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１．ストックマンシップ



*チャンキーブロイラー飼養管理ハンドブック2014より P7



「聞く」

・トリの鳴き声

・くしゃみなど

・ファンの異音

・給餌機の運転音など
→トラブルを早期に
発見



「見る」
【トリの分布】
・適温か？

【トリの分布】
・隙間風がないか？

・冷たい空気が落ち
ていないか？



【トリの行動】

・いつ、どこで、どのよう
な時、餌と水につくか？

→寒がっているのか？
暑がっているのか？

→ファンは運転中か？
停止中か？

→何か刺激となるものが
あるのか？

→鶏舎の手前？後ろ？



【給水管理】
・給水器の高さは適切か？

・水圧は適切か？

・水こぼしはないか？

【給餌管理】
・給餌器の高さは適切か？

・量は適正に配餌されて
いるか？

・餌こぼしはないか？



【空気質】
・ブルーダーの上など舎内
に埃の蓄積はないか？

・空気中に埃は舞っていな
いか？

→大腸菌症の発生要因

→換気の見直し必要



【トリの状態】
・トリのバラツキは？

・沈鬱したトリはいないか？

・正常に歩行しているか？

・糞の状態は正常か（未消化便、血便はないか）?

・鶏舎内での斃死の分布に偏りはないか？

・死亡鶏の減耗パターンと原因は？



「嗅ぐ」
【空気質を確認】
・湿度が高く不快に感じな
いか？

・アンモニアの臭いが強く
ないか？

・ガスの臭いはしないか？

・その他異臭はないか？



「味わう」

・人が食べても問題のない餌、飲んでも問題のない
水をトリに与える

・餌にカビは生えていないか、異臭はしないか？

・水にバイオフィルムはないか、異臭はしないか？



• そ嚢チェック

• トリの状態から環境を判断（暑すぎ、寒すぎ等）

「触る」



• 健康状態は良好か？

• 皮膚に傷がついていないか？

• 羽根にストレスサインはないか？



【空気を触る】
・風の流れを把握する

・温度や湿度を知る

【床面を触る】
・温度を知る

・水分含量を知る



ストックマンシップは
飼養管理の基本

• トリの自然な状態を見るために、舎外から観察する
• トリを驚かさないように鶏舎に入る
• 瞬間ではなく、時間をかけて観察する（ファンの運転、給餌機の
運転に対するトリの反応を見る）

• 空気の動きを肌で感じる
• トリの行動、分布の善し悪しを判断（理想的には1／３のトリが

餌を食べ、1／3のトリが水を飲み、残りの1／3のトリが休んで
いる）



２．餌付け管理２．餌付け管理



温度管理温度管理
温風育雛 スポット育雛

日齢 温度℃
温度℃

ブルーダーの端
ブルーダーの端

から2m
餌付時 30 32 29
3 28 30 27
6 27 28 25
9 26 27 25
12 25 26 25
15 24 25 24
18 23 24 24

床面温度は28～30℃を目標に！
（触って暖かく感じる程度）



湿度管理湿度管理
• 相対湿度60～70％（最初の3日間）
• 脱水が進んだヒナ、小さいヒナでは特に重要
• 順送ファンで舎内空気を撹拌すると、温度と
湿度が早く安定する

• 相対湿度60～70％（最初の3日間）
• 脱水が進んだヒナ、小さいヒナでは特に重要
• 順送ファンで舎内空気を撹拌すると、温度と
湿度が早く安定する

50％以下の場合
• ヒナの脱水が進む
• 気管にダメージ（雑菌の侵入）

→乾燥によるひび割れ
→繊毛運動の低下

• 肺にダメージ
→酸素と二酸化炭素の
交換効率低下
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湿度の違いによる、必要となる環境温度
（温度を与える為に必要な乾球温度に対する相対湿度の影響）

体感温度を意識し、トリを観て判断すること！



餌付け準備餌付け準備
• 敷紙：広い範囲 水平

• 補助給餌器と補助ドリンカー

• 給餌皿にも餌が見える様に準備

• 敷紙：広い範囲 水平

• 補助給餌器と補助ドリンカー

• 給餌皿にも餌が見える様に準備

• 全てのヒナが直ぐ、餌/水に容易にアクセスできる配置が重要
• いかに飲みやすく、食べやすい高さと量にするかも重要
• 最初にヒナがついばむ物が餌/水であるべきです



