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目　　　的

　ブロイラーの改良と養鶏農家の素雛購入の指針

を得るため，当所では30数年間にわたり毎年ブロ

イラーの主要銘柄について産肉能力試験を実施し

ている。今回は県内２業者の市販３銘柄を用いそ

の発育性，飼料摂取量，飼料要求率，と体成績に

ついて検討した。

材料及び方法

材料及び方法

�　試験期間

　平成17年９月13日～17年11月８日（56日間）

�　試験区分

　県内で市販されている３銘柄について，うち２

銘柄（チャンキーおよびコッブ）は雄50羽，雌50

羽，１銘柄（ハリマ）については無鑑別雌雄混合飼

育で100羽を供試した。供試した銘柄及び試験区

分は表１のとおりである。

(3) 供試飼料

　市販のブロイラー用飼料を用いた。給与期間お

よび成分を表２に示す。

 

ブロイラー産肉能力に関する試験［第3１報］

銘 柄 別 比 較 試 験

藤本　　武・笠原　　猛１）・澤　　則之

要　　　約

　ブロイラーの改良とブロイラー農家経営の指針を得るため，県内で飼育されている主要３銘柄

について平成17年９月13日 から11月８日までの56日間，産肉能力試験を実施した。

　チャンキーおよびコッブの８週齢までの育成率は，雄：98.0～100％，雌：100％，雌雄平均

で99.3～100％であった。飼料摂取量は雄平均：5,932.5～6,714.4g，雌平均：5,324.9～6,052.2g，

飼料要求率は雄平均：1.86～1.90，雌平均：1.89～1.93，雌雄平均：1.89～1.91であった。８週

齢時の正肉歩留は雄平均：41.6～44.0％，雌平均：42.2～44.6％，腹腔内脂肪は雄：2.4～3.1，

雌平均：3.1～3.9であった。プロダクションスコアは雄：289.5～345.8，雌：269.4～293.3であっ

た。

　無鑑別，雌雄混合飼育のハリマの８週齢までの育成率は100%，飼料摂取量は6201.7g，飼料要

求率は2.08，プロダクションスコアは260.2であった。

表１　試験区分
（羽）

計♀♂銘　　柄区

1005050チャンキーⅠ1

1005050チャンキーⅡ2

1005050コッブ3

100無鑑別雌雄混合ハリマ4

表２  供試飼料
（％、代謝エネルギー kcal/kg）

保　　証　　成　　分　　（％）
飼料名給与期間

代謝エネルギー粗灰分粗繊維粗脂肪粗蛋白

3,0508.05.04.022.0
ブロイラ－
肥育前期用

前期用
（１～３週）

3,2008.05.04.518.0
ブロイラ－
肥育後期用

後期用
（４～７週）

3,2008.05.04.518.0
ブロイラ－
休　薬　用

休薬用
（８週）

１）畜産課
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�　飼養管理

　試験鶏舎は平飼開放鶏舎で１室4.32㎡ を使用

した。各室50羽を収容し（38羽/3.3㎡），育雛・

育成とも同一場所で飼育した。

　温度管理は慣行に従った。育雛期はパンケーキ

型ガスブルーダーとガス温風ヒーターを併用した。

餌付け３週間でガスブルーダーを撤去し，以後ガ

ス温風ヒーターで出荷まで慣行給温した。

　飼料は市販ブロイラー用飼料を用い、0～21日

齢は前期用，22～49日齢は後期用，50～56日齢

は休薬用を給与した。また，その切り替えは一斉

切り替えとした。

　飲水はニップルドリンカーを使用し，不断給水

とした。

�　衛生管理

　ＦＰ，ＭＤ，ＩＢＤワクチンを孵化場にて接種，

ＩＢワクチンを初生点眼，ＮＤを14日齢時飲水，

28日齢時スプレー，ＩＬＴワクチンを21日齢時

に点眼接種した。

　その他の薬剤投与は当所の慣行に従った。

�　調査項目

　・育成率

　・増体量

　・平均体重

　・飼料摂取量

　・飼料要求率

　・と体成績

結果及び考察

�　育成率

　表３に育成率を示す。

　雌雄別飼育の２銘柄（１～３区）の雄平均は

98.7％，雌平均は100％であり，雌雄平均は

99.3％であった。１銘柄（４区）は雌雄混合飼育

であり，平均育成率は100%であった。

�　発育体重

　発育体重は，表４のとおりである。

　１～３区の８週齢時の平均体重は，雄では

3,372g，雌では3,028g，雌雄平均3,200gであっ

た。同様に４区の雌雄平均体重は3,026gであっ

た。

�　飼料摂取量

　飼料摂取量は表５，表６のとおりである。

　１～３区における８週齢時までの１羽当たりの

平均飼料摂取量は，雄では6,276.0g，雌では

5,710.8g，雌雄平均5,993.4gであった。４区では，

雌雄平均6,201.7gであった。

 

