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アメリカの鶏肉流通形態の変化とブロイラー会社の現状

駒井

ま え が き

第二次批界大戦後，新しいプロテイン・インダス

トリーとして急成長を遂げたアメリカのブロイ

ラー産業は，今や年間 90億羽を生蔑する枇界最大

のプロテイン(食肉) となったが，増加したの

はブロイラーの生産~~数(1945 年の 3 億 6 千万羽か

ら25倍増)だけではなく， 1羽当たりの平均出荷生

体重も 1945年の1.37kgから今日の 2.55kgへ 2倍

近くに増大している。

WATT社の PoultryUSA， 2011年 2月号の TOP

POULTRY COMPANIESを見ると，ブロイラーの平

均崩荷生体重が最も大きかったのは，ノースカロラ

イナ1'1'10コケース社 (CaseFoods， Inc.) で， この会社

は年間 9，250万羽を生産・処理加工した (2010年)

が，そのブロイラーの平均生体重は 8.25ポンド

(3. 75kg)だった。思iみにこの会社は処砲したブロ

イラーの 45%をフードサービス(外食・中食)へ，

30%を加工食品製造に， 10%を公共用， 10%を輸出

に仕向けていて，スーパ一等小売庖への仕向けは

5%に過ぎない。

ケース社のブロイラーは， JE肉専用の日本のブロ

イラーの1.3{去の大きさだから勿論ほぽ全長を正肉

に解体しているものと思われる。

アメリカのブロイラーは，もともと，とf本 (New

York Dressと言う)や中ぬき丸どり (R-T拘 Cと言う)

で流通，消費されていたものだが，ブロイラーの大

型化や外食産業(フライド・チキンなど)の発達と

共に，骨っき部分肉 (cut-up，parts)が過半を占める

ようになり，ブロイラーが更に大型化し，フード

サービス産業での利用が多様化するに伴って， JE肉

流通が半分をも占める状況となった。

このようにアメリカのブロイラー(鶏肉)流通は

退去半世紀の間に大きく変化し，またブ、ロイラー会社

(ブロイラーの生産，処理，加工，流通を統合経営

するインテグレーター)の整理・統合，集中も進んで，

移京総語大学名手手数J受 (ToruKomail 

WATT社の調査では，全米で 42のブロイラ

が合計約 83億羽を生産・処理・加工して，全米ブロ

イラ一生産の 92%を占めている。

本稿ではアメリカにおけるブロイラー(鶏肉)流通

の変化を概観し，また主要ブロイラー会社の経営内容

を総括したい。

1 .鶏肉生産費流通関係荊語の説明

アメリカの食鶏生産，処理加工，流通関係の論文，

雑誌，書籍等を読む際に一般に使われる用語の具体

的な意味や内容をよく理解しておかないと誤解を

生ずるおそれがある。

普からアメリカの業界で使われている用語でも，

その内容が変ってしまっている言葉もあり，筆者自身

も正確を期するために，アメリカの業界団体で長年

調査研究部門を担当している NationalChicken 

CouncilのWilliamRoenigk氏及び同氏の紹介による

Farm Econ LLCの Dr.Thomas E. Elamの御教示を得

ることが出来たので，主要な用語の意味及び内容を

説暁しておきたい。

1) breeder farm :種鶏場

2) breeder house :穏鶏舎

3) broiler farm :ブロイラ一生産農場

4) broiler house :ブロイラー育成舎

のhatchery:ふ化場，ふ卵場

6) slaughter/processing plant :食烏処理場(食J烏屠殺・

処潔場)

生鳥のと殺，脱~~，中抜き(内臓除去)から解体

(骨っき部分i勾まで)までを行う処理場。アメリカ

では正|勾解体(採取)は処理場とは別の工場で行う

のが一普通。

7) further processing plant :正|発採取(正肉解体)から

各種非加熱調製品(例えば生肉のマリネ)の製造

までを行う加工場。

8) feed mill :配合館料工場

9) rendering plant :頭，足，脅，羽毛，内臓等処理場

0369-5247/11/Y500/1 論文/JCOPY



893 

一一一一正肉
_. _.，脅f寸き部分肉

-中抜き丸どり

駒井:アメリカの鶏肉流通形態の変化とブロイラー会社の現状

./--・-./)
/ 

併"〆"

