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目　　的

　本研究では，県内採卵鶏農家に導入されている

採卵鶏の主要４銘柄について，育成成績及び産卵

成績調査を行い，採卵鶏農家の銘柄選定の指針を

得る。

材料および方法

�　試験期間

　2008年４月11日～2009年７月３日（64週間）

　育成期：2008年４月11日～2008年８月29日

　　　　　（1～20週齢）

　成鶏期：2008年８月30日～2009年７月３日

　　　　　（21～64週齢）

�　供試鶏種

　供試鶏種及び区分を表１に示した。各鶏種50

羽を１群25羽の２反復として用いた。

�　給与飼料

　給与した飼料については表２に示した。試験期

間を通して市販飼料を用い，不断給餌とした。

�　飼養・衛生管理

　育雛は，開放式平飼鶏舎を１室あたり8.64㎡に

区切り行った。各部屋に100羽ずつ収容し，パン

ケーキ型ガスブルーダーで３週間給温した。５週

齢から１室50羽とし，17週齢時に成鶏用開放鶏

舎（単飼ケージ：間口18cm，奥行き40cm，高さ

47cm）に１羽ずつ収容した。

　点灯管理は，20週齢まで行わず自然日照とした。

20週齢からは１日13時間点灯とし，毎週15分ず

つ延長させ，32週齢から試験終了までは１日16

時間点灯とした。

 採卵鶏銘柄別産卵能力試験

藤本　武＊1・富久　章子・澤　則之＊2・東城　孝良＊2

要　　　約

　2008年4月餌付けの採卵鶏4銘柄を用いて産卵能力試験を行った。

　20週齢までの育成率は99～100％であり，初産日齢はボリスブラウン，ソニア，ジュリアライ

ト，ジュリアの順に早かった。 

　産卵期成績（21～64週齢平均）について，産卵率は90.3～93.3％であり，ジュリア及びジュリ

アライトが産卵後期まで高く推移し，ボリスブラウンは低かった。平均卵重は，59.5～63.6ｇで

あり，ジュリアライトが最も軽く，ジュリアとボリスが重かった。飼料摂取量（g/羽/日）は110.4

～116.9であり，ジュリアライトが高く推移した。日産量（g/羽/日）は，55.6～59.2であり，ジュ

リアが最も高く，ジュリアライトが低かった。飼料要求率は1.95～2.01であり，ボリスブラウン

が優れた値となった。

＊１：現  美馬農業支援センター，＊２：現  畜産課

表１　供試鶏種

供試羽数鶏種区

25羽×２群ジュリア1

25羽×２群ジュリアライト2

25羽×２群ソニア3

25羽×２群ボリスブラウン4

表２　給与飼料

MECP給与日齢飼料

３,０００kcal/kg２２％以上０～２８幼雛用

２,８５０　〃１７％以上２９～７０中雛用

２,７５０　〃１６％以上７１～１４０大雛用

２,８２０　〃１８％以上１４１～４４８成雛用

ＣＰ：粗タンパク質（％）
ＭＥ：代謝エネルギー（kcal/kg）
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　デビークは１週齢で行い，衛生，その他の管理

