
冬場に向けて



１、鶏舎内の温度

２、換気



１、鶏舎内の温度



外側から隙間を塞ぎ、入雛に備える



寒冷紗による冬場の強風対策

開放鶏舎

WDL鶏舎

夏場対応として使用している入気口の寒冷紗を
冬場の強風による入気量制御に使用



ビニールで鶏舎内を保温

【ポイント】

 冷気落下と下部からの隙間風
で、ヒナ活動を抑制しない

 鶏舎内だけにビニールを張る
と、結露で床悪化に繋がって
しまうので注意



サービスルームの防寒は徹底的に

○ 良い例 × 悪い例

・切れ目のないベニヤ板を使用
・出入り口は厚手のビニール
シートを重ね合わせる

・シート用ゴムで隙間なく張る

・ビニールを重ね合わせないと、
僅かな隙間から冷気が侵入して
入口付近が結露で湿る

サービスルームが無い場合は、入口付近だけでもガードを
出荷まで活用する。



・①換羽前後はトリの状況に応じて、温度調節が出来ている
・②10日齢頃から瞬間的に冷気に慣らすと、後半も冷気に
慣れて成績改善に繋がる

野外例：開放鶏舎の飼育温度
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野外例：システム鶏舎の飼育温度
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・①手動調節で2℃差の日較差に慣らすと、後半に冷気に
慣れて採食が起こりやすい

・②坪羽数60羽のこの場合は、40日齢以降のトリの動き
から判断すると15-17度飼育が適温と判断していた

2014年1月餌付け群

①

②指標



温度管理ポイント
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• 餌付け
ヒナが良く動く温度に調節（約32℃）

• 餌付けの翌日
減温開始、3～7日齢で指標温度に近づける

• 換羽開始時（10日齢～）
指標温度より少し高めに維持

• 換羽終了頃（28～32日齢）
再び減温開始

• 換羽後
坪羽数によるが、15℃を大きく下回ると日増体とFCR
に影響が出る可能性あり



２、換気



冬場の基本的換気

• 餌付けから舎内空気を循環

• 舎内の暖気を利用した換気
• 瞬間的な換気
• 間欠タイマーを活用

目的：舎内温度を均一に維持しつつ、

空気質も維持し、

必要以上の湿度を除去する事



高湿度の影響

• 温度確保を優先し過ぎると、換気が犠牲となり
舎内に湿度が溜まりやすい

• 相対湿度70%以上で、床面が悪化しやすくなる

• 床面悪化は不均一な分布
や下痢等、様々な問題を
引き起こす

• 湿度計を設置し舎内湿度の
把握が必要



床湿りは成績低下を助長する

冬季撮影
ドリンカー直下で床が湿ると…
・冷たい床を嫌ったり、消化不良を
起こしやすくなる
・給餌機周辺の密度高く、他のトリの
採食を制限する
・引っ掻き傷が増加し、格外増加する



低湿度の影響
• 床面が乾燥して埃が充満すると、大腸菌症など
呼吸器系の疾患に罹りやすくなる

• 乾燥しやすい環境
①床面給温

②鶏舎内が不均一で、局所的にトリが群がる場合

③換気過多

給温と換気のバランスが重要！



埃による大腸菌症

・ポックリに似た症状で気管支が詰まる
・症状の出る20日齢より前から、埃の
少ない環境づくりによって、この慢性
気管炎は改善される

・必要時には夜間ガス点火し、適切な
換気をする事！



× 床面給温に多い、過剰な乾燥

・大腸菌症による気管支炎詰まりは、20日齢前後の「埃」の
コントロールが主要因と考えられる
・先ず、床を乾燥させすぎない事、またその埃を排出する事



○ 床面良好 31日齢

・床は湿り過ぎず、乾き過ぎずが一番良い
・この状態は、均一な温度と風速によって得られる
・良好時の床温度は、約28～33℃



冬場の基本的換気

• 餌付けから舎内空気を循環

• 舎内の暖気を利用した換気
• 瞬間的な換気
• 間欠タイマーを活用

目的：舎内温度を均一に維持しつつ、

空気質も維持し、

必要以上の湿度を除去する事
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約6-7m間隔

餌付けから舎内循環で均一な環境づくり

・インバーターの緩やかな風で、確実に風をリレーさせる
・餌付け時のファンの間隔は、育雛域に合わせて狭く配列する
・循環だけで空気質が悪化する場合は、排気ファンを併用する
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ダクトによる暖気の利用

