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最近の採卵鶏の鶏卵品質

後藤美津夫・須田朋子*.北爪浩三

Egg Quality of Recent Layers 

Mitsuo GOTO.Tomoko SUDA and Kozo KITAZUME 

要旨

最近の採卵鶏の鶏卵品質について、その特性を明らかにするため、県内で流通している

8銘柄の採卵鶏について卵殻強度、卵殻厚、 ハウユニット及び肉班等の混入について、

180~480 日齢の聞に30 日毎の調査を実施した。

1 卵殻強度は、平均値で若齢期及び低温期 (21O~300 日齢、1O~1 月)は 4 kg弱で、加

齢と気温の上昇に伴い低下し、調査終了直前の夏期 (450~480 日齢、 7~8 月)には 3

kg前後と、約4分の 3の強度になった。

2 卵殻厚は、平均値で0.35~0.36mmで推移するが、夏期 (450 日齢、 7 月)における低

下は著しく、いずれの鶏種も例外なく、平均で0.33mmまで低下した。また卵殻強度の強

い鶏種は卵殻が厚い傾向が見られたが、日齢によっては同じ卵殻厚でも強度が異なった。

3 ハウユニッ トも卵殻質と同様に、加齢と気温の上昇に伴い低下する傾向が見られた。

産卵翌日の調査では、 360日齢まで平均値が85以上で推移し良好であった。産卵4日後

の調査でも、 360日齢まで平均値で80前後で推移したが、夏期 (450日齢、 7月)には70

に低下し、鶏種による差が顕著となった。

4 ブラウン系2銘柄について、肉班と血班の混入状況について調査した。肉班は加齢と

気温の上昇に伴い増加する傾向が見られた。混入の頻度は鶏種により多少差があるが、

最も多いときで60~85%の肉班が観察された。

緒 士自

鶏卵は安価で栄養価の高い食品であるが、最

近では品質に対する関心が高まってきてL、る。ま

た、近年の採卵鶏は生産性の向上もめざましい

が、鶏卵品質の向上も目を見はるものがある 1)。

しかし、鶏卵品質は、鶏種、日齢、気温等によ

り大きく変化する。従って、鶏種による鶏卵品

質の特性を把握し、その特性を生かしたり、補っ

たりすることは養鶏経営上極めて重要である。

そこで、最近の採卵鶏の鶏卵品質を明らかにし、

*現在群馬県病害虫防除所

県内の採卵養鶏生産者や関係者への情報提供に

資するため、県内で流通している 8銘柄の採卵

鶏について、卵殻質、ハウユニット、肉班等の

混入について調査した。

材料及び方法

供試鶏は、鶏の経済能力検定 (1999年4月瞬

化)で飼養している 8銘柄(表 1) 1群1∞羽

で、卵の採取は180日齢から480日齢まで30日お

きに無作為に30個採取した。
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1 卵殻強度の調査

卵殻強度は、加圧式の卵殻強度計により卵

殻赤道部を加圧し、殻に亀裂の入った時点の

加重量 (kg)を測定し卵殻強度とした。

2 卵殻厚の調査

卵殻厚は、マイクロメーターで卵殻膜を剥

がした卵殻の赤道部を測定した。

表 l 供試鶏

銘柄

デカルプTX35

ポパンスWL

ハイライソ ・マリ ア

ジュリア

ハイライソW77

イサ・ホワイト

イサ・ブラウン

ポリス・プラウ γ

3 ハウユニッ卜の調査

区分

ホワイト系

ホワイト系

ホワイト系

ホワイト系

ホワイト系

ホワイト系

ブラウソ系

ブラウ γ系

ハウユニットは、産卵翌日と、 4日後に卵

重と卵白高を測定し、ハウの公式 {Haugh

Unit=lOOlog(H -1. 7WO
.
37+7 .6)、H:卵

白高mm、W:卵重g}で算出した。なお、そ

の聞の試験卵は20"Cの貯卵室で保存した。

4 肉班及び血班の調査

肉班と血班は、卵白高測定時にガラス盤上

で観察し、目測で 3mm 以下を小 (S)、以上

を大 (L) とした。

結果及び考察

1 卵殻強度

卵殻強度の推移を図 1に示した。全試験区

の平均値は、若齢期及び低温期 (21O~300 日

齢、 lO~ 1月)が 4kg弱で、いずれの鶏種も

良好であった。特に群の平均が 4kgを越える

鶏種の調査卵の中には、 5kg前後のものもあ

り、テーブルエッグとして不向きと思われる
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ほどの強度であった。

