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《解説》

鶏の産卵異常に関する最近の知見

鶏病研究会

干305-0856茨城県つくば市観音台 1丁目 21-7 サンビレッジ川村C目 101
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はじめに

鶏の産卵異常は大きく分けて，産卵率と卵質に関する

事項に分けられる。さらに，産卵率の異常は性成熟

(50%産卵率)の遅れ，産卵ピーク到達の遅れ，高産卵率

持続性の低下，一時的な産卵率低下などに分けられる。

一方，卵質の異常は外部卵質と内部卵質に大きく分けら

れ，前者は卵重，卵形，卵殻色，卵殻質の異常，後者は

卵黄色の異常，濃厚卵白の高さの低下，異物の混入・異

臭などに細分類される。

産卵異常を引き起こす要因には，鶏の品種・銘柄・日

齢など鶏側の要因，飼料・飲水・飼育温度などの飼養環

境要因，さらに感染症などがある。鶏の改良は銘柄ごと

に日進月歩のごとく進んでおり，性成熟の短縮や高産卵

そのものが鶏に大きな負担を与えている側面もある。ま

た飼料の高騰に対応して，従来ほとんど使用されな

かった低・未利用資源を飼料にしたエコフィードや飼料

用米が，鶏に利用され始めている。さらに，それらを給

与する事により付加価値を高めた，機能強化卵・ブラン

ド卵の研究が官民の試験研究機関などで始まっている。

加えて，アニマルウェルフェアの普及によって，鶏の飼

養形態や誘導換羽(旧用語.強制換羽)の方法が変わろ

うとしている。また，不活化油性アジュバントワクチン

の利用によって生まれた新たな問題や，従来から知られ

ている病原体(ウイルス，細菌，寄生虫)による新しい

産卵異常など，生産現場で起こっている変化への適切な

対応が求められている。本解説では，産卵異常を起こす

ことでよく知られている感染症は除いて，最近話題と

なっている産卵異常について解説した。
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1. 低・未利用資源の飼料への応用

地域の特産物から生じる食品残さの利用による卵の付

加価値化，コンビニエンスストアから排出される食品残

さを飼料にしたエコフィードの活用など，低・未利用資

源の採卵鶏飼料への応用事例がここ数年生産現場で増加

している。さらに 2008年の飼料原料価格の高騰により，

国内における飼料自給率の向上が求められ，飼料用米の

本格的な利用が検討され始めた。これに対応して，これ

らの給与が産卵諸性能や卵質に及ぼす影響について調べ

られている。

1) 卵黄色の低下

卵黄色はヨークカラーファンナンバー(ロッシュ社

製)で 15段階に分けられ， 8から 12が商品として好ま

しいとされている。飼料用米(玄米，モミ米〉はとうも

ろこしの代替としての利用が考えられているが，とうも

ろこしに含まれるキサントフィルが含まれないために，

飼料用米の割合が多くなるに連れて，卵黄色が薄くなる

問題が指摘されている。飼料用のモミ米を 40%，60%で

配合した飼料を給与すると，卵黄色が市販配合飼料給与

群の 10.2に比べ，それぞれ 5.0，1.4と極度に低い値とな

る69)。とうもろこし給与群の卵黄色が 10.1であるのに対

して，規格外大麦を給与した群では 3.1に，規格外米を

給与した群では 2.4に低下したとの報告がある凶。また，

卵黄色は飼料用米の配合率が 10%増加するに連れて 0.3

ずつ低下し，配合率が 30%を越えると，肉眼的にも明ら

かに薄くなるようである59)。卵黄色は飼料用米を給与す

ると 3日から 6日かけて除々に薄くなり， 12日から 15

日でほぼ一定となること67)にも注意が必要である。

コンビニエンスストア由来のエコフィードを市販配合

飼料に上乗せ給与した場合にも，代替量が多くなるに従

い，卵黄色は薄くなる問題が起こる50)。この原因として，

市販配合飼料中に含まれる着色物質であるパプリカ抽出

物がエコフィードの上乗せによって薄められた可能性

や，さらに飼料摂取量自体が減少したことにより，パプ
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リカ抽出物の摂取量が減少した可能性が考えられるO

