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要 約 豚枝肉の筋出血と残血の発生と原因を調べるため，全国主要食肉処理施設に対し，屠畜処理法等

に関するアンケート調査を行った.大半の施設 (37/57)で筋出血と残血が問題となり，それら発生聞には

r = 0.40 (P < 0.05)の相闘があった 筋出血のオッズ比は，スタニシグ装置の手動/自動で 0.31，血管切

断法の大動脈/(大動脈+大静脈)で 0.42 放血の向きの右肩上/左肩上で 0.20 蹴0・痘撃の強/弱で 2.54

となった.また残血のオッズ比は，頚部切り口の大/中で 0.36，小/中で 2.75，血管切断法で 0.24，放血の

向きで 0.16となった 以上から，肱枝肉の筋出血と残血は，放血の向き 血管切断法といった屠畜処理法に

より影響される可能性が示唆された.

血斑lま，多発性筋出血のことで，一部の筋肉内に点状，

斑状に血液が存在する状態である(以下，筋出血と称す)• 

筋出血は，わが国では牛枝肉における暇庇の 1つ「シミj

として定義され，取引価格を低下させる大きな原因となっ

ている(日本食肉格付協会 2001).筋出血は，諸外国に

おいても問題とされており (AMSA2001)，その発生は

ブタ，ウシ (Charles1960 : Blackmoreとれlewhook

1982)のみならす，ヒツジ (Velardeら 2000)などで

もみられる.

残血は，主に一部の血管内に血液が残っている状態で、あ

り，特にわが国の消費者はカット肉に存在する血液を微少

でも嫌うため，問題となっている.筋出血や残血は，わが

国における豚枝肉において多く発生し，生産・流通関係者

に多大な経済的損失を与えているともいわれている.

しかしながら，筋出血や残血の発生の状況や原因は十分

わかってお5す，我が国の食肉処理施設関係者，生産農家

および流通業者の閏では，家畜のストレスや屠畜処理手法

が関与すると考えているが，乙れに関する園内での調査や

デ タは著者らの知る限りほとんどみられない.したがっ

て，ます，わが国おける発生状況を調査し，さらに原因を

究明して，対策を講じる必要がある.そこで，全国の主要

食肉処理施設におけるブタの筋出血および残血の発生実態

を調査し，その原因となる屠畜処理工程におけるいくつか

の発生要因について検討を行い，有益な知見を得たので報

告する.
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材料および方法

1. 調査対象

平成 22年度に全国 72力所の食肉処理施設を対象に筋

出血および残血の発生状況 屠畜工程についてのアンケー

卜調査を実施した(図 1).調査項目l武筋出血と残血の

発生割合および食肉処理施設関係者の間で筋出血や残血の

発生要因と考えられている保定装置の有無，電撃装置の種

類と状態，スタニング(気絶失神)とスデイツキング(放

血のための刺さつ)の時間(間関)，放血時の切り口の大

きさ(大:26cm以上，中 15~25cm，小: 15cm以

下)切開する血管部位の違いによる血管切断法(大動脈・

腕頭動脈，大静脈，両方)，放血コンベアの有無と状態，

放血時のブタの向き(右肩上，左肩上)，足蹴・痩撃の状

態(発生の有無，回数の多・少および強・弱)とした.

2. 筋出血および残血について

調査にあたり，筋出血および残血は以下の様に定義し，

かつ写真例(図 2)を示した.すなわち，筋出血は，屠畜

段階における様々な要因により毛細血管が損傷し，血液が

筋肉内に漏出した状態とし，残血は，放血処理の不十分に

より血管内に血液が残留しており，カットの段階で残った

血液が漏れ出す状態とした.また，筋出血は主に屠畜工程

の前半部(動物の係留，気絶から刺さつ閏)に，残血は後

半部(刺さつから放血閏)に発生するものと想定した.

