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採卵鶏におけるクーリングパッドによる防暑対策の事例

後藤美津夫

An Example of an Anti-protection from Heat Measure with a Cooling Pad in a Laying Hen 

Mitsuo GOTO 

要旨

当場では長年継続して採卵鶏の銘柄比較を行なっているが、施設整備に伴い従前

の開放鶏舎から、現在はウインドウレス鶏舎で銘柄比較を行なっている。特に夏期

についてはクーリングパッドによる防暑対策を採用し、飼養環境は飛躍的に改善さ

れた。この大きく変化した飼養環境が、 7銘柄の採卵鶏にどのように影響を及ぼすか、

2001年と2002年の成績を比較し、クーリングパッドによる防暑対策について考察し

た。

1. 舎外の最高気温が30t以上の場合、約2"-3t舎内温度が降下し、最大で約5tの

温度降下が可能であった。

2.加齢及び温度上昇に伴う産卵率の低下割合は、改善された鶏種もあるが、顕著

な改善には結びつかなかった。

3. 飼料摂取量はすべての鶏種で増加し、平均で8.5g 、3.5"-12.8gの範囲で、鶏種

により大きく異なった。

4. 卵質が改善する傾向が見られ、卵殻の破壊強度ではブラウン系の銘柄が0.4kg以

上改善された。また、ハウユニットでは 2銘柄が5ポイント以上改善された。

5. 以上の結果から、クーリングパッドによる防暑対策・舎内環境の改善から夏期

の飼料摂取量や鶏卵品質の低下が軽減され、生存率の改善傾向も見られたが鶏種

により効果・反応は異なった。

緒言

本県は内陸に位置し、沿岸部の地域に比較

し年間を通しての温度差の大きい地域である。

特に夏期は昼夜の気温差が大きく、日の出と

ともに気温が急上昇する。このような気象条

件は養鶏を営む上で非常に大きな問題であり、

過去に熱射病等により多くの鶏が死亡した事

例もある。最近では様々な防暑対策が普及し

高温による大量死は見られなくなったものの、

生産性の低下や鶏卵品質への影響は依然大き
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く、防暑対策は養鶏経営上の大きな課題とな

っている。

近年、防暑対策として、鶏舎入気部にクー

リングパッドとファンを組み合わせた装置に

設置されている。この方法は、鶏舎の入気フ

ァンの前面に湿ったパッドを設置して、引き

込まれた空気がパッドを通過する際に気化し

熱が奪われ、鶏舎内の温度を降下させる。こ

の方法は湿度上昇を伴うが、鶏は汗腺がない

ため、人間のように湿度が上昇しでも不快感
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をさほど感じないため、鶏の防暑対策として

は有用な方法である。

当場は施設の再編整備に伴い、従前の開放

鶏舎から新たにウインドウレス鶏舎となった。

そして防暑対策としてクーリングパッドを設、

置した。

そこで、経済能力検定を実施している 7銘

柄の採卵鶏を用いて、 2001年の開放鶏舎にお

ける夏期の成績と、 2002年のウインドウレス

鶏舎でクーリングパッドを使用した夏期の成

績を比較し、クーリングパッドの鶏種毎の防

暑効果について検討した。

材料及び方法

「鶏の経済能力検定」で飼養する7銘柄(表

1)ついて、 2001年4月餌付けから2002年8月終

了 (500日齢)まで、当場のクーリング・パ

ッド(写真1)を設置したウインドウ・レス

鶏舎(写真 2)で調査して得られたデータの

うち、 2002年6'"'"'8月 (421，'"'"'500日齢)の成績

と、その前年に開放鶏舎で2000年4月餌付け

表2 試験の条件・調査項目

から 2001年8月終了 (500日齢)に調査したデ

ータのうち、 2001年6'"'"'8月 (421'"'"'500日齢)