卵黄色の補正は市販のパプリカ抽出物を飼料に添加す

ることにより可能であるが，飼料用米給与農家には「レ

モンイエローのさわやかな卵」と銘打つて販売している

所もある。

2) 卵重の減少

卵重は鶏の日齢，体重と密接な関係があるが，飼料中

のリノール酸やアミノ酸含量によっても大きく影響を受

けるの。とうもろこし Distiller'sDried Grain with Solu 

bles (DDGS) (飼料の原材料名称)はアミノ酸源として

重要であるが， 20%以上を配合すると，卵重が明らかに

低下すると報告されており 75)，現在米国では DDGSの

含量の目安は約 5-10%とされている。しかし， 40%を

配合しても影響はみられなかった報告同もある。 DDGS

は製造工程によって，粗タンパク質含量に大きなバラツ

キが出ることが指摘されており，必須アミノ酸の中でも

最も重要なリジン， メチオニンの変動係数が高L、22)。し

たがって，使用する DDGSの含量を把握して，飼料に配

合する割合を決定することが重要である。

コンビニエンスストア由来のエコフィードを 30%配

合した飼料を給与した場合も，卵重の低下を招くことが

知れている35)0 209ぢ代替給与では産卵初期の卵重が明ら

かに低下したと報告されている50)。飼料中のエネルギー

含量が高いと鶏は逆に飼料摂取量を減らすことがあ

り72) タンパク質不足を招く可能性がある。エコフィー

ドそれ自体は高エネルギーの飼料であり，鶏は自ら必要

とするエネルギー量を適量摂取しようとすることに起因

すると考えられる35)。一方で，山崎ら81)は飼料のリノー

ル酸量を増加させれば，産卵初期の卵重を増加させるこ

とが可能と報告している。エコフィードを配合した飼料

はリノール酸含量が少ないことが関係しているのかも知

れなL仰)。エコフィードの活用には，タンパク含量，ア

ミノ酸バランスについても検討しておく必要がある。

3) 卵殻厚，卵殻強度の低下

卵殻形成に必要な飼料栄養素としてカルシウム (Ca)，

リン，マグネシウム，亜鉛，マンガン，カリウムおよび

ビタミン類があるが， 中でも Caが重要である。コンビ

ニエンスストア由来のエコフィードを 20%代替した飼

料， 30%配合した飼料を給与すると，卵殻厚，卵殻強度

の低下が起こると報告されている町0)。代替給与は飼料

中のミネラル濃度の低下や飼料摂取量の減少によって，

鶏体内に取り入れられるミネラル量が減少することが考

えられる。同様に，老人ホームの食品残さ回)，学校給食

の残さ 23)をエコフィードとして利用したことによって，

卵殻厚，卵殻強度の減少が認められた事例や，逆に食品

残さの利用によって，塩分過多となり，軟卵・破卵など

の卵殻異常が増加した事例がある58)。また，地域特産物

である緑茶抽出物カテキンを市販配合飼料に 0.17%添

加給与した結果，卵殻強度の低下，破卵発生率の増加が

みられたと報告されている55)。

エコフィードを利用する場合には，塩分の過多への注

意， ミネラル濃度やバランスの適正化が必要である。

2. 飼養管理

採卵鶏の一般銘柄は約 150日齢前後で・性成熟 (50%の

鶏が初産を開始)に達し，約 160日齢前後で産卵率が

90%以上となり，銘柄によっては産卵ピークが 95%以

上になる。その後は加齢とともに産卵率は漸減し， 480 

日齢では約 75-90%まで低下する49)。一般に規格外卵

は加齢と共に増加する傾向が見られる四)。卵の鈍端付近

に半球状あるいは変形状の隆起を認めるピンプル卵29)

