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69週齢で換羽処理を行った。

１ 換羽飼料を用いた誘導換羽法により、誘導換羽処理後のハウユニットは高まり、卵殻強度

は強くなった。

２ 誘導換羽処理後の産卵率は換羽飼料にふすまを用いることにより無処理に対し5.4％、米

ぬかにより5.7％改善した。

３ 体重減少率は強制換羽の25％減に対し、換羽飼料を用いた誘導換羽法では15～16％と小さ

かった。

以上のことから、ふすま及び脱脂米ぬかを主体とした換羽飼料による絶食を伴わない誘導換

羽法は、鶏に与えるストレスは小さく、かつ卵質の改善、飼養期間の延長など従来の強制換羽

と同等の効果があることが示された。

：採卵鶏、誘導換羽、強制換羽、絶食、ストレスキーワード
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Molting was induced by feeding the diets which were mainly composed of the wheat bran orAbstract :
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緒 言

卵価の低下及び養鶏施設の機械化が進む中で一経営体

の飼養羽数は増加し、さらに低コスト化、省力化が求め

られている。そのため採卵鶏の飼養期間を延長すること

によって、ひな代やワクチンの費用を節減し、入すう、

廃鶏出荷作業を省力化する方法が模索されている。

一方、近年鶏卵を購入する消費者の鮮度に対する意識

は高まり、小売店、消費者からはハウユニットが高く、

卵質のよい鶏卵の生産を強く求められている。

これらの問題点を解決する方法の一つとして強制換羽

がある。強制換羽とは絶食によりいったん休産させ換羽

を誘導する技術である。強制換羽のメリットは休産後、

卵殻質の改善等により、飼育期間を延長させることがで

、 。きるため 育すう費用の削減と作業の省力化が図られる

そのため強制換羽は現在、採卵鶏の主要な管理技術の一

つとなり、実施割合は年々高くなっている。

絶食する期間は日数で決めるよりも体重の減少率で決

める方が合理的とされている 。現在の強制換羽は産卵１）

開始10か月後前後で処理を開始し、体重を目安として25

～30％減少するまで絶食させる方法が一般的である。

しかし強制換羽は長期の絶食を伴うため、鶏に対する

ストレスが大きい。また強制換羽により夏季等の高温時

には、ふん便中へのサルモネラ菌の排出が心配されてい

る 。スキップフィーディング法はHoltらが見いだした２）

腸管内サルモネラ菌を減少させるために断続的に飼料を

給与する方法である が絶食を伴う。３）

そこで従来の強制換羽に代わる方法として、換羽を誘

導する飼料（以下、換羽飼料）の給与により絶食を伴わ

ずに換羽を誘導する方法（以下、誘導換羽）及びスキッ

プフィーディング法について検討した。

材料及び方法

１ 供試鶏及び飼養方法

試験は2002年11月13日餌付け白色レグホーン種ジュリ

ア600羽を用いた。鶏舎はブラックアウト鶏舎の陽圧換

気方式で、ひな２段７寸５分ケージに２羽飼いで飼養し

た。飲水はニップルドリンカーによる自由飲水とし、光

線管理は15時間点灯とした。

２ 試験区分及び試験期間

試験区分を表１に示した。

無処理区は絶食を行うことなく、成鶏飼料を不断給餌

し続けた。絶食区は従来の強制換羽を行う区で、体重が

25％減少するまで絶食を行った。スキップフィード区は

７日間の絶食の後、３日間の大すう飼料（ＣＰ15％、Ｍ

Ｅ2,800Kcal/kg）不断給与及び１日間の絶食を３サイク

ル繰り返し、その後は成鶏飼料を不断給餌した。ふすま

区及び米ぬか区は、それぞれふすま及び米ぬか主体の誘

導換羽飼料を14日間不断給餌し、その後成鶏飼料を不断

給餌した。

試験期間は20週齢（2003年４月２日）～107週齢(2004

年12月１日）とした。

（ ） 。誘導換羽処理は69週齢 2004年３月８日 に開始した

３ 供試飼料

換羽飼料の配合割合を表２に示した。主原料には一般

的に飼料原料として用いられているふすま及び脱脂米ぬ

かを用い、その他に卵殻のカルシウム源として炭酸カル

シウムをCa成分で1.7％になるよう配合した。食塩及び

プレミックスは一般的な割合で配合した。

いずれの区も誘導換羽処理終了後は成鶏用飼料（ＣＰ

18％、ＭＥ2,870Kcal/kg）を不断給餌した。

表１ 試験区分

区 分 処理方法 供試羽数

無処理区 無処理 30羽×４反復

絶食区 体重25%減まで絶食 同上

スキップフィード区 断続的に絶食 同上

