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Discussion Topics

本日の講演内容

• Why we ventilate なぜ換気するか

• When do we use minimum ventilation? いつ最低換気をするか？

• Bird requirements トリが求めていること

• Effects of temperature on oxygen demand 酸素要求に及ぼす温度の影響

• House sealing and insulation 鶏舎の気密性性と断熱

• Problems with poorly sealed houses 気密性の悪い鶏舎の問題点
• Potential solutions to managing curtain houses

カーテン鶏舎を管理するための有効策

• What is negative pressure 陰圧とは何か

• Why it is important なぜそれが重要か

• Minimum ventilation system 最低換気システム

• Minimum ventilation rate 最低換気量

• Evaluating minimum ventilation 最低換気の評価



Why We Ventilate
なぜ換気するか

We ventilate to:換気は
• Create an air exchange

空気の入れ換え
• Control moisture levels

水分レベルのコントロール
• Control the heat load

温度コントロール
• Control the effective temperature (T + RH + air speed)

実効温度のコントロール（温度＋相対湿度＋風速）
• Supply oxygen

酸素の供給
• Remove harmful gases

有害ガスの除去



When Do We Use Min Vent?
いつ最低換気を用いるか？

• It can be used summer and winter

夏と冬に用いることができる
• It is used anytime the actual house temperature is below the required set 

point temperature for the birds

実際の舎内温度がトリの要求する設定温度よりも低いときは

いつでも用いられる。
• It is used when trying to maintain temperature, but still putting the least 

amount of fresh air possible to maintain good air quality

温度を維持しようとするとき用いられるが、それでも空気の質

を維持するため最低量の新鮮空気を引き込む。
• When the house temperature goes above the required set point temperature, 

then it is no longer in minimum ventilation mode

舎内温度が設定温度よりも高くなったときは、

最低換気モードをやめる。



Bird Requirements
トリが求めていること

• Warm floor during brooding

育雛中暖かい床
• Good air quality (oxygen)

良好な空気の質（酸素）
• No temperature fluctuations

温度変動なし
• No drafts

すきま風なし
• No environmental stresses

環境ストレスなし
• It doesn’t matter what type of housing you have!

鶏舎のタイプは問わない！
• These are the bird requirements

これらがトリが求めていること



Effects of Temperature on Oxygen Demand
酸素要求に及ぼす温度の影響

• Oxygen demand is lowest when the environment allows the chick to be 
in its thermoneutral zone

環境がヒナの温度快適帯であれば、酸素要求は最少。
• As environmental temperature decreases, oxygen demand increases

環境温度が低下すれば、酸素要求量は増加
– You cannot compromise ventilation for temperature

温度を維持するために換気を犠牲にしてはならない
• When environmental temperature increases and the bird begins to pant, 

oxygen demand increases

環境温度が上昇し、トリがパンチングを始めると、酸素
要求が高まる。



House Sealing and Insulation
鶏舎の気密性と断熱

• Regardless of the type of ventilation system, it is important to seal the house

換気システムのタイプにかかわらず、鶏舎を密閉することが重要。
• Gives better control over what is happening inside

舎内でなにが起ころうとも適切なコントロールをする。
• Reduces the effect of outside conditions

舎外のコンディションの影響を少なくする。
• Gives you more control over the incoming air

入気をうまくコントロールする。
• Insulation keeps heat in during winter

冬期、断熱は熱を逃がさない。
• Insulation keeps heat out during summer

夏期、断熱は熱を遮断する。



Problems With Poorly Sealed Houses
気密性の悪い鶏舎の問題点

• Cold floors due to drafts
隙間風によって床が冷える

• Cold drafts onto the chicks
冷たい隙間風がトリに当たる

• Can’t maintain temperature in winter
冬、温度を保てない

• Can’t ventilate effectively in winter
冬、効果的に換気できない

Stress, stocking density, uniformity, health, poor start
ストレス、収容密度のかたより、斉一性、健康、餌付不良