餌付け時の換気

・一酸化炭素（ブルーダーか
らの）、二酸化炭素、アン
モニアといった有毒ガスの
蓄積に注意

・1日齢より、定期的に最低限
の換気をおこなうことで、
新鮮な空気を供給できる

・温度が確保できない場合は
換気を優先すべきではない

・攪拌扇の使用も有効である
が、ヒナのいる床面付近での
風速は0.15m／秒以下にする



クロップフィルの評価と目標値

餌付け後の
経過時間

目標クロップフィル
（そ嚢がいっぱいになっているヒナの％）

2時間 75％

4時間 80％

8時間 ＞80％

12時間 ＞85％

24時間 ＞95％

48時間 100％

・すべてのヒナが餌を見つけたかチェックするために、特定の
タイミングでクロップフィルを調べる

・目標値が達成できていない場合、給餌や給水、餌付けの環境
を見直す



7日齢体重と腸発育

生理的発育－消化器官(腸)
• 腸の最高成長率は3-8日齢、14/15日齢からは遅く
なる



腸発育の重要性
【小腸の腸絨毛】

出典：Aviagen社・飼料栄養は腸絨毛表面から吸収される
・初期にストレスを受けた雛は、健康な雛と比較し、絨毛が
20％程短くなりうる



腸の健康に対する育雛の重要性

• 初期に重要なことは、消化管の発育を可能
な限り促進させること

• 育雛管理が適切でないと、消化管の発達と
免疫システムが損なわれる

• 餌付け時には、飼料と水に早くありつける
事が重要である

• 消化管の発育は、FCRや健康状態に大きく
影響する



３. 給餌給水管理



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



給餌器

給餌器の種類 給餌スペース

パンフィーダー 45－80羽／パン（3kg以上の大きなトリには羽数少なく）

チェーンフィーダー 2.5cm／羽（40羽／トイ1m）

【給餌スペース】

・消灯管理をおこなう場合には、採食の競争力が増しても問題
がないよう十分な給餌スペースが必要

・給餌機停止等のトラブルがないよう常時メンテナンス

・給餌器内の餌量にも注意（餌こぼれなく、食べやすい餌嵩）
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餌付け時の給餌・給水
7日齢体重185g→200gへ改善（野外事例）

Before After

• 初期7日齢まで、エサがヒナに見やすい状態に
• 初期数日間は、ニップル先端に水滴を付けて、
カップにも水を溜める



飼料形状

形状 スタータークランブル

＞3mm 15％

＞2mm 40％

＞1mm 35％

＜1mm ＜10％

【スタータークランブル粒子サイズの推奨分布】

形状 割合

＞3mm 25％

2－３mm 25％

1－２mm 25％

＜1mm 25％

【マッシュ試料の典型的粒子サイズ分布】

• クランブルに粉が多くないか、
普段のエサと差がないことを目
で見て確認する

• 飼料形状に異常を感じた場合に
は指導員の方に相談



スタータークランブルの長期使用

• 初期の摂取量は少ないため (7日齢で35g程度/羽)、
品質とバランスの良い飼料給餌が必要

• 急速な骨の形成（4-18日齢頃）と、
骨の鉱化（4-11日齢頃）が初期に起こり、
同時期に急速な臓器の発育と増体も起こる

• 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



4．体重測定



体重測定

・群の平均体重を正確に把握するため、100羽または群全体の1%
程度を体測する

・サンプリングは1箇所ではなく、少なくとも3箇所以上
・持ち運びのできる金網等で囲い、囲ったトリはすべて体測する

【個体測】

【群体測】



1週齢体重の重要性
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：Aviagen社 Alex Chang氏 飼料セミナー発表資料(2014)



週間増体の把握

・最終的な成績だけを見て、管理を見直すのは難しい

・週間の増体を把握することで、週単位の管理を振り返る
ことができる

【管理ポイント】育雛管理、給餌／給水器の管理、収容密度、
換気／環境管理、鶏病など
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まとめ

ストックマンシップを発揮する

健康な腸発育を促す初期管理

トリの能力を十分に発揮できる飼育環境

体測の実施と、問題の把握、そして対応


