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摘要：本試験は、名古屋種の卵殻色の特徴を色差計から得られるＬ（明度），ａ（赤色度），ｂ（黄

色度）値によって明らかにするとともに、名古屋種特有の「さくら色」の卵殻色を効率的に改良する

ための指標を検討した。得られた名古屋種卵の特徴は、以下に示したとおりである。

１ 鈍端部は、鋭端部と比べて、Ｌ値が低く、卵殻色が濃かった。

２ Ｌ値とａ値との間には高い負の相関がみられ、卵殻色が濃くなると、赤みが増していく傾向が

ある。

３ 日齢が進むにつれて、Ｌ値とｂ値が高くなり、卵殻色は薄く、黄色みが増した。

４ 目視で赤みが強い卵と黄色みが強い卵との間には、色相（ｂ/ａ）に顕著な違いがみられた。
５ 名古屋種卵の特徴である卵殻表面にみられる白い沈着物は、ｂ値を大きく下げ、ａ値を上げ

るため、卵殻色の赤みを強調させる役割をもつことが確認された。

以上のことから、名古屋種の卵殻色を改良するには、明度（Ｌ値）と色相（ｂ/ａ）が有効な選抜指
標になることが示唆された。
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Characteristics of Egg Shell Color in Nagoya Breed

NAKAMURA Akihiro, NODA Kenji, KINO Katsutoshi and KATO Yasuyuki

Abstract：The present experiment was conducted to clarify the characteristics of egg
shell color in Nagoya breed using three color values (L-value:brightness, a-value:redness
and b-value:yellowness) measured by a reflection photo difference meter, and to
investigate available indicators to improve the pink egg shell color effectively. The
chracteristics of egg shell color in Nagoya breed are summarized as follows;
1. Since L-value of the blunt ends of eggs was low compared with that of the pointed
ends, the darkness in the egg shell color was greater on the blunt ends than on the
pointed ends of eggs.
2. There was a high negative correlation between L- and a-values, so it was sugggested
that the increase of darkness in the egg shell color would strengthen the redness.
3. Since L- and b-values increased with the age of the birds, the eggs laid by older birds
was paler and more yellowish than those laid by younger ones.
4. Differences in the hue (b/a value) between optically reddish eggs and yellowish ones
were found.
5. The superficial white deposits on the eggs decreased b-value markedly and increased
a-value, so the coating appears to enhance the pink egg shell color.

The present results showed that brightness (L-value) and hue (b/a value) could be useful
indicators to improve egg shell color in Nagoya breed.

Key Words：Nagaya breed, Egg shell color, Reflection photo difference meter, Brightness,
Hue
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緒 言

