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従来の強制換羽法による卵用名古屋種の産卵性の改善に代わる方法として、ふすま主摘要：

体飼料を用いた換羽飼料（以下、換羽飼料）による誘導換羽法が産卵性及び卵質に及ぼす影

響について検討した。夏季に53週齢の卵用名古屋種384羽を用い、換羽飼料を21日間不断給餌

した区と1日1羽当たり90g、60g、30gを21日間制限給餌した区、対照区として成鶏用飼料を不

断給餌した区及び体重25%減少するまで絶食した区の6処理区を設け、90週齢まで試験を実施した。

１．換羽飼料の制限給餌により、処理後の産卵率、ハウユニット、卵殻強度及び卵殻色が

改善され、その効果は再産卵開始直後ほど大きかった。

２．換羽飼料は、不断給餌よりも制限給餌の方が効果があり、1日1羽当たり30g、60g、90

gの順で制限度合いが強いほど優れていた。30g区では、絶食区よりも小さい体重減少率

で同等の産卵性及び卵質の改善効果があった。

以上のことから、卵用名古屋種で夏季に換羽飼料を用いて誘導換羽をする場合、制限給

餌により、強制換羽と同等の産卵性及び卵質の改善効果を得ることができ、その方法は1

日1羽当たり30gを21日間制限給餌が最も優れることが示された。

卵用名古屋種、強制換羽、誘導換羽、換羽飼料キーワード：

Post-molt Egg Production and Egg Quality in Nagoya Breed Laying Hens
Fed a Molt Diet Based on Wheat Bran
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The present study was designed to investigate the post-molt egg production and eggAbstract：
quality in Nagoya breed laying hens molted by feeding a molting diet which was mainly
composed of wheat bran as an alternative approach to feed withdrawal. In summer, a total of
384 hens at 53 weeks of age were randomly divided into six treatment groups. In one
treatment, the feed was withdrawn until 25% of their original body weight was lost. Other
four groups were fed a diet based on wheat bran or at different intake restrictionad libitum
levels (90, 60, or 30g/hen per day) for 21 days and then returned to a normal diet. Control
group was fed a commercial layer diet . The investigation of post-molt eggad libitum
production and egg quality was continued up to 90 weeks of age.
1. Post-molt egg production and egg qualities (Haugh units, egg-shell strength, egg-shell
color) were improved by restricted feeding of the molting diet for 21 days.

2. Restricted feeding of the molting diet was more effective than feeding onad libitum
post-molt egg production and egg quality, and the severer extent of restricted feeding
got better performance. In the group fed a molting diet at 30g/hen per day for 21 days,
improvements of post-molt egg production and egg quality were equivalent to those of
the feed withdrawal group despite the lower body mass loss.
These results indicated that post-molt egg production and egg quality in Nagoya breed

laying hens molted by feeding the molting diet at 30g/hen per day for 21 days in
summer were improved most effectively and the effect was equal to that of hens molted
by feed withdrawal.
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緒 言

