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2030年問題とは?
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①パティオ特徴

• 卵内接種後の種卵

• 鶏舎で孵化

• 仕切り無し（動物福祉）



ハッチャー孵化と農場孵化の違い

• （ハッチャー）
• 37～38度
• 85～95％
• ファンの送風を受
ける

• 1,000cc/ 1卵
• 最大0.6～0.8％
• 横置き（水平）
• 孵化後１～２日後

• （パティオ）
• 35度
• 40～50％
• ほぼ無風
• 34,000cc/卵
• 0.1％
• 縦置き（垂直）
• 孵化直後に可能

•気温
•相対湿度
•風速
•空気体積
•二酸化炭素
•卵の状態
•給餌給水



農場孵化のメリット（孵卵場の省力化？）

• 種卵が垂直なので端打ちが容易。孵化率が２％向上
• 早期に発生した雛ほど高温下で乾燥しない。
雛体重が８％向上

• 枯れ雛や濡れ雛が少なく、鶏群のバラツキが軽減
• 爆発卵などの空気汚染がないので、
より強く健康な雛になる

• 死亡率が0.5％向上
• 増体が5％向上
• 交差感染のリスク低減
• 卵黄嚢感染症はない
• ・・・etc



‐孵化環境 –遅延給餌の
影響 ‐

例① 給餌給水が孵化後24時間になると、
雛体重は８％減少する

2005年 Poultry 
Sciense



遅延給餌の影響 消化器の繊毛成
長の違い

48時間後 孵化直後に給餌

消化器官の発育が遅れるため、
消化能力が劣る



農場孵化のデメリットも多数

• 日本ですぐに普及する可能性は低いという認識

• 長所短所の情報収集を継続

• 孵卵機の製造メーカーや、専門孵化場に
取っても大きな変化



日本チャンキー協会

ブロイラー農場

餌付 中抜出荷 大物出荷

水洗・消毒

ケージ飼育

Iot技術

死鳥拾い 捕鳥機



日本チャンキー協会

東西産業貿易㈱



TOHZAI SANGYO BOEKI Inc.

ブロイラー農場でのケージ肥育
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TOHZAI SANGYO BOEKI Inc.

ブロイラー農場でのケージ肥育
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BD product range Broiler Cage: Survey Avimax
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AMX150transit AMX160slidingAMX160

自動捕鳥マニュアルでの捕鳥



動作原理: 短時間の出荷作業
a) 入雛時、給餌皿は下げて床に配置され、餌で満たされます。

b) 日齢が進むごとに、給餌皿、給水ニップルを上げていきます。

c) 出荷時、給餌皿と給水ニップルは最高位置に上げます。

d) ケージフロントを上向きに折り曲げた後、回転床は1個1個旋回していきます。(除糞ベ
ルトをスタートさせます。回転床の操作に2人の作業員が必要です。)

2011-11-16
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5

Broiler moving out (≤ 6,000 Broiler/h)

1 ケージセクション

2 除フンベルトドライブ

3 横断コンベア

4 移動コンベア

5 ロータリーテーブル

Transport 
width

Belt
speed

Cage section 1500 mm 5.6 m/min
Cross lift 800 mm 16 m/min
Level conveyer 650 mm 26 m/min



Feed / Water supply
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給餌ラインハンドル

給水ラインハンドル



Avimax broiler growing system:
平飼システムに対するアドバンテージ

 フレキシブルな樹脂製フロアにより敷料が不要

 胸だこや足の炎症を防止する

敷料の管理も不要

投薬の減少

衛生環境の向上により育成率、要求率の向上
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• 左記がヤンセン社多段ブロイ
ラーケージで、中央部がケージ
になります。

• 4段ケージの右側に給餌と水供

給装置、除糞ベルトモーターが
設置されます。

• 左側に除糞装置と集鳥装置
(ハーベスト装置)クロスコンベ
ヤー設置されます。

『ブロイラー農場』ヤンセン社 ブロイラー飼育システムのご紹介
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BroMaxxコロニーケージシ
ステム
（コンパートメント設備例：
ニップル(2x14個、パン
フィーダー(５個)
1セクション=2.96m x 1.8m 
(5.33sqm)

BroMaxxコロニーケージ
システム
（コンパートメント内部設
備説明）

最大生産数：50～60羽
/坪/3kg

80～96羽/セクション

7～9生産サイクル/年

BroMaxxコロニーケージシステム
（コンパートメント設備例：ニップル(2x6個)、パン
フィーダー(２個)
1セクション=2.96m x 1.8m (5.33sqm)

BroMaxx ブロイラーコロニーシステム（コンパートメント）

『ブロイラー農場』ヤンセン社 ブロイラー飼育システムのご紹介
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ブローマックスブロイラー捕鳥システムには
以下の特徴があります。

