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7日齢体重の重要性
最終斃死率（％）

(World Poultry, Apr 2008)

最終体重（kg）

7日齢体重 (g)

7日齢体重 (g)

出典：飼料セミナーAlex Chang氏発表資料(2014)



7日齢体重 vs 出荷時体重

7日齢体重（ｇ）

増
体
（
ｇ
）

7日齢体重が1g大きいと43日齢では6g大きい

出典：Aviagen社



1週齢体重改善による経済性

1週齢体重が20g改善＝出荷体重では120g改善

↓

（10,000羽出荷した場合）

10,000×120g＝1,200kg多く出荷できる

↓

（生鳥価格＝150円／kgとした場合）

1,200×150＝180,000円



初期管理ポイント

１．温度管理

２．湿度管理

３．給餌管理

４．給水管理

５．光線管理

６．若齢ヒナ管理



１．温度管理１．温度管理

• 入雛前日夕方までには舎内温度と床面温度
が安定する様に早めにガス点火

• 冬季は最低でも
48時間前点火

• 床面温度：28～30℃
• 雛を冷やすことは厳禁

• 入雛前日夕方までには舎内温度と床面温度
が安定する様に早めにガス点火

• 冬季は最低でも
48時間前点火

• 床面温度：28～30℃
• 雛を冷やすことは厳禁



どこの温度が大切か？

重要なのは床面の温度（脚や腹を冷やさない）
温度計の設置場所にも注意



まずは入念な入雛準備！
【野外事例A】
農場場所：東北地区
鶏舎 ：開放
入雛日 ：2013年12月末

【ポイント】
入雛4日前から弱火でブルーダー点火する
目的は床面温度をしっかり確保すること
隙間風対策も万全



【野外事例A】

床面温度、敷き紙の下でも27℃確保
ヒナの動き、分布良好
餌付け7時間後のクロップフィルも良好

（80／82羽＝98％が良好）

 1週齢体重：全鶏舎200g

クロップフィル調査
（餌付けの良否判定）

チェック時間 そ嚢飽満度
(目標値）

餌付け
8時間後 80％

餌付け
24時間後 95－100％

【マニュアル数値】



床面温度は直腸温度に影響

床面温度28℃床面温度22℃

様々な影響で直腸温度が低下すると、
発育スタート遅れる



ヒナの体温を奪う状況
コンクリートへの直置き 給水板の使用

 コンクリート部分は温度が
低いため、ヒナの体温が直
ぐに脚を伝わって奪われて
しまう

 水温が低すぎたり、水嵩が
高いと、脚や腹を冷やして
しまう



給水器の水で濡れたヒナ

ヒナA

ヒナA

ヒナB

ヒナB

直腸温度を比べてみると・・・



餌付け時直腸温度の影響
【ヒナの水濡れによる影響調査】
調査日 ：2014年1月24日
調査状況：餌付け1時間後
対象群 ：A群－餌付け後、給水器の水で濡れたヒナ

B群－正常に餌付けされたヒナ
調査項目：①餌付け1時間後の平均直腸温度

②餌付け12時間後の平均直腸温度
③餌付け24時間後のクロップフィル調査

調査羽数 ①餌付け1時間後
の平均直腸温度

②餌付け12時間後
の平均直腸温度

③餌付け24時間後の
クロップフィル調査

A群：35羽 36.2℃ 37.0℃ 7／35（20％）

B群：50羽 41.2℃ 41.3℃ 47／50（94％）

 ヒナは直腸温度が下がってしまうと、温度はすぐには戻らない
 このようなヒナは餌食いも悪く、良いスタートが切れない



餌付け後のスムーズな減温

 餌付け時にしっかり舎内温度が確保されている
 翌日からは減温を始める
→この農場では1週齢体重220gとなった
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【野外事例B】餌付け後1週間の温度推移

