
  
  ウインドウレス鶏舎内における赤色LEDによる照明が卵の

生産と経済性に及ぼす影響

  誌名 静岡県畜産技術研究所中小家畜研究センター研究報告=Bulletin of Shizuoka prifectural
research institiute of animal indaustry swine & poultry research center

ISSN 18826415
著者名 池谷,守司

松井,繁幸
発行元 静岡県畜産技術研究所中小家畜研究センター
巻/号 6号
掲載ページ p. 19-23
発行年月 2013年1月

    
農林水産省 農林水産技術会議事務局筑波産学連携支援センター
Tsukuba Business-Academia Cooperation Support Center, Agriculture, Forestry and Fisheries Research Council
Secretariat

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



ウインドウレス鶏舎内における赤色LEDによる照明が

卵の生産と経済性に及ぼす影響

The effect of red LED lighting on egg production and profitability 
in windowless poultry house 

池谷守司・松井繁幸

要約 ウインドウレス鶏舎において、市販の白色レグホーン種を用い、育成期に白熱電球(白色区と

略)と一般電球形赤色LED(赤色区と略)で別々に照明して育成し、成鶏期に白色区のみ一般電球形白

色LEDに切り替えて、 15時間の連続照明を行い、悪癖発生、卵の生産性、経済性及び行動等に及ぼす影

響を検討し、以下の結果を得た。

l 育成期において、悪癖の発生は両区とも見られなかった。また初産体重は赤色区が重くなったが、

初産日齢、初産卵童に差は見られなかった。

2. 産卵成績、電気料金を含めて算出したl羽当たり収益については差が見られず、卵質に関する調査項

目においても、差はみられなかった。

3 放卵時刻は赤色区が白色区と比較して30分ほど遅くなった。また、赤色区の鶏の活動量は白色区に

比較して有意に減少した。

以上の結果より、ウインドウレス鶏舎内における光源として一般電球形赤色LEDを用いると、鶏の活

動が抑制され、放卵時刻が遅くなるなどの行動特性が見られるが、卵の生産性に影響はなく、白熱電球

に比較して電気料金が節約でき、 1羽当たりの経済性も高くなることが明らかとなった。

はじめに

飼料価格が高騰する中で、養鶏農家にとって

生産コストの低減は最重要課題となっている。

ウインドウレス鶏舎では白熱電球や蛍光灯を光

源に用いて照明を行っている。その光源のーっ

として、最近では比較的安価な一般電球形LED

が製造販売されている。養鶏関係におけるLED

の取り組みでは、肉用鶏では、電気使用量の節

減(堀野ら2006)及び体重増加による生産に対

する有効性(堀野ら2008)が報告されている。

また卵用鶏では560nm、660nm、および、880nm

の3波長の光源を用いて産卵性に差がなく、飼

料消費量の低減が報告されている (Rozenboim

ら1998)。前報において、白色LEDを光源とし

て用いた場合、白熱電球を光源として用いた区

に比較して、生産性や卵質に差がなく、電気使
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用量が少なくなり、電気料金を含めた収益で

は、白色LEDを用いた区が有利であることを報

告した(池谷ら2011)。

一方、光の色調に関しては、平飼い飼育条件

下で赤色光を光源として用いた場合、育成期に

は、鶏の発育に影響はなく、成鶏期には破卵、

傷卵率の減少が報告されている(藤中ら2001)。

また、育成期に赤色光を光源として用いると、

悪癖発生率が抑制されることが報告されている

(佐々 木ら1996)。これらは、市販の赤色電球あ

るいは白色電球に赤色を塗装処理した光源を用

いており、赤色LEDを光源として育成期から成

鶏期まで用いた場合、悪癖発生や生産性、及び

鶏の行動等に及ぼす影響についての報告は見あ

たらない。

そこで、今回は、一般電球型赤色LEDをウイ

ンドウレス鶏舎内の光源として用い、育成期に

おける赤色LEDの悪癖防止効果、成鶏期におけ
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る一般電球型白色LEDと赤色LEDの生産性や

