
日本チャンキー協会
第104回技術ゼミナール

良質なヒナを生産するために

2017年4月13日

株式会社オーエヌポートリー

山田 博文



兵庫県
コウノトリの郷

本社（孵化場）

田野農場

門野農場

森田農場

種鶏場

桐野農場
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会社概要

• 本社・孵化場 兵庫県朝来市和田山町法道寺１－３

• 直営 田野農場 養父市大屋町 ３ロット 14,000羽

〃 門野農場 養父市大屋町 ２ロット 10,000羽

• 委託 森田農場 美方郡香美町 ２ロット 11,000羽

• ブロイラー農場 豊岡市出石町 5棟 70,000羽

• 種鶏年間５～６ロット導入 約25,000羽

• 鶏舎構造：開放(ダークアウト方式)

• 立ち上げ方式

門野農場

本社事務所



参考：納入先サンファーム㈱様成績

※入雛羽数はスペア込み実羽数

農場名 出荷月 入雛羽数
（羽）

ヒナ体重
（g）

出荷羽数
（羽）

出荷日齢

A農場 H28, 6月 15,600 35.5・42.5 15,295 47,7

B農場 H28, 11月 8,700 36 8,360 46.0

育成率
（%）

要求率 出荷体重
（kg）

日増体
（g）

生産指数
（PS）

A農場 98.0 1.61 3.32 69.56 423.7

B農場 96.1 1.56 3.21 69.87 430.0

○昨年度成績良好農場



参考：納入先サンファーム㈱様成績

農場数 入雛羽数
（羽）

出荷羽数
（羽）

出荷
日齢

育成率
（%）

要求率
（%）

平均体重
（kg）

日増体
（g）

生産指数

14農場 210,200 204,146 46.4 97.1 1.64 3.07 66.08 391.7

○H28.2月出荷群平均成績

・14農場の生産指数：341.6～430.7pt

⇒冬季であっても極端に成績の落ちる群はない

出荷月 1wk斃死
(%)

生産指数

H25.9 0.51 324.2

H28.9 0.44 346.9

差 -0.07 22.7

○3年前との比較

※各月14～18農場 約22万羽

※参考：実績調査生産指数(全国平均) 13年⇒16年(速報値) 315.9⇒333.4(差=17.5pt)

出荷月 1wk斃死
(%)

生産指数

H26.2 0.44 338.5

H29.2 0.40 363.2

差 -0.04 24.7



種鶏管理

孵化場

保管・運送 良質なヒナ

発表テーマ



１．種鶏管理のポイント

体重と性発育コントロール

⇒ダークアウト鶏舎の重要性

育成から成鶏にいたる間の鶏病対策と
ワクチンプログラム

栄養バランス

⇒卵殻強化とヒナへの栄養移行

上記に加えて・・・

種鶏・種卵の汚染による影響



ダークアウト鶏舎の重要性
○高品質な種卵を採取するために

高産卵・受精、低中止卵率、発生の揃い、高商品化率

⇒ダークアウト鶏舎による性発育のコントロールが必須

ロット
ダークアウト前

(開放)

ダーク
アウト後

2月鶏 175日 170日

5月鶏 182日 171日

7月鶏 168日 170日

9月鶏 162日 170日

12月鶏 160日 171日

ダークアウト前後の5％産卵日
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週齢

ダークアウト前後の産卵比較％

ダークアウト以前(開放)

ダークアウト導入以降

全鶏舎にダークアウト方式を採用



鶏病対策とワクチンプログラム

○ヒナに充分な免疫を与えるには…

 最適なワクチンプログラム

 衛生的な舎内環境と床面

 微生物製剤や植物製剤の使用

 抗生剤による対策

⇒健康な母鶏は免疫力も高い

ワクチン投与プログラム例

週齢 ワクチン 備考

1
コクシバック
(Neca+TAM)