は当所の慣行に従った。なお，ワクチネーション

は次の通り行った。

　初　生　　ＭＤ，ＦＰ，ＩＢ点眼

　１週齢　　鶏コクシジウムワクチン

　２週齢　　ＮＤ飲水

　３週齢　　ＩＢＤ飲水

　４週齢　　ＮＢスプレー

　５週齢　　ＩＬＴ点眼，ＩＣ－ＡＣ筋注

　１０週齢　　ＮＢ2ＡＣ皮下注

　１４週齢　　ＦＰ翼せん刺，ＩＬＴ点眼

�　調査項目

　①育成期成績

　　・飼料摂取量

　　・育成率

　　・体重（入雛時，10週，20週）

　②成鶏期成績

　各成績は21週から64週までを，４週間を１期

として集計した。

　　・産卵率

　　・平均卵重

　　・１日１羽あたりの飼料摂取量

　　・１日１羽あたりの日産量

　　・飼料要求率

　③卵質

　卵質検査に供試する卵は各区10個とし，検査

日の前日に生産された卵を室温で保存し，検査

日の午前中に以下の項目について検査した。

　　・ハウユニット（ＨＵ　Eggマルチテスタ

EMT-3200）

　　・ヨークカラー（ＹＣ　Eggマルチテスタ

EMT-3200）

　　・卵 殻 強 度（Egg Shell Force Gauge 

MODEL- Ⅱ）

　　・卵殻厚（FHK製 卵殻厚計）

　④規格卵産出率

　規格卵産出率は谷ら１）の方法に従い，21週齢

から４週間毎に計算した。

結果および考察

�　育成期成績（１週～20週齢）

　①飼料摂取量

　育成初期（１～４週齢）の飼料摂取量を表３

に，５～20週齢を表４に示した。また，種類別

飼料摂取量を表5に示した。また５週齢以降，

全てのホッパーには，餌の掻き出しを防止する

ためのスパイラル（らせん状針金）を設置した。

表３　育成期の1日1羽あたり飼料摂取量　（1～4週齢）

（ｇ）

432１週齢区

31.925.218.411.21

32.124.420.711.32

26.922.417.611.33

29.723.518.811.24

表４　育成期の１日１羽あたり飼料摂取量　（５～２０週齢）

（ｇ）

9876５週齢区

55.251.947.042.338.51

54.950.745.643.738.82

54.751.446.744.837.13

60.254.149.545.339.34

1413121110区

66.562.459.156.657.71

55.563.358.852.453.82

67.967.060.457.156.03

67.671.251.657.159.14

17～201615区

72.167.945.91

74.065.851.02

76.763.252.53

72.171.461.04

表５　育成期種類別飼料摂取量　（１～２０週齢）

（ｇ/羽）

合計大雛用中雛用幼雛用区

7,1824,5272,0486071

7,1324,5002,0136202

7,3064,7232,0355473

7,4144,6792,1535824
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　②育成率

　育成率は１区が99％，その他は100％であり，

鶏種に起因する疫病の発生は見られなかった。

　③体重

　各区の平均体重を表６に示した。３区と４区

は他区よりも重く推移した。

　④初産及び50％産卵時成績

　産卵初期の成績を表7に示した。初産日齢は

４区が最も早く，次いで３区であった。50％産

卵日齢も同様の結果となった。一方，50％産卵

時の平均卵重は１区と４区が重く，このことは

表６の20週齢時の体重とは相関が見られな

かった。

�　成鶏期成績（21週～64週齢）

　成鶏期を通した成績を表８に示した。また，21

週齢から4週齢毎の成績を表９－１から９－５に

示し，21週から32週を初期，33週から48週を中

期，49週から64週までを後期とした。

　①産卵率

　成鶏期を通した平均は，２区＞１区＞３区＞

４区の順であった。１区及び２区の産卵ピーク

は，３区及び４区よりも遅かったが，中期以降

の産卵率は高い値で推移した。

　②平均卵重

　成鶏期を通した平均は，２区が他区よりも有

意に小さかった。また，１区は64週齢まで卵重

が増加し続けたのに対し，４区は中期以降は増

加せずに推移した。

　③１日１羽あたり飼料摂取量

　1区は試験期間を通し，他区よりも高い値と

なった。また，１区及び２区は後期においても

摂取量の低下が見られなかった。この飼料摂取

量の増減には，気温などの環境要因の他に産卵

率が関与していると考えられ，１区及び２区の

飼料摂取量の推移は，産卵ピーク以降の産卵率

が維持されたことと合致している。

　④1日1羽あたり日産量

　日産量は期間内の総生産重量を延べ羽数で除

して求めた。１区が後期まで高い値を維持した

ことは，平均卵重が高かったことに併せ，産卵

率も高く推移したことに起因すると考えられた。

一方，３区及び４区日産量は，後期に産卵率が低

下したことにより減少した。

　⑤飼料要求率

　飼料要求率は期間内の総飼料摂取量を総生産

重量で除して求めた。成鶏期を通した平均は，

４区，３区，２区，１区の順に優れた結果となっ

た。一方，後期において１区及び４区が優れた

表６　育成期体重

（ｇ）

20週齢10週齢餌付時区
1,478ab888a39.61
1,417a881a37.72
1,528b889a39.43
1,683c977b38.84

（異符号に有意差：５％水準）

表７　初産日齢及び５０％産卵時成績

50％産卵
初産日齢区

卵量（g）日齢
48.5b146.5a145.5a1
46.1a142.8b143.0ab2
46.8a142.5b142.1b3
48.8b142.0b141.7b4

