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1 . は じ め に

草食動物が草を糧として生きていけるのは，いうま

でもなく消化管の膨大部(前胃または盲・結腸)に棲

む繊維分解性微生物の賜物である.それら微生物の有

する繊維分解関連酵素群(エンド・エキソグルカナー

ゼ，キシラナーゼ，アラビノフラノシダーゼ，アセチ

ルキシランエステラーゼ フェルラ酸エステラーゼほ

か)の働きにより，動物が食べた植物の主成分である

繊維質は低分子化され，一部は腸管から吸収されるも

のの，大部分は同ーまたは共存微生物を介して主とし

て揮発性脂肪酸 (VFA) に転換される (FORSBERGet 

al.， 1997). VFAは草食動物の主要エネルギー源とし

て体内利用されるが，換言するとこのプロセスへの依

存度が草食と非草食動物の境界となる.

草食動物の消化管内容物は， 19中に百億個程度の

細菌，数万個の真菌(カビ)，および数千から数十万個

のプロトゾア(反努胃または一部の動物種の大腸にの

み存在)をふくみ，地球上でもっとも密度の高い微生

物生態系のひとつである.きながら濃厚な微生物スー

プといえる.いったい何種類の微生物が混在している

のだろう? この中の何%のものが繊維分解に直接寄

与しているのだろう? 繊維分解しない微生物はいっ

たいイ可の役:にたっているのだろう? どうしてこんな

に濃厚なんだろう? と，湧き出す疑問は湯水のよう

である.反第胃の内容物の飛沫を 400倍程度の顕微鏡

でのぞくと多種の微生物が高濃度でひしめくさまに圧

倒され， ミクロの微生物宇宙とその成立の過程(6，500

万年)を考えるとある種の神聖さを感じるのは筆者だ

けではないだろう.

ウシルーメン (MINATOet al.， 1990)およびウマ大

腸(小林， 1999) の細菌に関する総説によれば，培養

可能菌の1.6-7.9%(ウシ)および 0.2-16.1%(ウマ)

のものが繊維分解力をもつが，決して大半をしめるよ

うなものではない.つまりそれ以外のものは繊維消化

の補完的なやくわり(上述の繊維分解産物の代謝など)

をもつか，他の栄養素(タンパク質，デンプンほか)

の利用にかかわっているとされる.

一方で、顕微鏡で数えた数と培養してでてくるコロ

ニーの数には大きな違いがあることが古くから指摘さ

れてきている.その差はすなわち培養できない細菌の

数ということになる.近年，これらの培養不能菌(ルー

メン菌では 50-90%，またはそれ以上といわれる)の機

能，つまり繊維分解への貢献について研究する必要が

あるのでは? との認識が高まりつつある.これまで

知られている培養できる菌よりも，むしろ数では圧倒

的にメジャーなこれらの未知の菌の方が本当は飼料消

化にとってより大事な任務を果たしているのかもしれ

ない.

ここでは草食家畜消化管の微生物群のうち，繊維分

解に関連する者を中心として，それらがどのような生

い立ちをもち多様性に富むか(進化)，おなかの中でど

のようにふるまい(生理・生態)，どのようにコントロー

ル可能か(生態系の制御や遺伝子の操作)などについ

てなるべく平易に説明したい.加えて，このような消

化の主力(消化管微生物)をつかった研究の成果を，

実際の畜産の現場にどのよっに還元できるのかについ

て考えてみたい.
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である.一方，Fibrobacter succinogenesは繊維との接

触面で菌体を陥没させ，そのポケットにセルラーゼを

ふくむ小胞を形成する.このセルラーゼの中には付着

を介在するセルロース結合ドメインを有するものがみ

つかっている(三森・湊， 1997). これら繊維分解菌を

取り囲むグリコカリックス層は，繊維分解産物の拡散，

外部フ。ロテアーゼによる自己セルラーゼの分解を防ぐ

役目を果たす一方，菌体の繊維付着を促進することで

プロトゾアによる捕食やルーメンからの流出機会を減

らす効果をもっと考えられている (WEIMER，1996). 