連絡者:入江正和 (fax:0985-58-7202， e-mail: irie@cc.miyazaki-u.ac.jp) 
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. lncidence (%) 

. Restrainer: Existence， Non-existence 

. Stunner: Automatic， Manual 

: Current (A) 

Voltage (V) 

: Time (sec) 

. Stunning-sticking time (sec) 

. Sticking size: Large， Medium， Small 

. Cut: blood vessel: Aorta， Vena cava， both 

. Exsanguination conveyor : Existence， Non-existence 

: Length of conveyor (m) 

:Tim巴ofconveyor (sec) 

. Direction ofpig: Left lateral decubitus position， Right lateral decubitus position 

. Kicking ・convulsion:Existence， Non-existence 

Amount: More， Less 

Stronger and weaker: Stronger， Weaker 

Figure 1 A questionnaire (extract) on blood splash and blood remaining 
* large : over 26 cm， medium : 1 6~25 cm and small : under 15 cm 

Figure 2 Specimen photos of (a) blood splash and (b) blood remaining 

3. 統計処理

アンケ ト項目のうち，筋出血および残血の有無と豚保

定装置の有・無， 電撃装置の種類 (自動・手動)，放血時

の切り口の大きさ(大中小)，血管切断法(大動脈-

両方(大動脈 ・大静脈))，放血コンベアの有・無，放血時

のプタの向き(右肩上左肩上)，足蹴 -痘撃の状態(回

数の多少および強・弱)との関係についてはオッズ比(福

富 1999)で比較し，かつ 95%信頼限界を示した

また，電撃装置の電圧は 180V以上と 180V未満，ス

タ二ング・スティ ッキング時聞は 15秒以上と未満，放血

コンベアによる輸送時間は 70秒以上と 70秒未満に区分

して同様に比較検討した.筋出血と残血の関係については

Pearsonの相関係数を用いた統計ソフ トは旧MSPSS 

Statistics 20 (日本旧M(株)，東京)を用いた.

結果

アンケー卜の回答は 72施設中 57施設(79%)より得た.
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これらの食肉処理施設のうち，年間処理頭数における筋出

血または残血発生数欄に数値を記述した施設は筋出血で

38施設 (66%)，残血で 37施設 (65%)あったなお，

これら調査した施設では，スタ二ンク法はすべて電撃式で

あった

筋出血について，その発生割合の平均は 1.2:t 2.4%で，

非発生とした施設は 16力所であった(図 3)。一方，残

血の発生割合は平均 6.5:t 15.3%で，非発生とした施設

は 10ヵ所であった(図 3).筋出血と残血との聞には中

程度の相聞が認められた (r= 0.40 : P < 0.05). また，

残血の発生が認められない施設は，筋出血の発生も認めら

れなかったが，筋出血の報告のない施設においても残血の

発生は認められた

筋出血の発生割合を，様々な屠畜工程の要因において調

査したところ(表1)，オッズ比で注目されるものとして

は，スタ二ング装置の手動/自動で 0.31 (95%信頼区間

005-1.73) ，血管切断部位切断法で大動脈/(大動脈+大



豚枝肉の血斑と残血

16 

15 

畠z』Es lo |l 
6 

5 

。
。 。<，<0.5 0.5 ~ ，<1.0 1.0 ~玉，<2.0 2.0壬，<7.0 7.0~玉

Blood splash incidence (%) 
20 

15 

』

~101 10 

冨

z 

5 

。
。 。<，<4.0 4.0孟，<6.0 6.0三五，<7.07.0三三戸16.0 16.0孟

Blood remaining incidence (%) 

Figure 3 Numbers of blood splash (upper) and blood remaining 
(Iower) in ranked incidence 

静脈)で 0.42(0.11-161)，ブタの放血の向きで右肩上/

左肩上で 0.20(0.03-1.22)，蹴0・痘撃の強/弱で2.54

(0.55-11.77)であった すなわち，筋出血の発生割合は，

豚保定装置では有で，スタ二ング装置では手動で，ステイツ

キング時の切り口の大きさでは小より中で，中より大で，

切断血管では動脈のみで，放血コンベアでは無で，ブタの

向きでは右肩上で，足蹴・産撃では有，多，弱で，それぞ

れ高い傾向にあった

残血の発生割合では，オッズ比は，頚部切り口の大/中

で0.36(0.05-2.50)，小/中で 2.75(0.40-1887)，血管

切断法の大動脈I(大動脈+大静脈)で 0.24(0.05-1.17)， 

放血の向きで右肩上/左肩上で 0.16(0.03-0.93)であっ

た すなわち，豚保定装置では無で，スタ二ング装置では

手動で，切り口では小より中で，中より大で，切断血管で

は動脈のみで，放血コンベアでは無で，放血の向きでは右

肩上で，足蹴痘撃では有で，多，弱で，それぞれ残血の

発生が高い可能性が示された(表1).

