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市販パック詰鶏卵の品質向上進む
市販パック詰鶏卵の調査は毎年、夏期に中

の期間は産卵日併記のものでは産卵日を起点

央鶏卵規格取引協議会の主催により、協議会

として13 〜 14日間でした。製造者等につ

の構成９団体に勤務する職員が購入して持ち

いては、選別包装者の表示率が100％で法

寄った「農林水産省規格」に従うパック詰白

令は遵守されていました。さらに採卵
（生産）

色鶏卵を対象とするもので、平成20年は８

者・選別包装者・販売者の３者併記が全体の

月１日に、Ｍ65パック、Ｌ61パックの合計

60％をしめ、これは食品の安全を求める消

126パック、1,260個の卵のランダム調査

費者ニーズに対応した動きとみられます。

がなされた。

品質検査の結果、卵黄色は平成９年頃から

規格卵たるゆえんである卵重の基準は、Ｍ

年々赤みの強い色調へのシフトがなされ、平

卵であれば58ｇ以上64ｇ未満、Ｌ卵であ

成17年以降はほぼ横ばい状態です。すでに

れば64ｇ以上70ｇ未満で、それぞれその

日本の卵黄は黄色というよりは黄みのだいだ

範囲内にパック詰鶏卵のすべてが納まること

い色といってよい段階にあります。内部卵質

が求められます。本年の規格適合卵の割合は

の指標となるハウユニットは、Ｍ・Ｌ卵の平

89％で過去最高となりました。基準枠から

均70と夏期の常温流通を考慮するとかなり

外れるにしても1.6ｇ以上の重量過不足卵は

優秀な成績です。以上の成績は、「パック詰

23個とわずかでした。

小売鶏卵の規格及び品質検査の概要」という

賞味期限はすべてのパックに表示され、そ

冊子で公表されています。
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ニューストピックス

初生雛の雌雄鑑別競技全国大会開催される
本来、卵から生まれたヒヨコの雄と雌の区

60名、グループ競技（３名１チーム）の部

別が外見から判断できるのは、卵からヒヨコ

に15チームが出場しました。

が孵化して１ヶ月あまり経ってからです。と

今 年 の 優 勝 者 の 成 績 は、 個 人 競 技 の 部

ころが生まれたばかりのヒヨコの雄と雌を区

においては、100羽のヒヨコの雄と雌を、

別する技術が、世界に先駆けて日本で確立さ

100 ％ の 正 確 さ で 区 別 し、 そ の タ イ ム は

れました。現在では多くの日本人鑑別師が世

３ 分42秒 で し た。 ま た グ ル ー プ 競 技 の 部

界で活躍しています。ではなぜ、孵化したば

は、３名平均でヒヨコの雄と雌を、99.7％

かりのヒヨコの雄と雌を区別する必要性があ

の正確さで区別し、タイムは４分20秒でし

るのかや、その雛鑑別師を教育する養成所に

た。鑑別に要したタイムは個人で１羽あたり

ついては、この号の「現場紹介」でくわしく

2.22秒、グループで１羽あたり2.60秒で

紹介されていますのでご覧いただければと思

す。ちなみに、公認日本新記録（当然世界記

います。

録と考えて良い）は、100羽、100％、２

そして毎年、その技術を競う選手権大会が

分51秒（１羽あたり1.71秒）です。まさに

開催されています。今年度も10月25日に福

神業に近い驚くべきスピードと正確さです。

島県西郷村にある独立行政法人家畜改良セン

我が国が世界の畜産界に誇りうる貴重な技術

ターにおいて、
「第49回全日本初生雛雌雄鑑

である初生雛雌雄鑑別の技術は鑑別師の日々

別選手権大会」が開催され、個人競技の部に

の努力によって継続されているのです。
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鶏の種類（品種）とその利用
鶏の祖先は赤色野鶏です。この野鶏は、現

