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孵卵How Toシリーズ発行にあたって

 Aviagen社発行の孵卵技術情報シリーズで、
現在9タイトルが発行されています

 How Toは重要な管理内容を、その重要性と
達成するための方法を、基本に立ち返り記載した
シンプルなデザインのものです

孵卵How Toシリーズでは、孵化場での基本的な
品質管理手順も紹介しています

種卵と孵化管理における最適な管理方法を実施する
ことにより、孵化成績を最高にし、ヒナ質を良好に
すると共にその次世代の農場成績を確実なものと
します



① 種卵の水分減少測定

② 卵重ヒナ体重比の測定

③ 卵殻温度の測定

④ 無精卵と初期中止卵の判別

⑤ 孵卵残渣の割卵調査

⑥ セッター温度差のモニター

⑦ ヒナの快適さチェック

⑧ 転卵のモニター

⑨ 長期貯卵での孵化率改善



1.種卵の水分減少測定
• 測定理由
種卵の理想的な水分減少によって
孵化成績とヒナ質が最高に良くなる

• 測定方法
定期的に卵の水分減少を

モニターすることが最も良い方法である
→必要な湿度は卵が教えてくれる！

＊貯卵中にも、卵から少量の
水分（通常、1週間の貯卵
当たり0.5%）は失われる事
を考慮する



手順①手順①

•3枚の満卵にしたセッタートレー重量を測定
→重量とセットした卵数を記録

手順②手順②
•測定したトレーをセッターラック上段、中段、下段に入卵

手順③手順③

•移卵までに検卵したとしても、無精卵や中止卵は
取り除かない

手順④手順④
•空のトレーを量る－重量を記録

 もし孵卵18日に移卵と卵重測定をしない場合、正確な数値を把握するために、
水分減少率を孵卵18日相当になるように補正しなければならない

 まず1日当たりの減少率を出し、それに18を乗じて求める
 種卵が孵卵17日に移卵された場合の、
18日移卵への補正例：(11.7%÷17)×18 =12.4%



問題ない範囲の水分減少
対応の必要なし

やや水分減少が少ないが、
問題ない範囲に近い
水分減少を再チェック

水分減少が非常に多い
ひび割れ卵がないか確認

加湿器が正確に動いていることを確認し、湿度を上げる

＊水分減少が１％変わる毎に、湿度を５％、あるいは湿球温度を
2゜F（1℃）変える



2.卵重ヒナ体重比の測定
卵重ヒナ体重比（入卵時の卵重に対する孵化時のヒナ体重の割合）は、
孵化のタイミングと孵卵環境が適切かどうかをチェックする
簡単な方法である

 もしヒナが孵化した次の日に餌付けされるのであれば、上の範囲に0.5%を加える。
すなわち、理想的な卵重ヒナ体重比は68-69%になる。

 もし種卵が長期貯卵されるのであれば、1週間毎に0.5%を加える。
すなわち2週間貯卵であれば、理想的な卵重ヒナ体重比は68-69%になる



手順①手順①
•空のセッタートレーの重量を測定記録

手順②手順②

•3枚の満卵にしたセッタートレー重量を測定
→重量とトレーの卵数を記録

手順③手順③

•測定したトレーをセッターラック上段、中段、下段に
入卵

手順④手順④

•ハッチャーバスケット中のすべての良質なヒナを数え、
ヒナ箱に入れる →羽数を記録

手順⑤手順⑤
•ヒナを入れた箱の重さを量る－重量を記録

＊作業手順が同様なので、卵重減少率とヒナ体重比は合わせて
調査することができる



卵重ヒナ体重比が低く、脱水の危険がある
問題ない範囲の卵重ヒナ体重比

対応の必要なし

やや卵重ヒナ体重比が高いが、問題ない範囲に近い
水分減少を再チェック



3.卵殻温度の測定

なぜ卵殻表面温度を測定するのか？

＊セッター温度とは卵内の胚が曝された温度のことであり、それはセッターの
空気温度ではない

人体用赤外線温度計 卵殻温度を計るために適正な位置

 卵殻温度を測定することで、胚の熱産生や孵卵機構造によって、
異なるセッター温度を理想的状態に調節することができる

 孵卵中の種卵の種類やセッター構造によって設定温度は異なる
ので、卵殻温度の測定値は設定温度を決めるために使う



 セッターの左右、前後、上下に位置する
卵をサンプルすること。的確な場所は
孵卵機の構造によって変わるが、
セッター内のすべての場所をカバーする

 モニター時にはセッタートレーの端の卵
は温度が低いため、トレー中央部の卵を
選択

 各セッタートレーの中央から３個の種卵
をサンプリング。孵卵後半で、他の種卵
より明らかに温度の低い（＞0.4℃）
種卵は、おそらく胚が発育していないの
で無視する