・ 労働力・作業時間削減

・ 鶏にやさしい取扱い

・ 鶏（肉・足・羽）へのダメージが少ない

・ 24時間以内で鶏舎を空にできる

・ 年間7～9サイクル育成・捕鳥可能

• システム種類の多さと柔軟設計対応

ブロイラーコロニーシステム（ハーベスティ
ングシステム）
ブロイラー育成の全く

1) クラシカルリフティングシステム： ベル
トコンベヤー

で運ばれて来る鶏を屋外に運びクレートに
収納します。

5,500羽/時間の処理能力(４列１段)

2) クレートステーションシステム： ケー
ジのベルト

コンベヤーから直接最短距離でクレート
に収納します。

7,000羽/時間の処理能力（４列１段)

4) イージーローダーコンテナーシ
ステム：
ケージのベルトコンベヤーから直
接最短距離でコンテナーに収納し
ます。
12,000羽/時間の処理能力(１列４
段)

5) モバイルコンベヤーシステム： ケージの全ての段と
列の同時捕鳥可能。
20,000羽/時間の処理能力(４列４段)

『ブロイラー農場』ヤンセン社 ブロイラー飼育システムのご紹介
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BroMaxxコロニーケージシステ
ム
（多段設備レイアウト例： 4段
/5列）

BroMaxxコロニーケージシステム
（多段設備レイアウト例： 2段/3段/4
段）

BroMaxx ブロイラーコロニーシステム（多段式
ケージ）

多段式ケージは２段、３段、４段から構成され建屋サイズにより

柔軟にコンパートメントのセクション数を構成できます。

下記に示すのは４段/５列の多段ケージシステム例です。

3段で平飼いのブロイラー設備の約1.8倍

4段で約2.4倍の生産性増加が見込まれます。

約5万羽飼育
設備例

『ブロイラー農場』ヤンセン社 ブロイラー飼育システムのご紹介
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BroMaxxコロニーケージシステム
（多段設備レイアウト例： 4段/6列/8棟）

BroMaxx ブロイラーコロニーシステム（多段式ケージ）

約6万羽/棟飼育設備例x 8棟
約48万羽農場設備例

5) モバイルコンベヤーシステム： ケージの全ての段と列の同時捕鳥
可能。
20,000羽/時間の処理能力(４列４段)

５．BroMaxx ブロイラーコロニーシステム（換気・温湿度調整システム）

ブロイラー育成の全く
『ブロイラー農場』ヤンセン社 ブロイラー飼育システムのご紹介
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『ブロイラー農場』ヤンセン社 ブロイラー飼育システムのご紹介

フロアーマックスシステム

• 平飼い飼育の環境改善/糞を隔離
• フレックスフロアーでの健康飼育
• 飼育管理の簡易化
• 清掃管理の簡易化
• ウインチによる給餌/給水システム
• 跳ね上げ式床方式



1. ブロイラー飼育の近代化：
a)糞のない環境
b)機械化による生産合理化
c)高密度生産可能(2.4倍) 
d)快適な空調設備

2.  最大の育成・生産性能：
a)均質な育成
b)病気発生率低下
c)FCR改善
d)短期間で目標体重到達

3.  作業省力化・生産コスト低減：
a)毎日の生産管理労力
b)捕鳥労力
c)鶏舎清掃
d)病気発生等異常事態への対応労力

将来を見据えたブロイラー生産の近代化を提案します。
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DOL539の特長とコンセプト（ブロイラー）

Climate

Light

DOL 
539

feeding Water Bird weight

Farm Online  AppFarmOnline  AppFarmOnline  
Explorer

Eggs（P.S)

Silo + day‐silo

コンセプト：空調・各畜舎内の各装置を管理し遠隔操作が可能

特 長：日常は簡単な操作のみで空調と各装置を管理可能



DOL539（農場ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ）の特長 ～空調のｺﾝﾄﾛｰﾙ

世界中の気候ﾃﾞｰﾀを保有し、その地域にﾏｯﾁした換気を提案。豊富な実績例豊富な実績例

環境に合わせた設計環境に合わせた設計 お客様の要望に合わせながらあらゆる鶏に快適な環
境を提供します。

高度な換気制御高度な換気制御 舎内外の温度にエアスピードを加味することで日齢に応じた最
適な舎内環境を整えています。更に湿度やCO2を加味すること
で鶏の生育に最適な状態を作り出す様に考えています。



