
粉砕もみ殻を配合したふすま主体換羽飼料の不断給餌が
その後の産卵成績及び卵質に及ぼす影響

＊ ＊ ＊ ＊＊安藤 学 ・石代正義 ・美濃口直和 ・近藤 一

：粉砕もみ殻を配合したふすま主体換羽飼料の不断給餌による誘導換羽後の産卵成績摘要

及び卵質に及ぼす影響について検討した。60週齢の白色レグホーン５銘柄、計460羽を用

い、換羽飼料を21日間不断給餌し、対照として成鶏用飼料を不断給餌した区を設け100週

齢まで試験を実施した。

１．換羽飼料の不断給餌により、すべての銘柄で休産し、生殖器の萎縮が確認された。

２．産卵率は、休産後すべての銘柄で換羽飼料区が無処理区を上回って推移し、飼料要求

率は、すべての銘柄で換羽飼料区が無処理区より優れる傾向にあった。

３．卵質は、ハウユニット、卵殻強度、卵殻厚とも、すべての銘柄で換羽飼料区が無処理

区を有意に上回って推移した（p<0.05)。

以上のことから、白色レグホーンに60週齢で換羽飼料の不断給餌を21日間行うことによ

り誘導換羽の効果を十分に得ることができ、100週齢まで高い生産性が維持できることが

明らかになった。

：粉砕もみ殻、ふすま主体換羽飼料、不断給餌、誘導換羽キーワード

Effect of Feeding of a Wheat Bran-based Molting Diet Mixed withad libitum
Ground Rice Husk on Post-molt Egg Production and Egg Quality

in White Leghorn Laying Hens

ANDO Manabu, ISHISHIRO Masayoshi, MINOGUCHI Naokazu and KONDO Hajime

The present study was designed to investigate the post-molt egg production andAbstract:
egg quality of White Leghorn laying hens molted by feeding of a wheatad libitum
bran-based molting diet mixed with ground rice husk. A total of 460 White Leghorn
laying hens at 60 weeks of age including 5 commercial chickens were randomly divided
into two groups. In the treatment group, the wheat bran-based molting diet mixed with
ground rice husk was provided for 21 days. In the control group, the hensad libitum
were fed conventional layer diet .In all treatment groups, egg production andad libitum
egg quality were investigated up to 100 weeks of age.
1 All of the 5 commercial chickens in the treatment group showed a pause of egg．

production and regression of the ovary and oviduct by feeding of the moltingad libitum
diet.

2 All commercial chickens of treatment group showed better post-molt egg production．

rates and feed conversion ratios compared with those of the control group.
3 Post-molt egg production and egg qualities (Haugh units, egg shell strength, egg．

shell thickness) were improved by feeding of the molting diet in allad libitum
commercial chickens of the treatment group.
In conclusion, White Leghorn laying hens molted by feeding of the moltingad libitum

diet for 21 days at 60 weeks of age, exhibited effective improvement of the post-molt
laying performance and egg quality. Moreover, it was confirmed that such high
productivity in the treatment group was maintained up to 100 weeks of age.

，Keywords: Ground rice husk, Wheat bran-based molting diet, feedingAd libitum
Induced molting
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緒 言