ふすま区 ふすま主体換羽飼料14日間給与 同上

米ぬか区 脱脂米ぬか主体換羽飼料14日間給与 同上

表２ 換羽飼料配合割合

原材料 ふすま主体換羽飼料 米ぬか主体換羽飼料

配合割合（%） 配合割合（%）

ふすま 95.45

脱脂米ぬか 95.4

炭酸カルシウム 4.2 4.25

食塩 0.25 0.25

ビタミンミネラルプレミックス 0.1 0.1

ＣＰ(％) 15.0 16.7

ＭＥ(Kcal/kg) 1,880 1,565
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４ 調査項目

産卵性は産卵率、卵重、日産卵量、飼料摂取量、飼料

要求率、卵質はハウユニット、卵白高、卵殻強度、卵殻

厚を調査した。ストレス指標として体重減少率の調査と

遅延型過敏反応を実施した。体重減少率は誘導換羽処理

中のもっとも減少した時点での体重減少量を、処理前の

体重で割った数値である。

産卵率は毎日記録し、卵重・卵質項目は各区15個×４

反復、飼料摂取量、飼料要求率は各区４反復を４週間ご

とに調査した。体重は誘導換羽処理後０、３、７、８、

９、10、14、21日目に測定した。遅延型過敏反応は誘導

換羽処理後８日目に右の肉垂にヒトγグロブリン、左の

肉垂に生理食塩水をそれぞれ0.1ml皮内接種し、24及び4

8時間後にノギスで左右の肉垂の厚みを各区10羽ずつ測

定し、右の肉垂厚から左の肉垂厚を引いて腫張差を算出

した 。４,５）

５ 統計分析

一元配置法の分散分析を行い、差の検定はTukeyの分

析方法を用いて検定した。

試験結果

１ 飼料摂取量

誘導換羽処理を始めてからの飼料摂取量の変化を表３

に示した。処理開始後１～３日間の平均飼料摂取量は無

処理区が113ｇであったのに対し、ふすま区19ｇ、米ぬ

か区31ｇと処理前と比較し非常に少なくなった。しかし

換羽飼料の摂取に慣れるに従い、４～７日間の平均では

ふすま区37ｇ、米ぬか区51ｇと徐々に多くなった。さら

に８～14日間の平均ではそれぞれ65ｇ、76ｇ摂取するよ

うになった。

２ 体重

処理後の体重変化を図１に示した。

図１ 処理後の体重推移

表３ 処理開始後14日間の飼料摂取量（g/羽・日）

処理開始後日数 無処理区 絶食区 ｽｷｯﾌﾟﾌｨｰﾄﾞ区 ふすま区 米ぬか区

１～３日間 113a 0b 0b 19c 31c

４～７日間 120a 0b 0b 37c 51c

８～14日間 117a 103ab 95b 65c 76c

異符号間に１％水準で有意差あり
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絶食区は体重1,818ｇで処理を開始した。絶食開始と

ともに体重は減り続け、９日目で1,357ｇとなり処理開

始前の体重と比較し25％減少した。その後成鶏飼料の不

断給餌を始めると体重は増加し、21日後には処理開始前

の96％に回復した。

ふすま区の体重は処理８日目に1,549ｇまで減少し続

けたが、その後は一定となった。米ぬか区では７日目に

1,577ｇまで減少した後、増加し始めた。成鶏飼料に切

り替える直前の14日目にはふすま区が1,563ｇ、米ぬか

区が1,696ｇだった。スキップフィード区では絶食７日

目には1,468ｇだったが、大すう飼料の給与を開始した

８日目には1,551ｇに増加した。

３ 産卵率

処理後の産卵率の推移を図２に示した。

ふすま区、スキップフィード区は処理開始後６日目、

、 。米ぬか区は７日目 絶食区では５日目に産卵を停止した

絶食区は完全に産卵が停止したが、ふすま区では処理開

始後７日目から14日目の８日間の産卵率は1.0％、米ぬ

か区では1.3％とわずかに産卵が認められた。

ふすま区、米ぬか区、絶食区、スキップフィード区と

も処理開始から産卵率が50％に到達するまでの日数は31

～33日と差はなかった（表４ 。そして処理後およそ45）

日で、ふすま区、米ぬか区、スキップフィード区ともに

絶食区と同様に、無処理区を上回る産卵率になった。

処理開始後７週間を経過した76週齢以降は各処理区と

も無処理区に比べ産卵率は高く推移した（図３ 。無処）

、 。理区に対しふすま区は5.4％ 米ぬか区は5.7％高かった

図２ 処理後の産卵率推移

表４ 処理開始から50％再産卵までの日数

（日）

無処理区 絶食区 ｽｷｯﾌﾟﾌｨｰﾄﾞ区 ふすま区 米ぬか区

－ 31 32 33 31日数

※：全区間に有意差なし（無処理区除く）
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この傾向は107週齢の試験終了時まで続いた。

