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暑熱対策

橋本信一郎

株式会社ウェルファムフーズ宮城産業動物診療所，

千 989-4204宮城県遠田郡美里lllJ大柳学後藤i*U20-24 

要約

家禽は汗腺をもたない。関口呼吸によって蒸散冷却を行う。ヒートストレスは呼吸器，循環器あるいは電

解質の巽常を引き起こし食下量が減少し生産性が損なわれる。高病原性高インフルエンザやニューカッス

ル病などの急性熱性伝染病との鑑別がヒートストレスの診断の前提である。義熱対策として換気扇による体

感温度の低下が重要で， トンネル換気システム鶏舎や風速アップカーテンなども利用される。網霧冷房や散

水あるいはクーリングパッドは水の気化熱によって温度を下げる。鶏舎等の断熱や光線管理も有効である。

栄養の暑熱対策としては代謝エネルギー源としてのおIJ脂の利用など栄養の調整，電解質やビタミンの補給，

給餌や給水の工夫が行われる。夏場における飼育密度の減少や出術から処理までの時間短縮も取り組まれて

いる。地球温暖化が問題になる中，鶏糞の代替エネルギー源としての利用は石油や天然ガスなどの化石燃料

の使用減につながり，温暖化ガス排出削減に貢献する。暑熱対策に使った水の廃水処理や，大規模な暑熱被

害に対する民間の物流総合保険も整いつつある。

キーワード：ヒートストレス，保険，換気，冷房，鯖育密度

はじめに

暑熱対策は蒸し暑い変だけの課題ではない。鶏舎では鶏

が飼料を摘化することによって発生する熱が大きい。鶏の

暑熱被害は鶏舎内が換気不良のとき夏以外の季節にも発生

し，閉鎖性の高い鶏舎では特に死亡率が高くなる場合もあ

る（写真 1)。

鶏の育種改良も進んでいる。徳島県畜産試験場の山商

ら7）は 1976年に第9悶ブロイラー産肉能力検定試験を実

施し，チャンキー銘柄の8週齢の平均体重が2,044gだっ

たと報告した。向じく徳島県畜産研究所の清水ら5J は

2011年に狩ったブロイラー産肉能力検定試験（第 37報）

で同銘柄の 7週齢の王子均体重が3,287gだ、ったと報告した。

この2報の出荷時の日増体量を比較すると， 35年間で 1.84

｛音となっている。

環境温度の上昇と鶏の成長速度の増加は養鶏場における

暑熱対策の必要性を高めている。

1. ヒートストレスと類症鑑別

1) ヒートストレス Heat stress 

CrespoとShivaprasaduはヒートストレスについて次の

ように記述した。

すべての家禽は快適範国を超えた高い温度に高い湿度が
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伴ったとき，ヒートストレスにさらされる。鳥類は， 11南乳

類とは異なり，汗腺をもたない。環境温度が28℃から

35℃の間であれば，鳥類は熱の消散の主な手段として非蒸

発冷却（放熱，伝導および対流）を利用する。鳥類は非蒸

発冷却を次の二つの方法で行う； (1）翼を広げ横にゆるく

らすことによって表面積を増やす，（2）末梢血流を増加

させる。環境温度が烏の体lfil'L( 41℃）に近づくにつれ，鳥

は呼吸を速くし，関口呼吸を行って蒸散冷却を増やす。パ

ンティング（熱性多呼吸）を行っても体温の上昇を防ぎき

れないとき，沈うっとなり，それから昏騰しやがて呼吸

器，循環器あるいは電解質の異常によって死亡する。

呼吸速度の増加によって血液中のco.，濃度が減少する

ため酸塩基平衡が変化する。血液の pHが高くなると，卵

殻形成に必要な，血中のカルシウムイオン濃度が下がる。

その結果，産卵鶏若手では卵殻の薄い卵が増える。ヒートス

トレスにさらされた烏が示す関口呼吸やパンティングで

は，自然ろ過を行う鼻孔を迂回した呼吸になるので二呼吸

器系感染症の発生率を高める場合があるO 群のヒートスト

レスの別の指標は飼料摂取量の減少である。成長段階の群

では食下量の減少が発育速度を落とす。産卵している群で

は飼料摂取減は産卵量，卵のサイズや品質を損なう。

ヒートストレスによる損失の程度は烏の日齢，環境的な

臆授，烏がさらされる最高誼度，ヒートストレスの持続時

間，温度変化の速さ，空気の相対温度によって決まる。
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2) 類指定鑑J.llj Differential diagnosis 

