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Causes for Losses in Hatchability

孵化率低下の原因

42%

28%
6%

24%

Bramwell,Keith 2008

Infertile無精

Early Death早期中止

Mid Death中期中止

late Death後期中止



Male Line Evolution- The Classic Male

オス系の進化-昔のオス
• Low Breast Meat Yield – control confirmation 

easy.

低い胸肉歩留‐コントロールが容易
• Poor feed efficiency – doesn’t require Sex 

Separate Feeding.

飼料効率が悪い-オスメス別給餌

を必要としない
• Natural mating behavior not affected by over 

developed breast muscle. 

過剰に胸肉が付いていないため、

交尾行動に影響を与えない



Modern Day Males

今日のオス
• More emphasis on management

管理が重要
• Yield males have better  FCR‐ Broiler 

driven
肉付きの良いオスはFCRが良い‐ブロイ
ラーに受け継がれる

• Yield males must be in good condition to 
maintain fertility
肉付きの良いオスは受精率を維持する
ために、良いコンディションを保たな
ければならない

• Yield males need good beak to properly 
mate
肉付きの良いオスは正常な交尾のため、
良い嘴である必要がある

• Must have complete separate sex feeding
完全なオスメス別給餌が必要

• Yield Males in production benefit from 
Male specific Diet (12%CP)

肉付きの良いオスは、生産期オス専用飼料
（CP１２％）が有益



Physiology vs. Management

生理学 VS 管理

Understand the relationship 
between Physiological 

Development

生理的発育と

And the management tasks 
required to achieve Optimum 

Performance
最高の成績のための
管理ポイントとの関係

を理解すること



Bird growth and development 



Physiological Development: 生理的発育

骨格、免疫、消化＆心臓
血管システム
＆羽毛の急速な発育

引き続き発育発達
する時期

80-95日令頃、
骨格発育の90%以上
が完了

配雄と性成熟に向けた
加速度的な成長と増体

卵管と卵巣、精巣の急速な
発育
性成熟は光線アップの
10-14日後に始まる



骨格、免疫、
消化＆心臓血
管システム
＆羽毛の急速
な発育

引き続き発育
発達する時期

80-95日令頃、
骨格発育の
90%以上が
完了

配雄と性成熟
に向けた加速
度的な成長と
増体

卵管と卵巣、
精巣の急速な
発育

性成熟は光線
アップの10-14
日後に始まる

Physiological Development: 生理的発育





Managing progression



0-4 Weeks

0－4週齢

• Brooding 育すう
– Stockmanship ストックマンシップ

• Beak Trimming ビークトリミング
• Promoting early feeding behavior to maximize early growth 

and uniformity

早期発育と斉一性を良くするために採食行動

を促す
– Feed small amounts frequently
少量の餌を頻回給餌



Brooding

育すう

• Objective of brooding: 育すうの目的

• Keep the chicks alive! ヒナの活力維持

• Keep the chicks comfortable. ヒナの快適性維持

• Maximize uniformity. 斉一性を良くする

• Males may need a little more attention during brooding to 
achieve the bodyweight targets.                                                  

オスを目標体重にのせるため、育すう期間中、
注意が必要
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Good Beak Trimming

良いビークトリミング

Males need good 
beak to properly 
mate                          
オスは交尾をするため
に良い嘴が必要



Bad Beak Trimming results to…

悪いビークトリミングは…
• Will hinder feed consumption.
飼料摂取の妨げとなる

• Could be used to break eggs 
easier.
卵を壊しやすい

• Will not be an effective tool for a 
fertile male.
受精率の良いオスの条件と
はならない

• Can also damage female.
メスを傷つけることも



Shank & Skeletal Development

シャンクと骨格の発達

• For production: 生産期には：

• Properly matched to female.
メスとのバランスが良くなる

• Accuracy of separate sex feeding.
オスメス別給餌が正確になる

• Frame can handle fleshing.
骨格に見合った肉が付く

• Enables successful mating.
上手く交尾できる



4-9 weeks KEY Points

4－9週齢のキーポイント

• Stocking Density 収容密度

• Feeder Space and Distribution 給餌スペースと配餌

• Frame Development 骨格の発達

• Accurate Sample Weighing 正確な体重測定
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FemalesMALE 
PEN
オスの
部屋

Rearing Space for Males

オスの育成スペース

Females メス

3-4 birds/m2
9.9－13.2羽／坪



Feeder Space

給餌スペース
• Too much feeder space can be just as bad as too little feeder space.