名古屋コーチンの卵は、地元特産の地鶏の卵として、

グルメブームの流れとともに需要が増加しており、生

産者はこうした状況を背景に、生産意欲を増大してい

る。当場では、平成12年に卵用名古屋種（以下名古屋

種）の普及を開始し、年々飼養羽数を伸ばしてきた。

しかしながら、名古屋種は、白色レグホーン種等の一

般的な採卵鶏に比べ、産卵後期における産卵性及び卵

質が低下し、今後の普及拡大に向けて、飼養管理方法

の改善が求められている。採卵鶏では、産卵性及び卵

質改善の手法として、絶食処理による強制換羽法（以

下、強制換羽法）が用いられ、既に確立された技術と

して一般的に行われている 。名古屋種でもこの方１,２）

法を用い、絶食処理の強度が産卵性及び卵殻質に及ぼ

す方法を検討した結果、体重減少率が25%となる絶食を

することにより、産卵率と卵殻強度及び卵殻色が改善

される効果を確認した 。３）

しかし、強制換羽法は、長期の絶食を伴うため、へ

い死の危険性が高く、体重の大幅な減少による個体へ

の負担が大きく健康面で問題があり、ふん便中へのサ

ルモネラ菌の排出も懸念される ことから、近年、採４）

卵鶏では、強制換羽法に代わる技術として、低エネル

ギー飼料を不断給餌することによる誘導換羽法（以下、

誘導換羽法）が検討され、強制換羽法と同様の効果が

あることが示されている 。一方、石川ら は、様５－７） ８）

々な市販銘柄鶏を用いて絶食処理を行ったところ、反

応が様々で、各銘柄に合った処理方法が必要であると

述べている。また、山本ら は、名古屋種は、体重が３）

成鶏で約2500g と他の採卵鶏より500gから800g重く、９）

体重減少率が15%となる絶食では無処理と同程度で効果

が確認できなかったと報告している。これらのことか

ら名古屋種は市販の採卵鶏と異なり、換羽飼料を不断

給餌する今までの方法では効果がないことが考えられ

る。そこで、名古屋種にふすま主体の換羽飼料を不断

給餌した場合及びその量を制限給餌した場合のその後

の産卵成績や卵質に及ぼす効果について検討した。

材料及び方法

１ 供試鶏及び飼養方法

試験は2006年7月24日餌付けの卵用名古屋種384羽を

用いた。開放鶏舎でひな2段ケージ（間口225mm×奥行

390mm）で2羽飼い、16時間照明、ニップル不断給水に

より飼養した。成鶏期試験開始までは当場の慣行法に

より飼育した。

２ 試験区分及び試験期間

試験区分を表１に示した。成鶏用飼料を不断給餌す

る無処理区を対照として、絶食区は従来の強制換羽を

行う区で、体重を25%減少させるまで絶食を行った。ふ

すま主体の換羽飼料（以下、換羽飼料）を21日間不断

給餌した不断給餌区、換羽飼料の給与量の1日1羽当た

りそれぞれ90g、60g、30gと制限給餌した3区を設けた。

試験期間は53週齢（2007年7月31日）から90週齢（2008

年4月16日）とし、処理期間は53週齢時点から開始し56

週齢時点までの21日間実施した。

３ 供試飼料

成鶏用飼料は市販のものを用いた（CP18%、ME2,870

kcal/kg）。また、換羽飼料は、ふすま主体の飼料で、

ビタミン、ミネラルについては日本飼養標準（CP14%、

ME1,750kcal/kg）を満たすよう添加した。その配合割

合は、ふすま（CP14.3%、ME1,792kcal/kg）90.95%、炭

酸カルシウム8.0%、第三リン酸カルシウム0.7%、食塩0.25%、

プレミックス0.1%とした。

いずれの区も処理後は成鶏用飼料を不断給餌した。

なお、無処理区と不断給餌区を除く区は、処理終了後1

日目は1日1羽当たり30g、2日目は60g、3日目から不断

給餌とした。

４ 調査項目

休産の度合い、産卵成績、卵質について調査した。

(1) 休産の度合い

処理中の体重減少率（処理中の最も体重の減少した

表１ 試験区分

区 分 処理方法 供試羽数

無処理区 成鶏用飼料を不断給餌 32羽×2反復

絶食区 体重25%減まで絶食 同上

不断給餌区 ふすま主体飼料を21日間不断給餌 同上

90ｇ区 ふすま主体飼料を90ｇ/日・羽、21日間給与 同上

60ｇ区 ふすま主体飼料を60ｇ/日・羽、21日間給与 同上

30ｇ区 ふすま主体飼料を30ｇ/日・羽、21日間給与 同上

注）ふすま主体飼料：ふすま90.95%、炭酸カルシウム8%、第三リン酸カルシウム0.7%、食塩0.25%、

ビタミンプレミックス0.1%（CP14.3%、ME1,792kcal/kg、Ca3.41%、NPP0.34%）

安藤ら：卵用名古屋種におけるふすま主体の換羽飼料給与がその後の産卵性、卵質に及ぼす影響
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時点での体重減少量を、処理前の体重で割った数値で