高病原性烏インフルエンザ、やニューカッスル病などの急

性熱性伝染病を否定することがヒートストレスの診断の前

提となる。ヒートストレスの診断には，鶏舎の温度，換気

方法．水の利用状況，その他の暑熱対策の実施状況など関

連情報を収集することも重要である。

2. 鶏舎環境の暑熱対策

1) 換気装置 Ventilation equipment 

a. 換気扇 Ventilating fans 

換気扇は鶏舎内に風を通し，鶏から体熱を奪って涼しく

感じさせる。それによって暑い中でも鶏は飼料を食べて成

長や産卵を続けることができる。暑熱対策における換気溺

の機能はJ!lll速冷却（Wind-chill）である。嵐速冷却によっ

て鶏が！惑じるj昆度はf本！蕗j鼠度として示される。風if司を使っ

た実験で体感i昆度の計測が行われている。 Czarickと

Lacy2Jは飼育密度と臼齢によって風速冷却の効果が大幅

に変動することを示した。

こうした知見に基づいて鶏舎換気の自動制御が進められ

ている。様々な制御機器が開発されているが，基本的な換

気量は日齢と目標体重（飼育密度）によって設定され，セ

ンサーの感知する気1i'litや静圧などの情報を加えて，専JIJコ

ンピューターがプログラム縦揺jlを行う。しかし鶏のイ本熱

の放散には温度の影響が大きく，鶏の羽裟，分布，体重，

食下量：などの変動も体感温度に影響する。それらの要因す

べての自動的なモニタリングは現状では国¥llltで，体感i晶度

の機械装置による正確な把握は実現していない。銅育現場

では人が鶏を観察して適温かどうかを判断し調整するこ

とが重要である。実際のところ損度管理と換気制御が自動

化されたシステム鵡舎よりも，人間が鶏を見ながら操作す

る旧式設備の鶏舎の方が農場成績が良い例は珍しくない。

写真 1. 閉鎖型鶏舎で換気扇の故障によって大量に

死亡した例
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b. トンネル換気鶏舎 Tunnel-ventilated houses 

