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オランダ ・ ス ウ ェ ー デンの家畜福祉品質

WQブランド・チェーンの開発状況

松木洋一*

家畜福祉基準によるブランドがスウェーデン，フ

ランス，イギリス，オランダの 4カ国で開発 ・販売

されている。各国のチェーン開発の主体は，イギリ

スでは NGOとスーパーマーケット，スウェーデン

では州政府および生産者 ・食品企業であり，フラン

スでは生産者，オランダでは NGOと生産者 ・食品

企業とさまざまである。品目で見ると，イギリスと

スウェーデンでは豚肉 ・牛肉 ・乳製品 ・チキン ・卵，

フランスでは豚肉，オランダでは子牛肉 ・卵に家畜

福祉基準を持つブランドが市場流通しており，また

家畜福祉を柱とする持続的酪農乳業サプライ

チェーンを開発する研究開発 (R&D)システムが始

まっている。

1 . オランダの家畜福祉品質

ラベルとチェーン開発の展開

1) “Caring Dairy 福祉酪 農" 開発

プ ロジェクト~持続的酪 農 乳業

サプ ライチェーンの研究開発 ，-

EUのなかでもオランダやイギリスでは農場

から食卓へJのサプライチェーン開発研究 (R&D)

が 1990年代から急速にすすめられている。オラン

ダでは，輸入飼料依存の加工型畜産，温室ノ¥ウス栽

培部門などの EUの平均的農業生産性の二倍以上の

高い集約的農業と，それと結合する食品加工企業，

EUをリードするロジスティック体制が発展してい

るからである。

1994年にアグリフード、チェーン(農業と食品産業

の提携チェーン)の研究開発 (R&D)を先駆的に実

現するためオランダ農業チェーン技術開発財団

AKK (Agro keten Kennis， ACC Agri Chain 

Competence Foundation) が設立された。AKKはオ

ランダ政府と事業契約関係にはあるが，独立した企

業主導型法人である。財源の三分のーは政府からの

直接助成約 15億円， 三分のーは企業出資， 三分の

ーは第三セクターや研究機関からの間接的収入で

$日本獣医生命科学大学{VoichiMatsukil 

ある。AKKの事業目的はまず，第一にサプライ

チェーンの障害となっている諸問題の解析と競争

力分析である。第二にチェーン開発実臨による研究

を60件のパイロットプロジェクト “Public Private 

Partnership" で進めている。そして，こうした研究

成果の普及によって実際のアグリフードチェー

ン・アグリビジネスのマネジメント改善とサポート

を行なうことにある。プロジェクトの実行体制は最

低限，アグリフードチェーンに関係する二社以上の

私企業と一人以上の大学 ・研究所の研究者が参加す

ることである。AKKの実行組織体制は七つの部門

チームから構成される。(1)野菜 ・果実チーム， (2) 

家禽・食肉チーム， (3)花井園芸チーム， (4)穀物チー

ム， (5)乳製品チーム， (6)水産チーム， (7)食品産

業チームの七部門である。

その一環として家畜福祉を柱とするサプライ

チェーンの開発プロジェクトが 2003年から開始さ

れている。 “Caring Dairy福祉酪農"プロジェクト

と呼ばれ，持続可能な酪農業行動規範ガイドライン

Sustainable Dairy Farming Practice (SDFP)の確立を

目的とするものである。

「福祉酪農」ブランド

この“福祉酪農"プロジェクトは AKKの支援の

もとで，アイスクリ ーム製造企業である BenJerry' 

s (Unileverの子会社)が中心となり <酪農家 11

戸→流通企業である HoogwegtMilk→Ben Je町 'sア

イスクリーム製造企業→BenJerry'sのアイスクリー

0369-5247/081平500/1論文IJCLS



36 畜産の研究第 62巻 第1号 (2008年)