の成績の比較を行った。比較した項目は、生

存率、生産性、飼料の利用性、鶏卵品質等に

ついて行った。また、外気温と舎内温度の比

較しクーリングパッドの温度降下効果につい

ても検討した。

なお、試験の条件・比較項目の詳細は、表

2に示したとおりである。

表 1 供試鶏

区分 銘柄
l ヂカル7'TX35
2 シ.ュlJy

3 J¥イラインマリ7
4 ハイラインローラ
5 イ付りイト
6 イサ7'7ウン
7 ポリス7'うウン

鶏舎条件 2001年 鶏舎 開放鶏舎

飼養形態 間口225m瓜奥行き400mmのケージに単飼

防暑対策 ダクトによる送風
光線管理 17時間一定

調査期間 6'"'"'8月 (421---5 00日齢)
2002年 鶏舎 ウインドウレス鶏舎

飼養形態 間口 225m瓜奥行き400mmのケージに単飼
防暑対策 クーリンク'ハ.ッドとファン

光線管理 マニュアルに準ずる

調査期間 6'"'"'8月 (421'"'"'500日齢)
給与飼料 CP 17%、ME2，850kcal/kg (市販の配合飼料)

比較項目 産卵性 産卵率低下割合

飼料利用性 摂取量、要求率 (30日毎)

鶏卵品質 ハウユニット‘卵殻強度 (450日齢時)

舎内環境 温度、湿度

その他 体重(500日齢)、生存率

その他 飼養管理 慣行法による

衛生管理 慣行法による
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写真 1 クーリングパッド

床下のポンプで水を循環させている

結果及び考察

1 クーリングパッド使用時の舎内温度及び

外気温を、図lに示した。舎外の最高気温が3

O'C以上の場合は、約2"'3'C舎内温度が降下

し、最大で約5'Cであった。しかし、その幅

にややバラツキがみられ、諸条件によって影

響をおけることが示唆された。しかし、鶏舎 ，

内の温度のバラツキは小さく、気温の変動に

よる鶏への悪影響は軽減されると思われた。

なお、湿度については舎外の湿度に比較し、

概して20"'30%上昇するため、これに伴うと

思われるカビの発生が見られ、飼料給与の調

整に留意が必要と思われた。

2 生存率を表3に示した。 2001年の夏にジ

ュリアやイサホワイトがやや夏期の生存性が

劣る傾向が見られたが、 2002年の夏にはほと

んと、へい死鶏が見られなかった。鶏の状況を

みても、かつては、夏期には毎日のように見

られたパンティング(浅速呼吸)も、クーリ

ングパッドの使用により、舎内温度が30'C以

上になっても全く観察されず、風速により体

感温度が低下したことも、相乗効果として現

われたものと推察された。

3 産卵率について、 5月 (391"'420日齢)の

産卵率を 100とし、 6"'8月の産卵率を指数化
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写真 2 入気口のフィルター

裏側にクーリングパッドが設置されている

し、産卵低下の状況を図2に示した。その結

果、本調査が産卵後期の産卵低下時期にあた

るためか、顕著な低下抑制とはならなかった

が、そのなかでハイラインローラとポリスブ

ラウンに比較的産卵低下が抑制される傾向が

見られた。なお、産卵率の低下に顕著な効果

が得られなかった要因として、鶏舎内環境が

良好に保たれたため、本来なら高温のため死

亡するはず、だ、った弱い鶏(成績も悪い鶏)が

生存し、平均の産卵率を下げたものと思われ

た。特にジュリアは2001年の夏に艶死が比較

的多く見られたが、産卵率が降下することが

なく、 2002年夏は艶死がなく鶏群の産卵が低

下するという全く逆な状況となった。

4 飼料摂取量を表 4に示した。今回の成績

比較のなかで最も額著な差が見られた。平均

で2001年が96.3gだったのに対し、 2002年は10

4. 8gと8.5gの差となった。特にハイラインロ

ーラとイサブラウンは12g以上と顕著に増加

した。一方、ジュリアは3.5gと増加が最も少

なかった。



群馬県畜試研報 第 10号 (2∞3)

-t-an2.外気量--an2舎内臨十ax:J1創設

相 「 …一一一一一一 ~ 一一…一向日市ー…一一一…一一……"

。
35 

泊

援2
10 

6/1 6/16 7/1 7/16 

月/百

7/31 &115 &1:泊

図 1 鶏舎内外の気温の推移

表3 生存率(421'"500日齢時)
主存草

区分 銘柄 2001年 2002年
Z z 

デカ)~t TX35 97.9 100.0 
2 シ.11)7 96.8 100.0 
3 ハイラインマリ7 100.0 99.0 
4 ハイラインローう 97.9 100.0 
5 イサホワイト 96.8 100.0 
6 イサ7'ラウン 99.0 100.0 
7 本.リス7'うウン 100.0 99.0 

