴ細胞の機能の違い

を表５に示す７）９）10）。この表から明らかな事は

新生子（ウシ・ヒト）ではナイーブＴ細胞が大部

分を占めておりこれらナイーブＴ細胞は特異抗原

に対する反応性に乏しく，サイトカイン産生能は

ＩＬ２以外ほとんど産生せず，Ｂ細胞の抗体産生

細胞への助け（ヘルパー活性）も示さない。加え

てナイーブＴ細胞はサプレッサー活性が強くこれ

が新生子の免疫反応を抑制している。以下各項目

について述べる。

・新生子Ｔ細胞増殖能：Ｔ細胞マイトージェン

　であるＰＨＡやＢ細胞マイトージェンである

　ＰＷＭ添加による反応性をみるとナイーブも

　メモリーＴ細胞も差が認められない。しかし

　特異免疫抗原に対する反応は，ナイーブＴ細

　胞ではみられない。

・ヘルパー活性とサプレッサー活性11）：Ｂ細胞

　を抗体産生細胞にまで導くヘルパー機能はＣ

　Ｄ４＋Ｔ細胞の作用である。新生児のＣＤ45Ｒ

　ＡのナイーブＣＤ４＋Ｔ細胞にはヘルパー活性

　が見られない。しかし新生児のＣＤ45ＲＯの

　メモリーＣＤ４＋Ｔ細胞を成人Ｂ細胞とＰＷＭ

　存在下で培養する成人のＣＤ４＋Ｔ細胞ほどで

　はないが新生児メモリーＴ細胞にもヘルパー

　活性はみられる。成人由来のＢ細胞に新生児

表５　ナイーブＴ細胞とメモリーＴ細胞の機能

子牛はなぜ病気にかかりやすいか......？
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　のＣＤ４＋ナイーブＴ細胞を添加すると成人Ｂ