・冷気が直接トリに当たらない
・撹拌が可能（天井付近の空気と混ざる）
・堆積養鶏ではアンモニア循環に注意
・出荷までダクトのみでは換気不足に



初期の換気イメージ

冷気

カーテン

・先ずは、～カーテンの一部に切り込みを入れておく
・冷気は、トリの居ない部屋に入れて一旦暖める
・排気ファンが稼働すると、上記切り込み口からフラップ
の様に、暖めた新鮮空気が取り込める

ファン

ファン

育雛域
約28℃温かい部屋

13℃(例)



空気の特性を利用した入気

・空気は11℃上がる毎に湿度半分に
・入気を天井付近で混ぜる
・適正な静圧を確保

5℃
60％

16℃
30％

参考写真：Ｍ.Czarick氏資料



野外例 適切入気で冷気落下なし

・適切な静圧で勢いよく冷気を導入している
・天井に障害物なく鶏舎中央まで冷気が届き、
程よく暖気と混ざっている



最低換気レベルを達成する為の適正な鶏舎内気圧目安

鶏舎幅 気圧(Pa) 水柱インチ(i/w)

10m -10.0 -0.04

12m -12.5 -0.05

14m -15.0 -0.06

15m -17.0 -0.07

18m -20.0 -0.08

静圧による
空気の流れ 



・適正静圧により鶏舎中央付近まで
入気を届かすが、飛び過ぎにも注意

・スモークテスターなどで空気の流れ
をチェックする事が必要



• 陰圧不足により隙間の多い鶏舎程、
換気が適切に出来ない
→入気が直接落下
→床面の結露

• 温度保持の為、換気量不足に
→空気質の悪化

出典：Aviagen社

鶏舎の不適切な換気



通常入気では冷気落下

横引きWDL鶏舎幅8ｍ×縦60ｍ 34日齢 1月調査

トリの位置で冷気が這う様に流れる



温度均一化に扇風機の活用例

・30日齢以降、順次首振り扇風機を使用する
・鶏舎内の空気が攪拌され、温度ムラ少なく日増体66ｇ達成



当日外気温-4℃～8℃

野外例 カーテン操作→瞬間入気



1日の温度変化
（カーテン開放-瞬間的な入気）

・瞬間的な入気を実施しても、その後
舎内温度は直ぐに回復する
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カーテン操作（応用）

日齢がもっと進めば、

1日4～5回、日中にカーテンを5～10分間
のみ大きく開ける→その後調整

このような瞬間的な空気の入れ替えで、

舎内の空気質を維持しつつ、トリに刺激を

与える
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5分サイクル

5 2015 25

5分サイクルは、舎内温度の変動が小さく、
無駄な(ガス)暖房を避ける事ができる

舎内設定温度

10

3.3℃

1.1℃

給温開始温度

＊典型的なパターンを示している為、実際の温度変動とは異なります

理想的な間欠タイマーの設定



定点観測 夜間も良好なトリ分布

・夜間にガス再点火し、舎内は安定した温度推移
・一日中、局所的に偏ることのないトリの分布



夜間の最低換気確保

【 夜間の注意点 】

• 温度センサーのみで換気プログ
ラムを組むと、外気温が低下す
ると換気量が少なくなる

• 特に夜間の換気量が激減する

• ガスを切った「廃温」後も、
夜間だけは定期的に僅かでも
換気量は確保する事

例：30分毎に2分間強制排気など



体重に見合う換気量確保へ

・体重増加に伴い、その体重に見合う換気量が必要
・必要換気量は、日齢ではなく体重で決定する

生体重(kg) 最低換気量(m3/時間)

0.050 0.074

0.100 0.125

0.200 0.210

2.600 1.437

2.800 1.520

3.000 1.600

実績調査では、昨年よりも1日早く出荷体重に到達 !！

チャンキーブロイラー管理ハンドブック2014より

温度－1～16℃間の換気量／羽



「冬場に向けて」まとめ

温度確保－隙間を塞いで無駄のない保温

舎内温度－換羽時期の温度推移と日較差

換気－空気質と温度のバランスを意識

床面管理－換気で適切な湿度コントロール