４ 日産卵量・飼料摂取量・飼料要求率

ふすま区、米ぬか区、スキップフィード区、絶食区の

日産卵量は無処理区と比較しておおむね同等だった（表

５ 。飼料摂取量はいずれの区も108～109gで差は見られ）

なかった。飼料要求率も2.00～2.04で差は見られなかっ

た。

５ 卵重

誘導換羽処理直前及び処理後の卵重推移を図４に示し

た。処理後、産卵が回復した78週齢時の卵重は、無処理

区に比べふすま区、米ぬか区、絶食区ともに大きくなっ

た。しかしその後86週齢時には反対にふすま区、米ぬか

区、絶食区、スキップフィード区の卵重が無処理区に比

べ小さくなった。そしてこの傾向は試験終了時の107週

齢まで続いた。

６ ハウユニット

ハウユニットと卵白高の推移を図５及び図６に示し

た。ふすま区、米ぬか区の処理後平均のハウユニットは

それぞれ88.4 87.9と無処理区の83.9に対し上回った 表、 （

６ 。またふすま区、米ぬか区、スキップフィード区の）

処理後の卵白高も無処理区を上回った。

図３ 産卵率の推移

表５ その他の産卵成績

日産卵量 飼料摂取量 飼料要求率

(g/羽) (g/羽･日)

無処理区 54.6 109 2.00

絶食区 53.7 108 2.01

ｽｷｯﾌﾟﾌｨｰﾄﾞ区 54.3 108 2.00

ふすま区 53.7 108 2.01

米ぬか区 53.5 109 2.04

※有意差なし （20～107週)

無処理区 絶食区 ｽｷｯﾌﾟﾌｨｰﾄﾞ区
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７ 卵殻強度・卵殻厚

処理後の卵殻強度と卵殻厚の推移を図７及び図８に示

した。
２無処理区は78～106週齢の卵殻強度の平均が3.0kg/cm

であったのに対し処理区ではいずれの区も3.4kg/cm 前２

後に改善された（表６ 。卵殻厚は無処理区の35.0(1/10）

0mm)に対し、処理区では35.5～35.7(1/100mm)と有意差

は認められないものの厚くなる傾向が認められた。

図４ 卵重推移

図５ ハウユニットの推移

図６ 卵白高の推移
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表６ 産卵成績(78～106週齢)

卵重 卵白高 ハウユニット 卵殻厚 卵殻強度 卵殻重比

(g) (mm) (1/100mm)(kg/cm )２

無処理区 70.9 7.64a 83.9a 35.04 3.04a 8.53

絶食区 70.5 8.39b 88.6b 35.50 3.40b 8.66

ｽｷｯﾌﾟﾌｨｰﾄﾞ区 69.6 8.31b 88.3b 35.60 3.37b 8.71

ふすま区 70.7 8.38b 88.4b 35.64 3.40b 8.66

米ぬか区 70.1 8.26b 87.9b 35.69 3.39b 8.74

異符号間に５％水準で有意差あり

図７ 卵殻強度の推移

図８ 卵殻厚の推移

８ 体重減少率

体重減少率を表７に示した。絶食区の体重減少率は25

％であった。ふすま区の減少率は16％、同様に米ぬか区

は15％、スキップフィード区は21％だった。

９ 遅延型過敏反応

遅延型過敏反応による肉垂の腫張差を表８に示した。

その結果、ふすま区、米ぬか区、スキップフィード区及

表７ 体重減少率 (%)

無処理区 絶食区 ｽｷｯﾌﾟﾌｨｰﾄﾞ区 ふすま区 米ぬか区

－ 25 21 16 15減少率
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表８ 遅延型過敏反応による腫張差