　細胞の抗体産生が強く抑制される。新生児Ｃ

　Ｄ４＋ＣＤ45ＲＡナイーブＴ細胞をＰＨＡとＩ

　Ｌ２存在下で培養するとＣＤ45ＲＡからＣＤ

　45ＲＯとなりナイーブＴ細胞にみられたサプ

　レッサー活性は消失し，ヘルパー活性が出現

　する。すなわち新生児ナイーブＣＤ４＋Ｔ細胞

　は成人ナイーブＴ細胞と事なり強いサプレッ

　サー活性を示す。新生児の抗体産生における

　サプレッサー活性は，単球やマクロファージ

　に由来する場合も知られている。一方，子牛

　でも生後20日齢までのリンパ球は強く成牛Ｂ

　細胞の抗体産生を抑制し，このサプレッサー

　活性は40日齢ぐらいまで続く。

・サイトカイン産生能：ＩＬ２産生についてはナ

　イーブとメモリーＴ細胞に差を認めない。しか

　しその他のサイトカインについてはナイーブＴ

　細胞はほとんど産生しない。ＲＴ-ＰＣＲを用

　いた解析から，ナイーブＴ細胞でのサイトカイ

　ン非産生性はmＲＮＡ発現がみられないことか

　ら転写レベルの抑制である。

・新生児Ｂ細胞12）：新生児のＢ細胞も大部分抗原

　に暴露されていないナイーブＢ細胞からなって

　おり，ＩgＭは産生するがＩgＧやＩgＡ産生は

　きわめて悪い。しかし新生児Ｂ細胞に外からＩ

　Ｌ２，ＩＬ４，ＩＬ６などを添加してやるとＩ

　gＭに加えＩgＧやＩgＡ産生がみられる。これ

　は新生児ではナイーブＴ細胞がＢ細胞のクラス

　スイッチに重要なサイトカインであるＩＬ４や

　ＩＬ６の産生能が低いことによるものと考えら

　れる。また新生児Ｂ細胞の大部分がＣＤ５陽性

　を示す。ＣＤ５＋Ｂ細胞はマウスでは自己抗体

　を産生することからヒト新生児Ｂ細胞にみられ

　るＩgＭ抗体はリウマトイド因子などの自己抗

　体の可能性がある。

３）新生子牛の好中球機能13）14）15）

新生子牛は成牛にとり致命的でない病原体に

感染し死亡する例が多い。この理由の一つは前

述のナイーブＴ細胞が新生子牛では多くの免疫

応答が不十分であることがあげられる。また好

中球やマクロファージ等の食細胞の機能が成牛

にくらべ劣っている点もあげられる。その他に

新生牛では補体の活性が成牛レベルより劣って

いる事や，新生牛の血中ステロイドホルモンの

濃度が高くこれが免疫系を抑制していることも

考えられる（表６）。

出生後の子牛での白血球数と好中球数の変化を

みると，特徴的な事として，生後２日までは血中

の好中球が白血球を上回っている点である。白血

球数は生後上昇の一途をたどるため３日以降逆転

し，白血球の割合が多くなり日齢を経るにしたが

い差が広がってゆく。子牛の好中球数は生後10日

ほどまでは成牛のレベルを上回っている。しかも

初乳を飲んだ子牛（colostrum-fed，ＣＦ）では，

飲まなかった子牛（colostrum-deprived，ＣＤ）

に較べ生後半日～１日での好中球数が有意に上

表６　子牛が成牛にくらべ病気にかかりやすい理由



-29-

回っている13）。

子牛の好中球の機能を成牛のものと比較した

場合，好中球の殺菌物質１つである活性酸素

（Ｏ－２）の放出が子牛では成牛に較べ少ないと言

われている15）。また，好中球自身の貧食能にそ

んなに差はなくとも菌体のオプソニン化（オプ

ソニンとは菌体等に結合し，食細胞が食べやす

くする物質で抗体や補体が含まれる）の点で新

生子牛は成牛に較べ劣っており結果的に食菌し

にくいことが考えられる14）。事実。初乳を飲ん

だＣＦ群の子牛ではＣＤ群に較べ有意に好中球

の食菌能は高まっている。好中球が十分機能を

発揮するためには細菌をオプソニン化する必要

がある。オプソニンの１つである補体について

みると新生子牛の補体の活性は成牛に較べかな

り劣っている。新生子牛は初乳を飲むことによ

り補体成分を獲得し，自分でも徐々に産生して

ゆくが，成牛のレベルに到するのは６ケ月近く

かかる。それ故，子牛の間では補体による菌体

のオプソニン化が成牛に較べ劣り，食細胞によ

る食菌能も低下していると考えられる。

反すう獣は充分量の初乳を得たとしても抗原

感作されていないナイーブ細胞が大部分を占め

ることにより各種感染症にかかりやすい（表

６）。この幼獣の疾病予防に関しては衛生管理

と同時に免疫増強剤やワクチンの利用が考えら

れている。

１）免疫増強剤と経ロ免疫寛容

ヒトの分野では種々の免疫不全に対し免疫増強

剤の利用が研究されているが家畜の領域では遅れ

ている。免疫賦活剤としては細菌そのもの

（Mycobacterium bavis，Stretococcus pyogenes

やBordetella pertusis），菌体成分（ＢＣＧやム

ラミルジペプチド），真菌・酵母に由来するグルカ

ン（レンチナンなど），サイトカインや胸腺因子な

どがよく知られている。ここではpeptidoglycan

（ＰＧ）の経口投与による下痢予防効果と経口投与

の際重要な経口免疫寛容について述べる。

豚の腸内細菌嚢に有意に存在するBifidobacter-

ium thermophilum由来のＰＧを哺乳豚に経口投与

すると腸管パイエル板でのＩgＡ産生が高まり

（特に空腸と回腸），小腸での病原大腸菌数が減

少する。分泌型ＩgＡ産生の元進により下痢が抑

制され，結果として哺乳豚の増体が認められる。

このＰＧ経口投与の効果は，マウスを用いた実験

よりＩgＡ産生の促進以外にマクロファージやＮ

Ｋ細胞の活性化にもよると考えられている16）。

経口的に抗原を投与すると抗原はパイエル板か

らとりこまれ，同一個体で全く相反する２種類の

免疫応答が誘導される。１つは分泌型ＩgＡの産生

と他は同一抗原に対する全身性の免疫寛容（不応

答性）である。経口的に低濃度の抗原が頻回入る

と後述するＴh２と特殊なＴ細胞（免疫抑制性サイ

トカインの１つであるＴＧＦβを産生するＴ細胞で

これをＴh３と称する）を誘導する（表７）17）。こ

れらの細胞はＩＬ４とＴＧＦβ（transforming

growth factor-β）を産生し，分泌型ＩgＡ産生

の誘導と同時に抗原特異と非特異的な抑制を引き

おこす。大量の抗原が経口より入るとＴh１とＴh

２細胞のアポトーシスかアナージー（無反応性）

がみられる（表７）。経口ワクチンの際，経口免

疫寛容を考慮する必要がある。またヒトでは経口

的に抗原を投与することにより非特異的な抑制

（bystander suppression）を誘導し自己免疫疾

患の治療へ応用するこころみもなされている。

尚，この経口免疫寛容の誘導には腸管のγδ細胞

２.幼獣の疾病予防

子牛はなぜ病気にかかりやすいか......？
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が重要な役割を荷っている。すなわちγδＴ細胞