目標は、全孵卵期間中、
大部分の種卵を理想的
な温度範囲
(37.8 ‒ 38.3℃) の中
に入れることである

 マルチステージセッターの場合、孵卵開始時と終了時に要注意温度で
推移しても妥協せざるを得ない

 孵卵終了時に種卵を高温にし過ぎないために、孵卵開始時には理想より
も低い温度にならざるを得ない場合もある

＊通常は、孵卵温度の高い方が孵卵温度が低いよりも、ダメージが大きい
→仮にひとつの孵卵機の中で卵殻温度に大きなバラツキがあるようなら、
メンテナンスが必要であることを示している

危険
要注意

理想的

孵化の遅れ



マルチステージ孵卵機の例

温度は理想的範囲内：調整不要

孵卵開始時の温度は、温度の
低い要注意範囲であり、最終時
点では温度の高い要注意範囲内
である：調整不要

孵卵16日からの温度は危険範囲：孵卵16日以降、
要注意範囲の温度になるように、孵卵機の温度を下げる



なぜ受精率と初期中止率を調べるのか？

 鶏群の真の受精率は、種鶏場での管理に左右され、
決して種卵取り扱いや貯卵、あるいは孵卵コンディションに
影響されることはない

 初期の胚死亡は種卵取り扱いや貯卵、あるいは孵卵
コンディションによって影響されることがある

 低受精率を向上させるための対応策は、初期中止卵を
少なくするための対策と同じではない。
したがって無精卵と初期中止卵を見分けることが重要である

4.無精卵と初期中止卵の判別



長所 短所

未入卵の種卵  早くフィードバック可能
 農場でも実施可能
 モトリングや卵質の
問題を見分けることが
できる

 入卵可能な種卵を割る必要
がある

 少ないサンプル数（サンプ
ル結果が鶏群の平均受精率
と大きく異なる事がある）

 練習が必要

10-14日齢
の透明卵

 種卵にできる卵を割る
必要がない

 多くのサンプルが確保
可能（正確性に優れる）

 習得が容易

 産卵後、約17日経過しない
と結果が出ない

 卵質の問題を見つけるのが
困難

＊１鶏舎当たり貯卵日数の分かる100個の正常な
種卵をサンプリング

＊卵は卵管の上部で受精し、放卵されるまで
胚の発育は続く

＊そのため、孵卵前でも無精卵を見分ける
ことが可能



無精卵と受精卵

無精卵の胚盤 受精した胚盤葉

 濃い白色スポット、直径2-3㎜
 正円の辺縁部はほとんどなく、
ギザギザの状態

 泡状

 白色、均整のとれた4-5㎜の明瞭な
リング状の中央部

 円形、滑らかで均等な辺縁部
 泡なし

 卵黄のモトリングを観察・記録
するのによいチャンス

 もしモトリングが激しければ、
極初期の胚死亡の増加を起こす
ことがある



割卵方法

方法１－入卵前の卵での無精卵判別
卵は卵管上部で受精し、放卵されるまで胚の発育は続く

そのため、孵卵前でも無精卵を見分けることが可能

方法２－孵卵10-14日で検卵した透明卵での
無精卵と初期中止卵の判別

この時期より遅く検卵した卵で受精率を調べることは
お薦めできない

胚の死後変化によって、ごく初期の胚死亡と無精卵を
見分けることが非常に難しくなるため



＊血液リング時の死亡の場合、血管が変質してしまうと、胚が発育した兆候は
クリーム色への変色だけになることが多いが、腐敗ではない

**黒眼時期の死亡は細菌による腐敗によることが多く、変色に加え、
卵の中身が腐り悪臭を出していることが多い

25-30
週齢

31-45
週齢

46-50
週齢

51-60
週齢

発育
段階

6.0 2.5 5.0 8.0 無精

1.0 0.5 0.5 0.5
24
時間

2.0 1.0 1.0 1.0
48
時間

2.5 2.0 2.5 3.0
血液
リング

1.0 0.5 1.0 1.0 黒眼

1.0 0.5 0.5 0.5 羽毛

生存胚 孵卵8-10日 孵卵14-15日



このイメージは、現在表示できません。

孵化場 農場

無精率が
高い原因

 若齢/老鶏オス
 オス体重過多、体調不良
 メスのアンダー/オーバー
ウェイト、体調不良

 飼料中の薬剤/毒素
 病気

初期胚死亡
（1-4日）
の原因

 長期貯卵（＞7日）
 貯卵温度の高過ぎ低すぎ、
あるいは変動

 孵卵12-96時間の
ホルマリン暴露