近年，縦引き（縦抜き）の陰圧換気を行うトンネル換気

鶏舎が増えている（写真2）。トンネル換気鶏舎では鶏舎

の姿倶u（短手方向）に大型の排気用換気扇が設置され， i塗

圧によって長軌（長手方向）に換気が行われる。この方法

は鶏舎の乎側に換気扇を配列する横断（横ヲiき）換気より

も換気扇の台数が少なくてよいので，省エネのため有効で、

ある。ただ，縦方向に長い鶏舎内では鶏の体温によって手

前よりも奥の方で溢度が上がる傾向がある。このため舎内

の後方で制緩冷房（後述）を追加するなどの改良策もとら

れている。

c. 風速アップ（パッフル）カーテン Air deflectors 

Iba飯田

ビニールカーテン等をパッフル（気流をそらせる）目的

で吊り下げることによって，鶏のいる｛立置（床付近）の風

速を速め，体感温度を下げる。パッフルの高さによっては

気流が乱れて淀みができ，風速が低下した場所で鶏にスト

レスがかかる場合がある。

d. 寒冷紗 Cheesecloth

入気側に寒冷紗を張り，影を作って，涼しい空気を導入

しようとするもの。空気抵抗によって風速が落ちる場合が

ある。

2) 水の利用

a. 掴霧冷房 Foggers 

コンプレッサーに接続したノズルから霧を吹き出し

が気化するときの蒸発熱で冷房する。水蒸気によって湿度

が上がるため，換気扇と組み合わせて使う。

b. 散水 Spr恒 klingof water 

水で、漏れた場所で、は水が蒸発するときに気化熱が奪わ

れ，温度が下がる。散水の対象は鶏舎の屋根，入口の土潤

などで，スプリンクラーが多く使われる。鶏体に向けて動

力噴霧器やホース等で散水することもあり，平飼いのブロ

写真 2. トンネル換気システム鶏舎。鶏舎の姿側に

大型換気溺が並ぶ。



イラーでは散水に反応して鶏が動くので体の下に貯まった

熱が放散する効果もある。鶏舎の天井二から鶏を濡らす舎内

用のスプリンクラーもある。細霧に比較してスプリンク

ラーは水泌が大きく，蒸発による湿度の上昇は緩やかだ、が，

床面が湿潤して環境が悪化する場合がある。スプリンク

ラーを早い日齢から使うと鶏が’損れて動かなくなり，放熱

効果が減る。小規模農場では 1羽ごとに水橋につけて鶏を

冷やす場合もある。いずれにせよ，水だけでなく，風（換

気）との組み合わせが必姿である。

c. クーリンクソてッド Evaporating cooling pad 

鶏舎の盛岡に水分を含んだパッド（紙または樹脂製の

フィルター）を設援する（写真4）。陰圧換気を行うこと

でパッドの舎外側から外気が吸い込まれる。フィルターの

掠間を空気が通るときに気化熱が奪われてパッド音flの温度

が低下する。そこを風が通ることで結果的に鶏舎内に入る

空気の温度が低下する。パッドに流す水は循環利用される

ことが多い。

梅雨時など，元々の湿度が高いときには冷房効巣が少な

い。陰圧換気が強力になったとき，パッドが劣化したとき

には特に水滴を鶏舎内に引き込むことがあり，平飼いの

ブロイラーでは床面が湿潤して環境が悪化する場合がある。

3) 鶏舎と給水管の断熱 Insulation of buildings and 

water pipes 

鶏舎内への太i湯光の侵入を避けるために震根の軒の出を

ffjlばしたり，熱を反射するように白色や銀色の屋根材や外

壁材を使ったり，石灰に自セメントを混合して展根に吹き

付けたりする方法がある。鶏舎と給水配管の断熱も重要で，

硬質ウレタンフォームを屋根裏等に吹きfすける（写真 4)

方法は保温能力を強化し温度管理の省エネ対策3）の一つ

であるが，屋根からの稲射熱を防ぐためにも有効で、ある。

4) 光線管理 Lightingprogram 

平飼いの鶏舎内が精い状態のときに点灯すると，＠：り込

写真 3. クーリングパッドが鶏舎の壁面に取り付け

られている
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んでいた鶏が光に反応して一斉に立ち上がる。そのとき鶏

の下に貯まった暑い空気が開放される。タイマーを利用し

て照明を入り切りして，鶏を立たせて体の下の熱を散らす

方法がブロイラーで行われている。

3. 栄養の暑熱対策

1) 栄養の調整 Nutritional modifications 

a. 代謝エネルギー，油脂 Metabolicenergy and 

fat 

一般的に鶏が消費する代議jエネルギーの約 75%は体内

で、熱に変わり，体外に発散される必要がある。消化の際に

産主主される熱量は炭水化物よりもirl1賠の方が少ないので，

ヒートストレス下のエネルギー源としては油脂が優れてい

るが，幼雛では胆汁の分泌、量が少ないため油脂の消化能力

は高くないo Melegyらむは油脂のj再化性を高めることが

知られている生物界面活性物質 (lysolecithin）を錦料に

添加することで＼ブロイラーの生産性が向上し立内歩留が

改普二した成績を報告した。

b. 電解費 Electrolytes 

熱性多呼吸（パンティング）では 1分間あたり 250回以

上の速い呼吸が見られる場合もある。 Jfrlq:iのC02が過剰

に排世されると，離i塩基王子衡が損なわる。鶏はチアノーゼ

を示し沈うっとなり，死亡する倒もある。対策として飲水

に震曹（炭離水素ナトリウム）が0.3%～0.8%の割合で添

加されるか， 1.0%の飼料添加で用いられる場合がある。

c. ビタミン Vitamins 

ビタミン E. D. A. C. B2，ニコチン援は，ヒートス

トレス対策に有効であることが知られている。
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2) 給餌と給水の管理班anagernentof feeding and 

drinking water 

a. 給額方法 Feedingprocedures 

くなると鶏の行動が鈍るので＼涼しい時間帯に給餅す

4. 硬質ウレタンフォームを鶏舎内で天井裏に

吹きfすけている
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る。不断給餌の場合には光繰管理や給餅モーターの入り切

