
名古屋種における羽性遺伝子と経済形質との関連
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本試験は、 法での遺伝子解析によって速羽性と遅羽性に羽性判定した名古屋種の経済形質摘要： PCR
を比較し、羽性遺伝子と経済形質との関連性について検討した。得られた結果は、以下に示したとおりであ

る。

１ 育成率（０～150日齢）と生存率（151～450日齢）は、 法によって速羽性遺伝子の保有が確認されPCR
た名古屋種（以下、速羽性 ）と遅羽遺伝子の保有が確認された名古屋種（以下、遅羽性 ）との間でNG NG
差がみられなかった。

２ 体重は、育成期（１～18週齢）を通して、速羽性 の方が遅羽性 に比べ、有意に大きかった（ <NG NG P
0.01）。

３ 産卵の開始は、速羽性 の方が遅羽性 よりも早く、産卵持続性も優れる傾向にあった。NG NG
４ 卵重は、産卵初期において速羽性 の方が遅羽性 より重い傾向にあった。NG NG
５ 卵殻厚、卵殻破壊強度、卵殻色は、羽性遺伝子との関連性が見いだされなかった。

以上のことから、速羽性遺伝子は、名古屋種の成長や産卵性に有利に影響することが明らかになった。
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The present experiment was conducted to confirm the influence of feathering gene onAbstract：
economic traits using early- and late-feathering Nagoya breeds, whose feathering gene was
determined by a polymerase chain reaction (PCR). The results obtained are summarized as
follows;
1. There were no differences in viabilities from hatch to 150 days of age and from 151 to 450
days of age between early- and late-feathering Nagoya breeds.
2. Differences in body weights from 1 to 18 weeks of age were significant between early- and
late-feathering Nagoya breeds.
3. Early-feathering Nagoya breed tended to show earlier onset of lay and higher persistency of
laying than late-feathering one.
4. Egg weights during early laying period had a tendency to be heavier in early-feathering than
late-feathering Nagoya breed.
5. Egg shell thickness, egg shell strength and egg shell color were not related to feathering gene.

These results demonstrated that early-feathering gene had better effects on growth and egg
production of Nagoya breed
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緒 言