繊維分解性真菌からも多くのセルラーゼ系酵素が特

定されている.真菌は仮根を伸長し，植物組織内へ強

く入り込む.その結果，植物組織構造が物理的に脆弱

化するため，粒度減少にも貢献しているようである.

繊維分解性の大型フ。ロトゾアは細かい繊維片を丸飲み

し，内部器官で消化する.プロトゾア自身がセルラー

ゼをもつこともこのほど遺伝子レベルで検証された

(TAKENAKA et al.， 1999). 細菌や真菌と比べ，プロ

トソゃアの繊維への付着は弱く，洗浄するとほとんどの

プロトゾアは解離する.以上のょっな生理学的情報は，

(プロトゾアをのぞき)培養可能で、あるがゆえの所産で

あり，材料のそろう(分析に十分量の細胞数を容易に

確保できる)ところに研究成果もついてくるわけであ

る.

培養できない微生物のやくわりを知る

材料のそろわない研究は誰もやらない.いやできな

い.これがこれまで培養不能微生物が「無視」されて

きた所以である. ところが近年の分子生物学的手法は

この閉ざされた扉を開けつつある.イエローストーン

の温水マッ・ト中の微生物相の大多数のものが未知の細

菌である (WARDet al.. 1990) ことを初めて明らかに

した 16S rRNA (リボソームに多くみられる約 1，500

塩基からなる RNAで，すべての細菌が保有するが，種

属で微妙に配列がことなる)の遺伝子配列分析技術は，

その他多くの環境サンプルに応用されるまでに普及

し，ルーメンや大腸微生物生態系の解析にも導入され

つつある (WHITFORDet al.， 1997; TAJrivlA et al.， 

分離・培養できる微生物のやくわりを知る

現在利用可能な機能に関する情報のほとんどすべて

が，分離株から十分量の材料(タンパク質や DNAな

ど)を確保し，それを分析することでえられたもので

ある.つまり培養可能で、あることが情報収集の必要条

件となる.主要な培養可也繊維分解性細菌とその特性

を表 1に示す. 7種のうちすべてから，繊維分解関連

酵素の遺伝子が特定されており，セルラーゼやキシラ

ナーゼを複数もつものもみつかってきている.表には

あげていないが，真菌のほとんど (Neocallimωtix，

Piromyces， Qrpinomyces， Caecomycesなど)やプロ

トゾアの一部のもの (Polyplastron，E，ρid仇zumなど)

が繊維分解性である.

植物繊維の分解にはまず微生物が植物片にとりつく

(付着する)ことが第一ステップであり，繊維分解性微

生物はほとんどのものが付着能を有している

(MINATO et al.， 1990).菌種によって付着率や付着強

度はことなり，また付着のメカニズムも違うことがわ

かってきている.すなわち Ruminococcusflavafaciens 

や Ruminococcusalbusなどは表層にグリコカリック

ス層(多糖および糖タンパク質から成る)を作り，こ

れを介して植物繊維へ付着している可能性がある.こ

の層の厚きは菌種ごとに異なるようである.また表層

に形成した突起物も植物への結合に関わっていると思

われ，これは土壌菌 Clostridium属にみられるセルロ

ソーム(セルラーゼ複合体)様性状を呈していること

がわかってきた.セルロソームの介在により，繊維へ

の付着と複数の酵素による分解が隣接した場で行われ

ることから非常に効率的な繊維消化が期待でき，天

然に存在する高繊維分解システムといえる.事実，両

菌種からクローニングされたセルラーゼにはセルロ

ソーム構成に必要な骨格タンパク質に結合する領域

(ドックリン)が発見されている(苅田ら， 1997). セ

ルロソームのような高繊維分解システムは，当初，遺

伝子工学者によって構築プランがたてられたのだが，

実は自然界にすで、に存在していたというのは皮肉な話

2 .機能をしらべる
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1998).具体的には消化管内容物から総DNAを抽出

し， 16SrRNA遺伝子(16SrDNA)をPCR増幅する.