の発生率も，鶏の加齢に伴い増加する78)。褐色卵で色が

薄く出る通称ボケ玉や黒点，赤紫色点が出る卵殻色異常

も産卵後期に増加する30)。

異常卵の発生は加齢以外にも，暑熱，ケージへの収容

羽数，ストレスなど飼養管理の失宜，誘導換羽処理など

によっても増加する。

1) 暑熱

近年夏季の産卵低下が養鶏産業で大きな問題となって

いる。暑熱期における飼料摂取量の減少，それに伴う体

重の減少と産卵率の低下は経営を圧迫する。暑熱の影響

により産卵成績が明らかに低下する温度は 30
0C以上と

言われているが，ときに 25
0C以上の温域でも卵重の減

少，卵殻重量(厚さ)の低下，破卵率の上昇などが認め

られる79)。鶏舎内温度がぱらつく場合は産卵成績に影響

するため，換気輪道(鶏舎内の空気の流れ)を改善する

必要がある。風速が上がると鶏の体感温度が低下(秒速

1mで3
0

C程度)するとされるが，過度な風速はそれ自

体産卵成績を低下させる61)。高温，高湿は卵殻厚を薄く

する原因となるため，夏期は卵殻厚が薄くなり，破卵も

増える 76)。夏期あるいは換気不良の鶏舎では点斑卵が多

い傾向にある四)。対応策として環境的にはクーリング

パッドを使用したトンネルベンチレーションシステムの

導入，飼料添加物(重曹など)を用いた飼料給与時間の

変更などがあるが，今後は暑熱期専用の飼料の開発も必

要になると推察される。

2) ケージ収容羽数

開放鶏舎では 2羽飼いは単飼より産卵率が劣ると言わ

れている。ケージ当たりの羽数が多くなると産卵率が低

下するだけでなく，破卵も多くなる。無窓，開放鶏舎を

76ー



問わず，過密な収容は舎内環境を悪化させ，産卵率の低

下，軟便の増加を招く 79)。群飼ケージの例では， 6羽の小

群飼ケージでは比較的産卵成績は良好であるが， 10羽以

上の大群飼ケージでは産卵成績は明らかに低下するとさ

れている 53)。また，ケージの収容羽数を多くすると，ボ

ディチェック卵といって，鶏体内で卵殻の初期形成時に

できた割れ目に，その後の炭酸カルシウムか沈着するこ

とにより割れ目が修復されて産み出された卵が増加す

る。この原因としてはケージ内での鶏同士による圧力，

卵殻形成の初期段階での鶏の活動などが影響すると言わ

れている77)。

また，卵に半透明のすじが見られることがあるが，こ

れは産卵直後の卵がケージ内を転がる聞にクチクラ層が

剥離して出現するもので，ケージ収容密度も関与すると

言われている29)。

3) ストレス

通常，採卵鶏はケージ飼いであり，環境を自由に変え

ることができないため，ストレス要因(ストレッサー)

の影響がそのまま産卵成績に現れる。社会関係が成立し

ている鶏群に，新たな鶏が混ざると社会的秩序が乱れ，

ストレスが加わる79)。また，環境の変化も大きなストレ

スとなる。ピンホール卵という卵殻に穴があく現象は，

卵殻膜の外層に気泡が付着し，この部位に炭酸カルシウ

ムの沈着が正常に行われないために起こるが，卵殻膜へ

の気泡の付着はストレスによると言われている77)。ま

た，チョーク様卵殻という卵殻の表面に炭酸カルシウム

の微粒子が白いリング状に付着する現象も，第一卵が卵

管内に長期に滞留することにより，卵殻膜のみの第二卵

と接触して子宮部内で同居することから起こる。子宮部

に卵が長期滞留する理由はストレス説が有力で，恐怖，

驚きなど危険を感じた雌鶏は卵を産む行為を自発的に止

めることがある78)。軟殻卵は卵殻腺部内の滞留時聞が正

常より短いときに生ずるが，放卵が早まる原因として，

鶏舎内への人の出入りが激しい，急に大きな音をたて

る，鶏の移動などがあり，鶏が落ち着かない(ストレス

が加わった)状態にすると放卵異常を招きやすL、24)。
ストレッサーとしては，温度，光線(照度)，騒音，ア

ンモニアなどの物理・化学的なもの，他の鶏，飼育管理

者などの生物的なもの，デビビ、一クのような人為的なもの

カがtある6刊1)