示した。)、生存率、休産の有無に加え、処理開始後14

日目に各区4羽を解体し、生殖器（卵巣重量、卵管長・

重量）及び消化器（筋胃の重量・直径・幅）を測定し

た。また、換羽状況を把握するために、処理開始後18日

目に主翼の抜け方を目視により調査した。

(2) 産卵成績

産卵率、卵重、日産卵量、飼料摂取量、飼料要求率、

生存率を調査した。飼料摂取量は処理期間中の毎日、

産卵率、生存率は試験期間中の毎日記録した。飼料要

求率は4週毎にまとめた。

(3) 卵質

卵重、卵黄色、ハウユニット、卵殻重、卵殻厚、卵

殻強度、卵殻色を調査した。卵黄色はロッシカラーフ

ァンにより目視により判定した。ハウユニットはEggマ

ルチテスタEMT-5000（ロボットメーション・東北リズ

ム社製）を用いた。卵殻色は色差計（日本電色製TC-8600

A）を用い、卵の鈍端部でL値、a値、b値を測定した。

卵殻強度はハーディングテスター（インテスコ社製）

を用い、卵の赤道部を加圧して測定した。

卵質項目は4週毎に1回1日分の鶏卵を測定した。また、

中村ら の報告に基づき、名古屋種の卵殻色の特徴で10）

あるさくら色の指標となるb/a値を算出した。

(4) 経済性

経済性は、飼料消費量から飼料代を算出し、総産卵

量で割った生産単価を算出した。

５ 統計処理

一元配置法による分散分析で行い、差の検定はStudent

-Newman-Keuls test(SNK)の分析方法を用いて検定した。

試験結果

１ 処理期間中の成績

(1) 飼料摂取量

処理中の飼料摂取量の推移を図１に示した。処理後2

日間の平均飼料摂取量は無処理区の116gに対し、不断

給餌区は73gと少なかったが、換羽飼料の摂取に慣れる

に従って徐々に増加し、6日目以降は無処理区より多く、

平均110g前後で推移した。絶食区は17日目に目標体重

に達したため、18日目から成鶏用飼料を30g、19日目に

60g給与し、20日目から不断給餌を開始し103gを摂取し

た。また、90g区は、処理開始後1日目は74g、2日目は7

8g、3日目は80g、4日目から90g全量を摂取した。なお、

60g区、30g区は処理開始日から全量を摂取した。

(2) 体重減少率、生存率

体重減少率と処理終了時の生存率を表２に、また、

処理中と処理終了直後の体重の推移を図２に示した。

絶食区の体重減少率が25.8%であったのに対し、換羽飼

料を給与した区の体重減少率は飼料摂取量と反対に5.2

%～ 15.9%となり、不断給餌区が5.2%で、最も大きかっ

たのは30g区の15.9%であった。体重は処理終了後10日

で処理前体重の99%以上に回復したが、制限の厳しい絶

食区は92.4%、30g区は95.4%と回復が遅れる傾向にあっ

た。生存率は30g区及び90g区で100%で試験区間に差異

はみられなかった。

(3) 生殖器、消化器の状態

生殖器・消化器の測定値を表３に示した。処理開始

後14日目の卵巣重量、卵管長・重量は、休産した絶食

区と30g区で卵管の萎縮が認められ、休産しなかった60g

区でも卵管重量が低下した。しかし、いずれの区も消

化器官に萎縮は認められなかった。

図１ 処理中の飼料摂取量 図２ 処理中と直後の体重推移
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表２ 処理中と処理後の休産の状況

体重 生存率 休産期間 50%再産卵 平均卵重(g)

区 分 減少率 （処理終了時） (処理後 （処理後 0～7 8～14 15～21日

(%) (%) 日数） 日数）

無処理区 － 90.0 － － 56.3 56.3 55.8

絶食区 25.8 96.7 29(5～33) 50 52.6 － －

不断給餌区 5.2 96.7 － 29 52.7 53.2 52.6

90ｇ区 8.5 100 － 35 53.1 53.3 52.8

60ｇ区 11.4 96.7 － 37 52.1 50.0 49.3

30ｇ区 15.9 100 24(7～30) 51 52.6 － －

注）絶食区の絶食日数は17日

表３ 生殖器、消化器の測定値（処理後14日目）

生殖器 消化器

体重減少率 卵巣重量 卵管長 卵管重量 筋胃重量 筋胃直径 筋胃幅

(%) (g) (mm) (g) (g) (mm) (mm)