初生雛の翼は主翼羽と覆翼羽の２層構造となっていて、

上層が覆翼羽、下層が主翼羽となっている。卵からふ化

したばかりの初生雛の翼を観察すると、この主翼羽の伸

長が速い個体（速羽性）と遅い個体（遅羽性）が見られ

る。この形質は、性染色体であるＺ染色体上に存在する

羽性遺伝子によって支配され、遅羽性（K）遺伝子が速

羽性（k+）遺伝子に対して優性であることが報告されて

いる１）。

現在までに、この羽性遺伝子本体の DNA 配列は解明
されていないが、近年になって、Bacon ら２）はニワトリ

白血病ウイルス由来の内在性ウイルス遺伝子ev-21が、

遅羽性（Ｋ）遺伝子の近くに存在し、連鎖していること

を発見した。さらに、Iraqi ら３）は、このev-21を利用し

た PCR 法によって、白色レグホーン種の速羽性遺伝子
を保有する個体と遅羽性遺伝子を保有する個体を、遺伝

子で判別できることを明らかにした。そして、著者ら４）

は、この PCR 法を用いた羽性判定技術が名古屋種でも
可能であることを報告した。

これまでの羽性に関する報告から、速羽性の鶏が遅羽

性のものに比べて増体がよく５－７）、産卵成績も優れてい

る８）ことが確認され、羽性は体重や産卵率などの経済形

質に大きく影響を及ぼすことが示唆されている。しかし

ながら、いずれの報告も羽性を外見上の違いで区分した

鶏を用いたもので、遺伝子の違いで正確に羽性を区分し

た鶏での報告はない。

そこで、本試験では、ev-21を利用した PCR 法での遺
伝子解析によって速羽性及び遅羽性に判別した名古屋種

を用いて、羽性遺伝子と経済形質との関連について調査

した。

材料及び方法

１ 供試鶏

同じ系統内の交配によって得られた雌雛（ふ化日：

2002年４月24日）の中から、主翼羽と覆翼羽の形態によ

って、速羽性及び遅羽性と判定したそれぞれ 50羽を供

試鶏として用いた。

２ PCR法による羽性判定
供試鶏は、15週齢時に翼下静脈から血液を採取し、既

報の方法４）に従って、ゲノム DNA の調整、PCR 法、
DNA 断片の確認を行い、羽性の遺伝子型を判定した。
３ 飼養管理

供試鶏は餌付けから４週齢までは電熱式バタリー育雛

器で育雛し、４～15週齢時は中大雛用群飼ケージ（間口

90.0 cm×奥行60.0 cm×高さ45.0 cm）で育成した。15

週齢時に開放式成鶏舎に移動し、ひな型２段式成鶏用ケ

ージ（間口22.5 cm×奥行40.0 cm×高さ45.0 cm）に２

羽ずつ収容した。給与飼料は、0～4週齢時は CP21％－
ME2950 kcal/kg、4～22週齢時は CP15％－ ME2770
kcal/kg、22週齢時からは CP18％－ ME2870 kcal/kgの
飼料を用い、全期間を通して自由摂取させた。光線管理

は育成期は自然日長で行い、産卵期は自然日長と照明時

間の合計が14時間を下回らないように行った。その他の

飼養管理及び衛生管理は当場の慣習法に従った。

４ 調査項目

調査項目は育成率、生存率、体重、50％産卵到達日齢、

産卵率、卵重、卵殻厚、卵殻破壊強度、卵殻色とした。

(1) 育成率及び生存率

餌付けから150日齢までの育成率と、151日齢から 450

日齢までの生存率を調査した。

(2) 育成時の体重

１週齢から18週齢までの体重を１週間ごとに測定した。

(3) 産卵性能

50％産卵到達日齢と151日齢から450日齢までの産卵率

を調査した。さらに、卵重、卵殻厚、卵殻破壊強度、卵

殻色については、180日齢から450日齢まで 30日間ごと

に調査した。このうち、卵殻色は東京電飾株式会社の色

差計（TC8600A）を用いて測定し、卵の鈍端部の色をＬ、

ａ、ｂ値（各々明度、赤色度、黄色度を表す）により示

した。

５ 統計処理

育成率、生存率はχ２検定を行い、体重、卵重、卵殻

厚、卵殻破壊強度、卵殻色の各データについてはｔ検定

を行った。

試験結果

１ PCR法による羽性判定
ev-21を利用した PCR法によって判定された遺伝子型

は、初生時に翼の形態で判定した羽性と同じであった。

そのため、この PCR 法の結果から、翼によって速羽性
を示す個体は速羽性遺伝子を保有し、遅羽性を示す個体

は遅羽性遺伝子を保有していると確認された。
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表１ 育成率及び生存率の比較

育成率 生存率
（0-150日齢）（151-450日齢）

％ ％
速羽性NG 98.0 95.9
遅羽性NG 100.0 96.0

有意性 n.s. n.s.

注 n.s.：有意差なし

図１ 体重の推移
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２ 育成率及び生存率

育成率と生存率の比較を表１に示した。育成率、生存

率ともに、PCR 法によって速羽性遺伝子の保有が確認
された名古屋種（以下、速羽性 NG）と遅羽遺伝子の保
有が確認された名古屋種（以下、遅羽性 NG）との間で、
有意な差はみられなかった。

３ 育成期の体重

育成期の体重の推移を図１に示した。体重は、育成期

を通して、速羽性 NGの方が遅羽性 NGより、有意に大
きかった（P<0.01）。

４ 産卵性能

(1) 50％産卵到達日齢及び産卵率

50％産卵到達日齢と産卵率の比較を表２に示した。50

％産卵到達日齢は、速羽性 NGが遅羽性 NGより２日早
く到達し、151～450日齢の産卵率も1.6％高かった。さ

らに、速羽性 NG は遅羽性 NG に比べて、産卵初期

（151～250日齢）と産卵後期（351～450日齢）の産卵率

が優れる傾向がみられた。

(2) 卵重、卵殻重、卵殻厚、卵殻破壊強度、卵殻色

卵重は、図２に示したように、産卵初期で速羽性 NG
の方が遅羽性 NG より大きい傾向にあった。さらに、
210日齢と360日齢で速羽性 NGと遅羽性 NGの間に有意
差が認められた（P<0.05）。一方、卵殻厚と卵殻破壊強