日生研

2 NB-生
ノビリスMA-5
＋CLONE30

3 IBD-生
ノビリスガンボロ
228E

4 NB-生 化血研 アビテクト

5 鶏痘ワクチン 穿刺・日生研

10
ノビリス
Reoinac

インターベット

15
NB2GR
＋CAVP4

化血研
＋インターベット

16 AE乾燥生 ゲン

17 C-78(IB生) 日生研
18 レパミゾール 駆虫薬＋免疫増強



筋注ワクチン接種



卵殻強化とヒナへの栄養移行

○卵殻強化

卵殻は厚く、硬いほど孵化とヒナには良い

細菌の侵入を防ぐ

セッター内の温度ムラを減らす

中止卵・破卵率の低下

→そのためには、飼料以外からの卵殻強化が効果的

ロット
採取率
（前）

採取率
（後）

差
中止率
（前）

中止率
（後）

差

12月鶏 92.9 93.2 0.3 3.9 3.5 -0.4

2月鶏 92.4 93.3 0.9 3.8 3.4 -0.4

5月鶏 92.6 94.5 1.9 3.6 3.5 -0.1

カキ殻を使用する前と後の比較
（%）



卵殻強化とヒナへの栄養移行
添加物 特徴・作用・目的

炭酸カルシウム 一般的に飼料全般に使用されている

カキガラ 身近な卵殻強化剤として効果大

カニガラ製剤 カキガラ同様、卵殻強化に効果大

ビタミンD3 活性化型がヒナに有効、特に高増体ブロイラーに有効

ビタミンC カルシウム利用促進に有効、免疫力強化

抗酸化剤カンタキサンチン 高抗酸化作用、中止卵率の改善、ヒナの健勝性向上

有機セレン
受精率のために、♂♀共に重要
ヒナの成長と健勝性向上

塩化コリン
30年前より唯一4倍に栄養指標があがっている成分
肝臓腎臓の機能促進と成長促進に必要

葉酸・ビオチン・ビタミンK
共に孵化、ヒナには必要成分
ブロイラー種鶏飼料の標準量はレイヤーの倍



種鶏汚染の改善

• 地下水の飲水は要注意(定期的な水質検査)

⇒最低でも数ヶ月～半年に一度行う

• 薬注機での飲水消毒を行い、ヒナ質改善

⇒アストップorピューラックス(次亜塩素Na6%)を使用

• 敷料をモミガラからプレーナー(カンナくず)に

ロット 育成率 生存率

2月鶏 92.3 88.0

7月鶏 94.7 89.9

9月鶏 91.5 81.3

4月鶏 95.5 93.1

7月鶏 96.8 90.5

森田農場飲水消毒前と後の比較

飲水をアストップ消毒
(10,000倍希釈)