/' 
.，..-' 

い.....・、.-"・p

種融_..~-町--..........""吋， 、〈_ ...".，Þ-~--- /.....，¥ 
4.000 r ~./--一\
2.000 1 ~ __''''''-一一

出 16.000
，...， 

奮 14，000
草草

事 12.000
ムい
1.!L 
苔 10.000
万
ポ
ン
ド
11 

四
五
凶
ト
ン

8，000 

6.000 

」年h
c
c
N
 

叶
O
O
N。ON

鶏肉の流通形態見IJ消費設の推移(アメリカ・ 1962 年~2009 年)

(出所)National Chicken Council 

時
四
山
由

町田町
同
申
申

申∞。申∞
mw

内∞∞。∞∞
h
h
由

寸
ト
市
山

ト、

0> 

∞
世
出

町一
w申

同
申
申

関 1

n

u

n

u

n

U

A

U

 

ハ
υ

ハ
υ

ハU
n

U

R
U

ハU
k

u

n

u

n
d

。，h
t

，

t

，

ブ
ロ
イ
ラ
ー
一
一
税
当
た
り
平
均
出
荷
生
体
重
(
グ
ラ
ム
)

500 

1945 1955 1965 1975 1985 1995 2005年

アメリカのブロイラー1羽当たり平均全体重の推移
(出所)U. S. D. A. 

殴2

28) deboned meat又は bonelessmeat :正肉

29) boneless/skinless meat :皮なし正向

30) liver and heart :きも

31) gizzard :すなぎも

32) sliced boneless meat :切りみ

33) ground meat :ひき肉

34) mechanically deboned meat :すりみ(骨肉分離機で

採取したもの)

リ 力 の 鶏 禽 流 通 形 態 の 変 化

アメリカでの鶏肉(ブロイラー)の流通形態は

1960年代以降大きく変化した(関 1参照)。それま

でブロイラーは中ぬき丸どりの形態 (form)で売ら

れていたものが，骨っき部分肉 (cut叩やparts)で

アメ2. 

の残j宰を加熱処理してi勾骨粉，フェザーミーノレ，

治脂を製造する

10)NewYorkDress:放血脱羽後のと(屠)体

11) eviscerated whole :中ぬき丸どり

12) 1しT-C: ready-to-cook :放lIIl，脱羽し，頭，足及

び大部分の内臓を除去した鶏体で，頚及び可食内

臓 giblets(心臓，肝麟，筋湾を含む)を含む。 (2010

の全米 42処理場の生体処理重量に対する

R-T-Cの歩留りは 78.5%であった。)

13lretail weight :小売居頭重量:消喪'者に販売する

形態、の鶏|勾の重最で， U. S. D. A. (アメリカ農務

省)では現在(R-T-C)XO. 859としている。

14) W. O. G. : without gibl出:頚及び可食内臓を除去

した中ぬき丸どり。

15) cut up/parts :脅っき部分肉:中ぬき丸どりを 8なし、

し 9 分訴したものや，特つきもも，手~~などの部分

肉。

16) cooking plant :加熱調理品製造工場

17) distribution center :流通・配送センタ-

18)bone欄 inleg:'持つきもも

19lthigh:上(うわ)もも

20) drumstick :下(した)もも

21) bone-in wingまたは単に wing:手取(てば)

22) wing drumette (1st section) 手羽もと

23) flat wing tip (2nd section) 手~~なか

24) wing tip (3rd section) 手羽はし

25) tenderloin (innerまたはdeeppecωralmuscle) ささみ

26) boneless breast meat :むね肉

27) boneless leg meat :もも肉
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(出所)National Chicken Council 

