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採卵種鶏の輸入及び国内供給を担う

輸入販売会社の事業展開

野 口 敬 夫

要約:本稿では，採卵種鶏の輸入及び園内供給を担う輸入販売会社の事業展開について検討した。

1990年代以降，鶏卵生産者は，大規模化を進めるとともに種鶏癖化業を統合してきた。また.2000 

年代に入ってからは，銘柄卵生産のさらなる拡大や家畜伝染病の発生等の状況変化がみられるなかで，

これに対応すべく，採卵種鶏の輸入販売会社は事業転換を図ってきた。日本で種鶏供給の大部分を担

う輸入販売会社は，採卵鶏の供給安定化を図るため主として原種鶏を輸入し，加えて 2007年からは，

原々種鶏の輸入も開始している。また 銘柄卵生産が拡大するなか，通常の白玉鶏よりも赤玉鶏の販

売が拡大している。さらに，疾病リスクの低減を目的として，直営農場の集約化や.HACCPにもと

づいた衛生管理手法の導入がみられる。

キーワード:採卵種鶏，輸入販売会社，事業展開

1. はじめに

日本において畜産業が本格化したのは 1960年

代以降であるが，そのなかで鶏卵業は，鶏卵の囲

内生産を見る限り比較的安定した発展を示してき

ている。 2011年の鶏卵需給動向をみると，圏内

消費仕向量 262万 1.000tのうち，圏内生産量が

248万3.000t.輸入量が 13万8.000tで，鶏卵の

自給率は約 95%に達している1)。

しかしこの鶏卵業において，コマーシャル鶏

を生産する種鶏については，海外に大きく依存し

た状態にある2)。日本では. 1950年代後半以降の

高度経済成長に伴って畜産物需要が拡大し，アメ

リカからの飼料穀物輸入が増大するとともに，採

卵養鶏については.1960年代前半に鶏舎の大型化，

ケージ飼養方式の導入等の生産技術が進展し，生

産の高度化が進んだ。こうした状況のなか. 1960 

年代前半に初生雛の輸入が解禁され，それに伴っ

て海外で育種改良された種鶏の輸入が増大した

(杉山.1986:311-313:吉田. 1972: 153-155)。

1970~90 年代には，飼養管理の機械化等によ

る大規模システム養鶏の構築が進み，養鶏経営の

・東京農業大学国際食料情報学部

企業化・大規模化が進んだが(宮崎. 1981・182-

183 :平野. 2005: 176-190). これに対応して，産卵

率や飼料要求率等において高い能力を有する海外

種鶏が国内種鶏供給の大部分を占めるようになっ

た。 2007年には，国内種鶏供給に占める海外種鶏

(輸入された種鶏と，園内種鶏場で海外原種鶏から生産

された種鶏の合計)の割合は 93~94% に至ってい

る(日本種鶏解卵協会・国産鶏利用体制構築専門委員会，

2007: 4-5)。

このように日本の採卵養鶏業は，海外の種鶏に

大きく依存しているが，鶏卵生産者の経営安定と

生産性向上のためには高品質な種鶏の安定供給が

不可欠であり，そのためには海外からの種鶏輸入

や圏内供給の実態を把握することが必要である。

海外からの採卵種鶏輸入や国内供給の展開に関

する先行研究については，海外種鶏が導入された

1960年代の輸入展開や圏内供給を整理した，吉

田 (1972).杉山 (1970).中村 (1970)が挙げられる。

これらの研究では，海外から種鶏が大量に輸入さ

れ始めた背景や純国産種鶏と比較した海外種鶏の

特徴，海外種鶏の導入による日本の種鶏鮮化業の

構造変化等，が明らかにされている。また杉山

(1992)は. 1960年代から 1980年代前半にかけて
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の採卵種鶏とブロイラ一種鶏の鮮化業者の展開を