欠損マウスでは抗原が経口的に投与されてもＩg

Ａ産生も免疫寛容も誘導されない。

２）感染症におけるサイトカインネットワーク18）19）

病原体が体内に侵入するとマクロファージ（Ｍ

φ）が病原体をとらえ，その抗原情報をＭＨＣク

ラスⅡ抗原とともにヘルパーＴ（ＣＤ４＋，Ｔh）

細胞に提示する。ナイーブＣＤ４＋Ｔ細胞（図１

のＴhp）は抗原情報を受けとり，ＴhpがＴh０を

経て，Ｍφやその他の細胞が放出するサイトカイ

ンによりＴh１かＴh２に分化する。Ｔh１とＴh２

は各種サイトカインを放出して免疫系を動かし病

原体の排除にあたる（図１）。Ｍφの放出するＩ

Ｌ12によりＴh０はＴh１に分化し，インターフェ

ロンガンマー（ＩＦＮγ）等を放出し遅延型過敏

症（ＤＴＨ），キラーＴ細胞活性やＮＫ細胞活性

を高め，特に細胞性免疫を活発にし細胞内寄生性

病原体の排除に重要な役割を荷う。一方，マスト

細胞等の放出するＩＬ４によりＴh０はＴh２に分

表７　ヘルパーＴ細胞(Ｔh)サブセットの特徴

表８　抗原量による経口免疫寛容の発現機序
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化し，ＩＬ４，ＩＬ５，ＩＬ６等を放出しＢ細胞が

プラズマ細胞になり抗体産生するのを助ける。特に

ＩＬ４は寄生虫感染に際しＩgＥ産生に重要であり，

また腸管のパイエル板のＴh２はＩＬ５をよく産生し

腸管での分泌型ＩgＡ産生に重要な役割を荷う。

病原微生物の感染に際しＴh０からＴh１とＴh２

へのふるい分けはどの様にしてなされるのであろ

うか？今，ヒトＣＤ４＋ＣＤ45ＲＡナイーブＴ細胞

を抗ＣＤ３抗体とＩＬ２存在下で培養するとＣＤ

45ＲＯメモリーＴ細胞となりさらにＰＭＡ/イオノ

マイシンでＴＣＲより刺激を入れてやるとＴh１と

Ｔh２の両サイトカインを産生するＴh０細胞とな

る。一方，上記の実験でナイーブＣＤ４＋Ｔ細胞

をＩＬ２のかわりにＩＬ12かＩＬ４で培養すると

それぞれＴh１とＴh２に分化する。すなわちナ

イーブＴ細胞がＡＰＣより抗原情報を得る際，近く

にＩＬ12があるとＴh１に，ＩＬ４があるとＴh２に

分化する20）。Ｔh０をＴh１に分化させるＩＬ12は

主にＭφで産生されるがＴh０をＴh２に分化させる

ＩＬ４産生細胞については今のところ不明である

が，Ｔh２やマスト細胞の他，マウスではＮＫ1.1

陽性ＣＤ４＋Ｔ細胞が考えられている。

サイトカインは複雑な免疫系をコントロールし

ており同じ病原体でも放出されるサイトカインに

より病態が全く異なる場合がある。そのよい例が

リーシュマニア原虫（Leishmania major）をマウ

スに接種した場合である。L.majorをＢＡＬＢ/c

マウスとＣ57ＢＬ/６マウスに接種すると前者は

死亡し，後者は感染しても回復する。ＢＡＬＢ/c

マウスではＴh２系が活性化され抗体が産生され

子牛はなぜ病気にかかりやすいか......？

図１　ナイーブＣＤ４＋Ｔ細胞(Ｔhp)のＴh１/Ｔh２への分化と産生サイトカイン
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るが，Ｃ57ＢＬ/６ではＴh１系が活性化されＩ

ＦＮγが誘導されＭφが活性化される。L.major

はＭφ内で増殖するためこの原虫に対し抗体は

作用しにくく，活性化Ｍφのみが原虫排除に役

立つため上記の差が生じたと考えられる。たい

へん興味あることに，ＢＡＬＢ/cマウスでも原

虫抗原と一緒にＩＬ12で免疫するとL.majorの攻

撃に対しＴh１系のサイトカインが誘導され抵抗

性となる（図２）21）。感染症の病態を考える上

でサイトカインネットワークを理解することは

たいへん重要である。特に細胞内寄生性病原体

に対する防御に於てはいかにＴh１系を誘導する

図２　ＩＬ－12をアジュバントとして用いての細胞性免疫(Ｔh１の活性化)の誘導
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かが重要である。