ムスクープ庖 ・他の小売庖→消費者>のサプライ

チェーンを開発するものである。チェーンの直接参

加事業者とは別の利害関係者として，ワーへニンゲ

ン大学畜産科学研究所 (ASG)および農業経済研究

所 (LEI)，世界自然保護基金 (WWF)およびオラ

ンダ自然環境協会が外部ア ド、パイザーとして参加

している。

この福祉酪農プロジェクトの目的は酪農家が持

続可能な農業行動規範 (SDFP)のガイドラインを

沿ってより持続可能な牛乳生産を実現することを

支援することである。

SDFPの開発の基礎としては Unilever社が紅茶，

ヤシ油，ほうれん草，エンドウ豆， トマトの生産の

ために7年間をかけた持続可能農業行動規範の開発

経験が生かされている。福祉酪農は，経済成長，環

境保護，社会成熟と動物福祉の調和を基本理念とし

て， 5段階のステップでその規範を築こうとしてい

る。第一ステップは持続可能な酪農の概念規定を行

うこと ，第二ステップはより持続可能な酪農へ転換

する期間における原則を定めること，第三ステップ

は指標を定めること，第四ステップは選択された指

標の持続性を計測する変数を定めること，第五ス

テップは持続可能酪農行動規範のガイドラインを

評価することとしている。持続可能指標は 11指標

定 め られ土壌豊沃度/健康土砂流失栄

養素J r害虫管理J r生物多機性管理J r農場経済

/価値連鎖J rエ・ネルギーJ r水J r社会資本/人材

資源J r地域経済J r動物福祉Jの各指標から持続

可能性を検証することになっている。各指標ごとに

パラメーターが設定され評価され， r動物福祉Jの

変数には「健康状態スコアー:1-5J r移動性スコ

アー:1-5J r皮膚状態スコアー :1-5J r放牧可

能性:検証Jr高齢乳牛 .年齢Jr畜舎状態-チェッ

クリストスコアーjがあり，各酪農家の評価分析を

することになっている。

11戸の酪農家は 4年間このシステムによる助言

を受けながら，改善計画をつくり最終的には SDFP

ガイドラインの実現程度によって評価され福祉

酪農Jブランドの認証を授けてのサプライチェーン

の主体となるのである。このチェーンのメリットは

酪農家にとっても流通企業やアイスクリーム企業

にとっても福祉品質という付加価値を得ることに

ある。現在 BenJerry'sのアイスクリームは加糖練乳

によって製造されているが，将来このチェーンシス

テム全体が構築されれば新鮮な生乳で生産する計

画であり， r Caring Dairy Jブランドのアイスクリー

ムが販売されることになろう。

2) オランダの子牛肉における家畜

福祉品質ラベルの開発

(1)子牛肥育における家畜福祉基準

オランダでは戦後農業経済が成長するにつれて

生乳過剰とオス子牛生産過剰が問題となり，その解

決のために脱脂粉乳による代用乳供給とそれを利

用する牛乳肥育子牛肉の生産が発展してきた。

2003年には 3，200の子牛肥育農場， 73万 2千頭

の子牛が存在し， 127万頭がと畜されている。その

90%はイタリア， ドイツ，フランスなどへ輸出され

ている。オランダ子牛肉は香り，パラ色肉，やわら

かさ等で高級品として評価されている。

EUの子牛福祉指令 91/629/EECr子牛保護のため

の飼育最低基準Jは 1991年に制定され，その後 1997

年改正と 2003年の規則改正によって， 2006年 12

月 31日から以下のような法規制が実行されること

になった。

①これまでは新規建設畜舎および立替畜舎だけ

に適用されていたが，全ての畜舎に適用される

ことになったこと。

②生後 8週間後の子牛は単独囲い(ペン)で飼育

しではならない(病気の子牛を除く)。

③子牛をグ、ノレーっすで、飼育するために体重 150kg

以下では最低面積1.5m2， 150~220kg では1. 7

m2，220kg以上では1.8 m2でなければならない。

(ただし 6頭以下経営，母牛から授乳している

子牛は適用外)

④自然光，空調・湿度・温度の適切な調整，清潔

な床，子牛に傷がつかない畜舎の建材と構造で

なければならない。

⑤子牛を繋いではならない。

⑥子牛の健康のために適切な栄養を与えなけれ

ばならない。鉄分はヘモグロビンレベルで

4. 5mmol/litre を維持すること 。 8 週~20 週齢

の子牛には一 日 50~250g の繊維質飼料が与え

られなければならない。

⑦子牛を畜舎内では一日に 2回以上，外部では l

回以上その健康状態を検査しなければならな

し、。
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オランダはすでに 2004年 1月から上記の基準を