検討し解化業における規模の変化や経営形態，

取扱品種の変化を把握した上で，採卵種鶏・ブロ

イラ一種鶏別に僻化業者の立地移動や雛の地域的

移出入について分析している。

これらの研究では，海外種鶏の導入・拡大期の

動向が明らかにされているが，それ以降の展開に

ついては，雑誌記事等で断片的な動向が確認でき

るものの，海外からの種鶏の輸入や圏内供給の展

開を体系的に検討した学術研究は，管見の限り見

当たらない。

2000年以降，採卵養鶏を取り巻く状況は，大き

く変化してきている。例えば，鶏卵生産者の大規

模化が進み， 100 万~1.000 万羽ほどを飼養する超

大規模生産者が現れるなかで，中小規模生産者の

脱落が続き，生産の寡占化が進行している。一方，

消費者の食に対する安全・安心志向の高まりのな

かで，差別化商品である銘柄卵への取組みがこれ

まで以上に拡大している(野口， 2009・67-83)3)。さ

らに，国内外で¥鳥インフルエンザ等の家畜疾病が

多発している。日本では， 2004年， 79年ぶりに鳥

インフルエンザが発生した。また 2010年度には，

9県の 24農場で鳥インフルエンザが発生し，約 183

万羽の鶏が殺処分されている。同疾病は， 2010~ 

11年にかけて，中国，韓国，台湾等の東アジア地

域でも多発しており，これらの発生は各国内だけ

でなく近隣諸国に対しでも脅威となっている4)。

こうした家畜疾病の発生・拡大のなかで， 日本の

養鶏場では後述するように衛生管理手法の導入が

進められている。

このように，鶏卵生産者の大規模化，銘柄卵の

生産拡大，国内外の烏インフルエンザの発生と衛

生管理対策の導入等，採卵養鶏の状況は大きく変

化しているが，そうした状況変化のもとで，採卵

種鶏の輸入販売会社はどのような事業展開を行っ

てきているのか，本稿ではその点を検討しておき

たい。

まず，日本における種鶏の輸入拡大の経緯につ

いて整理するとともに， 2000年以降における種

鶏の輸入動向及びその特徴，海外の採卵鶏育種業

の実状，さらには日本の種鶏聯化業の現状につい

て把握する。その上で，種鶏の輸入業務をはじめ

とし，国内の種鶏鮮化業者及び鶏卵生産者への種

鶏供給を行いながら，現在では日本の採卵種鶏供

給の大部分を担うに至っている， (株)ゲン・コー

ポレーションの事業展開を検討することとする。

II. 日本の採卵種鶏輸入と圏内供給の展開

(1) 採卵鶏育種改良の発展と日本における採卵

種鶏の輸入拡大の経緯

1930年代後半から 1940年代前半にかけて，ア

メリカ農務省が全国の優れた鶏の系統の産卵記録

をファイルする事業を行ったことを契機に，採卵

鶏の育種改良は本格化した。 1940年代中頃にアメ

リカの採卵鶏育種会社である HY-LINEInterna-

tional (以下， IHY-LINE社」と表記)が系統間交配

による育種改良を手掛け ハイブリッド鶏を世に

送り出して以降，他の採卵鶏育種会社も同様の育

種改良を始め，コマーシャル鶏はハイブリッド鶏

が主流となった。 1950年以降になると育種改良

レベルやその価値を推定するために，純粋系統の

データと系統間交配データが利用され，次第に複

雑な育種プログラムへと発展していった。さらに

各育種会社は，統計処理技術を育種改良に取り入

れ，正確な産卵個数，卵質，飼料効率などのデー

タ解析を採用するようになり，改良を進めた。こ

のように採卵鶏の育種改良は 1950年以降急速に

発展し育種改良とともに鶏病のコントロールや

栄養学の発展，省力化の進んだ飼育設備の向上な

どによって産卵率が高くなり，鶏の飼育羽数が増

加した(草間， 2003: 61-64)。

こうして海外で採卵鶏の育種改良が進むなか，

日本では 1962年における初生雛の輸入自由化を

契機に，翌年の 1963年から海外種鶏が大量に輸

入され始めた。海外種鶏は，育成率，生存率，産

卵率などの点で国産種鶏の能力を上回っており

(全国販売農業協同組合連合会， 1970: 632-658)， 1970 

年には， 日本の採卵種鶏全体に占める海外種鶏の

割合は 77.2%に達した。海外種鶏の初生雛は高価

格であったが，国産種鶏と比較して産卵率が高く，
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飼料要求率が低いこと等から採卵養鶏経営コスト

を引き下げた(吉田.1972: 154-155)。この海外種

鶏の導入によって， 日本の種鶏膨化業の産業構造

が一変した。海外種鶏の導入以前は，種鶏生産と

採卵鶏生産は未分化の状態であったが，海外種鶏

の進出以降，種鶏輸入を行う業者が誕生し， 日本

国内の僻化場を系列化し始めた(杉山. 1970: 47)。

海外種鶏は規模の大きい鶏卵生産者から浸透して

いった。大規模経営においては品種の統一，資質・

日齢の均一性等が重視され，大量かつ均一な雛の

需要が拡大した。それに対応して種鶏鮮化業者の

大規模化も進んだ。また，種鶏鮮化業者は，種鶏

場の新築移転，鮮卵機の増設・更新を行うととも

に，大規模鶏卵生産者との取引拡大を進めた。な

お，海外種鶏の輸入初期においては種卵やコマー

シャル鶏の輸入が多かったが，安定供給という観

点から次第に種鶏や原種鶏の輸入に移行した(中

村. 1970: 55-64)。

(2) 2000年代以降における日本の採卵種鶏の

輸入動向及び種鶏の特徴

表 lに. 2001年以降の鶏卵生産量，採卵鶏及

び種鶏餌付羽数の推移を示した。 2001-12年の鶏

卵生産量は. 250万 t前後で推移し，増減はあま

りみられない。採卵鶏の餌付羽数は.2001年に 1

億 1.080万羽であったのが 2012年には 9.661万羽

へと約 l割減，種鶏餌付羽数は.2001年の約 157

万羽から 2012年の約 122万羽へと約2割減となっ

ている。海外の採卵鶏育種会社の種鶏供給能力が

向上し，出生率や産卵率等が改善されたことから，

鶏卵生産量は横ばい状態にあるものの，採卵鶏餌

付羽数や種鶏餌付羽数を減らす傾向にある5)。

図lに原々種鶏からコマーシャル鶏に至る採卵

種鶏の供給フローを示した。原々種鶏から原種鶏，

原種鶏から種鶏，種鶏からコマーシャル鶏が生産

されるが，日本では，海外で生産された原種鶏や

種鶏が輸入され，供給されるケースが多い。

表 lにみられる 2012年の種鶏餌付羽数のうち，

国産種鶏は約 102万羽，海外種鶏は約 20万羽と

なっているが，ここでの国産種鶏とは，国内原種

鶏場で生産された種鶏のことであり，それには純

国産原種鶏から生産された種鶏と，園内で海外原

種鶏をもとに生産された種鶏とが含まれる。原種

鶏に占める純国産と海外産の数値は不明だが， 日

本の種鶏供給全体に占める海外で育種改良された

種鶏の割合は約 95%.純国産種鶏の割合が約 5%

とされており 6) これをもとに算出すると. 2012 

年の種鶏餌付羽数である約 122万羽のうち約 6万

羽が純国産種鶏であり，国産種鶏約 102万羽から

この純国産種鶏を除く約 96万羽が海外原種鶏か

ら生産された種鶏となる。

この海外原種鶏をもとに生産された種鶏の約

96万羽と，海外から輸入された種鶏の約 20万羽

を合計すると，約 116万羽に達する。これを 100%

とすると，海外原種鶏から生産された種鶏が83%.