になりました。

在も東南アジアに広く野生しています。鶏の

日本に鶏が入ったのは弥生時代でしたが、

家畜化は、今から8000年以上まえにはじま

鶏卵を食べはじめたのは、
安土桃山時代です。

りました。飼いならした初めは、占いのため

西ヨーロッパでは、ルネサンス以降には、

に鶏を戦わせるためでした。また朝になると

鶏肉も鶏卵もかなり食べるようになりまし

ときを告げるので時報用に使いました。それ

た。アメリカ大陸に鶏が入ったのは、コロン

から間もなく中国に輸入されて、鶏肉を食べ

ブスの新大陸の発見の後です。

る肉用として使われました。5000年前には

18世紀から19世紀の初期は、西ヨーロッ

シルクロードを通って、西ユーラシアに入り

パでは鶏の世紀と呼んでいますが、卵の利用

ました。

が急に盛んになりました。この頃人工孵卵器

鶏卵を食べたのは、エジプト、西南アジア、

が開発されました。また英国ビクトリア女王

中国などが始めでした。古代ローマでは、紀

へ、姿が美しく大きいコーチンという鶏が、

元前350年前頃から、鶏卵を盛んに食べて

中国（清）の広東（現在の広州）から贈り物

いたことが記録されています。古代ローマで

として献上されたのは1834年のことです。

は、鶏の産卵性を高めるための育種がおこな

コーチンはヨーロッパにいた鶏よりも、はる

われました。また産卵鶏を飼育する養鶏場も

かに肉がうまく、肉の量も多かったのです。

できました。紀元１世紀には、養鶏業が盛ん

卵を産む数も年150 〜 200個でとても多

白色レグホーン（雌）

白色レグホーン（雄）
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ロードアイランドレッド（雌）

畜産おもしろばなし

かったのです。ですから、コーチンはヨーロッ

の系統がつくられ、
盛んに利用されています。

パの養鶏の発展に大きな貢献をしました。

鶏肉は従来から成鶏のものが食べられてき

1858年には、レグホーンがイタリアから

ました。しかし第二次世界大戦中にはブロイ

米国に輸入されました。レグホーンはミノル

ラー（肥育した若鶏）を肉用とする産業が発

カ、アンダルシアン、スパニッシュなどと共

達しました。これは戦中の牛肉不足対策でし

に地中海沿岸種と呼ばれています。1990年

た。鶏肉の生産は牛肉や豚肉よりもコストが

代にはトラップネストを使って、個体の産卵

低く、また肉に脂肪が少なく健康的であると

記録を取り、卵をよく産む系統を選んで利用

歓迎され、戦後は世界的な大産業になりまし

するようになりました。レグホーンの内種で

た。現在ブロイラー専用種として、雄系に白

ある白色レグホーンは、地中海沿岸種で体格

色コーニッシュを、雌系に横斑プリマスロッ

が小さいのに産卵数も多く、白色卵殻の卵を

クから、さらに肉用に改良された白色プリマ

産む卵用種の代表品種です。就巣する性質が

スロックを使った交配種が使われています。

ありません。その産卵数は現在では群平均で

日本では味のよい伝統的なシャモオトシ

１羽あたり年300個を超えています。卵殻

（日本のシャモと各地の在来地鶏の交配種）

色の白い食卵用の今日の主要品種です。

のような肉への要望が出てきました。このた

また米国で、ロードアイランドレッドや横

め日本の大シャモ（白色コーニッシュを作る

斑プリマスロックが、卵用種として作られま

のにもつかわれました）やその他のうまい肉

した。これらは卵肉兼用種で、褐色卵を産み

の地鶏（例えば比内鶏）を雄系、白色プリマ

ます。これらの鶏は産卵数が白色レグホーン

スロックやロードアイランドレッド、各地の

よりはやや少ないのですが、改良により、当

銘柄鶏を雌系としたブロイラー用鶏が各県の

初持っていた就巣する性質はなくなりました。

試験場や改良センターで作られています。こ

ヨーロッパを中心として、褐色の卵（赤玉）

れはうまい肉として、日本で盛んに食べられ

が好まれています。そこで、ロードアイラン

ています。

ドレッドを中心として横斑プリマスロック、
