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この本には、デンマークではどのような原則に則って豚肉が

生産されているかが記述されています。これはデンマークの

豚肉、ベーコン、豚肉加工品のバイヤーそして豚肉業界に

興味を持っている方々のために作られました。

デンマークの豚肉とベーコンは世界中で愛好されています。

この地位は業界各分野の人々の長年にわたる努力で築き上げ

られた物です。

又これは、益々より高い品質を要求される顧客と消費者の

信用を勝ち取り、それを保持するという高い目標に向かって

長期間努力をしてきた賜物だと信じています。

長年にわたる多額の投資と研究が多くのイノベティブな工程と

製品を作り上げてきました。この事が安全な食品製造のパイオ

ニアとしての地位を保持すると同時に、多くの国際市場におけ

る競争力のあるサプライヤーとしての地位を可能としています。

家畜へと環境影響への配慮はデンマークの豚肉業界の不可欠な

要素です。又この分野におけるたゆまざる努力を担ってゆく

覚悟です。

私たちは将来大きなチャレンジが待っている事を自覚しています。

私たちのあくまでも最高の基準を追求するという姿勢が、これか

らも私たちに市場での要求を満たす事を可能にしてくれると信じ

ています。

この本には品種改良から製品箱詰めまでのデンマーク豚肉製品の

規範工程を記述しています。又工程の記述、管理そして責任に

ついてが触れられています。

ここには生産過程の中での職域を越えた生産管理の記述が加え

てあります。本には全ての生産過程のパフォーマンス基準が示

されていますが、養豚場、係留所、カットそして骨抜きの

紹介 

セクションなどにおいては、ここにある基準以上の事が行われる

事もあります。

この本を通しデンマーク豚肉業界と業界が持つ目標への皆様の

ご理解が、より深まる事を期待しています。又皆様からのご

意見、ご感想を歓迎しています。

コペンハーゲン　2021

カーストン・ブルーン・ラスムッセン (kbr@lf.dk)

業務部長

デンマーク農業理事会
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デンマークの豚肉業界と
農業理事会 
(Landbrug & Fødevarer f.m.b.a)
農場主と食品業界から成り立っている組織としてデンマーク

農業理事会(DAFC)は農業全体と、土から食卓までという

食品チェーンを代表しています。

農業理事会は経営政策、環境、エネルギー、研究、イノ

ベーション、食品衛生管理、栄養、貿易そして海外市場

関係を含む広いビジネスエリアで活躍しています。

豚の生産に関連する研究と開発は農業理事会の一部である

SEGESで行われています。SEGESの業務内容は1.1.3に

描写されています。

食肉技術研究所DMRIは食肉製品関連ではデンマーク最大の

研究、イノベーションセンターです。DMRIは食品のコンサル

ティング、食品技術とイノベーション分野でデンマーク最大

の研究所であるデンマーク技術研究所の一部です。DMRIは

長年にわたり、豚肉業界と豚肉生産のすべての分野における

密接な研究開発協力関係を持っています。
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生産者（農家）

子会社

デンマーク農業理事会

会社：
チカン

ダニッシュクラウン

ビジネス政策部門 

食品研究部門

環境とエネルギー部門

衛生管理部門

営業部門

養豚知識センター
（研究開発部門）
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豚の生産

1
第一章は豚の生産、すなわち品種改良とと畜用の 

豚の生産を取り扱っています。デンマークにおけ 

るにおける豚生産の構造、関係者の教育、情報の伝達法そ

して養豚過程が記述されています。デンマークの

豚品種改良のプログラムと品種改良の主な目的も

もこの章で扱われています。大切なテーマである豚

の健康と動物福祉に関しては項に別けて記述さ れ

されています。その他、豚の生産環境と飼料生産が こ

この章で取り上げられています
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豚の生産 

デンマークの豚肉業界では生産者自身が多くの重要な

分野や活動を所有かつ管轄をしています。

 豚品種改良プログラムDanBred
 研究と開発
 養豚普及サービス
 協同組合会社
 デンマーク豚肉のマーケティング

そんなわけでわが業界は統合された生産チェーンを開発

できるのみならず、顧客様方からの要求に対応する事ができ

ます。食肉の品質をより良くするために、育種可能性を活用

した一貫した品種改良計画を持っています。

広域にわたる研究開発、及び専門的に運営される豚生産方法

と飼料戦略が、以下の重要分野で見られる、往々に相反する

要求への、一貫したなおかつバランスの取れたアプローチを

可能にしています。

 肉の品質 
 豚の健康 
 動物福祉 
 環境への考慮 
 食品安全 

S業界での多くの研究開発活動は政府の研究所と協力して行わ

れています。研究結果は業界の普及センター、及び農業を

始める人たちのための研修プログラムを通して広められて

います。

この農業理事会が促進している育種部門、養豚場、ミート

パッカー会社との密接な関係が、豚肉生産チェーンの一つ

一つ段階における生産システムと方法の導入を可能にして

います。

業界自身が研究開発と将来の戦略の定義に大きな役割を果た

している一方、デンマークの当局は生産工程がすべての関連

法に則って行われているかを管理するという重要な責任を持

っています。

デンマーク製品基準はデンマークでの豚肉生産における必要事

項を要約しており、又豚の生産における品質保証関係の条件を

明記しています。この基準はすべての豚生産者によって導入さ

れたもので、国際的に認められているISO 17065によって監査

されています。

1.1.1	 生産サイクル	
豚の生産サイクルにより典型的に次のような豚舎が含まれます

（図１参考）： 

 種付け豚舎
 妊娠豚舎
 分娩豚舎
 育成豚舎
 肥育豚舎.

種付け豚舎	
種付け豚舎は乳を与えるのを終えた豚が入っています。又種付

け後４週間残れるだけのスペースがあります。雄豚のための

場所も確保されています。雌豚と雄豚の囲いの数は自然交尾か

人工授精であるかによって違ってきます。この豚舎には乳を

与えるのを終えたら出荷される雌豚に代わる、未経産雌豚を

入れるスペースもあります。

デンマークでは伝統的に種付け豚舎では母豚用檻を使ってき

ましたが、今ではこれは解放豚舎に変わりました。

1.1 概要 
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豚の生産 

妊娠豚舎	
受精直後か、豚が受精４週間後に妊娠したのが確認されたら

出産の一週間前まで妊娠豚舎に入れておきます。この豚舎で

は解放飼育法がとられています。デンマークの解放豚舎では

豚一頭ごとに餌箱があるタイプか電子式雌豚給餌システム

（ESF）が導入されています。

分娩豚舎	
分娩豚舎は生まれたばかりの子豚が圧死しないように設計され

た囲いによって成り立っています。雌豚は分娩の一週間程前に

この豚舎に入り、子豚が離乳をするまでいます。離乳までの期

間は豚によって差がありますが、デンマークでの養豚農家では

分娩後４週間程です。離乳をしたら雌豚は種付け豚舎に行き、

子豚は育成豚舎に写されます。

育成豚舎	
育成豚舎は給餌、温度や換気その他の豚舎内の環境状態など

子豚が持つ様々な要求を満たすように設計されています。普通

ほぼ同時期に生まれた子豚を同部屋で飼います。子豚は２５−

３０ｋｇになると肥育豚舎に写されます。

肥育豚舎
豚は１１０ｋｇになって出荷されるまでこの豚舎にいます。

図１	豚の生産サイクル、種付け、妊娠(１１６日)、離乳（２８−３５日）、
育成豚(８−３５kg)、肥育豚(最高１１０kg)

 種付け 妊娠（１１６日）

育成豚（８－３５ｋｇ）

離乳
(２８－３５日)

肥育豚（最高１１０kg）
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豚の生産 

デンマーク豚肉生産の構造は図２をご参考ください。 

種豚及び繁殖農場
デンマークの育種システムの主な目標は三つの品種、ランド

レース、ヨークシャーそしデュロックが持つ遺伝子上の能力を

改良する事です。品種改良の目標は養豚知識センターと農業

理事会が決定します。このプログラムにおいては肉の品質への

考慮が最優先されます。

育種の仕事は１６，０００頭の純血種の雌豚を使い、約２５の

特別の農場で行われています。その結果は約７０，０００頭を

持つ１６５の繁殖農場に伝えられ、そこから交雑種された未経

産雌豚が生産販売されます。最終的に育種の結果は二つのAI

会社が所有する１２のAIステーションからと、海外の３１のAI

ステーションからの精液を通して広まります。 

DanBredは最大の種豚生産者であり、デンマークでの種豚生産の

９５％以上を占めています。世界市場で見るとDanBredは毎年

１２０万頭の交雑種された雌豚と８００万回分ののデュロック種の

精液を売っています。他の豚生産国と違い、デンマークの一般養豚

農家では必要な若雌豚の約５０％を自分達で生産しています。これ

は農場主が豚の高い健康状態を保持しようと努力をしている事の表

れです。

DanBredの種豚農場と繁殖農場は健康証明書を所有し、９７％が

１９７１年から存在しているデンマークのSPFシステムに加入を

しています。SPF豚は以下の病原体を持っていません。普通の肺炎、

マイクロプラズマ肺炎、萎縮性鼻炎、豚赤痢、疥癬、シラミ。又

豚繁殖・呼吸障害症候群とサルモネラ菌現状がモニターされて

います。全ての養豚農場は少なくても月に一回獣医師によって

検査されます。

育成豚の生産	
通常デンマークでの養豚は以下の生産方法によって行われて

います

図２	デンマーク豚肉生産の構造

1.1.2	 生産インフラ

AI: 	人工授精–精液は雄豚ステーションもしくはAIステーション	

から購入されます。

SPF: 	多くの生産者が特定病原体不在(SPF)豚を飼っています。	

SPFはデンマークの養豚における一番健康な豚と言う事がで	

きます。SPF豚は以下の病原体を持っていません。普通の肺炎、	

マイクロプラズマ肺炎、萎縮性鼻炎、豚赤痢、疥癬、シラミ、	

豚繁殖・呼吸障害症候群。これらの疾病は豚の健康状態と関係	

しているもので、肉の品質には影響がありません。又これら	

の疾病は人間にはうつりません。

一軒一軒の養豚農場の豚の健康状態は上記の疾病の有無で定義	

されます。養豚農家単位で豚の健康状態は以下のサイトで調	

べる事ができます。www.spfsus.dk.	

AIステーション

出荷契約

食肉処理工場

一般養豚農家
(子豚から出荷する豚まで生産)肥育農家

子豚生産農家
種

育種

繁殖農場

種豚農場
ボーギルゴー
試験所
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 出産からと畜場に出荷するまでの豚を生産する農場。 

 （統合生産）
 子豚を生産し販売する農家。（母豚農場）
 工場へ出荷する豚のみ肥育する農場（育成期の豚を買って

 それを肥育する

デンマークでは半分近くの養豚農場は統合生産をしています

(３９％)。残りの半分は次のように分けられます。母豚農場

(１２％)、離乳後の豚を育成期の間だけ肥育する農場（５％）、

肥育期の豚のみを育てる農場（４４％）。母豚農場と統合

タイプの養豚場では遺伝子の品質が,種豚の購入や、デン

マークのAIステーションから買う精子、またはその両方の

おかげで向上してきました。多くの豚生産者は母豚農場と

肥育農場の両方を所有しています。ほとんどの育成期の豚

は母豚農場と肥育農場の間で取引されています。

 

取引契約	
デンマークの育成期の豚の約９０％は育成期豚を生産している

３ケ所の決まった農家から１つの肥育農場に出荷されると、

一般に｢出荷契約｣と呼ばれている約束で取引されています。

この契約には通常値段のみならず、豚の健康状態の細かな取り

決めや、品種的な遺伝子的な資質（どんな品種の交配か）が明

記されています。よく知っているひとつの農場からか２，３ヶ

所の農場から育成期豚を買う事によって、肥育農場は病気が自

分の農場に入ってくる事を避けています。

残った１０％はプールシステムで取引されます。ここでは購入

者は、いくつかの生産者から育成期豚を買う事になります。

このシステムでも育成期豚の健康状態、その他は取引明細書に

明記されています。

どの取引タイプであっても売買の際、書類が付随しており受け

取り側にはサプライヤーの情報が知られています。又源が知ら

れていない豚を受け取るというような事はありえません。

マルチサイト生産	
伝統的には子豚の生産と工場への出荷用の豚の肥育は同じ豚舎

で行われてきました。現在は疾病の管理がますます大切になって

きました。そんなわけで今は子豚から肥育豚の生産までやってい

る農家では、複数の分離した豚舎タイプにデザインされており、

ロットごとに成長に合わせた豚舎に豚を移するようになっていま

図３	マルチサイト生産

SIDE 14

雌豚豚舎 育成豚

肥育豚
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す。この事によって豚を移す際に豚舎の洗浄、殺菌を可能にして