広すぎる給餌スペースは狭すぎる給餌スペースと同じくらい悪い

• Do the calculations for each pen regularly and make adjustments as needed 
(especially after a grade).
ペン毎に定期的に計算し、必要に応じて調整する（特にグレー
ディング後）

• For pan feeders, use cm or inches of feed space per bird – not birds per pan as 
pan circumferences can differ
パンフィーダーの場合、パンによってサイズが異なるため、羽数/
パンでなく、cm/羽の給餌スペースで計算する。

• Observe feeding!! 給餌を観察する!!

• The “Invisible Cage” concept…「見えないケージ」のコンセプト…
STOCKMANSHIP
ストックマンシップ



Feeder Space

給餌スペース



Aim to achieve feeding like this in your non-
cage systems…

ケージシステムでなくても、このような給餌
ができるように…
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Early Male Bodyweight vs. Standard

早期のオス 体重 VS 標準

• Good body weight at 6 weeks of age

６週齢の適正な体重

• Benefits: 利点
• Frame size for later reproductive success

後の生産期に成績が良くなる骨格サイズ
• Favorable condition for Sertoli cells growth which support and 

provide nourishment for the developing sperm later on

後に発育中の精子を保護し、栄養を供給するセル
トリ細胞の発育に好ましい状態



Male Frame Size

オスの骨格サイズ



Sample Weighing

サンプル体重測定
• Use an accurate scale

正確なはかりを使用

• Weigh birds weekly, preferably at 7‐day intervals from their 
placement date.
餌付け日からできれば７日おきに、毎週体測をする

• Hold birds by the wings or by two legs to avoid leg damage. 
Never hold by one leg.
脚のダメージを避けるため、両翼あるいは両脚を持つ
決して片脚を持ってはいけない

• Record weight accurately and calculate % uniformity & C.V.   
体重を正確に記録し、斉一性とCVの計算をする

• Weigh all the birds in the “catch” pen
「囲んだ」全ての鶏を体測する

Key to obtaining accurate weights is being 
CONSISTENT from week to week
正確な体重を知る鍵は、毎週同じ条件で
体重測定をすること



10-15 Weeks

10－15週齢
• Adjust feed to achieve target body weight

目標体重にのせるため、給餌量を調節する
• Birds under target BW should follow a profile that will reach targeted weights 

by 105 days
目標体重を下回っているトリは１０５日齢までに目標体重に
到達させる

• Birds over target BW should follow a profile that runs parallel to the standard
目標体重を上回っているトリは標準体重に平行に推移させる

• Birds cannot lose weight during this period
この期間、体重を減少させてはいけない

• 90% of skeletal growth is completed around 80‐95 days
骨格形成の90％は、およそ80－95日齢で完成する



When Weighing

体測時
• We should evaluate the male fleshing condition as well.

同時にオスの肉付きも調べるべき
• Fleshing condition uniformity should always be similar to Bodyweight 

Uniformity.

肉付きの斉一性は体重の斉一性と常に同じである
はず

• If there are issues we might look at other factors such as beak, back, 

legs, feet

もし肉付きや体重に問題があれば、嘴・背中・足裏・
脚などに異常がないか確認が必要



18 – 25 Weeks

18－25週齢

Selection prior to Transfer

移動前選抜
• Frame Size, Shank Length, Bodyweight and Uniformity.
骨格サイズ、シャンク長、体重、斉一性

• Conformation & Fleshing - breast muscle development
体型と肉付き-胸肉の発達

• Backs - straight no deformities – posture 背部－奇形無くまっすぐ－姿勢

• Legs and feet - straight legs no feet or toe deformities.
脚と足-足や指に奇形が無くまっすぐな脚

• Comb and Facial Color 鶏冠と顔色

• Beaks - Males that have poor beaks will have mating problems (can’t hold on)
嘴-悪い嘴のオスは交尾に問題を起こす（捕捉できない）