330~360 日齢には、 3.5kg前後に低下した。

この値はテーフ.ルエ ッグとしては、十分な値

であるが、卵殻強度の推移としては、急激な

低下にも見える。また、全ての鶏種が同様な

傾向で低下した。卵殻強度が、加齢による卵

殻強度の低下を考慮すると、この時期に如何

に卵殻強度を低下させないことが、一つのポ

イン卜になると示唆された。

360~420 日齢の聞は、加齢に伴い緩やかに

低下し、調査終了に近い夏期の450~480日齢

(7 ~8 月)は、 3 kg前後と、約4分の 3の

強度になり、加齢に加え高温の影響が顕著で

あった。この時期には、卵殻強度の平均値が

3 kgを下回る鶏種があり、これら鶏群から生

産される鶏卵には、 2kg台前半の卵殻強度の

ものが多く含まれる。これらは破卵になる危

険性の高い卵で、この時期の卵殻強度が、鶏

種選定の重要な要因になると考えられた。

しかし、夏期の高温で産卵数が減少した場

合、卵殻強度が低下しない場合もある。特に

最近の傾向として、産卵後期や高温時におけ

る産卵数の低下が比較的少なく、卵殻強度の

平均値が 3kgを下回る鶏群も見られ、生産性

の改良に比較して卵殻質の改良が、やや遅れ

ているように思われた。また、鶏種別にみる

と、デカルブTX35、イサ・ブラウン及びイ

サ・ホワイトが420~480 日齢の聞に 3 kg以上

の値を示し、産卵後期及び高温期の悪条件の

中で、比較的強い卵殻強度を保っていた。

総体的に、全試験区の平均を調査期間を通

して上回ったのは、イサ・ブラウンだけであ

り、ずば技けて卵殻の強い鶏種、あるいは産

卵後期や高温期に卵殻強度の低下しない鶏種

はなかった。
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図 1 卵殻強度の推移
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図2 卵殻厚の推移
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卵殻厚の推移を図 2に示した。卵殻厚は加

齢よりも気温の上昇に伴い低下(薄くなる)

し、平均は0.35"'0.36mmで、推移した。特に夏

期 (450日齢、 7月)における低下は著しく、

いずれの鶏種も例外なく、平均で0.33mmまで

低下した。また卵殻強度の強い鶏種に卵殻の

厚い傾向がみられた。鶏種別には、卵殻強度

の比較的良好だったイサ・ブラウンとイサ・

ホワイ卜が高く、デカルプTX35はやや低く

推移した。

卵殻強度との関係をみると、 300臼齢頃が

最も厚くなり、それ以前は、むしろ若干薄い

傾向にあった。また、卵殻強度がこの頃まで
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かなり強い値を示したのは、単に卵殻の厚さ