この産物には種々の異なる微生物の 16SrDNA (配列

が種ごとに微妙に違う)が増幅前の比率に応じてちり

ばめられており，いったんこれらをひとつずつ大腸菌

で増やし配列読破のために量を確保(クローンライブ

ラリー化)後，ひたすらライブラリー構成員の DNA配

列を読むのである (KRAUSEand RUSSELL， 1996). 自

分のよんだ配列データとデータベース(既知の培養可

能微生物の遺伝子情報から成る) (MAIDAK. et al.， 

1994)のそれを比べ，似たものがない場合は未知の微

生物(新種かもしれない)由来のものという段取りで

ある.分子的手法には材料(消化管内容)を凍結保存

できるという点で，培養法に比し大きなアドバンテー

ジがある.特に研究設備から遠く離れたフィールド(野

生動物などが対象)でのサンフ。ルを分析したいような

時には威力を発揮する.この未知菌がどんな機能をも

つか，例えば繊維分解に関与するものか否かを知るに

は，上の遺伝子のうちこの微生物のみがもっ特異配列

をマーカーとして利用する.この配列で、作ったフ。ロー

プや PCRプライマーを使えば，未知微生物の追跡も

可能で，繊維付着性か否かなどの機能もわかってくる.

なお手法別の特徴を表 2にまとめた.

ルーメンゲノムプロジェクト

単離菌のゲノムは 2000年 10月現在で38種が読破

されている(メタン菌などの属する古細菌を含む).主

要な病原菌や産業上有用そつな極限環境細菌(熱水域

に棲む超高温性菌などで耐熱酵素他のソースとなる)

のゲノムが解析の対象になっているが，ルーメン菌に

ついては皆無で、ある.ただしこのほどオハイオ州立大

の MORRISONが組織する North American Consor-

tiumと命名されたチームが主要繊維分解菌種 (F.suc-

czηogenesとR.flavefaciens)のゲノム解析のための予

算を確保でき，具体的な準備をはじめている (WHITE

and MORRISON， 2000).他の微生物同様，全ゲノムを

読むことで，いろんな遺伝子(とくに繊維分解酵素系)

の発現はどのようにコントロールされているかや，新

しい機能などの発見が期待できる.

一方，このような手法ではルーメンという複雑系は

とうてい理解不可能として，ルーメン混合微生物系全

体をあたかもひとつの生物とみなし，この総ゲノム(構

成微生物すべてをふくむ総DNA) を読破しようとす

る「メタジェノミックスフ。ロジェクト」カfカナタ令の

TEATHER(私信)により起案されている.このアプロー

チだと上で紹介した培養不能菌も網羅されることにな

り，ルーメンの中にどんな微生物がどれくらいいて，

どのように相互関連しているのかを推定できる.また

新規の酵素，ペプチドや代謝系，およびそれらの発現

調節などを発見できる確率は，単離菌全ゲノム研究よ

りもはるかに高い.当然ながらプロジェクトに関わる

経費と時間は多くなり，単離菌のゲノム研究のそれの

約 500倍と見積もられている.ただし最近の配列解読

関連ハードの充実度からすれば，また予算的な保証が

あれば， 5年程度で完遂できるものと思われる.

生い立ちを知る

今でこそ草食獣のおなかの中は微生物で満ちている

ことを私たちは文献経由で知ってはいるが，いつから，

どのように，そうなったかを説明できるひとは少ない

だろう.消化器や消化管内容は化石として残らないの

で，状況証拠はない.ただし分子進化学的にはある程

度推測可能だ.ルーメン細菌の 16SrDNAや保有酵素

のDNAの配列と他の嫌気性菌(土壌菌など)のそれら

を比較すると， ものによっては極めて近縁で， とくに

ルーメン内の Clostridium属は土壌から移行したもの

と思われる (RAINEYand ST ACKEBRANDT， 1993) こ

と，また Ruminococcusや Butyrivibrio属は Clos-

tridium属がルーメンや他の消化管内で適応変化した

可能性があるらしい (FORSTERet al.， 1996)こと，な

どが推定される.一方，主要繊維分解種とされる Fi-

brobacter属は動物消化管以外にはみつかっておら

ず，分子系統的にも他の細菌群から明確に独立した集

団 (HUHENHOLTZet al.， 1998) なため，相当の年代

を経て草食獣のおなかの中で特殊な分類群として確立

されたようである.