 孵卵温度にまで温度上昇
するのが遅い

 ストレス（オーバーメイ
ティング、収容密度）に
よるモトリングあるいは、
高コクシジウム剤

 集卵回数不足
（＞3回/日であるべき）

 栄養

5-7日の
胚死亡の原因

 長期貯卵（＞7日）
 貯卵温度の高すぎ低すぎ、
あるいは変動

 種卵表面の結露
等々

 ストレス（オーバーメイ
ティング、収容密度）に
よるモトリング

 巣外卵あるいは汚卵
等々



 孵卵中に、多少の胚が死亡するのは普通である

 胚死亡は一定のパターンになる傾向がある
（鶏群の週齢によっていくらか異なるが）

 胎児の姿勢異常や奇形は、原因が判明しているものも
あれば、特定の問題が起因することもある

 胚死亡のパターンや異常を分析することは、孵化率や
雛質を改善するために精査しなければならない分野を
見つけるのに役立つ

5.孵卵残渣の割卵調査

＊孵卵中胚死亡の通常パターンとして
孵卵初期と後期に、二峰性のヤマを
示す



中期死亡（8-14 日）
胎児には破卵歯はあるが、
明らかな羽毛発育はない

後期死亡（15-19 日）
胎児は羽毛が良く生え、
ぎっしり詰まっている。
卵黄は外に出たままか、
体内に吸収されている

外部嘴打ち（20 日）
嘴で卵殻が割られる

腐敗卵
卵の内容物が黒く変色し、臭う

該当期間の初期： 該当期間の終盤： 死後変化：死籠卵



 低発生率の奇形の場合、問題としない
 もし単一奇形が入卵個数の0.5%以上に出現する
ようなら、詳細な調査をすることが望ましい

 胎児姿勢異常は総入卵個数の1.5%に起こる

 姿勢異常３（頭を左に回転）と姿勢異常５
（脚が頭より上）はそれぞれ入卵個数の
0.25%である

 姿勢異常６（嘴が右の翼の外）の発生率は
入卵数に対して通常約0.4%である

 頭が卵の鋭端側にある（姿勢異常２）のは、
逆さまにセットしたのが原因なので、率は
一定ではない。この姿勢異常の発生率は
0.1%以下を目標に

奇形と胎児姿勢



考えられる胚死亡の原因

詳細は
How To 参照



6.セッター温度差のモニター

セッター空気温度のバラツキは、無精卵か孵卵2日
から7日の間の卵殻温度を、セッター内部の様々な
場所で測定することによりモニターできる

毎回、同じ方法を用いることが重要

すべてのセッターは同じ器具を用いて測定し、
使用する温度計は正確に温度補正がなされている
ことを確認



満卵になっているセッターだけを調査
マルチステージセッターの場合は、バランスよく
入卵されているセッターだけを調査

入卵後1 日待って測定するか、移卵の前に測定

チェックする頻度は、どれだけ問題が起こるかによる

－問題が確認される回数が多いほど、

何回もセッターをチェックする必要がある。

－最低限、3ヶ月毎にセッターをチェックする；
もしセッターの10%以上に
大きな温度差があれば、
チェック頻度を上げる



手順①手順①

•使用前にすべてのロガーの探針が同じ温度を表示することを
確認

手順②手順②

•メーカーの使用説明書に従って、データロガーが1時間毎に
温度を記録するようにプログラム

手順③手順③
•検卵機を用いて検卵して、トレーの中央部にある無精卵を選択

手順④手順④
•データロガーの探針を卵の横中央部にテープでしっかりと貼る

手順⑤手順⑤
•ロガーをセッタートレーに貼り付ける

手順⑥手順⑥
•少なくとも1日間は温度を記録



計測結果からの対応
セッター 場所① 場所② 場所③ 場所④

設定温度＝37.5℃ 許容範囲＝37.4 ‒ 37.6℃

1 37.5 37.5 37.4 37.5

2 37.5 37.4 37.6 37.6

3 37.3 37.4 37.3 37.4

4 37.4 37.5 37.5 37.4

5 37.6 37.5 37.4 37.5

6 37.2 37.5 37.4 37.5

7 37.5 37.5 37.4 37.5

8 37.6 37.5 37.5 37.6

対応：再キャリブレーション対応：水漏れ修理

温度のバラツキを引き起こすメンテナンス上の問題
 卵や床を濡らす加湿スプレー
 スプレーノズルの詰まり
 温度/湿度センサーのキャリブレーション不良
 不適切なファンスピード 等々