高度な給餌技術高度な給餌技術

• 鶏舎の給餌量を記憶・確認する事が可能

• ご希望の給餌機・計量機を選べます。

DOL539（農場ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ）の特長 ～各装置のｺﾝﾄﾛｰﾙ

・体測計を使用すればFCRの

管理・確認・保存が可能。

・使い慣れた給餌機等により、

好成績を維持。

・体測計を使用すればFCRの

管理・確認・保存が可能。

・使い慣れた給餌機等により、

好成績を維持。

高精度と高耐性な測定器高精度と高耐性な測定器

• 鶏舎ごとに体重計にて平均体重を算出。

• 日々のﾘｱﾙﾀｲﾑﾃﾞｰﾀを
管理する事により・・・・・

・標準管理ﾏﾆｭｱﾙとの差が

瞬時にﾁｪｯｸ可能

・ FCRﾁｪｯｸも可能です

・それぞれのﾃﾞｰﾀが保管・閲覧可能

・標準管理ﾏﾆｭｱﾙとの差が

瞬時にﾁｪｯｸ可能

・ FCRﾁｪｯｸも可能です

・それぞれのﾃﾞｰﾀが保管・閲覧可能



DOL539（農場ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ）の特長 ～簡単操作



ファームオンラインの特長とコンセプト

・農場事務所でも本社事務所でも

全ての農場ｺﾝﾄﾛｰﾗーをﾈｯﾄ上から閲覧・管理・制御！

・生産目標から環境設定まで理想の結果を提供します。

・SKOV社からもｵﾝﾗｲﾝ接続出来、指示やｱﾄﾞﾊﾞｲｽ可能。

・ｽﾏｰﾄﾌｫﾝがあれば世界中のどこからでも農場の全てがお手元に！

・農場事務所でも本社事務所でも

全ての農場ｺﾝﾄﾛｰﾗーをﾈｯﾄ上から閲覧・管理・制御！

・生産目標から環境設定まで理想の結果を提供します。

・SKOV社からもｵﾝﾗｲﾝ接続出来、指示やｱﾄﾞﾊﾞｲｽ可能。

・ｽﾏｰﾄﾌｫﾝがあれば世界中のどこからでも農場の全てがお手元に！



 農場事務所にて各DOL539を一括制御・管理

するためのソフト

 各畜舎及び鶏のコンディションをリアル

タイムで把握可能

 各鶏種の標準曲線と比較し、現在の状態をリ

アルタイムで把握可能

 サービスアクセスを利用することで編集も可能

FarmOnline ExplorerFarmOnline Explorer

ControllersControllers

Daily ManagementDaily Management

InternetInternet

Central  DatabaseCentral  Database

Analysing & ReportingAnalysing & Reporting

EPMEPMFarmOnline WebExplorer

Smartphones AppSmartphones App

On the Move

FarmOnline Explorer ～農場事務所での管理空調のｺﾝﾄﾛｰﾙ



 外出先でもデータ閲覧が可能

 簡単で見やすい表示フォーマットな為
必要管理データを即座に視認可能

 エラーが発生時にも内容を即座にまた
詳しく知ることが可能

FarmOnline ExplorerFarmOnline Explorer

ControllersControllers

Daily ManagementDaily Management

InternetInternet

Central  DatabaseCentral  Database

Analysing & ReportingAnalysing & Reporting

EPMEPMFarmOnline WebExplorer

Smartphones AppSmartphones App

On the Move

FarmOnline Smartphone App ～携帯端末での管理



 PC上で細かい状況を視認・管理
可能

 Webアクセスできればどこでも閲
覧可能

FarmOnline ExplorerFarmOnline Explorer

ControllersControllers

Daily ManagementDaily Management

InternetInternet

Central  DatabaseCentral  Database

Analysing & ReportingAnalysing & Reporting

EPMEPMFarmOnline WebExplorer

Smartphones AppSmartphones App

On the Move

FarmOnline WebExplorer ～PC端末での管理



ﾌｧｰﾑｵﾝﾗｲﾝⓇを使って

いつでも どこでも

農場管理をお手元に！
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TOHZAI SANGYO BOEKI Inc.

鶏の習性をモニターが管理

鶏の飼育分布と行動パターンの情報を取得
• 良い飼育分布は鶏舎内環境が良く鶏の生育も良い
異常な行動への反応
• 異常な行動が生じた際、即時に把握、早い対応が可能

ブロイラーの行動解析による管理



TOHZAI SANGYO BOEKI Inc.

鶏の飼育分布管理の判断が重要

 悪い飼育分布時に起こっている事

• 鶏舎内環境の違いの発生（温度、風速、空気の質)
• 敷料の状況が悪い（敷料の濡れ）
• 給餌器、給水器の故障

 悪い飼育分布で生じるトラブル

• 部分的な鶏の偏り⇒斃死の発生
• 斉一性の悪化
• 敷料の悪化
• 増体の減少

ブロイラーの行動解析による管理



TOHZAI SANGYO BOEKI Inc.

解析ソフトでモニタリング
• “鶏の分布”と“鶏の行動”をソフトが行動パターンを
分析し判断

ブロイラーの行動解析による管理



TOHZAI SANGYO BOEKI Inc.