光線に関しては，産卵鶏の適当な照度は約 10ルック

スで，これ以下では産卵低下をきたし，これ以上に上げ

ても産卵率の向上はなO，79)。
騒音に関してのデー夕刊は古いものしか見あたらな

いが，道路の建設などによる車の騒音が産卵に影響を与

第 46巻 2010 年

える。一時的な突然の騒音の場合，その際に卵管内に

あった卵の早期放卵を誘起し，軟殻卵が生産されること

がある。藤井らωは花火の打ち上げにより軟卵・破卵の

増加，産卵率の低下を報告している。また，長期の騒音

ではストレスの累積性により産卵の持続性に悪影響が出

る可能性も考えられる79)。

アンモニアの影響は，暴露される時聞が長期間の場合

に発現し，約 100ppm， 8-11週間の暴露で産卵率の減

少が認められている79)。

4) 飲水装置

大雛導入後，銘柄によっては飼育形態の変化により

ニップルドリンカーを認識できない鶏も存在するため，

飼料摂取量が減少し， 50%産卵到達時日齢が大幅に遅れ

ることがある。急激な死亡鶏の増加が認められず，一見，

群としては正常にみえるので発見が遅れてしまうことが

ある。対策としては，導入日と翌日に鶏の様子を観察し，

水を飲めない鶏がいる場合は手でニップルドリンカーを

押したり，ウインドウレス鶏舎の場合，導入日から数日

の問，照明を明るくし，ニップルドリンカーを見やすく

する。開放鶏舎では減圧タンクの操作で水を認識させる

などの作業も必要となる。

給水管が水垢で詰まり，末端まで十分に水が届かない

場合がある。水が全く届かない場合は導入後暫くして死

亡鶏が発生して気がつく。しかし，少量でも給水可能な

場合，外見上の異変はみられないが，飼料摂取量が低下

し，産卵率の低下などを招く。対策としては，大雛導入

前の鶏舎洗浄時に給水管の洗浄をおこなう。まず，専用

の洗剤jで給水パイプ内をふやかした後洗浄し，その後塩

素系の消毒剤で水垢を除去する。また，開放鶏舎では減

圧タンクの色を赤色または黒色などにして，光合成が進

まないように遮光する。

5) 自家配合飼料

低・未利用資源の採卵鶏飼料への利用が増加傾向にあ

るが，これらの大半は自家配合である。市販飼料への代

替・上乗せ，飼料設計による配合給与など様々である

が，それら資源の成分把握は重要である。自家配合の失

敗例として，生の魚，甲殻類を粗タンパク原料として加

えると，計算上は代謝エネルギー (ME)が満たされてい

るが， 飼料中の水分は 30%と高く ME不足となる。 こ

の事例では性成熟の大幅な遅れ(約 35日)，産卵率の低

下(約 18%)，卵重の低下(約 6g)がみられた41)。

6) 誘導換羽

養鶏農家の 63.7%が約 460日齢で，絶水絶食併用

(11.5%)， 絶食法 (79.9%) により誘導換羽を行ってい

る。加齢に伴い悪化した卵殻質は，誘導換羽により改善
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され，卵殻厚が厚くなり，老鶏時に多く見られる卵殻表

