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概 要

日時：2014年2月26日(水)

場所：エッサム神田ホール

東京都千代田区神田

講師：Aviagen社 Alex Chang氏

題目：『ブロイラー種鶏成績を最高

にするための最適栄養

－産卵、卵殻質＆受精率』

『ブロイラー栄養の最新知見』



『ブロイラー種鶏成績を最高にするため
の最適栄養－産卵、卵殻質＆受精率』

①2013年種鶏栄養マニュアル

②エネルギー

③生産期の課題

・産卵持続性

・卵殻質

・受精率(オスの栄養)



2013年種鶏栄養マニュアル

【アミノ酸】

○スターター

○グロワー

○ブリーダー1

2013年ロス308種鶏
栄養成分

制限給餌前に良いスタートを
切るためにアミノ酸レベル増量

育成期の過剰な肉付きを抑制する
ためにリジン減量

アミノ酸レベル増量
(例) 羽毛発育を良くするため

リジンに対するメチオニン増量



2013年種鶏栄養マニュアル
【ビタミン】

・成長、繁殖成績、ヒナの全ての面で重要

・高濃度ビタミンはストレス環境下、
病気発生時に有益

・グロワーでのビタミンレベル増量

・育成用飼料でビタミンE増量

(45-60 ppm → 100 ppm)

【ミネラル】

・全ての飼料で亜鉛増量

・有機体の微量ミネラルを考慮

有機ミネラルは無機より生体利用率が高い



【ピーク産卵時のメスへの栄養供給量】
ME・アミノ酸・ミネラルいずれも必要要求量増

最高成績のために栄養増量が必要

2013年種鶏栄養マニュアル

栄養素
2007

栄養供給量
2013

栄養供給量

ME (kcal/羽/日） 462 469

可消化アミノ酸（mg/羽/日）

リジン 950 1013

メチオニン 460 591

メチオニン+シスチン 850 946

スレオニン 700 792

トリプトファン 220 233

イソロイシン 765 882

アルギニン 1020 1331

バリン 810 942

ミネラル（ mg/羽/日）

カルシウム 4950 5040

有効リン 580 588



エネルギー

最初の制限要因となる栄養素

○プラスのエネルギーバランス

理想的な種鶏成績

○マイナスのエネルギーバランス

繁殖機能より基本的機能が優先される

増体、産卵、羽毛コンディション、
精巣サイズ、精液質などに影響
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生産期の課題

25-35週齢は増体が良い

タンパク質/アミノ酸に対する反応が良い

○高タンパク低エネルギーの影響

・肉付過剰(脂肪蓄積不十分)

・巨大卵

・後半受精率、孵化率低下

・羽毛喪失

エネルギー不足

アミノ酸バランスが悪い

(アルギニン・バリン過剰 or シスチン不足)



生産期の課題：産卵持続性

・産卵持続にはある程度の脂肪蓄積が必要

・育成中の栄養エネルギーと光線刺激が適正

かどうか教えてくれる

・脂肪蓄積の目標値

週齢 目標値
（対体重％）

22 0.8 ‒ 1.2 ％

26 1.3 ‒ 1.8 ％

31 2.0 ‒ 2.5 ％



生産期の課題：卵殻質

・卵殻質に影響する栄養要因
カルシウム(Ca) リン(P) ビタミンD3          
ナトリウム 電解質バランス

・Ca
不足：小卵、軟卵、産卵休止
過剰(7g/日以上)：Pとのバランスが崩れる

・AvP(有効リン)
不足(450mg/日以下)：飼料摂取量大きく低下

・Caが吸収されるためにビタミンD3が必要
ビタミンD3不足：弱く薄い卵殻(Ca欠乏)



生産期の課題：卵殻質

主要栄養素 影響

カルシウム/リン 不均衡：薄い、柔らかい、粗い卵殻

ビタミンD3 不足：特定の場所に石灰沈着

マグネシウム 過多：薄い卵殻

ナトリウム/塩化物
(食塩)/(塩水)