び絶食区と、無処理区との間に一定した傾向は見ること

ができなかった。

考 察

強制換羽技術は大規模養鶏を中心に広く取り入れられ

ている。しかし従来の強制換羽方法は絶食処理を行うた

め、近年、動物福祉の面から指摘がでてきた 。そのた６）

め絶食を伴わない強制換羽に代わる方法を検討した。換

羽飼料を用いた誘導換羽法は絶食を伴うことなく、従来

の強制換羽の効果を求めるものである。しかし換羽飼料

を用いた報告は少なく 、使用原料や給与期間を含め導７）

入技術は確立されていない。そこで今回の試験では一般

的に飼料原料として用いられている低エネルギーなふす

ま及び脱脂米ぬかを用いた換羽飼料の及ぼす影響につい

て検討を加えた。

換羽処理直後の換羽飼料摂取量は処理前に比べ嗜好性

が低く摂取量は少なかったが、慣れとともに摂取量は徐

々に増えてくることが明らかになった。また２つの飼料

を比較すると米ぬか主体換羽飼料の方がふすま主体換羽

飼料より処理期間中の摂取量は多かった。これは米ぬか

主体換羽飼料の代謝エネルギー（ＭＥ)は1,565Kcal/kg

でふすま主体換羽飼料のＭＥ1,880Kcal/kgに比べ低いた

め、嗜好性に加え、維持エネルギーを得るために低いＭ

Ｅの米ぬか摂取量は、高いＭＥを持つふすまより多くな

り、飼料の持つ代謝エネルギーの差が摂取量の差として

0.630.43米ぬか区

0.860.67ふすま区

0.480.48ｽｷｯﾌﾟﾌｨｰﾄﾞ区

0.440.79絶食区

0.36(mm)0.67無処理区

48時間後24時間後

※有意差なし （処理開始８日目に接種）
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表れた一因として考えられた。また米ぬか区は処理開始