海外から輸入された種鶏が 17%となり，現在の

日本では，海外種鶏よりも国内種鶏場で海外原種

鶏から生産された種鶏の供給が圧倒的に多いと言

えよう。

日本の採卵種鶏の大部分は海外種鶏となってい

るが，その採卵種鶏の主要な輸入相手国は欧米諸

国である。表2は. 2012年における国別原種鶏・

種鶏・採卵鶏輸入量を示したものであるが，原種

鶏については， ドイツから 8.639羽，アメリカか

ら3万 5.525羽，種鶏については，フランスから

4万 1，432羽， ドイツから 3万 5，419:Jl カナダ

から 8万 4.193羽，アメリカから 6万 127羽，採

表 1 鶏卵生産量，採卵鶏及び種鶏餌付羽数の推移

一ーー一ーー『ー-ーーーーーー-ー-ーーー『ーー一 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

鶏卵生産量(千 t) 2.550 2，529 2，529 2，491 2，481 2.488 2，583 2，554 2.508 2，515 2，483 2，507 
採卵鶏餌付羽数(千羽) 110，806 111，523 110.111 104，992 109，801 107，679 107，626 102，445 102，454 101，829 99，417 96，615 
種鶏餌付羽数(千羽) 1，578 1.581 1，517 1.418 1.477 1.405 1，304 1.322 1.388 1.279 1，083 1.229 

うち国産(千羽) 1.143 1，039 1.086 1.069 1，082 1.157 1.149 1.182 1.235 1，085 919 1，029 
うち輸入(千羽) 435 542 431 349 395 248 155 140 153 136 164 2日目

(出所)日本種鶏鮮卵協会資料
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系統①②③④

.世田園田園田自由園田自由自由由曲目、.岡田国ー世田園田、

i 国産種鶏 :約102万羽 !i 海外種鶏: l 
I=>国産原種船‘ら生獲された積鋤:約6万羽 i ~ 約20万羽 i 

=コ海外原種鶏から生産された稲.:約96万羽.. 

、ーーーーーーーーーーーーーーー--・、ーーーーーーー-

コマーシャル鶏(CS): 9，661万羽

図 I 採卵種鶏の供給フロー (2012年)

(出所)筆者作成。

表 2 国別原種鶏・種鶏・採卵鶏輸入状況 (2012年)
且ij立~~

¥¥  ............... 原j重吉i 種事i 採卵i(} 合計

フランス 。 41.432 。 41.432 
ドイツ 8.639 35.419 2.353 46.411 
カナダ 。 84.193 。 84.193 

アメリカ 35.325 60.127 。 95.452 

合計 43.964 221.171 2.353 267.488 

(出所)農林水産省動物検疫所資料

卵鶏については， ドイツから 2，353羽が輸入され

ている。

一方，圏内では差別化 ・ブランド化が進むなか

で，供給される種鶏に変化がみられる。図2の種

鶏餌付羽数における白玉鶏，ピンク玉鶏，赤玉鶏

の割合の推移をみてみると， 2001年には白玉鶏

が 71.7%，ピンク玉鶏が 8.l%，赤玉鶏が 20.2%

であったが， 2012年には白玉鶏が 60.2%， ピン

ク玉鶏が 12.2%，赤玉鶏が 27.6%となっており，

白玉鶏の割合が減少する一方で，ピンク玉鶏や赤

玉鶏の割合が増加傾向にあることがみてとれる。

2011年現在，日本で扱われている主要な銘柄は

25種あかそのうち海外種鶏が 22種，純国産種

鶏が3種となっている。海外種鶏は圏内取扱業者

3社，純国産種鶏は民開業者 l社と農林水産省の

独立行政法人家畜改良センタ ー岡崎牧場から供給

されている (鶏の研究編集部， 2011. 5)。

以上，2000年以降における国内需要に対応し

た採卵種鶏の輸入動向等を整理してきたが，続い

て供給側の海外の採卵鶏育種業及び日本の採卵種

鶏輸入業，種鶏鮮化業の現状をみていこう 。

(3) 海外の採卵鶏育種業及び日本の採卵種鶏輸

入，種議瞬化業の現状

世界の採卵鶏育種業界では， 国際競争の激化に

伴って育種改良技術の高度化が進展しているが，

その一方で，企業問の買収・合併や中小育種会社

の脱落も進んで、きている。2012年現在では，世界

のほぼすべての採卵種鶏供給が， ドイツの Erich

Wesjohannグループ (以下， IEWグループ」と表記)

とオランダの H巴ndrixGeneticsグループ (以下，

IHGグループ」と表記)の 2グループによって担わ

れている。この 2つのグループはほぼ同規模で，
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闘 うち白玉鶏 鰻 うちピンク玉鶏 量 うち赤玉鶏