表４    銘柄別発育体重
（g）

8週齢7630区

3,2992,8052,19665545.1チャンキーⅠ♂1

3,0562,6282,09567646.7　　 〃　 　♀

3,1782,7172,14666645.9平均　

3,1512,5721,93857736.4チャンキーⅡ♂2

2,8522,4281,89359735.2　　 〃　 　♀

3,0022,5001,91658735.8平均　

3,6663,2192,63885146.9　 コッブ 　♂3

3,1762,8052,33779346.2　　 〃　 　♀

3,4213,0122,48882246.6平均　

3,3722,8652,25769442.8三区　♂平均

3,0282,6202,10868942.7　　♀平均

3,2002,7432,18369242.6♂♀平均　

　　ハリマ4

3,0262,6612,20673238.8♂♀平均　

表３   育成率（８週）
（％）

平均♀♂銘　　柄区

100.0100.0100.0チャンキーⅠ1

99.0100.0  98.0チャンキーⅡ2

99.0100.0  98.0コッブ3

99.3100.0  98.7　　三　区　平　均

100.0雌  雄  平  均ハリマ4
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�　飼料要求率

　飼料要求率は表７のとおりである。

　１～３区の８週齢時の平均飼料要求率は，雄で

は1.89，雌では1.91，雌雄平均1.90であった。４

区は雌雄平均2.08であった。

�　鶏舎環境

　鶏舎環境は図１のとおりである。

 

表５　飼料摂取量
（１日１羽当たり：ｇ）

総摂取量
休薬用後期用前期用

性銘柄区
87654321

6,181.0170.9178.9163.1134.099.175.744.017.3♂チャンキーⅠ1

5,755.4155.7166.4153.3122.093.472.743.415.3♀〃

5,968.2163.3172.7158.2128.096.374.243.716.3平　均　

5,932.5172.9176.4153.4124.581.974.349.614.5♂チャンキーⅡ2

5,324.9145.7152.3144.1114.484.066.740.013.5♀〃

5,628.7159.3164.4148.8119.583.070.544.814.0平　均　

6,714.4164.0185.0178.6153.4118.691.150.018.5♂コッブ3

6,052.2143.4160.0166.0137.1109.480.950.017.8♀〃

6,383.3153.7172.5172.3145.3114.086.050.018.2平　均　

6,276.0169.3180.1165.0137.399.980.447.916.8♂　平　均三区

5,710.8148.3159.6154.5124.595.679.444.515.5♀　平　均

5,993.4173.9155.1156.2142.8113.873.943.514.2♂♀　平　均　

ハリマ4

6,201.7162.4165.5165.3138.2109.679.547.518.2♂♀　平　均　

表６　種類別飼料摂取量
（１羽当たり：ｇ）

計
休薬用
８

週　齢

後期用
４～７
週　齢

前期用
０～３
週　齢

区

6,1811,1964,026959♂1

5,7551,0903,746920♀

5,9681,1433,886939平均

5,9331,2103,753969♂2

5,3251,0203,464841♀

5,6291,1153,609905平均

6,7141,1484,4491,117♂3

6,0521,0044,0081,041♀

6,3831,0764,2281,079平均

6,2761,1854,0761,015　♂平均三区

5,7111,0383,739934　♀平均

5,9931,1113,908974♂♀平均

6,2021,1374,0491,016♂♀平均4

表７　飼料要求率

週　　　齢
区

8763

1.901.811.741.57♂1

1.911.811.711.46♀

1.911.811.721.52平均

1.901.861.831.79♂2

1.891.801.741.50♀

1.901.831.791.64平均

1.861.751.651.39♂3

1.931.831.711.39♀

1.891.791.681.39平均

1.891.811.741.58　♂平均三区

1.911.811.721.45　♀平均

1.901.811.731.52♂♀平均

2.081.931.801.47♂♀平均4
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�　と体解体成績