6センサーの

平均温度



２．湿度管理
湿度不足がもたらす危険性

５０％以下になると

• ヒナの脱水が進む
→脚が枯れたようになる

→尿酸塩沈着

• 気管の上皮細胞にダメージ
乾燥によるひび割れ

繊毛運動の低下

• 肺(気嚢)にダメージ
酸素と二酸化炭素の交換効率低下

雑菌の侵入



鶏舎の湿度確保

通路に水を撒く

布きれを濡らして保湿

目標は相対湿度60～70％（最初の3日間）

細霧装置の利用



相対湿度(RH)%による目標温度

 ヒナの体感温度は相対湿度により異なる
 外気温が低い場合、舎内の湿度は下がりやすいので注意

※ 日齢毎の理想的RHの乾球温度を赤字で示す



３．給餌管理

ブロイラーの1週齢体重は、餌付け時の体重から
4～5倍に成長する
ヒナの採食行動は、レイアウトや給餌方法、飼料
形状など様々な影響を受ける

お尻が膨れている
ヒナは腸が良く
発達している



孵化後早く給餌が必要な理由
ヒナの卵黄嚢の栄養は主要なエネルギー源と
見なすべきではない

卵黄嚢はヒナの免疫にとって重要な移行抗体
から成り立つタンパク質である

孵化後のヒナに長時間断食をした場合、
ファブリキウス嚢の
発育を抑え、抗体産生
が悪くなる

卵黄嚢はヒナが摂餌
することで吸収が
早くなる

出典：Nutron社Antônio Mário Penz Junior氏
発表資料(2004)



消化器官の発育が重要

満腹そ嚢

空腹そ嚢

2日齢ヒナ腸の発育

出典：養鶏マニュアル

 前胃、筋胃、小腸などの消化器官は他の臓器と比べて発育が早い
（小腸は3-8日齢での発育が大きい）

 トリが食べた餌は、それぞれの消化器官で消化され最終的には、小腸
で吸収される

 したがって初期の消化器官発育がその後のFCRやDGを大きく左右する



給餌と給水が腸の発育に影響

出典：Nutron社Antônio Mário Penz Junior氏発表資料(2004)

 餌と水が与えられていない場合、腸の絨毛はただれ、成長が悪い
 餌と水が十分に与えられた場合、絨毛は正常に成長する
 絨毛の表面積が大きい程、餌の栄養吸収が良い



給餌方法
全てのヒナに食欲の立上げを促進

• 給餌回数で刺激（初日５回給餌等）

• 特に1回目給餌は多目に（3ｇ/羽）

粒餌を食べ終えた状況
＝次の給餌タイミング

新しい餌に集まる雛



良好餌付け ○



集中育雛の導入へ

以前のガードレイアウト。
外側パンフィーダーに合わせて、
幅広い餌付け面積。
ヒナ分布偏り大きく出る。

集中育雛レイアウト。
内側に2重ガードで以前より狭い。
初期３日間使用。
1wk体重(160→200ｇ)が改善
し生涯に渡って“粒揃い良く”、
出荷体重向上に繋がった。



餌付け環境から徐々に移行

日齢 敷き紙
給餌トレー

／自動給餌器

自動給餌器
から採食する
ヒナの数

0-3 100%

4 50%

5 0%

6

7

8

9-10

11

餌付け時から給餌トレーや給餌パンを使用すると効果的



スターター飼料の重要性
初期の飼料摂取量は少なく(7日齢で35g程度／羽)であり、
品質とバランスの良い飼料給餌が必要である。

【クランブル飼料の特徴】
 栄養のバランスが良い
 サイズが均一で食べやすい

 野外では初期クランブルを800g程度与えることにより、
初期体重が大きい鶏群が多い



クランブル飼料の効果
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クランブル飼料の効果
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長期使用することに
よってDGの向上が
見られている



クランブル飼料の費用対効果

2013年の実績調査ではクランブル飼料を800g使用した場合と200g
使用した場合、DGを比較すると約4gの差が見られる。

仮に48日齢で10,000羽出荷した場合、出荷体重の差は
4g×48日齢＝192g 192g×10,000羽＝1,920kg
生鳥価格150円/kgであれば
1,920kg×150円＝288,000円

クランブル給餌量800g/羽と200g/羽では600g(0.6kg)の差となる。
スタータークランブル飼料と前期マッシュ飼料の価格差を5,000円とし
た場合
【10,000羽飼育した場合の飼料価格差】
0.6kg×10,000羽＝６トン（飼料使用量）
6トン×5,000円＝30,000円