られるようになり，更に 1980年代以降は正肉

(deboned meat)が急増する。

このような流通形態の変化は食品サービス(外

食・中食)産業の食材として鶏肉が多用されるよう

になったことにもよるが，それを可能にしたのはブ

ロイラーの大型化(出荷生体重の増加)であった。

関 2は， 1945年から 2010年までのアメリカのブ

ロイラーの平均出荷生体重の推移であるが， 1960 

年以降急速に大型化が進んでいることがわかる O

限 1でJ:ドぬき丸どりの消費量は大きくは減少し

ていないが，関 3に見られるように，鶏i勾の総流通

に占める中ぬき丸どりの割合は 1960年代以降

急速に低下して，最近では 10%前後に落ち込んで、いる。

骨っき部分l勾は 1980年代後半をピークに流通割

合が抵下し，正肉がその代わりに増加している。図

Iに見られるように，:iE肉の出費量は 2009年には

14，000百万ポンド(約 635万トン)に達している。

日本の閣内藤正肉流通量の 6倍という大量である。

このように，アメリカでは王府の流通・消費量が

増加して，鶏肉流通最中の 50%近くも点めるように

なり(図 4) ，鶏肉が正!勾の形態で消費されるよう

になったことによって鶏肉の消費量が増加し，全食

肉中の鶏肉の、ンェアが 43%にまで拡大したことが

わかる。
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背はチキンと言言えば丸焼，熔り焼，フライなど骨っ

きで調理する料理に按られていたが，ブロイラーが大

型化し，正!為歩留が改善，向上したことによって正肉

(皮つきまたは皮なし)が大量かつ安価に供給される

ようになり，牛肉，綜肉と向じ精肉調潔分野に進出し

たことによって鶏肉の出費が更に高められたと見る

ことができょう。

3. アメリ力のブロイラー会社

アメリカのブロイラ一生産は，ブロイラー用穣鶏の

飼育(穏卵の生産)→ブロイラ-ffl初生ヒナの生産

(ふイヒ場)→種鶏用及びブロイラー用の配合銅料の

製造→ブ、ロイラーの飼育(育成)→ブ、ロイラーの処理

→鶏肉の加工→鶏肉製品の流通を一葉して経営する

ブロイラー会社 (broilercompany)によって行われて

おり，全米で 42のブロイラー会社(それぞれ独立の

企業)が全米ブロイラ一生産(約 90鍛羽)の 92%

(2010年)を生産しているが，全米各地に散在する

これらのブロイラー会社は，そのほとんどが個人が

創業したファミリー企業で，この 42社のうち特に

大きいのはタイソン・フーズとど/レグリムス・プラ

イドの 2社でそれぞれ全米各地に 30以上の食烏処浬

場をもっ全国的な事業会社だが，他の 40社はほとん

どが地場産業的企業でその食鳥処理場も大部分が

地元の州内に立地している。

上位 2社の全米処理羽数中の、ンェアは 42%，上位

3社から 10位までの 8社の合計シェアは 32%だか

ら，ブロイラ一生産の 42社中上位 10i土のシェア(集

中度)は 74%である。この上位 10社の現況は表 l

の通りである。会社によってはすべての調査事項に

ついて情報公開しなし、から，表l(こは空欄も多いが，

アメリカのブロイラー会社の営業状況はほぼ把握

できる。

(1)従業員 l人当たり売上高

年間売上高がほぼ等しい 4伎のサンダーソンと 5

位のコーチブーズを比べてみると従業員 1人当たり

売上高は前者が 1，584万円，後者が 1，292万円で，

この差がどこから出てくるのか調べてみると，サン

ダーソンは製品販売(仕向)先がバランスよく分散

しているが，コーチフーズは外食の食材としての販

売が 55%を占めている。コーチフーズの 1羽当たり

平均生体重は 2.27kgと小さいことから外食(ブラ

イドチキンなど)向けの骨っき部分肉の販売が多く

存在って販売(製品)単価が低いことが推測される。

次に，これも年間売上高が近阪の 6位のフォス

ター・ファームと 7伎のウェイン・ファームだが，

従業員 1人当たり売上高は前者だが， 1，062万円，

後者が 1，326万円とかなりの差がある。

表 l アメリカのブロイラー会社(売上高上位 10i上)