採卵鶏は加齢とともに産卵成績と卵質が低下する。

その対策として 採卵鶏農家は 産卵後期に入る前 概、 、 （

ね60週齢）に、絶食によりいったん休産させ、その後

。 、の産卵成績と卵質を改善させている これを一般的に

（ 、 ） 。絶食による誘導換羽法 以下 絶食法 と呼んでいる１）

この絶食法は、24時間以上の絶食を推奨しないアニマ

ルウェルフェアの考え方 に沿っておらず、死亡の危２）

険性が大きい管理法である。そのため、絶食法に代わ

る手法の開発が要望されてきた。

近年、採卵鶏農家では、産卵成績と卵質を改善させ

るために、低カロリー・低タンパクの低エネルギー換

羽飼料を給与しながら休産させる誘導換羽法が普及し

つつある 。１,２）

当場では、原料としてふすまを主体とした換羽飼料

給与による休産誘導が有効であることを明らかにし

た 。また、その飼料を用いる場合、不断給餌よりも３-６）

制限給餌した場合の方が休産誘導効果が高いことも明

らかにした 。しかしながら、アニマルウェルフェア５,６）

の考え方 から、今後は換羽飼料の制限給餌よりも不２）

断給餌による休産誘導の手法が、鶏にとっての負担が

少なく健康的で、生産者にとっては長期飼育の可能性

があり、消費者にとっても受け入れられやすく推奨さ

れるべき方法であると考えられる。

現状では、従来の箕浦ら のふすま主体換羽飼料の４）

不断給餌ではわずかに産卵を誘発するため、換羽飼料

の不断給餌による休産誘導の効果を確実に得るには、

さらに低エネルギー飼料に改善する必要があるが、ま

だ十分に検討されていない。

そこで、一般に採卵鶏農家で飼育されている白色レ

グホーン５銘柄を用い、産卵後期に入る前に、従来の

箕浦ら のふすま主体換羽飼料のふすまの一部を粉砕４）

もみ殻に代替することにより、さらにエネルギーを低

。くした換羽飼料の不断給餌による休産誘導を実施した

そして、これを換羽処理を実施しない鶏群と比較する

ことにより、休産状況と休産後の産卵成績及び卵質に

及ぼす改善効果を調査し、長期飼育の可能性を検証し

た。

材料及び方法

１ 供試鶏及び飼養方法

試験は2008年７月23日餌付けの白色レグホーン460羽

（ 、 、 、 、 、 ） 。市販５銘柄Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 各92羽 を用いた

開放鶏舎でひな２段ケージ（間口225㎜×奥行390㎜）

で２羽飼い、ニップル不断給水により飼養した。点灯

は16時間照明として、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。試験区は、60週齢から換

羽飼料を21日間不断給餌した（以下、換羽飼料区 。対）

、 （ 、照として 成鶏用飼料を不断給餌する無処理区 以下

無処理区）を設けた。試験期間は換羽飼料の給与を開

始した60週齢（2009年９月15日）から100週齢（2010年

６月22日）までとした。

なお、換羽飼料の給与日数の設定に当たっては、箕

浦ら が不断給餌で最適と認めた19日間について、試４）

験開始から週単位で産卵成績を把握しやすくするため

に、若干２日間延長し、21日間とした。

３ 供試飼料

試験に供試した換羽飼料は、箕浦ら のふすま主体４）

飼料（ME 1,917kcal／㎏)中のふすま(ME 1,970kcal／

㎏)の30％を粉砕もみ殻（ME 386kcal／㎏)に代替した

飼料（CP 11.2％、ME 1,453kcal／㎏）で、ビタミン、

ミネラルについては日本飼養標準を満たすよう添加し

た。その配合割合は、ふすま68.0％、粉砕もみ殻29.2

％、粒状炭酸カルシウム1.75％、第３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％と

した。また、本試験で用いた成鶏用飼料は市販のもの

を用いた（CP 18％、ME 2,870 kcal／㎏ 。）

なお、換羽飼料区では、換羽飼料の給与終了後に成

鶏用飼料を不断給餌した。

４ 調査項目

換羽飼料給与中及び終了後の鶏の休産状況、産卵成

績、卵質及び経済性について調査した。

(1) 換羽飼料給与中及び終了後の鶏の休産状況

飼料摂取量、体重減少率（各試験区の換羽飼料給与

中に測定した最大の体重減少量を給与開始前の体重で

除した数値で示した 、体重増減率（開始時体重を100。）

％とした体重の変化 、産卵停止期間、50％再産卵日。）

数、生存率を調査した。飼料摂取量は、換羽飼料を終

了する21日まで３日毎に測定し、換羽飼料終了後７日

。 。目にも測定した 体重は試験開始48日目まで調査した

生存率は試験終了時まで毎日調査した。

また、換羽飼料給与の実施前日、実施中（10日目 、）

終了前日（20日目）の生殖器（卵巣、卵管）及び消化

器（筋胃）の重量を測定した。

(2) 産卵成績

ヘンディ産卵率、卵重、日産卵量、総産卵量、飼料

摂取量、飼料要求率を調査した。ヘンディ産卵率は、

試験期間中の毎日記録した。卵重、日産卵量、総産卵

量、飼料摂取量、飼料要求率は、４週毎に測定した。

(3) 卵質

ハウユニット、卵殻厚、卵殻強度を調査した。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。卵殻厚は、卵殻