りなどを行い採食活動を誘発する。飼料摂取後2～4時間

で鶏体内で最大熱量が産生されるが，その代謝熱を放散で

きなければヒートストレスに陥るので，給餌時間帯の調整

が重要で、ある。

b. 給水方法 Management of drinking water 

鶏は餌料食下義：の2倍以上の水を飲む。 7週齢のブロイ

ラーでは 1羽が 1Bに400ml以上の水を飲むこともある。

十分な水量を確保する必要がある。

鶏は 10～13℃の水を好む。水温が上昇すると飲水量は

低下する。適j晶の水を飲ませるため，給水配管のドレンコッ

クを操作し暖まった水を排出して新鮮な冷たい水に入れ替

えることも行われる。ニップルドリンカーのシステムには

そうしたフラッシュ操作を自動的に行うものや，配管の構

造を工夫して常に冷たい水を還流させるものもある。

4. 飼育密度と出荷の暑熱対策

1) 飼育密度 Stockingdensity 

ブロイラーでは一般的に夏場の飼育密度は 10%前後減

らされている。出荷鶏の輸送能の収容羽数も減らされてい

る。あるいは，飼育途中で一部を出荷（中抜き）して錦育

密度を緩和することも行われる。ところが，食鳥処理場の

コンベアラインの速度，処理羽数は基本的には変わらない。

このため，収容密度の減った農場ーから同じ処理;i~数を供給

するためには，出荷する農場（鶏舎）の数を増やす必要が

ある。これに対しては出荷から入雛までの空舎期間を短縮

して，農場の出荷由転数を増やすことで対応している例が

多い。

2) 一時収容場所の扱い Care of animals in lairages 

輸送箆の中に給水器はないので，収容された鶏は水を飲

めない。龍の中にいる時間が長いと，暑い時期には特に，

写真 5. 鶏糞ボイラー，手前側が投入口で，奥がボイ

ラーと熱交換器。ここで沸かした溢湯を鶏

舎にパイプ配管で送り，暖房の熱源にする。
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脱水症の危険性が高まる。食鳥検査で変性によって廃棄さ