図 2 種鶏餌付羽数に占める白玉鶏，ピンク王鶏，赤玉鶏の割合の推移

(出所)日本種鶏解卵協会資料

2012年現在，世界の採卵種鶏供給全体に占める

EW グループのシェアが 45~50%. HGグループ

のシェアも 45~50% となっている 。 なお，この 2

つの採卵鶏育種グループ以外としては，フランス

の家禽類育種会社である Grimaud杜が， 2008年

に子会社として設立した Novogen社が存在し，す

でに採卵鶏の育種改良及び輸出を開始している7)。

このように世界の採卵種鶏市場は寡占的構造で

ある。日本の種鶏輸入・販売については，EWグ

ループの種鶏を (株)ゲン・コーポレーションが，

HGグループの干重鶏を (株)アイエスエージヤノT

ンが， Novogen社の種鶏を東西産業貿易附が担っ

ている。日本で飼養される採卵種鶏は， EWグルー

プの種鶏が大部分を占め， 日本の種鶏供給におけ

る (株)ゲン・コーポレーションのシェアは 85~

90% となっている。残りの 10~ 15 % の種鶏は，

(株)アイエスエージャパンが輸入する HGグルー

プの種鶏，東西産業貿易(株)が輸入する Novogen

社の種鶏，そして圏内で育種改良した純国産種鶏

等である8)。

これらの種鶏輸入・販売会社を通じて日本国内

の種鶏業者及び解化業者への種鶏供給が行なわれ

ているが，その種鶏業者及び鮮化業者の経営規模

にふ近年，変化が生じている。表3は，採卵種

鶏を供給する規模別業者数を示したものである

が，2001年に 272戸存在した種鶏業者数は，2011 

年には 170戸まで減少している。2011年における

種鶏羽数は約 405万羽で，規模別種鶏羽数をみる

と，種鶏を 5万羽以上飼養する 21戸が全体に占

める割合は約 12%であるが，この層の総羽数は約

258万羽で全体の約 64%を占めており，この 10

年間で種鶏業者の大規模化が進展している。また，

表3には入卵能力別解化業者数も示したが，2001 

年に 51戸であった総解化業者数は，2011年には

33戸まで減少している。2011年には，入卵 100

万卵以上の鮮化業者 10戸が全体に占める割合は

30%，同じく 50~100 万卵の鮮化業者も 10 戸で

全体に占める割合は 30%であり，鮮化業者につ

いても大規模業者の割合が高くなっている。

生産において飼養技術の高度化が進むとともに

コスト削減目的として大規模化が著しく進んでき

たが，これに対応して種鶏鮮化業においても少数

大規模化が進展している。また，種鶏業及び僻化

業のみの経営にとどまらず，これらを一貫して行

う経営が増加していると 同時に，コマーシャル鶏

の飼養及び鶏卵生産だけではなく，種鶏や鮮化を

統合する鶏卵生産者も拡大していると言われてい

る9)。
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表 3 採卵種鶏を供給する規模別業者数及び羽数，入卵能力別の鮮化業者数
単位羽，戸

種鶏規模 -500羽 5日0-1千羽 l千-2千羽 2千-5千羽 5千-2万羽 2万-5万羽 5万羽~ 合計

2001年種鶏業者数 52 15 15 23 90 41 36 272 

2011年種鶏業者数 34 13 9 10 56 27 21 170 

種鶏羽数 4.198 10.231 12.236 35.241 677.651 726.479 2.583.469 4.049.505 

入卵能力 -2万卵 2-5万卵 5-10万卵 10-20万卵 20-50万卵 50-100万卵 100万卵~ 合計

2001年鮮化業者数 2 6 17 9 8 51 

2011年鮮化業者数 。 2 3 7 10 10 33 

(出所)中央畜産会『家畜改良関係資料』平成 23年3月

(注)入卵能力とは，勝化業者が所有する鮮卵器で鮮化させられる規模を指す。

以上， 2000年以降における採卵種鶏の輸入動

向及び種鶏の特徴，海外の採卵鶏育種業及び日本

の種鶏輸入，種鶏鮮化業の現状をみてきたが，そ

こでは，採卵養鶏の大規模化と鶏卵生産者による

種鶏騨化業の統合に加えて，前節で述べたように

銘柄卵の生産拡大，国内外の鳥インフルエンザの

発生とそれへの対応としての衛生管理対策の進

展， という状況変化がみられた。次節では，こう

した状況下における種鶏輸入販売会社の事業展開

として， (株)ゲン・コーポレーションの取組みを

みていこう。

皿. 海外採卵種鶏の輸入販売会社の事業展開

一一(株)ゲン・コーポレーションの取組み一一

(1) Erich Wesjohannグループと日本への輸

出展開

岐阜県岐阜市にある(株)ゲン・コーポレーシヨ

ンは， 2012年現在，資本金 l億円，従業員数46名

となっている 10)。同社は 海外の採卵鶏育種会社

との提携によって種鶏・種卵の生産・販売を進め

るとともに，飼育管理技術等による鶏卵生産者の

サポートを進めている。

同社の前身は， 1963年に設立された(株)ハイデ

オで，採卵種鶏の輸入販売会社として原種鶏・種

鶏の輸入事業を行っていたが， 1985年に鶏舎等

の設備会社，ワクチン製造会社，及び製薬会社等

のグループ会社5杜を統合し， (株)ゲン・コーポ

レーションと社名変更がなされた。

2011年には，同社のコマーシャル雛事業，抗体

事業，バイオ事業が新会社や既存会社に分離され，

現在の(株)ゲン・コーポレーシヨンは，種鶏の生

産・販売事業が中心となっている。なお，コマー

シャル鶏事業については， (株)ゲン・コーポレー

ションの 100%子会社として新設された日本レイ

ヤー(株)がヲ|き継ぎ，コマーシャル鶏の生産・販

売を行っている ll)。

この(株)ゲン・コーポレーションへ採卵種鶏

を輸出しているのが EWグループである。 EWグ

ループは家禽育種や動物用薬品等の事業を展開す

るホールデイングス・カンパニーで、ある。同グルー

プは， 2012年現在， 22カ国で約 60の関連会社を

所有しており，従業員数はグループ全体で約 6，200

人となっている。同グループの採卵鶏育種会社

は，アメリカの HY-LINE宇土ドイツの LOHMANN

TIERZUCHT (以下， iLOHMANN社」と表記)， ド

イツのH& N International (以下， iH&N社」と表記)

の3杜である12)。

これらの会社は，同一グループ内でノウハウを

共有し共同プロジ、エクトを強化しているものの，

各会社は独立して育種プログラムを実施してお

り，これらの 3社聞において基礎鶏を交換して育

種されることはなく，各々が独立した育種を継続

して行うとともに，営業活動も別組織で、行ってい

る13)。

前述したように，世界の採卵種鶏市場における

EW グループ全体のシェアは 45~50% となって

いる。 EWグループ内での採卵鶏種鶏供給の割合

をみると， LOHMANNネ士が約 50%，HY-LINE宇土

が約 40%，H&N社が約 10%である。これらの

採卵鶏育種会社はグローパルな事業展開を進めて

いるが，そのなかでも世界の採卵種鶏市場第 1位

のシェアを獲得している LOHMANN社の生産拠
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点は，世界各国に配置されている。2006年，ヨー