います。

新しい豚舎は分離されて作られています。雌豚と肥育豚は距離を

空けた別々の豚舎で飼われています。豚のフローを一方向からに

し、豚舎から他の豚舎への人の動きをできるだけ避けるようにし

ています。

多くの生産者は育成豚と肥育豚を完全に分離した豚舎で飼っ

ています。その結果として大きな豚から小さな豚へ病気が

移ることが大幅に減少されました。

1.1.3	 研究、開発そして製品テスト	
豚の生産者は経営上の意思決定を支援するために最良の研究

情報へのアクセスが必要です。デンマークの豚肉業界は長年

にわたって研究開発に多大な投資をしてきました。政府の資

金援助を受けた研究と共に、この投資はデンマークの養豚農

家を環境保護と動物福祉を重点に置く、最先端の生産者とし

ての地位を可能にしています。

豚肉業界は、すべての養豚農家と個々の研究所のために研究

プログラムを集中化しています。また資源を最大限に活用す

べく業界内で密接な協力をしています。

SEGESは農業理事会の研究組織です。SEGESの役割は

品種改良と養豚関係の研究開発とその結果を広める事で

す。それに加えてデンマークの品種改良制度DanBredの

管理と運営を司っています。目標は豚生産における品質

と生産性の向上にあります。主な研究分野は以下の通り

です。 

 栄養
 繁殖
 環境
 生産方法
 動物福祉
 動物の健康
 人畜共通伝染病
 品種改良(デンマークの繁殖システムの管理)
 開発、広報そして普及ツール

デンマーク豚応用研究プログラム(DAPR)は一番大切な研究

活動で、実際の養豚農家で行われています。常時約１００戸

の農家でテストが行われています。テスト内容は主に、栄養、

繁殖、生産方法、環境、動物福祉そして豚の健康関連です。

この研究は現地の普及センター（SEGESの一部）との密接な

協力で行われます。そのことにより研究成果が迅速に現場に

導入されています。

SEGESのウェブサイト
すべての養豚関係の研究結果が(www.seges.dk)に載っていま

す。このサイトを通し簡単に関連する情報へのアクセスが可能

です。

 

1.1.4	 教育システム		
プロの農場経営者になるためには学校での授業と農場での実習

によって成り立っている専門学校で、教育を受けなくてはいけ

ません。この教育は技術専門学校での授業か農家での実習から

始まります。教育は全部で３年８ヶ月かかります。

卒業後の課程として経営学を修めることもできます。それは

３つの過程に分かれています。
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 生産管理者
 農業ビジネス経営学
 農業経済学者

 

1.1.5	 普及指導サービス
 

 

 

 

 

 

 

デンマークはとても発達した普及指導サービスシステムを持っ

ています。全国に１４のセンターがあります。そこには８０人の

養豚普及指導員が雇われてい、彼らは豚生産者のみに指導をして

います。指導員は地域の豚生産者たちによって雇用、管理され、

又農業理事会の傘下参加に属していることから客観的な立場から

の指導ができます。

約半分の生産者は定期的に指導を受けています(年間約４回)。他

の生産者は動物福祉や、環境考慮関連で生産変更がある時などに

指導を求めています。

指導員の役割は生産者達に一般的な経営指導をする事と最新の

生産法を指導する事です。又豚舎の設計、動物福祉、豚の健康

や飼料の配合などの指導をしています。その他、指導員は順次

に生産者に研修を与える義務を持ち、又専門的な問題のトラブル

シューターとして活躍をしています。

1.1.6	 管理	
デンマークの育種システムでは業界が生産と健康データ、動物

福祉、その他の管理をしています。それに加えてデンマークの

豚生産者は当局の厳重なチェックを受けています。

　

市は畜産農家の設立や変更に当たって、市の条例に則り許可

を与えたり管理をしています。食品庁は多くの衛生管理官を

雇ってい、生産が動物福祉に関する法に則って行われている

かなどを（生産者の自己管理義務を含めて）監視しています。

又食品庁は豚肉の中に薬品や農薬などの残留物が入っていない

かどうかをチェックしています。

食品庁は飼料の管理と肥料計画書の許可と管理を行っていま

す。

 

デンマークの生産者は１６の普及指導センターから幅広い指導サービスを受ける事
ができます。８５人の養豚指導員が生産者たちにアドバイスを与えています。アド
バイスは客観的な立場から与えられます。

養豚普及指導センター：		デンマークの豚生産者は農業協同組合	

に属しており、又農協はデンマーク農業理事会に属しています。	

農協は養豚普及指導センターを持っており、指導などのサービス

を行っています。
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1.1.7	 まとめ
デンマークでは家畜生産をするためには農業教育の有資格

者でなくてはいけません。この資格は農場主が農場を経営、

管理するのに適格であるのを保証しています。

この教育システムはデンマークの生産者が近代的な生産方

法と技術を熟知していることを保証しています。

SEGESはとてもユニークな組織ですべての養豚農家への

公平で客観的普及指導サービスを確保しています。な養豚

農家への普及指導サービスはユニークなもので、これが生

産者達への専門的で、かつ企業利益に影響されない客観的

な指導を可能にしています。

SEGESとの協力関係が必要な行動が迅速に導入されること

を確保しています。これは疾病の予防対策が必要な時など

にとても大事な事となります。
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1.2 品種改良プログラム 

1.2.1	 デンマークの豚品種改良プログラム	

DanBredプログラムに属する中核育種農場と繁殖農場は

DanBredが定義する特別の契約内容を守らなくてはいけません。

全ての育種関係の記録は一つにまとめられ、デンマーク育種

データバンクに登録されます。

育種農家が満たさなくてはいけない最低規模というのがあります。

ランドレースとヨークシャー農家は毎年３００腹子以上の純血

出産、デュロック農家は２００腹子以上の純血出産です。どの

育種農家もランドレース、ヨークシャーそしてデュロック種の

中核総数の１０％以上を所有してはいけません。最大規模の

育種農家は上記の３品種の全てを飼っています。

最低限を設けるのは有効なホームテストをするためです。

 

上限を決めているのはひとつの農場が育種事業を支配する事を

避けるためであり、又保健上の理由から一ヶ所に多くの種豚が

集中する危険を避けるためです。又多数の中核育種群が一つの

農場一人のオーナー化下に属すことを回避するためでもあります。

DanBredプログラムに属するすべての農場は健康証明書を持っ

てなくてはいけません。又月に一度獣医によってチェックが

されています。

1.2.2	 ３品種の特徴	

雑種強勢効果：いろいろな種類の血が混じると雑種強勢効果

が生じます。すなわち子豚は通常、親豚より優れた資質を持

つ様になるわけです。

デンマークの豚育種プログラムでは３品種が利用されています。

雌側ではランドレースとヨークシャー、雄側ではデュロックです。

以下のイニシャルが使われています：L=ランドレース、Y

＝ヨークシャー、D＝デュロック。交配の表示は雄側が最初で

す。例えばLY豚はランドレースの父とヨークシャーの母を表

し、L(YL)豚はランドレースの父とYLの母を表します。

ランドレース（L）
DanBredの交雑育種プログラムで雌側に使われる一つの品種

であるデンマークのランドレースは、加工しやすく良い肉質

を持ち、体質が強健で、足も強い品種です。繁殖能力が優れて

いるのでヨークシャーと交配させ、豚生産において一番のLY,

YL雌豚として使われています。

ダニッシュヨークシャー（Y）
DanBredの交雑育種プログラムで雌側に使われるもう一つの品種

です。赤身率が高く早肥で、飼料効率も高い、良い肉質を持つ

品種です。繁殖能力にも優れ、母豚としての性質も良いので、

ランドレースと並び、ヨークシャー種は豚生産用の最高の母豚

です。

ホームテスト：種豚農場では雄豚も雌豚も体重増加量と	

赤身率が毎日測定されています。又足並びなどの体の	

丈夫さも評価されます。

雑種強勢効果：いろいろな種類の血が混じると雑種強勢効果	

が生じます。すなわち子豚は通常、親豚より優れた資質を持	

つ様になるわけです。
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ダニッシュデュロック(D)
DanBredデュロック種は１９７０年代７−７９年の間に

アメリカとカナダから輸入された品種で、交雑育種プログラム

で活用されています。今日、デンマークの豚生産の大部分で

デュロック種の雄が使われています。

DanBredはヨーロッパで一番多くデュロック種豚を持って

います。DanBredデュロックは産子数が多く、早肥で、

飼料効率も赤身率も高いという特徴を持っています。それに

加え肉質がよく、味も良い品種です。

1.2.3	 交雑育種

LY/YL雌豚とデュロック雄豚を交配させる事によって生

産者は十分な雑種強勢効果を得る事ができ、良い肉質と

最高の生産結果を得る事ができます。

デンマークの３品種：ランドレース、ヨークシャー、デュロック

中核育種、中核育種群：健康な豚の生産のため、繁殖用母豚	

を外部から購入せず、自分で生産している農家もあります。	

それは品種改良が保証されている中核育種群からの精子購入	

を通して行われます。

 DanBred	D種豚	 DanBred	LY/YL	雌豚

強い足と蹄	 高い繁殖能力	
盛んな性衝動	 良い乳房	
高い赤身率	 長生き	
良い肉質	 扱いやすい
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1.2.4	 品種改良の目標

 

 

 

品種改良の目標は、改良事業を通し改善したい豚の資質を包括

した形で表されます。これらの目標には生産者と食肉パッカー

工場への経済性が考慮されています。最終的には、できるだけ

少ないコストで品質の高い豚肉を生産し、それを通しデンマーク

の豚肉の世界市場における競争力を確保することです。

SEGESがデンマークの育種プログラムにおける３品種の品種改良

目標を決定します。この決定過程には豚生産農家と食肉パッカー

会社からの代表者が参加します。

資質というのはいくつかの条件を満たさなくてはいけません:

 遺伝性
 定量（直接もしくは間接的）
 生産経済上の意義
 経済的な価値

品種改良の目標はオスの品種と雌の品種によって違います。

 

一腹子の子豚数:	LP5（生まれて5日後生存子豚数）は繁殖用の

豚の遺伝子がどれだけ5日目の子豚数に影響を与えるかという

ことを表します。この目標はランドレースとヨークシャー種に

のみ適応されます。

飼料効率:	この目標は１キロ体重を増加させるのに使う飼料を	

どれだけ減らす事ができるかによって表されます。単位はFEsv/

kg体重増加で、１FEsv=7.72MJです（FEsvはスカンジナビアの

豚飼料単位）。

1.2.5	 品質上の改良目標		

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

品種改良の目的は、主に赤身率とPSEの除去に関係しています。

 pHおよびPSEに関するこれまでの問題は、DanAvlシステム

がHalothaneおよびRN対立遺伝子をDanBred中核育種群から

除去する事に成功したおかげですでに解決されています。

赤身率
デンマークの豚の赤身率は約60%で、業界ではこれを理想的な

数値と見なしています。今はそんな所から赤身率は今日の改良

目的のほんの一部にしかなっていません。ですが今のレベルを

保持するために、まだまだ育種目標の一部として残しています。

その理由は、デンマークの豚は出荷時に体重の増加をみせて

いる傾向がある事と、他の改良目標特性が赤身率にマイナスの

影響を与える事があるからです。

保水性/PSE
PSE関連の目標はもうすでに達成しているロースで2%未満、

ももで4%未満の数値を保つ事です。肉をどんな目的に使

おうとPSE-豚肉は避けるべきものです。

PSE:	PSE	はPale	Soft	Exudativeの頭文字で、PSEの肉は色が	

淡く、やわらかく、水っぽいです。PSEは、豚がハロセン遺伝

子の一つ又は二つの対立遺伝子を持ち、屠畜時のストレスな	

どにより、筋肉のpHが急低下して起きる症状です。PSE肉は	

加工に適していません。デンマークの豚にはハロセン遺伝子は

存在しません。

pH 値:	豚肉のpH値は、ほとんど水分で成り立っている筋肉内

の水分の酸度を表します。pH値は筋肉の内のグリコーゲンか

乳酸に変換されることによって、屠畜後約24時間下がってい	

きます。pHは肉の保水性に大きな意味を持っています。
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考慮をすべき他の要素が含まれています。例えば疾病、繁殖

能力、気質などで、これらが資質評価点に反映し、育種用豚

の選択時のポイントになるわけです。 

 

品種改良目標に耐久性を入れた結果ランドレースとヨーク

シャー品種における強健性の重要性が低くなりました。しかし

強健性は、この新しい改良目標である耐久性の早期情報指標

として利用されています。

子豚数(LP5、母豚１頭当たり分娩５日目の生存子豚
数)
１９９２年に子豚数の増加が改良目標の一つに入って以来

遺伝子上のレベルで、一腹子当り平均で６匹の子豚が増え

ました。子豚の初期の生存性にフォーカスをあてるため

２００４年からは分娩した数ではなく、分娩後５日目の

生存子豚数が品種改良目的に変わりました(LP5)。

LP5 は分娩時の一腹子の子豚数と子豚の最初の５日間の生存

性の両方を表しています。LP5が改良目標になって以来

デンマークの育種農場と繁殖農場での豚の死亡率が２５％

以上下がりました。

 