無処理区 － 8.3 57.1 30.5 36.5 50.3 19.7

絶食区 19.8 3.1 19.6 3.3 40.8 51.3 24.7

不断給餌区 3.7 9.0 49.1 28.0 44.2 56.1 25.0

90ｇ区 7.1 5.6 45.4 22.6 37.7 52.4 24.0

60ｇ区 8.5 4.5 24.3 4.9 39.9 50.0 26.9

30ｇ区 15.2 3.2 20.6 3.3 36.7 49.0 22.8

注）供試羽数のうち各区4羽を処理14日目に解体し、生殖器・消化器の重量を測定した

無処理区 絶食区 不断給餌区

90ｇ区 60ｇ区 30ｇ区

図３ 処理中（18日目）の主翼の写真

(4) 主翼の状態

処理開始後18日目の主翼の写真を図３に示した。

他の4区に比べ、絶食区と30g区で主翼の抜け方が大

きいと確認されたが、白色レグホーン種の強制換羽技

術で確認されるような主翼の完全な脱離はみられなか

った。

(5) 休産の度合い、再産卵状況

処理中と処理後の休産状況を表２に示した。絶食区

は処理開始後5日目に、次いで30g区が7日目に休産し、

休産期間は30g区で処理後30日、絶食区で33日であった。

安藤ら：卵用名古屋種におけるふすま主体の換羽飼料給与がその後の産卵性、卵質に及ぼす影響
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また、処理開始から50%再産卵までの日数は、不断給餌

区が最も早く、絶食区と30g区が50～51日と最も遅くな

った。また、処理中の卵重は、いずれの区も無処理区

より小さくなる傾向が認められた。

２ 産卵成績

試験期間全体の産卵成績（産卵率、卵重、飼料要求

率、生存率）を表４に、卵重の推移を表５に、ヘンデ

ィ産卵率の推移を図４に示した。

(1) 産卵率

絶食区と換羽飼料の制限給餌区が不断給餌区及び無

処理区に比べて高くなる傾向がみられ、再産卵開始直

後は顕著であったものの、試験期間全体の産卵率に有

意差は認められなかった。

表４ 産卵成績（53～90週）

ヘンディ 卵重 日産卵量 飼料摂取量 飼料要求率 生存率

産卵率(%) (g) (g/羽) (g/羽・日) (%)

無処理区 52.1 59.2 31.6 110.8 3.55 86.7

絶食区 52.3 58.7 29.7 103.5 3.52 93.3

不断給餌区 50.8 58.9 30.5 113.5 3.73 83.3

90ｇ区 52.1 58.3 30.9 112.2 3.65 86.7

60ｇ区 49.6 58.4 29.5 106.9 3.64 93.3

30ｇ区 51.3 59.0 29.4 104.2 3.54 95.0

表５ 卵重の推移

週齢（週） 58 60 64 68 72 76 80 84 88 90
ａ ａｂ ａ無処理区 56.40 57.07 58.85 59.76 60.26 61.25 61.63 61.49 61.39 61.84
ｂ ｂ ｂ絶食区 53.13 56.31 58.82 59.47 59.85 60.90 60.31 60.74 60.83 59.78
ａ ａ ａｂ不断給餌区 56.57 57.48 58.23 59.25 60.25 61.58 59.96 62.93 61.79 61.27
ａｂ ｂ ａｂ90ｇ区 55.05 56.06 57.56 59.68 59.66 61.42 59.96 60.25 61.13 59.89
ａ ｂ ａｂ60ｇ区 56.36 57.27 58.20 59.22 59.56 62.36 61.10 60.18 60.42 60.28
ａｂ ａｂ ａｂ30ｇ区 54.24 58.14 58.77 59.35 60.07 61.34 59.84 61.01 60.76 60.54