過多：軟卵、しわ卵、奇形卵、
薄い卵殻、ヒビ/破卵

電解質バランス
(酸塩基平衡)

不均衡：ヒビ、ヘアラインクラック



生産期の課題：卵殻質
○栄養戦略

・産卵ステージごとの最適なCa及びAvP

※週齢が進むにつれてCa必要量↑ AvP必要量↓

・40週齢以降、卵殻質に問題あれば
大粒炭カル/カキガラ使用(夕方に)

・ビタミンD3が不十分な場合は
活性型ビタミンD3飲水添加
(300 IU/羽 週2回)

ステージ Ca AvP

産卵前 1.2 ‒ 1.5 ％ 0.35 ％

産卵初期 3.0 ‒ 3.2 ％ 0.35 ％

産卵後期 3.2 ‒ 3.5 ％ 0.32 ％



ブリーダー２飼料の使用

時期 35週齢以降

特徴 Ca↑ AvP↓ CP↓
ブリーダー1飼料：CP15％ ブリーダー2飼料：CP14％

目的 ・後期のメス体重増加を抑制

→産卵持続性、受精率などに有効

・卵殻質を良好にする

・卵重コントロール



生産期の課題：受精率

○ メスに対するCP過剰：受精率、孵化率低下

○ オスの栄養

・オス専用飼料の使用が有益

鶏舎移動時または光線アップ時から使用

最低ME 2,750kcal/kg (精巣サイズ維持)

CP12％以上にしない(精液生産不良防止)

Ca過剰にしない(精液性状に影響)

精液性状にビタミンEとセレンが重要

→有機セレンを検討すべき

・不飽和脂肪酸の使用が精液性状と
受精率持続に有益



まとめ

栄養要求量増
アミノ酸、ミネラル

ブリーダー２飼料が有効
産卵持続性、過肥、卵殻維持

オス専用飼料が有効
体重コントロール、精巣維持、精液性状



まとめ

過剰なCPは避ける！！



『ブロイラー栄養の最新知見』

①モダンブロイラー

②起こりうる問題点

③最新の研究

・バランスタンパク

・スタートの重要性

・ペレット飼料

・全粒穀物給与

④他の栄養的アプローチ



世界最高レベルの
Ross 308ブロイラー成績(NZ)

成績 マニュアル

平均FCR (2.3 kg) 1.50 ‒ 1.52 1.62

最高FCR (2.3 kg) ＜1.40

7日齢体重 ＞200 g 185 g

42日齢体重 ＞3.3 kg
＞2.8 kg 

2.98 kg    
2.56 kg

斃死率 ＜3.0 ％

PS 450

♂
♀

(Source: Watt Poultry USA, Oct 2012)



モダンブロイラー：生理学的変化

・血中酸素運搬能力アップ
→腹水症減少

・長年の選抜の結果、免疫産生能に変化
→抗体産生能↓細胞性免疫↑
→病気に強い



モダンブロイラー：骨強度と完全性

・破骨強度が高い

・同一日齢では、モダンブロイラーの骨は
強く、頸骨単位長当たり灰分と有機物が

多く、重い
(注)同一体重ではその通りではない

・モダンブロイラーと非選抜ブロイラー
では、CaとPの代謝は同じくらい効率的



起こりうる問題点
(地域によって異なる)