1.2.7	 選択指数
選択指数とは繁殖豚の子達のパフォーマンスを指します。選択

指数を使って次世代に最適な豚を選びます。

ゲノムを使った選択
２０１０年からデンマークの育種事業ではゲノムを使った

選択がされるようになりました。DNA分析を使い、ゲノム選択

により正確な選択指数を得る事ができます。現在、ゲノム選択

は全３品種の日常の品種改良事業に使われています。ゲノム

選択のおかげで遺伝子改善レベルが２０−２５％向上しました。

と畜後のPSE-豚肉の発生はハロセン遺伝子と深い関係を持っ

ています。

DanBredの育種群のケースの様に、ハロセン対立遺伝子を中核

育種群から取り除く事によってPSE問題を解決することがで

きます。

pH	
ロースにおけるpH値は約5.5でももでは5.6です。

最近の研究によるとデンマークの豚からはRNとハロセン対立

遺伝子が取り除かれている今、加工時の歩留りにpH値の影響は

ないという事で、pH値はもう品種改良目標の中には入っていま

せん。

1.2.6	 生産性上の改良目標	
多くの品種改良目的は生産性と豚生産の経済に関係があります。

特にそれは飼料効率、強健性、一日当りの体重増加、子豚数そ

して耐久性です。

飼料効率と一日当りの体重増加	
飼料効率と一日当りの体重増加は豚生産の経済性にとても

大きな意味を持つので、この特徴には重点が置かれますそ

れに加え飼料効率の改善は包括的に二酸化炭素放出量に

良い影響を与えます。

強健性	
優れた強健性とは、適切な肢蹄と適切な骨格構成と定義され

ます。優れた強健性は豚の将来の健康と長命を約束します。

 

長命性
DanBredランドレースとヨークシャーの品種の長命性が

品種改良目標の中に入りました。繁殖農家からのデータから、

２度目の出産までの長命性の改良価値が確認されました。

長命性には四肢の強さのみならず、育種用の豚を選択する時に
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選択指数	
品種ごとの育種用雌豚の平均指数は１００と定義されていま

す。育種豚の指数は高ければ高いほど家畜の生産経済価値が

上がるわけです。デンマークの育種システムに入っている豚

には毎週選択指数があてがわれます。毎年、選択指数は８−

１４点増加しています。そんなわけで育種豚の選択指数は

一年ごとに購入時の指数から８−１４点引かなくてはいけな

いのです。２０１５年に購入された選択指数１００の雄豚の

選択指数は２０２０年には４５になるわけです。この絶え間

ない品種改善のため、農家は定期的に育種用の豚を更新する

必要があるわけです。

選択指数の補足として一つ一つの改良特徴の補助指数という

のが登録され、公表されています。これを基に生産者は自分

の家畜を改善するに当って必要な補助指標を持っている雌豚

や精液を選ぶ事ができるわけです。

1.2.8		 育種豚の検査	
一頭ごとの改良特徴を知るために育種豚の広範囲にわたる記録

が集められ、検査がされています。中核育種群農場と繁殖用母豚

生産農場のランドレースとヨークシャー雌豚の分娩は皆登録されて

います。総分娩数は年間で125,000に上ります。1985年以降の

分娩は毎週の指数計算の中に入っています。そんなわけで繁殖用

豚一頭ごとの繁殖能力の評価は的確なものです。

検査は強健性/骨格構造、一日当りの体重増加と肉量の登録です。

これは｢農場現地試験｣と呼ばれている農場で行われる年間10万

頭弱の検査と、それに加えてボーギルゴー試験場で行われる雄豚

年5千頭の検査によって成り立っています。

1.2.9	 トレーサビリティ
全ての育種用の豚は固体識別番号を持っています。

耳しるしと豚の登録	
中核育種農場と繁殖用母豚生産農場で生まれた豚は生後２４時間

以内に、耳に刻み目で固体識別用の数字が入れられます。この

しるしは母豚のIDと連結されています。これらのデータと、

次々に入ってくる中核育種農場と繁殖用母豚生産農場からの登録

は、通常添付ファイルで育種事務所へ送られます。その後データ

は品種改良データバンクに登録されます。

種豚の入出荷
中核育種農場と繁殖用母豚生産農場の出入荷は農場主によって記録

され、前月の数値はSEGESに送られます。そこで情報に間違えが

あるかなどがチェックされ、そして品種改良データバンクに登録され

ます。それと同時に農場の種豚の管理のために一覧表も作成されます。

 

図５	ボーギルゴーでの雄豚のテスト

繁殖農場

育成期用豚舎

食肉処理工場

AIステーション
隔離豚舎

5500

5200

4350750

3000

2250

ボーギルゴー試験所
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品種改良結果は測定される数値そのものでか、貢献する

利益で評価されます。経済的には改良成果はD(LY)の

屠殺畜豚一頭当りDKK10.00の貢献利益となっています。

DanBredの種雌豚は他社の豚とよく比較されます。比較結果

には議論の余地がありません。DanBred の品種改良結果を

生産農家へ伝える技術が、顧客が希望する資質を持った高

品質製品という形でお客様に貢献をしています。

種付けリストと分娩記録	
中核育種農場と繁殖用母豚生産農場種豚と育種農場での種

付けは１４日以内に育種事務所に連絡されます。登録される

内容は、種付け日、分娩日、分娩子豚数、５日目の生存

子豚数です

 

1.2.10	 品種改良制度の管理	
育種事務所は記録されたデータに間違いや不足がないかなど

を品種改良データバンクとクロスチェックをして管理してい

ます。クロスチェックの内容は親豚の名とID番号の一致とか、

分娩日が種付け日と合っているか、その他です。

純種系譜は豚の品種改良では決定的な意味を持っています。

選択指数の算出の際には、何世代も遡って血がつながって

いる豚一頭一頭の資質が調べられ考慮に入れられます。

出てきた選択指数が選択の基になるので純種系譜のデータは

正しくなければいけません。

 

加えて、遺伝子改良がどれだけ生産農家で活用されているか

が定期的に評価されています。

1.2.11	 まとめ
DanBredの全ての中核育種群にハロセン対立遺伝子は存在

しません。ハロセン対立遺伝子がないので、PSEが発生

しないという事はデンマーク豚肉の品質に大きな意味を

与えます。

赤身率と分娩子豚数は、品種改良の結果がそのまま生産農

家に現れます。一日当りの体重増加と飼料効率は、品種改

良された豚の資質と生産環境とがお互いに影響を与えるの

で、生産農家での成果は種豚農場で得られる数値の約９０％

です。
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1.3.1	 法令及び業界ルール	
動物保護に関する法では豚を含む家畜は適切な畜舎で適切に

世話をするようにと謳われています。

法内容は以下の通りです：

 解き離れて飼われている妊娠豚の

 スペース関する法

 妊娠している母豚と初産豚の豚舎の

 床形状関する法

 母豚と初産豚に藁か他の繊維を多く

 含んでいるものへのアクセス関する法

 全ての子豚と屠畜用豚に遊具への

 アクセス関する法

 豚舎に病気の豚用の檻の設置に関する法

 豚舎外へのアクセス関する法

 尻尾切りと歯削りに関する法

 麻酔と沈痛手段を含む雄子豚の去勢に

 関する法

ダニッシュ生産基準は動物福祉に関する、自主的に監査され

またISO 17065によって承認されている規制を持っています。

動物福祉は当局の監査と管理下に置かれています。

1.3.2	 豚舎	
豚舎は生産性、豚の健康と福祉に考慮して設計されています。

設備は豚を怪我させないように、又掃除がしやすく長持ちす

るように作られています。

動物福祉に関する法は豚を収容する囲いとスペースは豚の必

要に応じたものでなくてはいけないと明記をしています。

これが豚が餌を食べたり、水を飲んだり、休む時の十分な

スペースを保証しています。これに加え、豚舎は必要に応

じて豚を風と天候から守ることができなくてはいけません。

２０ｋｇ以上の豚を入れる豚舎には豚が体温を調整できる

よう、シャワーシステムを取り付けるよう義務付けられま

した。

1.3 動物福祉

２０００年７月１日以降に作られた、２０ｋｇ以上の豚と妊娠中の豚用の豚舎には、豚が体温を調整できるようなシャワーシステムの導入が義務付けられました。
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豚舎には十分な数の病気の豚用の囲いが作られ、常時少な

くても一つは用意されていなくてはいけないと義務付けら

れています。雌豚の豚舎用での場合はその囲いの面積は

解き離れて歩き回スペースの少なくても２,５％と明記さ

れています。

２０ｋｇ以上の豚と妊娠中の豚を収容する用の豚舎には

シャワーシステムの導入が義務付けられました。このように

して暑い日などに豚は体温を調整します。

広さの条件
豚舎は豚が無理なく横になったり、立ち上がったり、休んだ

りできるようにデザインされてなくてはいけません。又清潔

な場所へのアクセスや、他の豚を見ることができるというの

が義務付けられています。広さの条件は豚の重さによって変

わります。

２００５年１月１日から豚舎には、病気の豚用の囲いを作る事が義務付けられました。そんなわけで病気や怪我をした豚は直ちにその囲いに移され、そ
こで十分な世話がされるようになりました。

豚舎には十分な数の病気の豚用の囲いを作る事が義務付けら

れています。病気や怪我をした豚は直ちにその囲いに移され、

そこで十分な世話がされます。

必要な広さと豚の体重

 体重間隔	kg 必要な広さm2

 <10 0.15  
 10-20 0.20  
 20-30 0.30  
 30-50 0.40  
 50-85 0.55  
 85-110 0.65  
 >110 1.00 
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設備と素材
豚体と接触のある囲いや設備の素材は豚には危害を与える

物であってはいけません。又洗浄と殺菌が簡単にできなく

てはいけません。デンマーク豚応用研究プログラムは新し

い設備のテストをし、それを基に設備と素材に関するガイ

ドラインを製作します。

床
床は豚が怪我をしないよう、滑りやすかったり、でこぼこ

であってはいけません。又その作りは豚にとって安全であり

快適でなくてはいけません。表面は平らで安定しており、

豚の大きさと重さに耐えられる物でなくてはいけません。

横になるスペースは快適で、清潔で水はけが良くなくて

はいけません。もし寝藁などを敷く場合は清潔で乾燥し

ていて、又豚にとって安全なものでなくてはいけません。

子豚、母豚と屠畜用豚に関しては、法で義務付けられる

最低面積の三分の一はコンクリ床かスノコ、又はその二つ

を合わせたタイプにしなくてはいけません。子豚用のみの

場合は床の二分の一上記のようにと定められます。

水の供給
生後２週間以上の豚には十分な浄水へのアクセスがなくては

いけません。

給餌器と水の飲み口の形状と取り付け位置は、餌と水が汚染

されないように考慮がされてなくてはいけません。通常水は

好きな時にいくらでも飲めるようになっています。

換気と空調
舎内の温度、換気と埃の有無は豚の福祉にとって重要な要素

です。高すぎる温度を下げたり、湿気や埃を吸い出すために

も適切な換気は必要です。

機械的な換気をしている全ての豚舎に非常換気と警報システム

の取り付けを義務付けています。警報は農場内でのサイレンか、

消防署への警報になります。

デンマークの豚肉業界は豚舎環境に関する普及サービスを行っ

ています。豚舎環境の管理に問題を持っている生産者は、専門

の教育を受けた技術者にアドバイスを求める事ができます。

技術者は換気の専門業者と協力をして、どのようにして問題

が解決できるかの提案をしてくれます。

採光
自然採光があるか、４０ルックスに相当する人工照明が、少な

くても８時間ないといけません。通常豚舎は人工照明と窓の両

方を持っています。

藁
母豚と未経産豚を解放して収容する豚舎では藁を敷く事と高

食品繊維へのアクセスを義務付けています。子豚と肥育期

の豚用の「２つの環境」豚舎では豚をそこに移す際藁が敷

かれます。

藁は豚の鼻でかき回す習性を満たすだけの十分な量がなく

てはいけませんが、又現在の豚舎システムで必要とされて

いる、衛生と環境への考慮も満たさなくてはいけません。
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遊具
全ての豚舎で、又どのライフサイクルの豚にも、豚の鼻で

物をかき回す習性を満たすために十分な量の藁、その他の

遊具を豚に与えなくてはいけません。遊具は藁、干し草、

木材、おが屑、コンポストなどで、豚には危害を与えない

ものでなくてはいけません。自然素材で作られたロープを

豚にあてがう事もできます。

舎内の温度、換気、そして埃の有無は豚の福祉にとって重

要な要素です。高すぎる温度を下げ、湿気や埃を吸い出す

ための適切な換気は必要です。

妊娠中の豚はおそくても、交配後４週間から放し飼いタイプ

の豚舎に移さなくてはいけません。

清掃
衛生上の理由、特にサルモネラ菌問題が起きないように、子

豚と肥育期の豚用の豚舎はお互いを遮断する囲いでもって、

他の囲いの中の豚と直接的な接触ができないように設計され

ています。こうして囲いごとの定期的な掃除と消毒を可能に

しています。

妊娠中の豚はおそくても、交配後４週間から放し飼いタイプの豚舎に収容されます。.