適用している。

(2)有限会社(B. V. )ピーターズ農場

の家畜福祉子牛肉供給システム

ピーターズファームのラベル

ピーターズ農場(商標 Peter'sFarm)は 1996年

12月に試験的にオランダ・ウッデル町のロックホノレ

スト家族経営によって始まり， 1997年 5月に有限会

社ピーターズ農場 (B.V.) となった。ピーターズ

農場会社は， EUで最も大規模な子牛肉専門企業の

一つで、あるアルプログループの系列子会社である。

ピーターという会社名はアノレプログループの創業

者ピーター ・ブウベ氏の名前から付けられている。

(3)アルプログループ Alpuro Group 

の インテグレーション経営

ピーターズ農場はアノレプログ.ループの系列会社

であり ，グ、ループの本社であるアルプロは子牛の代

用乳飼料生産会社と して 1963年に設立された。現

在はアルプロによって統合化された5つ会社で構成

されている。アルプロ会社本体とピーターズ農場，

ESA (と畜場経営会社)， ESA食品(食肉加工・パッ

キング ・販売会社)，アルプロブリーディング(繁

殖用飼料会社)である。グループ全体の従業員は 300

人，年間販売額は 500億円 (2001年)である。アノレ

プログループの子牛肉はその 95%が40カ国へ輸出

され国内出荷の割合は少ないが，オランダ圏内の消

費量の 25%，EU市場の 6%を占めている。

アルプロは年間子牛用飼料 10万トン，混合穀物

飼料 2.3万 トンを生産している。現在アルプロと契

約している子牛農場は 350農場を越えている。アノレ

プロは，傘下の農場へ代用乳飼料，配合飼料を供給

するとともに，素牛導入，飼育技術・畜舎改善 ・環

境保全 ・健康管理 ・衛生管理 ・経営技術などのノウ

ハウ提供事業，子牛肉販売事業を統合的に経営する

垂直的インテグレーション企業である。

アルプロブリ ーディングは 2005年にアルプロ本

社から独立して繁殖素牛，緬羊，子ヤギ用の代用乳

飼料，配合飼料の供給に特化し分社化 したものである。

ESAは 1980年に設立され，現在ではオランダで

最も大きい子牛と畜場を経営する会社である。ESA

は週 5，000頭の子牛を処理している。ESAは子牛品

質保証協会に加盟しており，また 1998年にはオラ

ンダ家畜 ・食肉 ・卵生産ボードから生産チェーンに

おける品質管理システムである PVE/IKBの認定を

子牛と畜場で最初に受けた。 ESAは 1998年以降ア

ルプログ‘ループと同様に HACCPシステムによって

経営されており，また IS09001(品質保証)施設に

認定されている。2004年には EUで最初に食品安全

HACCPの認定を受けた食肉加工場施設でもある。

と場も BRC(英国小売業協会)規格に適合している

と認定された。

ESA食品は牛乳肥育子牛肉の食肉加工会社で生

肉，冷蔵 ・冷凍肉など多種類の肉製品を枝肉 ・部分

肉・真空パックカッ ト肉などの形状で販売している。

販売先は卸売企業，小売企業，外食企業，食肉加工

企業であり，その大半は外国企業である。 ESA食品

は“ボス (BOS)"名称の“パラ色子牛肉"製品を

販売しているが， “パラ色子牛肉"生産ガイドライ

ンと EU家畜福祉基準に基づいて肥育されたもので

ある。この基準では子牛の福祉が最も重要要件とさ

れている。また，子牛肉品質保証協会 (SKV)によっ

て子牛の肥育過程において成長促進剤，ホルモン剤

が使用されていないことが検査されている。

この BOS子牛肉を輸出する専門会社として子牛

肉輸出会社 BOS(Vleesexport BOS)が設立されて

いる。

(4)子牛肉生産統合情報システム

( I V I I ntegrated Vea I I nformat i on) 