（異符号に有意差：５％水準）

表８　成鶏期成績　（21～64週齢）

６４週齢体重
（ｇ）

飼料要求率
日産量

（ｇ/羽/日）
飼料摂取量
（ｇ/羽/日）

平均卵重
（ｇ）

産卵率
（％）

区

1,728a2.0159.2a116.963.5a92.8ab1

1,687a2.0055.6b110.459.5b93.3a2

1,912b1.9956.5ab111.861.7ab91.6ab3

2,031b1.9557.5ab111.763.6a90.3b4

（異符号に有意差：５％水準）
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値で推移したことについては，１区は産卵率と

平均卵重が高いことによるものであり，４区は

産卵率の低下とともに，飼料摂取量が低下した

ことによるものと考えられた。

�　卵質

　卵質検査は24，32，44，52，56，64週齢で 

実施した。その結果を表10に示した。

　①ハウユニット（ＨＵ）

　３区が24週齢において有意に高い値となっ 

た他は，各週齢とも有意な差は見られなかった。

　②ヨークカラー（ＹＣ）

　４区は試験期間を通じて高い値で推移し，24

週齢から52週齢までは有意に高い値となった。

　③卵殻強度

　各週齢において，区間に有意な差は見られな

かった。しかし，全区とも週齢とともに強度が

低下した。

表９－１　週齢別産卵率

（％）

61-6457-6053-5649-5245-4841-4437-4033-3629-3225-2821-24週齢
区

94.895.797.296.295.295.898.096.594.091.765.61

90.793.994.295.996.497.197.396.697.292.474.42

90.386.889.390.192.394.495.096.096.595.681.43

86.688.887.786.590.392.794.894.894.192.084.84

表９－２　週齢別平均卵重

（ｇ）

61-6457-6053-5649-5245-4841-4437-4033-3629-3225-2821-24週齢
区

67.266.866.065.965.665.064.363.561.759.153.11

63.262.661.861.461.460.360.459.457.955.350.52

64.164.564.563.963.663.562.661.960.057.152.63

65.365.465.865.665.665.464.864.862.759.954.64

表９－３　週齢別飼料摂取量

（ｇ/羽/日）

61-6457-6053-5649-5245-4841-4437-4033-3629-3225-2821-24週齢
区

121.0120.6116.8120.6120.6119.6124.6120.0116.7113.292.31

116.0113.8114.4115.9112.3114.3114.8111.7108.7102.091.22

111.7107.4114.7112.4112.6115.3115.8117.4115.6110.996.03

107.9107.3103.5110.9111.0117.5122.7117.8119.6112.298.44

表９－４　週齢別日産量

（ｇ/羽/日）

61-6457-6053-5649-5245-4841-4437-4033-3629-3225-2821-24週齢
区

63.763.964.263.462.562.363.061.258.054.234.81

57.358.858.258.959.258.658.757.456.351.137.52

57.956.057.657.658.760.059.459.457.954.542.83

56.558.157.656.759.260.661.561.459.055.246.34

表９－５　週齢別飼料要求率

61-6457-6053-5649-5245-4841-4437-4033-3629-3225-2821-24週齢
区

1.901.891.821.901.931.921.981.962.012.092.671

2.031.941.971.971.901.951.951.941.932.002.432

1.931.921.991.951.921.921.951.982.002.032.243

1.911.851.801.961.881.942.001.922.032.042.134
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　④卵殻厚

　各週齢において，区間には有意な差が見られ

なかった。一方，１区及び２区は，週齢ととも

に殻が薄くなる傾向にあった。このことは，卵

殻強度の低下と合致していたが，卵殻厚と卵殻

強度の間に統計的な相関は認められなかった。

�　規格卵産出率

　21週齢から64週齢の規格卵産出率を表11に示

した。各区とも，Ｍ及びＬサイズが産出される卵

の大半を占めており，次いで多く産出されたサイ

ズは，１区及び４区はＬＬサイズ，２区及び３区は

ＭＳサイズであった。なお，各区の週齢別の規格

卵産出率を付表1に示した。

引用文献

1）谷　茂夫・中西　隆男・杉本　数雄：徳島県

畜産試験場研究報告Ｎｏ.26，41－45，1985

表10　卵質

64W56W52W44W32W24W
週齢

項目・区

99.097.294.195.994.996.2b1

ハウユニット
（HU）

95.798.096.994.797.595.5b2

90.897.697.795.9100.4101.9a3

94.199.498.296.098.797.1b4

9.19.28.8b9.2b9.6 b8.5 a1

ヨークカラー
（YC）

8.79.58.4b9.3b9.2bc9.3ab2

8.99.18.8b8.8b9.0 c8.7 a3

9.39.79.7a10.5a10.2 a9.8 b4

2.5792.8843.3624.0144.2244.1841

卵殻強度
(�/�)