放卵時刻、行動等にどのような差が見られるか

中食言すした。

材料及び方法

供試鶏は2011年 3月1日餌付けの市販の白色

レグホーンコマーシャル(ジュリア)384羽を用

い、 30日齢から113日齢まで表 1に示したとお

り、照明に用いた光源により赤色区、白色区に

分け、それぞれ間口90cm、奥行き60cm、高さ

60cmの育成用ケージに 8羽ずつ収容した。

表 1 試験区分
叫e;jJ明

区分
育成期 成鶏期

f共試lJ'l数

赤色区 赤色LED赤包LED 1群24羽 8群
白色区 白熱電球白色LED 同

この育成期においては、赤色区には中心波長

620nm、消費電力2.4W調光器対応の赤色LED

(東西産業株式会社製)を用い、白色区には100V

白熱電球40w(パナソニック(株)製)を用い

た。 114日齢時に成鶏舎に移動し、間口22.5cm、

奥行き40cm、全面高さ44cm、後面高さ40cmの

ケージに 1羽ずつ収容した。供試羽数は両

区とも一区当たり 1群24羽で 8群の192;:];:]

ずっとした。同時に白色区は白熱電球から

一般電球形LEDに切り替え、以後試験終了

時まで点灯開始時刻は7時から連続15時間

の一定照明とした。白色区に用いた光源は、

前報と同様の電球色相当の光色で、全光束

230lm、消費電力4.5w、調光器対応の一般電

球形LED(東芝ライテック(株)製)を用

いた。両区とも鶏を飼育した区画は 7mx

8mの広さで、電球の使用個数はl区画当た

り 9 個とし、鶏の位置での照度を 5~ 10ル
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7時から17時までの時刻別放卵割合、鶏の行動

調査および l期毎に求めた電気使用量とした。

このうち鶏の行動調査は、放卵のほぼ終了した

13時から17時まで、 1時間毎にケージで座る姿

勢をとる鶏の数を肉眼で観測した。さらに、体

重測定時にうずくまり姿勢を取る個体とそうで

ない個体を選定し、それぞれにマイクロミニ型

アクテイグラフ(米A.M.I社製)を装着し、活動

値を計測した。その他 l羽当たりの収益は、 28

日毎に 2日間産卵した全ての卵重を測定し、卵

のサイズ別生産割合を求め、全農たまご東京の

サイズ別価格、飼料価格及び中部電力の電気料

金を基に算出した。

結 果

育成期における悪癖の発生は、両区とも見ら

れなかった。また、初産に関する結果を表2、

育成期から成鶏期の体重の推移を図 1に示し

た。

表2 初産に関する成績

区分 平均初産自齢同卵重 間体重

(日) (g) (g) 

赤色区 138.7 42.7 1，616 a 
白色区 138.7 43.1 1，566 b 

巽符号聞に5%水準で有意差あり

体重の推移

/ 孟2Z

28日 848 143日 197日 2538 309日 365日 421日 4768

クスとなるように、調光器で調光した。成 図 1 体重の推移 *:5%水準で有意差あり

鶏期の試験期間は141~ 476日齢の336日間

で、この間の飼料は自由摂取とした。調査項目

は育成期においては「つつき」による悪癖の発

生の有無、初産日齢、初産卵重、初産体重であ

り、成鶏期においては28日を l期として12期間

をまとめた産卵成績、 2期毎に6回調査した卵質

および体重、 25，45，65週齢時に連続して 3日間、
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平均初産日齢と平均初産卵重については、両

区に差は見られなかったが、初産体重は赤色区

が白色区より約50g重く、有意な差が認められ

た。しかし、その後はほぼ差がなく推移した。

次に産卵に関する成績を表3に、卵質に関する

成績を表4に示した。
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表3 産卵成績 (141~ 476日齢)

産卵率平均卵重産卵日量飼料消費 飼料要求 生存率 羽雪Tこり
区分 (百) (g) (g) :ii且[(g邑/羽/ 率市 (首)卵収益(円)電気料金 収益g 臼)

赤色区 95.4 62.3 59.5 109.5 1.84 94.8 
白色区 95.3 62.2 59.0 109.3 1.85 96.3 

電気料金の122門は白熱電球の料金(参考値)

表4 卵質に関する成績

卵殻強度卵殻厚 H'U 卵黄色 卵殻卵重比

区分
(kg/cm2) (0.01mm) (%) 