世界で最大の子牛肉 ・電子図書館と称される子牛

肉生産統合情報システム IVIは 1993年に開発され

た。IVIセンターがアルプログ、ループによる子牛肉

供給チェーン全行程の品質管理，情報知識の管理を

コンビューター ・インターネットによって実行して

いる。センターには研修コースがあり，全社員が IVI

技術を習得しており， IVIを利用する獣医，子牛生

産農家，食品企業の研修している。また，消費者も

受講できるようになっている。



38 畜産の研究第 62巻第1号 (2008年)

IVIシステムはいくつかの構成部分からなってお

り，消費者システム (ESAやピターズ農場のウェブ

サイトにアクセスして子牛肉の トレーサビリティ

が出来る)，顧客システム(アルプログソレープから

購入する商品の情報を得ることが出来る)，販売シ

ステム，輸送システム，獣医治療システム，専門技

術者システム(仕事に必要な情報が直接入手可能)， 

子牛生産農場システム(自分の経営情報及び子牛個

体についての情報;産地，体重変化，投与薬剤，疾

病，肉質グレード，肉色など)，家畜商業者システ

ム(子牛の自動的に登録業務が出来る)，酪農場シ

ステム，社員システムである。

(5)ピーターズ農 場の経営と家畜福祉

ピーターズ農場には5つ経営規範として，高品質，

動物福祉， トレーサピリティ，食品安全，情報公開

がある。高い品質と独特な風味は子牛が受ける福祉

状態と行動の自由度，休息、の水準によって実現され

るという経営理念である。独立した科学研究機関で

ある食味研究センター (CSO)による消費調査では，

ピーターズ農場が標準的な子牛肉より肉質のキメ

が細やかで，柔らかく，ジューシーで，赤肉であり，

香りも良いという高い評価が与えられている。また，

高い栄養価とナトリウムが少なく，消化しやすいと

いう評価もなされている。

有限会社ピーターズ農場は 42農場の組合員で構

成されており ，家畜に優しい子牛肉生産システムに

賛同して参加している。その全農場には常時 1，000

頭の子牛が飼育され，家族農場一戸当たりでは平均

60 頭 (40~80 頭)が肥育されている。

酪農家が8週間ボックス飼育した離乳子牛を導入

し， 4~7 頭群飼育で 27 週間肥育し，群れ単位で屠

畜場へ出荷する。クレート飼育は禁止され，床は柔

らかいラパーマットが敷かれている。従来の農業者

の伝統的な飼育技術からコ ンヒ。ューター技術によ

る飼育観察システムが実行され，たとえば子牛の水

飲み行動スピードの分析によって健康状態の判断

材料とする。引き藁は使用していないのは，衛生上

病原菌繁殖の原因になりやすいからである。

子牛は牛乳製品と濃厚飼料で肥育されているが，

飼料の安全性，衛生，栄養構成を保証するために，

全ての原材料および最終製品はアノレプログ、ループ

チェーンの各段階のコントローノレのもとで，検査さ

れ，封印され，保管されている。飼料の安全のため

には供与飼料を 9ヶ月間保管して飼料分析し，また

個体ごとの血液検査をして飼料の安全性を確認し

ている。ダイオキシン検査のための脂肪分析はワー

へニンゲン大学に委託している。獣医治療の薬剤も

EU規則による許可基準用量の半分しか使用してい

ない。会社には獣医が 15人常駐し食品衛生，家畜

福祉の検査をしている。

ピーターズ農場の家畜に優しい畜舎システムの

特徴は，子牛が歩く，立つ，横臥する，遊ぶ，寝る

ことを自由に出来る構造になっていることである。

とくに遊技用に天井からつり下げられたボールや

自動車タイヤが設置され，また自分で身体をこする

ブラシが壁に付けれれている。給餌室に入るとコ ン

ビューターが子牛の耳標に内蔵されているチップ

情報を読み取り，必要なだけの餌が与えられる。子

牛はこのような環境の中で自分のバイオリズムを

保つことができるのである。そのシステムによる情

報とコンヒ。ューターに映し出される畜舎内のリア

ルタイム映像によって飼育管理がきめ細かくかっ

容易に行われるようになっている。消費者へは家畜

福祉基準などを説明するよりも飼育現場をイン

ターネッ トライブ映像によって見せることや， ト

レーサピリティシステムによって情報公開してい

タイヤとボールで遊ぶ子牛

る方針をと っている。

子牛肉の販売は生肉は食品流通業者向け，加工肉

は個人消費者向けになされている。農場公開祭りが

年4回開催され，毎回 800人の消費者が訪れている。

出荷先はイギリスのテスコ，ウエイトローズ，国

内小売庖など‘小売業者が主で、ある。テスコは家畜福

祉基準に合っているかどうかを定期的に訪問検査
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ホームページで見られるライブ映像