卵質の重要な形質の一つである卵殻色を選抜する場合、

有効な指標を見つけ出し、それを数値化することが必要

である。卵殻色を測定するには、これまでに、標準色と

見比べて配点を付ける方法１）や電光反射計を用いて反射

率を測定する方法２）が報告されているが、現在では色差

計を用いた方法が広く用いられている。色差計は一般の

色の品質管理にも多く利用され、これによって測定され

たＸ，Ｙ，Ｚの３変量は、視感覚に相関するＬ，ａ，ｂ

値に変換される。Ｌ値は数値が大きいほど、明度が高く、

ａ値はプラス側で数値が大きいほど赤色の度合いが増し、

マイナス側では緑色の度合いが増す。さらに、ｂ値はプ

ラス側で数値が大きいほど黄色の度合いが増し、マイナ

ス側では青色の度合いが増す。このように、色差計は色

の濃淡や色合いを客観的な数値として表すことができる

ため、これを利用して、赤玉鶏３，４）では、Ｌ値を小さく

する切断型選抜によって、卵殻色の濃さが改善できるこ

とが報告されている。

一方、名古屋種の卵殻色は、赤玉鶏とは異なり、特有

の「さくら色」を呈しているため、この改良には新しい

選抜手法が必要と考えられている。そこで、本研究では、

名古屋種卵の特徴をＬ，ａ，ｂ値によって明確にし、

「さくら色」の卵殻色を効率的に改良するための選抜指

標を検討した。

材料及び方法

１ 供試卵

供試卵は、2003年４月９日孵化の名古屋種が産卵した

卵を用いた。ただし、測定部位による比較については、

2003年４月21日孵化の名古屋種と市販銘柄の赤玉鶏が産

卵した卵を用いた。

２ 卵殻色の測定

卵殻色の測定は、東京電色株式会社の色差計（TC8600

A）を用いて、Ｌ，ａ，ｂ値の３種類の数値を得た。

３ 卵殻色の調査方法

（１）測定部位による比較

240日齢の名古屋種の卵100個を用いて、鈍端部及び鋭

端部の卵殻色を比較した。赤玉鶏についても、同様な調

査を行った。

（２）日齢による比較

180，270，360日齢時の名古屋種の卵各100個を用いて、

鈍端部の卵殻色を比較した。ただし、用いた卵は各日齢

とも同じ個体が産卵したものを用いた。

（３）目視区分（赤みの強い卵、黄色みが強い卵）によ

る比較

300日齢の名古屋種の卵の中から、目視によって卵殻

色の濃さが良好と判定された卵のうち、赤みが強い卵と

黄色みが強い卵各20個の色相（ｂ/ａ）及び彩度（√ａ２

＋ｂ２）を比較した。

（４）卵殻表面の白い沈着物除去前後の比較

300日齢の名古屋種の卵30個を用いて、鈍端部にある

白い沈着物を除去する前と後の卵殻色を測定し、色相

（ｂ/ａ）及び色差（ΔＥ＝√ΔＬ２＋Δａ２＋Δｂ２ ）

を求めた。これにより、表８の色差値と感覚との関係表

から、感覚的な色の差が除去前後でどの程度変化するか

を確認した。

４ 統計処理

各データについて、平均値の差の検定（ｔ検定）を行

った。また、Ｌ，ａ，ｂ値の各数値間の相関係数を求め

た。

試験結果

１ 測定部位による比較

表１に名古屋種卵の測定部位によるＬ，ａ，ｂ値の比

較を、表２に赤玉での比較を示した。名古屋種卵では、

Ｌ値は、鈍端部の方が鋭端部に比べて、有意に低かった

（P<0.01）。一方、ａ，ｂ値については、差が認められ

なかった。赤玉については、Ｌ，ｂ値に測定部位間で有

意差が認められた（P<0.01）。

鈍端部における名古屋種卵のＬ，ａ，ｂ値の相関係数

を表３に、赤玉の相関係数を表４に示した。名古屋種卵

では、全相関係数ともに危険率１％水準で有意であった

のに対して、赤玉では、Ｌ値とａ値及びａ値とｂ値の間

で危険率１％水準で有意であった。

また、名古屋種卵と赤玉のＬ，ａ，ｂ値の変動係数を

比較すると、名古屋種卵におけるｂ値の変動係数は、赤

玉と比較して約２倍以上の高い数値を示していた（表１、

２）。

２ 日齢による比較

日齢による名古屋種卵のＬ，ａ，ｂ値の比較を表５に

示した。180日齢のＬ値は270，360日齢に比べて有意に

低かった（P<0.01）。ａ値については、有意差はなかっ

たが、一方、ｂ値は各日齢間で有意差が認められた（P<

0.01）。

表１ 名古屋種卵の測定部位によるＬ，ａ，ｂ値の比較

測定部位 Ｌ ａ ｂ

鈍端部 67.2ａ±5.0( 7.5) 12.5 ±2.0(16.0) 10.5 ±2.8(26.3)
鋭端部 68.0ｂ±3.8( 5.6) 12.6 ±2.1(16.6) 10.3 ±2.7(26.2)

