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USブロイラー検証項目(冬季) 

項目 推奨 目的 

集中育雛 250羽/坪 均一な育雛環境（温度確保） 

加温開始 入雛2日前 十分な床面温度を確保するため 

床温度 最低28℃ 餌付け時の分布を良好にするため 

飼育温度(餌付け～出荷) ＋2℃ 餌付以後の均一な分布 

入雛時湿度 60～70％ 
適正な湿度を維持することによる 

ばらつきや枯れの防止 

補助ドリンカーの数 3個/1,000羽 水へのアクセスを容易にし、   
枯れを防止する 

補助ドリンカー使用期間 24時間 

全開放までの     
ガード拡張回数 

5回 
急激な環境変化を抑え、 
均一な環境を維持する 

照度 
1週齢以降      

平均5ルクス 
過剰な行動を抑制し、 

引っ掻き傷の低減を目指す 2 



鶏舎   
タイプ 

餌付け日 羽数 坪羽数 母鶏週齢 

A３号舎 
WDL 
新鶏舎 

2016年 
2月20日 

9,600 66.2 28週齢 

A４号舎 
WDL 
新鶏舎 

2016年 
2月20日 

9,600 66.2 28週齢 

A８号舎 
WDL 
旧鶏舎 

2016年 
2月26日 

11,000 64.3 28週齢 

B農場 開放 
2016年 
2月25日 

7,300羽 47.8 25週齢 

C農場 
システム
(WDL) 

2016年 
3月12日 

23,500羽 63.2 29週齢 

USブロイラー検証農場 

次の農場にてUSブロイラー飼育検証をおこないました 
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｢餌付け管理｣ 
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【目的】早期から加温開始することで餌付け時  

    床面温度28℃以上を確保し、良好な 

    分布を確保する 

【実施】餌付け2日前から加温開始し、床温度 

    28℃以上を確保した    

加温開始時期、床面温度(冬期) 
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加温開始時期、床面温度(冬期) 

餌付け2日前  
ブルーダー点火 

餌付け時    
舎内温度31℃ 

床面温度31℃ 

【結果】 

（成功）入雛2日前にブルーダー点火で餌付け時床温 
28℃以上確保できた 
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【結果】（成功） 
餌付け2日前加温開始で 
各農場餌付け直後の温度 
確保でき、分布良好と 
なった 

A農場 B農場 

C農場 

加温開始時期、床面温度(冬期) 
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床面温度 
【結果】全体の床温度28℃確保できなかった場合、ヒナは

床面28℃以上の場所に分布する 

餌付け2時間後 

（失敗）床面28℃以下となった場合、分布の悪化による局所的な高収容密度  
（蒸れ）や、ヒナが腹を冷やすことによる発育阻害が起きた      

     →1週齢でヒナ体重のバラツキが見られた 8 



まとめ 

• 冬場において、餌付け時の温度確保のために 
2日前からの加温開始は必要 

• また床面28℃以上にてヒナの分布は良好 

• UK，USで差がある訳ではないがヒナの初期 
発育のために腹を冷やさないことが重要 

 

 

 

加温開始時期、床面温度 
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【目的】均一な環境づくりと良好な分布 

【実施】250羽/坪で集中育雛 

【結果：WDL鶏舎】 

（成功）0-1日齢は均一な環境となった         

（失敗）2日齢ではガード端にヒナが集まり蒸れ始めた    
＊1日齢にて舎内温度30℃、湿度60％の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

集中育雛(冬期) 

WDL鶏舎0-1日齢 
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【結果：開放鶏舎】         

 （失敗）防寒対策不十分で温度ムラが発生 

 （失敗）夜間温度低下しブルーダー下にヒナが集中 

  →ヒナが蒸れた 

  →クロップフィル不十分 

    →1週齢でのヒナ体重バラツキに繋がった 

 

 

 

集中育雛(冬期) 

餌付け直後 

床面温度28℃ 

10時間後（夜間） 

床面温度22℃ 11 



まとめ 
• 冬期において、250羽/坪での集中育雛は均一な環境

づくりに効果あり 

• 集中育雛の効果を得るためには、冬場十分な防寒 
対策が必要 

• 集中育雛の効果を得るためにはブルーダーをガード
内へ配置変更する必要あり 

【その他注意点】 

• 均一な環境がつくれる（気密性の高い鶏舎）場合、
250羽/坪の必要はない 

• トリの分布や状態を見て、ガード拡張を行う 

 

  

集中育雛 
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壁際 

  扉付近   換気扇付近 

隙間塞ぎで 
均一な環境へ 

良好例 

画像：ジョージア大学 

防寒対策―温度の下がりやすい場所 
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 鶏舎外側にビニールを張り、 
特に下部からの隙間風を防ぐ 

 