面の小突起(ざらつき)も減少し破卵も少なくなる。し

かし，誘導換羽の効果は通常3カ月と言われている。絶

食期間中の卵は，卵殻が薄く，卵白はゼリー状で粘調度

が高い76)。

ここ数年，絶食による誘導換羽法に代わり，低タンパ

ク質・低エネルギーの飼料の給与による換羽法が取り入

れられ，現在8.7%の農場で実施されている。この方法

は白玉卵産出鶏では絶食法と同様かそれ以上の産卵率を

示すが，赤玉卵産出鶏では絶食法より劣り，ハウユニッ

ト (HU)注も低下する傾向がある48.5!)。

3. 不活化油性アジュパントワクチン

(油性ワクチン)が産卵に与える影響

大雛期の油性ワクチン接種は 50%産卵到達の遅れ，

高い産卵ピークに達しないなど，産卵性に影響を与える

と考えられており，用法・用量にしたがって投与するこ

とが重要である。

1) 異なる銘柄鶏におけるワクチン接種の影響

ワクチン接種の副反応は銘柄によって異なる事例が報

告されている43)。赤玉卵産出鶏 (2銘柄)，ピンク卵産出

鶏c1銘柄)，白玉卵産出鶏 (5銘柄)に Salmonella

Enteritidis (SE)油性ワクチンを 104日齢で肩部皮下接

種した結果，赤玉卵産出鶏 2銘柄，白玉卵産出鶏3銘柄

では他の銘柄，無接種群に比べて 50%産卵到達時日齢

が遅れ，初期の産卵率も低下する傾向がみられた。

2) ワクチン接種部位による影響

肩顎部皮下(本来の接種部位)，脚部筋肉内，鼠径部皮

下の各々に 104日齢で SE油性ワクチンを接種すると，

50%産卵到達日齢が無接種群と比べて，脚部筋肉内接種

群では遅れる傾向を指摘する報告がある。また，産卵の

立ち上がりは，無接種群に比べて脚部筋肉内接種群，鼠

径径部皮下接種群では劣る傾向にあり，ピーク時産卵率

も低い値を示したと報告されている46)。脚部筋肉内や鼠

部皮下接種は接種が簡易なため，野外では用いられるこ

ともあるが，産卵に大きな影響を及ぼすので，用法用量

に記載されていない限り，当該部位への接種はおこなう

べきではない。

3) 自家混合ワクチン接種による影響

接種の労力軽減のために，産卵低下症候群 (EDS)油

性ワクチン，ニューカッスル病・伝染性気管支炎2価・

伝染性コリーザ (A型・ C型)(NB2AC)油性ワクチン，

マイコプラズマ・ガリセプチカム (MG) 油性ワクチン

を自家混合し，脚部筋肉内接種し，産卵への影響を調べ

た報告がある。用量用法にしたがって接種した群と比べ

て，自家混合ワクチン接種群では産卵率上昇の遅れや産

卵ピーク時の産卵率低下がみられ，この傾向は産卵中期

くらいまで続き44)，経済的に損失を与えたと報告されて

いる。多価ワクチンが市販されている現在では自家配合

の必要はなくなったが，今後も用法・用量を逸脱した方

法は薦められない。

4) 異なる接種目齢における影響

白 白玉卵産出鶏，ピンク卵産出鶏，赤玉卵産出鶏の

3銘柄を用い， 80， 90， 100， 110日齢にそれぞれ鶏用 5種

混合 (NB2AC)油性ワクチンを頚部皮下に接種した結

果， 50%産卵到達時日齢は白玉卵およびピンク卵産出鶏

では 80日齢接種群が，赤玉卵産出鶏では 100日齢接種

群が早かった。ピーク時産卵や高産卵の持続性は 110日

齢に接種した各銘柄群が劣る傾向にあった。産卵への影

響を軽減するためには 100日齢以前の接種が望ましいと

報告されている45)。

4. ウイルス感染症

多くの急性ウイルス感染症は鶏に産卵異常を引き起こ

すことが知られており，その主なものは表に示した。こ

こでは，最近問題となったメタニューモウイルス感染に

関して記載する。

七面鳥鼻気管炎，頭部腫脹症候群， トリ鼻気管炎の原

因として知られるパラミクソウイルス科メタニューモウ

イルスについては，七面鳥で産卵異常などを引き起こす

こと17)が知られている。一方，鶏では実験的な静脈攻撃

で卵殻の奇形を伴った産卵異常が認められた報告70)は

あるものの，一般的に単独感染が産卵異常を起こすこと

はまれと考えられている。本ウイルス感染が鶏の産卵異

常に直接的に関連するか否かは，今後さらに検討する必

要がある。

5. 細菌感染症

産卵異常を呈する主な細菌性感染症は伝染性コリーザ

およびマイコプラズマ・ガリセプチカム感染症である

が，細菌感染症の多くは幼雛・中雛では症状を発するも

のの，成鶏においては日和見感染的なところがあり，産

卵異常との因果関係は明らかではない。しかし，近年，

大腸菌症やマイコプラズマ・シノビエ感染症が産卵異常

注釈 HU:卵重が 56.7gの卵を基準にして HU=1001ogH(濃厚卵白の高さ mm)で示される単位

卵重はすべて 56.7gでないため，卵重による補正は必要であるが，卵白の品質の評価の手段になる
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表1. 鶏の産卵異常

項目 分類 病名 病気以外の要因

ニューカッスル病 30
0

C以上の温度

高病原性鳥インフルエンザ 過度な風速

伝染性気管支炎 密飼
伝染性喉頭気管炎 アンモニア

鶏痘 飲水不足

鶏脳脊髄炎 自家配合飼料の失敗

産卵低下 産卵低下症候群 加齢

産
伝染性コリーザ
マイコプラズ、マ症

卵 ロイコチトゾーン症

ワクモ
性 トリサシダニ

回虫や条虫などの内部寄生虫

ニューカッスル病

産卵停止
高病原性烏インフルエンザ

リンパ性白血病

鶏痘

ピーク時産卵の遅れ
ワクモ 飲水不足

不活化油性アジュバントワクチンの接種

卵殻色の退色，異常
ニューカッスル病 加齢(産卵後期)

産卵低下症候群

伝染性気管支炎 塩分過多の飼料

外
産卵低下症候群 加齢

鶏脳脊髄炎 高温・高湿
卵殻異常(無殻卵，軟殻卵，

密飼部 破損卵，点、斑卵，ガラス卵，
騒音

卵
ボディチェック卵，ざらつき卵など)