　と体調査は，７週齢時と８週齢時に行い，各区

の平均体重に近いものを雄，雌各３羽ずつを抽出

し，食鳥取引規格にもとづいて実施した。

　と体解体成績は，表８－１・２のとおりである。

　７週齢における正肉歩留は１区の雄平均

41.1％，雌平均で43.6％，雌雄平均42.3％であっ

た。腹腔内脂肪は，雄平均2.6％，雌平均3.5％，

雌雄平均3.0％であった。同様に３区の正肉歩留

は雄平均43.6％，雌平均で42.5％，雌雄平均

43.1％であり，腹腔内脂肪は，雄平均2.5％，雌平

均3.3％，雌雄平均2.9％であった。

　８週齢における正肉歩留は１区の雄平均

41.6％，雌平均で42.2％，雌雄平均41.9％，２区

の雄平均42.2％，雌平均44.0％，雌雄平均43.1％，

３区の雄平均44.0％，雌平均44.6％，雌雄平均

44.3％，４区の雌雄平均は37.1％であった。腹腔

内脂肪は，１区の雄平均3.1％，雌平均3.9％，雌雄

平均3.5％，２区の雄平均2.4％，雌平均で3.5％，

雌雄平均2.9％，３区の雄平均2.7％，雌平均3.7％，

雌雄平均3.2％，４区の雌雄平均は4.0％であった。

�　経済性

　経済性については，７・８週齢時の出荷について

調査し，表９－１・２に示した。

　７週齢時の飼料費は，０～21日齢までを前期用，

22～42日齢までを後期用，43～49日齢までを休

薬用の飼料を給与することとして算出した。

　７週齢時出荷における収支試算を行ったところ，

収入は１～３区の雄では385.8～482.6円，雌では

364.2～420.8円，４区では399.1円であった。支

出は，１～３区の雄では312.9～348.6円，雌では

295.1～327.1円，４区では327.5円であった。ブ

ロイラー１羽当たりの収益は，１～３区の雄では

72.9～134.3円，雌では69.1～93.7円，４区では

71.6円であった。プロダクションスコアは，１～

３ 区 の 雄 で は241.7～321.0，雌 で は241.0～

273.7，４区で245.9であった。

　８週齢時出荷における収支試算の結果，収入は

１～３区の雄では472.7～549.9円，雌では427.8

～476.4円，４区では453.9であった。支出は，１～

３区の雄では364.6～397.9円，雌では339.0～

370.5，４区で376.1であった。ブロイラー１羽当

たりの収益は，１～３区の雄では108.1～120.1円，

雌では88.8～108.9円，４区では77.8円であった。

プロダクションスコアは，１～３区の雄では289.5

～345.8，雌では269.4～293.3，４区では260.2で

あった。

　７週齢時出荷と８週齢時出荷の収支試算結果を

比較すると，収入・支出は，ともに８週齢時出荷

の方が多かった。１羽当たりの収益（Kg当たり）

については３区および４区で７週齢時が８週齢時

を上回った。このことから，３区および４区の２

銘柄において，飼育期間後半での体重の増加が少

ないことが示唆された。

　ブロイラーの能力は毎年向上しており，継続調

査を実施すると共に，ブロイラーの能力に見合っ

た飼養管理技術の改善を図る必要がある。
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図１　鶏舎環境
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表８- １　と体成績（７週齢時）
（体重：ｇ、その他：％）