⇒コクシ・クロスト

ブ菌による斃死減

（%）

消毒前

消毒後



種卵汚染：インエッグ

○大腸菌症からの輸卵管炎

鶏舎内の汚染によって、母鶏の卵巣や輸卵管に感染

↓

卵黄形成中に卵黄内に侵入する

↓

遺残卵黄検査で陽性 ※遺残卵黄検査・・・家保に検査依頼

↓

重度の場合はヒナに発症し死亡

⇒母鶏が受けたストレスが大腸菌の感受性を高める

※その他、介卵感染するもの

サルモネラ(含ヒナ白痢)、マイコプラズマ、CAV、ARV

IBH、AE、緑膿菌



種卵汚染：インエッグ

○基本的な対策：鶏舎内環境を良くする

（換気・床面・栄養・消毒等）

○投与による対策

●長期投与：生菌剤・有機酸製剤・薬草製剤など

即効性は低いが、長い目で見て農場全体の有害菌をたたき、

種卵への汚染をクリーンに保つ

●短期投与：キノロン系・マクロライド系・フェニコール系

強烈な汚染があった場合はキノロン系を飲水投与

＋飼料で広範囲製剤と薬草製剤の連投

例)CE剤投与⇒キノロン系＋
マクロライド系

or

フェニコール系



種卵汚染：オンエッグ
○汚染卵

 汚染された鶏舎の巣外卵（特に夕方～朝）

 種卵消毒の不備

・爆発卵の原因となり孵卵機内を汚染

⇒発生にいたるまで全体に広がる

※必ずしもその機内から出たヒナに斃死が多いとは言えない

⇒一見キレイなヒナでも汚染されている可能性！

『バスケット内で「腐ったヒナ」が目につく場合は要注意！』

緑膿菌にも感染の可能性あり！

※参考

抗菌剤の種類とヒナの関係

抗菌剤 効果

ノシヘプタイド＋硫酸コリスチン ◎

ノシヘプタイド＋アビラマイシン △

エンラマイシンのみ ▲

ノシヘプタイドのみ ▲

ヒナの持っている大腸菌に

効果が左右される可能性がある

⇒人為的な要因



＊注意＊

劣化防止の為、作り置きはしない

⇒ホルマリンより効果は劣るが、

許容範囲内

○農場での種卵消毒

• キリータンク使用

• 使用薬剤：ヘルミン

• 消毒時間：10分消毒⇒20分放置

• コンプレッサー圧力：4.5㎏

• 薬液濃度：ヘルミン 100ml

緩衝剤 100ml

水 800ml

種卵汚染：オンエッグ



農場での種卵消毒



種卵汚染：オンエッグ
○汚卵の処置

 ウェットクリーニング「よりは」ドライのほうがまだ良い

→払う、こする程度。削り落としは卵殻をいためる

 「どうしても」水洗いをするなら・・・

→温水で逆性消毒剤洗浄（アストップ）

種卵洗浄機による洗浄



○汚卵の処置

ヒビ卵も汚染の原因に
→卵殻強化と丁寧な集卵作業
表面上きれいなものでも爆発卵になりえる
種卵消毒の効果を試験・検査で確認する

消毒前後の大腸菌量の検査試験



２．孵化全般
孵卵場の概要 （ｾｯﾀｰ室 400 ㎡･ﾊｯﾁｬｰ室 107 ㎡･貯卵室 33 ㎡･雛室 88 ㎡）・・・孵化能力最大約 45 万羽 
                                                                                                                             空調室 
                                                          薬品庫   
    セッター8 台（35～42 号機）              セッター7 台（44～50 号機）  
                                                      手指,踏込消毒  発送デッキ 

セッター室（村井 90Ｓ型セッター45 台）             雛 置 場   
    セッター8 台（18～25 号機）              セッター7 台（27～33 号機） 
 
    セッター7 台（2～8 号機）               セッター8 台（10～17 号機） 
    
      手指,踏込消毒                    消毒動噴設備 
                                         
                           ハッチャー室        手指,踏込消毒          
                貯卵室                                      雛選別室          
     浴室 更衣室                  （村井 90H 型ハッチャー9 台） 
     宿直室 
             トイレ   
    会議室      洗面所                                              手指消毒器 
                                            コンテナ置場 
                            資材倉庫              
 
    事務所                   
                         
          入口            種卵コンテナ置場          洗浄消毒室 
 

手指消毒器 
 
    駐車場                                              発電気         
 
                                    駐車場   
                   車輌消毒設備 
  



孵卵場の概要 （ｾｯﾀｰ室 400 ㎡･ﾊｯﾁｬｰ室 107 ㎡･貯卵室 33 ㎡･雛室 88 ㎡）・・・孵化能力最大約 45 万羽 
                                                                                                                             空調室 
                         入気口                               薬品庫   
    セッター8 台（35～42 号機）              セッター7 台（44～50 号機）  
                                                      手指,踏込消毒  発送デッキ 

セッター室（村井 90Ｓ型セッター45 台）             雛 置 場   
    セッター8 台（18～25 号機）              セッター7 台（27～33 号機） 

 
    セッター7 台（2～8 号機）               セッター8 台（10～17 号機） 
    
      手指,踏込消毒                    消毒動噴設備 
                                         
                           ハッチャー室        手指,踏込消毒          
                貯卵室                                   雛選別室     排気用大型扇    

     浴室 更衣室                 （村井 90H 型ハッチャー10 台） 
     宿直室 
             トイレ   
    会議室      洗面所                                              手指消毒器 
                                            コンテナ置場 
                            資材倉庫              
 
    事務所                   
                         
          入口            種卵コンテナ置場          洗浄消毒室 
 

手指消毒器 
 
    駐車場                                              発電気         
 
                                    駐車場   
                   車輌消毒設備 
 作業の流れ    空気の流れ      



セッター・ハッチャー汚染

○セッター内汚染

入卵後の孵卵器自体の汚染

卵座、入気口、ファンの汚れ、洗浄消毒不備

⇒大腸菌等の一般細菌やカビによるヒナへの感染

『舎内天井の結露の機内侵入も注意！』

○ハッチャー内汚染

バスケットの汚れ、消毒不備

入気口、排気口、ファンの裏側

角の汚れ



セッター・ハッチャー汚染

○孵卵過程での汚染

汚染した孵卵機での商品化率が低下

発生のバラつきや汚れ、死篭り卵増加

※受け入れ側に問題ない場合…入雛後二日目からの斃死が増え、

毎日0.5～1％。さらにひどい場合は1週間で数％

(正常なヒナの場合は1週間で0.05～0.5％まで)

