
第100回JCA技術ゼミナール

技術ゼミナールの歩み

於：大阪ガーデンパレス

2015年 ４月15日

(株)日本チャンキー

田中康之



テーマ

①チャンキー種と協会の歴史

② 過去の技術ゼミナール紹介



日本チャンキー協会(JCA)の歴史
年 技術ゼミナール開催など

１９７１年(S46) 第１回技術会議を開催。同年に４回開催

１９７２年(S47) 日本チャンキー協会設立(４月)

〃 第１回技術ゼミナールを岡山原種鶏場にて開催(６月)

１９７５年(S50) 第１回海外視察団を英国に派遣(ロス・ミッション)

１９８３年(S58)
ロス ブリーダーズ社(現Aviagen社)の技術スタッフ
が初来日。８５年に技術ゼミにて初講演

１９８９年(H1) 第５０回技術ゼミナールを明石市にて開催

２０１５年(H27) 第１００回技術ゼミナールを大阪にて開催
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JCA設立当時の㈱日本チャンキー
岡山GP全景 育成鶏舎

ヒナ専用
輸送車



JCA設立当時のロス ポートリー社
(現Aviagen社)

1972年、EU鶏としてロスGPが米国市場へ初進出。
育種強化により世界中で成功を収める。
また写真右の1975年頃には、業界初の世界各地へ育種拠点を分散。
既にリスク管理が徹底されていた。

1956年に前身のチャン
キー チキン社が発足。
写真左は、1970年代の
ロス ポートリー本社。



「チャンキーH」の飛躍的な成績改善
を伝える1960年代の記事

時を同じくして、国内でも同ブロイラー
成績が急激に改善、と伝えている。

海外の記事。チャンキーHによる
世界記録を更新(69日齢で2.4kg)

無鑑別成績

日齢 ６３

体重 ２.１８ｋｇ

ＦＣＲ ２．５０



国内「チャンキーH」時代の始まり

「チャンキーH」は、当時から産肉性を重視し、
将来も育種改良に期待の持てた鶏種。



「チャンキーH」の一時代

「チャンキーH」種鶏1973年

ベコト孵卵機
1970年代

コンビネーション孵卵機
1960年代
上段：ｾｯﾀｰ、下段：ﾊｯﾁｬｰ



1960～70年代(S30～50)の業界記事
S53年

精肉店

鶏肉消費を促進。
「若鶏のバビキュー」
「フライドチキン」
のレシピを紹介。

岡山県の業界雑誌記事
「ブロイラー品評会でチャン
キーの入賞が目立つ」。



1960～70年代(S40)の処理関連

S40年は1.3億羽ヒナ餌付け。
2年前より58％増の勢い。
ブロイラー専用種83％へ。

当時の最新ライン。
1,500羽／1hr処理。



チャンキーは苦難の連続でした

１９６０年代 １９８０年代 ２０００年代

日本チャンキー
協会設立



マレック病対応

1979年(左２枚)と85年(右)発行のチャンキーテクニカルノート。
ワクチンプログラム作成や、ワクチン接種時の注意点を解説。
正しい使用手順も紹介し、協会員への技術普及をはかった。



喧騒性対応
・右は、「ブロイラー喧騒性に
安心」と謳った他鶏種の70年
代の広告。喧騒性は、大きな
関心事であった。

・喧騒性の研究結果を、第3回
の技術ゼミを始め計3回、協会
員から報告。協会員の管理に
活かされた。

・裸背問題は、高栄養(アミノ
酸)の大切さに気づくきっかけ
となった。以降の技術ゼミでは
再三議題となり、情報共有を
はかった。 出典：㈱鶏卵肉情報センター



ブロイラーの腹水症対応

1984年の発行物。当時、学問的には「原因不明」であったが、
協会員に広く知っていただくために、当面の技術的見解と対策を紹介。

・当時と、最新のロステック(2010年発行)の
メカニズム図はほぼ一致。
・当初から「過度の低温」対策に着目し啓蒙。
・第38回ゼミにて特集。様々な知見を協会員
より発表。

当時の発症メカニズム解説図 最新のロステック



Jウイルス対応

・第69回ゼミ(1998年)でロス ブリー
ダーズ社(現Aviagen社)より「トリ
白血病ウイルスのコントロールに果たす
育種会社の役割」と題して講演。

・同社の撲滅プログラムと情報を協会員
に提供し、その後、問題解決した。
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第1回技術ゼミ 1972(S47)年

上記は、第1回の開催案内状。
開催地：㈱日本チャンキー。
報告テーマは、
１、種鶏管理および実績
２、英国ロス社の技術研修
３、各孵化場の状況

種鶏成績を、弊社技術課から報告。
成績データは全６協会員から集計。
HHE全国平均は104個(60週齢アウト)。

✖



第6回技術ゼミ 1973(S48)年

統一テーマは、
「最近の養鶏事情と今後の展望」。
講演内容は、飼料関連や、欧州海外
視察発表。また孵卵関連を9協会員
によるパネル討論会。

飼料メーカー講演。
レイヤー飼料情報も多く、ブロイ
ラー飼料設計が発展途上の時代。
60年代後半には、ブロイラーに
油脂添加効果を謳い始めている。



第50回技術ゼミ 1989(H1)年

報告テーマ 演者

技術ゼミ50回の歩み 丸紅飼料㈱様

鶏の環境生理、種々の
ストレス反応と管理対応

丸紅飼料㈱様

家禽栄養学の動向など 名古屋大学 奥村教授

孵卵技術の野外報告
４協会員様 (南九州食品㈱様、
㈲十文字種鶏孵卵場様、
㈲ユタカ商事様、㈱森孵卵場様)

種卵の取り扱い ㈱日本チャンキー

初産開始が遅れやすい
時期の育成管理

㈱日本チャンキー



技術ゼミの発表内容

これらの技術は、現在の管理に活用されています。

•♂♀別飼育／♂専用飼料

•ブラックアウト飼育／制限給餌

•割卵調査／種卵の取り扱い／孵卵衛生
種鶏/孵卵

•防暑、防寒対策

•ワクチンプログラム

•飼育管理ポイント(野外報告)
ブロイラー

•飼料栄養の考え方

•ウインドレス鶏舎設計

•鶏舎消毒と防疫対策
栄養/他



協会員向けに種々の発行物

左から順に、1977年発行のブロイラーハンドブック、
1996年のブロイラーマニュアル、
1998年と2007年のテクニカルノート、
そして最新の2014年版ブロイラーハンドブック



種鶏のマニュアル推移
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種鶏の実績推移
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ブロイラーのマニュアル推移
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ブロイラーの実績推移
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Aviagen社から情報提供



Aviagen社の講演



協会員の情報共有(野外報告)

協会員による、数多くの野外事例発表が、
相互の技術研鑽に役立っています。



情報共有の一例

協会員様より、CD管使用による受精率改善例を報告。
その後、多くの協会員にこの技術が普及し、各社の受精率改善に繋がった。
また2013年版ハンドブックに当技術が掲載され、世界へ発信された。

最初のCD管改善例

他
社
へ
普
及



これからも
日本チャンキー協会の

技術ゼミナールに
ご期待ください。

これからも
日本チャンキー協会の

技術ゼミナールに
ご期待ください。