子牛の疾病予防としてその免疫特性を中心に述

べてきた。すなわち子牛のリンパ球の多くはナ

イーブＴ細胞であり，そのことが成牛にくらべ免

疫応答が弱く，感染症に対する抵抗性を弱めてい

る。対処の方法として免疫賦活剤の利用やワクチ

ン等により抗原感作を行いナイーブＴ細胞をメモ

リーＴ細胞にする必要がある。その事により子牛

は強い免疫応答が可能になり各種感染症に抵抗性

となる。
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先の報告において著者らは鶏盲腸内容物培養飼

料「アヴィガード®」を採卵鶏初生ヒナに投与

し，盲腸の肉眼的変化を検討した１）。

その結果，アヴィガードを投与したヒナの盲腸

の色調は水のみを給与した対照区と異なり，濃緑

色を呈し，盲腸長，重量および体重比はいずれも

アヴィガード投与区が統計学的に有意に大であっ

た。このことから，アヴィガードの投与によっ

て，アヴィガードの構成細菌が盲腸内で定着/増

殖することによって盲腸の発育を促進し，盲腸内

容物中の細菌叢が対照区より早期に形成され，こ

れが鶏の生理活性へ何らかの影響をもたらしてい

ると推察された。

そこで今回，このアヴィガード投与による影響

を定量的にとらえるべく，かねてからＣＥ製品の

盲腸への定着の指標化の検討がなされている２）鶏

盲腸内容物中の低級脂肪酸濃度をパラメーターと

して，アヴィガード投与前後での比較を行い，若

干の成績を得たので以下に報告する。

試験実施農場：Ｃ県Ｄ市Ｅ養鶏場

試験実施期間：1998年２月３日～２月10日

試験動物：採卵鶏，初生ヒナ，雄，計50羽を供試

した。

被験物質：鶏盲腸内容物培養飼料「アヴィガー

ド®」（バイエルＫＫ）

試験設定：表１に示す通り，アヴィガード投与前

状態確認のための投与前剖検区10羽，アヴィガー

ド強制経口投与区（以下アヴィガード区と略）20

羽および対照とした無投与区（以下対照区と略）

20羽の計３区を設定した。

被験物質の調整：アヴィガードを羽数分（12.5

㎎/羽）秤量した後，１羽分あたり0.3ãの滅菌Ｐ

ＢＳ（pＨ6.8）で溶解した。

投与方法：１ãのディスポーザブルのツベルク

リン・シリンジ内にアヴィガード溶液を吸入し，

保定したヒナの口に挿入して0.3ã/羽づつ投与し

た。対照区は無処置とした。

検討項目：

１）体重測定：投与前，投与４日後，投与７日後

にそれぞれヒナ10羽の体重を測定し，試験区間

の差を分散分析法を用いて統計学的に検討し

た。

２）盲腸の肉眼的観察：各群のヒナを10羽づつ投

与前，投与４日後および投与７日後に剖検に供

し，盲腸の色調を観察した後に写真撮影を行っ

た。

３）盲腸内容物中の低級脂肪酸濃度測定：剖検し

たヒナ，各区10羽より盲腸を結紮して摘出した

後，滅菌シャーレに入れて－2 0℃下で保存し

た。試験終了時にこれら全てのサンプルを一括

して財団法人日本食品分析センター宛送付し

た。同所にてサンプルを融解，各試験区・各採

材時点毎に盲腸内容物を抽出し，完全に均一に

なるよう混合した後に，盲腸内容物中の酢酸，

プロピオン酸，イソ酪酸，酪酸，吉草酸の計５

種類の低級脂肪酸濃度をガスクロマトグラ

フィー（ＧＬ Sciences ＧＣ-353）によって測

定した。試料の調整法は図１に，測定条件につ

いては表２にそれぞれ示す。

１）体重測定結果：両試験区の各時点における平

均体重を表３に示す。投与４日後，投与７日後の

アヴィガード区の平均体重はそれぞれ58.83±

鶏盲腸内容物培養飼料「アヴィガード®」を投与した鶏
ヒナの盲腸内容物中の低級脂肪酸濃度の変化について

緒　論

材料および方法

坂井利夫＊　中村暁美＊＊　藤田真司＊＊

＊  坂井利夫家禽・家畜診療所
＊＊バイエル株式会社動物用薬品事業部

試験成績
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3.77g，71.96±7.23gであった。それに対し，対照

区では52.83±3.42g，63.37±9.00gとアヴィガー

ド区に比して明らかに小さく，両時点において両

試験区間で統計学的有意差（p＜0.005）がそれぞ

れ認められた（図２参照）。

２）盲腸の肉眼的観察：アヴィガード区のヒナの

盲腸の形態および色調については前回１）と同様で

あり，特に盲腸の色調は明らかな濃緑色を呈し，

淡桃色を示していた対照区との間に明らかな相違

が認められた。

３）盲腸内容物中の低級脂肪酸濃度測定結果：

鶏盲腸内容物培養飼料「アヴィガード®」を投与した鶏ヒナの盲腸内容物中の低級脂肪酸濃度の変化について

表１　試験設定

表２　ガスクロマトグラフ操作条件

表３　体重測定結果

図１　低級脂肪酸定量のフローシート
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アヴィガード区の投与４日後，投与７日後の盲腸