 鶏舎外側と内側の両方に張る 
 →内側のみだと結露による 
  床悪化に繋がる可能性あり 

防寒対策―壁際への対応 
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隙間あり 

敷料で隙間塞ぎ 

ハネ戸にビニール
を挟み込む 

かんぬき＋楔 

鶏舎内側 

鶏舎外側 

防寒対策―戸・扉付近への対応 
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画像(左)：Aviagen社 

 使用しない換気扇を完全に塞ぐ 
ビニペット 

画像：宮田物産㈱HP 

防寒対策―換気扇への対応 
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防寒対策 

• 両サイドに防寒ビニール張りと、結露による床湿り防止の為、
ガードで全面を囲う 

• 鶏舎側面にビニールを垂らし、さらにガードで抑えることで
隙間風を防ぐ                   

• 換気扇の使用台数を増やす時は、部分的にビニールをくりぬ
き、ビニール自体はアウトまで撤去せず使用する 
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• 夜間温度が低下したためカーテンを張り対応   
→夜間温度確保できた 

 

 

 

 

 

 

 
 

【結果】 

（成功）24時間後、クロップフィルは95％ 

餌
付
け 

12
時
間
後 

30℃ 

28℃ 

防寒対策 

ビニルカーテン 
張り 
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餌付け時湿度 

【目的】湿度を維持することにより、適切な体感温度を得る 
     枯れを防止する 
【実施】育雛域外への細霧使用、定期的な水撒き 
【結果：WDL鶏舎①】 
   （成功）70％確保出来たため枯れビナは発生しなかった 
   （失敗）体感温度が高くなり過ぎた場合、ヒナが蒸れた 

細霧 

育雛域外へ定期的な水撒き 
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餌付け時湿度 
【実施】細霧装置の使用 
【結果：WDL鶏舎②】 
    （成功）70％確保は出来なかったが、約55～60％で 
          枯れは発生しなかった 

70 

60 

50 

40 

30 

0日齢 1日齢 2日齢 

餌付け 細霧使用 

湿度 

温度 
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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 

餌付け時湿度―湿度不足がもたらす危険性 
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（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！ 

餌付け時湿度―湿度の違いによる必要となる環境温度 
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まとめ 

• 細霧装置あるいは散水による湿度保持は「枯れビナ
発生予防」に有効 

• 70％以上の高湿度にてヒナが蒸れる場合、温度あ
るいは湿度を下げる 

• 温度31℃、湿度55～60％の場合、ヒナの動きは
良く、枯れビナも発生しなかった 

• 湿度は単体ではなく、温度を合わせて考える必要が
ある 

 

餌付け時湿度 
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【目的】補助ドリンカーを使用することで水付を良くし、
初期の発育を助ける 

【実施】1,000羽あたり3～4個の補助ドリンカーを   
24～48時間使用。水の無くなったものから  
順次撤去 

 

 

 

補助ドリンカー 
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補助ドリンカー 

鶏舎 
入雛時 
CV％ 

１週齢 
CV％ 

A 7.1 8.9 

B 6.3 10.4 

（成功）                             

・補助ドリンカーを使用した方が減耗が少なかった             

・補助ドリンカー使用鶏舎では１週齢の体重バラツキが抑えられた 

・その他事例においても、水へのアクセスは良好（約70％のヒナは補助 
ドリンカーから飲水）だった 

 

A棟：補助ドリンカー使用                              
B棟：補助ドリンカー不使用 

【試験結果】 

A 

B 
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7日齢体重 

餌付け時  
体重 

1週齢   
体重 

倍率 CV 

A-3号舎 39.9g 162.6g 4.1倍 8.9％ 

A-4号舎 38.5g 161.1g 4.2倍 10.4％ 

A-8号舎 38.4g 159.9g 4.2倍 7.6% 

B農場 33.0g 162.6g 4.9倍 11.2％ 

C農場 35.9g 194.9g 5.4倍 7.0％ 

※ A農場①：補助ドリンカー有り 
  A農場②：補助ドリンカー無し 

・1週齢体重はB、C農場で特に大きくなった 
・B農場では、温湿度確保不十分でバラツキに繋がった 

【結果】 
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まとめ 

• 水付きよく採食も良好となり7日齢体重も 
大きくなった 

• 1,000羽あたり3～4個の使用で効果あり 

• 水の無い補助ドリンカーは早々に撤去しない
と枯れにつながる 

補助ドリンカー 
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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) 

初期発育の重要性―卵黄嚢吸収と免疫形成 
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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 
 

初期発育の重要性―腸発育の重要性 
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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 

