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ヨーロッパブロ イ ラ ー 企 業 の

アニマ jレウェルフェアへの対応、

小原

はじめに

平成 21年度を振り返ると， 阪本式アニマルウェル

フェア始動の 1年で、あったように思う。平成 19

震から(社)斎産技術協会が事務局となって検討が

開始されたガイドラインも，平成 20年度に採卵鶏

と豚において，平成 21年度にはブロイラーと乳用

牛において fアニマノレウェノレフェアの考えに対応し

た銅養管理指針j として完成された。これに捺し，

東京と仙台でアニマノレウヱノレフェア普及セミナー

が開催され， 2か所合わせて参加者は約 230名に

した。生産者や流通業者，小売業者，獣医師，飼料

会社など多業穣が集まり，アニマルウェノレフェアが

各業界の関心事であることが分かつた。各業界が

アニマルウェノレフェアに注目する理由は，家斎の

幸せに配慮するだけでなく，各ステークホノレダーに

利益をもたらすためと考えられる。その点が愛護と

は異なるのではないだろうか。消費者には「資産物

の安心」を，生産者には f生産の持続性」を，そし

てリテーラーには「フェア・プライス」をもたらす

と考えることができる。互いに利益を生み出す

WirトWinな関係以上に，ヒトと家畜を含めた

Happy-Happyな社会を構築するためには，全ステーク

ホノレダーの共通認識となる基準が必要である。それ

愛*

これからの日本の斎産を支えていくものの使命だ

と考えている。

2009年 9月下旬から 10月上旬にかけてオランダ

を訪問した。 EUでのアニマノレウェルフェア評価

方法とブロイラー企業のアニマノレウェノレフェアに

対する先進的な取り組み，および研究機関との共向

研究について紹介したい。

1. EU Iこおけるアニマルウェル

フェア評価方法

アニマノレウェルフェア先進地域の EUでは

Welfare Quality Project (以下 WQP)が 2004年から

5年計蕗で実行され，畜産システム開発のプロジェク

トとして約 1，700万ユーロの予算が投じられた。

プロジェクトの目的は①アニマルウェルフェア

生産技術の開発，②評価結果の生産者ならび消費者

への開示システムの開発，そして③生E王者・消費者

に対する，アニマノレウェノレフェア生産技術やその

重要性の教育システムの開発である。その基礎には

生産現場のアニマルウェルフェア評価方法開発が

ある。

評価方法開発の基本理念は5フリーダムスに基づい

ており，大別すると適正な給額，適正な鶏舎，健康性，

適正な行動となる(表1)。

を担うのは科学であり，

利益を生む生産技術を

開発し，客観的評価の

基準を作成するために，

日本国内のアニマノレ

ウェノレフェア研究が不

可欠である。そして

各々が意見交換を重ね，

協力体制を整え，アニマ

ノレウェノレフェア畜産を

実現していくことが，

表 1 WQP養鶏場における現場評価基準

福祉判定基準 測定法

適正な給鈎 1.長期の空腹状態の回避 この基準は処理場で評価される

*東北大学大学院長ささ手研究科助手 (AiOhara) 

7.疾病なし

10他の疋常行動の発現
11. P，首'理者との良好な~{系
12.正の情動状態

農場での死亡率、淘汰率

鶏舎内及び放飼場での行動全て
凶避テスト
議的行動評価 (QBA)
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健康性の評価のうちブロイラ一生産の養鶏場，処

理場において評価指標として注沼されているのが，

足裏ノ号ッド炎症である(表 2)。接触性皮膚炎とよば

れ，汚れた数料や鶏糞が長時間足の裏に付着して

発症するもので，皮膚の硬化，炎症の長期化により

茶色への変色を引き起こすとされている。また，炎症

による痛みから数行の要閣にもなっている。

表 2 WQP足裏パッド炎症の評{阪方法 (写真は Welf:注re
Quality Assessment protocol for poultry P35を参照。)j) 

ー [ 足裏ノ~vlごの炎症

多くは足袋中心官sのパッドの炎症が一般的だが、

ときどき刻:先にも炎疲がみられる。

皮兵器'が数料に接触し、炎主主が炎j羽化することで

茶色に変色する。

これらの怨、郊の滋症皮がスコアリングの指擦と

なる。(空手爽参!被)

足袋炎症の主主主主皮会いによって評織する。

スコアリングの階級は0/1/2/3/4で手交で

解説している巡りである。

各スコアリング階級の~~数と分業設のカテゴリーの

a-足袋炎症の跡がなし、(スコア:0)
b-わずかに足袋炎症の跡がある(スコア:1 or 2) 