平均値±標準偏差、カッコ内は変動係数
各列異符号間の平均値に有意差有り（ｔ検定：P<0.01）
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表２ 赤玉の測定部位によるＬ，ａ，ｂ値の比較

測定部位 Ｌ ａ ｂ

鈍端部 55.0ａ±3.8( 6.9) 18.3 ±1.7( 9.4) 18.5ａ±1.3( 7.3)
鋭端部 57.2ｂ±4.1( 7.1) 18.1 ±2.0(11.0) 18.1ｂ±1.8( 9.9)

平均値±標準偏差、カッコ内は変動係数
各列異符号間の平均値に有意差有り（ｔ検定：P<0.01）

表３ 名古屋種卵のＬ，ａ，ｂ値の相関係数

ａ ｂ

Ｌ -0.7969＊＊ -0.4777＊＊

ａ － 0.5271＊＊

測定部位：鈍端部
** P<0.01

表４ 赤玉のＬ，ａ，ｂ値の相関係数

ａ ｂ

Ｌ -0.7001＊＊ -0.1521
ａ － 0.4595＊＊

測定部位：鈍端部
** P<0.01

表５ 名古屋種卵の日齢によるＬ，ａ，ｂ値の比較

測定日齢 Ｌ ａ ｂ

180日齢 59.3ａ±3.4( 5.7) 14.9 ±1.5(10.2) 10.6ａ±2.4(22.7)
270日齢 63.2ｂ±3.9( 6.2) 14.6 ±1.6(11.0) 11.5ｂ±2.3(20.1)
360日齢 63.4ｂ±4.3( 6.8) 14.7 ±2.1(14.2) 12.1ｃ±2.4(20.1)