異符号間に5%水準で有意差ありａ，ｂ

図４ ヘンディ産卵率
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(2) 卵重

卵重に差は認められなかった。休産した絶食区と30g

区は、再産卵開始直後の58週齢時は小さかったが、60

週齢には回復し、各区とも加齢とともに卵重が増加す

る傾向が認められた。

(3) 飼料要求率

飼料要求率は30g区及び絶食区が無処理区と同等での

成績で、60g区、90g区及び不断給餌区は無処理区より

劣る傾向にあった。処理終了後の56週齢から90週齢ま

ででは、30g区と絶食区が最も優れ、処理中の成績低下

分を取り戻した。

(4) 生存率

生存率は一定の傾向が認められなかった。

３ 卵質

(1) 卵黄色

卵黄色の推移（図５）では、換羽飼料給与区では処

理開始後4以下となり、処理終了後約1週間で無処理区

と同じに戻った。

(2) ハウユニット

ハウユニット（表６）は、絶食区と換羽飼料の制限

給餌区が不断給餌区及び無処理区に比べ高くなる傾向

図５ 処理中と直後の卵黄色の推移

表６ ハウユニットの推移

週齢（週） 58 60 64 68 72 76 80 84 88 全期間平均

無処理区 81.0 84.3 80.9 79.6 77.5 78.9 78.2 78.5 79.1 79.8ｃ ｂ ｂ ｂ ａｂ

絶食区 83.4 86.6 81.4 84.6 79.5 81.2 78.7 78.1 78.9 81.4ｃ ａ ａｂ ａｂ ｂ

不断給餌区 83.2 84.8 82.8 82.9 79.7 80.9 80.5 79.7 78.8 81.5ａｂ ａ ａｂ ａｂ ａｂ

90ｇ区 84.8 87.9 82.3 81.9 79.7 79.6 79.1 81.8 78.8 81.8ｂｃ ａｂ ａｂ ａｂ ａ

60ｇ区 81.3 85.7 85.8 83.6 77.8 81.4 81.7 82.0 81.9 82.4ａｂ ａ ａｂ ａ ａ

30ｇ区 83.9 86.9 86.0 83.3 81.0 81.8 80.7 81.9 81.5 83.0ａ ａ ａ ａｂ ａ

異符号間に5%水準で有意差ありａ，ｂ

表７ 卵殻強度（kg/cm ）の推移２

週齢（週） 58 60 64 68 72 76 80 84 88 全期間平均

無処理区 3.34 3.32 3.34 3.57 3.66 3.51 3.59 3.78 3.35 3.50ｂｃ ｃ ｂ ａｂ ａｂ ａｂ ｂ

絶食区 3.22 3.68 3.74 3.68 3.74 3.84 3.91 3.51 3.62 3.66ａ ａｂ ａｂ ａｂ ａ ａ ａｂ

不断給餌区 3.28 3.22 3.44 3.51 3.41 3.48 3.57 3.58 3.30 3.47ｃ ｃ ｂ ｂ ｂ ｂ ｂ

90ｇ区 3.53 3.50 3.86 3.68 3.88 3.78 3.76 3.58 3.81 3.71ａｂｃ ａ ａｂ ａ ａｂ ａｂ ａ

60ｇ区 3.24 3.60 3.56 3.83 3.67 3.65 3.75 3.74 3.56 3.62ａｂ ｂｃ ａ ａｂ ａｂ ａｂ ａｂ

30ｇ区 3.30 3.66 3.74 3.85 3.59 3.72 3.63 3.62 3.57 3.63ａ ａｂ ａ ａｂ ａｂ ａｂ ａｂ

異符号間に5%水準で有意差ありａ－ｃ

表８ 卵殻色（L値）の推移

週齢（週） 58 60 64 68 72 76 80 84 88 全期間平均

無処理区 63.15 64.32 63.13 63.91 62.68 62.92 63.62 61.60 62.24 63.80ｃ ｂ ｂ ｂ ｂ

絶食区 65.49 64.20 62.80 63.58 63.36 64.70 64.19 63.87 64.51 64.08ｂｃ ａｂ ａｂ ａｂ ａ

不断給餌区 64.92 65.74 63.28 65.04 65.13 64.50 64.48 63.00 64.56 64.52ａｂ ａｂ ａｂ ａｂ ａ

90ｇ区 65.48 65.55 64.09 65.17 65.51 65.40 65.98 64.54 64.53 65.14ａ ａ ａ ａ ａ

60ｇ区 64.72 64.71 63.90 63.97 64.21 64.10 63.82 62.50 64.64 64.06ａｂｃ ａｂ ａｂ ａｂ ａ

30ｇ区 65.72 64.49 61.66 63.64 65.84 63.39 64.02 64.37 65.48 64.29ａ ａｂ ａｂ ａ ａ

異符号間に5%水準で有意差ありａ－ｃ
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表９ 卵殻色（b/a値）の推移

