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鹿児島農総セ研報（畜産）　第2号　2008　43－46

さつま地鶏の系統維持と性能調査

吉田さやか※’・内村正幸※2・上山勝行※3・鬼塚剛・財部祐至※4・福永哲也

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　約

　薩摩鶏雄とロードアイランドレッド雌の交配による交雑種を基礎鶏とし，交雑鶏同士の交配を

　繰り返して作出した‘さっま地鶏7にっいて，第15世代～17世代の3世代にわたって育成期は147

　日問，成鶏期は308日問（ただし，第17世代は252日間）性能を調査し，次の結果を得た．

1　飼養成績（第15世代～第17世代の平均）

　（1）育成期

　　147目問の育成率は，雌雄平均で96．5％，147日齢体重は雄3481g，雌2688gであった．

　（2）成鶏期

　　148～455日齢までの生存率は，雌雄平均で84．2％，終了時体重は雄4225g，雌3654gであった．

2　飼料利用性（第15世代～第17世代の平均）

　　育成期における飼料消費量は83．6g／日・羽，飼料要求率は4．15であった．成鶏期における飼

　料消費量は144．8g／目・羽，雌の産卵重に対する飼料要求率は5．32であった．

3　産卵成績（第15世代～第17世代の平均）

　　初産日齢は130日齢，50％産卵到達日齢は158日齢，53g卵重到達目齢は214目齢であった．

　　産卵率は，平均で5！．9％，産卵ピークは203～231目齢で，65，5％であった．

4　繁殖成績（第15世代～第17世代の平均）

　　交配は自然交配で実施し，受精率は85．5％，中止卵率は7。5％，死ごもり卵率は1L！％，対有

　精卵ふ化率は8L4％，対入卵ふ化率は69．7％であった．

キーワード：系統維持，性能調査，さっま地鶏

　　　　　　　　　　緒　言

　当場では，昭和40年代後半から薩摩鶏を利用し，全国

に先駆けて高品質肉用鶏の開発普及に努めてきた．これ

まで薩摩鶏を利用した高品質鶏は，雄系に薩摩鶏，雌系

には白色プリマスロックを利用した薩摩鶏と肉専用種と

の薩摩鶏交雑鶏（薩摩鶏交雑ブロイラー）であった．

　しかし産地間競争が厳しい中，消費者二一ズに対応す

るために，肉質がよく，脂肪が少なく，完全有色羽装の

鶏種として，これまでの薩摩鶏交雑鶏とは別の位置づけ

で，「さつま地鶏」を平成！2年度に造成した．、これは，

肉質が良い薩摩鶏を雄系に，有色羽装で卵肉兼用種のロ

ードアイランドレッドを雌系にして作出した交雑鶏同士

の交配を繰り返したものである．

　現在，ブランド化に向けての取り組みがなされている

状況であるが，今回は第15～17世代「さつま地鶏」の原

種鶏としての系統を維持するために，増体，外貌を中心

とした選抜を行い，種鶏性能について調査した．

試験材料並びに方法

※1

※3

※3

※4

鹿児島中央家畜保健衛生所熊毛支所

大隅地域振興局農林水産部農政普及課

農政部畜産課

（財）鹿児島県地域振興公社

1　供試鶏および供試羽数

　供試鶏は，第14世代さっま地鶏の雄18羽，雌118羽の

種鶏をもとに，次世代のひなを生産し，虚弱びなを除い

てえつけし，試験に供した．

　第15世代の供試羽数は，雄22！羽，雌214羽，計435羽，

第16世代の供試羽数は，雄141羽，雌127羽，計268羽，

第17世代の供試羽数は，雄204羽，雌229羽，計433羽（餌

付け時）であった．

　各世代毎に，！4週齢での体重が上位のもので，脚弱の

症状がなく，羽装が全体的に褐色を呈し，冠が三枚冠の

個体を一次選抜した．　さらに，36週齢時で，雄では外

貌及び精液性状等，雌では産卵率から良好な個体を二次

選抜し，自然交配によって次世代のひなを生産した．
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表2　育成期の飼養成績