初期の草食獣コリフォドン(紐歯目)やコピトドン

(有蹄目)の出現が5千万年以上前であるので，そのこ

ろ，おそらく果実，種子，根茎などとともに摂取した

土壌表層部が主要な菌の供給源でありえたはずであ

表 2.環境(含消化管)微生物生態系の解析手法

方 法 材料保存 戸刀A 力 詳細分類 培養不能菌 定量性 その他の特徴

直接検鏡法a 。 × u(特定菌x) (高) 応用度が低い

培養分離法a × 大 × × イ民 伝統手法

プロープ法b 。 。 。 高 要X106-7/g以上

競合PCR法c 。 中 。 。 極めて高 要x103-
4/g以上

リアルタイムPCR法d 。 。 。 極めて高 機器が高価

クローンライブラリー法e 。 大 。 。 イ品 バイアスが高い

a， MINATO et al. (1990) ; b， STAHL et al. (1988) ; C， KOBAYASHI et al. (2000) ; 
d， SUZUKI et al. (2000) ; e， WHITFORD et al. (1997) 
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る.これら嫌気性の土壌菌はもとをたどれば，酸素分

圧の低かった太古の地球上で栄華をきわめていた生物

なのである.これら消化管の繊維分解性菌が保有する

多くのセルラーゼの至適温度が 50-60度と動物の体温

よりかなり高いのも，これらの菌のルーツ(有機物分

解時に高温になる土壌表層の植物堆積部など)を示唆

している.

3 .機能応用を考える

群構成員と動態の解明

個々または群の微生物機能を産業(家畜生産以外の

ものも含む)に応用するには，実際の消化管内でそれ

らがどのような動きをし，他のどれと連携(または競

合)しているのかを知ることが必要で、あろう.いちば

んシンフ。ルな分析法は顕微鏡で、見ることである.これ

により，微生物の総数と形態，グラム染色性などの情

報がえられる.培養不能菌もデータに入ることになる

が，分類(種・属)，機能(何を資化するかなど)につ

いてはわからない.伝統的な次のステップは培養・分

離であるが，これには「培養可能菌しか対象にならな

い」という枠がつく.従来，消化管内容の微生物群が

どのような構成員で成り立ち，個々のものはどのよう

に変動しているかは，この小さな枠の内側で研究され

てきた(小林， 1997).それで、ある程度の説明がつくケー

ス(下のイオノフォアの例)と，そうでないケースが

ある.後者の典型として，「消化管内の繊維分解と繊維

分解菌種の分布・動態」がある.以下，「伝統的な培養・

分離法で説明できない状況」について説明したい.