利益＝288,000円－30,000円＝258,000円



【餌付け時の給水】

ヒナが餌付けされた後、直ぐに水が飲める
状況にあること

→適切な給水器の数と配置

→適切な高さと水量

→適切な給水温（24℃）

４．給水管理



給水器の数と配置

給水器の種類 ニップルドリンカー ラウンドドリンカー

メイン給水器 １２羽／１個 ６個／１０００羽

補助ドリンカー ６個／１０００羽 ６個／１０００羽

【餌付け時】

【育雛期以降】

給水器の種類 ニップルドリンカー ラウンドドリンカー

メイン給水器 １２羽／１個、
３kg出荷の場合は
９-１０羽／１個

８個／１０００羽

ラウンドドリンカーは水から２m以上離れたヒナがいないように設置



給水器の高さに注意

【ニップルドリンカー】【ラウンドドリンカー】

ラウンドドリンカーでは中の水が見える高さに設置する
ニップルドリンカーではピンが目の高さになるよう設置する
（ピンに水が付いているとヒナが気づきやすい）

実際の飲水状況を見て調整をおこなう



飲水量の測定

日齢 月日
給水量

メーター数字 リットル

42 2014/3/5 1000.0 713.1

43 2014/3/6 1726.5 726.5

44 2014/3/7 2486.6 760.1

45 2014/3/8 3281.6 795.0

46 2014/3/9 4071.6 790.0

測定例

給餌量とともに給水量も重要
飲水量の低下は鶏病発生のサイン
給水が制限されてしまうと給餌も制限されてしまう
ブロイラーの増体が改良されていく中、適切な給水が
できる環境が重視されてきている

給水メーター設置



毎回パイプ洗浄しましょう

ニップル配水管よりサンプリング５日齢

大腸菌症の発症にも繫がる



カップ汚れ＝汚染!?

糞＋水＋餌＝汚染!?

飲水ラインの掃除



５．光線管理５．光線管理

餌付け時：

• 影なく均一な明るさ

• 照度は60ルクス

• 目標は食欲立ち上げ促進

8日齢以降：

• 徐々に暗くする

• 照度は5-10ルクス

• 目標は効率良いFCRとDG改善

餌付け時：

• 影なく均一な明るさ

• 照度は60ルクス

• 目標は食欲立ち上げ促進

8日齢以降：

• 徐々に暗くする

• 照度は5-10ルクス

• 目標は効率良いFCRとDG改善



電球の配置にも注意

ガード内に影がある場合、分布にバラツキあり
→給餌が制限される

電球の位置を変えることによって影がなくなり、
分布が良くなった
→1週齢体重が改善し、体重のバラツキも小さくなった

ブルーダーの真上に
あるためガード内に

影ができる



消灯プログラム

消灯の目的は、消灯して暗期をつくると、
その前後で採食促され、休ませられる

その結果、無駄なエネルギー活動が減少
し、効率の良いFCRとDGとなる

突然死／腹水症／骨異常の減少



消灯プログラムの注意点

野外例：35日齢
適切な管理では騒がない

以下の充分な条件で管理すること

給餌スペース 最低45羽／パン

給水スペース
125羽／ﾗｳﾝﾄﾞ
9-12羽／ﾆｯﾌﾟﾙ

消灯
タイマーでいつも
同じ時刻に消灯

配餌

鶏舎奥まで短時間
配餌と、餌詰まり
トラブルの少ない

鶏舎



消灯プログラム
～夜間4時間サイクル中、暗期合計6時間～

日齢 プログラム 暗期時間

０－７ 24時間点灯 0

８－
出荷3日前

17時/21時/01時
から各２時間消灯

03時～17時まで連続点灯
6

出荷の
最終3日間

24時間点灯 0

注)・上記は冬季、生鳥3.0Kg以上の場合
・冬季に最も冷える03時以降は消灯しない
・夏季は夜間採食を考慮して合計4時間暗期



【母鶏からの栄養移行】

小さい雛は母鶏からの栄養移行量が少ない

種鶏から卵へのビタミン移行量は種類によって異
なる

例）ＶｰＡは８ｰ12週間

Ｖ-D3・ビオチンは低移行効率(若週齢時)

骨の基本発育は４ｰ18日齢

これらをフォローするために必要

６．若齢ヒナ管理
【ヒナ体温】

小さなヒナは温度の影響を受けやすい

少し高め（＋１～２℃）に温度確保した方が良い
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 若齢でもFCRが良い

12年出荷群全国平均
FCR＝1.91(48.6日齢)
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 若齢であってもDGが良い
 A社B社ともに全国平均を上回る成績の鶏群が多い
 適切な管理をおこなうことにより成績は改善される

12年出荷群全国平均
DG＝60.2g(48.6日齢)



まとめ

床面温度と湿度確保のために徹底した入雛準備

適切なレイアウトで、食欲を促す給餌

直ぐに水が飲める環境

１週齢体重改善が出荷成績改善に繫がる