WQPの他にも， OIE (国際獣疫事務局)も

システムのアニマルウェノレフェア基準に，足裏ノ号ッド

炎症の項目を盛り込む予定である。これらの基準を

裏付けているのが，今回訪れたオランダの Animal

Science Groupをはじめとする数々の研究である。

2 .企業と研究機関の共問研究

と養鶏場のアニマ jレウェ jレ

フェアへの取り組み

Animal Science Group (ASG :民間共荷研究

機関)訪問

オランダでは Meyn(メイン)社のような食鳥処

理場機器メーカーも足裏ノ〈ッド炎症 (FPD: Footpad 

dermatitis)に関心を高めており， Meyn社は ASGと

共同で処理場における FPDのそニタリングシステ

ムの開発を行っていた。

ASGでは初めに主任研究員の Dr.T. Veldkamp 

から EU規制と，専門である FPDと栄養との関係に

ついての研究紹介を受けた。

第6号 (20 1 0年)

写真 1 Animal Science Groupの訪問メンバー

FPDの要国として，①数料の費，②飼料中栄養成

分構成(ビオチン，アミノ酸バランス， ミネラル，

脂肪)， @遺伝的要国(成長速度の速さ)，④隠齢

(生体重，敷料との接触総時間)，⑤性差，⑥照明

(暗期が長いと炎症は大きくなる)を挙げていた。

特にcg:銅料中栄養成分構成について，窓素排j位量の

調節が敷料の質に大きく影響すると考えられるた

め，籾タンパク質を日齢ごとに 15%ずつ減少させて，

代わりに小麦を増加させていく実験について，紹介

を受けた。慣行給餌方法である段階給額(スター

ター，グロアー，フィニッ、ンャー)毎に粗タンパク

を減らしていく場合を対照区としていた。

処怒区では，対照匹に比べて飲水量は低く，よって

敷料が汚れにくく，敷料中の窒素含最も少ないこと

により， FPDスコア評価において，処理毘と対照区

で 炎 症 が な い も のJが 70%と 26.5%，最も

炎症が深刻なものJが 0%と 6%で処理区が有意に

良い結果となった。生体重，臼増体重は処理区の

ほうが抵く，生産性を務とす結果だ、ったのが残念で

あった。しかし，産業ベースで考えると，飼料タン

ク内での撹枠の仕方や給餌システム自体大きな

改良が必要となることが考えられ，日ごとに粗タン

パク質含量を変えていく方法は困難であるように

思えた。

次に Dr.De Jongから EUの FPDの状況について

紹介を受けた。現在の EU規制では FPDはモニタリ

ング項潤からは捺外されたが， 2012年に改正される

際に盛り込まれると予測していた。デンマークや

スウェーデンでは政府が FPDのそニタリングに

対し予算を付けており，食鳥処理場では専門教育を
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受けた獣医師が FPDの検査を行っているとのこと

だった。検査方法は，t五右どちらか一方の足 100羽

/鶏群を 3段階にスコアリングしているとのこと

だ、った。また Meyn社と共同開発したそニタリング

システムは，食鳥処置場においてカメラによって，

足裏パッド炎症の色と大きさをスコアリングする

システムであり，その試作品が紹介された。スコア

リングの訓練を受けた人による評価と相関関係が

高いことから，かなり実用性の高いシステムで、あったO

このシステム開発には WQPや政府からの資金援助

もあり，官民共同で進められているプロジェクトで

あった。

ブロイラー農場視察

(van stam-hendriks養鶏場)