厚さ計（富士平工業株式会社製）を用いた。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、再産卵後の68週齢から８週毎に各銘柄

の各試験区分について40個の鶏卵を測定した。
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(4) 経済性

経済性では、飼料消費量に飼料単価を乗じて飼料代

を算出し、総産卵量で除することにより、鶏卵１㎏を

生産するのに要する飼料費を求めた。飼料単価は、当

場で使用している飼料の2009年度平均価格を用いた。

５ 統計処理

産卵成績、卵質の項目について、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５％水準を有意とした。

また、生存率については、カイ二乗検定により有意差

を求めた。

表１ 試験区分

区 分 処理方法 供試羽数 生殖器・消化器測定羽数※

無処理区 成鶏用飼料を不断給餌 18 羽×２反復×５銘柄 ４羽×５銘柄×２回

換羽飼料区 換羽飼料を21日間不断給餌 18 羽×２反復×５銘柄 ４羽×５銘柄×２回

※実施前に各試験区５銘柄×４羽測定

試験結果

１ 換羽飼料給与中及び終了後の鶏の休産状況

(1) 飼料摂取量

。 、飼料摂取量の推移を図１に示した 換羽飼料区では

各銘柄ともに日数が進むにつれて増加し、銘柄Ｃが最

も多く、銘柄Ａが最も少なく推移した。

(2) 体重減少率、体重増減率、産卵停止期間、50％

再産卵日数

体重減少率、産卵停止期間、50％再産卵日数を表２

に、体重増減率を図２に、ヘンディ産卵率の推移を図

３に示した。

体重減少率は、銘柄Ｂが21.1％と最も大きく、銘柄

Ｃが16.0％と最も小さかった。

体重増減率では、各試験区とも、換羽飼料の摂取量

が増えるにつれ、体重減少の度合いは小さくなった。

銘柄Ａ、Ｃ、Ｅで産卵が停止し、停止期間は銘柄Ｅ

が12日と最も長く、Ｃが１日と短かった。また、銘柄

ＢとＤは産卵が停止しなかったが、最低産卵率は３％

以下まで低下した。

50％再産卵日数は、産卵が最も長く停止した銘柄Ｅ

が33日と最も遅く、産卵の停止しなかったＤが25日と

最も早かった。

(3) 生存率

生存率を表３に示した。換羽飼料終了時及び試験終

了時ともに、各銘柄とも、試験区の間で有意差は認め

られなかった。

(4) 生殖器及び消化器の重量

生殖器（卵巣、卵管）及び消化器（筋胃）の重量の

推移を表４に示した。

卵巣重量、卵管重量ともに、換羽飼料給与中（10日

目）は、すべての銘柄とも換羽飼料区が無処理区より

有意に軽かった。換羽飼料終了前日（20日目）では、

換羽飼料区で銘柄Ｅが10日目よりも軽くなったが、そ

の他の銘柄は重くなった。

筋胃の重量は、換羽飼料給与中（10日目）では、換

羽飼料区が無処理区より重く、銘柄Ｂ、Ｃ、Ｅで有意

差が認められた。換羽飼料終了前日（20日目）も換羽

飼料区が無処理区より重く、銘柄Ｂ、Ｃで有意差が認

められた。

図１ 飼料摂取量の推移
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表２ 換羽飼料給与中及び終了後の鶏の休産状況（換羽飼料区）

銘柄 開始時 体重減少 産卵停止期間 50％再産卵日数

体重(㎏) 率（％） (処理後日数） (処理後日数）

Ａ 1.66 18.5 6日（5～10日目) 31

Ｂ 1.81 21.1 0日：最低2.3％（8日目) 28

Ｃ 1.82 16.0 1日(13日目） 26

Ｄ 1.76 18.1 0日：最低2.8%(11日目) 25

Ｅ 1.80 15.2 12日(8～19日目） 33

図２ 換羽飼料給与中及び終了後の体重増減率

図３ 換羽飼料給与中及び終了後のヘンディ産卵率の推移
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表３ 生存率（％）