• A Poor Male at this age will always be a Poor Male   – don’t move poor quality 
males, they will not improve. この日齢で貧弱なオスは生涯貧弱なオス
－良くならないので、貧弱なオスは配雄しない



Straight legs and toes

まっすぐな脚と指

Good Bad



Good skeletal conformation

優れた骨格



Final Selection (18-22 weeks)

最終選抜（18－22週齢）



18-25 Week Period– Male Growth

１８-２５週齢期‐オスの発育

Problem? 問題
– Not meeting Std bodyweight gain by week
週齢ごとの標準体重にのらない

Period of rapid growth of testes 精巣の急速発育期
Period where males comb and facial features is developing rapidly

オスの鶏冠と顔つきが急速に変化する時期

Causes原因
Male competition オスの競争

Feed space 給餌スペース
Transfer period from rearing to laying house
育成から成鶏舎への移動時期



Should be done after 147 days                                          
147日齢以後に実施すべき
Restriction grill size is of vital importance
グリルサイズの制限は非常に重要である
We must teach males where to eat and keep females 
restricted as well

オスにどこで食べるか教え、そしてメスが
オス用給餌器から餌を食べないようにし
なければならない
Female restrictive grill must be  managed correctly so 
males will not injure themselves

オスが傷付かないように、メスの制限グリ
ルを正しく管理しなければならない

Mating or Mixing
配雄または交配



Trying to create and maintain these average males?

このような平均的なオスを作り、維持
するよう試みる？

Body weight

These males that are
responsible for most
of your fertile eggs.
これらのオスが受精
卵を作る

Culls 淘汰 too heavy 重すぎ

Breeding males  配雄するオス

体重



Semen quality and quantity

精液の質と量
• Want good semen production  (quantity of semen).

良い精液産生が必要（精液量）
• Want highly mobile or motile sperm (quality). 

精子の高い可動性と運動性（質）が必要
• Feed restriction (excessive) reduces semen 

production by limiting testes size.
制限給餌(過度の)は精巣サイズが小さく
なり精液産生を減少させる

• Weight loss can negatively impact semen 
production.
体重減少は精液産生に悪影響を与える

• Heat stress in rearing can permanently reduce 
semen quantity and quality.
育成期のヒートストレスは永久的に精液
量と質の低下を起こす

• Periodic heat stress in the lay cycle can reduce 
semen production (not permanently).
繁殖期の限定的なヒートストレスは精液
産生を低下させる（非永久的）



Processing ‐ Full comb. 断冠無し

Excluding males from female feeder, for Good SSF
適切なオスメス別給餌のため、
メス給餌器からオスを排除

• Good for separate sex feeding.

オスメス別給餌に適する

Full comb males act as cooling pad.
断冠していないオスの鶏冠は
クーリングパッドとして働く



Separate Sex Feeding? Male Feeder Height

オスメス別給餌？オス給餌器の高さ

F

F
F

Male Feeder オス給餌器

F メス
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完璧なオス給餌器の高さ

正しいオス給餌器の高さ

オスは餌を食べるために首を伸ばす
必要がある。そうすればメスは締め
出される。



Mating Ratio

配雄率

Use as a GUIDE only. 指標としてのみ使用
Use your STOCKMANSHIP to observe male / female 

interaction to arrive at optimal male ratio.

最適配雄率になるようにするにはストックマン
シップを用いてオス/メスの状況を観察する



Sex ratio

配雄率
• Good mixing of males and females 

tells you that the number of males to 
females is good.

オスとメスがよく混ざっ
ていれば、メスに対す
るオスの羽数が適正で
あることがわかる

• If the hen learns to run and tries to 
hide (slats), you know you have too 
many males.