内容物中の酢酸，プロピオン酸，イソ酪酸，酪

酸，吉草酸の計５種類の低級脂肪酸濃度を投与前

剖検区および対照区の４日後，７日後と比較し

た。その結果を表４に示す。

投与前剖検区の低級脂肪酸濃度は酢酸が17.15

μmol/ã，プロピオン酸，イソ酪酸，酪酸，吉草

酸はすべて検出限界10ppm以下であった。

投与４日後ではアヴィガード区のプロピオン酸

濃度は1.71μmol/ãと対照区1.01μmol/ãのに比

して高く，イソ酪酸，吉草酸は両試験区とも同じ

く検出限界以下であった。酢酸および酪酸濃度は

アヴィガード区でそれぞれ32.97μmol/ã，2.7μ

mol/ãであったのに対し，対照区では酢酸濃度

35.47μmol/ã，酪酸濃度4.39μmol/ãとアヴィ

ガード区のそれに比して高値を示した。

しかしながら，投与７日後のアヴィガード区は

酢酸濃度36.97μmol/ã，プロピオン酸濃度2.42μ

mol/ã，酪酸濃度6.07μmol/ã，イソ酪酸0.07μ

mol/ã，吉草酸0.28μmol/ãを示した。一方，対

照区では酢酸濃度33.56μmol/ã，プロピオン酸

濃度2.21μmol/ã，酪酸濃度3.42μmol/ã，イソ

酪酸0.06μmol/ã，吉草酸0.20μmol/ãを示し，

いずれの低級脂肪酸濃度についてもアヴィガード

区が対照区の値を上回っており，特にその差は酢

酸，プロピオン酸，酪酸濃度において顕著であっ

た（図３および図４参照）。

アヴィガードの投与による盲腸内容物中の低

級脂肪酸濃度の変化を検討する目的で，初生ヒ

ナに規定量のアヴィガードを強制経口投与し，

体重，盲腸の色調および盲腸内容物中の酢酸，

プロピオン酸，イソ酪酸，酪酸，吉草酸の５種

考察およびまとめ

図２　平均体重

表４　盲腸内容物中の低級脂肪酸濃度測定結果
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類の低級脂肪酸濃度について対照区との比較によ

り検討した。

その結果：

１）体重は投与４日後，および投与７日後とも

アヴィガード区の体重の方が対照区に比して統

計学的に有意（p＜0.05）に重く，アヴィガード

給与によって盲腸の発育が促進されたと考えら

れた。

２）アヴィガード区の盲腸の色調は前回と同様，

濃緑色を呈していた。このことから，アヴィガー

ドの構成菌の盲腸への定着によって盲腸便の色が

変化したと考えられた。

３）投与前剖検区では酢酸以外の４種類の低級脂

肪酸についてはいずれも検出限界以下であった。

４）投与４日後ではイソ酪酸，吉草酸の濃度は両

試験区とも検出限界以下であったが，酢酸，酪酸

濃度では対照区がアヴィガード区に比して高値を

示した。

５）投与７日後ではアヴィガード区のすべての低

級脂肪酸濃度が対照区を上回り，特に酢酸，プロ

ピオン酸，酪酸濃度において両試験区間に明らか

な差が認められた。

低級脂肪酸の産生をＣＥ製品由来細菌叢の盲

腸内への定着の指標とするならば，今回の試験

成績から，アヴィガードの投与後にその構成細

菌がヒナの盲腸内に定着し，低級脂肪酸を産生

するに至るまでに４～７日間を要することが示

された。しかし，対照としたアヴィガード未給

与鶏群においても産生濃度はアヴィガード区に

比して少ないとはいえ，同様に低級脂肪酸の濃

度の上昇が認められた。

これは鶏舎環境中の細菌が対照区のヒナに経

口的に摂取され，アヴィガード区と同様な盲腸

内への定着が成立したことを示唆するものであ

る。

このことから，低級脂肪酸の産生濃度の上昇を

もってＣＥ製品由来細菌叢の盲腸への定着の指標

とすることはいささか不確実であると云わざるを

得ない。

また，低級脂肪酸の競合排除効果との関連性に

ついて考えると，アヴィガードを給与した鶏群に

は明らかなサルモネラの排除効果があり，未給与

鶏盲腸内容物培養飼料「アヴィガード®」を投与した鶏ヒナの盲腸内容物中の低級脂肪酸濃度の変化について

図３　盲腸内容物中の酢酸濃度 図４　盲腸内容物中のプロピオン酸，イソ酸，
　　　酪酸，吉草酸濃度
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鶏群には認められないことは樋口らの試験３）に

よって確認されているが，このことは対照群の低

級脂肪酸の産生レベルが排除効果の発現に不十分

であるか，あるいは低級脂肪酸濃度とＣＥ製品の

サルモネラ排除効果との関連性はさほど重要でな

く，一般的に云われている通り，ＣＥ製品由来細

菌叢による物理的競合の方が重要であることを示

唆していると考えられる。いずれにせよ，今回の

試験の結果からは低級脂肪酸の産生濃度とＣＥ製

品の競合排除効果との関連性については明らかで

はない。この点についてさらなる検討が必要と考

えられる。

引用文献

１）坂井利夫，藤田真司，中村暁美：動薬研究No.56，1997

２）Barnes，E.M.，C.S.Impey and D.M.Cooper：Am.