ニューハンプシャ、オーストラロープなどを

田名部

ゆういち）

岐阜大学名誉教授

交配して、褐色卵殻（赤卵）の卵を産む卵用

白色コーニッシュ（雄）

雄一（たなべ

白色プリマスロック（雌）

シャモ（雄）〔赤笹大シャモ〕

5

5

卵の黄身の色ってなに？
染物などで使われてきた伝統色の
「卵色
（た

着色を得ます。また、その他の色素給源とし

まごいろ）」とは、鶏卵の黄身（卵黄）にな

て、コーングルテンミール（トウモロコシの

ぞらえた明るい赤みの、うすい黄色です。近

炭水化物と胚を除外したもの）
、アルファル

頃は、ご存じのとおり濃厚な黄色からだいだ

ファミール（マメ科牧草のアルファルファを

い、赤といっても良いほどのさまざまな卵黄

粉末にしたもの）など緑葉飼料、赤色系色素

がみられるようになりました。

を含むパプリカやエビ・カニの甲殻の乾燥粉

それでは卵黄の着色はどのように行われ、

末や抽出色素を合理的に配合することで、目

また人にとっての役割とくに栄養面での価値

標とする卵黄色に仕上げていきます。最近で

はあるのでしょうか。

は逆転の発想で、カロテノイドを含む飼料原

卵黄色は黄色からだいだい色、赤色の色調

料を極力排除することにより従来にはない

を有するカロテノイドという脂溶性色素によ

白っぽい卵黄の商品も開発されています。

りますが、鶏はそれらを合成できないため、

鶏の体内では、肝臓で卵黄のもとになる物

飼料から卵黄中に移行・蓄積されたものです。

質が生産されて卵巣に運ばれ、卵胞が成長し

採卵鶏の飼料には穀物を50 〜 60％ほど配

卵黄が放出（排卵）されます。通常飼料の黄

合しますが、一般的にカロテノイドを豊富に

色トウモロコシを米で代替し、その他のカロ

含む黄色トウモロコシを使用して卵黄の基礎

テノイド給源を取り除いた飼料を給与します

さまざまの卵黄色

給与飼料と卵黄色
卵黄色は飼料中カロテノイドの種類と含量による
影響を受ける。
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畜産物あれこれ

と、卵黄の表面から退色が進行し、９日後に

体となるキサントフィル類にも人体内での抗

は中心部まで薄クリーム色になった卵が産ま

酸化性、抗変異原性など生理機能が認められ

れるようになります。この米飼料を再び通常

て、動脈硬化やガンなど生活習慣病の予防に

の飼料にもどしますと、やはり卵黄の表面か

役立つと推定されています。また、人の眼に

ら濃厚な着色が始まり９日後には中心部まで

はキサントフィル類のルテイン、ゼアキサン

だいだい色を帯びた濃厚な卵黄色にもどりま

チンが特異的に多く存在し、卵黄色素の眼病

す。

予防に対しての貢献が見直されています。こ

卵黄カロテノイドはカロテン類とキサント

のように卵黄色素には機能性成分としての価

フィル類に分けられ、β−カロテンがプロビ

値があります。

タミンＡと呼ばれるとおりカロテンには栄養

ただし、黄色、だいだい色、赤色などの卵

的価値が認められています。ただし、カロテ

黄色調は、カロテノイドの中でも黄色系と赤

ンは卵黄カロテノイドの約３％をしめるに過

色系の飼料原料をいかに配合するかによりま

ぎません。したがって卵黄色素は、食卓にい

すので、濃厚な色調だからといって直ちに卵

ろどりを添える天然の食用色素として重要な

黄カロテノイドが多いことにはなりません。

役割をはたしているものの、こと栄養的には
ほとんど価値のないものとされてきました。

山上

善久（やまがみ

社団法人

しかし近年、有色農産物を始め卵黄色素の主

よしひさ）

日本養鶏協会

黄色トウモロコシ飼料と米飼料の切替給与による卵黄色の変化
黄色トウモロコシ飼料を米飼料に切り替えた場合（上）
。米飼料を黄色トウモロコシ飼料に切り替えた場合（下）。
飼料切替日からの経過日数別生産卵を表した。
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鶏の飼料と消化生理
みなさんの中には昔、庭で飼われていた鶏が、虫