メスが走り回り、(スラッ
トに)隠れるようならば、
オスが多すぎる



Overly aggressive males because of high mixing  numbers or a delay  
in female development

オスが過度に活動的になるのは、オスが多すぎるかメス
の性成熟が遅れた場合である



Over-Mating

配雄過多

• Excess feather wear

過度に羽毛が擦り切れる

• Skin tear / damage

皮膚が裂ける/ダメージ

• Female’s hiding (Slating)

メスが逃げる（スラットに乗る）

• Aggressive male behavior

アグレッシブなオスの行動

Over-mating will lead to poor late fertility.
配雄過多は生産後期の受精率

低下を招く

STOCKMANSHIP
ストックマンシップ

27wks
27週齢



Male Testes & Bodyweight

オスの精巣と体重
(29wks – Standard Male Weight 4,120g)
（29週齢－オス標準体重は4,120g）

Small Male
体重 小
3,440g

Medium Male
体重 中
4,080g

Large Male
体重 大
4,420g

32 g 42 g 63 g



Why does fertility decline with age?

なぜ受精率は加齢とともに
低下するのか？

• Male is less interested and able to 
complete mating as he ages.
オスは加齢とともに交尾に
興味がなくなり、成功率も
低くなる

• Hen physiologically needs to be mated 
more often to sustain same level of 
fertility as she ages.
生理学的には、メスは加
齢とともに、同じ受精率を
保つためにより多い回数
の交尾が必要になる



• It is difficult to maintain flock fertility without active 
management of the males after 40 weeks of age.
40週齢以降、オスの管理を怠った場合、受精率を維
持することは難しい

• Important that hen be mated every 5‐7 days to sustain fertility 
especially as she ages, so remove over weight and cull males 
as the flock ages.                                                                             
特に週齢が進んだ場合、受精率を維持するために
メスは5‐7日毎に交尾をすることが重要である。その
ため、過肥のオスを取り除き、鶏群の週齢が進めば
オスを淘汰する。

Why does fertility decline with age?

なぜ受精率は加齢とともに
低下するのか？



Female Fertility

メスの受精率
1. Older hens – heavier and fatty which reduce the size of sperm storage 

tubules  (40+ weeks )                                                                                                      
週齢の進んだメス－肉と脂肪が付いて精子貯蔵管のサイズ
が小さくなる（40週齢以降）

2. Sperm stored in older hens do not retain their viability

週齢の進んだメスに貯蔵された精子は、生存能力が低い
3.      Older hens produce less sperm receptor sites in the ovum – for binding 

and penetration

週齢の進んだメスの卵子は、精子が付着して貫通する部位
である精子受容体が少なくなる

4.      Older hens released more sperm  from the sperm storage tubules (SST)

週齢の進んだメスは精子貯蔵管から、より多くの精子を放出
する



Overweight hens

メスの過肥
• Increased mortality

斃死率が増加
• Carry too much abdominal fat

腹腔内脂肪が付き過ぎる
• More fat infiltration around the oviduct        

卵管周囲により多くの脂
肪が付く

• Poorer sperm storage

精子貯蔵能力が低い



Fleshing

オスの肉付き

• Check Fleshing when weighing        

体重測定の時、肉付き
をチェックする

• Feel breast either side of the keel 
bone                                                     

竜骨の左右の胸肉を
触って確かめる

• Is the skin loose?                                  

皮膚がたるんでいない
か？
• Additional feed needed            

餌の増量が必要



Male Body Condition

オスの肉体的コンディション
Very  important that male condition or 

fleshing is monitored.

オスのコンディションと肉
付きをモニターすること
はとても重要である
– Lean, correct conditioned males 

are more active and will 
complete more successful 
mattings .