舎内の温度、換気、そして埃の有無は豚の福祉にとって重要な要素です。高す
ぎる温度を下げ、湿気や埃を吸い出すための適切な換気は必要です。機械的な
換気をしている豚舎では非常換気と警報システムは義務になっています。
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｢全豚入れ替え｣式の生産は益々多くの農家で取り入れられる

ようになりました。これは同じ豚舎の中で一つの豚のグループ

から別のグループの豚に疾病などが伝染するのを避けるため

の方法です。新しいグループの豚を入れる前に囲いは十分に

掃除され、消毒されます。そのために多くの掃除や消毒がし

やすい素材が開発されています。

1.3.3	 母豚と未経産豚の豚舎
妊娠中の豚と未経産豚は遅くても交配後４週間までに、

グループ単位で放し飼いにする豚舎に収容され、そこに分娩

予定日の７日前まで入っています。交配後４週間までは

ストールで飼うのが許可されます。ストールの中は豚が横に

なったり立ち上がったりできる様に設計されてなくてはいけ

ません。 

 

母豚一頭当りでは少なくでも1.3㎡、未経産豚一頭当りでは

0.9㎡のコンクリかスノコ、又はその二つの合わタイプの床

でなくてはいけません。そこには藁の類(藁、おがくず、その他)

当局と業界の密接な関係、及び効率のいい情報と普及システムにより、新しい規則や法令は素早く現場に導入されています。

が敷いなくてはいけません。面積の条件は豚の総頭数や何割

未経産豚が含まれているかで変わってきます。  

２００６年１月１日から豚をつなぎ留めるのは禁止されてい

ます。

母豚用の豚舎には、豚が体温を調整できるよう、シャワーを

取り付けることが義務付けられています。

分娩予定日の一週間前には、スラリーを流すのの妨げになら

なければ、適切な量の巣作り用の材料を豚に与えなくてはい

けません。

　

1.3.4	 管理
動物福祉に関する法には下記の項目があります:

 動物は苦痛、疾病、恐怖、永続する障害と不快から守ら

 れなくてはいけない。
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 動物を飼う者は餌と水を与えると共に、その動物の生理

 　的及び習性的なニーズに考慮をしながら世話をしなくて

 　はいけない。

言い方を変えるとデンマークの豚は皆、少なくても一日に一度

は餌が与えられ、様子が見られないといけないという事にな

ります。同様に病気や怪我をしている豚は、直ちに治療がさ

れるか病気用の囲いに移されなくてはいけません。病気用の

囲いは十分な数がなくてはいけません、又常時少なくても一

つは用意されてなくてはいけません。

当局と業界の密接な関係、及び効率のいい情報と普及システムに

より、新しい規則や法令は素早く現場に導入されています。

もし豚が回復しない場合は処分されるか、獣医と相談しなく

てはいけません。

離乳は早くても生後２８日です。洗浄と消毒がされている豚

舎に一括して豚を移す場合は生後２１日でも可能です。この

タイプの豚舎は、疾病の伝染を避けるため雌豚の豚舎から離

れた所に作られています。母豚もしくは哺乳期の豚の福祉、

健康上の理由で早めに離乳をさせることも可能です。

尻尾切り／歯削り／去勢
母豚又は他の豚への危害の危険性がない限りは尻尾切りと歯

削りはきまりきった作業としては行っていません。農場にお

いて尻尾への危害が認められた場合は子豚の尻尾切が行わ

れることがあります。その場合には生後２日から４日の間に

行われまた尾全体の半分までと規定されています。又尻尾切り

の前にそれが必要な事を証明する書類が作成されなくてはいけ

ません。それに加えリスクアセスメントと、将来尻尾切りを

避けるようにするための行動計画を作成しなくてはいけません。

歯削りは生後４日目までにと、決められています。又この作業

は獣医か特別の研修を受けた者でないと行う事ができません。

歯切りは禁止されています。

子豚の去勢は局所麻酔と沈痛治療を伴い、生後７日までの間に

行われなくてはいけません。局所麻酔を行う者は公的に承認

された子豚局所麻酔に関する研修を修了した者でなくては

いけません。

1.3.5	 生産と豚舎の発展推移
公的な研究機関でも民間の研究機関でも豚舎での豚の環境を

良くしようとする研究と試験が行われています。研究活動は

各研究機関の間で調整されており、いくつかの研究グループ

が同じテーマで研究を進めています。いろいろな所で、様々

な観点から研究されるというこのやり方は研究成果を素早く

現場に導入させることを可能にしています。研究開発の内容

は動物倫理評議会に確認されており、また世論そして市場か

らの要求が反映されています。

研究開発活動の主な目的は、すでにある豚舎を使っての動物

福祉と豚の健康の向上と新しい豚舎システムの開発にあります。

動物福祉、健康分野の主な研究開発内容は以下の通りです：

 妊娠中の豚のための放し飼い式の豚舎
 授乳中の豚のための放し飼い式の豚舎
 子豚と肥育豚用の囲いの設計
 子豚と肥育豚の遊具
 尾を噛む事の予防
 病気の豚用の囲いの利用法
 外部環境

これらの研究活動はオーフス大学農業科学学部（1.1.3参照）

の基礎研究や、豚肉業界がやっている現場を使っての研究な

どであり、関連のある研究機関が協力をして行なっています。

生産者は経験を通して研究開発に協力するのみならず、現場

を研究目的のために解放しており、そのおかげで新しい研究

成果のすばやい現場導入を容易にしています。
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1.3.6	 取り締まり
獣医官はいつでも農場と運搬車を調べる権利を持っていて、

そして必要な書類をチェックすることができます。EU委員会

の役人も同様の権利を持っています。

当局は少なくても養豚農家全体の５％を毎年検査し、それに

加えて動物虐待の疑いがある農家を検査します。大規模農家

では動物福祉に関する自己管理システムを持っていなくては

いけません。自己管理システムは少なくても年一回、開業獣

医師によってチェックされなくてはいけません。それに加え

動物福祉がデンマーク製品基準の一部として、毎年第三者

からの監査が行われています。

また全ての開業獣医師は動物虐待を目撃した場合は当局に

その旨を通告する義務を持っています。農業理事会の職員も

動物虐待を目撃した場合は同様の通告義務を持っています。

又何かの関係で養豚農家と接触がある人たちのために、SEGES

の職員によって運営されているにホットラインが設立されてい

ます。このホットラインは動物虐待の予防となっています。

食肉処理工場に豚が入荷した際、動物虐待があったかどう

かの監視が行われます。

1.3.7	 まとめ
公的な機関及び民間の管理がデンマークの豚が適切に飼われ、

世話がされている事を保証しています。公的な機関と業界の

密接な協力と効率の良い広報と普及システムにより、新しい

法令と条例は現場にすばやく伝えられます。

研究開発活動のおかげで、最近の知識に則った、法にも社会

からの要求にもかなう豚舎システムが、常時作り上げています。

国と民間の研究機関の密接な協力によって多くの観点から

の研究開発が進んでいます。ひとつの例は国の研究所の動

物習性の研究結果で、これは新しく開発される豚舎システム

の設計に活用されています。

全豚カテゴリーの福祉と健康においてデンマークの法律と

業界協定はEU内で一番厳しい物のひとつです。
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1.4.1	 法令及び業界ルール	
動物保護に関する法以外にデンマークは健康と環境に関しての

法を持っています。これは環境汚染と養豚場の環境への影響に

関するもので内容は下記の通りです：

 養豚場の立地条件と規模豚舎の設計
 立地と家畜生産地域関連する放出上限
 糞尿利用の条件

SEGESは養豚場に生産計画と運営そして環境保全のアドバイス

をしている養豚及び環境普及員のために指導ガイドラインを開発

しました。

1.4.2	 農家の立地設計	
立地選定	
養豚農場の立地選定に関する法で以下の所には3家畜単位

（AU）以上の農場を設立したり、拡大したり、変更をする

事が許可されません。

 現在又は将来、市街地か観光用地と指定されている所
 産業、リクリエーション又は他の目的で使用されている用地
 上記の所より50m未満しか離れていない所
 近隣の住宅から50m未満しか離れていない所

 

以上に加え改修、拡張などで年750kgNH3/N以上のアンモニア

を放出する養豚場は環境関係の許可を得なくてはいけません。

距離に関する義務(上記参照)以外にアンモニア蒸発の削減に関

する義務もあります。

飼料の変更、豚舎の改良、化学的生物的な空気浄化法など

を通してどうやってアンモニアの蒸発や、異臭の害を抑え

る事ができるかという研究と開発が数多く行われています。

詳しい事はSEGESのウェブサイトwww.seges.dkをご

参照下さい。

養豚農場の立地に関しては、図6に示してあるようなその

他の条件を満たさなくてはいけません。

環境、食品省は養豚農場の設立と糞尿の貯蔵、散布そして

利用に関しての細かな規定を持っています。

 

ハーモニーに関する法	
豚生産の規模に一致した、糞尿を散布できるだけの十分な農地

を確保していなくてはいけません。農地は農場主自身の所有

か短期又は長期の小作地です。又契約で糞尿を散布できる他の

農場主の農地であってもいいわけです。

1.4  生産環境   

環境、食品省は養豚農場の設立と糞尿の貯蔵、散布そして利用に関しての細か
な規定を持っています。例を挙げると、デンマークではヘクタール当り窒素分
140kgに値する糞尿しか畑に散布することができません。
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豚舎設計
豚舎は地下水、湖水と流れを汚染しないように建てられてない

いけません。豚舎の床は日常の使用いに耐えられる丈夫なもの

でないといけません。又豚舎は適切な下水システムを持ってな

くてはいけません。

1.4.3	 家畜の糞尿の貯蔵と散布	
肥料分、特に糞尿内の窒素分が失われるのを制限するため、糞

尿の貯蔵、散布、利用に関しての厳しい法律が作られました。

養豚農家からは年間ヘクタール当り最高170kgの窒素分に相当

する糞尿しか散布できません。加えてリンの散布の制限もあり

ます。それ以上の糞尿を持っている農家は、余剰の分を他の

農家に引き取ってもらうか、散布をしてもらうという書面上の

約束を持たなくてはいけません。 

糞尿を最適な時期に散布できるよう、タンクの容量は通常少

なくても９ヶ月分なくてはいけません。液状になっている糞

尿内のアンモニアの蒸発をできるだけ抑えるため、タンクに

は隙間のないカバーがされてなくてはいけません。

液状の糞尿を散布するのは液状肥やしは黒土には浸み込ませる

方法か、発育している作物にはホースを引き摺りながら流す方

法で撒かれます。これは肥料が効率良く吸収されるように、

そして臭害を抑えるために行われます。

全ての農家は、毎年以下の計画が義務付けられています：

 緑地を含む、作物別に表記した輪作表。
 リンと窒素の必要量を明記している肥料計画書。
 糞尿と他の肥料の使用量が書かれている８月１日

　　から７月３１日までの肥料計画書。

肥料計画書は窒素の必要量と消費量が書かれてなくてはいけ

ません。豚の糞尿に含まれる窒素分は最低75%は活用されなく

てはいけません。肥料計画書は毎年当局に提出しなくてはいけ

ません。

1.4.4	 生産方法
デンマークではほとんどの豚は換気と暖房設備のある、断熱材

の入った豚舎で飼われています。一部の妊娠をしている豚は断

熱材なしで、藁を敷くタイプの豚舎で飼われています。通常生

後４週間以降は、ロットごとに豚を移す｢全豚入れ替え｣方式が

使われています。約5%の雌豚は屋外で飼われています。

母豚
妊娠中の豚は種付けの４週間後から放し飼いの豚舎で、グループ

ごとに入ります。このタイプの豚舎は様々な仕切りや給餌システ

ムを使っています。

授乳中の豚は一頭ずつの、特別に作られた囲いに入っており、床

は一部か全部がスノコになっています。子豚たちをできるだけ守る

ように特別に考慮をされた囲いです。囲いの中は仔豚たちにとっ

図5：	豚舎、糞尿タンク、その他の設備の立地条件
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肥育豚
肥育豚は囲い当り12-18頭入れ、餌は食べ放題にしています。