によるのではなく、多少薄くてもそれを補う

卵殻の質の良さによるものと思われた。

その後、 330""'420日齢まで卵殻の厚さはほ

とんど変わらず0.36mm前後で、推移したが、卵

殻強度は急激に低下した。これは加齢に伴う

卵殻の質的低下によるものと思われた。従っ

て、この時期の卵殻質は厚さはあっても、単

純に良い卵殻と評価できないと思われた。

450""'480日齢は夏期の高温により卵殻質が

急激に薄くなったが、これは卵殻強度の考察

でも述べた通り、産卵後期や高温時にも産卵

数が低下しないという、最近の採卵鶏の傾向

でもあるが、悪条件の中で多数の卵を産むた

め卵殻質が低下し、それに伴って卵殻強度が

低下したものと示唆された。また、イサ・ブ

ラウンのように夏期でも0.36mmと厚い卵殻の

鶏種も、必ずしも厚さに見合った強度を示し

ていなかった。

これらのことから、卵殻は薄くなると強度

が低下するが、一定の厚さを保っていても、

強度から見た質的な良否は一様でない。従っ

て、鶏種の評価を卵殻厚で判断する場合、産

卵後期や高温期以外は、補足的な評価要因と

して日齢などとつき合わせて考えるべきと思

われた。

3 ハウユニット

ハウユニットの推移を図 3 (産卵翌日)と

図4 (産卵4日後)に示した。ハウユニット

も卵殻質と同様に、日齢と気温の上昇に伴い

低下する傾向にあり、産卵翌日の調査では、

360臼齢まで平均値が概ね85以上で推移し良

好であった。産卵4日後調査でも、 360日齢

まで平均値で80前後であ ったが、夏期 (450

日齢、 7月)には70に低下し、鶏種による差

が顕著であった。鶏種別には、産卵翌日で、

イサ・ホワイト、ハイライン・マリアが高く、

イサ・ホワイ卜は調査期間を通して90以上と

極めて良好であった。

今回の調査で特徴的なことは、これまでの

経済検定の成績からすると、ブラウン系の鶏

種はホワイ卜系の鶏種に比較し劣る傾向がみ

られたが、ポリス・ブラウソのハウユニット

は良好で、全鶏種の平均と比較して高く 、ホ

ワイト系と比較しでも遜色がなかった。

また、 一般にハウユニッ トは産卵開始が最

も高い値で、加齢に伴い低下するものと考え

られている。今回の調査では産卵開始直後が

最も高く、産卵ピークの210""'270日齢にかけ

て徐々に低下し、 300日齢から再び上昇して

360日齢までかなり 高い値で推移したが、そ

の後は加齢と気温の上昇に伴い緩やかに低下

した。これは産卵ピーク時が低温期のため、

鶏のコンディション等によりハウユニットが

低下したとも考えられるが、産卵ピーク時よ

りも、それ以後のハウユニットの方が高くな

るのは、今までにない傾向であった。

総体的にハウユニットは、鶏種による差が

かなり明確であった。しかし、ハウユニット

は産卵後の保存状態によっては、短期間で大

きく低下する。ハウユニ ットが高い鶏種であっ

ても、その特性を活かすには、産卵及び集卵

後の管理に十分留意する必要がある。 一方、

多少ハウユニットの低い鶏種でも、産卵及び

集卵後の鶏卵の温度管理等により、ハウユニッ

トが良好な鶏卵を確保できるものと考えられた。

4 肉班及び血班

褐色卵鶏2銘柄について、肉班と血班の混

入状況について調査し、その推移を図 5に示

した。肉班は加齢と気温の上昇に伴い増加す

る傾向が見られた。混入の頻度は鶏種にもよ

るが、最も多いときで60~85%で小さな物を

含めると非常に多くの肉班が観察された。鶏

種別には、ポリスブラウンが多少肉斑の混入
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頻度が少なかった。血班の混入については一

定の傾向は見られないものの、産卵前期は 2

銘柄とも混入の比率が高く、以後は鶏種によ

り多発時期が異なった。

肉班は育種改良により減らすことが可能で

あるが、現在国内で飼養されいる採卵鶏の多

くは外国で育種改良された鶏である。また、

肉班を気にする日本人は、世界的に見て少数
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派である。これは、日本人が鶏卵を生で食べ

る食習慣があるためと考えられている。いず

れにしても、肉班の少ないブラウン系の出現

は、近い未来にはあまり期待できないものと

思われる。従って、肉班の問題は消費者に安

全性等を理解してもらうことが大切で、ブラ

ウン系の特性であることを認識してもらう必

要がある。
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図4 ハウスユニットの推移(産卵4日後)
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図5 肉斑・血斑の混入状況

以上、最近のコマーシャル鶏の卵質につい

て調査したが、鶏種による特性が詳細に把握

され、育種で解決できていない課題や、飼養

管理で補完すべき課題等が明確にされた。
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