Cold drafts onto the heater probe
冷たい隙間風がヒーターのセンサーに当たる。

• Heat loss through the cracks and openings
隙間や開口部から熱が逃げる。

• No mixing of cold incoming air with warm inside air
冷たい入気と暖かい舎内の空気が混ざらない。

• Unable to access the heat in the peak of the roof
暖かい鶏舎の天井中央部まで入気が届かない。

High heating costs, can’t maintain temperature
高光熱費、温度を保てない



“Leaky” Housing 

隙間の多い鶏舎

CHIMNEY

HEAT

Cold floor, stressed chicks 冷たい床、トリにストレス

HEAT, FRESH AIR, 
MONEY
熱、新鮮空気、お金

COLD AIR冷たい空気

EFFECT トンネル効果

COLD AIR 冷たい空気



Poorly Sealed Catching Door
(University of Georgia)

気密性の悪い搬出ドア
（ジョージア大学）



Cold Air Leakage at Catching Door

搬出ドアからの冷たい空気の漏入
(University of Georgia)



Sealed vs. Unsealed Side Wall

気密性vs非気密性側壁
(University of Georgia)



Chick Spread – Uninsulated, Poor Seal

トリの広がり－断熱なし、気密性悪し
(University of Georgia)



Chick Spread – Insulated, Sealed

トリの広がり－断熱あり、気密性良好
(University of Georgia)



Curtain Leakage, Cold Floors

カーテンからの漏入、床を冷やす
(University of Georgia)



Curtain Leakage on a Windy Day

風の強い日のカーテンからの漏入
(University of Georgia)



Air Flow Due to Excessive Leakage

多くの隙間からの空気の漏入
(University of Georgia)

4˚C

10˚C
75%

隙間や閉まりの悪いカーテンから空気の漏入
が多いため、入気口から入る空気の流れが
悪い



Air Leakage Through a Poorly Sealed Curtain

閉まりの悪いカーテンからの空気の漏入
(University of Georgia)



Curtain Sided House on a Cold Morning

寒い朝の側壁カーテン鶏舎
(University of Georgia)



Insulated House on a Cold Morning

寒い朝の断熱鶏舎
(University of Georgia)



Potential Solutions to Managing Curtain Houses

カーテン鶏舎を管理するための有効策
• SEAL THE HOUSE!! (minimal cost, huge impact)

鶏舎を密閉する!! （低コスト、莫大な影響）
– Make sure curtains seal カーテンが閉まっているか確認
– Seal around doors ドアの周りを塞ぐ
– Seal eave of the roof 屋根の軒を塞ぐ
– Seal all joints in the roof すべての屋根の継ぎ目を塞ぐ

• Roof insulation (summer and winter benefit) 屋根断熱（夏と冬に効果）
• Review your heating system (type and capacity)

暖房システムを再検討（種類、能力）
– Radiant heaters put the heat where the chicks need it

赤外線ヒーターはヒナが必要なところを暖める。

• Review your heat distribution 熱の分布を再検討
• Preheat the house for at least 2-3 days

鶏舎を少なくとも2－3日前にプレヒート
• Make sure floors are warm before chicks arrive

ヒナ到着前に床が暖かいことを確認。



• Use secondary inner curtain to protect the birds from drafts

隙間風からトリを守るため、舎内に2枚目のカーテンを張る
• Fan Jet system – explained below

ファンジェットシステム－後で説明
• Install minimum ventilation – examples below

最低換気装置を設置－後で説明
• Circulation fans can help to distribute heat (but they are NOT a substitute for 

minimum ventilation)

循環扇は熱を満遍なく拡げる助けにはなる

（しかし、最低換気の代わりにはならない）

Potential Solutions to Managing Curtain Houses

カーテン鶏舎を管理するための有効策



Radiant Heating

輻射暖房
(University of Georgia)