ロッパで鳥インフルエンザが発生して以降，EW 

グループは，種鶏の安定供給を強化するため生産

拠点の拡大を進めてきたが， 2012年現在では，

ドイツ，テやンマーク， カナダ， アメ リカ，ブラジ

ルを中心としつつ，イギリス，フランス，スペイ

ン，イタリア，ス イス，ウズベキスタン等にも販

売会社を設置し種鶏供給を進めている。

このように EWグループの採卵鶏育種会社は

世界に生産拠点を配置しているが，日本の (株)ゲ

ン ・コ ーポレーションへの原種鶏及び種鶏の供給

については，通常，LOHMANN社はドイツから，

HY-LINEネ土はアメリ カから， H&N社はドイツ

及びカナダから行っているが， ドイツで家畜疾病

が発生したような場合には， LOHMANN社は日

本への供給をカナダから行う， という体制をとっ

ている。

(2) 海外からの採卵種鶏輸入と圏内供給の展開

(株)ゲン ・コー ポレーションは， 1963年から

HY-LINE社の種鶏， 1978年から LOHMANN社

の種鶏， 1989年から H&N社の種鶏，の輸入を

進めてきた。(株)ゲン・コーポレーションは，基

本的に原種鶏輸入を行っているが， 日本国内の種

鶏鮮化業者や鶏卵生産者の需要等に対応して種鶏

輸入も行っている。2007年か らは，種鶏の安定

供給を目的として原々種鶏の輸入も開始した。な

お，コマーシャル鶏の輸入については実験農場で

試験用として利用され，販売は行っていない。海

外から雛を輸入するなかで，輸送中に雛が死亡す

るケースも少なくなく ，種鶏やコマーシャル鶏の

輸入の場合，実需者に対して一定羽数を安定供給

することができない リス クがあることから，同社

は原種鶏輸入に力点を置いている。2012年現在，

日本で採卵鶏の原種鶏輸入を行っているのは同社

だけである。

図2に，(株)ゲン ・コーポレーションの種鶏供

給展開を示した。(株)ゲン・コーポレーションは，

EW グ ル ー プ の LOHMANN社，HY-LINE社，

H&N社から主として原種鶏の初生雛を輸入して

いるが， 2012年における同社の原種鶏輸入羽数

は， ドイツから約 8，640羽，アメリカから約 3万

5，500羽であった。原種鶏の輸入から鶏卵の生産

Erich Wesjohannク・ルーフ。

LOHMANN TIERZUCHT 
(本社:ドイツ)

日本向け輸出国 ドイツ、カナダ

HY -LINE International 
(本社 ・アメリカ)

日本向け輸出因。アメリカ

H&N International 
(本社・ドイツ)

日本向け輸出国 .ドイツ、カナダ

原々種鶏 ト→ 原種鶏 :----t 種鶏

原種鶏種卵 種鶏種卵
・・…...・V・................... -...w..........….......... 

[ 原種鰍化場 j [ 種鰍化場 j 

原種鶏雛 種鶏雛

コマーシャ)l-語佐

図 3 (株)ゲン コーポレーションの種鶏供給体制

(出所)(株)ゲン コーポレーンヨンからのヒアリングより作成。
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が開始されるまでに最短で約 19カ月の時聞を要