1986年に Wilfredvan Stam氏の先代が始めた養鶏

場は 1999年に大幅に規模を拡大し，ウインドレス

鶏舎，換気，光線管理，給餌，温度管理システムなど

すべてを自動化した最新の設備だった。各国から

後察に来ることが多いようで，はじめに養鶏場の

概要を紹介する DVDを見せてもらった。

写真 2van stam-hendriks養鶏場のロゴマーク

l揺18mX長さ 110mの鶏舎を 2棟と，その半分ほ

どの大きさの鶏舎 3棟あり，チャンキ一種を約 12万

羽/回転生産し， 20%を35臼齢で中抜き， 80%を

40日齢前後，約 2kgで出街しているとのことだった。

出荷してからの鶏舎の除糞，洗浄，消毒の作業は

8日開で行い，その後，床や給能器の裏など 50ヵ所

から，サンプリングしてサルモネラやカンピロパク

ターの細菌検査を独自で行っていた。また雛配送に

使用された龍に敷かれているチックマットや，飼育

期間中は鶏舎内を歩いた長靴の裏についたカスや

鶏糞のサンプノレも同様の検査を行い，衛生管理を

徹底していた。鶏舎内には管理者と獣医師しか入れ

ず，今聞も管環室に入るだけだ、ったが，防護服と

ネット暢子をかぶり，管理室入口に設置された消毒

液で手の消毒を要請された。

写真 3 鶏会管理室長

管理室を境にニ分された鶏舎を，窓ガラス越しに

見ることしかできなかったのが残念だ、ったが，鶏舎

内は階く光線管理されていた。光線管理については，

入雛初日は一時間に数分時期を入れ， 813齢から出

荷前々日までの暗期は 4h/d，出荷前日は 24時開時

期に設定しているとのことだった。照産 8-201uxか

ら 10分間かけて階明期が切り替わるシステムで，

この方法により急激な照度の変化によるストレス，

パニックを引き起こさないと言っていた。暖E惑は温

水パイプを使用し湿度を抑え，また紙の上lこオガク

ズを敷くことで床暖房なしでも敷料が湿らず，足裏

パッド炎症に配慮していた。ワクチネーションは

1 13齢に IB，14 13齢iこニューカッスノレ病のワクチ

ンをスプレーで接種するのみであったが，淘汰を

含めた死亡率は 3%と高い生産性を誇っていた。

死鳥も 5
0
Cの冷蔵部屋で保管され，においやハエの

原田にもならなかった。

EU規制への対応は年に一度検査が入って，指導

者葬項があれば改善命令が出され，もう一度チェック

を受けるとのことだ、った。アンモニアや二酸化炭素

濃度は換気システムでは測定していないが，測定器
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写真 4 2受理整額された鶏舎の周閤

でたまに測定しているとのことだ、った。また，餌脊

密度は 35日の中抜きまで 24羽 Im2で，以降は 19

羽 1m2。出荷体重が 2.0-2. 2kgなので， EUのウェ

ノレフェア規定の原則 33kg I m2 (条件によっては

39kg 1m2，最高飼脊密度は 42kg1m2まで可。参考

文献参照。 )2)を上回っていた。今後は中抜きを増

やすなどして対応していく様子だった。

WQP関して質問すると，知ってはいるようだ、った

が敷料の管理や衛生管理など徹底している白

があるようで， WQPによる評価システムの採用に

関しては消樺的であった。しかし，日本と比較すれ

ばアニマルウェルフェアの意識は高いといえる。

例えば，出荷時日本ではプラスチックの蓋付きケー

ジに捕烏し，トラックに積む時も投げいれるような

感じだが，オランダでは専用に金属製の大きなケー

ジに 500羽ほど捕烏し，リフトでトレーラーにゆっ

くり静かに乗せられていた。

今回訪問した vanst邑mゐendriks養鶏場は設備が

っており，一般的な養鶏場より衛生管理も徹底

し死亡率も低く，かなり優秀な農家で、あった。現在

は未だ規制には盛り込まれていないが，足裏ノfッド

炎症に対して敷料の管理など対策をとることが，

今後スタンダードになっていくように感じた。

Storteboom KOI・nahon

食 鳥短理場視察

Storteboom Komahon IこはMeyn社の機器が入って

おり， Meyn社の Martin氏に案内してもらった。処

理場内は撮影が禁止されていたのが残念であった。

第6号 (2010年)