測定部位：鈍端部
平均値±標準偏差、カッコ内は変動係数
各列異符号間の平均値に有意差有り（ｔ検定：P<0.01）

表６ 名古屋種卵の目視区分によるＬ，ａ，ｂ値の比較

区分 Ｌ ａ ｂ ｂ/ａ √ａ２＋ｂ２

Ａ 61.2±3.6( 5.9) 16.3±1.5( 9.2) 11.4±2.0(17.5) 0.69 19.9
Ｂ 63.5±4.5( 7.1) 16.4±2.1(12.9) 16.5±1.7(10.0) 1.02 23.3

Ａ：色の濃さが良好で、赤みが強い、Ｂ：色の濃さが良好で、黄色みが強い
測定部位：鈍端部
平均値±標準偏差、カッコ内は変動係数
ｂ/ａは色相、√ａ２＋ｂ２は彩度

３ 目視区分による比較

目視によって区分した、赤みが強い卵と、黄色みが強

い卵のＬ，ａ，ｂ値を比較した結果を表６に示した。Ｌ

値はともに低い値を示し、違いはみられなかった。一方、

ａ値とｂ値についてみると、赤みが強い卵はａ値がｂ値

より高く、これに対して黄色みが強い卵はａ値とｂ値が

同程度であった。さらに、色相（ｂ/ａ）については、

赤みが強い卵の方が黄色みが強い卵より低い値を示し、

彩度（√ａ２＋ｂ２）についても、色相と同様に、赤みが

強い卵の方が低い傾向であった。

４ 卵殻表面の白い沈着物除去前後の比較

名古屋種卵の卵殻表面には、白色の物質が沈着したも

のが多くみられ、その中には図１で観察されるような斑

点を形成するものがみられた。

この白い沈着物の除去前後でＬ，ａ，ｂ値を比較した

結果を表７に示した。沈着物の除去により、Ｌ値は4.1

低くなり、一方、ａ値は1.4、ｂ値は4.7高くなり、各値

で有意差が確認された（P<0.01）。また、色相（ｂ/

ａ）は0.25上がり、黄色みが増していた。

さらに、除去前後の色差と視覚的な感覚を表９に示し

た。表８の評価表から、この色差6.5は視覚的に大いに

色の差があると判定された。

考 察

近年の採卵養鶏経営においては、鶏卵を安定かつ有利

に販売するため、内部卵質や外部卵質に付加価値を付け

ることが求められている。卵質の中でも、卵殻色は消費

者の購買意欲に大きく関わる形質であるため、名古屋種

においても卵殻色の改善は重要なものである。また、一

方で、名古屋種の卵は他の有色卵と異なり、独特な「さ

くら色」の卵殻色を呈しているため、この特性を生かし

た選抜技術も求められている。そこで、本研究では、第

一に名古屋種の卵殻色の特徴をＬ，ａ，ｂ値によって明
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図１ 名古屋種の卵

表７ 名古屋種卵の卵殻表面の白い沈着物除去前後でのＬ，ａ，ｂ値の比較

処理 Ｌ ａ ｂ ｂ/ａ

除去前 63.4ａ±3.2( 5.0) 14.1ａ±1.1( 8.0) 9.4ａ±2.0(21.6) 0.66
除去後 59.3ｂ±3.7( 6.2) 15.5ｂ±1.4( 8.9) 14.1ｂ±1.7(11.8) 0.91

測定部位：鈍端部
平均値±標準偏差、カッコ内は変動係数
各列異符号間の平均値に有意差有り（ｔ検定：P<0.01）
ｂ/ａは色相

表８ 色差値と感覚との関係表

色差（ΔＥ） 色差の感覚

0～ 0.5 かすかに感じられる
0.5～ 1.5 わずかに感じられる
1.5～ 3.0 かなり感じられる
3.0～ 6.0 目立って感じられる
6.0～12.0 大いに感じられる
12.0～ 多大に感じられる

表９ 名古屋種卵の卵殻表面の白い沈着物除去前後
での色差と視覚的な感覚

色差（ΔＥ） 色差の感覚

6.5 大いに感じられる

色差（ΔＥ）は√ΔＬ２＋Δａ２＋Δｂ２で計算した

らかにし、次に「さくら色」の卵殻色を改善するための

選抜形質として有効な指標を検討した。

名古屋種卵は、鋭端部に比べて、鈍端部はＬ値が低く、

卵殻色が濃いことが確認された。この傾向は、ロードア

イランドレッド種５）や他の赤玉鶏の市販銘柄品種６）でも

報告され、本研究での赤玉鶏においても同様に確認され

た。これらのことから、有色卵の鈍端部と鋭端部との間

には色の濃淡に差異がみられるので、卵殻色を測定する

場合は、一定の部位だけで測定する必要がある。特に、

卵殻色を改良する場合は、その濃さが最もよく現れてい

る鈍端部の測定値を選抜形質にした方がよりよいものと

考えられる。

今回の調査で使用した色差計では、測定部と供試卵の

赤道部との間に隙間が生じ、正確な測定ができなかった

ため、赤道部での卵殻色の測定は行わなかった。田村ら
５）は、赤道部を測定部位にする場合、部位が特定できな

い理由から、１つの部位を測定するのではなくて、円周

上の数カ所を測定し、その平均値を用いることの方が正

確性が高いと示しているが、実際には、測定に時間がか

かるので、赤道部での測定は実用的でないとも指摘して

いる。一方、鈍端部は部位が特定しやすく、色差計との

間に隙間が生じないため、卵殻色の測定に適していると

考えられる。

名古屋種卵におけるＬ，ａ，ｂ各数値の関係について

みると、Ｌ値とａ値との間に高い負の相関がみられた。

これは同様な傾向が認められた赤玉と比較しても高かっ

た。さらに、木野ら７）は、名古屋種において270日齢の

卵のＬ値とａ値との間の表型相関、遺伝相関はともに非

常に高い負の相関があることを報告している。従って、

本試験結果と合わせて考えると、名古屋種卵のＬ値を低

くする選抜を行うと、ａ値は増加し、赤みが増していく

ことが示唆された。

また、名古屋種卵のｂ値の変動係数は赤玉と比べて２

倍以上高く、ｂ値に大きなバラツキがあるという特徴が

みられた。そのため、名古屋種の卵殻色の斉一性を高め

るには、ｂ値のバラツキを少なくすることも重要である

と考えられる。

名古屋種卵においても、赤玉鶏での報告５，８，９）と同様、

中村・野田・木野・加藤：名古屋種の卵殻色の特徴
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日齢の経過に伴いＬ，ａ，ｂ値に変化がみられた。赤玉