銘柄 試験区分 63週 68週 76週 84週 92週 100週

Ａ 無処理 100 100 100 100 97.3 97.3

Ａ 換羽飼料 100 97.3 94.6 94.6 94.6 91.9
Ｂ 無処理 94.3 91.4 91.4 85.7 85.7 85.7

Ｂ 換羽飼料 94.6 91.9 91.9 91.9 89.2 89.2

Ｃ 無処理 97.1 97.1 97.1 97.1 94.3 85.7

Ｃ 換羽飼料 100 100 97.1 97.1 91.2 88.2

Ｄ 無処理 94.3 94.3 94.3 94.3 94.3 91.4

Ｄ 換羽飼料 100 100 96.9 96.9 93.8 90.6
Ｅ 無処理 100 100 97.1 94.3 94.3 94.3

Ｅ 換羽飼料 100 100 100 100 100 100

※同列、同銘柄において試験区分の間に有意差なし

表４ 生殖器（卵巣、卵管）及び消化器（筋胃）重量の推移

卵巣重量（g） 卵管重量（g） 筋胃重量（g）

銘柄 試験区分 実施前 実施中 終了前日 実施前 実施中 終了前日 実施前 実施中 終了前日
-1日目 10日目 20日目 -1日目 10日目 20日目 -1日目 10日目 20日目

Ａ 無処理 48.3 44.7 47.9 79.9 78.1 74.5 28.0 28.1 29.4ａ ａ ａ

Ａ 換羽飼料 － 14.6 27.8 － 23.1 53.0 － 42.3 42.7ｂ ｂ ｂ

ａ ａ ａ ａ ｂ ｂＢ 無処理 45.8 49.6 51.0 78.7 98.5 73.5 31.5 30.1 28.2
ｂ ｂ ｂ ｂ ａ ａＢ 換羽飼料 － 9.8 21.5 － 16.9 33.4 － 49.4 52.4
ａ ａ ａ ａ ｂ ｂＣ 無処理 47.8 57.8 76.1 81.0 82.4 104.1 31.7 28.4 33.0
ｂ ｂ ｂ ｂ ａ ａＣ 換羽飼料 － 9.0 23.0 － 22.0 49.8 － 47.9 56.1