7.ヒナの快適さチェック

なぜヒナが快適でないとダメなのか？

 孵化したばかりのヒナは、その体温を自分で調節することが
できない

 ヒナにとって適切な体温は風速と湿度によって異なる

 もしヒナが暑がったり寒がったりすると、
ストレスがかかり、多くのエネルギーを使用する
例：暑がると、パンチングをして急速に水分が失われる

 適切な体温でないヒナは、ブロイラー成績が悪化する



どのようにチェックするのか？

ヒナが快適かどうかは、医療
用耳式体温計で肛門体温を
計測することにより確認
出来る

ヒナの肛門体温は、体深部の
体温よりも 0.6℃低い傾向に
ある

最適肛門体温は39.4-40.5℃

ヒナの行動をモニターする；
体温をコントロールするため
に、ヒナは行動を変化させる



いつ、どこでヒナの肛門体温を計るか?

孵化場、ヒナ保管室、輸送車と餌付後2日間農場で、
ヒナが快適かどうかチェックするために肛門体温を
測定する

測定するヒナは、積み上げられたヒナ箱の上段、
中段と下段近くから満遍なく選ぶ

注意すべき場所は ：

- ヒナのパンチングや密集が見られる所

- ヒナ箱周囲に強い風の流れがある所

- 壁際やドアに近い所



肛門体温の計り方

手順①手順①

•ヒナ置き場以外で測定する場合（ハッチャー）はヒナを取り
出してから、10分以内に測定完了しなければならない

手順②手順②

•各サンプリング場所で5羽のヒナの肛門体温を計る

•肛門が濡れたり汚れたりしているヒナは除く
注：もしヒナが密集していれば、密集中央部のヒナを選ばない

手順③手順③

•ヒナを持ち上げ、肛門が見えるように掴む

•ヒナの尾を頭の方に優しく押すと、
肛門が現れる

手順④手順④

•皮膚に直接体温計が接触していることを確認しながらチップを
肛門に優しく差し込み、スイッチを入れる

•光の点滅がストップした後、記録用紙に体温を記入する



結果の見方
肛門体温

39.4℃以下
肛門体温

40.5℃以上

全てのヒナ  保管温度を上げる  保管温度を下げる

一部のヒナ

 冷たい隙間風
 床湿り
 濡れたヒナ
（例：ワクチン接種後）

 ヒナ箱周囲の不均一な
空気循環

 ヒナをコンベア上に長く
置き過ぎ

 ヒナ箱周囲の空気循環不足

 ヒナ箱
-ヒナ箱同士を近づけ過ぎ
-壁側に寄り過ぎ
-ヒーターに近づけ過ぎ



8.転卵のモニター
なぜ転卵が必要なのか？
正常な胚発育のためには転卵が必要

種卵は孵卵0日から15日齢まで転卵が必要；
転卵されなかったり、転卵角度が浅かったりすると、
胚死亡が増え、孵化率が低下する

転卵はセッター内の直接的、間接的な空気の流れを
良くし、ホットスポットができることも防ぐ



転卵の重要ポイントは？

頻度 - 種卵は1時間に1回傾けられるべきである

転卵角度 - 毎回、水平から38-45度
もし転卵角度が38度以下なら孵化率低下が起こる

なめらかさ - 胚の血管は非常に弱く、ガタガタ
揺らしたり、振ったりすると、容易に破裂する



転卵チェック方法

転卵頻度
毎回、孵卵機の運転を始めた後に完全に転卵が
終了するまで観察し、転卵装置がスムーズに
動くかどうか、転卵角度が十分かどうか確認

孵卵中は、トレーが傾いている方向に
注目しながら、少なくとも3回/日すべての
稼働中のセッターをチェック

連続的にチェックして左右に交互に傾いている
ことを確認するため、チェックは毎日同じ間隔で
行い、奇数時間毎（3時間後、5時間後等）に
実施すべき



転卵角度
各セッタートロリーの真ん中のトレーをチェック

プラスチックエッグトレーの角度はラックの角度と
異なっている可能性があるため、実際に測定する
角度は、卵の傾斜角であることを確認

セッターの転卵装置で左右に転卵させ、両方の転卵
角度をチェックする。手動で転卵してはならない



転卵が不十分のサイン

初期胚死亡増加（孵卵0-7日の転卵が不十分）

後期胚死亡増加

胎児姿勢異常の頻発、
特に２型の姿勢異常（胚逆子）

未吸収卵白による、べたついたヒナ



9.長期貯卵での孵化率改善

SPIDES

（Short Periods of Incubation During Egg Storage）

巣の中で起こっている自然界のプロセスに
似せることにより、長期貯卵した種卵が
良好な孵化率を維持できることが明らかに
なっている



How To シリーズを活用し、
皆様の孵化場で基本的調査項目や

品質管理に役立てて下さい

今後も追加発行される予定です