管理

最適栄養 腸管の健康

ウェルフェア
/消費者目線

筋肉成長の
問題？？



起こりうる問題点：最適栄養

・モダンブロイラーに必要な栄養
アミノ酸組成 エネルギー CaとP
電解質平衡 ビタミンと微量栄養素

・最適下限栄養
最適な栄養範囲内での最低限レベル

・高密度で一定レベルの栄養
特にアミノ酸、ビタミン、ミネラル、微量要素

・変動のない良質な飼料と適切な給餌
遺伝的能力を引き出すために必須



最新の研究：バランスタンパク

・「総量」ベースではなく、
「可消化アミノ酸」ベースで配合

・バランス可消化アミノ酸

別名「理想的アミノ酸組成」

・リジンに対する必須アミノ酸の適切な割合

・過剰なCPを最小限に

窒素排泄を減少させ、敷料状態改善

・モダンブロイラーはエネルギーよりも
アミノ酸に反応しやすい



理想的アミノ酸組成の割合

可消化アミノ酸 スターター グロワー フィニッシャー

リジン 100 100 100

メチオニン＆
シスチン

74 76 78

メチオニン 37 38 39

トレオニン 65 66 67

バリン 75 76 77

イソロイシン 67 68 69

アルギニン 103 104 105

トリプトファン 16 16 16



最新の研究：スタートの重要性

・最初の1週間が重要

エネルギーの使用 成長：80％ 維持：20％

・良好な初期給餌

消化器官の発達促進

筋肉の発育発達促進

良好な免疫反応

ヒナ質改善

増体とFCR改善

・特製プレスターター飼料の使用(4ｰ5日間)



特製プレスターター飼料の特徴

Ross推奨以上のアミノ酸レベル給与 －さらなる増体

消化良好、良質原料使用：不飽和脂肪原料使用

高栄養レベル、特にアミノ酸、ビタミンEと亜鉛

ペレット/クランブルの品質改善

免疫刺激剤、エッセンシャルオイル、酵素 etc

食欲増進剤、高ナトリウム(0.26％)
理想的Na+K-Cl (230 -250 meq/kg)

プレとプロバイオティックスの使用を検討
腸管の健康を改善

最初の数日間のみで飼料摂取量は少ない
高価でも問題ない



最新の研究：ペレット飼料

・FCRがマッシュより良くなる

餌こぼれが少ない

栄養素の分離がない(特にCa)

飼料摂取量増加

採食時間短縮(休息時間増)

・増体ではエネルギーレベルに関わらず一番有益

・日齢ごとの推奨飼料形状

日齢 飼料形状とサイズ

0 ‒ 10日齢 篩にかけたクランブル

11 ‒ 24日齢 直径2-3.5 mmペレット

25日齢以降 直径3.5 mmペレット



最新の研究：ペレットの穀物粒子サイズ

・穀物粒子サイズも重要

穀物粉砕方法が成績に影響する

・粗い粒子サイズの飼料は
筋胃の発達と腸の健康を促す

・推奨穀物粒子サイズ

日齢 粒子サイズ

0 ‒ 7日齢 0.9 ‒ 1.1 mm

7 ‒ 21日齢 1.1 ‒ 1.3 mm

21日齢以降 1.3 ‒ 1.4 mm



他の栄養的アプローチ

• Ca/AvP比の最適化（2.0 ‒ 2.2)
→リンの吸収増加

• 活性型ビタミンD3(25-OH-D3)の使用

• 上記2点は
①骨格特性の増強と維持
②ミネラル排出の減少

• 抗生物質不使用飼料に対する添加剤
酵素、プロバイオティクス、有機酸、有機ミネラル、
エッシェンシャルオイル、植物抽出物



敷料へのアプローチ

• 酵素の使用はリンレベル低減に役立つ
→キシラナーゼとフィターゼ
→これらは飼料原料の消化率を改善
→他の抗栄養因子も分解

• 加えてプロテアーゼ酵素も使用される様に
なってきている
→植物性タンパクに作用
→敷料中の窒素/リンの低減を助ける
→敷料改善



まとめ

モダンブロイラーはエネルギーよりも
アミノ酸に反応しやすい

良好な餌付けが重要

ペレット飼料を考慮すべき

穀物粒子サイズも重要

新しい栄養的アプローチが役立つ

今年新しいブロイラー栄養スペックが
発行予定