ほとんどの豚舎は自動的に調整される強制換気装置を持って

います。肥育豚はスノコタイプ床の豚舎で飼われていますが

床の面積の1/3はコンクリか、排水溝が付いた床にしなくて

はいけません。「全豚入れ替え」のロット式の生産は健康と

衛生の観点からほとんどの農家で導入されています。豚は

約30kgの時に肥育豚用の豚舎に入り、100 -110kgの時に

出荷されます。

今デンマークで広がりつつある生産システムは、哺乳期

(7-8kg)が終わってから出荷(約110kg)まで同じ豚舎で飼う

方法です。

ほとんど全ての養豚農家はその土地の普及員に援助をして

もらって豚舎のセクションごとの生産管理を行っています。

そうして雌豚、子豚そして肥育豚の最上の生産性を図って

います。豚の繁殖、飼料の消費量と一日当りの体重増加量

の数値が記録されています。

1.4.5	 管理と監査
養豚農家の設立、糞尿の貯蔵と散布に関しては市が条例通り

に行われているかをチェックしています。市は定期的に、全

ての農家をチェックします。

豚舎用の新しい設備はそれが適切に稼動し、又豚のニーズを

満たしているかを調べるため製品テストが行われます。

スノコ床に関しては、関連メーカーと研究所の協力により

デンマーク・スノコ床管理機関が設立されました。この機関

はデンマークで販売されているスノコ床が機能と耐久性が必

要条件を満たしているかをチェックしています。同様に豚舎

用設備、換気システムメーカーと研究所の密接な関係が、

研究と試験結果そして養豚農家の経験が、新しい製品の開発

に活用されるのを可能にしています。
雌豚は分娩予定日の７日前に分娩豚舎に入り、子豚の離乳までそこにいます。
分娩豚舎では一頭ずつ用の特別の囲いに入ります。囲いは子豚をできるだけ守
るように作られています。

て快適な環境も組み入れられています。先見性のある生産者は、

授乳中の雌豚が放し飼いになっている豚舎を導入しています。

雌豚は分娩予定日の７日前に分娩豚舎に入り、子豚の離乳まで

そこにいます。分娩豚舎では一頭ずつ用の特別の囲いに入り

ます。囲いは子豚をできるだけ守るように作られています。

離乳した子豚
離乳した子豚は20-40匹のグループごとに囲いに入れられ、

ライフサイクルに最適な温度と換気条件の下に育てられます。

典型的に囲いは屋根付きの部分と、一部がスノコなっている所

に二分されています。餌は食べ放題で、仔豚たちは約7kgの

時に入り約30kgの時に出て行くという「全豚入れ替え」方式

の飼育がされています。
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デンマークの関連当局が家畜の糞尿に関する規則が守られ

ているかの監視をしています。これは毎年の肥料計画書の

確認と、もう一つは一部の農家の監査という形で行われて

います。規則が守られていない場合は罰金でもって罰されます。

　

離乳した子豚は通常20-40匹のグループで新しい囲いに移ります。

典型的な囲いは屋根が付いている場所と、一部スノコ床になって

いる場所の２つの環境を持つものです。

豚舎用設備、換気システムメーカーと研究所の密接な関係が、研

究と試験結果そして養豚農家の経験が、新しい製品の開発に活用

されるのを可能にしています。

1.4.6	 まとめ
畜産農家の設立、糞尿の貯蔵、散布に関する規則のおかげで肥料

が環境を汚染したり、水質を悪化させるのではなく、作物生育

サイクルの一部になる事を保証しています。又この法令が

畜産農家の廃棄物が肥料として活用されるのに貢献をして

います。

業界の協定にサポートされた公的な監査システムは規則が遵守

されるのを保証し、また動物福祉と豚の健康に考慮した優れた

豚舎と設備を持つ農家であることを確保しています。

離乳した子豚は通常20-40匹のグループで新しい囲いに移ります。典型的な囲いは屋根が付いている場所と、一部スノコ床になっている場所の２つの環境を持つものです。
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1.5.1	 法令及び業界ルール
デンマークは動物福祉への考慮と豚が危害を受ける事を避ける

ために豚舎の設計に関して数多くの法的な義務を設けています

これに加えて業界は豚の高い健康レベルを確保するために、

デニッシュ製品基準というガイドラインを作りました。

SPF農家に関しては特別の通告が存在します（SPFとは特定

病原菌不在という意味です）。この通告には外部からの汚染

の保護や特定した疾病の監視の義務が謳われています。

開業獣医は高い健康レベルを保持するために大切な役割を持っ

ています。獣医に関する法は獣医の義務と権利を謳っています。

この法は動物用の薬品に関する法規、養豚農家との健康アド

バイス契約に関する法規、そして動物福祉の自己管理に関する

法規の基になっています。

食品中のサルモネラ問題を抑えるため、デンマークには豚の

サルモネラ菌に関する規制があります。

1.5.2	 普通の農家とSPF農家の豚の健康		
デンマークでは通常２つの健康レベルの評価を持っています。

普通の農家とSPF農家の豚の健康レベルです。伝統的な(普通)

の農家の豚にはシステム化された健康状態のチェックはあり

ません。ですがほとんどの普通の養豚農家もSPF農家と同様の

伝染病予防方法を基に運営されているので、オーナーもかかり

つけ獣医も豚の健康状況を把握しています。

前記の様、SPFは特定病原菌不在という意味です。SPF豚は、

マイクロプラズマ肺炎、アクチノバチルス症、胸膜肺炎、豚赤痢、

豚繁殖・呼吸障害症候群、疥癬、シラミ、萎縮性鼻炎といった

治療が必要な疾病を持っていません。SPF農家では原則的

に豚の完全入れ替式が義務付けられています。豚が豚舎を出た

ら、次の豚が入って来る前に豚舎は洗浄、殺菌され、暫く空のま

までおいておかれます。SPF生産方法の安全性は豚の念密に

 

計画された生産計画、細心の伝染防止の努力、そして定期的な獣

医の管理によって成り立っています。

SPF豚は上記の病気の内の一つに罹ってもいいのですが、その

場合は条件付のSPF豚になります。例を挙げるとSPF＋msです

(マイクロプラズマを持ったSPF豚という意味です）。

約80%の母豚、40%の肥育豚がSPF認定を受けています。それに

加え多くの農家がSPF認定を受けていなくてもSPF方式を基本に

して養豚をしています。

SPF方式のもっと詳しい情報はhttps://spfsus.dk/sus/en-GB/から得

る事ができます、又このホームページからデンマークの全ての

農家の豚の健康状況を調べる事ができます。

1.5.3	 獣医食品局の獣医検査官		
獣医
デンマークでは獣医は国家資格制度になっています。食品、農業、

漁業省に登録されている獣医のみに、動物への医療行為が認めら

れてい ます。獣医は獣医食品局の地域支局に、特定の疾病

が発生した場合 はその旨を報告する義務を持ち、又公的な

伝染病撲滅プロ グラムを支援する義務を持っています。

獣医は処方箋義務のある薬品は薬局からか、医薬品庁から認定

を受けた卸業者からしか買うことができません。薬品を買った

り薬を処方する時には自分の認定番号を記入する義務を持って

います。獣医は５日分の薬を与えてもいいことになっています。

農家とアドバイス契約を結んでいて、長期間農家に薬を置いて

いてもいい場合は、獣医は薬を与えず処方箋を農場主に手渡し

ます。誰が薬の処方をし、誰が抗生物質やワクチンなどを含む

薬の販売をするのかははっきりと区別されています。

開業獣医は動物虐待の現場を目撃した場合は直ちにそれに対応

しなくてはいけません。ひどいケースの場合は警察に訴える事

が義務付けられています。

1.5 健康 
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獣医の資格を持った所長
獣医食品局は中央事務局と北部、南部、東部の３つの地域支局に

よって成り立っています。支局ごとに、動物保護法の管理、

伝染病防止の監視と対策などの責任を持つ所長を配置して

います。

1.5.4	 健康管理及び治療
獣医は自分で診断をした場合のみに豚に投薬をしたり、薬

の処方をする事ができます。予防の目的で抗生物質を与え

る行為は禁止されています。

一部の薬は獣医しか投薬ができません。投薬をして、豚の

出荷を控える期間が生ずる場合、獣医は口頭と筆記で生産

者にその旨を説明しなければいけません。

 

フルオロキノロンの投薬は当局によって厳しく制限されて

います。デンマークにおいて２０１９年のフルオロキノロン

の豚への投薬は皆無です。２０１０年豚肉業界は任意的に

第三世代と第四世代のセフェロスポリンの使用を禁止しま

した。２０１９年において全国でその薬の総使用量は

２００ｇ未満でした。コリスチンの使用は２０１８年から

段階的に使用をやめました。２０１９年においてコリスチン

の豚への総使用量は２００ｇ未満でした。

デンマークの養豚農家の９０％以上が獣医と正式に健康アドバイス

契約を結んでいます。この契約で獣医は年間４−１２回農家を訪れ

ます。

病気の診断をし治療を始めたら、獣医は（もし農場主が健康アド

バイス契約を獣医と結んでいなければ）処方箋が必要な抗生物質

と化学治療薬を含む薬は最高５日分しか与える事ができません。

獣医は薬や処方箋を手渡す時に以下の事を筆記で養豚場に伝えなく

てはいけません：

 病気の名
 どの豚が治療されるのか
 どの薬を使うか
 薬の分量
 どのように薬を与えるか
 工場へ出荷を控える期間

 
筆記の説明書は農家で５年間、そのコピーは獣医が５年間保管

しなければいけません。

残った抗生物質と化学治療薬を含む薬は治療の期間が過ぎたら

農場に残しておく事は許可されません。

生産者が処方薬を使う場合以下の事項が記録されなくてはいけ

ません：

薬は使用される度にどの豚に与えられたか、どの薬品か、どれだけの量を与え
たか、又投薬の期間はいつまでかなどが細かく記録されています。
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 どの豚が治療されたか
 治療の開始と終了の日付け
 使用された薬名
 治療の理由
 投薬方法と分量

上記の記録は農家で５年間保管されなくてはいけません。

健康アドバイスの契約/動物福祉の自己管理	

全ての大規模の農場は開業獣医と健康アドバイス契約を結ば

なくてはいけません。他の生産者は任意的に健康アドバイス

の契約を結ぶ事ができます。任意であろうが義務であろうが

獣医と生産者の間の契約内容と条件は同じです。獣医と健康

アドバイス契約を結んだ生産者は、自己管理プログラムを作

成しなくてはいけません。業界は養豚農家での動物福祉に関

デンマークの養豚農家の９０％以上が獣医と正式に健康アドバイス契約を結んでいます。この契約で獣医は年間４−１２回農家を訪れます。

健康アドバイス契約の義務：300頭以上の母豚，末経産豚か雄豚、	

3.000頭以上の肥育豚もしくは6.000匹以上の子豚を飼っている	

農場は担当の獣医と健康アドバイスの契約を結ばなくてはいけま	

せん。獣医のアドバイス訪問回数は母豚農場で年９回、肥育豚	

農場では４回になります。



39豚肉業界品質マニュアル

豚の生産 

する業界規約を持っています。これを生産者の自己管理プロ

グラムの基にする事もできます。改行獣医は生産者の自己管

理プログラムを継続的に監視しなくてはいけません。

アドバイスの訪問回数はどんなタイプの豚を飼っているか、

農家がどのカテゴリーに属しているかで決まります。どの

カテゴリーに属するかは農家に動物福祉や薬品使用に関し

た問題があったかどうかで決まります。

獣医は農家を訪問した際、動物福祉と健康状態の全体像を把握

しなくてはいけません。獣医は少なくても３ヶ月に一度、動物

福祉と健康状態、そして他の必要な全ての項目を評価している

報告書を作成しなくてはいけません。

獣医は契約をした農家のカルテを作成しなくてはいけません。

カルテには以下の事項が記入されていなくてはいけません：

 与えたり処方箋を書いた薬の情報（薬品名、総量、一回分

 の投薬量、病名）
 生産者に指示した、豚の出荷を控える期間
 養豚家の書いた薬品使用記録のコピー、その記録と使用を

 しなかった薬の情報を基にした一覧表 
 試験所での検査結果
 アドバイス訪問の結論
 訪問報告書のコピー

生産者は獣医がカルテに記入した情報のコピーを受け取ります。

カルテは少なくても２年間保管されます。

どんなグループの豚を飼っているか、農家がどのカテゴリーに

属するかによって、健康アドバイスの契約を結んでいる生産者

には、獣医は35-63日分の処方箋を与えることができます。

1.5.5	 VETSTAT記録	
デンマークでは家畜の薬品消費はVETSTAT（獣医の薬品利用

の統計）によって記録されます。このデータベースには治療

に使われた全ての薬品、血清そしてワクチンが登録されていま

す。薬局、獣医そして飼料工場はVETSTATに以下の情報を送

る義務持っています：

 治療される家畜の種類と歳
 農家の識別(CHR番号)
 診断 (処方の理由)
 薬品の名称と量
 処方箋を書いた獣医名

情報は人畜共通病センターが、薬品がどのように使用されて

いるかを細かく分析するために使われます。VETSTATに記録

されているデータはどの動物、年齢、診断、そして他のパラ

メーターにのっとった医薬品消費の分析のデータとなります。

このデータにより、当局は医薬品の使用と耐性菌の発生との

関係をより明確に調べることができると期待しています。

また生産者と獣医はVETSTAのデータの標準と自分たちの

医薬品消費量を比較することができます。

この情報は生産者と獣医しかアクセスができません。生産者

は自分の農家のみ、獣医は自分が健康アドバイス契約を結ん

でいる農家の情報のみにアクセスができます。この情報を

利用し生産者と獣医は、医薬品消費量をモニターしそれが

イエローカード範囲内であるかをチェックする事ができます。

当局もこの情報へアクセスをする事ができます。

「イエローカード制度」
VETSTATに記録されているデータを基に、養豚農家の抗生物質

の使用量限度が制定されました。養豚農家で制定された分量以

上の抗生物質を使っている所は、イエローカードの警告が与え
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VETSTATのデータベースを使い人畜伝染病センターはデンマーク