ましょう。まず、鶏は嘴（くちばし）で飼料をついば

や米粒や草など何でも食べる雑食性だったのを覚え

んで丸呑みします。唇、歯はありません。舌はありま

ておられる方もいらっしゃるでしょう。しかし現在

すが前後に動くのみで、ヒトのように前後左右に動か

では一般的な鶏は、複数の飼料原料を一定の割合で

したり、ウシのように草を巻き取ったりすることはで

混合した「配合飼料」を食べています。配合飼料は、

きません。味を感じ取る味蕾（みらい）の数は他の家

表１に示したように、エネルギーとなるデンプン・

畜に比べて大幅に少ないとされています。

脂質や、筋肉などの体（卵を産む鶏の場合は卵も）

呑み込まれた飼料は、食道の途中にある袋状の「そ

を作るタンパク質、さらに体の調子を整えるビタミ

のう」に貯えられます。ここには消化液を分泌する

ン・ミネラルなどの栄養素に富んだ飼料原料がバラ

腺はなく、単なる飼料の貯留場所と考えられていま

ンス良く配合され、一定量摂取すれば全ての必要な

す。「そのう」から出た飼料は、腺胃に入ります。

栄養素が賄えるように設計してあります。また、卵

腺胃はヒトの胃に相当し、タンパク質をアミノ酸に

を産むか肉用かといった鶏の種類や成長段階によっ

分解する胃液（塩酸とペプシン）を分泌します。次

て、必要とする養分量が異なりますので、それに応

に筋胃に流入します。筋胃は「すなぎも」とも呼ば

じて配合割合や飼料原料を考えたメニューに基づき

れ、その名の通り筋肉の強力な収縮力によって飼料

配合飼料が給与されています。一般的な配合飼料の

と胃液を混合し、物理的に磨砕します。粥状になっ

水分含量はおおよそ10％で、小さいヒナ用には小

た消化物は、十二指腸に入り、胆汁酸と、油・タン

さく、大人の鶏用には比較的大きい粒度になるよう

パク質・デンプンを分解する酵素を含む膵液が加え

に粉砕され（マッシュ）、それぞれの鶏が食べやす

られます。その後消化物は空回腸に入ります。（ち

いように工夫されています。一部、細かく粉砕した

なみに鶏の場合、空腸と回腸の境界が不明瞭なため、

飼料を粒状に固めた「ペレット」飼料、そのペレッ

空回腸としています。）ここでも油やタンパク質を

ト飼料を荒く砕いた「クランブル」飼料も給与され

分解する酵素が分泌され、大半の栄養素はここで吸

ています。

収されます。配合飼料は加熱せずにそのまま給与さ

では、鶏はそれらの飼料をどのように消化していく

れますが、含まれるタンパク質やデンプンの80 〜

のでしょうか。他の動物と異なる点を中心にみていき

90％が消化されてしまいます。不消化物や腸壁の

表１
栄養素
デンプン・脂質

栄養素の機能と主な飼料原料

機能
エネルギーになる

主な飼料原料
トウモロコシ、こうりゃん（マイロ）
、米、油脂類等

タンパク質

体を作る、卵を作る

大豆油絞り粕、菜種油絞り粕等

ビタミン・ミネラル

体の調子を整える

蠣殻（かきがら）
、リン酸カルシウム、ビタミン・ミネラル製剤等
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技術講座