－過肥でなく適切なコン
ディションのオスは、より
活動的で、交尾を成功し
やすい



2 3 5

Breast Scoring

胸肉スコア

Post 30 Weeks

30週齢以降



Breast Scoring

胸肉スコア

Score = 1

Score = 2

Score = 3

Score = 4

Score = 5

Ideal Range Post 30wks
30週齢以降の理想的な範囲

Post 30 Weeks

30週齢以降



Effect of Weight Loss during Production

生産期中の体重低下の影響
Weight Loss

体重低下

Results on Quality/Quantity of Semen

精液の質／量

Slight weight loss わずかな低下 Sperm quality declines

精子の質が低下

 100 grams in 5 weeks
5週間で100g

Sperm volume and quality declines
精子の量と質が低下

 500 grams in 5 weeks
5週間で500g

Semen production stops and sometimes 
it is not recovered

精液産生が停止し、回復しない
こともある



Comb Condition and Facial Color

鶏冠の状態と顔色
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胸肉の形
がV型

胸肉の形
がU型







Testes Condition 47 week old males

47週齢オスの精巣コンディション



Male Face Colour & Testes Condition

オスの顔色と精巣コンディション
• Watch out for males with pale face.                                                                

顔色の悪いオスに注意

Another external sign of negative energy balance.
Can’t use this tool in open houses though.

エネルギーが不足した場合の外見
開放鶏舎では判断基準とならない



Male Face Colour & Testes Condition

オスの顔色と精巣コンディション

赤い顔色：
健康的な精巣

白い顔色：
退化した精巣



“V” Fleshed / Pale Face Males

「V」型の胸肉／白い顔色のオス

• If condition loss is not too severe, poor condition males can be recovered.     

もしコンディションの低下が深刻でなければ、コン
ディションの悪化したオスは回復することがある

• Place these males into a separate conditioning pen within the house.              
これらのオスは同じ鶏舎内の別部屋で特別療養
する

• Provide increased feed allocation of ~+10gm.                                                         
給餌量を10g程度追加する

• Hold in conditioning pen until male fleshing / face color returns to ideal state 
then return to main population.                                                                                

オスの胸肉／顔色が理想的な状態に戻るまで、
「病院」部屋で飼育し、その後元の群に戻す



49 Week Old Males 49週齢のオス

適切に胸肉が付いたオス
は精巣が大きく、血管が
発達している

胸肉が付き過ぎたオスは
精巣が小さく、血管が発達
していない



Male Bodyweight Control

オスの体重コントロール



Male Culling

オスの淘汰

STOCKMANSHIP
ストックマンシップ

X

Non-working male – CULL IT!!
働いていないオス－淘汰!!

Working male 
働いているオス

Over-fleshed – CULL IT!!
胸肉付き過ぎ－淘汰!!



Vent – Large, Red and Moist
ベント－大きい、赤い、湿っている

Post 30 Weeks

30週齢以降

Not always reliable – depends largely on recent 
mating activity

必ずしも信頼できない－直近の交尾活動に大
きく影響される

More important is the condition around the vent –
worn feathers and “dirty”

重要なことは、ベントの周りの状態－羽毛が擦
り減り、"汚れている"



Foot Pad Issues

フットパットの問題

• Poor litter condition
悪化した敷料

• Poor ventilation – wet litter
換気不良－湿った敷料

• Excessive body weight
体重過多

• Foot pad issues limit the 
effectiveness of breeder males,
フットパットは種鶏オスの能
力を低下させる

• usually need to cull these 
roosters
通常このようなオスは淘汰
が必要



Summary

要約
 Good chick start – Early target weights.
良い餌付け－初期目標体重

 Uniformity and controlled growth.
斉一性と体重コントロール

 Synchronize the maturity of males and females
オスとメスの性成熟を揃える

 Correct management of Separate Sex Feeding. Dry, loose litter 
helps the birds to remain clean and well feathered with 
healthy legs
正確なオスメス別給餌。乾いてふかふかした敷料は、
健康的な脚を持ち、綺麗で良好な羽装を維持する
助けになる。



Summary

要約
 Assessment of male condition daily or when weighing.
日々または体重測定時に、オスのコンディションを
調べる

 Observe feeding daily.
毎日、給餌観察をおこなう

 Observe behavior in the poultry house in the afternoons –
and be prepared to respond quickly. A good flock should 
remain active and well mixed at this time
午後に鶏舎内でトリの行動を観察する－そして対応
が直ぐにおこなえるよう準備をしておく。よい鶏群は、
この時間帯においても活動的で、オスとメスがよく混
ざって分布しているはずである。