Ｄ 無処理 50.6 51.5 47.4 88.8 87.4 83.4 28.6 31.6 32.6ａ ａ ａ

Ｄ 換羽飼料 － 10.3 31.1 － 23.2 40.2 － 41.4 40.4ｂ ｂ ｂ

Ｅ 無処理 51.3 48.1 37.1 84.6 103.5 81.8 33.9 34.4 37.7ａ ａ ａ ａ ｂ

Ｅ 換羽飼料 － 7.0 3.7 － 19.5 9.9 － 52.9 56.9ｂ ｂ ｂ ｂ ａ

※同列、同銘柄において異符号間に有意差あり

２ 産卵成績

(1) ヘンディ産卵率

全期間の産卵成績を表５に示した。全期間のヘンデ

ィ産卵率は、各銘柄とも試験区間に差は認められなか

った。また、各銘柄のヘンディ産卵率の推移を図４～

図８に示した。ヘンディ産卵率の推移では、すべての

銘柄で、休産後の産卵率は、換羽飼料区が無処理区を

顕著に上回って推移し、この傾向は、試験終了時まで

持続した。

(2) 卵重、日産卵量、総産卵量

卵重、日産卵量、総産卵量は、各銘柄とも試験区の

間に有意差は認められなかった（表５ 。）

(3) 飼料摂取量

飼料摂取量は、有意差は認められなかったが、すべ

てのの銘柄で換羽飼料区が無処理区より少ない傾向に

あった（表５ 。）

(4) 飼料要求率

飼料要求率は、有意差は認められなかったが、すべ

ての銘柄で換羽飼料区が無処理区より優れる傾向にあ

った（表５ 。）

表５ 産卵成績（60～100週）

銘柄 試験区分 ヘンディ 卵重 日産卵量 総産卵量 飼料摂取量 飼料

産卵率（％） （g） (g／羽） (㎏／羽） （g／羽・日） 要求率

Ａ 無処理 73.9 66.6 48.7 496.1 109.1 2.24

Ａ 換羽飼料 71.9 67.3 48.4 483.1 104.8 2.16

Ｂ 無処理 82.0 65.3 53.6 472.0 123.0 2.30

Ｂ 換羽飼料 84.2 67.0 56.5 540.0 121.0 2.14

Ｃ 無処理 86.8 67.3 58.4 546.8 124.4 2.13

Ｃ 換羽飼料 85.0 67.3 57.1 522.2 121.1 2.12

Ｄ 無処理 79.3 66.1 52.5 482.7 123.0 2.35

Ｄ 換羽飼料 79.4 65.6 52.1 448.1 116.7 2.24

Ｅ 無処理 79.5 64.8 51.5 485.1 116.5 2.26

Ｅ 換羽飼料 77.6 67.1 52.0 514.1 113.2 2.18

※同列、同銘柄において試験区分の間に有意差なし
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図４ ヘンディ産卵率の推移（銘柄Ａ）

図５ ヘンディ産卵率の推移（銘柄Ｂ）

図６ ヘンディ産卵率の推移（銘柄Ｃ）

安藤・石代・美濃口・近藤：粉砕もみ殻を配合したふすま主体換羽飼料の不断給餌が
その後の産卵成績及び卵質に及ぼす影響
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図７ ヘンディ産卵率の推移（銘柄Ｄ）

図８ ヘンディ産卵率の推移（銘柄Ｅ）

３ 卵質

(1) ハウユニット

ハウユニットの推移を表６に示した。すべての銘柄

で換羽飼料区が無処理区を上回って推移し、試験終了

、 。の100週齢までこの傾向が持続し 有意差も認められた

(2) 卵殻厚及び卵殻強度

。卵殻厚及び卵殻強度の推移を表７及び表８に示した

いずれもすべての銘柄で換羽飼料区が無処理区を上回

、 、って推移し 試験終了の100週齢までこの傾向が持続し

有意差も認められた。

表６ ハウユニットの推移

実施前 実施後

銘柄 試験区分 60週 68週 76週 84週 92週 100週
ｂ ｂ ｂ ｂＡ 無処理 86.9 81.4 80.1 78.8 81.3 79.0
ａ ａ ａ ａＡ 換羽飼料 85.6 87.2 84.5 86.1 82.7 85.7

ｂ ｂ ｂＢ 無処理 87.9 84.1 82.3 81.5 84.0 82.3
ａ ａ ａＢ 換羽飼料 87.6 86.6 87.0 84.9 84.8 86.7

Ｃ 無処理 89.9 84.3 81.9 82.4 84.1 83.6ｂ

Ｃ 換羽飼料 90.0 87.3 86.8 84.1 85.8 85.8ａ

Ｄ 無処理 85.1 81.6 83.0 79.9 80.9 78.6ｂ

Ｄ 換羽飼料 82.8 86.0 84.9 81.7 82.8 82.8ａ

Ｅ 無処理 85.7 81.8 82.3 84.4 85.2 83.2ｂ ｂ ｂ

Ｅ 換羽飼料 89.5 86.7 89.2 86.5 88.9 85.7ａ ａ ａ

※同列、同銘柄において異符号間に有意差あり

愛知県農業総合試験場研究報告第42号
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表７ 卵殻厚の推移（1／100㎜）

実施前 実施後

銘柄 試験区分 60週 68週 76週 84週 92週 100週
ｂ ｂ ｂ ｂ ｂＡ 無処理 38.25 38.03 38.60 37.98 37.95 36.15
ａ ａ ａ ａ ａＡ 換羽飼料 39.60 40.56 40.95 39.90 40.43 39.40