　　J.Clin.Nutr.33，1980

３）樋ロ良平，平山栄一，石田秀史，鍋谷政弘，鳥屋雄

　　司，鶏病研究会報，33巻，1997年
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1998年１月，鶏卵肉情報センター主催のアメリ

カ養鶏事情視察旅行に参加した。参加者は鶏卵肉

情報センターの杉浦社長を団長に，養鶏場，ＧＰ

センター，飼料メーカー，製薬会社など，途中一

部参加を含めて10名ほど。まず，ジョージア州ア

センズにあるＵＳＤＡのラッセル研究所を訪問

し，そこで行われている研究の一端を講義してい

ただいた。その後，駆け足でアトランタポート

リーショーを見学し，ワシントンに移動。メリー

ランド州農務省を訪問して卵法についてのお話を

お聞きし，農務省の案内でＧＰセンターとコマー

シャル採卵養鶏場を見学した。ワシントンからア

メリカを横断してポートランドに移動し，種鶏

場，孵卵場を見学。その問いくつものスーパー

マーケットを視察し，全行程１週間余りの視察旅

行であった。

ラッセル研究所の概要：ジョージア州はアメリ

カの養鶏産業の中心である。ラッセル研究所は米

国農務省（ＵＳＤＡ）に属する研究機関で，政府

の研究機関ではあるが，特に家禽由来の病原微生

物の研究を中心に，他の国の機関，大学，民間な

どとの連携で「納税者の利益」のための研究をし

ているそうだ。ここで行われている研究につい

て，表に示したスケジュールで１日研修させてい

ただいた。

サルモネラについて：ラッセル研究所ではサル

モネラのモニタリングをしている。年間獣医師

から寄せられる2,O00検体のほかNational Health

Monitoring Serviceなどからも検体が来る。現

在Salmonella TyphimuriumのＤＴ104というタイ

プの薬剤耐性が問題となっており，ここでもサ

ルモネラが検出された1,041検体のうち９検体に

認められた。

また，約800万羽から得られた，３万のサルモ

ネラサンプルの研究では，飼料から分離される菌

と，農場から分離される菌は血清型が異なり，飼

料由来の農場のサルモネラ汚染はほとんどないと

の結論である。したがってヒナ由来のサルモネラ

が問題となるが，表２に米国のある孵化場でのサ

ルモネラの陽性率の推移を示した。この大幅な孵

化場でのサルモネラの減少には表３に示したよう

な理由が貢献している。

サルモネラフリーのヒナを得るには，卵の消毒

をできるだけ早期に行う（産卵後１分以内が理想

とか）ことの他，ハッチャー内にも消毒剤を噴

霧，初生ヒナヘのＣＥ剤給与，酵母（マンナンオ

リゴ糖を多く産生する）の給与が上げられた。

アメリカで発生するＳＥ食中毒の38％が卵由来

で，ファージタイプ４によるものが増加してい

る。ＳＥが特に他のサルモネラに比べてやっかい

な点は，卵巣に住み着き，溶菌酵素であるリゾチ

アメリカ養鶏事情視察記

ラッセル研究所

中村暁美

ラッセル研究所講義風景(DrCason)

バイエル株式会社動物用薬品事業部
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一ムに強いことであり。ＳＥはコロニー形成にお