週齢（週） 58 60 64 68 72 76 80 84 88 全期間平均

無処理区 0.818 0.821 0.847 0.821 0.802 0.920 0.873 0.928 0.930 0.862ａｂ ａｂ ａ ａｂ ａｂ ａ

絶食区 0.899 0.747 0.748 0.720 0.759 0.832 0.840 0.893 0.918 0.817ａ ｂ ｂ ｃ ｂｃ ａｂ

不断給餌区 0.836 0.856 0.815 0.852 0.782 0.929 0.883 0.934 0.962 0.872ａｂ ａ ａｂ ａ ａ ａ

90ｇ区 0.755 0.774 0.775 0.736 0.719 0.793 0.774 0.883 0.877 0.787ｂ ａｂ ａｂ ｃ ｃ ｂ

60ｇ区 0.809 0.787 0.815 0.766 0.804 0.838 0.799 0.896 0.892 0.823ａｂ ａｂ ａｂ ｂｃ ａｂｃ ａｂ

30ｇ区 0.867 0.746 0.753 0.755 0.772 0.879 0.800 0.937 0.935 0.827ａｂ ｂ ｂ ｂｃ ａｂｃ ａｂ

異符号間に5%水準で有意差ありａ－ｃ

にあり、その傾向は処理終了直後、再産卵開始直後ほ

ど顕著であり、64、68週齢では、制限給餌の度合いの

強い30g区及び60g区が無処理区に対し有意差（P<0.05)