反すう動物のルーメン (WIMERet al.， 1999)やウ

マ大腸(JULLIANDet al.， 1999)の主要繊維分解種は

F.succinogenes， R.flavefaciensおよび R.albusとされ

ている.私たちのグルーフ。で、は草食動物の消化管内容

にこれら主要3菌種がどれくらい分布しているか，ま

たエサの条件によりそれらの分布がどのように変動す

るかについて興味をもち，独自に開発した競合PCR
という手法(小林， 1997) で追跡をおこなった.その

結果，ウシやヒツジのルーメンには F.succinogenesが

最大で 1%程度しかなく，他の 2菌種にいたっては

0.1， 0.01%と非常にマイナーであった (KOIKEet al.， 

2000) .一方，ルーメンに浸漬したナイロンパック中の

乾草に強固に付着する(すなわち繊維分解に関連する

と思われる)菌の遺伝子解析をすると，新規のものと

判断せざるをえない細菌が多種多量にみつかった(吉

谷・小林，未発表).状況はウマ大腸でおも似ており，北

海道和種馬では F.succinogenesが他の 2種にくらべ

極めて多いものの，全体の 5%どまりであり (KOIKE

et αl.，印刷中)， 16SrDNAクローンライブラリーから

は新種とおぼしきものが沢山みつかってきている(高

木・小林，未発表).このように， とくに繊維分解に関

連するものについては，従来の微生物学的アフ。ローチ

(培養・分離法)でえられる情報では不備で、あり，未知

の菌群に対する意識を高めた研究が必須で、ある.それ

らの個々の機能や生態系での役割などがわかれば，

ノレーメンや大腸での応用研究は格段にやりやすくなる

に違いない.地球上の既知細菌が 5，000種，実際はこ

の 100-1，000倍もの分類群(あえて種という言葉はさ

げる)があると推定されていることから，現在ルーメ

ン菌として知られる 22種という数字は，あきらかに過

少である (KRAUSEand RUSSELL， 1996). 

生態系をコントロールする

抗生物質を飼料添加し，特定の微生物を抑制するこ

とでルーメン微生物生態系を人為的にコントロールし

ようとする試みが，過去から頻繁に行われてきたが，

唯一成功をおさめたのが，モネンシンに代表されるイ

オノフォア抗生物質である. もともとは鶏の抗コクシ

ジウム剤として開発されたが， 80年代初頭よりアメリ

カで肥育牛用飼料添加物に利用され，その後世界にひ

ろがった.イオノフォアはルーメンのプロトゾアを阻

害し(体表付着メタン菌のニッチをうばう一方，捕食

菌が選択圧から解放される)，プロピオン酸やその前駆

物質(コハク酸など)の産生菌を優勢にする (KOBAYA-

SHI et al.， 1990). その結果，ルーメン内の VFAを高

プロピオン酸産生型へシフトさせ，メタンの産生を抑

える.繊維消化は当初抑制的であるが F.succinogenes 

などの耐性獲得にともない回復するようである.増体

は変わらず，飼料消費量が減るので飼料要求率が改善

きれる (5-20%程度).その後，牛肉消費者の添加抗

生剤に対する拒否反応の関係から，実際の利用は減っ

てきている.しかし，ルーメンという微生物複雑系の

制御にかかわるモデル材料として学術上のニーズはま

だ高い.新しい生態系の解析手法(ひとつ上の項参照)

などを評価する際にしばしば用いられる (STAHL et 

al.， 1988). 

酵母 (Saccharomycescerevisiaeなど)を飼料に添加

するプロバイオティックス(生菌剤)もこの 10年ほど

で追求されたルーメン発酵制御物である (WALLACE

1992) .給与により，繊維消化が改善するという報告も

みられる.その理由として，これら酵母がルーメン内

に存在する微量の酸素を消費することでルーメン環境

の嫌気度があがり，そのょっな環境を好む在来の繊維

分解性微生物の活性が高まるといっ説がひろく受け入

れられている.一方，空にしたルーメンへ Clostridium

long砂orum(ルーメンから分離された繊維分解種)の

培養液 6リットルを注入しても 48時間後にはもはや

検出きれない (VARELet al.， 1995)ことから，菌の新

規導入によるルーメン生態系コントロールには競合・

定着のためのすぐれた特性(高い増殖速度や飼料付着

率)が必須とおもわれる.全部または特定のプロトゾ

アを除去することで，家畜生産性をあげる可能性も議
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論されてきている (USHIDAet al.， 1989)が，プロト

ゾア除去は組み換え菌の生存にも有効なようである

(小林泰男，未発表). 