するため14) 雛の生産は計画的に実施され， 2年

以上の計画と予測をもとに原種鶏の輸入が行われ

ているb

この原手重鶏は， (株)ゲン・コーポレーションの

原種鶏場に供給されているが，同社は，岩手県に

原種鶏場 (1971年に設立) 原種鶏鮮化場 (1985年

に設立)，及び検疫育雛場を，また岐阜県に検疫

育雛場を設置している。輸入された原種鶏の初生

雛は，検疫育雛場での検疫を経て，岩手県の自社

原種鶏場に供給される。この原種鶏場で生産され

た種鶏・種卵は，同じ岩手県の自社解化場に供給

され，そこで鮮化された種鶏の初生雛は，子会社

である日本レイヤー(株)，さらには全国の契約種

鶏鮮化業者や種鶏僻化業を統合した鶏卵生産者に

販売される。なお， 2011年に設立された日本レ

イヤー(株)は，岐阜県に種鶏場4カ所，解化場

1カ所，兵庫県に種鶏場 lカ所，解化場 lカ所，

設置しており，種鶏種卵の生産から鮮化を行い，

コマーシャル雛の生産を行っている。

また， (株)ゲン・コーポレーションは，需要変

動のなかで供給ロットを確保するため，原種鶏輸

入だけでなく種鶏輸入も行っているが，その種鶏

は，直接，日本レイヤー(株)や種鶏僻化業者，鶏

卵生産者に供給されている。国内の自社原種鶏場

で生産した種鶏と，この輸入した種鶏の供給羽数

を合わせると， 2012年現在，国内種鶏供給全体

に占める同社の種鶏供給シェアは 85~90%に達

している。 2000年頃の同社の国内種鶏供給シェ

アは 40~50%であったが，同社は，種鶏だけで

はなく日本で唯一原種鶏を保有し安定的な種鶏供

給体制を構築していること，また 2000年以降，

鶏卵生産者のニーズに対応した育種改良を進めた

こと等から，圏内種鶏供給シェアを著しく拡大さ

せることが可能となった。

(3) 取扱種鶏の特徴と販売展開，輸送方法

2012年現在， (株)ゲン・コーポレーシヨンが

販売を進めている種鶏は，アメリカの HY-LINE

社の①マリア，②ソニア，③ボリスブラウンの 3

品種， ドイツの LOHMANN杜の④ジュリア，⑤

ジュリアライトの 2品手重，そして， ドイツの

H&N社の⑥エルベ，⑦コーラルの 2品種である。

HY-LINE社はアメリカで， LOHMANN杜及

びH&N社はドイツで基礎鶏の育種改良を行っ

ているが，アメリカ， ドイツと日本とでは養鶏事

業が異なることから種鶏の性質に違いが生じる。

そこで， (株)ゲン・コーポレーションは， 1990年

代から HY-LINE杜と LOHMANN社から基礎鶏

を輸入して囲内農場で試験飼育を繰り返し， 日本

における飼料や飼育方法等の生産環境や鶏卵市場

に適合する鶏種の育種選抜を行ってきた。同社は，

その試験データを HY-LINE社や LOHMANN社

に送り，日本向け種鶏の育種改良に応用している。

アメリカで育種開発されたHY-LINE社の種鶏は，

飼料摂取量が少なく，産卵個数が多く，卵重増加

を抑えられた鶏種であるが， 日本で飼育する場合

は栄養価の高い飼料を十分給与する管理が必要と

なる。ドイツで育種開発された LOHMANN杜の

種鶏は，低蛋白・低カロリー飼料を給与する必要

があり，飼料を食べる能力が高く，大きい卵を多

く産む鶏種となっているが， 日本では早く卵重が

大きくなる鶏種を重視しているため，原種鶏段階

で最新データをもとに若干選抜を変更し日本向

け種鶏の育種改良が行われてきた15)。

日本国内では， 1990年代以降，差別化商品と

して銘柄卵生産が拡大するなか， (株)ゲン・コー

ポレーションの種鶏販売では，赤玉鶏品種が拡大

傾向にあるという。 2012年現在，同社の販売全体

に占める品種別の割合は，①，④，⑤，⑥の白玉

鶏の品種が約 60%，②，⑦のピンク玉鶏の品種

が約 10%，③の赤玉鶏の品種が約 30%となって

いる。

種鶏鮮化から一貫して行う大型の鶏卵生産者が

増加するなか， (株)ゲン・コーポレーションは，

コマーシャル雛から種鶏雛へと供給体制をシフト

させてきた。 2012年現在，同社が種鶏を供給す

る全国の実需者は，種鶏僻化業者よりも，種鶏鮮

化から一貫して行っている鶏卵生産者が多い。種

鶏の供給ロットは 500~2 万羽であるが，採卵養

鶏の大規模化とともに種鶏供給ロットの拡大が進
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んでおり，同社は，大規模種鶏僻化業者及び鶏卵

生産者に対するロットを確保するため，原種鶏・

種鶏の輸入調整や囲内農場における生産体制の構

築を図っている。同社が販売した初生雛の輸送に

ついては，外部の輸送業者2杜に委託している。

雛は 2~4t のコンテナトラックで種鶏解化業者や

鶏卵生産者へ配送されるが，この輸送業者は，育

雛舎及び育成舎(大雛舎)から成鶏舎に至る成鶏

の移動等も行っている。

なお，同社は顧客に対して種鶏を販売するだけ

でなく，種鶏の遺伝的能力を発揮できるように，

飼育方法や管理プログラム等の技術サポート，さ

らには飼育管理者の能力向上のための様々な勉強

会の開催も行っている。

(4) 家畜疾病の拡大における衛生管理手法の導

入と種鶏の安定調達・供給体制

2000年以降，国内外で烏インフルエンザが発生

する一方，消費者の食の安全・安心志向が高まり

鶏卵生産の高品質化が進むなか. (株)ゲン・コー

ポレーションは，良質な雛生産のために自社種鶏

場・鮮化場で衛生管理対策を強化し. HACCPを

もとに衛生管理規定を設けた。農場に衛生管理手

法を導入するには莫大なコストがかかることか

ら，同社は，北海道，岩手県，岐阜県に原種鶏場

を設置していたが. 2005年以降には岩手県に原

種鶏場を集約し，衛生管理体制を構築した。

疾病の侵入リスクを削減するために，岩手県の

原種鶏場の半径 10km圏内には，農場が設置され

ていない。岩手県の原種鶏場では全鶏舎オールイ

ン・オールアウト方式が採用され，徹底的な、洗浄・

消毒と適切な空舎期間による鶏病のコントロー

ル，車輔の消毒，入場時の消毒，部外者の立入り

禁止，従業員の着衣の取替え，外部から搬入され

る飼料の専用バルク車による配送など，病原体を

持ち込ませないための防疫対策が実施されてい

る。また，サルモネラ菌対策16)として，同社は，飼

料に動物性蛋白質を使用せず，原種鶏農場で加熱

処理した飼料を使用するとともに，鶏群には適切

なワクチン接種を施し，抗体検査と鶏舎内及び飼

料のサルモネラ菌検査を定期的に実施してきた。

一方，岩手県の鮮化場でも細菌やウイルスの侵

入防止のため，従業員には入場時にシャワーを浴

びて場内服に着替えることが義務付けられてい

る。また，騨化場構内に侵入する全車輔に消毒が

実施されるとともに，交差汚染防止のためクリー

ン・ゾーンとダーティー・ゾーンが明確にされ，

種卵の搬入から雛の発送を行う僻化場内道路は一

方通行となっている。なお. #隊化場内の器具・機

械についても病原体の繁殖を防ぐために，毎日，

作業終了後に洗浄・消毒が行われている。

このように同社の岩手県の種鶏場・僻化場では，

HACCPにもとづいた衛生管理対策が実施されて

いるが，それに加えて取扱種鶏の品質管理を徹底

するために，種鶏導入ロットごとに定期的に主要

な鶏病に対する検査も実施されている。特に，サ

ルモネラ菌対策としては，導入ロットごとに種鶏

舎や解化場で検査を実施し，顧客に対し検査結果

を提示できる体制を整えている。

同社は，国内種鶏場及び鮮化場において疾病対

策を講じているが，海外から種鶏輸入を行ってい

ることから，海外で鳥インフルエンザ等の疾病が

発生した場合のリスク回避対策を図っている。特

に2006年に EU諸国において烏インフルエンザ

が発生し，日本の輸入相手国であるフランス， ド

イツ，オランダ等からの種鶏輸入が一時停止した

こと等を背景として，同社は. 2007年から原々

種鶏の導入を開始した。原々種鶏からコマーシャ

ル鶏に至る生産プロセスをみると，原々種鶏の輸

入開始から原種鶏の生産終了まで 16カ月，原種

鶏の餌付けから種鶏の生産終了まで 16カ月，種

鶏の餌付けからコマーシヤル鶏の生産終了まで

16カ月，となっており，原々種鶏の輸入から 48

カ月後にコマーシヤル鶏の生産が終了する。この

ように原々種鶏の輸入を行うことにより，鳥イン

フルエンザ等によって海外からの種鶏輸入が禁止

となっても，最長4年間は国内農場からコマー

シャル鶏を供給できる仕組みが整っている。

ただし，同社が種鶏を輸入している国で疾病が

発生しその清浄が長引けば，種鶏輸入が滞るリ

スクが存在する。 2012年現在， 日本の主要な種
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鶏輸入相手国は， ドイツ，カナダ¥アメリカであ