が認められ、制限度合いを強くするほど顕著であった。

(3) 卵殻強度

卵殻強度（表７）では、処理終了後、再産卵開始直

後の60週齢から68週齢までで、絶食区と換羽飼料の制

限給餌区が無処理区及び不断給餌区に比べ高くなる傾

向にあり、64週齢では30g区が無処理区に対し有意差

(P<0.05)が認められ、制限度合いを強くするほど顕著

であった。

(4) 卵殻色

卵殻色は、L値（表８）では、換羽飼料の給餌区が無

処理区より高くなる傾向にあった。また、b/a値（表

９）では、絶食区と換羽飼料の制限給餌区が無処理区

と不断給餌区より小さくなる傾向であり、その傾向は

再産卵開始直後ほど小さく、赤みの強い鮮やかなさく

ら色を呈していた。

(5) その他の卵質項目

処理後の卵黄色、卵殻重及び卵殻厚では各区間に有

意差はなく、顕著な効果は認められなかった（表10）。

４ 経済性

経済性の検討として、飼料代と総産卵量から算出し

た生産単価を表11に示した。生産単価は絶食区と30g区

が最も低くなった。

考 察

強制換羽法に代わる絶食を伴わない技術として、低

エネルギー飼料を不断給餌することによる誘導換羽法

が検討され、強制換羽法と同様の効果があることが一

般の採卵鶏で示されている が、市販の採卵鶏でも５-７）

銘柄により反応が様々であること や、名古屋種が一８）

般の採卵鶏よりも体重が重く 、体重減少率が15%とな９）

る絶食では無処理と同程度で効果が確認できなかった

ことから、名古屋種では換羽飼料を不断給餌するこ３）

とは効果が小さいと考え、ふすま主体の換羽飼料を制

限給餌し、不断給餌した場合と従来の強制換羽法と比

較することにより、その後の反応と産卵性、卵質改善

効果を検討した。検討に当たっては、休産の度合い、

産卵成績、卵質の3つの視点から反応の大きさを調査し、

効果を判断した。

表10 卵黄色、卵殻重、卵殻厚（58 90週）~
卵黄色 卵殻重（g） 卵殻厚（×1/100mm）

無処理区 12.6 5.33 35.6

絶食区 12.8 5.29 35.8

不断給餌区 12.7 5.31 35.6

90ｇ区 12.6 5.40 36.4

60ｇ区 12.5 5.41 36.1

30ｇ区 12.6 5.36 35.9

表11 経済性（53～90週）

飼料消費量(kg) 飼料代（円） 総産卵量 生産単価

換羽飼料 成鶏用飼料 換羽飼料 成鶏用飼料 合計 （kg） （円/kg）

無処理区 0 1,615 0 67,598 67,598 449 151

絶食区 0 1,537 0 64,319 64,319 453 142

不断給餌区 139 1,477 3,594 61,830 65,425 427 153

90ｇ区 113 1,552 2,925 64,970 67,896 455 149

60ｇ区 77 1,519 1,998 63,578 65,577 438 150

30ｇ区 39 1,569 1,014 65,670 66,684 466 143

注）飼料代は換羽飼料（ふすま単体とみなした）単価25.8円/kg、成鶏用飼料単価41.9円/kgで計算した
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第1の項目として、休産の度合いについては、体重減