いても表面の蛋白についても常に変化している。

ＳＥとネズミの関係については周知のことで

あるが，鶏舎で捕獲されるネズミの24％が腸管

以外の臓器にサルモネラを保有しており，ＳＥ

汚染卵が認められて鶏舎のネズミの98％がサル

モネラを保菌している。ネズミ駆除はもちろん

欠かせない。

写真は屠場での問題に関する講演をする

Dr.Casonである。例えば鶏の羽毛に糞便が付着す

る影響を見るために，屠体の排泄口を洗浄する機

械を作ったり，排泄口をのり状のものでふさいで

菌数をカウントしたり，さまざまな研究を行って

いる。その結果，ケージ飼いでは一見屠体の汚れ

は少ないが，ＳＥの汚染率には変化がなかったと

いう。また餌切りについても屠体汚染の原因にな

るとはいえ，あまり早くに餌を切るとＳＥの汚染

率が増加する傾向にあり（空腹によるストレス

か？），出荷前10～12時間が適切という結論で

あった。

Dr.BaileyのＣＥ剤のお話：ＣＥ剤に関する研

究をしている人ならN u r m i 博士とならんで

Dr.Baileyの名前は誰もが知っている。思ってい

たより若い人であったのでびっくりした。ＵＳＤ

ＡのＣＥ剤研究者といえば，日本ではどうしても

デローチ博士の名前が先に出てしまうが，デロー

チ博士が政府のお墨付きをいただいているわけで

はない。Dr.Baileyは多くの同定済みの菌叢を未

同定の菌叢と比較し，どのような同定済みの菌叢

を持ってきても未同定の菌叢には勝てないという

論文をいくつも発表しておられる。

彼は，アヴィガードのように盲腸の内容物を培

表１　ラッセル研究所での研修スケジュール

表２　米国のある孵化場でのサルモネラ陽性率の推移 表３　孵化場でのサルモネラの現象の理由

アメリカ養鶏事情視察記
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養するより，盲腸壁を削ぎ落として培養したほう

がより効率よく定着する菌叢が得られるとの考え

に立って，鶏粘膜由来の未同定ＣＥ剤（ＭＳＣ）

を開発した。このＣＥ剤はすでにシカゴにある大

手飼料メーカーが特許を買い取り，ＮＤＡの承認

も間近という。残念ながら凍結品で-70度以下で

保存しなければならないそうだが，従来のＣＥ剤

では効果が乏しかったキャンピロバクターに対し

ても排除効果があるそうだ。

さらに彼は，先述のマンナンオリゴ糖を産生

する酵母Saccharomyces cerevesiaeの一種であ

るboulardiiがサルモネラをスポンジのように吸

着し，体外へ排泄することを見出し，これをin

ovoで接種することまで特許を取っている。もち

ろん飼料添加しても有効であり，輸送ストレス

の緩和のために輸送の２日前から給与するとよ

いそうだ。

キャンピロバクターについて：キャンピロバク

ターは鶏の内臓で増殖し，輸送のストレスで増殖

することも知られている。ヒトでは食中毒のみな

らず，10万人に１人と低率ではあるがギラン・バ

レー症候群という麻痺性の後遺症をもたらす。

ラッセル研究所では大手ブロイラーインテに対し

１鶏群あたり300検体を採取して検査する体制の

プロトコールで調査を開始するところである。サ

ルモネラに次ぐ脅威として今後日本でも注目され

ることであろう。

メリーランドはアメリカ合衆国東北部にある

小さな州である。卵法を真っ先に導入したこと

で知られるが，実はブロイラーは日本全国と同

じくらいの羽数生産されているが，レイヤーは

少なく300～350万羽，１農場あたりの飼養羽数

は20～80万羽である。メリーランド州はニュー

ヨーク州に卵を出荷しているが，1988年にサルモ

ネラによる食中毒事故があり，出荷停止処分を受

けた。そこでやむなく卵法が制定されることに

なったのである。

ＧＰセンター：農務省の役人の案内で近隣のＧ

Ｐセンターを見学させていただく。メリーラン

ドにある８つのＧＰセンターの一つで，傘下の

農場は６軒。いずれも１～４鶏舎で10万～50万

羽の飼養規模である。生産は10,000ケース（30

×12個）/週である。農場から搬入された卵は，

農場別に集卵日と卵重を記録し，倉庫に55○Ｆ以

メリーランド州農務省とコマーシャル農場

コマーシャル農場

メリーランドのＧＰセンター
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下で保存される。処理工程は特に珍しいことはな