の豚生産における薬品の使用量を分析しています。分析の結果は

不必要な抗生物質の使用を抑えるために使われます。

家畜の健康と薬による治療の細かな記録のおかげで、全国で飼

われている豚の健康状態の詳細が把握されています。

られます。イエローカードの警告は９ヶ月以内に抗生物質の

使用量を限度量以内にしなくてはいけないという意味です。  

1.5.6	 管理システム	
全ての養豚農場は少なくても年に一度獣医の訪問があります。

大規模の養豚農場は健康アドバイス契約が義務付けられてお

り、年間４回から９回の訪問があります。

SPFの育種と繁殖豚農家はSEGESの獣医による訪問が毎月あり、

その時現場での検査とSPF疾病の試験用に血清とバクテリア

サンプルが採られます。

SPFの肥育豚農家ではかかり付けの獣医によって監視されます。

年一回の血清検査でもって、普通の（マイコプラズマ）肺炎と

悪性の肺病、そして場合によってはPRRSのチェックがあります。

獣医が持っている全ての記録を食品庁は入手する事ができます。

健康アドバイスサービスの決まりを違反する深刻なケース、又

は違反を繰り返す事があった場合は、獣医も生産者も処方箋が

必要な薬を使っての豚の治療を５年間できなくなります。業界は

と体に抗生物質が見つかった場合の罰金制度を導入しています。

ランダム検査でと体から抗生物質が見つかった場合は生産者に

罰金が課されます。

デンマーク工科大学食品研究所内の人畜伝染病センターは常時

抗性菌、薬品の使用量、その他を監視しています。それらの結

果は毎年DANMAP報告書で発表されています。

1.5.7	 まとめ
デンマークでは動物に予防的な治療として抗生物質を使う事は

禁止されています。それに加え獣医は抗生物質の処方を出す事

はできますが、それを販売する事はできません。上記の規定の

おかげでデンマークの抗生物質の使用量は全体的に少なく、

又イエローカード制度の導入により消費量は減少しています。



41豚肉業界品質マニュアル

豚の生産 

1.6.1	 法令と業界ルール	
飼料関係の法令は環境、食品省の管轄です。現行の｢飼料

に関する法｣は関連するEU法を全て含んでいます。法

の目的は飼料の取引を規制する事でそうして買い手側を悪

質な飼料や配合飼料を買わされるのを守る事です。飼料の

品質に関して法は｢飼料は正しく与えられたら、人や家畜

そして環境になんの危害も与えない場合にのみ使う事が許

される。」と謳っています。法は配合飼料に関する細かな

取り決めも含んでいます。

飼料と飼料生産業者が満たさなくてはいけない規定は環境、

食品省の食品庁が定めています。例えば飼料内のサルモネラ

菌撲滅規定などです。

デンマークは豚肉業界が率先して2000年1月に成長促進目的の

抗菌性飼料添加物の豚の飼料での使用を禁止しました。

 

法的に決められていること以外、飼料業界は豚の齢、体重、生産

状況に応じた、豚が必要なアミノ酸、ミネラル、ビタミンの含有量

を含むSEGESガイドラインというのを持っています。これは

あくまでもガイドラインですが飼料業界全体がこれを守っています。

多くの実験の結果、業界は雌豚、子豚、肥育豚用に別けた一つ

一つの原材料の使用限度に関するガイドラインを作りました。

例を挙げると、肥育豚の飼料に最高どれだけの植物油を使用し

てもいいかの推薦値です。それは具体的には、最高１％の菜種

油や大豆油などの多価不飽和脂肪酸です。

EUの規則では飼料会社は飼料を販売する際、飼料が含む原材料

と栄養分を明記した掲示文を付随しなくてはいけません。

1.6.2	 資料の構成内容	

ほとんどの飼料はいくつかの原材料と添加物によって成り立って

います。飼料は栄養価値と消化性によって評価されます。  添加

物とは飼料の性質又は肉製品そのものに効果を与える物質や

飼料に混合する製品と定義されます。添加物としてはアミノ酸、

微量ミネラル、ビタミンそしてプロバイオティクスなどが挙げ

られます。

配合飼料が必要な栄養分を含んでいるというのは、一つ一つ

の原材料の豚肉の品質への影響を示しているわけではなく、

豚がどれだけ早く成長し、生産者の経済性にどんな影響があ

るかを意味しています。そんなわけで原材料の分量はあくま

でもガイドラインであって、当局はそれを管理をするわけで

はありません。

1.6 飼料 

栄養分:飼料はいろいろな栄養分によって成り立っています。

飼料のカロリー、アミノ酸、ビタミン、ミネラル量を知る事

はとても重要です。	飼料添加物:	飼料でない物質、微生物や製品

で以下の効果を

目的に飼料や水分内に入れるもの：	a)	飼料品質にプラスの効果	

b)	 肉にプラスの効果がある		

c)	 家畜の栄養分のニーズを満たす効果		

d)	 家畜生産の環境影響にプラスの効果		

e)	 家畜生産、歩留り、動物福祉そして特に腸内の細菌叢	

	 又は飼料の消化にプラスの効果		

ヨー素値:ヨー素値は脂肪に含まれる不飽和脂肪酸を量る値です。

飼料に不飽和脂肪酸（例えば魚粉から）が多く入っていると豚	

肉の脂肪分のヨー素値が高くなります。肉の賞味期間のために	

は飼料の配合に考慮をし、脂肪分のヨー素値を高くしないよう	

にしなければいけません。
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雌豚、子豚そして肥育豚では飼料の消化性と栄養分の条件が

違ってきます。原材料の分量のガイドラインは原材料の栄養

価値がはっきりと定義され、一定したものである事が前提です。

ガイドラインには次の事項が考慮されています：

食欲	 飼料が食欲をそそらない物であったり、

  害になるものが入っていると食は進みません。

肉の品質 いくつかの材料は肉の味、色、硬さ、賞味期間に

  悪い影響を与えます。例を挙げると40kg以上の豚

  には魚粉を与えません

その他の生産者へのアドバイスは：

 新しい配合飼料はゆっくりと慣らしていく事

 飼料を配合する際は注意深く行う事.

1.6.3	 原材料
デンマークの豚用の配合飼料は主に大麦/小麦と大豆粉によっ

て成り立っています。大麦/小麦は全体の５０−７５％を占め、

大豆粉は２５％程までです。残りは下記の様ないろいろな原

材料で成り立っています：

菜種粉

菜種が配合飼料に占める量は最高１５％です。 

ヒマワリ紛

ヒマワリ紛が配合飼料に占める量は最高１５％です。

エンドウ

主に肥育豚に利用され、配合飼料の４０％

を占めます。使われるのはまれです。

  

魚粉

子豚の配合飼料にのみ使われます（40kg

まで）。通常全体の10%未満です。

脂肪

植物性と動物性の脂肪が使われます。

配合飼料に添加される脂肪分は典型的に

1-3%です。

肉と骨粉

EUでは肉及び骨粉の使用は禁止されています。

 

ケータリング副産物

動物タンパクを含むケータリング副産物

の使用は禁止されています。

乳製品

主に離乳期の豚に使われ、通常配合飼料

に最高25%まで使われます。

デンマークの豚用飼料は主に大麦/小麦と大豆粉によって成り

立っています。抗生物質を成長促進のために飼料に入れる事は

2000年から禁止されています。

1.6.4	 栄養分の基準
肥料の原材料を評価の際下記の基準が使われます：

アミノ酸	
最適な成長と赤身率を確保するため基準値が決められています。

基準値は飼料内の最低量で表されます。基準値が下回と生産

効率が減少します。
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ミネラルとビタミン	
ミネラルとビタミンの基準は豚の最低摂取量に少し余裕を持た

せた量になります。必要以上の量を与える事は薦められていま

せん。

1.6.5	 飼料の製造
飼料はペレット状の出来上がった物を買うか、生産者の所で配

合される粉状のものになります。約40%の豚の飼料は飼料会社

で配合され、残りは農家で配合されます。

飼料会社でも生産農家でも飼料の配合の際は、業界が作った

栄養分の基準を基に行われています。この事によって成長に

最適で、赤身率を高くする遺伝子を活用できる、健康に良い

飼料が確保されるわけです。

添加物の混合	
EUの飼料衛生に関する規定で全農家が正式に食品庁に登録

される事が義務つけられました。純粋な添加剤や混合添加物を

混ぜて飼料を配合する農家はHACCP農家として登録されなく

てはいけません。又飼料業界と同じようにHACCP原則

（危害分析重要管理点）に則った品質管理システムを持たなく

てはいけません。工場で出来上がった配合飼料を使ったり、

工場で作られた補足飼料やミネラル混合飼料を使って飼料を自分

の所で配合している農家は品質管理基準（Good Manufacturing 

Practice）に則って登録されなくてはいけません。

餌料は既成の配合飼料か農家の自己配合飼料です。現在は豚の

飼料の６０％は農家の自己配合です。

デンマークの豚用飼料は主に大麦/小麦と大豆粉によって成り立っています。抗生物質を成長促進のために飼料に入れる事は2000年から禁止されています。
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サルモネラ
デンマークの養豚業界はサルモネラ伝染を予防するため多くの

ガイドラインを作ってきました。

 

環境、食品省は飼料会社にサルモネラ菌撲滅の義務を課しています。

ほとんどの飼料会社は飼料を少なくても８１℃で殺菌する事でこの

義務を満たしています。サルモネラ菌で汚染された原材料も同様に

８１℃で殺菌されます。以上の結果デンマークの豚生産者が買う全

ての飼料は、このサルモネラ菌管理制度でカバーされています。

 

サルモネラ菌の伝染を避けるためにサイロと給餌装置の衛生レベル

を上げるためのガイドラインがあります。一般的に言って生産者の

農地で生産される麦類、エンドウ、その他がサルモネラで汚染され

豚の飼料は完成品として買われるか、生産者の所で配合されて

います。現在、約60%の生産者は自分の所で配合をしています。

ているのはまれです。大切なポイントは原材料を保管する所

に鳥、ハツカネズミ、ドブネズミが入らないようにすること  

です。 

1.6.6	 給餌方法	
給餌器の選択はドライ給餌かウェット給餌かで、又量を制限 する

か食べ放題にするかで決まります。  

ドライ給餌には粉かペレットがあります。豚はペレットタイプ の

飼料を粉タイプを食べる約２倍のスピードで食べます。水を 同時

に与えるとスピードは上がります。ウェットタイプの給餌 は一番

早いです。  

食べ放題にするか量を制限するかの選択は体重増加、赤身率

そして飼料消費量で決まります。

豚の飼料は完成品として買われるか、生産者の所で配合されています。現在、約60%の生産者は自分の所で配合をしています。
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体重増加率が伸びると囲い当りに生産される豚の数が増えま

す。ですが肥育豚用の豚舎に十分なスペースがある場合は、

これといった経済的なメリットは見られません。又飼料の値

段と、食肉処理場で赤身率に対する支払いがプラスになるか、

マイナスに働くかによっても条件は変わってきます。どんな

豚グループを飼っているか、豚舎の作り、飼料タイプそして

飼料戦略から一番適切だとみなされる給餌方法が選ばれます。

1.6.7	 管理
デンマークでは環境、食品省の獣医食品局が飼料会社の飼料が

必要な栄養分、添加物、その他が含まれる様に配合されているか

どうかを管理しています。

 