換気不良

質 飲d点水不足
灯プログラムのミス

奇形卵・小玉卵 伝染性気管支炎

卵重の減少
ワクモ 食品残さの多量給与

高温

回虫や条虫などの内部寄生虫 米，大麦などの給与

卵黄色の低下 食品残さの多量給与

木炭給与

卵黄のまだらと変色
駆虫剤の組み合わせの投与

生の大豆粕給与
内 伝染性気管支炎 局、温・低湿

部 HUの低下，濃厚卵白の水様化
加齢

カビ毒
卵 アンモニア

質 異物の混入 回虫や条虫などの内部寄生虫

ビタミン Aとビタミン Kの水準

ビタミン K括抗物質

血斑・肉斑 カビ毒

騒音

鶏種，銘柄
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を呈したとする報告があり，それらを含め近年問題とな

りつつある感染症を整理した。

1) 大腸菌症

通常，大腸菌は腸内細菌叢の l構成菌であるにもかか

わらず，家禽の大腸菌症による世界的な経済的損失は主

にブロイラーにおいて報告されてきた3訓。近年，採卵鶏

において呼吸器感染後，全身感染を起こす大腸菌の存在

が世界的に問題となってきた28，白川。これは家禽病原性

大腸菌 (APEC)の感染によるもので，無症状のまま突

然死亡することが多L伊 )0 APEC感染鶏が産卵低下を示

すという事例はほとんど報告されていないものの，

EwerslO)らの用いた 150株の中には産卵低下を示した

採卵鶏由来株が含まれていたと記載されており， APEC 

と産卵低下の聞には少なからず関連があるように思われ

る。感染鶏の病理解剖では，卵墜に続く腹膜炎と多発性

紫膜炎に加え，卵管炎や気嚢炎などが観察される3回。英

国では，卵管腹膜炎が最も一般的に認められる病態却)

で，腹膜炎は APECの総排池腔から卵管への上向感染

に関連すると考えられている21，74)。本感染症の発生には，

菌の病原因子のみならず，鶏においても不適切な飼育環

境によるストレスなどの要因が関与している九なかで

も後者に関して， Someyaら62)は採卵鶏の産卵開始が大

腸菌症発症に関与している可能性を示唆している。ま

た Vandekerchoveら82)は大腸菌症におけるマイコプ

ラズマや他の呼吸器感染症の関与を否定している一方，

Ravivら日)はマイコプラズマ・シノビエの重感染が採

卵鶏の大腸菌性腹膜炎における複雑化因子として働く可

能性を示唆している O

2) マイコプラズマ・シノビエ (MS)感染症

鶏の MS感染症は無症状の場合が多いが，ときには呼

吸器症状を呈し，その後の気嚢炎と関節炎に起因する廃

棄に関連している。 MSの採卵鶏における産卵に対する

影響については， 10%の産卵低下が認められるとする報

告'0)がある一方で， MS感染と産卵には関連がないとす

る報告:19)もある O

2000年以降，オランダの採卵鶏群においてそれまで報

告されなかった卵殻鋭端部異常 (EggshellApex Abnor-

malities， EAA)が徐々に観察され，現在 MS感染との因

果関係の有無が話題になっている o EAA卵は，卵の鋭端

領域における卵殻表面の組剛化，卵殻の薄化および透明

性の増加によって特徴つけられ，総鶏卵生産量の低下の

みならず，破卵に起因する先端部の欠損の発生が重大な

経済的被害に結びつく。 Feberweeら12)は，この EAAと

MSの関係を初めて報告した。まず， 2回の野外調査にお

いて， MS抗体陽性鶏群のうち EAA卵産卵鶏群由来採卵
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鶏の卵管から MSが分離され，非 EAA卵産卵鶏群では

分離されなかった。さらに， MS卵管由来分離株をコマー

シャル白色採卵鶏に気道感染させたところ，卵管からの

MS分離と EAA卵の産卵が再現された。 EAA卵を生産

する複数の農場に由来する鶏群の卵管から分離された

MS株が様々な遺伝子型を示したことから， EAAが特定

の遺伝子型によって起こるのではなく，株間で共通する

病原性によって説明されうることが示唆される。

なお， EAAの発生は日本や南アフリカなどでも報告

されているが， EAAとMS感染の関係について言及す

る報告は上述したもののみであり，さらに詳細な調査が

必要であろう。

3) 腸管スピロへータ感染症

鳥類における腸管スピロへータ感染症 (Avianintes-

tinal spirochaetosis， AIS)は，病原性腸管スピロヘータ

である Brachyspira(以前の Serpulina)intermedia. B. 