初期発育の重要性―腸発育の重要性 
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餌付け管理まとめ 

• 早期加温開始で床温度確保 

• 均一な環境づくり 

• 隙間風を防いで防寒対策 

• 適度な湿度で快適･安全 

• 補助ドリンカーで枯れ防止 

• お腹を冷やさない管理を 
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｢餌付け後の管理｣ 

32 



【目的】 

 ガードを徐々に拡張することで、環境の急激 
な変化を避け、均一な環境を維持する 

【実施】 

・全開放までに3～7回のガード拡張 

・拡張時には拡張先の温度を確保 

・ガード内の温度上昇を目安にして拡張 

・十分な給餌スペースが確保できるように拡張 

 

全開放までのガード拡張 
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• 2日齢にて拡張先のブルーダー点火 
• 点火後1日で10℃の温度上昇 
• 拡張時の9日齢には26℃まで上昇した 
『副次的効果』（成功） 
ヒナ飼育スペースに入り込む空気も暖かくなり餌付けガード内の温度確保
の効果もあった 
 

 

【実施：開放鶏舎】 

（拡張先温度） 

2日齢：13℃ 

   ↓ 

3日齢：23℃ 

全開放までのガード拡張 
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30℃ 

20℃ 

10℃ 

0日齢 9日齢 

 （成功）・ガード拡張時に温度が確保されるよう2日齢にブルーダー点火し、
9日齢には25℃まで上昇した 

     ・拡張先の温度確保と、給餌給水環境確保によりスムーズにトリが 
移動 

      

全開放までのガード拡張 

【結果】 

拡張先のブルーダー
点火 

温度26℃にて拡張 

拡張直後の様子 
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全開放までのガード拡張 

【実施：WDL鶏舎】全開放までに、合計で7回の拡張 
【結果】（成功）急激な環境の変化を抑えることが出来た 
     （失敗）給餌スペース不足による増体低下という      

悪影響があった 

サ
ー
ビ
ス
ル
ー
ム 

育雛域 
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まとめ 

• ガード拡張を徐々に行うことで、急激な 
温度変化を避けることができる 

• 拡張先の温度確保は効果あり 

• 拡張が遅れると給餌スペース不足になり、 
体重減少につながる 

• 拡張先では温度だけでなく、給餌給水環境
もスムーズに移行させる 

 

 

 

全開放までのガード拡張 
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【目的】 

・餌付け以後の均一なトリの分布を確保する 
ことで発育を促進する 

・また減耗に繋がるストレスを与えない 

 

 

【実施】 

・UKに対して30日齢頃まで＋1～2℃を確保 

飼育温度（餌付け～出荷まで） 
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【結果：WDL鶏舎】 

飼育温度（餌付け～出荷まで） 

15
17
19
21
23
25
27
29
31
33
35

0 2 4 6 8 1012141618202224262830323436384042

UK(1号) US(2号) 

餌付け 1週齢 2週齢 3週齢 4週齢 5週齢 出荷時 

指標 42.0 189.0 480.0 929.0 1,501.0 2,144.0 2,809.0

C農場 35.9 194.9 518.9 998.9 1,605.5 2,101.2 2,681.0

0

1,000

2,000

3,000

（成功）①7日齢にて29℃まで減温で分布良く、増体も順調 

（失敗）②4週齢以降での高めの温度は増体抑制に繋がった 

① 

① 

② 

② 
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（失敗） 

①餌付け時から温度日格差大きく、夜間は20℃程度まで低下   
→免疫等の基礎発育が阻害され、出荷まで減耗が続いた 

②換羽時に急激な温度低下を起こさせた             
→寒冷感作により腹水症の発生                

（成功）＊ただし、カーテン開放での換気または刺激は3－4週齢で 
の高増体に繋がった 

30℃ 

20℃ 

10℃ 

0日齢 8日齢 18日齢 28日齢 38日齢 出荷 

① ② 

飼育温度（餌付け～出荷まで） 
【結果：開放鶏舎】 
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飼育温度（餌付け～出荷まで） 

• 初期7日間はUKと同じまたは＋1℃で良い 

• 換羽開始から30日齢頃まではUK＋1～2℃で
分布、トリの動き良好 

• トリにストレスを与えないために上述の温度 
確保必要であるが、換気が不足した場合にも 
ストレスを与え、また増体の抑制に繋がる 

• 温度を下げすぎない瞬間的な換気は、淀んだ 
高湿度の空気除去と、トリへの採食刺激となる 

まとめ 
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2週齢までのUS飼育温度推奨値 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

℃

35

34

33

32

31

30

29

28

27

26

25

飼育温度（餌付け～出荷まで） 
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【目的】過剰な行動を抑制し、引っ掻き傷削減を目指す 

【実施】・WDL鶏舎では8日齢に5ルクスに減光 

    ・開放鶏舎では日中カーテン開放時に舎内消灯 
をおこなった 

照度 

変更前              
(平均17.5ルクス) 

変更後                
(平均5ルクス) 
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【結果：WDL鶏舎】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（失敗） 
・減光をおこなったが、引っ掻き傷は発生した 
・しかし、トリをおとなしくさせる効果は見られた 