(i主)年f1iJ0''':' J:)i:II I土1ドル851可として換算、 1自の現flf上本文芸会煎

(t!1所)Wへ.T1'PoultlγUSr¥， Fehruu庁 2011
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フォスター・ファームはカリフオノレニア州唯一の

ブロイラー会社で人口密集地域に立地しているか

ら，その製品の 81%をスーパー等小売に仕向けてい

る。これに対してジョージア州のウェイン・ファー

ムは製品の57%が外食仕向けでソト売仕向は4%しか

ない。しかし需者共付加価値の高い調理品の製造撰

合が高く販売品1] (アイテム)数が極めて多い。

フォスター・ファームとウェイン・ファームは年

間の処理羽数は大差ないが， 1羽当たり出荷生体重が

前者の 2.65kgに対し，後者は 3.26kgと大差があり，

大型ブロイラーの方が製品 (R-T-C)歩留がよいこと

も相乗して， IしT-C製造量は後者か前者の1.74倍

となっており，この持者の製品重量の差が従業員 l人

当たり売上高の差に反映されたと見ることが出来る。

(2)ブロイラ-1~~当たり平均出街全体重

アメリカの場合，ブロイラーl羽当たり平均出荷

生体重はブロイラー会社によって大きく相違する。

表1の上位 10社についてみても， 2.27kgから 3.55kg 

まで1.56倍の楚があるが， 42社全部でみると，最小

1. 81kgから最大 3.75kgまで実に 2倍以上もの差が

ある。

最大 3.75kgのケース・フーズ(全米 16位・ノー

スカロライナ州)は年間処理羽数 9，250 万~~で売上

高 491億円，製品は 98%が骨っき部分肉及び正肉で，

45%を外食， 30%を加工食品製造に位向けている。

最小1.81kgのホルムズ・フーズ社は全米 29位，

テキサスチHで年間 3，250万羽を処理しているが，製

品の種類，仕向先等は不明である。

l羽当たり平均出荷生体重が小さくて，営業内$

が開示されている会社としては， 15位のジョージス

(アーカンソー州， 1. 89kg)と20位のマーシヤノレ・

ダーピン(アラパマ州， 1. 88kg)があるが，前者は

製品の 83%が食品サービス(外食・中食)仕向け，

後者も 65%が食品サービス仕向けで，前者は製品の

86%が骨っき部分肉及び正肉である。

外食・中食の食材としての鶏肉は，前述のように

最近は正肉が多用されているが，伝統的には 1羽の

ブロイラーを 8~9 分割してフライにするケンタッ

キー・フライド・チキンのような調理品が多く，こ

のような外食食業に食材を供給しているブロイ

ラー会社のブロイラーは1.5~2. Okgの小型ブロイ

ラーを生渡することになる。

(3) ブロイラー農場の生産規模

アメリカのブロイラー会社は，全部自社所有の夜営

農場で生産している会社もあるが，大部分は生産農家

と契約して生産している。ブロイラーの契約生産では，

農家は生産手段(土地，建物，生産設備，労働力)