いずれの場合でも、発生した段階でどのヒナが感染しているか、
正常か、ヒナ選別の過程でも区別がつかない

○感染過程による影響

インエッグ＞セッター＞移卵時＞ハッチャー内＞ヒナ

基本的に早い段階での感染ほど、ヒナ質・斃死に与える影響が

大きく、対処も難しいケースが多い



当社の実例：細菌検査の実施

○卵殻表面の検査

DDチェッカー（寒天培養・一般細菌用）で確認する

セッター卵座・壁面・ハッチャーバスケット

ヒナコンテナ・マレクター・・・etc

⇒ヒナが接触する器具機材全ての検査

○遺残卵黄細菌検査

淘汰ヒナの細菌検査を家保に依頼

⇒大腸菌・サルモネラの検査

⇒感染経路(種鶏・卵)を調べる



当社の実例：消毒方法
○セッター消毒

水洗後、

①逆性消毒剤

↓

②グルタラール製剤を250倍希釈・散霧

検卵・移卵時の爆発卵にはアルコール消毒

○ハッチャー消毒

洗浄後、

①グルタラール製剤を250倍希釈・散霧・・・天井・壁・床・

↓ バスケット

②安定化二酸化塩素（ClO2）・・・上記の他、

湿度容器に400ppm

また、ClO2はセッター・ハッチャー・貯卵室の加湿器の

水にも使用

⇒爆発卵のにおい軽減、カビにも効果



当社の実例
良好な発生状態をコントロールするために

○卵重/ヒナ体重比70％を目標

翌日発送なら75％でも良い

68％以下だと枯れたヒナに

⇒バスケットの糞の量で見る

○シングルステージでの孵化

プレウォームと孵化時間

○商品化率の集計

無精・中止卵率と対入卵商品化率



当社の実例
良好な発生状態をコントロールするために



卵重/ヒナ体重比

○卵重68g以上だと温度ムラがあり遅れる

⇒孵化時間を2時間長くする

○温度湿度コントロールのデジタル化

⇒各孵卵機の違いを調節

センサー毎の0.1℃の誤差にまでこだわる

孵卵舎全体を孵卵機として捉える



各発生状態の評価
発生状態 死篭り卵 卵重比 湿度 温度 ヒナ質 対受商％

① 早め 多い 68％以下 低い 高い ×（枯れヒナ） 95以下

② 良好 少ない 70％±1.5 高い ○ ○ 96以上

③ 良好 少ない 70％ ◎ ◎ ◎ 96以上

④ 遅め 少ない 70％+1.5 高い ○ ○ 95以上

⑤ 遅め 多い 72％以上 高い 低い ×（ボテ腹） 95以下

①の場合・・・湿度+5％、温度-0.1℃または孵化時間を-3時間

⑤の場合・・・湿度-5％、温度+0.1℃

移卵が一日早い場合

死篭り卵等で約1％ダウン。

卵重比は2～3％上がり、④に近い評価となる



各発生状態の評価

○発生が早いヒナ

ヒナの動きが活発で、走り回りすぎる

真っ先に水につく⇒冷えて寄る⇒バラつきの原因！

ハッチャーの汚染や換気不良の影響

⇒細菌感染による斃死増加の確率

○発生が遅いヒナ

大人しく、ゆっくり着実に採食する

環境にも鈍感だが、しぶとい！

遅すぎると動きや採食が悪く、1週齢体重が伸びない



当社の実例：孵化の設定方法
○セッター温湿度と孵化時間

拾い出し時間から逆算でON時間を決める

 夏 37.4℃30.5％502h プレウォーム15時間前より

ONのときの機内温度30℃

 冬 37.5℃31.0％506h プレウォーム20時間前に開始

ONのときの機内温度28℃

今年の冬は孵卵舎を27℃に暖房して良好

⇒以前は自然室温で20～24℃で、

プレウォーム15時間前より30℃セット

○ハッチャーにおける消毒

ホルマリンの自然蒸散消毒：15ml/㎥×4回(移卵～発生当日前)