細胞などは直結腸に移動し、水分が吸収され、総排
泄腔を経て体外に排泄されます。
さて、ここまで長々と飼料が摂取されてから消
化・吸収そして排泄されるまでの過程を書いてきま
したが鶏の実際の消化管通過時間は他の動物よりも
短いのが特徴です。一定量の飼料を食べさせてから
排泄されるまでの時間を牛と比較してみると、食べ
たものが排泄され始める時間は牛では約７時間後で
すが、鶏では約２時間後、平均の消化管内滞留時間
は牛では約50時間ですが鶏では7時間前後との報
白色レグホーン

告があります。消化管の長さも他の動物と比較する
と短く、
腸の長さと体長との比率を比較してみると、
豚や牛では約25ですが、鶏では７と圧倒的な短さ
です。これには鶏が本来、空を飛ぶ動物であり、少
しでも体重が軽くなるような消化管の構造となって
いるためと考えられます。

山崎

信（やまざき

まこと）

畜産草地研究所

Q
A

ロードアイランドレッド

鶏の高病原性鳥インフルエンザが大きく報道されますが、
卵や鶏肉は安全なのでしょうか？
鳥インフルエンザは、鶏、アヒルや七面鳥などが鳥インフルエンザウイルスに感染して起こり
ます。その中でも、鶏などの鳥類を死亡させる力が強いタイプのウイルスにより起こる病気が高
病原性鳥インフルエンザと呼ばれているものです。
高病原性鳥インフルエンザは世界各地で発生し、一部の国では人への感染も報告されています。
わが国では、平成16年に79年ぶりに発生し、平成20年４月には死亡したハクチョウから高病原
性鳥インフルエンザウイルスが見つかったことは記憶に新しいところです。
わが国で高病原性鳥インフルエンザが発生した場合には、法律に基づき、定められた地域内の
卵や鶏の出荷は直ちに停止されます。発生した地域内の卵や鶏は、その地域内に鳥インフルエン
ザウイルスがなくなったことが確認されてから再び出荷されるようになります。同様に海外から
輸入される家きん肉についても、発生国・地域からの輸入は禁止されています。
したがって、お店で売られている卵や鶏肉は鳥インフルエンザウイルスに汚染されていることは
なく、安全です。
谷口

稔明（たにぐち

としあき）

全国家畜畜産物衛生指導協会
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初生雛の雌雄鑑別師の養成所
で雌か雄か全くわかりません。卵から孵化する雛は

