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ブロイラー
実績調査速報



会員の皆様、
チャンキーブロイラー実績調査に

ご協力頂き、誠に有難うございました



2018年出荷群 データ数

事業所数 34

農場数 338

鶏群数 1,785

羽数 145,769,206

（データ内訳） 開放 593群 (33.2%)
ウィンドウレス 1192群 (66.8%)

集計概要



2017 2018 差

入雛羽数/坪 60.3 60.3 ±0.0

出荷日齢 47.2 46.9 ▲0.3

商品化体重(g) 3,017 3,001 ▲16

日増体(g) 63.9 63.9 ±0.0

商品化率(%) 93.5 94.7 ＋1.2

飼料要求率 1.781 1.729 ▲0.052

坪産肉量(kg) 168.6 170.4 ＋1.8

生産指数 339.6 352.7 ＋13.1

2018年成績 全体平均(速報値)



2017 2018 差

入雛羽数/坪 62.6 63.2 ＋0.6

出荷日齢 46.6 46.6 ±0.0

商品化体重(g) 2,950 2,972 ＋22

日増体(g) 63.3 63.7 ＋0.4

商品化率(%) 92.6 94.2 ＋1.6

飼料要求率 1.797 1.739 ▲0.058

坪産肉量(kg) 169.3 175.6 ＋6.3

生産指数 331.0 348.1 ＋17.1

2018年成績 ウィンドウレス(速報値)



2018年成績 開放(速報値)

2017 2018 差

入雛羽数/坪 55.6 54.5 ▲1.1

出荷日齢 48.3 47.5 ▲0.8

商品化体重(g) 3,152 3,059 ▲93

日増体(g) 65.3 64.3 ▲1.0

商品化率(%) 95.4 95.9 ＋0.5

飼料要求率 1.747 1.708 ▲0.039

坪産肉量(kg) 167.0 159.9 ▲7.1

生産指数 356.9 361.9 ＋5.0
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商品化率、飼料要求率改善により、
生産指数も改善傾向



ハンドブックの変更点
○種鶏
○ブロイラー



種鶏ハンドブックの変更点



ストックマンシップとは？

全ての感覚を用いて、鶏群をモニターする



あくまでもツツキ被害を抑えるための対策
であり、ビークトリミングしないことを推奨
するものではありません！

主な変更点：育成期

ビークトリミングを実施しない場合の管理方法

・わらや干草、ツツキ用ブロックの設置

・給餌給水スペース、収容密度の厳守

・栄養面での注意点

・適切な照度管理



主な変更点：育成期

63日齢以降の体重コントロールを変更

体重大群も目標体重に近づけるように

海外良好事例を基に変更

⇒慎重に判断する必要あり



主な変更点：産卵準備期間

給餌・給水スぺ―スを判断する一助となる
頭や肩の幅・長さの成長を示すグラフが追加

⇒ただし、あくまでも目安であり、
実際の給餌状況を確認することが重要



主な変更点：産卵準備期間

ネスト設置に関する新しいセクションが追加

25cm

12cm

30cm

55cm以下

↓10cm以上

トリが入りやすいネストの入口

手収卵ネスト設置方法



主な変更点：貯卵期間と温度

貯卵日数と貯卵温度の関係の表を更新

⇒最新の試験では15℃以下まで温度を
下げるメリットがない
また、(以前までの)12℃以下では、
セッターでの結露のリスクあり

貯卵湿度75〜80％⇒70〜80％に修正

25cm
30cm

55cm以下



主な変更点：換気

最低換気システムの運転方法
最低換気量が増加＋細かく変更
⇒10日齢未満のトリには特に重要

最低換気時の理想的なインレットの例

風向をコントロールするための
風向板（長さ：10～15cm）

開口幅5cm：必要な陰圧に
合わせ、使用するインレット数
と開口幅を調整

空気が横に漏れない設計



その他の変更点

敷料厚の推奨値を変更

乾球温度別湿度表の変更

水温と飲水量の関係について

⇒上記3点について、ブロイラーハンド
ブックでも同様に変更・追加されている

ガード使用日齢の目安を追加
⇒あくまで参考とし、トリ・環境を見て決める
ことが重要



ブロイラーハンドブックの
変更点



ブロイラーハンドブックの更新

前回2014年に発行
⇒2016-17年にかけてAviagen社
によるレビューを実施

画像や表の更新、写真への変更、
チャートやグラフの追加/更新



巡回の際の観察ポイント(P11)

なぜ改めて観察ポイントを載せたのか？

主な変更点：巡回のポイント



主な変更点：巡回のポイント

巡回の際の観察ポイント(P11)

空気の質は？
風速は？

鶏舎消毒や栄養、
飼料の問題は？

床面の状態は？

鶏の分布・
行動は？

給餌給水は
問題ない？

疾病は？
腸の健康は？

トリが最も有効なセンサーとなる



主な変更点：重要日齢管理表

ヒナ搬入前～出荷までの作業項目とポイント
を日齢毎で一覧に(P13～15)

・導入準備

・餌付け

・管理項目

・モニタリング

・注意点



主な変更点：餌付け前チェックリスト

餌付け前のクリーニングと
消毒方法のチェックリスト(P20)

⇒回転数が増える中、アウト
期間中の重要な作業を再確認



相対湿度別乾球温度表の80％欄を削除(P25)

7日齢以降、湿度70％以下を推奨

主な変更点：相対湿度別乾球温度表

⇒床面状態の維持を考慮



主な変更点：水温と飲水量

水温の飲水量に対する影響(P40)

夏場の注意点
・水温を下げるために、飲水ラインのフラッシングが効果的
・ヒナに新鮮な水を飲ませるために、餌付け直前と最初の4日間は
毎日2回のフラッシングをすべき



主な変更点：推奨吐出量

ニップルドリンカーの推奨吐出量(P41)

⇒十分な水を飲めているかモニターが必要



主な変更点：照度について

照度：光源の種類は生産性に影響しない

しかし……考慮するポイントあり(P103)

周波数

180Hz以下

ちらつき＝ストレス
を感じる！

鶏の方が広い波長が
見えている

人の感じている明るさ
よりも鶏は明るく感じ
る可能性がある

ガリルクスメーター
を使用orルクスを補
正することが理想



主な変更点：処理前の管理

捕鳥ダメージのトラブルシューティング

・スタンニング設定

・処理場での取り扱い

捕鳥中

受傷からの
経過時間

処理場

直後 12-18時間 24時間

あざの色 赤 濃い赤 – 紫 薄緑 – 紫

・捕鳥作業中

⇒多い場合は捕鳥作業を
見直す必要あり



捕鳥ダメージのトラブルシューティング

農場

36時間24時間

黄、緑 – 紫 橙 黄 - 橙

48時間 72時間 96時間 120時間

やや黄 正常

・飼育管理中

⇒約5日間で色は正常に

発生場所を特定して問題を判断する

主な変更点：処理前の管理

薄緑 – 紫



その他の変更点

最低換気量の増加
⇒2018年に弊社ホームページ等で告知

敷料厚の推奨値を変更
（5～10cm→2～5cm）

アミノ酸比率の表を変更
⇒2014年発効の栄養成分表を反映

バッフル設置とカーテン管理の基本的な
考えを追加

逆流換気（天井入気換気）システムの
解説



まとめ

野外の事例に合わせて数値等を修正

写真・図等を多く利用し、より見やすく、
より分かりやすく内容を更新

変わらないことは・・・

トリを見て管理すること