Puts heat where needed, on the floor

床の必要なところに熱を当てる



Internal Curtain
舎内カーテン

Internal Curtain

舎内カーテン

Draft on chicksヒナに隙間風が当たる

No draft on chicks ヒナに隙間風が当たらない



Fan Jet ファンジェット

Inlet 
Damper
入気ダンパー



Fan Jet
ファンジェット



Fan Jet System
ファンジェットシステム

Fan Jet

Plastic Tube

ビニールダクト

Exhaust Fan
排気扇



Fan Jet System
ファンジェットシステム

Advantages:利点
• “Positive pressure” system

「陽圧」システム
• House does not have to be extremely well sealed

鶏舎は完全に密閉される必要はない。
• Fan jet runs continuously → good mixing of air and heat

ファンジェットは常に回る→空気と熱がよく混ざる
• Incoming air directed up away from birds

入気がトリに当たらない。
• Heating system can be located at FJ for distribution

熱が拡がりやすいようにヒーターをFJに設置可能。
• Relatively cheap system

比較的安価



Fan Jet System
ファンジェットシステム

Disadvantages:欠点
• May not be able to provide enough min vent for whole cycle

アウトまで十分な最低換気を供給することができないか

もしれない
• Depends on stocking density, weight

収容密度、体重によっては不可



Air Cannons
エアキャノン



Pressure Balanced Inlet
静圧制御入気口



Air Cannons, Pressure Inlets
エアキャノン、静圧制御入気口

Advantages:利点
• Quite an effective minimum ventilation system

最低換気システムで極めて効果的
• Fairly cost effective – cheap “inlets” (Ø90mm pipe)

非常に投資効果大－安価な「入気口」（直径90㎜パイプ）
• Curtains stay closed

カーテンは閉じたまま
• Mixes incoming air with warm house air

入気を舎内の暖かい空気と混ぜる。



Air Cannons, Pressure Inlets
エアキャノン、静圧制御入気口

Disadvantages:欠点
• System works on negative pressure, so…

システムは陰圧で働く、そのため…
• House must be well sealed, or else……

鶏舎は気密性がよくなければならない、さもなくば…
• House may get colder than before, chicks more stressed

鶏舎は以前より寒くなるかも、トリのストレス大
• Do not take this approach unless house can be well sealed

鶏舎の気密性がよくないと、この方法は採用できない。
• Requires ventilation controller or cycle timer

換気コントローラーかサイクルタイマーが必要。



Circulation Fans

循環扇
(University of Georgia)

天井扇18インチ循環扇



Bringing in Cold Air
冷たい空気の引き込み

Chicks chilled, wet litter

トリを冷やす、敷料の湿り

Valuable Heat Wasted

無駄になっている貴重な熱
Negative Pressure Ventilation
Closed Environment Houses

陰圧換気ウインドレス鶏舎



What is Negative Pressure?
陰圧換気とは？

• When a fan tries to extract more air from a house than is allowed to enter the house
鶏舎に入ってくる空気よりも多くの空気を鶏舎から出そうと
する時。

• When this happens air rushes in through inlets to replace the exhausted air

その状態の時、排出された空気の代わりに外気が勢いよく

流れ込む。
• Just because a fan is running, doesn’t mean there is a negative pressure

ただファンが回っていることが、陰圧であることを意味して

いるのではない。



Side curtain full open, air short-cuts to fans.

サイドカーテン全開放、空気はファンに近いところから入る

Ventilated
換気される

Not Ventilated
換気されない

No Negative Pressure

陰圧なし



Side curtain slightly closed.
Air still short-cuts to fans.

サイドカーテン少し閉じ。
空気はまだファンに近いところから入る

Ventilated
換気される

Not 
Ventilated

換気されない

No Negative Pressure
陰圧なし



Side curtain more closed.Air drawn from further down house.

サイドカーテン更に閉じる。
空気は鶏舎の更に奥から引き込まれる。

Ventilated

Not Ventilated

No Negative Pressure



Side curtain almost closed. Air drawn from entire length of house.