度については、速羽性 NGと遅羽性 NGの間で有意な差
はなかった（図３、４）。また、卵殻色については、

210、420、450日齢のｂ値（P<0.05）で有意差が認めら

れたが、それ以外では認められなかった（図５～７）。

考 察

羽性遺伝子は、現在、養鶏産業で初生雛の翼による雌

雄鑑別に利用されている。速羽性の雄（k+/k+）を遅羽性

愛知県農業総合試験場研究報告第35号

表２ 50％産卵到達日齢及び産卵率の比較

50％産卵 産卵率

到達日齢 151-450日齢 151-250日齢 251-350日齢 351-450日齢

日 ％ ％ ％ ％
速羽性NG 169 67.5 67.9 70.3 64.7
遅羽性NG 171 65.9 65.2 71.2 61.9

差 -2 1.6 2.7 -0.9 2.8

図２ 卵重の推移 図３ 卵殻厚の推移 図４ 卵殻破壊強度の推移

図５ 卵殻色（Ｌ値）の推移 図６ 卵殻色（ａ値）の推移 図７ 卵殻色（ｂ値）の推移
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の雌（K/－）に交配すると、生まれてきた雛の遺伝子型

は雄ではK/k+となり、すべて遅羽性を示し、雌ではk+/－

となり、すべて速羽性を示す。これにより、だれにでも

簡単に羽根の形態で雌雄が判定できるため、日本でも70

％以上の採卵用コマーシャル雛がこの雌雄鑑別ができる

品種となっている９）。一方、名古屋種では速羽性と遅羽

性の個体が混在することから、雄系統を速羽性に、雌系

統を遅羽性に固定することによって、将来、羽性による

雌雄鑑別の実用化が可能である。これが導入されれば、

すべてのコマーシャル雌雛は速羽性（k+/－）で生産さ

れるため、本試験では、遺伝子によって羽性を正確に区

分した名古屋種を用いて、450日齢までの長期間にわた

り、複数の経済形質の経時的変化を調査し、速羽性遺伝

子を保有する雌鶏の生産能力を明らかした。

その結果、育成率と生存率には、速羽性 NGと遅羽性
NG の間に差がみられず、羽性遺伝子との関連性は見い
だされなかった。しかし、他の鶏種では、速羽性の雛は

遅羽性より尾羽が早く伸び、総排泄腔部の露出が少なく

なるため、尻つつきによる悪癖の被害が少なくなり、速

羽性の育成率と生存率が遅羽性に比べて高いことが報告

されている10）。今回の試験で用いた名古屋種は、試験期

間を通して、悪癖が起こりにくい飼育密度の環境下で管

理されたこともあり、いずれも高い育成率と生存率がみ

られ、羽性遺伝子による差が現れにくかったと考えられ

る。

体重は、これまでの報告５－７）と同様に、育成期を通し

て速羽性 NGが遅羽性 NGより大きく推移することを確
認した。Dunnington ら11）は、幼雛期において速羽性の

雛が、遅羽性のものに比べ、早く羽が生えそろい、体表

面の温度が高くなることを報告している。そのため、速

羽性 NGは、体温の維持に必要なエネルギーの損失が抑
えられ、効率よく成長したと考えられる。

産卵性能については、速羽性 NGの方が初産が早く、
産卵初期の産卵率も高いことが認められた。さらに、卵

重は、産卵初期で速羽性 NGの方が大きい傾向にあった。
前述したように、速羽性 NGは遅羽性 NGより育成期の
増体が早かったことから、卵巣や卵管などの産卵器官が

早く発達したと推測され、これにより、速羽性 NGの方
が性成熟に早く達し、産卵初期の産卵率や卵重が優れた

と考えられる。

さらに、速羽性 NGは、産卵後期においても産卵率が
遅羽性 NGより優れ、産卵持続性が高い傾向がみられた。
Katanbaf ら８）の報告でも同様な結果を示しており、育成

期の成長が優れていたことが、鶏体の十分な発達につな

がり、産卵持続性を高めたと推測された。

以上のことから、名古屋種において速羽性遺伝子を保

有する雌鶏は、遅羽性遺伝子を保有する雌鶏より、育成

期の成長や性成熟、産卵持続性に有利であることが明ら

かになった。
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