新機能を開発する

これは遺伝子組み換えをベースにした新しい戦略だ

が，アイデアが先行し，実際に動物に応用できそうな

段階に達しているものはまだわずかである.いずれも

創出された組み換え細菌を動物消化管へ移植し，定着

してはじめて期待効果が実現する (WALLACE， 1992) 

ものばかりであり， 目標によって定着レベル(どのく

らいの密度で消化管にすみつけばよいか)は異なる.

いずれにせよ安定な微生物生態系に新規なものを組み

入れるわけで，極めて困難な作業となる (GREGGet al.， 

1998 ; KOBAYASHI et al.， 2000).著名なルーメン微生

物学者が某国際学会 (11年前)で「ルーメン微生物生

態系は明神の領域庁であり，何人も侵すべからず，い

じらないそのままが最高なのだ」と言ったのを筆者は

リアルタイムで聞いている. しかるに上の作業の従事

者は(筆者も含め)神を冒涜する者となる.以下にそ

の罪状を数件紹介する.

もっとも歴史のあるプロジェクトは「ルーメン菌の

繊維分解能強化」である.ルーメン内の繊維分解はス

ピードが遅く，粗飼料摂取に対する最大の制限要因と

なっている. もともとルーメンに数の少ない種や非繊

維分解種にセルラーゼを発現させても，あまりインパ

クトが期待できない.繊維分解にはそれなりの菌特性

(繊維付着能力など)が必要なので，繊維分解種の機能

強化が妥当なラインである.筆者らはルーメン内の優

勢菌種で繊維分解能のあまり高くない種，Buかrivibrio

fibrisolvensの能力強化をはかっている(小林・大宮，

1994) .いわば歩兵部隊に鉄砲をもたせる戦略である.

これまでにキシラナーゼで約 11倍 (KOBAY ASHI et 

al.， 1998)，セルラーゼで約 52倍 (KOBAY ASHI et al.， 

印刷中)高い活性をもっ B.fibrisolvensを育種できた

が，いずれもまだ構成的発現(作った酵素を常時たれ

流し状態)なので，菌細胞の負荷が大きく，混合微生

物系では競合力に乏しい.ただ，この過程でプロモー

ターや分泌シグナルの適正化などを明らかにできた

(/J叶本， 2000).イギリス (DANIELet al.， 1995 ; WHITE-

HEAD and FUNT， 1995)，イタリア (COPPA et al.， 

1997) ，オーストラリア (XUEet al.， 1997) でも同様

なこころみが試行されているが，進捗状況は似たよう

なものだ(表 3).ルーメンの繊維分解代表種はいずれ

機 能 細 菌 ベクター

表 3.遺伝子操作で作られた高機能性ルーメン細菌

繊維分解 Ruminococcus albus pIL253 
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Butyrivibrio fibrisolvens pBHerm 

OB156 

B. fibrisolvens OB156C p YK4 

B. fibrisolvens OB156C p YK7 

解毒 B.fibrisolvens OB156 pBHerm 

必須 B.βbrisolvensOB156 

アミノ酸

合 成

pBHerm 

増幅遺伝子
文 献

(由来微生物)

セルラーゼ COPPA et al. (1997) 

(Strlゆtomyces (伊)

rochei) 

セルラーゼ WHITEHEAD and FLINT (1995) 

( Ruminococcus (英)

flavefacie;汎ぜ

キシラナーゼ 長峰(未発表)

(R.αlbus) (日)

セルラーゼと DANIEL et al. (1995) 

キシラナーゼ (英)

(P.γuminicola) 

キシラナーゼ XUE et al. (1997) 

(Neocαllim邸 ti:χ (豪)

ραtriciarum) 

キシラナーゼ KOBAYASHI et al. (1998) 

(Eubα:cterium (日)

ruminantium) 

セルラーゼ KOBAYASHI et al. (印刷中)

(R.albus) (日)

テ、、ハロゲナーゼ GREGG et al. (1994) 

(Monαxella sp.) (豪)

合成遺伝子 TEATHER et al. (1997) 

MB-l (加)
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小林泰男

も運動性が低く，植物細胞の奥まで、迅速にもぐりこむ

のが不得手である.また低pHに弱い.一方，われわれ

の遺伝子組み換え候補である B.fibrisolvensは，多く

の鞭毛をもち運動性に富み，低pHにも比較的耐性な

ため，繊維分解能強化には妥当な選択(WEIMER，1996) 

と思われる.