サイドカーテンをほとんど閉じる。
空気が鶏舎の側壁全体から入る。

Ventilated

Ventilated

Negative Pressure in 
Whole House
鶏舎全体が陰圧



Why Is It Important?
なぜそれが重要か？

• With negative pressure, air enters evenly through every inlet

陰圧になれば、空気がすべての入気口から均等に入る。
• If your house leaks, it also comes through all the leaks!

もし鶏舎に隙間があれば、空気はすべての隙間から入る！
• By spreading inlets evenly can get even fresh air distribution

入気口を均等に配置することによって新鮮な空気が均等に広

がる。
• By restricting inlet size, can regulate incoming air speed

入気口を狭めることによって、入気速度を調節できる。
• Control over how far the air goes into the house

空気がどれだけ遠く鶏舎の中まで飛ぶかコントロールする。



Why Is It Important?
なぜそれが重要か？

• Air should go to the middle (peak) of the roof

空気は天井中央まで飛ぶべき。
• Higher incoming speed allows better mixing

入気速度が速いほどよく混ざる。
• Pressure determines the incoming air speed

静圧が入気速度を決める。
• High pressure → high air speed

高圧→高風速
• Low pressure → low air speed

低圧→低風速
• The wider the house → higher the pressure

幅広い鶏舎ほど→より高圧に
• By using pressure, we can put the air where we want it

静圧を用いることによって、望むところへ空気を入れることが

できる



Air Movement Based on Pressure
静圧による空気の流れ

Low Pressure 低圧

Bit higher 少し高い

Higher 更に高い

Just right
ちょうど適正

12m House 12m鶏舎



Minimum Ventilation System

最低換気システム
• Cross ventilation is most successful

横断換気が最も効果的
• Fans and inlets located in the side walls

ファンと入気口は側壁に設置
• Hot air gathers in the peak of the roof

暖かい空気は天井中央部に集まる。
• Fans operate on a cycle timer

ファンはサイクルタイマーで作動。
• Pressure controlled side wall inlets direct cold air to peak

静圧制御の側壁入気口は冷たい空気を天井中央部に向ける。
• Cold, moist air mixes and pushes hot, dry air down

冷たい湿った空気が混ざり、暖かく乾いた空気を落とす。
• Distributes fresh, warm air

新鮮で暖かい空気を均等に広げる。
• Low air movement at bird level (<0,25ms-1)

トリの位置ではゆるやかな空気の流れ(<0,25ms-1) 。



Cross Ventilation

横断換気

Chicks chilled, wet litter トリを冷やす、敷料の湿り

Valuable Heat Wasted                                            
無駄になっている貴重な熱



Proper Inlet Air Flow

適切な入気口の空気の流れ
(University of Georgia)

4˚C

10˚C
75%

15˚C
50%

27˚C



Inlet Air Flow

入気口からの空気の流れ
(University of Georgia)



“Seeing” Air Movement

空気の流れを「見る」

Pressure low 静圧低い

Pressure better, but still low 静圧良好、しかしまだ低い

Pressure right 静圧適正

Pressure too high 静圧高すぎ



Air Inlet Management

入気口のマネージメント

• Inlets should open at least 4-5cm during minimum ventilation

最低換気中、入気口は少なくとも4－5㎝開ける。
• Having fewer inlets opening correct amount is better than too many opening only a little

多くの入気口を少しだけ開けるよりも、少ない入気口で適切な開
口幅にした方がよい

• Inlets must open equally

入気口は必ず均等に開ける。
• Inlets used must be evenly distributed

使用する入気口は均等に配置する。



Air Inlet Management

入気口のマネージメント

• Must operate on static pressure

必ず静圧で作動させる。
• Air direction plate required if there are ceiling obstructions

天井に障害物があれば風向き調整板が必要。
• Good inlet management is important!