赤色区 4.2 38.3 84.7 11.8 9.6 
白色区 4.2 38.1 85.2 11.7 9.6 

産卵成績については両区間に差は見られな

かった。電気使用量を含めた 1羽当たり収益で

も、卵の生産収益は赤色区が白色区より 5円多

かったが、電気料金が4円高くなったため、最

終的な収益の差は 1円とほとんど差が見られな

かった。なお、同一条件でLEDを白熱電球に替

えて使用すると、電気料金は122円となり、白熱

電球から赤色LEDや白色LEDに切り替えるこ

とで、 109円~ 113円のコスト低減が図られる結

果となった。また、卵質に関しても両区に差が

見られなかった。

次に25，45，65週齢時の各 3日間における時刻

別放卵割合を図 2、3、4に、及びそれから求

めた平均放卵時刻を表5に示した。平均放卵時

刻は赤色区が白色区より、いずれの調査時期に

おいても約30分遅かった。
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図3 時刻別放卵割合 (45週齢時)

表5 平均放卵時刻

区分 25遇齢時 45週齢時 65週齢時

赤色区 10・00a 9:35 a 1な05a 

虫色区 9・32b 9:12 b 9:38 b 
異符号聞に5%水準で有意差あり
(点灯開始時刻 7:00)
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次に鶏の行動調査に関して、午後における l

区 (24)];]) 1時間当たりの休憩羽数の調査結果

を図5に示した。赤色区の休憩羽数は白色区よ

り多く見られたことから、赤色区では、午後に

休憩の姿勢を取っている鶏が多いことが明らか

1区1時間当たり休憩羽数 (13-17時 :3日間測定)

a 

耳3

b 

赤色区 白色区

図5 1区 1時間当たり休憩羽数

考察

育成期における悪癖の発生は、赤色区、白色

区ともに見られなかった。この原因は、両区と

も照度が5~ 10ルクスであり、悪癖が発生する

可能性がある開放鶏舎内の照度が、通常500~ 

1，000ルクスであるのに比較して、かなり低かっ

たことによると考えられた。初産体重で赤色区

が白色区より大きかったことに関しては、肉用

鶏で見られた体重増加の効果(堀野ら2008)が現

れたものと考えられる。しかし、その差は50gで、

あり、平均初産日齢と平均初産卵重が両区で差

はみられなかったことと併せると、卵用鶏の性

成熟に関して赤色LEDの影響は少ないものと

考えられる。成鶏期における産卵と卵質に関す

る成績に関して、両区に差が見られず、電気料

金を含めた 1羽当たりの収益にも差が見られな

かったことから、卵の生産性に関して赤色LED

の影響はないものと考えられる。一方、放卵時

刻については色調が関与しているものと思われ

るが、赤色区が白色区より約30分遅くなったこ

と、及ぴ45週齢の調査時点においてのみ放卵時

刻が両区とも約20分早まった原因は、明らかに

はできなかった。また鶏の行動に関して、捕獲

となった。また、鶏の活動値を測定した結果を

図6に示した。体重測定の捕獲時の、うずくま

り姿勢の有無に関係なく、赤色区では鶏の活動

が抑制されることが示された。

うずくまり鶏と非うずくまり鶏の活動値
(各3羽 3巨額測定)

300 r C 

250 

200 

活
膨
憧
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うずくまり鶏 非うずくまり鶏

図6 赤色LEDが鶏の活動に及ぼす影響

時のうずくまり姿勢をとる個体とそうでない個

体では、日常の活動も異なると思われるため、

体重測定時にそれぞれ選定して、午後の行動と

日常の活動値を測定した。その結果、放卵時刻

の変化と同様に色調が関与しているものと考え

られるが、赤色区の活動が抑制された原因につ

いては明らかではない。行動が抑制されること

は、ウインドウレス鶏舎においては、塵壌の発

生抑制効果が期待できるが、赤色LEDの光は鶏

舎内で従事する作業員にとって、あまり心地よ

い感じはしないとの指摘もあり、赤色LEDは高

度にシステム化され、高密度多羽数飼育をして

いる鶏舎や、体重の増加と塵換の発生抑制が期

待できる肉用鶏飼育に利用するのが得策と考え

られる。

以上の結果より、ウインドウレス鶏舎内におけ

る光源として白熱電球の代わりに一般電球形赤

色LEDを用いると、鶏の活動が抑制され、放卵

時刻が遅くなるなどの行動特性が見られるが、

卵の生産に影響なく、白熱電球に比較して電気

料金が節約でき、1)];]当たりの経済性も有利にな

ることが明らかとなった
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