を所有し，ブロイラー会社(インテグレーター)は

自社で生産したブロイラー用初生ヒナ，震己合銅料及び

餌育ノウハウを供給して一定期間ブロイラーを育成

してもらい，出荷重量に達すると全羽数を閉収して

自社の処理工場で処理する。

メリランド州のパーデュ一社は，日本全体のブロ

イラーとほぼ陪羽数の6億羽余りを 1，997戸のブロ

イラー農場で生産しているから， 1農場当たりの年間

生産羽数は約 30万羽で，間半土の場合出荷主色体重は

2. 6kgと比較的小さいから]屈の育成期間を 6週間

とみると，年間 6回生産できるから， 1回の生産規模

は5万羽と含うことになる。

全部自社農場で直営生渡しているカリフオルニア

州、!のフォスター・ファームは，年間 2 億 8 ， 500 万~~

を307農場で生産しているから農場あたりの年開

生産羽数は 93万現，これを年6回生産とすると l閤

15.5万羽で，両社の所有するブロイラー育成会の総

棟数は2，085棟だから， 1農場当たりの平均機数は6.8

棟， 1 棟当たりの生産~~数(1回)は約 23 ， 000 羽と

いうことになる。

ちなみに，フォスター・ファームはふ化場 9ヵ所

安所有しているから 1ふ化場当たり年間 3，166万羽

のブロイラ一周初生ヒナを生産していることに

なる。

フォスター・ブアームとほぼ陪羽数を生践してい

るジョージア州のウェイン・ファームについて見る

と，年陪 2億 7，800万羽を 797農場(契約生産者)

しているから l農場当たり平均約 35万羽生

ウェイン・ファームのブロイラーは 3.26kgと

かなり大きいから 1屈の育成期間を 52日間と見て，

年間 5間生渡， 1 聞の生産羽数は 7 万~~，これを 1

農場当たり平均棟数 (3，178-;.-797今 4掠)で割ると

1棟当たりの 1田の生産羽数は1.75万羽と言うこと

になる。アメリカで、はブロイラー育成舎は I棟 2万

羽が標準だから，生産するブロイラーの大ノNこよっ

て育成舎1棟当たりの収容羽数を増減させているこ

とがわかる。
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(4) ブロイラ一処理場の規模

アメリカで は一般にブロイラー処理場

(slaughter/processing plant :屠鳥・処理場)では，

j民羽，内臓除去(中抜き) ，骨っき部分肉

(cut糊 up/pa出)までの作業を行い，正肉採取作業(正

内解体)は別個の工場で行う。これはもともとアメ

リカでは正悔は造っていなかったという摩史的背

景もあるが，正肉やマリネなど調製品の製造(further

processing) を処理場とは別の工場で行うのは衛生

上も望ましいことだ。

アメリカ最大のタイソン・フーズ社は全国に 34

の処理場をもっていて，年間 18億 7千万羽のブロ

イラーを生産しているから処浬場の平均規模は

5， 500万羽，年陪 25013稼動として l日平均 22万羽

処理していることになる。

前出のフォスター・ファームは処理場 5ヵ所で 2

億 8，500万羽だから， 1処理場当たり 5，700万羽， 1 

日平均 23万羽処理である。

フォスター・ファームは処理場 5ヵ所のほかに鶏

肉加工工場 5，加熱調理品製造工場 (cooki昭 plant)

2をもっている。問中土は大消費地カリフオルニア州

Il径一の地元ブロイラー会社で，食烏製造品目は 858

アイテムに多様北しているから処理場よりも多く

の加工・調理工場をもっているわけだ。

年間売上高上伎の会社でも鶏禽加工工場 (further

processing plant:非加熱調製品工場)をもっていない

会社もあり，全米ブロイラー会社 42社中，鶏肉加

工工場をもっていない会社は同社ある。また加熱

誠玉虫品製造工場 (cookingpl如 t) をもっていない会

社は 42社中 25社あり，年間売上高 18位以下の 25

社では 12社が鶏肉加工工場も加熱調理品工場も無

く， 22社が調理品工場をもっていない。

正I勾の形態での流通が 50%近く占めるように

なった今日でも，正肉解体を行っていないブロイ

ラー会干上が 42社中 15社あり，またブロイラ一会社

の半数余は加熱調理品製造工場をもっていない。

(5)調理品の製造比率

アメリカのブロイラー会社は，日本の産地処理場

のように荷受会社や食肉・食烏間還を通すのではな

く，自社で、直接小売企業(スーパー)や外食・中金

企業に自社の鶏肉製品(生鮮品，凍結品，加工品，

調理品)を絞売する。

WATT社の PoultryUSA， 2011年 2月号の“TopU.