一方，オーストラリアでは多くの潅木樹葉にふくま

れる毒素(フルオロ酢酸)を分解する B.βbrisolvensが

育種された (GREGGet al.， 1994). これを消化管に有

する家畜にとって放牧地は大幅に拡大することにな

る.カナ夕、、では必須アミノ酸比率の高い人工ペプチド

をつくる B.fibrisolvensが育種されている (TEATHER

et al.， 1997). この菌の 12指腸への流下増を期待し，

これにより宿主家畜のタンパク栄養を改善しようとい

うものである.

80年代に数編でた「遺伝子組み換えルーメン菌の作

成と応用」に関する総説 (TEATHER，1985 ; ORPIN et 

al.， 1988 ; RUSSELL and WILSON， 1988) には夢のよう

な話が羅列されている.ただし，夢をかなえるにはい

くつかのハードル，すなわち 1)遺伝子導入系を確立

する， 2) 目的の遺伝子を発現させる(できれば調節

的に)， 3)組み換え菌をルーメンに定着させる，をク

リアしなければならなかった.これらのハードルのた

め，当初 10年ほどの間，この種の研究は停滞していた.

過去 5年ほどの聞に 1)と 2)についてはある程度解

決された (BEARD et al.， 1995: KOBAYASHI et al.， 

1995， 1998; HEFFORD et al.， 1997)が， 3) につい

ては依然むづかしい (KOBAY ASHI et al.， 2000) . とく

に組み換え菌のルーメン内高密度定着は，生態系の構

成員やその変動要因などを知った上でないと，具体的

な戦略もたちにくい.この意味でも，前にふれたよう

に，ルーメンその他の微生物混合系での応用研究は，

生態研究とのリンクなしには進まない (KOBAYASHI

and ONODERA， 1999) わけである.

4 .生産現場へ還元する

消化管微生物学が草食家畜の栄養学の発展に果たし

てきた功績は大きしまたここに紹介してきた新しい

情報は，将来もそれを保証するものである.その中で

も，家畜生産現場へ還元できるもの，またはその可能

性の高いものを少し詳しく解説して稿をむすびたい.

亜熱帯・熱帯地域の植物には動物からの捕食を免れ

るため，体内に毒素や消化阻害物質を集積しているも

のが多い.一方，動物もそれに対抗する術として消化

管内にそれらを分解する特殊な微生物を宿している例

もある.他の動物が受け付けないユーカリ(タンニン

含量が極めて高い)を常食としているコアラは，消化

管にタンニン分解性細菌を有している (OSAWA，1990) 

ことは有名である.地上で大昔から繰り広げられてき

た植物と草食獣とのイタチコやツコのおこぼれを，われ

われヒトが利用しない手はない.実際，オーストラリ

アにおいて，アミノ酸の一種であるミモシンを含有す

る植物 (Leucaenaleucocψhala)によるヒツジの中毒

(ミモシン分解産物の 3.4-DHPが原因)をハワイ島在

来ヤギ(耐ミモシン)のルーメン内容を移植すること

で防御できたという事実がある (GREGG，1995). のち

にこれはあmergistisjonesiiという 3，4-DHP分解性

ノレーメン細菌の，恩恵であることがつきとめられた

(ALLISON et al.， 1990). このようにして新しい粗飼料

源の開拓も可能なのである.