筋出血は，スタ二ング電圧，スティッキンクまでの間隔，

放血時間との関係において 電圧では 180V以上で，ス
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タ二ング スデイ ツキング時間では 15秒未満で，コンベ

ア放血時聞は 70秒以上で，それぞれオッズ比が低かった

(表 2). 残血においては，電圧では 180V以上で，スタ

二ング スティツキング時間では 15秒以上で， コンベア

放血時間では 70秒以上で，それぞれオッズ比が低かった

(表 2)

考 察

筋出血と残血は，発生割合に差があるものの，アンケー

卜の回答を得た施設中の 65%以上で認められ，食肉生産

において解決すべき重要な問題であることが再確認され

た.したがって，発生数値を記載していない食肉処理施設

は発生が無いと考えるよりも，枝肉を解体していなし1等の

理由で，実態を把握していない可能性が高いと考えられた.

また，残血の認められなかった施設では筋出血も認めら

れす¥発生施設では，筋出血と残血との聞には強い相関で

はないものの，両者に関係があるといえることから，両者

に何らかの共通の発生要因が存在する可能性が示唆され

た.また，そのことは，以下に検討した調査項目でも確認
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Table 1 Effects of each factor in the process of slaughter on blood splash and blood remaining in 
pork carcasses 

Factor Odds ratio1) 95% confidence interval 

Blood splash 

Restrainer : non-existence/existence 1.13 0.26 4.89 

Stunner : manual/automatic 0.31 0.05 1.73 

Sticking size : large/medium 0.44 0.09 2.28 

Sticking size : small/medium 1.93 0.39 9.60 

Cut : aorta/both 0.42 0.11 1.61 

Exsanguination conveyor : existence/non-existence 0.70 0.09 5.58 

Direction of pig : left lateral/right lateral2) 0.20 0.03 1.22 

Kicking . convulsion more/less 0.63 0.14 2.72 
I! strong/weak 2.54 0.55 11.77 

Blood remaining 

Restrainer : existence/non-existence 0.67 0.13 3.40 

Stunner : automatic/manual 0.71 0.12 4.20 

Sticking size : large/medium 0.36 0.05 2.50 

Sticking size : small/medium 2.75 0.40 18.87 

Cut : aorta/both 0.24 0.05 1.17 

Exsanguination conveyor : non-existence/existence 0.72 0.06 8.94 

Direction of pig : left lateral/right lateral 0.16 0.03 0.93 

Kicking . convulsion more/less 0.74 0.14 3.78 
11 strong/weak 1.24 0.26 5.97 

1) Odds ratio for restrainer existence compared with non-existence. 
Odds ratio = ad/bc， where a = number of blood splash in restrained pig， b = number of non-
blood splash in restrained pig， c = number of blood splash in non-restrained pig， b = number of 
non-blood splash in non-restrained pig. 
2) Left lateral/right lateral : left lateral decubitus position/right lateral decubitus position. 

Table 2 Effects of the processing condition during slaughter on blood splash and blood 
remaining in pork carcasses 

Factor Odds ratio1) 95% confidence interval 

Blood splash 

Voltage of stunning (V)2)三 180/<180 0.66 0.15 2.84 

Stunning-sticking time (sec) < 15/三 15 0.71 0.12 4.20 

Time of conveyor (sec)詮 70/< 70 0.50 0.13 1.90 

Blood remaining 

Voltage of stunning (V)這 180/<180 0.27 0.04 1.70 

Stunning-sticking time (sec) < 15/孟 15 1.33 0.11 16.57 

Time of conveyor (sec)ミ 70/<70 0.63 0.14 2.78 

1) Odds ratio of voltage of stunning : blood splash or blood remaining vs. non-occurrence. 
2) Voltage-regulated stunner 

された.