1．鶏の雛の雌雄鑑別技術と鑑別師

雌雄半々ですが、卵を生むのは雌だけですから、鶏

大きな孵卵機から誕生する膨大な数の鶏の雛の雌

卵を生産する養鶏農家にとっては雄は役立たないば

雄を１羽ずつ見分けるプロの鑑別師を育てる学校が

かりかエサを無駄にすることになります。このため

名古屋市（瑞穂区）にあります畜産技術協会の初

当然雌雛だけが必要ということになり、雛を販売す

生雛鑑別師養成所です。全国にここ一ヶ所だけで、

る孵化業者は仕分け、つまり雌雄鑑別をする必要が

70年余りの歴史を有しています。世界的にも珍し

あります。最近では鶏肉を生産するブロイラー等の

く、似たような養成所があるのは韓国とインドくら

肉用鶏も、雌と雄とでは成長が若干異なることから

いでしょうか。鶏の生まれたての雛の雌雄を、手と

雌雄を分けて育てることもあり、その場合は鑑別が

肉眼で簡便にすばやくかつ正確に見分ける鑑別技術

行われます。

は、実は日本で作られたものなのです。この技術は

この鑑別は孵化したばかりの雛の肛門部を開き、

大正の終わりから昭和の初めまでに日本で研究開発

肉眼で雄に特有の生殖器の小さな突起の有無で判定

されたもので、技術を習得した日本人の鑑別師が国

しますが、種々な形をしたもの、はっきりしないも

内はもとより養鶏の盛んな欧米諸国に進出して世界

の等があり技術の練達が必要です。熟達したプロ

に広め、今なお養鶏産業にとって不可欠なものとし

の鑑別師はこの作業を殆ど100％に近い正確さで、

て活用されています。

かつ瞬時（100羽当り4 〜 6分間程度）に見分け

さて雛の雌雄鑑別はなぜ必要なのかを少し述べま

ます。そして1日当り一万羽程度も鑑別します。

すと、哺乳類にしても鳥類にしても成長すれば、雌

採卵鶏の場合、現在は伴性遺伝を応用した特別な

雄の特徴は通常体つきでわかりますが、決定的なの

系統間での交配の結果、孵化後すぐに雌雄の特徴が

は生殖器の違

羽毛に現れ、羽毛での鑑別ができる雛の生産が増え

いです。しか

ています。この場合でも、その親などの種鶏はこの

し哺乳類と違

方法によるわけにはいかないことから肛門鑑別が必

い鳥類は雄の

要となります。

生殖器も体内

2．養成所での基礎技術習得と資格検定

にあり、外か

ひよこ

らはわかりま

養成所では毎年、全国から鑑別師を志望する若者

せん。まして

を募集し、４月から約半年の初等科養成コースを開

や雛の場合は

講しています。募集人数はこのところ10名程度で

体つきも同じ

年齢は技術の習得適性を考慮して原則として25才

10
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現場紹介

未満に限っています。男女を問わず募集しており、

ろでしょうか。優秀な人は半年程度でクリアーする

最近は女性の比率が高くなっています。年によって

場合もあります。このテストに合格した者には「高

は半々、あるいはそれ以上となることもあります。

等鑑別師」の免許が交付され、協会に登録されます。

応募者は高校を卒業してすぐ志願してくる人もお

この高等考査の合格基準はなかなか厳しく、卵用鶏、

り、大卒もみられます。また社会人が方向転換して

ブロイラー平均して鑑別正解率99％、時間は100

くるケースもあり、バラエティに富んでいます。

羽当り平均9分以内となっています。こうした高い

ここで学ぶ内容は雛を用いての実技訓練が中心で

ハードルですので、なかには何回受験しても合格出

すが、鶏の種類や飼育方法、孵化等養鶏一般につい

来ず、途中で鑑別師になることを断念する者も出て

ても外部の専門家講師による座学講義も行っていま

きます。しかし鑑別率を限りなく100％に近づける

す。これは養鶏に全くなじみがなかった生徒に鑑別

ことが養鶏産業界の強い要望でありますので、緩め

師として心得ておくべき養鶏産業や鶏について一通

るわけにはいきません。正解率をわずか数パーセン

りの知識を習得してもらうためです。実技を教える

ト引き上げることは、実は大変難しいことなのです。

のは優れた技術と豊富な経験を有する日本でも有数

とにかく養成所でも実習先の孵化場でも、研修指導

のベテラン鑑別師が、それこそ手をとり雛の保定か

にあたる指導鑑別師も全員が合格するよう全力をあ

ら鑑別部位の開張、そして見分け方を繰り返し丁寧

げて教えていますが技術を身につけるのは生徒です。

に指導します。少数濃密教育というわけです。こう

このため学ぶ生徒も真剣そのものです。一定の単位

して約半年間の養成所での終わりが近づくころ、卒

を取ったらよいというのとは違います。養成所はプ

業のテストを行い、所定の時間（100羽当り10分）

ロとして身を立てていく入り口の基本技術をキチン

内に相当程度高い確率（96％以上）で雌雄を判別

と身につけるところなのです。

できるようになった者がめでたく終了となります。

晴れて高等鑑別師となった者はプロとしてその仕

しかしこれで一人前の鑑別師というわけではあり

事に就きますが、本当の意味で一人前の鑑別師とな

ません。これは自動車免許の仮免に過ぎないのです。

るのはベテランの鑑別師についてさらに技を磨き、

養成所を終了した者は先輩の鑑別師さん達が働く孵

経験を積んでいかなければなりません。最近では新

化場で、その指導の下に、さらに技術を磨くととも

人の鑑別師は全員がヨーロッパ諸国に派遣されてい

に経験を積むことになります。そして協会が実施す

ます。

る本当のプロとしての雛鑑別師の資格試験である『高
等考査』のテストに備えるわけです。その期間は個

斎藤

整一（さいとう

畜産技術協会

人差がありますが平均的には１〜２年間というとこ

授業風景

せいいち）

鑑別師養成所長

雛鑑別所
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声

主婦のたまごと“タマゴ”