Ｂ 無処理 39.25 39.65 39.70 38.73 37.73 38.75ｂ ｂ ｂ ｂ

Ｂ 換羽飼料 38.95 41.83 42.08 41.58 41.00 39.73ａ ａ ａ ａ

ｂ ｂ ｂＣ 無処理 39.15 39.28 40.03 39.90 38.33 38.10
ａ ａ ａＣ 換羽飼料 38.40 41.15 41.23 40.25 39.38 39.60
ｂ ｂ ｂ ｂＤ 無処理 37.90 38.68 39.53 39.45 38.58 37.70
ａ ａ ａ ａＤ 換羽飼料 37.65 40.28 40.80 40.48 40.15 40.05
ｂ ｂ ｂ ｂ ｂＥ 無処理 40.30 41.48 40.25 39.88 39.40 39.10
ａ ａ ａ ａ ａＥ 換羽飼料 41.50 43.28 43.78 42.48 41.18 41.50

※同列、同銘柄において異符号間に有意差あり

表８ 卵殻強度の推移（㎏／㎝ ）２

実施前 実施後

銘柄 試験区分 60週 68週 76週 84週 92週 100週
ｂ ｂ ｂ ｂ ｂＡ 無処理 3.32 3.25 3.46 3.07 3.14 2.80
ａ ａ ａ ａ ａＡ 換羽飼料 3.38 3.94 3.97 3.50 3.46 3.29
ｂ ｂ ｂ ｂ ｂＢ 無処理 3.37 3.76 3.56 3.23 3.03 3.03
ａ ａ ａ ａ ａＢ 換羽飼料 3.43 4.22 4.07 3.77 3.42 3.42
ｂ ｂ ｂ ｂ ｂＣ 無処理 3.36 3.65 3.65 3.28 3.12 3.00
ａ ａ ａ ａ ａＣ 換羽飼料 3.39 4.09 4.00 3.60 3.38 3.29

ｂ ｂＤ 無処理 3.03 3.64 3.49 3.33 3.04 2.85
ａ ａＤ 換羽飼料 3.09 3.84 3.85 3.48 3.40 3.26

ｂ ｂ ｂ ｂ ｂＥ 無処理 3.68 3.68 3.50 3.27 3.08 3.11
ａ ａ ａ ａ ａＥ 換羽飼料 3.39 4.25 4.17 3.66 3.62 3.41

※同列、同銘柄において異符号間に有意差あり

４ 経済性

経済性を表９に示した。鶏卵１㎏生産に要する飼料

費は、すべての銘柄で換羽飼料区が無処理区より少な

かった。

表９ 経済性（60～100週）

銘柄 試験区分 飼料消費量（㎏／羽） 飼料代（円／羽） 総産卵 鶏卵1㎏生産に

換羽飼料 成鶏用飼料 換羽飼料 成鶏用飼料 合計 量（㎏／羽） 要する飼料費(円／㎏）

Ａ 無処理 0 60.0 0 2,639.2 2,639.2 496.13 99.06

Ａ 換羽飼料 3.4 54.3 92.2 2,389.3 2,481.5 483.10 92.62

Ｂ 無処理 0 67.6 0 2,976.2 2,976.2 471.98 101.38

Ｂ 換羽飼料 4.5 62.1 122.5 2,733.8 2,856.3 540.01 91.54

Ｃ 無処理 0 68.4 0 3,007.5 3,007.5 546.76 93.76

Ｃ 換羽飼料 4.5 62.0 123.2 2,730.1 2,853.3 522.15 90.28

Ｄ 無処理 0 67.7 0 2,976.9 2,976.9 482.67 103.62

Ｄ 換羽飼料 4.5 59.7 124.1 2,626.9 2,751.0 448.06 96.07

Ｅ 無処理 0 64.2 0 2,824.4 2,824.4 485.07 100.21

Ｅ 換羽飼料 4.1 58.1 113.3 2,556.6 2,669.9 514.14 92.41

※飼料代は換羽飼料単価27.3円／㎏、成鶏用飼料単価44.0円／㎏で計算した

考 察

従来の箕浦ら の方法によるふすま主体換羽飼料３,４）

、 、では 不断給餌でわずかに産卵が誘発されていること

また、品種は異なるが、卵用名古屋種において、不断

給餌よりも制限給餌の度合いを強めるほど、再産卵後

。の産卵成績が改善されることも明らかとなっている５,６）

一方、アニマルウェルフェアの観点 から、今後、制２）

限給餌よりも不断給餌での換羽飼料給与法が鶏にとっ
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て負担が少なく健康的であり、採卵鶏農家及び消費者