している。国内小売出荷先のオランダ最大の子牛肉

小売庖で、あるアルパートハイン (700庖舗)は 2002

年からピーターズ農場ブランドの子牛肉の販売を

開始している。屠殺場への出荷のための子牛の輸送

時間は平均1.5時間と EU規則より少ない時聞を実

現している。

以上のような家畜福祉子牛肉チェーンの開発は，

アルパートハインが 2000年に立てた「地球と価値

Aarde & Waarde"戦略に適合する商品として認定し

たからで、あった。すなわちその戦略は食品の価値基

準に「品質J I原産地J I家畜福祉J I健康」を位

置づけたものである。その評価の科学的裏付けが

ワーへニンゲン大学の子牛の行動と福祉について

の研究よってなされ，ピーターズ農場は極めて優れ

ていると評価された。またオランダ動物保護協会も

肯定的に評価している。ワーへニンゲン大学食味研

究センター (CSO)が実施した子牛肉の香りと知覚

実験の結果においても，ピーターズ農場の子牛肉は

香り，柔らかさ，歩留まりについて高い点数が付け

られた。

新規の経営事業拡大として， 10年ほど前ではレス

トラン出荷が少なかったが，今年 (2007年)からレ

ストラン業者と生産出荷者が直接取引する場(プ

ラットフォーム)を創設して強化する計画である。

今後のマーケティング戦略は UK，スウェーデ、ン

への販売強化方針とロシア市場の新規開拓，その後

日本へ進出する計画である。

ピーターズ農場の製品の生産コストは通常の市

場商品より 15%ほどコスト高である。これはチェー

ンシステム全体の管理コスト ，農場段階のコン

ビュータシステムコストおよび家畜福祉のための

群飼育コスト (DNA検査など)が反映しているた

めである。しかしながらその品質と家畜福祉 WQブ

ランドへの評価によって高い価格で取引され，収益

の実現がなされているのである。

2.スウェーデンの家畜福祉企業

Swedish Meats 

1)スウェーデンの畜産と家畜福祉

(1)ス ウ ェ ー デ ン 畜 産 の 特 徴

スウェーデ、ンの 1999年の総農業生産額は 3020億

クローネ (5兆 1千億円)で，その 57%が畜産部門

である。畜産部門の半分は牛乳生産が占め，総農業

生産額の 32%である。

牛飼養頭数は 170万頭で，そのうち乳牛が 42万 8

千頭であり牛乳生産量は年間 3.3億トンである (EU

のミルククオーター割当量)。この 10年間で酪農

場が半減し 2000年では l万 1，500農場である。乳

牛頭数も減少しその代わり 一頭当たり乳量は 26%

増加して EUでもっとも高い年間 7，800kgを生産し

ている。

牛乳生産部門はスウェーデンの中心であり，牛肉

生産と結合した乳肉複合生産である。乳牛頭数の減

少が肉牛部門を増加させている。2000年では肉牛は

167，000頭まで増加した。圏内生産は年間 145，000

トンであるが，消費がそれ以上にあるため，輸入牛

肉が消費の1/4を占める。

肥育豚経営が 4，900経営あり， 1995年以来 40%

以上の減少である。3/4が 100頭以下の規模である。

500頭以上の大規模層が大きなシェアを占めている。

スウェーデ、ンは豚肉の輸入大国で、ある。卵と鶏肉は

少数の企業で占められている。

イギリス，フランス，ドイツなどで発生した BSE

による消費者の牛肉消費への影響は少なかった。逆

にスウェーデン圏内の牛肉生産における家畜飼育

と加工会社への信頼が高まり，増加した。EU諸国

の牛肉消費が 25~30%減少，中には 50%減少した

国があるのに対し，スウェーデ、ンでは 2000年では

4%以上増加した。

(2)スウェーデンの家畜福祉基準

スウェーデ、ンは EUの中でも最も高い家畜福祉基

準を設定している。

スウェーデン動物福祉法は動物についての広範
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囲で総合的な法律であるが，家畜の良好な飼育を守