Pilosicoli. B. hyodysenteγiaeまたはB.alvinipulliによ

る成鶏への定着に起因する。なかでも B.intermediaは

AIS鶏群において最も一般的に認められる 11，27，砥印刷。ス

ピロヘータは分離・同定が困難なため，以前は鶏群にお

けるスピロへータの存在が気づかれずにその重大性が認

められていなかった削が，現在では， ヨーロッパ5118L

米国71.73)およびオーストラリア札印刷において報告され

ている。わが国における本感染症の発生はまだ報告され

てない。本感染症は主に増体率の低下，産卵遅延および/

あるいは産卵減少，卵殻品質の低下，そして脂肪含量の

多い慢性下痢によって特徴づけられ叩刊，一般的に採卵

鶏およびブロイラ一種鶏で認められる判。コマーシャル

ブロイラー鶏からはスピロへータが分離されない闘が，

ブロイラー初生ひなとフーロイラー鶏群由来分離株を用い

た一連の感染実験において，スピロへータが増体率の低

下や糞便の脂質含量の増加などを引き起こすことが明ら

かとなった8)。さらに， 10週齢以下の鶏由来サンプルか

らはスピロへータが分離されず，鶏の加齢に伴う定着率

の上昇傾向が観察されたい。

抗生物質処置によるスピロヘータの排除については，効

果を認める報告65)がある一方，腸内細菌叢の撹乱を介して

スピロヘータ感染および定着に対する鶏の感受性を増加

したという報告26)もある。また， Aminら1)は，試作ホル

マリン不活化ワクチンを用いて採卵鶏における B.inter-

押wdia感染の防御を試みたが，効果は得られなかった。

4) オルニソバクテリウム・リノトラケアレ

(Ornithobαcterium rhinotr，αcheαle: ORT) 