さらに消化管微生物学者の守備範囲は拡大した.土

壌菌のハロゲン分解酵素をルーメン菌で発現させ，フ

ルオロ酢酸への耐性ヒツジ作出にいたった (GREGGet 

al.， 1998). この毒素はオーストラリア，南米，アフリ

カ南部に繁茂する植物に多く見られ(約 40種の濯木)， 

放牧家畜に多大な損害をおよぼしてきたため，この研

究成果が農家にいだかせる夢は限りなく大きい.当初

はミモシンでの成功例にならい，これらの植物に耐性

をしめす野生草食獣(エランドほか)の内容物を家畜

へ移植したり，また毒素分解にかかわる微生物を分離

しようという試みが活発におこなわれたが，すべて不

調におわった (KOPECNY，私信).そこで遺伝子組み換

え技術(土壌菌の遺伝子→ルーメン菌)の登場となっ

たわけである.安全かつ効率的な放牧を保証すべく，

世界初の遺伝子組み換えルーメン菌の野外応用実験

が，西オーストラリア州マードック大学で今まさに始

まろうとしている (GREGG，私信). 

圏内に目を転じてみよう.子牛の離乳をいかにス

ムースに行うか? いかに機能的な(食い込みのよい)

ルーメンをつくるか? は育成農家にとって永遠の課

題である.従来この手の指導書には「良質の粗飼料を

飽食させ・…・・」とあるが，それが確保できない場合は

どうするのか.手前味噌的視点から考えると以下のよ

うになる.、スターターキット庁ともいうべきルーメン

微生物混合液(繊維消化に必須な菌群を優先的にふく

むもの，場合によっては組み換え菌も入りうるが，そ

の組成は今後の研究成果を待たねばならない)を幼齢

時から給与し，定着をはかる.それらの増殖のために

最適な飼料構成で継続飼養することで，理想的なルー

メン微生物相を早期にっくりあげる.子牛の腹づくり

はこのようにしても可能とおもわれる.一方，高泌乳

牛に必要なバイパスタンパク質は，前述の必須アミノ

酸にとむ組み換えルーメン菌により対応可能で、ある.

以上のような技術は当然安全性の査定を経由して普及

されるべきものであり，今後その種の研究への注目度

があがること(研究経費の重点的配分もふくむ)が期

待される. くりかえすが，組み換え菌の高密度定着を

はかるにあたり，複雑な微生物生態系のしくみをより

よく知ることが必須で、ある.分子育種学と分子生態学

には共進化がのぞまれる.
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5 . お わ り に

従来，家畜を飼うにあたり(畜産を営むにあたり)， 

1 )いかに飼料を消化されやすくするか， 2) またそ

れらをいかに適量，適切なタイミングであたえるか，

3 )いかに家畜に快適な環境を保証するか，などにつ

いて飼料学，栄養学，管理学をベースに検討がかさね

られ，飼養体系が組まれてきた. とくに 1)と 2)に

ついては家畜の身体(消化管内もふくむ)の中で何が

おこっているか? についての情報が集積した末にた

どりついた最新の最適情報にもとづいている.その意

味から，食性と共進化してきた草食家畜自身の絶妙な

栄養システム(岨鴫，消化・吸収系，共生微生物群，

内・外分泌系など) (星野， 1987)が急変換しない限り

は，栄養学に今後急展開はないであろう.少なくとも

飼養標準の作成など正統的な家畜栄養学の領域にそっ

た研究は， もはやネタ切れ状態といっても過言ではな

さそうである.言い換えれば，人為的コントロールを，

動物そのものに(含トランスジェニック)または共生

する消化管微生物群に適用するくらいでしか，大幅な

家畜生産性改善はもたらされ得ないだろう.どこまで

が許され，何ゆえ安全かの論議・検証は当然経なけれ

ばいけないが，少なくとも後者については，手法的に

もほぼ確立されており，チャレンジする意義を筆者は

感じているし，世界的な流れもその方向にあるといえ

る.一方，そのチャレンジのプロセスで消化管微生物

生態系のナゾも，本稿で述べてきたように，少しずつ

解かれるものと信じている.例えば，何が理想的なルー

メン微生物相かなどといっ混沌たる疑問について，明

確に答えられる日が近い将来くるかもしれない.草食

動物の消化管は多くの未知の生命を宿しており，生物

学のー領域としてもとても奥深い.
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