私の冷蔵庫常備リストのひとつにタマゴが

者の方々からすれば「なんと無知な！！」と

あります。いろいろなおかずに変身し、甘い

笑われてしまいますが、一般の人々の知識は

お菓子には欠かせず、はてはタマゴ酒などの

こんなものではないでしょうか。タマゴの栄

薬にも変貌を遂げる

養価の違いは鶏に与えている餌と飼い方の違

4

タマゴ 。はっきりし
4

4

4

4

た使用目的もなくとりあえず買うので、気が

いで決定されるとのこと。今までは タマゴ

つくと賞味期限がすっかり過ぎているという

そのものばかりをみて、卵を産む鶏が何を食

痛い失敗もしばしばやってしまいますが、そ

べているのか、どんなところで飼われている

れでもタマゴが冷蔵庫に入ってないとなんと

のかなど、そのバックグラウンドを意識する

なく不安な気持ちになるのです。ゆえに頻繁

ことはなかったけど、考えてみれば子供の育

にタマゴを購入することになるのですが、ス

つ環境を気遣うように卵の産まれる環境にも

ーパーのタマゴ売り場に行き、まず最初に目

心配ることが必要なのかもしれません。
ちなみにネットで「卵の色の違い」と検索

に入るのは一番安価で特売の 白い タマゴ。
それから何種類かのタマゴを従え、でーんと

するだけで様々な情報が得られました。 食

上段に控えるのが、ご存知

赤い

ヨード卵

べる卵

光。私はこのイメージに惑わされ

赤いほう

生産

4

を調べると

鶏

につながり、その

へと容易にたどり着くことが出来ま

4

がよいに違いないと考え

す。私たち消費者の日々の生活である

多少高くても赤い

という観点から案外簡単に

色のタマゴを買うようにしていました。

畜産

食

へとつな

がることができるものだなぁと気づいた次第

ところが、ある日の雑談で、赤タマゴと白

です。

タマゴの違いは親鳥の種類の違いということ

佐々木

だけで栄養価に違いはないということを知り
ました。なかなかのショックです。畜産関係

三穂（ささき

みほ）

主婦

お知らせコーナー
みんなで紙面を作る『Q and A』欄をご用意。皆様からのご質問を募集しています。
乳や肉、卵の生産に役立っている畜産の技術について、常日頃より「どうしてなのか？」と疑問に感じていたり、
「もっ
と詳しく」知っておきたいと思う事柄が多いと思われます。
質問の主旨を簡略にまとめていただき『Q and A』欄までお寄せ下さい。リーフレットの紙面上でできる限り分かりや
すくお答えしてまいります。それと同時に、消費者の
質問状の宛先：〒113-0034 東京都文京区湯島 3-20-9 ㈳畜産技術協会
皆様の関心事がどのようなところにあるのかを教えて
消費者向けリーフレット「生産と消費をつなぐ 身近な畜産技術 Q and A」欄
いただくことにもなりますので、それらをもとに今後
Fax. 03-3836-2302
e-mail:info@jlta.lin.go.jp
の紙面作りにも役立ててゆきます。

このリーフレットをご希望の方は下記までお申し込み下さい。
社団法人

畜産技術協会

〒113-0034 東京都文京区湯島 3-20-9
TEL:03-3836-2301 FAX:03-3836-2302
ホームページ http://jlta.lin.go.jp./
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