豚屠畜時の保定装置については，筋出血と残血でオツズ

比が逆転しているが，その比は 1に近い.乙のごとは，

保定装置の有無は筋出血と残血の発生に殆ど影響しないこ
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とを示唆している.わが国における豚屠畜時の保定装置と

しては，多くの施設でV型コシベア(レストレイニング

コンベア)もしくは腹乗せコンベアの 2種類が利用され

ている.筋出血は，屠畜前ストレスが発生要因のひとつと
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されており (Charles1960)，保定装置を利用する際には，

ブタを1頭ずつ誘導しなければならす，その時にストレス

を与える可能性がある(日本食肉生産技術開発センター

2011) . 方，保定装置の利用はブタの動きを抑制でき，

スタ二ングやスティッキンク‘の位置決めを確実にさせる.

このような保定装置のメりツト，デメリッ卜が筋出血と残

血の発生率に対する影響を相殺したことも考えられる.

スタ二ング装置については，わが国は殆ど電撃式で，欧

米はガス式が多く用いられている.これは主に，ガス式で

は内臓の一部に一時期に変色が認められるため，圏内では

これが嫌われ，電撃式が利用されている(中井 2010).

スタ二ング装置については，自動よりも手動スタニシグで，

筋出血発生のオッズ比が低い傾向にあった.この結果だけ

で，手動スタ二ングが優れるとするのは早計であると考え

られる.なぜなら，電撃スタニングの強弱には様々な条件

(電流，電圧，抵抗値など)が関与するため，一概に比較

できないからである.

スタ=ング装置が手動式の場合，電撃は皮膚上(毛の上)

か5プローブ(接触部)を接触させて行うため，一般的に高

電圧を必要とする 一方，自動式の場合はプローブ形状が

異なり，その先端が皮膚に軽く刺さった状態となるため高

電圧の必要はない.ただし，接触部に汚れがないこと，ス

タ二ング時にプローブがす、れないようすること (Grandin

2000) ，接額部分の先端が鈍化していなし1こと等の注意が

必要である これらの条件がうまく満たされないと，ブタ

の体に十分電気が伝わらないことになる.

また，電撃の強度は，電圧が高ければよいというもので

はなく，電流の強弱との関係や抵抗(特に，屠畜前処理で

のブタへのシャワーリングやブタの個体による脂肪の多さ

の違いなど)が関係する.本調査において自動式の装置を

用いている施設の一部では，利用条件がうまく揃っておら

ず，筋出血の発生が高かったのかもしれない.

筋出血は，スタニング時，何らかの原因で高血圧状態が

続き，複数の毛細血管が破裂し，その血液が残って黒く凝

固するためと考えられている (AMSA2001 : Blackmore 

とれlewhook1982) そのため，ます基本的な筋出血防

止法としては，放血によって血圧を速やかに下げることで

ある (Velarde2000) 特に，スタニング スティッキ

ング時聞は短い程，筋出血の発生が少ないことが報告され

ている (Bursonら1983).

一方，本試験におけるスタニツグースティッキング時間

のオッズ比はこれを裏付ける結果にはなったが，筋出血発

生の大きな要因にはならなかった.これはスタニングース

ティッキジクを短時間に行うことが園内の屠畜場では既に

周知されている(多くが数十秒の短時間で実施されている)

ためであると思われた

方，残血ではオッズ比が逆転しているが， 1に近く，

スタ二ングースティッキング時間の影響があると言えな

かった Viminiら (1983)は，ウシにおいてスタニング
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後の放血が遅し1方が血液保持量および筋肉重量が増加した

と報告しており，むしろ欧米では残血自体よりも，歩留を

重視していることも考えられる.実際，著者らの経験では，

少しくらいの残血の見られる食肉は欧米では普通に販売さ

れており，一方，わが国の流通・消費では極端に残血を嫌

う傾向にある.既に述べたように，わが国では，スタ二ン

グースティッキング時聞は短く，残血に対しても有意な影

響が出なかったものと考えられる

次に，放血のための頚部の切り口の大きさは，筋出血と

残血の発生率に関係を示すかのような結果となった.つま

り，切り口が大きいほど筋出血と残血が低下する傾向に

あった切り口との関係では，切り口の大きしir長創Jは，

切り口の小さい「短創」と比較して，枝肉汚染のリスクは

高まるが，確実な血管切断を可能にする.通常，切り口は

10~20cm が、適正とされている(日本食肉生産技術開発

センター 2011)が，長創は確実な切断によって，放血を

促すとともに高血圧を抑制し，筋出血と残血を低下させて

いることも考えられる.また ブタの屠畜体重は年々増加

していることから(河野51997)，切り口を大きくする

ことを促し，それが筋出血など、の抑制に有利になっている

可能性もある.