く，日本のＧＰセンターの方の話では，日本の

ほうが余程進んでいるそうだ。パック済みの卵

は4 5
○

Ｆで保管され，配送される。ケースには

パック日から１ヶ月の日付が記載されるが，こ

れは販売期限であり，日本で言う賞味期限とは

少し異なる。

コマーシャル農場：ＧＰセンターの傘下で最大

の農場であるCounty Fair Farmを見学。ここには

125,000羽収容の高床式鶏舎が４棟あり，計50万

羽飼養されている。ダッチマンＡ型の５段ケー

ジ。18週齢で育成農場より導入し，60週で強制換

羽，その後80週齢でアウト。卵法が定める通りの

検査，すなわち，血清は２ヶ月に１回，集卵ベル

ト，通路，ピットのドラッグスワブを検査する。

（ＳＥ汚染が確認された農場の卵は全て別に取り

扱い，殺菌液卵として処理される。）

アメリカの種鶏場の多くは大インテに所属して

いるが，私たちの訪問したオレゴン州Coburgにあ

るFeatherland種鶏場は独立の種鶏場で，規模は

あまり大きくない。半数ほどのヒナはカナダ，ハ

ワイへ送られる。

育成農場：10,OOO羽収容の鶏舎が３棟あり，

all in all out方式で，見学時は空舎中。空舎

期間は６週間であり，その間に洗浄，消毒，さ

らにシフルトリンによる害虫駆除，毒餌による

ネズミ駆除が行われる。最終的には敷き料を入

れてからホルマリンと過マンガン酸カリによる

燻蒸を行う。敷き料には土地がら木材削りくず

が用いられる。

ヒナは４日齢で導入し，２週齢までは雌雄別に

サークルを設けてあるが，それ以降は混飼。サル

モネラについてはNational Poultry Improvement

Program（ＮＰＩＰ）で定められた検査が行われ

る。16週齢で１鶏舎300羽を採血し，ヒナ白痢の

抗体検査，床，換気扇のふき取り検査を行い，陽

性の場合には血清型を調べ，ＳＥ陽性なら淘汰す

る。ＮＤ，ＩＢ，ＩＢＤ，マレックなどのワクチ

ンは実施するが，サルモネラのワクチンは使用し

ていない。抗菌剤は成長促進目的では使用しな

い。ＣＥ剤はアヴィガードを10週齢のデビーク前

と18週齢で移動させる前に，２日間隔で２回，餌

上にスプレーしている。他の農場ではコマーシャ

ルのヒナにもアヴィガードをスプレーしている

が，ここでは種鶏にのみ用いている。飼料は

フィッシュミール，ミートボーンミールなどのタ

ンパク源については加熱してペレット化したもの

を用いる。有機酸の添加を行っているところもあ

るがここではしていない。

生産農場：高床式の８棟に75,O00羽を収容す

る。２棟が自動集卵。種卵は集卵後すぐにテクト

ロールというフェノール系の消毒薬をスプレーし

て消毒する。

孵化場：１日100,O00羽発生，50,000羽を出荷
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する。発生は週４回で，年間980万羽。孵卵機は

マルチデートで順送りに移動していく。雌雄鑑別

は羽の色で行う，いわゆる羽鑑である。マレック

ワクチンを接種して出荷する。２週間に１回ハッ

チャー，鑑別ベルトのスワブ，胎便，チックパッ

ド（農場で）について細菌検査を行う。

アトランタ，ワシントン，ポートランドと３

都市の大手スーパーを見て回ったが，卵の販売

様式と値段はどこも同じようであった。いずれ

も必要事項が印刷された，紙性のパックを用い

ており，包装は最小６個，最大36個でダース単

位。パックにはパッカーの名称，住所ならびに

登録コード，全米規格の格付けとサイズ，冷蔵

すべきこと，生で食してはいけないこと，販売

期限などが記載されている。販売期限はパック

日から１ヶ月まで，その間は華氏45℃で保管さ

れなければならない。また，サイズは省略して

ＬとかＭとか書いてはいけないそうで，すべて

フルスペルで記載されている。アメリカでは小

さめの卵が好まれ，主流のLargeというサイズは

日本のＭＳぐらいの大きさである。赤玉も増え

ているが，白玉が多い。卵黄の色は黄色で，日

本のようなに赤味を帯びているものは特に好ま

れない。値段は１ダース包装の場合で１個当た

り10セント。日本でもＭＳならその程度で売ら

れていることもある。特殊卵としてはコレステ

ロール25％カットというのがある。最近日本で

人気のある銘柄卵のようなものは私の見たスー

パーには並んでいなかった。

鶏肉はさすがに安い。小さな１羽ものは１キロ

ちょっとで３ドルくらいだ。しかし，丸ごとでは

なく，カットされて部分別にパックされての販売

が増えている。私の住む所沢市内のスーパーで最

近見た一番安い冷凍の国産胸肉が２キロで7 8 0

円，ブラジルからの輸入物のモモ肉が２キロで

980円。冷凍でなければずっと高い。

最後にポートリーショーについて一言。とても

大急ぎで会場を走り回ったので，バイエルの展示

スーパーマーケット

ポートリーショー

卵のパッケージ ポートリーショーにて
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と競合薬品メーカーの展示しか見る時間がなかっ

た。展示されている一般の機器類については，私

にはコメントできないが，毎回参加しているヒト

の話では，今回特に新しい目玉はなかったそう

だ。ＨＡＣＣＰのプログラムを書くソフトが片隅

にあったが，展示物でＨＡＣＣＰをテーマにして

いる所はなかった。バイエルの展示場ではマジッ

クショーが行われていた。写真はマジックショー

のポスターの前で撮影した，日本でアヴィガード

の発売記念セミナーを開催した際，講演に駆けつ

けて来てくれたイギリス・バイエル社の技術者，

Webster女史である。

今回見せていただいたのはアメリカのごく一

部，小規模のレイヤー農場，ＧＰセンター，種

鶏・孵卵場であった。アメリカは広く，巨大なブ

ロイラーインチがある。こんな所を見てアメリカ

の養鶏産業を語ってはいけないと思いつつ，今回

の視察旅行記を閉じることにする。
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