2.7123.2853.3443.6593.9383.9652

2.9043.0692.8303.3973.6913.5373

2.7703.3533.2773.4663.7463.5384

33.335.936.137.6 a36.837.51

卵殻厚
(×1/100�)

33.535.635.737.6 a36.435.72

34.635.634.134.5 b35.434.63

35.036.134.435.8ab35.535.14

（異符号に有意差：５％水準）

表１１　規格卵産出率　（２１～６４週齢）
(%)

4321
区

規格

0.00.00.00.040g未満

0.00.00.30.0SS(40g以上46g未満)

1.42.02.51.0S(46g以上52g未満）

8.712.922.89.2MS(52g以上58g未満）

33.142.746.731.6M(58g以上64g未満)

36.534.924.638.5L(64g以上70g未満）

17.57.52.917.5LL(70g以上76g未満）

2.80.00.32.276g以上

69.677.771.270.0M・L産出率

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


－44－

付表１－１　週齢別規格卵産出率（１区　ジュリア）
(%)

6460565248444036322824週齢
規格

0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.040g未満

0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0SS(40g以上46g未満)

0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.018.9S(46g以上52g未満）

0.04.05.15.70.09.15.75.87.824.551.8MS(52g以上58g未満）

26.613.631.325.225.730.229.636.649.552.526.0M(58g以上64g未満)

45.942.538.238.242.846.939.547.342.820.23.4L(64g以上70g未満）

27.434.019.325.328.611.125.210.30.02.80.0LL(70g以上76g未満）

0.05.96.15.62.92.80.00.00.00.00.076g以上

72.656.269.563.468.577.169.083.992.272.729.3M・L産出率

付表１－２　週齢別規格卵産出率（２区　ジュリアライト）
(%)

6460565248444036322824週齢
規格

0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.040g未満

0.00.00.00.00.01.50.00.00.00.01.7SS(40g以上46g未満)

0.00.01.80.00.00.00.00.01.75.727.2S(46g以上52g未満）

9.15.89.915.515.621.726.117.338.345.362.0MS(52g以上58g未満）

32.646.943.951.044.348.055.568.152.949.06.3M(58g以上64g未満)

52.742.131.430.837.728.815.812.27.10.02.7L(64g以上70g未満）

5.72.513.12.62.40.02.52.40.00.00.0LL(70g以上76g未満）

0.02.70.00.00.00.00.00.00.00.00.076g以上

85.289.075.281.982.076.871.480.360.049.09.0M・L産出率

付表１－３　週齢別規格卵産出率（３区　ソニア）
(%)

6460565248444036322824週齢
規格

0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.040g未満

0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0SS(40g以上46g未満)

0.01.80.00.00.03.60.00.00.05.414.1S(46g以上52g未満）

6.610.33.93.96.35.810.13.813.631.456.1MS(52g以上58g未満）

29.4 34.230.039.436.948.245.054.958.558.229.8M(58g以上64g未満)

46.340.060.841.042.934.842.238.725.55.00.0L(64g以上70g未満）

17.713.65.315.713.97.62.72.62.40.00.0LL(70g以上76g未満）

0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.076g以上

75.774.290.880.479.883.087.293.684.063.129.8M・L産出率

付表１－４　週齢別規格卵産出率（４区　ボリスブラウン）
(%)

6460565248444036322824週齢
規格

0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.040g未満

0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0SS(40g以上46g未満)

2.01.91.81.90.01.80.00.00.01.75.5S(46g以上52g未満）

2.24.31.94.16.06.22.09.21.822.041.2MS(52g以上58g未満）

37.041.230.122.922.631.727.226.240.244.943.3M(58g以上64g未満)

40.729.243.337.944.338.050.635.239.626.410.0L(64g以上70g未満）

8.820.222.927.221.619.817.527.018.45.00.0LL(70g以上76g未満）

9.23.10.05.95.52.52.72.40.00.00.076g以上

77.770.473.460.866.869.677.861.479.871.353.3M・L産出率
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