平均 98.3 99. 7 

表4 飼料摂取量(421"'500日齢時)
飼料摂取量

区分 銘柄 2001年 2002年
g g 

デカ)~t TX35 94. 7 100.6 
2 グュ1)7 100. 2 103.7 
3 ハイうインマリ7 91. 5 99.8 
4 ハイうインローう 90.4 103.0 
5 イサホワイト 97.7 106.5 
6 イサプラウン 98.2 110.3 
7 ホ.リスプうりン 101.4 109.9 

平均 96. 3 104.8 

5 卵殻強度及びハウユニットについて450

日齢時(7月)の各鶏群の平均値を表5に示し

た。卵殻強度は、全体の平均でO.22kg上昇し

た。特にブラウン系で顧著でO.4kg以上上昇

した。白レグ系では、デカルブTX35とハイラ

インマリアが0.27、O.3lkg改善傾向が見られ

た。ハウユニットは平均で2ポイント改善さ
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図2 産卵率の低下割合

無し:2001年有り:2002年

れ、デカルブTX35とポリスブラウンは5ポイ

ント以上改善された。

鶏卵品質については、いずれの鶏種も高温

に伴う品質低下が何らかの形で軽減される傾

向が見られるが、鶏種により効果・反応に違

いが見られた。

以上の結果から鶏種毎のクーリングパッド

による防暑対策・環境改善効果の概要をを表

6に示した。

デカルブTX35は、 生存率がやや改善し、飼

料摂取量が増加し、卵殻強度とハウユニット

が改善した。ジュリアは、 生存率が改善し飼

料摂取量がやや増加し、ハウユニットもやや

改善した。ハイラインマリアは飼料摂取量が

増加し、卵殻強度が改善し、産卵率、ハウユ

ニットがやや改善した。



群馬県畜試研報 第 10号 (2∞3)

表 5 鶏卵品質(450日齢時・ 7月)

卵殻彊度 ハウユニット
区分 銘柄 2001年 2002年 2001年 2002年

kg kg 
デカルプ TX35 2.97 3.24 71. 9 77.0 

2 γュ1)7 3. 11 3.18 75.9 80. 3 
3 ハイうインマリア 2.83 3.14 80.0 83. 3 
4 ハイラインローラ 3.07 3.04 75. 1 75.7 
5 イサホワイト 3.36 3.41 82. 9 85. 2 
6 イサ7'うウン 3.17 3.65 70. 6 63.4 
7 ポリス7'7ウン 2.98 3.40 71. 9 77.7 

平均 3.07 3.29 75.5 77.5 

表 6 夏期の環境改善の効果(概要)

区分 銘柄 生存率 飼料摂取量 産卵率 卵殻強度 ハウユニット
テカルrTX35 ム υ 
シュ1)ア 。 ム

3 ハイラインマリア O 
4 ハイラインローう ム O 
5 イサホワイト O O 

イりうウン O 
7 ホリス7うウン O 

。:顕著に改善、 0:改善、ム:やや改善

ハイラインローラは生存率がやや改善し、

飼料摂取量が増加し、産卵率が改善した。

イサホワイトは生存率が改善し、飼料摂取

量が増加した。

イサブラウンは飼料摂取量が増加し、産卵

率がやや改善し、卵殻強度・ハウユニットが

改善した。

今回の成績比較は、前年との比較で変則的

であり、育成期の飼養管理・環境の違いや鶏

の能力の進歩もあり、単純に比較できない部

分も多いが、夏期の飼養環境が改善されるこ

とで、鶏種によって反応は異なるものの、上

記のような改善傾向が見て取れた。
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また、最近の採卵鶏は、夏期の高温下での

産卵個数の低下よりも、卵殻質、ハウユニッ

ト、卵重等の品質が低下する傾向にあり、舎

内温度を降下し環境改善しでも、産卵率の改

善には結びつかなかった。そして、上記に示

したとおり、鶏種によって効果・反応が異な

り、飼料摂取量の増加など収益面でのマイナ

ス要因が、改善面を相殺してしまうこともあ

り、鶏種の特性と日常の破卵率や卵重の変化

を把握し、収益のあがる温度設定でターリン

グパッドを用いた環境制御を行なう必要があ

る。
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