EUで認められている一連の化学及び微生物分析方法で飼料は

分析されています。

顕微鏡を使っての植物学的な分析を行い、獣医食品局は配合飼料

がラベルで表示されている物と内容物とに差がないか、又表

示されていない物が入っていないかを見ています。EUでは飼

料に表示されている内容と当局の検査結果の許容範囲を決め

ています。検査と分析の結果は年報を通して公表されます。

以上の様な形で飼料会社が正しく飼料を配合し、又規則が守

られているかが監視されています。

飼料会社は自己管理プログラムを導入しています。そんなわけで

当局の監査は飼料会社の自己管理記録の監査に変わりつつあります。

以上の理由から果飼料サンプルの分析検査数は減ってきました。

飼料会社への獣医食品局の監査は会社がどんな基準の自己管理を

採用しているかで違ってきます。獣医食品局は飼料と原材料の

サンプルを危機管理評価の原則で採集します。そんなわけで

サンプリングは偶然的に行われているわけではありません。

認定された方法でのみ分析されます。監査と分析結果は会社名と

共に年報で公表されます。

獣医食品局は飼料入っている添加物を入荷量と使用量をチェック

して、又実際に工場でと販売会社でのランダムサンプリングで検

査をしています。検査と分析結果は年報でもって会社名と共に

公表されます。

獣医食品管理局はサルモネラ汚染の検査のため飼料のサンプルを

検査し、また生産ラインの検査も行います。その結果は四半期

ごとに公表されます。

それに加え獣医食品局は毎年全養豚農場の約5 %で検査を行い、

農場のレベルでも飼料に関する法が守られている事を確かめて

います。

レディーミックスの飼料は業界の試験農場でテストされ

ます。子豚、肥育豚用などのレディーミックスを与え、

豚の成長具合を見、飼料の経済性が評価されます。飼料

は飼料会社には知らせずに購入されるので、養豚農家が

購入する飼料と変わらず、客観的な評価が可能なわけで

す。

当局の検査の補足として、豚肉業界は市販されている飼

料とミネラルミックスの主要な栄養分の含有量を定期的

にチェックしています。

1.6.8	 まとめ
当局の飼料の監査は飼料の成分、栄養分、添加物、又

飼料内にあってはいけない物があるかどうかのチェック

をしています。この監査が飼料品質の絶え間ないチェック

になっており、又豚肉内にあってはならない物質の残留

がない事を保証しています。同様にこの事が飼料会社が、

養豚農家と飼料会社の間で決められた栄養分を含む飼料

を生産する事を確保しています。
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飼料を介しサルモネラ菌が農家に入り込んでいくことは上記の

管理プログラムによって最小化されています。すべての監査結果

が公表されるという事実が生産者の不評飼料会社への迅速な反応

を保証しています。

当局の監査とそれを補足する豚肉業界の普及制度と飼料に

関する基準が、美味なデンマークの豚肉を作り上げています。

ガイドラインにある一つ一つの原材料の基準量を守る事で、

生産者は高い生産性と最善の肉質を得る事に成功しています。



47豚肉業界品質マニュアル

豚の生産 



48



49豚肉業界品質マニュアル

第2章は豚の運送、係留所での収容そしてスタニングが記述されています。

上記は肉の品質, 動物福祉そして豚の健康にとってとても重要なものです。

この分野は養豚家、運送業者そして食肉処理組合会社間の調整がスムーズ

な、デンマークの統合された生産方法の長所が顕著に表われています。

豚の運送及びスタニング

2
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出荷、運送、工場での受け入れそしてスタニングは動物福祉と

肉品質に大きな意味を持っています。

デンマークの豚肉業界と当局はこの大切な段階での豚の取り扱

いをより良くする為に長年努力をしてきました。その事が生産

者の取ってスムースな出荷、良く設計された運送トラックと良

く組織された運送システム、そして益々改善されている食肉処

理工場での係留とスタニングという形で実を結んでいます。

出荷は農場から工場まで直接に行われます。動物福祉やトラック

の設計などで規定を上回るレベルを持っている業界ガイドライン

を基に、農家、運送業者そして食肉パッカー工場は三者間の密接

な調整を行っています。SEGESは養豚農家に、豚の出荷条件を

細かく描写しているパンフレットを作っています。(付録５参照)

2.1.1	 生産者	
養豚農家が食肉処理組合会社のメンバーになると、その会社に

豚を出荷する事が義務付けられます。同様に食肉処理会社は

生産者が出荷する豚を受け入れる義務を持ちます。最近では

生産者が豚の一部を他の会社に出荷が可能な制度が作られまし

た(分割出荷)。

生産者は自身で豚を運送するか、食肉処理会社に手配をしても

らうかを選ぶことができます。

2.1.2		 運送業者と食肉工場の協定
豚の運送は食肉処理工場が一日中満遍なく豚が工場に入荷する

ように調整をしています。工場は一社か複数の運送会社と豚

運送の契約を結んでいます。

運送会社は決まった数の養豚農家をカバーするルート

を持っています。この様な形で同じ運送会社が同じ農家

に毎回豚を受け取りに行く様になっています。

契約には運送料金とカバーする地域が明記されています。

契約には生産者が一度に多数の豚を出荷した場合や、夜

間に出荷した場合には運送料金を安くするということが

明記されています。良い出荷設備や、トラックへの搬出

設備は動物福祉のプラスになり、出荷効率も高めるので、

そんな設備を持っている農家へは運送料金の割引という

形で見返りがあります。

2.1.3	 運送業者のライセンス
運送業者は豚の運送のライセンスを持たなくてはいけません。

ライセンスは食品庁が発行します。

豚を運送する運転手は運送中の豚のニーズを理解し、又その

特別の研修を受けなくてはいけません。豚の運送に携わって

いる全ての運転手が豚の習性とニーズを理解する事により、

豚にとっての最適な運送が確保されます。

家畜の運送に携わる全ての者が家畜運送の基礎研修を受ける

事が義務付けられています。研修はこの分野のルールと規制

が対象となります。それに加え運転手と同乗者は家畜種類別

の特別研修を受けなくてはいけません。この研修は職能資格を

与える事ができる研修です。食品庁から許可を得た教育機関が、

試験に合格をした運転手にこの資格を与えています。2008年

1月5日からこの資格を持つことが義務付けられています。　

豚を運送するトラックは国の管理下の機関で車検を取らなく

てはいけません。又豚肉業界は新しいトラックは全てHST

(豚運送手引き)に記述されているガイドラインに沿って装備

されなくてはいけません。この事によりトラックが最新の

ノウハウに則ったものであることが確保されます。

2.1.4	 短い運送距離	
デンマークではほとんどの場合、養豚農家はいつも同じ食肉

処理工場に出荷する様な仕組みになっています。この事が短

い運送距離を可能にしています。95%のケースで運送時間は

3時間未満です。

2.1 概要
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2.1.5	 管理システム
豚の食肉処理工場までの運送の管理は当局の「動物福祉移動

チーム」と呼ばれている部署が司っています。それに加え食

肉処理工場で獣医の検査があります。動物福祉移動チームは

警察と獣医管理部の職員によって成り立っています。食肉処

理工場では獣医管理部の獣医官が検査をします（2.3運送と係

留所を参照）。

国から委託されている車検場がトラックが車と動物福祉に関

する法を満たしているかを検査し、車検を与えます。

動物福祉移動チームは豚の運送のランダム検査を行い、積み

過ぎがないかどうかやトラックのメンテ状態などを調べます。

それに加え当局の検査として、又食肉処理工場の自己管理

プログラムの一部として衛生状態、積み過ぎの有無、そして

豚が出荷に適していたかがチェックされます。

工場に入荷の際、全ての豚はEUの動物性食品に関する検

査規定854/2004/EFに則って、当局の獣医検査が行われます。

それに加え、獣医が係留所とスタニング設備の管理を行って

います。

2.1.6	 まとめ
デンマークでは豚の運送、係留所での収容そしてスタニング

がとてもスムーズにいくように調整されています。その基本

は下記の通りです：

  
 短い運送距離 
 運送業者と食肉処理会社の間で定められた契約
 生産者は普通同じ食肉処理工場に豚を出荷する
 生産者の所へ普通同じ運転手が豚を取りに来る
 豚が大切に扱われる.

これらの配慮の結果として： 

 運送中の疾病の伝染を最小限に抑える事ができる
 動物福祉に考慮をした最高の運送
 運送と係留中でのとても低い死亡率
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章では農家におけると畜豚出荷用に作られた設備と出荷

過程が記述されています。

2.2.1	 法令及び業界ルール
出荷用の設備は普通の豚舎に関する法、すなわち、屋内で

飼われる子豚、育種用及びと畜豚に関する法（104/2000）

と屋内で飼われる妊娠している豚及び若雌豚に関する法

(404/1998)が適用されます。上記の２つの法は後改定されて

います。

トラックへの搬出も家畜の運送中の福祉に関するEU規定

(EU No.1/2005)に則して行われなくてはいけません。運送

中の動物福祉に関してはEUの指示(64/432/ECと93/119/EC)、

そして規定(EU No.1255/97)が適用され、運送中の動物の

保護に関するしてはEUの規定(1729/2006)が適用されます。

 

デンマークの法では農家を出る前に豚にははっきりとした

印が付けられ、生産者の識別できる様にされなくてはいけ

ません。

疾病の伝染予防と動物福祉のために業界は出荷用の囲いの

ガイドラインと出荷規則を作成しました。ガイドラインは

業界のホームページwww.seges.dkに載っています。

2.2.2	 豚への生産者番号のタトゥー	
出荷の前に全ての屠畜豚は５桁の番号が腿の所に付けられま

す(5.5.1参照)。この番号で工場ではどこの生産者から豚が

出荷されたかを識別しています。

番号が読めなかったり２桁以上の数字が読み取れない場合は、

生産者に支払われる価格からDKK20.00が差し引かれます。

デンマークの豚肉業界の構造改革により、ロット単位の

出荷が可能になりました（詳細は2.3.4を参照）。具体的

には、生産者はトラック単位での出荷ができるようになり

ました。その場合は一頭一頭の豚に番号を付ける必要はあ

りません。ロット単位の出荷は一頭一頭番号を付けての

出荷の代わりになる、任意的な選択肢です。

2.2.3	 出荷方法		
疾病の感染を避けるため、そして出荷の際の豚への思慮か

ら、現在多くの農家が出荷用の設備を持つようになりました。

出荷の設備には次の４つのタイプがあります：

 
 出荷用の囲い
 出荷用の運搬車輌
 出荷用の特別の場所
 直接出荷方法

 

出荷用の囲い	
出荷の際豚は他の豚から隔離されている囲いに移されます。 

出荷用の特別車輌	
この車輌は移動可能な出荷用の囲いです。出荷される豚はこ

の車輌に移され、運送業者のトラックが来る所まで運ばれま

す。この方法だと農家の他の豚は運送業者のトラックからの

疾病の感染を避けられるわけです。出荷用の運搬車輌には豚

は最高２時間しか入れておくことができません。デンマーク

では出荷用の車輌の使用はどんどん減ってきています。  

出荷用の特別の場所	
これは出荷のために特別にあてがわれている場所で運送会

社のトラックが到着する直前に、豚はその場所に追われて

行きます。これも農家の他の豚への感染を避ける手段です。

直接出荷方法
直接出荷方法では豚は飼われている囲いから直接運送会社

のトラックに積み込まれます。出荷中その囲いは他のセク

ションから隔離されます。

2.2 出荷  
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出荷設備には通常滑り止めの付いたスロープやコンクリの

台が付いています。良い積み込み環境は動物福祉になり、

又出荷作業の効率を高めます。

積み込み時の電気突き棒の使用は禁止されています。

2.2.4	 疾病の予防	
疾病が運送トラックから農家の豚に伝染する危険性は下記

のガイドラインを守る事により最小限に抑えられます。

 
 出荷設備は、そこで使う道具や作業員が農場の他の

 セクションから隔離される事
 出荷の度に念入りな洗浄と消毒が行われる事
 出荷設備の下水道と糞尿溝は他の豚舎と直接つながっ

 ていない事
 運送トラックの運転手は出荷設備までにしか入らない

 

2.2.5	 管理システム	
デンマークには出荷設備の設計を支援できる普及員のネット

ワークが全国に持っています（1.1.5参照）。業界は出荷設

備のガイドラインと、豚出荷の際の規則を持っています。

良い出荷設備と搬出環境は動物福祉になり、又出荷作業の

効率を高めます。食肉パッカー工場は農家が出荷用の設備を

持っている場合は運送料金の割引という形で農家に報います。

普及サービスとこの料金の割引は動物福祉の推進と疾病

の伝染の予防に貢献をしています。

当局の獣医官は豚が両方の腿に一つ以上のタットゥーがない

かどうかをチェックします。もし一つ以上あった場合は動物

愛護法の違反になり、生産者に警告が与えられます。

2.2.6	 まとめ	
デンマークの出荷設備は疾病の伝染予防、動物福祉そして効

率の高い出荷作業を目的に作られています。生産者は業界が

作成した豚の出荷に関するガイドラインを無料で手に入れる

事ができます。

豚を苦痛やストレスを与えずに出荷するためには次の事が大切

です：

 別のグループの豚をできるだけ混ぜない様にして積み込む
 追い込みは乱暴にしない事
 出荷設備に豚を詰め込みすぎない事
 丈夫でで滑りにくい搬出台がある事

正しく丁寧に豚を取り扱う事によってPSE、出血、皮へのダメージ

を最小限に抑える事ができます。

生産者の番号を付けると食肉パッカー工場で豚の生産者を識別

する事ができるわけで、これがEUのタットゥー、登録、そして

豚のトレーサビリティーに関する規定を満たす事になります。
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この章は豚の運送と工場の係留所での収容を記述しています。 