少率、生存率、休産期間、50%再産卵日数、卵重に加え

て、生殖器と消化器及び主翼の状態を調査した。換羽

飼料を給与した区の体重減少率は5.2%～15.9%で絶食区

に比べ少なかったが、休産した30g区は、絶食区と同様

に、休産しなかった区に比べて体重の回復が遅れる傾

向にあった。しかし生存率に差はなく、処理中の制限

給餌が個体に及ぼす影響は認められなかった。処理中

に休産をした区は絶食区と30g区であったが、ともに卵

巣・卵管に萎縮が認められ、処理後50%再産卵までの日

数も50日を要し最も長い日数を要した。逆に50%再産卵

以降の産卵率では、休産した2区は他区を顕著に上回っ

て推移し、産卵成績の改善効果が認められた。さらに、

処理18日目の調査では、主翼の抜け方は、休産した絶

食区と30g区は多く、卵巣・卵管の生殖器の萎縮との関

連も合わせて、個体全体での反応の度合いの大きさが

推測されたが、白色レグホーン種等の一般の採卵鶏の

強制換羽法に見られるような羽毛の完全な脱離までは

認められなかった。この理由として、名古屋種は、卵

肉兼用種 で皮下脂肪に富んでおり、絶食区の生存率８）

が93.3%と、絶食に対して耐久力のある体質や、試験の

実施時期が夏季で体重の減少が小さく反応の鈍い時期

でもあり、実施した季節も影響しているものではない

かと考えられた。

第2の項目として、産卵成績では、産卵率、卵重、飼

料要求率、生存率を調査した。産卵率は、50%再産卵以

降では、絶食区と換羽飼料の制限給餌区で無処理区及

び不断給餌区より顕著に高く推移し、飼料要求率でも

処理終了以降で、30g区と絶食区が最も優れ、試験期間

全期を通して30g区及び絶食区が無処理区と同等の成績

になり、90週齢まで飼養により処理中の成績低下を取

り戻すことができると考えられた。これは、白色レグ

ホーン種で実施した箕浦ら の報告と同じように、強５）

制換羽法、誘導換羽法ともに産卵型を変更するもので、

試験期間全期の産卵率や飼料要求率に差は見られず、

同様の傾向が見られた。卵重は、休産した絶食区と30g

区が再産卵開始直後で小さくなったが60週齢では回復

し、加齢とともに増加した。名古屋種の卵は、一般の

採卵鶏の鶏卵に比べ小さい傾向 があり、生産者から９）

も卵重の増加求められているが、誘導換羽技術の導入

による長期飼育により卵重が増し、付加価値は増加す

るものと考えられる。また、生存率に差はなく、制限

給餌の影響は認められなかった。

第3の項目として、卵質は、ハウユニットと卵殻強度

で絶食区と換羽飼料の制限給餌区で無処理区及び不断

給餌区より高くなり、その傾向は制限度合いの強い区
５）ほど、また再産卵開始直後ほど顕著であった。箕浦ら

は、白色レグホーン種で換羽飼料を14日間不断給餌す

ることにより、ハウユニットと卵殻強度の改善効果を

確認したが、名古屋種では不断給餌では反応が鈍く改

善効果は認められなかった。また、名古屋種の絶食処

理による卵殻強度の上昇については、白色レグホーン

種等一般の採卵鶏と同様の効果を山本ら が認めてお３）

り、換羽飼料の給与においても、制限給餌で、また制

限の度合いが強いほど絶食処理に近い効果を得ること

ができると考えられた。また、卵殻色では、明るさの

指標であるL値で、換羽飼料の制限給餌区が無処理区よ

り高くなる傾向が認められたが、これは、換羽飼料の

制限給餌が、絶食により卵殻表面に白い沈着物が増加

することによりL値が増加すると推察する山本ら の報３）

10）告と同じ要因であるものと思われた。また、中村ら

は、名古屋種の卵殻色の特徴であるさくら色の指標と

なるb/a値では、値が小さいほど赤みが強くなり、さくら

色の色合いに重要であると報告しているが、絶食区と

換羽飼料の制限給餌区が無処理区と不断給餌区より小

さくなる傾向が認められ、赤みの強い鮮やかなさくら

色を呈しており、消費者に好まれるより付加価値の高

い鶏卵として有利販売に貢献できるものと期待された。

これは、赤玉鶏においても絶食により赤みの指標であ

るa値が増加し卵殻色に改善効果の認められた大口らの

報告 とも一致した。２）

なお、処理中に休産しなかった無処理区、不断給餌

区、90g区、60g区の中では、給与量の少ない60g区で卵

重が最も小さく推移し、不断給餌区でも無処理区より

約4g小さく推移し、低エネルギー飼料の影響が認めら

れるとともに、卵黄色ではどの区もふすまを主体とし

た換羽飼料の影響により4を下回り、処理終了直後から

約1週間で無処理区と同じまで急速に回復するとはいえ、

消費者の好む黄色みに欠け、商品価値が下がるため、

処理中と処理終了直後の生産卵の出荷については、卵

黄色を補う飼料の添加の他、利用可能な用途を考える

必要がある。

経済性の検討では、飼料代と総産卵量の算出による

生産単価を算出した結果、絶食区と30g区が最もコスト

が低く、90週齢まで飼育することにより休産期間の損

失を回復でき、上述した長期飼育による卵重増加や卵

殻色のさくら色の改善といった付加価値とあわせて名

古屋種の卵の生産拡大に貢献できるものと期待される。

以上を総括して、産卵成績、卵質の改善効果を休産

との関連で考えると、産卵成績での処理後の産卵率及

び飼料要求率の2項目、卵質でのハウユニット、卵殻強

度及び卵殻色の3項目で、絶食区及び換羽飼料の制限給

餌区が、再産卵開始直後ほど、また制限度合いの強い

区ほど、無処理区と不断給餌区より優れ、特に30g区は

絶食区と同等の効果を示したことについては、休産し

たこと、生殖器が萎縮したこと、主翼の脱け方が多か

ったこと、体重の回復に時間を要したこと、これらの

個体全体の反応の大きさと密接に関連しているものと

推察された。

以上の結果より、名古屋種で夏季に換羽飼料を用い



161

て誘導換羽を実施する場合には不断給餌では効果がな

く、強制換羽と同等の産卵性及び卵質の改善効果を得

るためには飼料を制限する必要があり、その方法とし

ては1日1羽当たり30gを21日間制限給餌する方法が最も

優れることが示された。

しかしながら、今後の課題として、他の季節、特に

体重減少量の大きい冬季での実施と検証が必要である

ことや、動物福祉の視点から考慮すると飽食可能で嗜

好性の良い飼料給与が望ましいこと、生産現場での手

間からは、不断給餌でもエネルギー摂取の制限が可能

な低エネルギー換羽飼料の探索や給餌方法の開発、ま

た、ふすまは固まりやすい性質のため、給餌パイプラ

インを通すことが困難であり、詰まることなく対応で

きるよう流動性を確保する方法の開発、また、個体に

かかる負担の軽減の緩和という目的では処理期間の短

縮等、解決すべき課題はまだ多く、生産現場での実用

化に向けてさらなる工夫と改善を要するものと考えら

れた。
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