腹腔内
脂　肪

可　食　内　蔵骨付
手羽

正　肉　歩　留と体
歩留

と体重生体重性銘　柄区
計筋胃肝臓心臓計ささみももむね

2.63.71.22.10.49.241.13.221.516.394.42,6532,810♂チャンキーⅠ1

3.54.21.32.40.58.743.63.620.519.594.02,3912,543♀〃

3.04.01.32.30.48.942.33.421.017.994.22,5232,677平　　　均

2.53.51.02.10.48.543.63.422.218.095.92,9813,107♂コ ッ ブ Ⅰ3

3.33.91.22.20.58.442.53.620.618.495.62,6192,740♀〃

2.93.61.12.10.48.543.13.521.418.295.82,8002,923平　　　均

表８－２　と体成績（８週齢時）
（体重：ｇ、その他：％）

腹腔内
脂　肪

可　食　内　蔵骨付
手羽

正　肉　歩　留と体
歩留

と体重生体重性銘　柄区
計筋胃肝臓心臓計ささみももむね

3.13.71.12.20.48.941.63.520.517.696.03,1413,273♂チャンキーⅠ1

3.94.31.22.80.38.342.23.720.318.294.72,8192,977♀〃

3.54.01.12.50.48.641.93.620.417.995.32,9803,125平　　　均

2.43.81.32.00.58.642.23.322.516.596.43,0523,167♂チャンキーⅡ2

3.53.71.12.10.58.744.04.220.719.194.32,6392,800♀〃

2.93.81.22.10.58.643.13.721.617.895.32,8462,983平　　　均

2.73.71.22.10.48.841.93.421.517.196.23,0973,220♂チャンキー

3.74.11.22.50.48.543.14.020.518.694.52,7292,888♀二 区 平 均

3.23.91.22.30.48.642.53.721.017.895.32,9133,054♂♀

2.73.41.21.80.48.744.03.921.318.996.73,5553,677♂コ　 ッ　 ブ3

3.13.71.12.20.48.544.64.220.220.296.03,0123,137♀〃

2.93.51.12.00.48.644.34.020.719.596.43,2833,407平　　　均

4.04.51.52.50.58.737.13.119.914.095.32,8402,983ハリマ♂♀平均4
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表９－１　収支試算表（７週齢出荷）
（１羽当り：円）

収　益　性プロダク
シ ョ ン
ス コ ア

支　　　　出
収 入性銘　柄区

㎏当り１羽当り計光熱費等飼料費素ヒナ代

34.797.2277.3323.534209.580420.8♂チャンキーⅠ1

31.983.9259.6310.334196.380394.2♀〃

33.390.5268.5316.934202.980407.5平　　　均

28.372.9241.7312.934198.980385.8♂チャンキーⅡ2

28.569.1241.0295.134181.180364.2♀〃

28.471.0241.4304.034190.080375.0平　　　均

31.585.1259.5318.234204.280403.3♂チャンキー

30.276.5250.3302.734188.780379.2♀二 区 平 均

30.980.8254.9310.534196.580391.2♂♀

41.7134.3321.0348.634234.680482.6♂コ　 ッ　 ブ3

33.493.7273.7327.134213.180420.8♀〃

37.8114.0297.1337.834223.880451.8平　　　均

ハリマ♂♀4

26.971.6245.9327.534213.580399.1平　　　均

注　１）収益性：収入（１羽当たり平均体重×150円）－収支（素ヒナ代＋飼料費＋光熱費等）
　　２）プロダクションスコア：〔（平均体重×育成率）÷（飼料要求率×出荷日齢）〕×１００
　　３）飼料費：１Kg当たり、前期用49.0円、後期用41.0円、休薬用39.0円で試算
　　４）光熱費等内訳：１羽当たり衛生費16円、光熱費その他などで18円で試算

表９－２　収支試算表（８週齢出荷）
（１羽当り：円）

収　益　性プロダク
シ ョ ン
ス コ ア

支　　　　出
収 入性銘　柄区

㎏当り１羽当り計光熱費等飼料費素ヒナ代

36.4120.1310.1374.736258.780494.9♂チャンキーⅠ1

33.1101.3285.3357.236241.280458.4♀〃

34.8110.7297.7365.936249.980476.6平　　　均

34.3108.1289.5364.636248.680472.7♂チャンキーⅡ2

31.188.8269.4339.036223.080427.8♀〃

32.898.4279.6351.836235.880450.2平　　　均

35.4114.1299.8369.636253.680483.8♂チャンキー

32.195.0277.4348.136232.180443.1♀二 区 平 均

33.8104.6288.7358.936242.980463.4♂♀

41.5152.0345.8397.936281.980549.9♂コ　 ッ　 ブ3

33.4105.9293.3370.536254.580476.4♀〃

37.7129.0319.2384.236268.280513.2平　　　均

ハリマ♂♀4

25.777.8260.2376.136260.180453.9平　　　均

注　１）収益性：収入（１羽当たり平均体重×150円）－収支（素ヒナ代＋飼料費＋光熱費等）
　　２）プロダクションスコア：〔（平均体重×育成率）÷（飼料要求率×出荷日齢）〕×１００
　　３）飼料費：１Kg当たり、前期用49.0円、後期用41.0円、休薬用39.0円で試算
　　４）光熱費等内訳：１羽当たり衛生費16円、光熱費その他などで20円で試算