れる例が増え，合格した鶏も正肉の歩留が悪化する。こう

した問題を避けるため，鶏の出荷から処理までの待機時間

をできるだけ短くすることが重要である。

竹内61は鹿児島大学で「養鶏産業の未来」と題する講演

（第5田）を 2014年7月に行った。その中でOIEコード（陸

生動物衛生規約）第7主主（アニマルウェルフェア）・ 5（動

物のと殺）・ 4（一時収容場所における家禽のケアー）改訂

が f一時収容場所（ホーム）で処理までの時間はできるだ

け短くし 12時間を超えないようにする」となっていた

ことを紹介した。このように暑熱対策はアニマルウェル

フェアとも符合している。

5. 暑熱対策の関連技術等

1) 代替エネルギー源としての鶏糞 Chicken manure 

as alternative energy sources 

暑熱問題を考えるとき，地球温暖化の影響は大きい。温

暖化ガス排出削減は今後ますます重姿な課題となるだろ

う。養鶏場では鶏糞を有機肥料とするほか，ボイラー（写

5）や発電所の燃料として供給している九鶏糞による

火力発電は近い将来にわが関で大幅に増加することが見込

まれている。鶏糞の代替エネルギー源としての利用は石油

や天然ガスなどの化活燃料の使用減につながり，温暖化ガ

ス排出削減に貢献する。

2) 廃水処理 Treatment of wastewater 

義熱対策のため農場で

行うため，農場に設置された貯水槽と浄化槽が利用されて

いる。また，移動式の廃水処理装置を搭載した率両が養鶏

場を巡回して処理を行っている例がある。

3) 物流総合保険 Comprehensive insurance 

換気装置の故障などによる大きな暑熱被害は民間保険会

社の物流総合保険によって補償’される場合がある。物流総

合保険は契約者が所有する原材料・部品・製品・半製品な

どの輸送中・保管中・加工中をオール・リスクで補償する

保険であり，生体の鶏は補償範屈が制限されるものの基本

的な保険契約は可能である。

おわりに

厳しい暑熱に負けることのない養鶏の実現のために，鶏

舎環境，飼料と水，餌育密度の対策が実施され，アニマル

ウェルフェアにおいても必要とされる待機時間の減少な

と各分野でさまざまな取り組みが進められている。また，

暑熱対策の関連技術として，鶏糞の代替エネルギー源とし

ての利用や廃水処理，さらに物流総合保険を紹介した。暑

熱対策は総合的，計画的な課題であり，ここに紹介しきれ

なかった事項は多い。鶏病研究会では専門委員会で採卵鶏

とブロイラーの暑熱対策を検討中であり，新たな解説記事

をとりまとめる予定である。



文献

1) Crespo. R. and Shivaprasad. H.L. : Heat Stress. pp. 1234. 
In : Diseases of Poultry, 13th ed. (Swayne. D.E. et al. 
eds.), John Wiley & Sons, Inc .. Iowa (2013) 

2) Czarick, M. and Lacy, M.P. : Windchill Effect. The Uni-
versity of Georgia Cooperative Ext巴nsionService. Vol.8, 
No.9, June, (1996) 

3) 鶏病研究会．養鶏場における省エネルギーを考慮した環境

対策．鶏病fiJf報 49,12…20. 2013 

第 50巻 2014 年

4) Melegy, T. et. al. : Dietary fortification of a natural biosur-
factant. lysolechithin in broiler. Afr. ]. Agric. Res. 5, 2886-
2892 (2010) 

5) 清水正明ら：ブロイラー産肉能力に関する試験［第37報］．

徳烏係省産研究所研究報告 12,31-34 (2013) 
6) 竹内iE博．養鶏産業の未来安一耕畜連携飼料F日米とアニマ

ルウェルフェアー， pp.34…35.鹿児島大学家禽疾病学特別

講義資料．株式会社イシイ（2014)
7) lll商 i奇，大津主幹雄，江本博正：負~9 回ブロイラー産肉能

カ検定試験．徳島県斎藤試験場研究報告 19,146 156 (1978) 

Management Strategies to Reduce Heat Stress 

Shinichiro Hashimoto 

時iyagiVeterinary Services, W ellfam Foods Corporation, 

20-24 Gotofuchi, Oyanagi, Misato-machi, Tohda-gun, Miyagi-ken 989-4204 

Summary 

Birds do not have sweat glands and open司mouthbreathing prevents heat distress. Under high 

t巴mperaturewith high humidity they reduce feed intake and productivity. It is important to make 

differential diagnosis of the deaths due to heat stress from acute febrile infections such as highly 

pathogenic avian infiu巴nzaand Newcastle disease. Ventilation and the wind-chill are巴ssentialmeasures 

to reduce heat stress. Th巴 applied measures ar巴 tunnel・句匂

Preventive measur巴sconsist of fogger吟s,sprinkling of water, cooling pad and insulation of the buildings, 

etc. Diet manipulations include utilization of fat, addition of vitamins and electrolytes, etc. Adequate 

drinking water should always be available. Reduced stocking density alleviate heat stress. Care of 

animals in lairages is now stated in the Terrestrial Animal Health Code. Global warming remains a 

concern and chicken manure as alternative energy sources would contribute to reduce the use of fossil 

fuels. Treatment of wast巴 wateris one of the peripheral technologies to treat heat stress. 

Comprehensive insurance might cover the s巴veredamage from heat stress. 

(J. Jpn. Soc. Poult. Dis., 50 (Suppl), 33-37, 2014) 

Key words : Cooling, Heat Stress, Insurance, Stocking Density, Ventilation 
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