の双方から推奨される手法になることが予測される。

、 、このため 不断給餌で確実な休産効果を得るためには

換羽飼料のＭＥを下げることが必要と考えた。

そこで、ふすま主体換羽飼料のふすまを一部粉砕も

み殻に代替し、低エネルギー化した換羽飼料を不断給

餌した。その結果、一般に市販されている白色レグホ

ーン５銘柄すべてにおいて、換羽飼料給与中の卵巣、

卵管を確実に萎縮させることが可能であることが分か

り、休産・再産卵後の産卵率も、換羽処理をしない成

鶏用飼料の不断給餌よりも顕著に高く推移し、休産に

。 、対する代償的産卵 の効果を得ることができた また１）

内部卵質や卵殻質も改善され、これらの産卵性改善効

果は100週齢の試験終了時まで持続し、飼料要求率に優

れ、鶏卵１㎏生産に要する飼料費も少なくすむことが

明らかとなった。

、 、なお 換羽処理をしない成鶏用飼料の不断給餌では

加齢に伴って産卵が低下し、80週齢では80％を下回る

ことが本試験で明らかとなった。このような産卵率の

、 （ ）低下であれば 採卵鶏農家では80週齢 約18.5か月齢

で鶏を廃用せざるを得ない状況となる。

今回の試験結果から、粉砕もみ殻を配合したふすま

主体換羽飼料を不断給餌した場合、成鶏用飼料の不断

給餌を続ける場合よりも白色レグホーンの経済寿命を

100週齢（約23か月齢）まで延ばすことが可能であるこ

とが判明した。さらに、生産者である採卵鶏農家はも

ちろん、消費者や流通業者にも好まれる丈夫な卵殻質

と優れた内部卵質を併せ持つ鶏卵を長期に安定して生

産できる利点も重ねて明らかとなった。

また、80週齢（約18.5か月齢）飼育から、換羽飼料

の給与により、鶏をいったん休産させ、100週齢（約23

か月齢）へ飼育期間を長期化することにより、ひなの

。 、導入回数を減らすことができると考えられる そして

このことがワクチン接種費用の減少、飼育ステージの

変化に伴う鶏舎内での移動や廃用鶏出荷といった重労

働とされる作業の回数減につながることにより、省力

化と低コスト化が期待される。併せて、飽食させなが

ら無理なく安全に休産させることにより、鶏への負担

も少なく、アニマルウェルフェアに配慮して生産され

た高品質の鶏卵が消費者にも支持されるのではないか

と考えられる。

加えて、換羽飼料原料としてのもみ殻は、採卵鶏農

家にとって入手が容易であり、安価で有効な資源にな

り得ると考えられる。なお、もみ殻を家畜に給餌する

場合には出穂期以降の農薬散布を控えるよう指導され

ており 、採卵鶏農家も入手時にこの点に留意する必７）

要があると思われた。その他、給餌作業においては、

もみ殻を粉砕し、ふすまの一部を代替した場合でも、

給餌ラインでの良好な流動性を確認できたため、自動

給餌機の利用に問題はないと考えられた。

最後に、今回の試験は、2008年７月23日にひなを導

入し、2009年９月15日（60週齢）から換羽飼料を給与

し、2010年６月22日（100週齢、約23か月齢）まで飼育

、 、したが 冬季の換羽処理は夏季よりも体重減少が早く

個体にかかる負担も大きいと考えられるため、避ける

ことが望ましい 。また、正月以降の出荷は鶏卵相場１）

が低下するため、採卵鶏農家が飼育終了時期を年内に

繰り上げてしまう場合も考えられる。換羽飼料給与に

よる約23か月の長期飼育技術を取り入れ、飼育期間延

長によるメリットを最大限に得るためには、これらの

点を十分に考慮し、計画的にひなの導入時期を選定す

ることが必要と思われた。
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