るが，アメリカやカナダで疾病が発生した場合は

州単位での輸入禁止となるのに対し， ドイツで発

生した場合にはどの地域で発生しでも国全体から

の輸入が禁止となる。清浄地域及び非清浄地域の

設定については行政上の問題となるが，種鶏の輸

入販売会社である同社としては，輸入相手国で疾

病が発生した場合に備え EWグループの採卵鶏

育種会社3社によって世界各国に配置された原種

鶏農場から種鶏を調達する体制を，これまで以上

に強化していくことが課題と言えよう 17)。

N. 総 括

本稿では，海外から日本への採卵種鶏輸入及び

囲内供給に担う輸入販売会社の事業展開を明らか

にしてきた。特に，生産の大規模化，差別化商品

として銘柄卵生産の拡大 国内外での鳥インフル

エンザの発生等による衛生管理手法の強化等が進

むなかでの，種鶏の輸入販売会社の展開を検討し

た。

日本では，海外種鶏が輸入開始されて以降，国

産種鶏に比べ高い能力を有する海外種鶏が一気に

普及・拡大した。 2012年現在，日本の種鶏供給全

体に占める，海外で育種改良された種鶏の割合は，

約 95%に至っている。日本で供給される海外種

鶏には，国内種鶏場で海外原種鶏をもとに生産し

た種鶏と輸入された種鶏とが含まれるが. 2000 

年以降では，圏内種鶏場で海外原種鶏をもとに生

産した種鶏の供給が過半を占めている。なお，海

外の採卵鶏育種会社が供給する種鶏能力の向上等

によって，鶏卵生産量は横ばい状態にあるものの，

種鶏餌付羽数は減少傾向をたどっている。

これまでみてきたように世界の採卵鶏育種業界

では寡占化が著しく進み，現在では 2つのグルー

プによってほとんどすべての採卵種鶏供給が行わ

れている。日本で飼養される採卵種鶏は. EWグ

ループから供給される採卵種鶏が大部分で，同グ

ループの採卵種鶏の輸入販売会社である(株)ゲ

ン・コーポレーシヨンが，日本の種鶏供給の 85~

90%を担うに至っている。

(株)ゲン・コーポレーションは. EWグループ

を構成する HY目LINE社の種鶏をアメリカから，

また同じく EWグループを構成する LOHMANN

社及びH&N杜の種鶏をドイツ，カナダから輸

入している。(株)ゲン・コーポレーションは，コ

マーシャル雛の供給から種鶏雛の供給へと事業内

容の比重を大きくシフトさせてきたが，実需者へ

の供給安定化を図るために主として原種鶏を輸入

し， 日本国内で種鶏を生産すると同時に， 日本国

内での需要等に対応して直接海外から種鶏輸入も

行っている。これらの種鶏は，園内種鶏僻化業者

へ供給されるが，近年.(株)ゲン・コーポレーショ

ンは種鶏僻化業者に対する販売よりも種鶏癖化業

を統合した鶏卵生産者への販売を展開してきた。

また，採卵養鶏の大規模化とともに種鶏供給ロッ

トの拡大が進むなか，原種鶏・種鶏輸入や圏内農

場における生産の調整機能を，同社が担っている。

日本では，消費者の食に対する安全・安心志向

が高まるなか，銘柄卵生産の拡大や国内外におけ

る烏インフルエンザ等の家畜疾病の発生を背景と

した衛生管理手法の導入が進められているが，同

社は，これらの状況変化に対する対応も着実に

図ってきている。差別化商品として銘柄卵生産が

拡大するなか，特色のある鶏卵を生産できる種鶏

への需要が高まっており 同社は，通常の白玉鶏

よりも赤玉鶏の販売を拡大させてきている。一方，

家畜疾病の発生に対する対応として，同社は，国

内の原種鶏場・昨化場を lカ所に集約するととも

に. HACCPにもとづいた衛生管理手法を導入し

ている。これらの対応によって，自社農場におけ

る家畜疾病の発生を抑制するとともに，海外で鳥

インフルエンザ等の疾病が発生した場合のリス

ク・ヘッジとして原々種鶏の導入を進め，海外か

らの種鶏が輸入禁止となった場合でも，最長4年

間はコマーシャル雛を供給できる仕組みが整備さ

れてきている。

ただし世界的な鳥インフルエンザの発生に対

して，種鶏の輸入販売会社は，種鶏の海外調達リ

スクを軽減するために，今後，輸入相手国を拡大

していくことが重要となる。また，鶏卵に対する
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消費者の要求ないしはニーズの変化や，鶏卵の生