スティッキングにおける血管切断j去については，動脈の

みの切断が，動・静脈両者の切断よりも筋出血と残血の発

生率をやや低下させる傾向にあった.屠畜場関係者の聞で

は，静脈を切断した場合には，全身からの血液が戻ること

を阻害するため，残血発生のリスクが上がるのではないか

ともいわれている.本結果は，このことを反映している可

能性がある.

放血時のブタの体の向きについては，本試験では，右肩

が上の方が¥下よりも筋出血の発生が低い傾向にあった

屠畜場関係者の闘では，右肩が上の場合，心臓の位置や血

管配置に関連して放血量が多いといわれており，速やかな

放血が血圧を下げ，発生率を低下させた可能性がある.

蹴り・痘撃について，筋出血と残血の発生率の関係は，

本結果では明確な答えが得られなかった.なお，スタ二ン

グがうまく行なわれた場合，強直性痘重量(足蹴)，次いで

間代性痩撃が発生するとされている (Gregory1998).ま

た，肩の点状出血が多い施設では強い間代性痘撃を起こし

たブタが多かったとする報告ちある (SpencerとVeary

2010).本調査では蹴り・窪撃として，ひとまとめに項目

を設定し，かつ程度の基準を設定していなし1ため，詳細な

要因解析ができないか;足蹴0・痘撃が弱いものが多くみ

られる施設でオッス、比が低いことは，足蹴り・痘撃が弱<

見える状態にあるのは，スタ二ンク、がうまくいったことを

反映していることも考えられる.

Gregoryの総説 (2005)において，放血速度とステイツ

キングにおける放血効率に影響する要因として，血管部位，

切り口，気絶時の心停止，と体の方向，毛細血管の拡張・

収縮，筋収縮，間代動作が可能性としてあげられている.
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本試験の結果l武血管部位，切り口，と体の方向が残血に

影響することを示しており，これらの改善によって残血を

減らすことができる可能性を示している.

なお， Velardeら (2003) 1eJ;，ブタの屠畜時における

出血を点状出血，多発性筋出血，血腫といった 3つに区

分しているが，本調査では，筋出血と残血の写真を添付し

たものの，より詳細な分類は行っていない.また，アンケー

卜の確実な返送のため，個々の質問について確実な回答を

意図して詳細な質問を避けた.これ5については今後の調

査の留意点としたい.

以上報告した全国の食肉処理施設を対象にした筋出血と

残血の調査は過去に例がなく，今回の情報は，筋出血およ

び残血低減への一歩であるともいえる.今後，わが国畜産・

食肉産業界に大きな影響を与えている筋出血と残血発生を

少しでも低減させるために，これらの結果を基にした，よ

り詳細な調査研究を実施することが必要であろう.
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In order to investigate the occurrence and primary factors of blood splash and blood remaining in 

pork carcass， questionnaires were used to assess the equipments and slaughter treatments in the 

principal flesh processing facilities in Japan. Blood splash and blood remaining have been issues in 

many facilities (37 of 57). Correlation coefficient was r = 0.40 (P < 0.05) between occurrence of blood 
remaining and blood splash. On blood splash， the odds ratios were as follows : 0.31 for manual 

equipment stunning compared with automatic， 0.42 for both of vena cava and aortic compared with 

aorta cutting， 0.20 for weak kicking and convulsion compared with strong and 2.54 in the left lateral 

decubitus position compared with the right lateral position. On the other hand， concerning blood 

remaining， the odds ratios were as follows : 0.36 for long cutting size at sticking compared with medium， 

2.75 for short sticking size compared with medium， 0.24 for both of vena cava and aorta compared with 

aorta at the blood vessel cutting， 0.16 in the left lateral decubitus position in the direction of pig carcass 

compared with the right position. These results show the possibility that blood splash and blood 

remaining were affected by slaughter methods like carcass direction and blood vessel cutting. 

Nihon Chikusan Gakkaiho 84 (4)， 443-449，2013 
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