照度 

23日齢 ①：28日齢 ②：30日齢 

傷(大) 傷(小) 傷(無し) 傷(大) 傷(小) 傷(無し) 

３号舎 ７羽 34羽 19羽 12羽 43羽 ５羽 

４号舎 0羽 38羽 22羽 10羽 48羽 ２羽 

21日齢 28日齢 41日齢 

羽数 96羽 92羽 60羽 

傷(大) 0羽 1羽(1.1％) 6羽(10.0%) 

傷(小) 22羽(22.9％) 43羽(46.7％) 32羽(53.3%) 

傷無し 74羽(77.1％) 48羽(52.2％) 22羽(36.7%) 
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照度 

0日齢 10日齢 22日齢 

（失敗） 

・鶏舎内の照度は天候やカーテンの開放状態に大きく影響を  
受けた 

・カーテン開放により照度が上がることで、鶏舎巡回の時等に  
トリは敏感に反応し、傷に繋がる場面も見られた 

【結果：開放鶏舎】 
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まとめ 
• 減光しても引っ掻き傷が発生した原因は、舎内

作業時に不必要に騒がしたこと 

• 体重測定、ワクチン投与時、散水時にはトリを
驚かさない工夫が必要 

 →体測は一度に多くを囲わない 

 →断水時間をむやみに長くしない 

 →ホースは鶏舎端から引っ張らない（散水時） 

• 舎内巡回時にはゆっくりと歩く 

• 開放鶏舎では寒冷紗使用で照度を落とす 

照度 
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餌付け後管理まとめ 

• 温度の変化は緩やかに 

• 給餌スペースを確保をしましょう 

• 30日齢までＵＫ＋１～2℃ 

• 増体には十分な空気を 

• 減光と緩やかな作業で引っ掻き傷の軽減を 
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｢その他管理ポイント｣ 
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その他①飲水の質 

塩素濃度チェック 

使用前に水抜き 

水温を24℃に調整してから餌付け
（補助ドリンカー） 

きれいな水 
→ 今後は、入雛前に必ず消毒しましょう 49 



・大腸菌症を軽減する為にガード開放を遅らせ、初期25日齢頃
までは埃が抑制出来た。(全開放は20日齢) 

 

・25日齢以降は、特に給餌器周辺の乾燥＝埃が目立った。 
 

・その埃を抑制する為にホースによる散水や、４週齢末までの 
細霧も効果的だった。結果、出荷まで程よい床面の水分保持が
出来た。 

ガード拡張域へ散水 

水撒き後 水撒き前 

その他②飼育期間中の埃コントロール 
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その他③寒冷紗で照度ムラを減らす 

換気扇稼動時に直射日光が入る為、寒冷紗を設置 

設置前 設置後 
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その他④床面管理 

30日齢頃までは床反転を実施 
→出荷前は新しい敷料でぼかした 

床反転 ぼかし 

・床面の悪化により冷えを起こさせない 

・偏った分布によりトリを蒸れさせない、また給餌を制限
しない 52 



その他⑤餌嵩アップ 

パンの餌吐出量を最大に変更(10日齢) 

・旺盛な食欲に対応し、増体の良さを活かす 
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その他⑥スポットライトの使用 

スポットライトでリミットパンを照らし、 
餌切れ防止(10日齢) 

・旺盛な食欲に対応し、増体の良さを活かす 
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【大腸菌症のリスクを軽減するには】 

• 飼育初期段階から散水・細霧の利用により鶏
舎内のホコリを抑えることが有効 

• 若干高めの温度は必要だが、高すぎることに
よる空気質の悪化、ストレスは免疫低下を引
き起こし病気を誘発する 

• 急激な温度変化を避け、トリを良く観察しな
がら減温する 

• ワクチン投与後2日間はできるだけ鶏にスト
レスを与えない 

好成績のために① 
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【傷を軽減するには】 

• 照度を落とすことは間違いではありません 

 ですので下記に注意してください 

• トリを暴れさせる要因として、舎内での急な
行動、給餌・給水器の故障による殺到、適切
でない高さの給餌器などが考えられます 

• 乾燥しすぎていると皮膚が裂け易くなる 

 

 

好成績のために② 
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好成績のために③ 

【後半の体重増加を目指す】 

• 飼育後半、増体に伴いトリからの発熱量が増
えてきます。できるだけ効率よく温度を除去
する為にはトリを立たせることが重要です。
風速の変化をつけたり、給餌刺激を与えるこ
とでトリを立たせましょう。 
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最後に 

引き続きチャンキーブロイラーの能力を最大限 
に引き出していただけますよう、出来る限りの 
情報提供を行ってまいります 

 

今後ともチャンキーブロイラーをご愛顧して 
いただきますよう、よろしくお願いいたします 

 

ご清聴ありがとうございました 
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