表1　飼料の給与区分および成分

　　　　　　　　　　　　表　示　成　分
日齢　給与飼料
　　　　　　　　　CP（％以上）　航E（kcal／kg以上）

世代
育成率　体重　飼料消費量
　　　　　　　　　　　飼料要求率
（％）　　（9〉　（9／日・月コ）

12～14

　1～28　幼すう用

29～77　中すう用

78～147　大すう用

148～455　成鶏用

21。0

18．0

14．0

17．0

2950

2800

2700

2800

　雄92。93820101．2
　雌96．0273379．3
，平均　94。5　3277　　90．3

4，35

4．69

4．52

15
雄94。63489
雌9532737平均　95。0　3113

87．9

76．4

82．2

3．75

4．03

3．89

ただし，17世代は148～399日齢
　　　雄96．53534
16　雌97．62759
　　　平均　97．1　3147

99．1

79．8

89．4

4．22

4．02

4．12

2　飼養管理

（1）給与飼料および給与方法

各目齢での飼料の給与区分および成分を表1に示した．

給与方法は，全期間不断給餌とした．

　　　雄95．13420
17　雌99、62567
　　　平均　97．4　2994

85．5

72．8

79．2

4．38

4．49

4．44

　　　　雄95。43481
15～17雌97．52688
　　　　平均　96，5　3084

90．8
76．3

83．6

4．12

4．18

4．15

（2）収容

　供試鶏は，ウィンドウレス平飼鶏舎に雌雄別飼で餌付

けし，その後128日齢から試験終了まで開放平飼鶏舎に

収容した．

　また，260日齢で配雄し，配雄開始目時点での配雄率

は15％であった．

（3〉その他

　光線管理は，0～20週齢まで24時間照明，2！週齢以降

は16時問照明とした，衛生対策及びワクチン接種は当場

の慣行に従った、

4000

3000

冠
）　2000倒
堆

1000

0

　　　　　　　　　　　　　　3481＋雄一くトー雌 ×一一平均

　　　　　　　　　　　　3022
　　　　　　　　　　　　　　　、X
　　　　　　　　　2545　　　　／
　　　　　　　　　　　　．×－　　88
　　　　　　　1940　　　’〆　　　　　　　　　　、×’
　　　　　　　　　／　　　　　2150
　　　　　　　　－　　　872
　　　　1269　、ノ　　　　　　・　　527

　　　　　・　032
　　426　〃

36　　　71

3　調査項目

　育成率，生存率，体重，飼料消費量および要求率，産

卵性および繁殖性とした。

4　調査期問

　調査期問は，平成16年7月21日から平成19年3月30日．

各世代の調査期間は育成期が147日問，成鶏期が第15世

代と第16世代は308日問，第17世代は252目問で実施した，

1　　　　28　　　　56　　　　77　　　98　　　1｛9　　　147

　　　　　　　　　　　　　　（日齢）
　　　図1体重の推移（育成期）

（2）成鶏期

　成鶏期の飼養成績を表3に，体重の推移を図2に示した．

　生存率は，15世代の雄がっつきによるへい死が多く低

かったものの3世代平均では雄76．2％，雌92．2％，雌雄

平均84．2％と前の世代より0．2ポイント向上した．

表3　成鶏期の飼養成績

世代
生存率　体重　飼料消費量
　　　　　　　　　　　飼料要求率
（％）　　（9）　（9／日・月月）

12～14
雄80．94766152．1
雌87．03875144．4
平均　84．0　4320　　148。3

5．18

　　　　　　　　　　結　果

1　飼養成績

（1）育成期

　育成期の飼養成績を表2に，体重の推移を図！に示した．

　1～147日齢の育成率は，雄が95。4％，雌が97。5％，雌

雄平均で96．5％となり，前の世代（第12～14世代）1）2）3）

より2．0ポイント向上した，

　体重は，98目齢で雄2，545g，雌1，872g，平均で2，208g

であった．147日齢では雌雄平均で3，084gで，前の世代

より193g減少した．

　　　雄69．74355148．3
15雌89。23760167．1
　　　平均　79．5　4058　　157。7

6．94

　　　雄77。34162147．9
16雌93。53637149。0
　　　平均　85，4　3900　　148．5

4．53

　　　雄81．64158
｛7雌94・03565
　　　平均　87．8　3862

125．8

130．4

128．1

4．48

15～17
雄76。24225140．7
雌92．23654148。8
平均　84．2　3940　　144，8

5．32

注）雌の飼料要求率は対卵重で算出
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　体重は，終了時点では雄4，225g，雌3，654g，雌雄平均

3，940gで前の世代より380g減少した．
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147　　　175　　　203　　231　　259　　　28ア　　　315　　343　　　371

図4飼料消費量の推移（成鶏期）

399

（日齢）

175　203　231　259　　287　　315　343　371　399

　　図2体重の推移（成鶏期）　　　　（日齢）

2　飼料利用性

　育成期における飼料消費量の推移を図3に，成鶏期に

おける飼料消費量の推移を図4に，雌の対産卵重に対す

る飼料要求率の推移を図5に示した，

　育成期における1目1羽当たりの飼料消費量は，雄90．8

g／日・羽，雌76．3g／目・羽，雌雄平均で83．6g／日・羽であ

った（表2），増体に対する飼料要求率は4。15で，前の

世代と比較すると0．37ポイント向上した．

　成鶏期における1日1羽当たりの飼料消費量は，雄140．

7g／日羽，雌148．8g／日・羽，雌雄平均で144．8g／目・羽で

あった．雌の産卵重に対する飼料要求率は，15世代がト

リサシダニの寄生が多く発生したため6．94と悪かった

が，16世代で4．53，17世代で4．48と年々向上した．

150

　120
爲
園

　90田

ぺ
㊥

醐60
鰍
渓

　30

0

76．8

28．4　　ノノ
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126．3

139．0
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　110．6
　　　　　　　”×一一 一一×