鶏では、加齢に従って、Ｌ値とａ値の減少が顕著であっ

たのに対して、名古屋種では、Ｌ値の減少とｂ値の増加

が大きいという特徴がみられた。

このように、加齢に伴う卵殻色の変化がみられるが、

木野ら７）の報告で、名古屋種卵の270日齢のＬ，ａ，ｂ

値は、180及び360日齢のＬ，ａ，ｂ値との表型相関、遺

伝相関がともに高いことを確認しているため、卵殻色の

選抜は270日齢時の測定値を用いても何ら問題がないと

考えられる。

名古屋種卵のうち、赤みが強い卵は鮮やかな「さくら

色」を呈していて、商品としても好ましい評価があるた

め、このような卵の割合を増やしていくことは重要であ

る。今回の調査で、目視区分で赤みが強い卵と黄色みが

強い卵を比較したところ、ａ値とｂ値との関係が異なる

ことが確認された。つまり、赤みが強い卵はａ値がｂ値

より高い傾向があり、一方、黄色みが強い卵はａ値とｂ

値が同程度か、あるいはｂ値がａ値より高い傾向がある

ことが明らかになった。

これまでの卵殻色に関する報告は、Ｌ，ａ，ｂ値だけ

で評価していたが、本試験では、ａ値とｂ値を組み合わ

せた色相や彩度が名古屋種の卵殻色の改善に利用できる

か検討した。このうち、色相（ｂ/ａ）は、上で述べた

ａ値とｂ値との関係をよく表していて、ｂ/ａ値が小さ

くなると赤みが強くなり、大きくなると黄色みが強くな

ることから、ａ値とｂ値の比が「さくら色」の色合いに

重要であることが分かった。一方、彩度（√ａ２＋ｂ２）

については、ａ値とｂ値両方の大きさを合計した指標で

あるため、「さくら色」の卵殻色を選抜する指標には適

していないと考えられる。従って、色相（ｂ/ａ）が

「さくら色」の有効な指標となると示唆された。

名古屋種のもう一つの特徴である卵殻表面にある沈着

物を除去すると、除去前に比べて、著しいＬ値の減少と

ｂ値の増加がみられた。そのため、除去後の色相（ｂ/

ａ）が高くなることから、卵殻表面の白い沈着物は、黄

色みを下げ、赤みを増すため、特有の「さくら色」の色

合いに大きく関与していると考えられる。

これまで、卵殻色の改良は、赤玉鶏の事例３，４）でもみ

られるように、色差計で得られたＬ，ａ，ｂ値のデータ

のうち、感覚的に理解しやすいＬ値だけが利用され、色

の濃さの改良において十分な改善効果が証明されている。

しかし、ａ，ｂ値については、田村ら５）が指摘している

ように、赤み及び黄色みの着色度を肉眼的な感覚で数段

階に分類できないため、単独のデータでは評価判断がし

にくく、赤玉鶏の卵殻色の改良では利用されていなかっ

た。

本試験の結果から、名古屋種の「さくら色」の卵殻色

の選抜には、明度（Ｌ値）と、ａ値とｂ値を組み合わせ

た色相（ｂ/ａ）が有効な指標になることが示唆された。

また、卵殻表面に白い沈着物をもつ個体を優先に選抜す

ることも「さくら色」の改良につながると考えられた。

今後、ここで示した卵殻色の選抜指標を実際の育種改良

に利用して、その選抜効果を確認していく必要がある。
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