９日目以降の体重がふすま区に比べ増加していること

も、摂取量の多い原因と考えられた。

従来の強制換羽方法では絶食とともに処理期間中の体

重は減少し続けた。しかしふすまを給与した場合には、

処理日数の経過とともに体重の減少はゆるやかになり、

７日経過後はほぼ横ばいとなり、体重は維持されるよう

になった。米ぬかを給与した場合にはふすま給与と同様

、 。に７日目に体重の減少は止まり その後は増加に転じた

換羽飼料は強制換羽とは異なり、休産を誘導しながらか

つ体重の維持に必要な代謝エネルギーやタンパク質を含

み、誘導換羽処理中の体重減少を低く抑えられることが

明らかになった。スキップフィード法では７日目から大

すう飼料を給与するため、強制換羽に比べ体重を早期か

ら回復させることができた。

処理中の産卵は強制換羽、換羽飼料による処理ともに

５～７日目に停止した。強制換羽、スキップフィード法

では休産後、再産卵が始まるまでの間、産卵は完全に停

止した。しかし換羽飼料処理では、休産期間中もおよそ

100羽に対し１個程度のわずかな産卵が見られ、完全に

停止することはなかった。これは換羽飼料の持つ栄養価

により産卵が引き起こされたと考えられた。

ふすま及び米ぬかを用いた方法、強制換羽法、スキッ

プフィード法、いずれの産卵率も誘導換羽処理後７週間

で無処理を上回り、20～107週齢までの平均産卵率はふ

すま区、米ぬか区、絶食区ともに79％と同等の結果とな

った。このことからふすま及び米ぬか主体の換羽飼料に

よる誘導換羽法は、従来の強制換羽法と同等の産卵回復

効果があることがわかった。

有田ら は強制換羽は産卵型を変更するもので、産卵８）

能力自体を向上させるものではないと報告している。今

回の換羽飼料を用いた誘導換羽においても20～107週齢

の産卵期間全期の日産卵量、飼料要求率には差は見られ

ず、同様の傾向が見られた。

誘導換羽を行った場合、処理後の50％再産卵までに30

日余りを要し、無処理区の産卵率に到達するまでに１か

月半を要した。誘導換羽処理を始めてからオールアウト

までに38週間飼養したが、従来の強制換羽と同様にふす

ま及び米ぬか主体の飼料を用いた誘導換羽でも経済的な

メリットを出すためには産卵率、卵価などを考慮しなが

ら処理後の飼養期間を判断することが必要となる。

一般に強制換羽は処理後の卵重を大きくするが、今回

の試験ではどの処理方法でも無処理に対して卵重は小さ

くなった。産卵後期の卵重を抑え、規格卵率を増やすこ

とは、規格取引では経営上重要なことである。70ｇ以上

のＬＬサイズの鶏卵の取引価格は64ｇ以上70ｇ未満のＬ

サイズの鶏卵価格に対し低い。無処理区の卵重が86週齢

以降おおむね70ｇを超えているのに対し、ふすま区、ス

キップフィード区では70ｇ未満に抑えることができた。

これは誘導換羽処理後の産卵率は無処理に対して高かっ

、 。たことが 産卵後期の卵重を抑制した一因と考えられた

今回の試験では11月餌付けのひなを用いたが、一般に餌

付け時期により初産日齢は変わり、処理開始時の鶏齢や

産卵率の違いにより換羽処理後の産卵パターンには差が

見られる。このため餌付け時期や誘導換羽処理時期など

の条件によって、処理後の卵重の推移には差が出てくる

と考えられた。

換羽飼料を用いた換羽誘導法、スキップフィード法と

もに無処理に対して卵白高及びハウユニットが改善され

た。このことからふすま、米ぬかを利用した換羽誘導は

従来の強制換羽と同等に内部卵質の改善効果があること

が明らかになった。

産卵後期には卵殻が弱くなり、鶏卵の商品価値が下が

る。卵殻強度の低下とともに破卵割合は増加し、格外卵

の発生が多くなる。卵殻強度を強くし、卵殻を厚く丈夫

にすることは、破卵を少なくし、鶏卵販売額を増加させ

る。そのため誘導換羽は卵殻質の改善も重要な目的のひ

とつである。今回の試験では換羽飼料の利用により、強

制換羽と同様に卵殻強度は0.4kg/cm 高くなり、卵殻厚2

は厚くなった。このことからふすまや米ぬか主体の換羽

飼料を用いた誘導換羽は、従来の強制換羽と同等の卵殻

強度や卵殻厚の改善及び破卵率減少効果があることがわ

かった。

処理期間中に産卵された鶏卵はしっかりした卵殻を有

していた。このため換羽飼料中にはふすまや脱脂米ぬか

などの主体原料に加え、卵殻を形成するカルシウム源と

して炭酸カルシウムを配合する必要があると考えられ

た。

遅延型過敏反応は左右の肉垂の腫張差から鶏の細胞性

免疫をみるもので、数値が大きいほど免疫力が強いこと

を表す。遅延型過敏反応を用いてサトウキビ抽出物の鶏

への給与により細胞性免疫を活性化させる効果が確認さ

れている 。今回、この遅延型過敏反応の測定値により９）

鶏のストレスの指標として用いることができるか測定し

た。しかし今回、測定値に一定の傾向は見られなかった

ため、遅延型過敏反応値をストレス指標として用いるこ

とは今後さらに検討の必要があると思われた。

体重の変化は鶏が受けるストレスとの因果関係が高い

と思われる。換羽飼料を用いた誘導換羽では強制換羽法

に比べ、体重減少率が小さかった。スキップフィード法

の体重減少率は強制換羽と誘導換羽の中間だった。さら

にふすま及び米ぬか主体の誘導換羽は休産中でも体重は

いったん減少後、維持または増加に転じ、これらの点か

ら見てもふすま及び米ぬか主体の換羽飼料を用いた誘導

換羽法は鶏にとってストレスが小さい。

換羽飼料を用いると強制換羽に比べ処理期間14日分の

飼料費がふすま主体飼料利用で14円／羽、米ぬか主体飼

料で19円かかるが、絶食を伴わない誘導換羽法に見合う

費用と考えられる。

以上の結果からふすまや脱脂米ぬかを用いた換羽飼料

による誘導換羽法は、鶏の体重減少量を抑えながら、卵

質の改善、飼養期間の延長など従来の強制換羽と同等の

効果があることが明らかになった。

、 。現在 鳥インフルエンザの世界的なまん延が見られる

感染時には発生農場から一定範囲内の農場で鶏卵の出荷

が制限される。換羽飼料を用いた誘導換羽法は、処理開

箕浦・大口・伊藤・野田・加藤：採卵鶏における米ぬか又はふすま主体飼料を用いた
絶食を伴わない誘導換羽法
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始後１か月程度休産するため、鳥インフルエンザ対策と

しても有効な手段である。

数多くの試験結果から従来の強制換羽技術は体重減少

を目安として絶食期間を決めるなど導入技術がおおむね

確立されてきた。しかし換羽飼料を用いた誘導換羽法は

最適な処理日数、換羽飼料の使用原料及び配合割合、飼

料搬送機内でのブリッジ対策など明らかになっていない

点が数多くある。今後、換羽飼料を用いた絶食を伴わな

い誘導換羽法の技術確立が必要とされる。
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