感染症

グラム陰性，梓状あるいは多形性の細菌である ORT



感染による産卵低下および産卵異常の報告もある。本菌

は，呼吸器感染後に発死および成長遅延を引き起こした

事例が報告されているものの，重篤化する場合には二次

的要因によることが多いとされている 9，制。本菌は，一般

的に気管または肺など呼吸器で感染・増殖するとされ，

生殖器等に感染した報告はな~ ¥4)。 しかし， ブロイラ一

種鶏において，軽度な呼吸器症状などを伴って産卵期

間，産卵ピーク，卵殻品質に影響を与えたとする報告が

ある 19)。産卵鶏においても，産卵低下や異常卵の増加が

ORT感染に関連しているとする報告はある冊。本菌感

染によって，直接的に生殖器に影響を与え，産卵低下や

産卵異常が引き起こされることを証明した報告はなく，

むしろ二次的な影響によって誘発されていることが推察

されている。

6. 寄生虫症

鶏の寄生虫症を原虫症，内部寄生虫症，外部寄生虫症

に分け，主たるものについて記載した。

1) 原虫症

a. ロイコチトゾーン症 (L症): L症は開放鶏舎に

飼養されている鶏群に 5-9月に集中して発生し， 14-

18%の産卵低下が報告されている刷。

2006年の夏季に関東地方の l農場4群に L症の発生

を認めた。未発症の観察開始時における鶏の日齢は，そ

れぞれ 203，287， 323， 383日，産卵率は 94.8，95.1， 93.8， 

92.5%であったが，感染後は 85.1， 85.2， 81ふ 82.9%ま

でに低下した。発生の傾向として赤玉産出鶏の症状が白

玉産出鶏より軽症な傾向があり，従来の報告32，43，80)と一

致した。予防としては鶏舎周辺の草刈り，清掃の徹底，

夕方の時間帯における大型扇風機による送風などがあ

る。

b. コクシジウム症・コクシジウム症はケージ飼養の

普及により採卵鶏での発生は激減し，平飼い鶏群の疾病と

して定着していたが，近年，ウインドウレス鶏舎のケージ

飼養採卵鶏でも発生が報告されている。特に，立体多段式

ケージや Aラインのケージシステムの飼養鶏群での発生

が多い。発生時期は，高温多湿の季節に多く，コクシジウ

ム感染が誘因となり，ウェルシュ菌 (Clostridium

perfringens)が増殖することにより死亡数が増加し，産

卵が著しく低下する31)。また，合田15)はウインドウレス

鶏舎におけるコクシジウム症と壊死性腸炎合併症の発生

例を報告している。コクシジウムの伝播は上段ケージの

自動集ふんベルトが稼働時反転して，ふんの付着した面

が下段ケージの天井部となり，下段の鶏がベルト上のふ

んをついばむことによりおこる。また，集ふんベルトか

第 46巻 2010 年

ら落下したふんは自動給餌機中の飼料に混じることもあ

り，伝播の一原因となっている 15)。これら問題点の解決

のため，集ふんベルトの定位置停止装置の導入や集ふん

ベルトのふんの付着面を内側になる様に取り付け，鶏が

ついばまないように改良した鶏舎システムも出現してい

る。

2) 内部寄生虫

内部寄生虫感染症は平飼飼養の鶏で発生がみられ，数

種の内部寄生虫の混合感染が多い。下記は平飼飼養での

事例である。

a. 異物の混入・貧血・元気消失の鶏群から産出され

た卵の卵白内に回虫が混入，寄生虫検査で消化管内に，

回虫，盲腸虫，条虫が認められた。回虫の成虫が総排池

腔から卵管に入り，卵白内に迷入したと考えられる57)。

b. 産卵率上昇遅延・産卵率低下・卵殻色の不均一

化:産卵率が 70%から上昇せず，逆にその後 67%に低

下を示した。また，卵殻色の不均一化が目立つようにな

り，検査の結果，腸管に多数の有輪条虫寄生が認められ

た。これら条虫の寄生とストレスが産卵低下の要因に

なったと考えられる52)。また，他の事例では，産卵率が

ピークを示さないまま 31週齢で 70%までには達した

が 34週齢で 55.5%に低下した例，異なる鶏群では 29

週齢で 90.7%に達したが， 32週齢では 77.7%までに低

下した例があり，検査の結果，鶏回虫，鶏盲腸虫，コク

シジウムの重度寄生が認められ，これらの消化管内寄生

虫が鶏の栄養状態の低下をひき起こし，産卵低下と細菌

感染症を引き起こしたと考えられる制。

C. 卵黄色の低下.卵黄色が白い鶏を検査した結果，

方形条虫，鶏回虫，鶏小腸盲細線虫，鶏盲腸虫が多数寄

生していた。卵黄色が白くなった原因として，寄生虫感

染が激しく，卵黄の着色物質である脂溶性のパプリカ抽

出物が，小腸で吸収不良を起こし吸収されなかったこと

が考えられる 25)。

3) 外部寄生虫

鶏の代表的な外部寄生虫はワクモとトリサシダ、ニであ

る。これらのダニは寄生程度により産卵性に及ぼす影響

は大きく異なる。

a. 産卵率の低下・ワクモ， トリサシダニ寄生共に産

卵率の低下を起こすが，寄生が重度になるほど低下率も

大きい。また， トリサシダニでは銘柄によって産卵低下

に差がみられる42)。

b. 卵重，卵黄重，卵殻厚，濃厚卵白，ハウユニット

(HU)の低下・トリサシダニ寄生鶏から産出された卵を

8週間，調査した結果， HU，卵黄色，卵殻異常は対照群

と差がみられなかったが，卵殻厚は調査期間の大半で明
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らかに低い値を示した6)。ワクモでは増殖がもっとも盛

んになる 5~7 月において，重度汚染した鶏舎の鶏群で，

卵重，卵黄重，卵殻厚，濃厚卵白， HUの低下がみられ

た47)。これらの異常卵はダニの吸血によるストレスのた

め，飼料摂取量が減少し，摂取するタンパク質などの不

足によるものと考えられる。

おわりに

野外における産卵異常には種々の要因が関与すること

が多く，原因の特定は困難な場合が多い。鶏側の要因，

飼養環境側の要因，感染症など様々な可能性があり，解

明されていない部分も多々あると思われる。産卵異常の

発生を防ぐためには，日頃から適切な飼養管理を心がけ

ると共に，常に鶏の健康状態を観察・記録することによ

り，産卵異常を早期に発見し，対処することが大切であ

る。産卵異常=感染症の考えを捨て，広い視野で検証し

ていただきたい。
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Currently Observed Abnormalities in Egg Production 

The Japanese Society on Poultry Diseases 

C-101 Sun Villag巴 Kawamura，1-21-7 Kannondai， Tsukuba， Ibaraki 305-0856 

Summary 

In this article， w巴 reviewthe currently observed abnormalities in egg production and egg 

quality of laying hens probably caused by co-products， chang巴sin structure of laying houses and 

in management equipm巴nts，breeding renewal of chicken brands， widespread use of oil adjuvant 

vaccines， and infectious diseases (viral， bacterial， and parasitic diseas巴s).

(J. Jpn. Soc. Poult. Dis.， 46， 75-84， 2010) 

Key words : abnormalities in egg production， control of raising， infectious disease， oil adjuvant 

vaccine， underus巴dor unused materials 
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