産・販売競争の激化が生じるなかで，鶏卵生産者

の種鶏ニーズに対応すべく，取扱種鶏の能力向上，

安定的な種鶏の輸入・販売体制の構築，さらには

実需者に対する細やかなサポートの実施が，今後

の課題と言えるだろう。

注

以上，採卵種鶏の輸入及び国内供給を担う輸入

販売会社の事業展開を明らかにしてきたが，本稿

では，大規模化する採卵養鶏経営の実態調査を踏

まえた，現在の採卵種鶏供給の課題等については

検討し得なかった。この点については課題として

残されるが，他日を期すことにしたい。

1) 農林水産省大臣官房食料安全保障課食料自給率向 成は不明だが， EWグループの ErichWesjohann 

上対策室『食料需給表J農林水産省 HP(http: // が同社の会長となっている。

www.maff.go.jp/j/tokei/kouhyou/zyukyu/index.11) r鶏鳴新聞~ 2011年 6月5日。

html) 0 12) LOHMANN社は， 1932年にドイツで設立され，

2) 種鶏とは，コマーシャル鶏の種卵を生産する鶏の 1956年にブロイラーの育種事業を開始したが， 1959

ことで，コマーシャル鶏の親世代が種鶏，種鶏の親 年には採卵鶏部門に進出し，アメリカを拠点とする

世代が原種鶏，原種鶏の親世代が原々種鶏であり， 採卵鶏育種会社の H&N社とライセンス供与契約

この種鶏から原種鶏の全てを種鶏とする場合もあ を締結し， ドイツで採卵鶏育種を始めた。 1978年

る。海外種鶏の場合，海外から原種鶏が輸入されて にH&N社の契約が切れると， LOHMANN社は，

園内種鶏場で種鶏が増殖されるケースと 海外から 独自に採卵鶏育種事業を進め，アメリカの代表的な

直接種鶏が輸入されるケースがある。独立行政法人 採卵鶏育種会社である HY-LINE社を買収し，また，

家畜改良センター HP(http://www.nlbc.go.jp/hyogo/ 1987年には H&N社も買収した。 H&N社はアメリ

yougo目html)。 カに拠点を置いていたが，この買収を契機に，本社

3) 農林水産省生産局畜産部『養鶏の情勢』農林水産 をドイツに移転し以後， ドイツで、育種フ。ログラム

省 HP(http://www.maff.go.jp/j/study /yoton_yokei/ を継続していたが， しかし 1985年に LOHMANN

yokei_h2l_1/index.html)によると，銘柄卵は， 1970 社は， ドイツでブロイラ一事業を行う Wesjohann

年代後半に登場した。この 1970年代後半から現在 ファミリーに買収された。 1998年には， W巴sjohann

に至る銘柄卵数の推移について確認できる資料は見 ファミリーのオーナーである W巴sjohann兄弟が，

当たらないが，戸田・竹谷 (2003)によると， 1996 事業分野ごとにオーナーシップの分割を行い，兄の

年に銘柄卵の数は 200に達している。農林水産省前 Paul Heinz Wesjoh担 nがブロイラ一関連事業(生

掲資料では， 2009年に鶏卵生産量の 2割程度が銘 産・加工)，飼料，薬品の分野を担当して PHグルー

柄卵で，その数は 1，000を超えるとされており， プを形成し，弟の ErichW巴sjohannは鶏卵関係事

1990年代後半から 2000年代後半にかけて，銘柄卵 業として育種，鮮化，加工の事業を担当することと

数は急拡大している。 なり， EWグループを形成した。

4) 農林水産省消費・安全局動物衛生課[鳥インフル 13) (株)ゲン・コーポレーションへのヒアリング:r鶏
エンザに関する情報J農林水産省 HP(http://www. 卵肉情報~ 2007年 3月 10日号，及び2001年 8月

maff.go.jp/j/syouan/ douei/tori/index.html) 0 10日号: r鶏の研究~ 1999年4月号。

5) 日本種鶏勝卵協会へのヒアリングによる。 14) 輸入された原種鶏の育成期間は，餌付を開始して

6) 日本種鶏鮮卵協会へのヒアリングによる。 から約 6カ月間を要し， 7カ月後から約 10カ月間

7) 日本種鶏鮮卵協会へのヒアリング;村田 (2011 種卵の採取を行う。原種鶏の種卵採取が開始されと，

11~12) 。 種鶏の餌付が開始され，約 6カ月の育成期間の後，

8) 日本種鶏鮮卵協会へのヒアリング;村田前掲資料。 約 19カ月間コマーシャル雛の種卵採取を行う。ま

9) 農林水産省大臣官房統計部生産流通消費統計課畜 た，種鶏の種卵採取が開始されると，コマーシャル

産・木材統計班へのヒアリングによる。 鶏の餌付が始まり，約 5カ月間の育成期間を経て採

10) (株)ゲン・コーポレーションの事業展開について 卵が開始される。(株)ゲン・コーポレーションへの

は，同社へのヒアリングによる。なお，同社の資本構 ヒアリングによる。
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15) (株)ゲン・コーポレーションへのヒアリング;r鶏 17) (株)ゲン・コーポレーシヨンへのヒアリング;r鶏
卵肉情報~ 2001年8月 10日号。 卵肉情報~ 2006年 10月 10日号，及び2007年3月

16) 1980年代後半から，サルモネラ菌を原因とする 10日号。なお 日本国内での安定供給だけでなく，

鶏卵由来の食中毒が増加した。養鶏場ではネズミや EWグループとして世界全体への安定的な雛供給も

野鳥等に加えて，導入雛及び、飼料等がサルモネラ菌 考慮され，近隣の国で、問題があった場合には，同社

の汚染源となる。日本養鶏協会HP(http://www が雛を輸出する体制も構築されている。

jpa.or.jp/news/ gyosei/18_se/0 1.html)による。
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A Study on the Business Deployment of Importer and Seller in 

Imported and Domestic Supply of Layer Parent Stock 

Takao NOGUCHI (Tokyo University of Agriculture) 

This paper considered the business deployment of importer and seller in imported and domestic supply of 

layer parent stock. Since the 1990s， egg producers have become bigger and have int巴gratedcommercial 

hatchery. Furthermore， since the 2000s， branded eggs have been expanding and domestic animal infectious 

disease has broken out. Importer and seller of layer parent stock have endeavored to change business 

deployment that responds to the ch田 geof these situations. It focuses on import of GP (Grand Parent Stock) 

for the purpos巴 ofa sustainable supply of layer. Moreover， it started import of GGP (Great Grand Parent 

Stock) in 2007. In the context of expansion of brand eggs production， it has expanded sale of brown laying 

hens more than the usual white laying hens. Additionally， it compiled direct management farms and innovated 

a way of sanitary control on th巴 basisof the HACCP system for the purpose of decrease of domestic animal 

inf，巴ctiousdiseases risk 

Key words : Layer Parent Stock， Importer and Seller， Business Deployment 
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