ホッパーのトラブル

正常

餌が出てない

ブロイラーの行動解析による管理



TOHZAI SANGYO BOEKI Inc.
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ブロイラーの行動解析による省力化

• トラブルが大きくなる前の早期発見、対応
• 熟練した管理者の経験、判断を共有化
• 見回りの手間の軽減

ブロイラーの行動解析による管理
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ブロイラー、雌鶏、種鶏の要求
を満たして、最適のパフォーマ
ンスを保証する世界をリードす
るニップル・ドリンク・システム

Plasson ニップル・システム
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Nipple システム –一般的概念

水
コントロール
パネル

ヘッドライン
キット

エンドライン
キット
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省力化自動フラッシュシステム
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• 鶏のための新鮮な水

• より適正な水温

• より衛生的で清潔なシステム 
• システム寿命の改善

• なぜフラッシュ ?
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1. Plasson排水パッドキット
2. 自動フラッシュキット
3.   " ½ 排水パイプ

4. コントローラ (exist/spec.) 
5. 電源

• システム部品:
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• 鶏舎内のシステム:



57 of 45

水量警報ユニット_仮称_パ
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生産者による飼料の在庫管理

② 重量センサ式

③ 運転時間式

飼料タンク脚に重量センサを設置
飼料重量を直接計測できる。
既設タンクへの設置に大規模な工事が必要。

搬送機の運転時間を計測
運転時間を飼料の消費量に換算する。
配送時の投入量から消費量を減算して残量を取得。

① 2次元レーザセンサ式
レーザ測域センサで飼料面までの距離を2次元で計測
重量または容量に換算する。
比較的簡単な工事で既設タンクにも導入可能。

→ 何らかの方法で飼料タンクの残量を把握して管理



レーザ測域センサによる残量計測
メリット
 重量式（ロードセル）よりも安価に導入できる
 既設タンクへの設置も比較的容易
 天候による影響を受けにくく、地震にも強い
 飼料残量を安全かつ直感的に確認できる

デメリット
 距離データからの換算値のため測定誤差が生じる
 飼料の片減りが検出できない場合がある
 落雷によりセンサが故障する可能性がある
 定期的なセンサ清掃が必要（１ヶ月に１度程度）



レーザ測域センサによる残量計測

取付ベース

飼料タンク

センサ

レーザ光

センサ設置位置 距離データのスキャン

飼料投入口の縁にセンサを設置 放射状に距離データをスキャン



レーザ測域センサによる残量計測 導入例

6725kg 4607kg 3091kg 2360kg



飼料工場

生産者

レーザ計測を使った飼料配送システムの構築（将来）

１
２ ４３

卸元 運輸会社

① 飼料の出荷ミス・納品ミスを無くす
② 生産者での飼料の在庫管理を行い、飼料の生産計画精度を向上させる

発注 運送依頼

製造依頼 配車

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ゲージモニタ
車番
生産者
飼料
出荷口番号

配合

出荷口１ ・・・・・・ 出荷口９

１ ２ ９５１ ２ ９５

９→５→２→１番の出荷口へ移動し飼料を積み込む

出荷受付

積み込み
積み込み積み込み

ミス

１ ２ ９５１ ２ ９５

運輸会社

納品

飼料１を①タンクへ
飼料２を②タンクへ
飼料５を③タンクへ
飼料９を④タンクへ

納品ミス

配送

飼料の在庫管理
（タンクの実在庫）

どの車番の何層にどの飼料を
積んだか明確にしたい



日本チャンキー協会

ブロイラー農場

餌付 中抜出荷 大物出荷

水洗・消毒

ケージ飼育

Iot技術

死鳥拾い 捕鳥機



日本チャンキー協会

捕鳥機（CMC社アポロジェネレーター2)



日本チャンキー協会

捕鳥機（JTT社ChickenCat)



日本チャンキー協会

会社名 住所 電話番号 講演者名

東西産業貿易㈱
東京都文京区湯島2-17-8 03-3815-2233 朝倉 裕考様

http://www.tohzai-sangyo.co.jp/

㈱大宮製作所
京都府宇治市伊勢田町中ノ荒30 0774-41-6184 清水 哲也様

http://www.omiya-ss.co.jp/index.html

㈱ヤマモト

京都府亀岡市保津町上火無66-2 0771-25-1451 山本 喜則様

https://www.yamamoto-corp.jp/

㈱イシイ
徳島県徳島市国府町矢野485 088-642-1240 木之下順一様

http://ishii1969.com/

㈱ホソヤ
神奈川県綾瀬市落合南6-8-37 0467-78-1881 田中 清隆様

http://www.k-hosoya.co.jp/index.html

㈱中嶋製作所
長野県長野市篠ノ井会33 026-292-1203 樋本 清一様

http://www.nakamatic.co.jp/

お問い合わせ一覧