正しい入気口のマネージメントが重要!
• Take care when choosing new inlets

新しい入気口を選ぶ時は注意。



Air Flow Through Modern Inlet

モダン入気口からの空気の流れ
(University of Georgia)



Air Flow Through “Older” Type Inlet

「旧式」タイプの入気口からの空気の流れ
(University of Georgia)



Controller
コントローラー

• There are simple, and complicated controllers available

取り扱いやすく多機能なコントローラーが市販されている
• Choose one that you can use with confidence!

自信を持って使うことができるものを選択!
• A complicated controller is worth nothing if you can’t use it!

使いこなせなければ多機能なコントローラーは何の価値もな
い!



Management/Stockmanship
マネージメント/ストックマンシップ

• The above is not worth much without good management

今まで述べたことは良好な管理なしでは結果が出ない。
• Manager is link between birds and ventilation system

マネージャーはトリと換気システムの仲介者である。
• Must be able to “read” bird behaviour and other signs

トリの行動やその他の兆候を「読め」なければならない。
• Must be able to adjust vent to satisfy bird requirement

トリの要求を満足させるように換気を調整できなければならな

い。
• There is no ventilation system that does not require management

マネージメントを要求しない換気システムはない。



Minimum Ventilation Rate
最低換気量

• Theoretical/calculated rates (??m3/hr/kg) are only a guide!
理論的/計算上の換気量(??m3/hr/kg)は単なる指標にすぎない!

• The right minimum rate is critical for bird performance and to minimise heat 
consumption
適正な最低換気量はトリの成績と熱消費を少なくするために重要で
ある。

• Extremely fine line between under and over ventilating
非常に狭い換気不足と換気過剰の境界線

• Under ventilation – bird performance is compromised
換気不足－トリの成績が低下

• Over ventilation – excessive heat consumption, dry house, possible drafts on birds
換気過剰－過度の熱消費、鶏舎乾燥、トリに隙間風を当てる恐れ。

• Evaluate your minimum ventilation setting every day
毎日の換気設定を見直す。

• Minimum ventilation fans should operate on a cycle timer
最低換気ファンはサイクルタイマーで作動させるべき。



Example Calculation

計算例
Assume:仮定

• Bird weight トリの体重= 200g ; 30 000 羽birds
• Ventilation “factor” 換気「ファクター」= 1,1m³/hr/kg
Calculation:計算

• Ventilation換気量 = 30 000 x 0,2kg x 1,1m³/hr/kg = 6 600m³/hr
Cycle Timer Setting:サイクルタイマー設定

• 5 minute cycle 5分サイクル; fan換気扇能力= 20 000m³/hr (at 
pressure)

Time ON = (6600 x 5) ÷ (1 x 20000) = 1,65 minutes
Time ON = 1 min 39 sec
Time OFF = 3 min 21 sec



Evaluating Minimum Ventilation

最低換気の見極め
• The only way is by visiting the house

鶏舎に行かないと分からない。
• Done preferably first thing each morning

できれば毎朝最初に調べる。
• Evaluate in the first 30 seconds:

最初の30秒間で調べる。
– Stuffiness
空気の淀み

– Ammonia
アンモニア

– condensation (walls, drinker pipes, steelwork)

結露（壁、給水パイプ、鋼鉄製品）



Evaluating Minimum Ventilation

最低換気の見極め
– bird comfort

トリの快適さ
– “AIR QUALITY”

「空気の質」
– What you feel in first 30 seconds is what the chicken lived with all night
あなたが最初の30秒感じたことは、ヒナが一晩中感じて

いたことである。
• “Purging” the house is unacceptable

常に鶏舎環境は良好に！



Remember!
忘れるな!

• Minimum ventilation determines how much fresh air you bring into the 
house (air quality)

最低換気で、どれだけ新鮮空気を鶏舎に引き込むか（空気

の質）判断する。

• Pressure is used to make the air go where you want it to when it enters 
the house

鶏舎に空気を入れる時、望むところへ空気を入れるために

静圧が用いられる。
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