Storteboomはオランダに8カ所食鳥処理場を持って

おり，そのうち 7つは Meyn社の機器が入っている o

Komahon工場の処理速度は 7，000羽/時間/ライン

で， 2ライン設置させていた。また処理場入口には，

IKB というオランダの動物福祉団体の認託委が

かけられていた。処理過軽順に追って紹介する。

荷受はし 000羽/ケージを 10ケージ積んだ

トレーラーが入れるように設計されており，ケージ

は金属製で， リフトにより静かに下ろされていた。

ケージのふたは自動で開き，鶏はコンベアにのって

懸鶏主主に入って行く。荷受から懸鶏の照明は鶏を落

ち着かせるために青い光が使用されており，確かに

鶏が鳴し、て騒がしい印象はなかった。懸鶏室はSJSJ毛

や挨が飛んでおらず，労働環境としても整備されて

いた。と殺前は 100mAI羽の電流で気絶させ，オー

トキラーでと殺，と殺後も暴れて手羽を折らない

ように電流を再度流していた。日本の食鳥処理場

場長の小笠原氏によると「暴れないとちゃんと放鼠

できないし，毒事れすぎると手羽が折れるJとのこと

で，案配が難しいと患った。顧客にはアニマルウェル

フェアへの配庫、を求めるイギリス人や，宗教に準じ

たと殺方法を求めるイスラム教徒もいて，各騒客の

要望に応じて商品を提供しているとのことだった。

また中抜き笈に入ってすぐの場所に，胸，関節，足裏

の皮膚炎のスコアリングをしている人員が配寵さ

れ，その結果を農家へフィードパックし，飼育管理

を改善するよう指導しているとのことだ、った。この

ように処理場が自主的に FPD規制への対応準備を

していることに驚いた。次の中抜き(内臓除去)工程

はもちろん，解体(モモ!丸胸肉などの分解)までが

自動処理の機器が使用されており，解体を入手で

行う日本に比べ従業員数が圧倒的に少なかった。

また解体ライン釜の床は全く濡れておらず，衛生的

に保たれていた。

3 アニマルウェ lレフェア畜産

普及のための研究と啓蒙活動

本稿智頭でも述べたように，アニマノレウェノレフェ

ア蕊産は全ステークホルダーに利益をもたらすと

考えられる。出費者は心身ともに健康な家産から

生産された畜産物を安心して食すことができ，生産

者は活き活きした家畜を育てることで仕事への

そチベーションが上昇し，家畜に負担をかけない
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ことで生産の持続性を確保できる。そしてリテー

ラーは価値ある商品を正当な価格で提供すること

で「フェア・ブ。ライスj を千等る。

食品表示偽装や毒物混入などの開題が発覚して

以来食品の安全性が関われ始め，消費者は商品だけ

でなく，その生産過程に尽を向け始めている。また

「し、のちの食べかたJや「ブタがし、た教室j などの

放映により，一般市民や子供も今まで食品として

認識していた斎産物を「命Jとして考える機会が

少しずつ増えてきたように恩う。このような社会的

背景からも，アニマルウェノレフェア畜産品は，安心

を求める消費者の潜在的ニーズに応える新しい

価値として期待できる。アニマノレウェルフェ

品の流通には消費者に分かりやすい食品表示が

必須であり，生夜現場に遡ればアニマノレウエノレフェア

的麟育方法の評価が不可欠になる。アニマルウェノレ

フェア的飼育技術開発とその評価方法の研究と

同時に，各ステークホルダーへの啓蒙普及活動を協

力的に進めることが日本のアニマノレウェルフェア

畜産には必要である。

語t ~.宇

最後に本視察は，プライフーズ糊ゴーデックス

カンパニー興本氏(食鳥処理場機器輸入会社)およ

び Meyn社説artin氏(食鳥処理場機器メーカー)の

ご尽力により実現できた。新型インフルエンザが

流行し，各企業・機関が緊張を高めるなか，本視察

の実現に多大な支援と協力を頂いた，閥イシイ代表

取締役社長竹内正博氏をはじめ，開アイピ一通商

取締役根岸資郎氏，関係各位，東北大学佐藤衆介

教授に深く感謝し、たします。
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[農業畜産情報】

地鶏などのその弛肉用鶏の処理羽数増加

平成 20年の食鳥処理部数は肉用者鶏の増加により前年比 0，9%増となったが，地鶏などのその他肉用

鶏は 11.4%増と 2ケタ台の増加となった。銘柄志向の強まりを反映したものとみられる。

農水省の平成 20年の畜産物流通統計によると，間年の食烏の処理羽数は前年比 0，9%増の 7億 3，468

万羽となり，製品生産量では 3， 6%増の 119万 6，260tとなった。うち肉舟若鶏(ブロイラー)の処理羽

数は1.1%潟，製品生産量は 3，9%増と，製品ベースでの増加が大きかった。

地鶏などの損他肉用鶏は羽数で 11.4%増，製品生藤量で 9，4%増と 2ケタ近い伸びとなった。これに

対して鹿鶏は羽数で 0，9%減，その他食鳥は 16，9%減少した。

肉用若鶏出荷の全国に占める割合は，鹿児島 19，1%，宮崎 18，2%，岩手 15，7%と，この上位 3県で

全閣の 53，0%を占めた。地鶏などのその他肉用鶏は，徳島が 23，7%，兵庫が 11.2%，愛知が 8，3%，

福島が 8，1%，秋田が 7，5%で，上位 5県で 58，8%を占めている。
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