S. Broiler Companies"には，出荷(販売)製品の種

類別構成比を公表している会社もあるので，これら

の公表資料から，いくつかの会社の調理品の構成比

を見てみよう。

まず年間売上高 2位のヒ。ノレグリムス・プライドネ土

では加熱調理品は 8.1%だが，過去にいくつもの会

社を買収・合併してきているだけに，生肉，加工品

を含む全鶏肉製品の販売品自数は2，500品目に及ぶ。

6位のフォスター・ファームは 28%，7位のウェイ

ン・ファームは 25%が加熱調理品である。

加熱調理品製造比率の高い会社では，年間売上高

12位のシモンズ・フーズ社(アーカンソー州)33%，

13位の O.K.フーズ社(アーカンソー州)35%， 17 

{立のタウンゼンズ社(デラウエアチト1)38%となって

いる。

大消費地である西海岸や東海岸から遠いアーカ

ンソ-jもトI(中南部)のシモンズ・ブーズ社などは製

品(生肉，加工品を含む)をどこへ売っているのか

調べて見ると， 25%は輸出， 16%は北東部， 16%は

南東部， 16%は西部， 8%は中西部， 8%は北関部と

バランス良く全臨に販売している。

遠隔地へ販売する場合は加熱調理品は凍結品又

はレトルトとして出荷することになる。

(6)小売鹿(スーパー)仕向と食品サービス(外食・

中食)仕向

アメリカのブロイラー会社の製品(生鮮品，凍結品，

加工品，調理品)の仕向先は，小売j苫(スーパー)， 

食品サービス(外食・中食産業)，非営利業務用(学校，

福祉施設，病院， i露尽など)，加工食品製造用(缶詰，

ハム・ソーセージなど)及び輸出に分けられる。

年間売上高 2位のピルグリムス・プライド社は，

小売j苫仕向 43%，食品サービス 43%，輪出 14%，3位

のパーデュー・ファームス社は小売j苫仕向 82%，食品

サービス 14%，輸出5%と小売1古仕向が圧倒的に多い。

しかもその出荷形態を見ると生鮮品が 71%で，製品の

大部分を生鮮品で、スーパーへ出荷している。これは

同社が東海岸の大消費地に隣接しているためである。

しかし同じく大消費地のイリノイ州シカゴに本社

を置いていても，年間売上高5般のコーチブーズ社は，

食品サービス仕向 55%，小売J苫 15%，非営手Ij業務用

15%，輪出 15%で， しかも製品の 75%が凍結品で

ある。 7位のウェイン・ファームス社(ジョージア

州)は，食品サービス 57%，加工食品製造用 31%
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で合計 88%が調盟・加工食品原料として販売されて

いる。 9{立のハウス・オブ・ラエフォードネ土も食品

サービス仕向 75%，11位のケイストン・フーズ社

に至つては 95%を食品サービスに位向けているし，

15位のジョージス社(アーカンソー州)も 83%が

食品サーどス仕向となっている。

年間売上高 24伎のクラクストン・ポウトリー・

ファームス社は食品サービス仕向 55%だ、が， 25位

以下のブロイラー会社では総じて小売府位向が多

く，食品サーピス仕向は 20~25%程度となっている。

また中規模(と会っても年間 3，500万羽のブロイ

ラーを処理し，年間売上高 400鐙円)以下のブロイ

ラー会社では，生鮮品の出荷比率が高いことから，

地元または近隣の小売J;5Cスーパー)への販売が主

体であることが推察される。

それにしても年間売上高上位の巨大ブロイラー

会社の製品の大きな部分が食品サービス産業に仕

向けられていることから，アメリカの食品サービス

産業の大きさと鶏肉が多用されていること

される。
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