　　　　　，》く’
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　　／x’　　102．7
　／　　　　94．6
／　　87，0

4．2　　　　　　　＋雄

　　　　　　　＋雌
　　　　　　　一うく 一平均

7．00

　ll」　枷　矧鰯

㌦臣1二竺』埜1一、

　　147　　175　　203　　231　　259　　　287　　315　　343　　371　　399

　　　　　　図5雌の飼料要求率（対産卵重1　　　　（日齢）

3　産卵成績

　産卵率，初産日齢，5Q％産卵到達日齢，53g卵重到達

日齢および平均卵重を表4に，ヘンディ産卵率および卵

重の推移を図6および図7にそれぞれ示した．

　初産日齢は130日齢，50％産卵到達日齢は158日齢で，

前の世代より初産目齢は19日早く，50％産卵到達目齢は

16目早かった．

　産卵率は，平均で51．9％で，産卵ピークは203～231日

齢の65．5％であった（図6）．また，53g卵重到達日齢は

214日齢で，平均卵重は55．2gであった．卵重は前の世代1）

より3．6g小さく，産卵率は4．3ポイント向上した．

0　　　　　21　　　　42　　　　　63　　　　84　　　　105　　　　126　　　　147

図3飼料消費量の推移（育成期）
（日齢）
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表4　産卵性

世代
産卵率初産日齢50％産卵到539卵重到平均卵重

（％）　　（日）　達日齢（日）達日齢（目1　（g）

いふ化成績を得ることができた，

表5　ふ化成績

12～14　　　47。6 149 174 208 58。8

世代入卵数受精率中止卵率死ごもりふ化数　　ふ化率（％）

　　（個）　（％）　（％）卵率（％）（羽）対有精卵対入卵
15 44．1 118 163 226 54．6 12’》14　696　　66．3　　　9．1　　　　11．2　　　369　　　79．7　　　53．1

16 57．9 131 155 212 56．9 15　　　416　　80．0　　　8．7　　　　11．1　　　z67　　　80．2　　　64．2

17 53．7 141 156 205 54．2

15～17　　　51．9 130 158 214 55．2
16　　　640　　88．0　　　7．8　　　　8．3　　　472　　　83．8　　　73．8

17　　　579　　88。4　　　5．9　　　　13．9　　　411　　　80．3　　　71．0

15～1フ　545　　85．5　　　7．5　　　11．1　　383　　　81。4　　　69．7

80

70

　60
象
斑50
踪

魍40

30

20

64．2

55．2

65．5

57．7

46．2
42．3

43．8

47．1　　44．6

＿⊥ 　　　　L 上
＿ 」＿＿．　　　一 」＿　　＿＿ 上 ＿＿一 」

考　察

147　175　203　231　259　287　315　343

65

60

　55
営
酬

踪50

45

40

図6ヘンディ産卵率

56．7

　　59．3
58．2

371　399

　（日齢）

．9

60．6

49．1

52．5

48．0

54．9

147　175　203　231　259

　　　　　　　　　　　　一

　　　　287　315　343　371　399

図7卵重の推移　　　　　　（日齢）

　第！5～17世代さつま地鶏は，前世代（第12～14）と比較

し育成率及び生存率が向上した。世代毎にふ化後の虚弱

びなや！4週齢時の脚弱鶏を淘汰したことによる効果と考

えられた．

　一方，体重による選抜を毎世代実施したにも関わらず，

今回の試験では前の世代と比較して体重はわずかに減少

する結果となったが，さっま地鶏造成時から世代が進ん

できており，さつま地鶏の持っている増体能力が次第に

ピークに近づきつつあるのではないかと考えられた。

　ただし，育成期の増体に対する飼料要求率は向上して

いるため，今後も体重による選抜を継続していく必要が

ある。

　成鶏期の卵重に対する飼料要求率も15世代は高かった

ものの，その後は年々改善される結果になっており，今

後も産卵率の良好な個体の選抜を継続していく必要があ

る．

　産卵成績および繁殖成績では，世代が進むにしたがっ

て年々向上した．交配時期を早くし，配雄率を高く設定

したことが良い結果をもたらしたものと考えられた，
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