る目的がある。出来る限り動物の通常行動を保持す

るために，たとえばホルモン使用や抗生物質使用は

特別の治療用以外は禁止される。スウェーデ、ンには

広範囲の効率的な獣医組織があり，家畜の伝染病へ

の対処がなされている。また，家畜の健康を維持し

するための飼育環境の促進に従事している。

現在の改正動物福祉法は 1988年に制定されその

後2003年に改正され2004年から施行されているも

のである。動物福祉法は動物全般に適用されるもの

であるが，とくに家畜の保護と管理に目的がおかれ

ている。

法律は動物の環境管理と飼育方法についての基

本的な規定が 39条にわたって構成され，またそれ

に基づき具体的な政令が 60条についてつくられて

いる。この法体系を実践する農業食料漁業省に動物

福祉庁が設けられている。スウェーデ、ンの動物福祉

政策はヨーロッパのなかでも先進的な取り組みを

早くから行ってきており， 1988年の法律制定以前に

おいてすでに次のような政令が実施されていた。

1959年展示動物政令

1968年動物管理政令

1973年畜舎政令

1973年科学的目的の動物についての政令

1979年動物福祉政令

1980年家畜のと畜政令

1988年動物福祉法

2003年動物福祉法改正

2) 協同組合企業 Swedish Meatsの

家 畜福祉品質

スウェディシュミートは家畜福祉の経営政策を

最優先にしているユニークな企業として知られて

いる。スウェーデ、ン最大の協同組合企業で， 22，500 

人のスウェーデ、ン農業者が出資者で、あり 18と畜場

を経営し，肉牛 24万頭，子牛1.8万頭，羊 15万頭，

肥育豚 190万頭，雌豚 7万頭をと畜する最大の食肉

企業である。グ、ループ全体で、従業員数が 4，700人，

収益は 1，560億円に上っている。スウェディシュ

ミートのスコーン (SCAN)・ブランドは高い品質，

環境保全，家畜福祉を農場からと畜場まで保証する

チェーンブランドである。その管理システムとして

BRC (英国小売業協会)規格を採用し，高いグレー

ドとして評価されている。そのチェーンに参加する

ためにすべての農業者は豚の家畜福祉の最低限遵

守基準 ・ボース (BOS)を遵守することが求められ

ている。この BOSは国の法令基準に匹敵するもの

であり，それ以上のレベルとして BIS，BISプラスが

設けられている。家畜福祉専任の獣医師マネー

ジャーを置いて，家畜福祉をグ、/レープの品質管理シ

ステムの一要素としている。また， Swedish Meats 

はチェーン全過程で、環境改善活動を行っており，豚

肉と牛肉のフードチェーンにおいて初めて LCA

(Liた CycleAnalysis資源の消費や排出物による環

境への影響を評価する方法) を導入した食品企業

である。その成果としてパッキング材料はリサイク

ル材を利用し，また輸送車はデ、イーゼル車を使用す

ることなどをブランドの内容として表明している。

スウェデ、イシュミート会社のスコーンラベル

3. 家畜福祉品質ブランド

チェーンの研究開発システム

の意義

EUの家畜福祉政策は直接支払い政策とともに市

場経済で家畜福祉商品が流通する戦絡をとってい

る。財政的負担の限界と WTO貿易ルールの下で、は，

新たな価値を持つ商品の開発とそれを担う産業を

創出し自立させる産業政策を重視しているのであ

ろう。

日本においては未だ家畜福祉政策すら無い現状

では，むしろ食品企業が中心となり ，消費者の今後

の需要を見込んで，オランダの AKKのようなアグ

リフードチェーン開発機構を創立し先進的な畜産

生産者と日本の消費者団体をチェーン参加者とす

る研究開発システムを構築することが緊要であろう。
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