※万が一の時はアンモニアが中和剤になる



ヒナの取り出し



参考：孵化成績

初期中止卵を減らす、対受精商品化率を上げることを重視

橙色背景は他社卵を使用⇒時期異なるが、同じ孵化で成績に差

○孵化成績

母鶏週齢 32wk 31wk 40wk 52wk 59wk

入卵月日 16/10/13 17/2/13 17/1/31 17/2/7 16/12/19

無精卵率 1.6 2.5 4.6 4.9 14.1

中止卵率 2.2 3.0 3.4 3.7 4.9

有精卵率 96.2 94.5 92.1 91.4 81.1

対受商品率 97.6 96.6 95.6 94.8 94.2

対入商品率 93.9 91.3 87.3 86.7 76.4

対入死篭卵率 1.8 2.6 2.9 3.9 5.3

対入クズ雛率 0.6 0.6 0.9 0.8 1.1

ヒナ体重比 72.7 70.3 71.4 69.1 70.8

発生時体重 40.5 41.0 44.5 47.0 48.5

（入卵月日・発生時体重を除き、単位%）



参考：孵化成績
○餌付け後成績

母鶏週齢 32wk 59wk

入雛日 16/11/3 17/1/10

発生時体重（ｇ） 40.5 48.5

ヒナ体重(発送)（ｇ） 40.0(当日) 43.0(翌日)

入雛羽数（羽） 11,500 11,350

育成率（％） 93.5 96.9

日増体（g） 67.05 66.00

要求率 1.66 1.66

生産指数 377 385

橙色背景は他社卵を使用⇒ヒナ体重大きい59週齢と比べても遜色ない成績

淘汰ヒナ・死篭り少なく、受精も高いが、初期中止が少ないことがすばらしい

⇒種卵が良い＝母鶏の栄養・コンディション、種卵の取扱い、

孵化全般に至る間で最良の状態



3.保管～発送：雛の保管

○温度センサー

最も温度の影響が強い部分に

センサーを配置する

⇒冬は最下段、夏は最上段の

コンテナの高さに合わせて

センサーを配置

冬は最も冷える一番下の
コンテナに合わせる



コンテナ積み上げ

 少しでも新鮮な空気が通るようにコンテナは交差させて
置いている(写真中央)

 すぐに発送するものは通常の積み方(写真右)

 直置きしないために下段は空の黄コンテナ



空調・空気清浄機

○空気清浄機の導入

○循環型の空調を使っているところでは、

循環フィルターに要注意！

⇒ホコリ以外に、カビの繁殖にも気をつける



IB散霧接種

○IBの散霧接種の溶解水の温度：10℃

⇒ヒナの急激な冷えはヒナ質に影響

IB散霧時の均一性にも要注意



寒い状態での放置に注意！

○朝の作業開始時などには特に注意！

ヒナの位置で24℃は確保する

⇒ストーブ等の暖房を設置

○遅れて発生したヒナ

重なって動かない

⇒敷マットが濡れ、冷える

⇒脚が赤く冷たい状態に

⇒マットに穴が開く

輸送でも異常があるとヒナ質に影響大



全ての環境を整えたら・・・

○ヒナ保管室は真っ暗にする

⇒輸送中も暗くすることで、餌付け時の光が

刺激となって、活発に餌を探して動き回る

『ヒナの快適な環境を整えてから暗くすること！』



輸送用トラック



種鶏管理
・ダークアウト鶏舎
・ワクチンプログラム
・卵殻強化
・種鶏・種卵汚染

孵化場
・セッター・ハッチャー

の清浄性
・消毒・細菌検査
・発生状態の評価

保管・輸送

•温度の管理

•空気質の管理

•IBの的確な接種

まとめ



丁寧に温度管理された輸送状態

心地よく保管できるヒナ室

コントロールされた衛生的な孵卵

クリーンで栄養価の高い種卵

健康でクリーンな母鶏

まとめ

良質なヒナの生産



ご清聴有難うございました