2.3.1	 法令と業界のルール	
豚の運送と運転手とその助手の教育はEUの運送中の家畜の保護

に関する規定1/2005を基に行われています。デンマークの法務

省はより多くの規則を含む通知1728/2006と1729/2006を導入

しました。

工場の係留所の設計、係留所に収容されている豚の取り扱い方、

スタニングと屠畜方法はEUの規定1009/2009に則ります。

EUの動物性食品の検査規定854/2004/ECでは豚の生体は工場に

到着後２４時間以内に、そしてと畜前２４時間以内に獣医に

よって検査されると謳われています。

技術研究所の一部であるデンマーク食肉技術研究所、DMRIは

良い肉の品質を確保するために多くのガイドラインを作成しま

した。これらのガイドラインは農家での出荷から大分割された

枝肉が工場から出荷されるまでを扱っています(付録6参照)。

係留場とスタニングのセクションで働いている従業員に特別の

教育を与える事が工場に義務付けられています。

2.3.2	 出荷の通知	
生産者は通常豚を一週間の決まった曜日に出荷をします。ほ とん

どの豚は委託された運送会社が運送しますが、少数の生 産者は自

身で豚を運送をします。

通常生産者は木曜日に工場にメールで出荷の連絡をします。

工場への入荷が毎日満遍なく行われ、又不必要な待ち時間を

避けるために工場は豚の運送を調整しています。これは一人

一人の運転手に工場への豚の納入の時間を指定するという形

で行われています。

約80%の運送会社はいつも決まった工場へ豚を納入しています。

残りは運送の度ごとにどこへ豚を納入するかの連絡が工場から

入ります。

2.3.3	 運送	
豚の福祉に考慮された運送を確保するために、トラックには

適切な搬入用の台、滑り止めの付いている床、そして強制換気

装置が付いています。

その他、下記のガイドラインが守られなくてはいけません：

 トラック内の仕切りごとに入れる豚の頭数は最高15-20

 積荷の超過はあってはいけない
 運転は慎重に、又不必要な車輌の停止は避ける事
 工場と約束された納入に関する約束を守る事
 豚を誘導する時は誘導ラケットを使う事。電気突き棒は
 使用禁止
 全てのトラックは工場を出る前に洗浄される事

豚を受け取りに行く時は、健康レベルの高い豚を飼っている

農家から始めます。サルモネラ菌などで感染されている疑いの

ある豚は特別運送になり、又食肉パッカー工場では注意深く扱われ、

他の豚と別にして屠畜されます。

もし生産者が自身で豚を食肉パッカー工場へ運送する場合も、出荷

時に用意しなくてはいけない書類は、委託された運送会社に課

されるのと同様です。少数の生産者が自分自身で豚の運搬をします。　

農家に到着する前、運転手は生産者に電話で連絡を入れ豚が

準備されているかの確認をします。これは疾病の伝染を最小

に抑えるためであり、又スムーズな出荷作業は動物福祉にな

るからです。

農家を出る前運転手は豚が出荷に適しているかをチェックしな

くてはいけません。病気や怪我をしている豚で自分で運送

2.3 運送と係留所  
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トラックに入れない場合は、特別な条件下でのみ運送が許され

ています(例えば動物用救急車)。もし病気や怪我をしている豚が

自身でトラックに入れる場合は、その豚をトラック内で他の豚と

別にできる時にのみに運送が許可されます。基本的には健康な

豚のみが食肉パッカー工場への運送を許可されるわけです。

運送ごとに次の書類が作成されます：

 出発場所と日付け
 運送時間 (出発と到着時間)
 運送豚数
 生産者の名
 目的地
 トラックとトレーラーのナンバー
 運転手名/運送会社名
 納入時間

工場に到着したら運転手は書類にスタンプを押し、その書類を獣

医管理部の獣医官に渡します。全ての運送トラックはGPSで監視さ

れており、これを又運送ルートや時間の管理に使うことができる

わけです。生産者が自分で豚を運送するケースでも、多くの

場合同様にGPSで監視されています。

食肉処理工場での納入が終わるとトラックは洗浄され消毒され

ます。 

　

運送中の豚への配慮として、全てのトラックに搬入用の台、滑り止

めの付いた床、強制換気設備が付いています。獣医が工場への搬入

の際豚をチェックします。搬入及び豚が係留所に収容されている時

に電気突き棒を使うことは禁止されています。

豚を納入した後、病気の伝染を避けるため全てのトラックは洗浄、
消毒されます。
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運送中の豚への配慮として、全てのトラックに搬入用の台、滑り止めの付いた床、
強制換気設備が付いています。獣医が工場への搬入の際豚をチェックします。搬入
及び豚が係留所に収容されている時に電気突き棒を使うことは禁止されています。

2.3.4	 ロット単位の出荷	
デンマークの豚肉業界の構造改革により、益々多くの大規

模の生産者がトラック一台単位で豚を工場に出荷をする様

になりました。業界からの希望で新しい法も導入され、今

では農家は一頭一頭の豚にタットゥーをしなくても出荷が

できるようになりました。農家へのトレーサビリティーは

｢ロット識別｣でする事ができます。この方式は生産者と工

場が同意をする事が前提で、又生産者、運送会社そして食

肉処理工場は必要条件を満たさなくてはいけません。ロット

単位の出荷は生産者にとって、一頭一頭へのタットゥーに代

わる任意的な選択です。もし生産者がタットゥーをしないで

豚を食肉パッカー工場へ出荷したい場合は、生産者は一ヶ所

の特定した子豚生産者から子豚を購入するという契約を持って

いなくてはいけません（1.1.2参照）ロット単位で出荷をする

農家数はまだ限られていますが、これからは増えていく事が予

想されています。

2.3.5	 係留所にて	
食肉処理工場には滑り止めが付いた、調整の効く入荷用の台を

持っています、これがスムーズで安全な搬入を可能にしていま

す。電気突き棒は、入荷時そして係留所に収容時での使用が禁

止されています。豚は自分の意思で移動をする事になっています。

工場での搬入の際、獣医は怪我を発見しやすいので豚が移動を

する時に観察しています。運送中に怪我をした豚は治療がされ

るか直ちに屠畜されます。

運送書類にはトラックが運んでもよい豚の総数が明記されて

います。獣医は書類をチェックしてトラックに積み過ぎが

あるかを見ています。

　

獣医にチェックされた後豚は屠畜されるまで係留所の中のに

約１時間収容されます。係留所は良く換気されており、そこ

で水分の補給も可能です。それに加え囲いには霧を噴霧する

装置が付いていて、気温が高い時には豚の体温を下げられる
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様になっています。これはストレスレベルを下げて動物福祉

に貢献し、良い肉品質も可能にしています。

豚が係留所で一晩過ごす場合には餌が与えらます。同様に

豚が週末を係留所で送る事になったら毎日餌が与えられ

様子を見られます。

獣医が全ての動物福祉に関する規則が守られるのかを管理し

ます。豚はトラックから係留所に移動する時にチェックされ

ます。怪我は豚が動いている時に発見しやすいのです。

運送中に怪我をした豚は治療されるか直ちに屠畜されます。

2.3.6	 管理システム
全ての豚運送用のトラックは国の管理下の機関で車検を

取らなくてはいけません。又車検はトラックの中に保管

されなくてはいけません。

運送ライセンスと運送書類を見る事によって獣医は豚が

正しく運送されたかをチェックします。死んだり怪我を

した豚があった場合にはそれが記録されます。

獣医管理部が運送が容認でないようなものであると

見なす場合は、運送会社に警告が与えられます。ひどい

ケースでは運転手は警察に訴えられるか、工場への立ち

入が禁止されます。

その他、獣医管理部は以下のランダム検査を行います：

 トラックに積み過ぎがないか
 トラックが工場を出る前に洗浄と殺菌がされているか

 　どうか
 係留所での収容は適切に行われているか

EU規定(854/2004/EC)によると獣医はと畜の前に豚を目で

チェックをしなければならないと謳っています。通常豚は

トラックから搬入される時に検査されます。もし豚が係留所

で一晩過ごす場合は、その豚はと畜直前に再チェックされま

す。全ての食肉処理工場に病気の豚を収容できる囲いがあり、

そんなわけで病気の豚を詳しく見ることができるようになり

ました。

獣医は動物介護に関する法の全が守られているかを確認しま

す。その一つの例が豚が移動している時の視覚検査で、豚が

足を引きずってないか、又外的な怪我がないかを見ています。

獣医が全ての動物福祉に関する規則が守られるのかを管理します。豚はトラック
から係留所に移動する時にチェックされます。怪我は豚が動いている時に発見し
やすいのです。運送中に怪我をした豚は治療されるか直ちに屠畜されます。
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この検査では豚が病気か、疲れきっていないか、攻撃的か、

又何か他の異常を表してないかなどを見る事ができます。病

気であったり、薬の影響があるとみなされたを豚はもっと詳

しく検査され、診断がなされます。正しい検査をするために

屠畜後に再検査をする必要がある場合は、豚は単独に屠畜され

なくてはいけません。

係留所では獣医の助手が豚が水を飲めるようになっているか、

設備がうまく稼動しているかどうか、豚の福祉の妨げになって

いる事があるかを毎日チェックしています。食肉パッカー工場

も毎日豚の搬入と係留所の自己管理をしています。

2.3.7	 Resultat	
豚の正しい出荷、運送そして係留所での収容は以下の結果を生

じます。

 最小限の損傷
 動物福祉
 疾病の伝染を最小限に抑える
 ストレスのレベルが低く良い肉品質を得られる
 完全なトレーサビリティ

食肉処理工場での運送トラックの洗浄と消毒の義務は疾病の

伝染を最小限に抑えています。

工場への短い運送時間、法で決められている以上のレベルを持つ

豚運送用のトラック、そして適切な豚の取り扱いが運送中と係留

所内での死亡率を0.01%までに下げています。私たちに手に入れ

られる限りの情報ではこの数値はどの主要豚生産国が持っている

ものよりもずっと低いです。
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2.4.1	 法令と業界ルール	
EUの法規では全ての豚をと畜前に気絶させなくてはいけないと

謳っています(委員会指示1099/2009)。 

2.4.2	 スタニング
豚は空気と二酸化炭素を混ぜたものでスタニングされています 

(85-90%の二酸化炭素)。 

デンマークの多くの食肉パッカー工場で、豚が自然にまた強制

されずに前進して行くグループスタニング方法を導入しています。

この新しい方法では豚は自動的に開閉する扉を通して  

5頭から8等の単位でスタニング室へ穏やかに導かれます。

スタニングされた豚はひっくり返され、足かせで吊り下げられた

後、大動脈が切開されます。約95%のデンマークの豚はグループ

単位でスタニングされます。

近代的なスタニング方法では豚は自動的に開閉する扉を通って

ゴンドラの中に入っていきます。ゴンドラの扉が自動的に閉ま

ると豚は二酸化炭素が充填された地下室に下ろされ、そこで気

を失います。ゴンドラは所定の位置まで引き上げられ、そこに

到着すると豚はひっくり返され、足かせが付けられと畜準備が

整います。

下記の理由でデンマークでは豚を二酸化炭素でスタニングして

います：

 効率的なスタニング
 グループ単位でスタニングができる
 グループ単位にすると電気突き棒は不要
 豚にとって不快な事を最低限に抑えられる
 肉の品質に影響がない
 従業員にとって安全

出血死に至るまで気を失っている事を確実にするため、豚には

十分な時間二酸化炭素が与えられます。高いスタニング品質を

確保するために、二酸化炭素の濃度と与える時間が調整されま

す。典型的には、地下のスタニング室に降りていく間、10秒以

内に最低70%の二酸化炭素が与えられ、地下室の底の所では最

低90%の濃度になります。スタニングと大動脈切開のインター

バルは二酸化炭素の濃度にも左右されますが約60-90秒です。

この工程でも動物福祉への考慮は必要不可欠です

2.4.3	 監視と管理システム	
獣医管理局の獣医は二酸化炭素によるスタニングが正しく行

われているかを常時チェックしています。その日の操業開始

の時、又日中も幾度か、獣医は豚を気絶させるだけの二酸化

炭素の濃度があるかを見ています。食肉処理工場もスタニング

の装置の自己監査を毎日行っています。このセクションの従

業員は皆、豚が意識を取り戻したかどうかを注意するように

指導されています。

2.4 スタニング 

自動的に開閉するいくつかの仕切りを通り、豚は自分の意志で、
また強制されることなしに前進して行き５−8頭のグループ単位
でスタニングされます。現在、デンマークの約95%の豚は屠畜前
グループ単位でスタニングされます。
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2.4.4	 まとめ	
概要	
業界は二酸化炭素の使用は一番豚の福祉に考慮したスタ

ニング方法だと見なしています。電気スタニングを二酸化炭

素スタニングに替えた事によって、PSEの頻度が半分になり

(1.2.5参照)、又血斑と骨折事故の発生が減少しました。

 

血斑
電気スタニングを使うと特にロースと腿の部分に血管の破裂か

らくる血斑が発生します。二酸化炭素スタニングのおかげで

電気スタニングと比べて血斑の発生率を75%減らす事に成功し

ました。二酸化炭素スタニングに替ってから、電気スタニング

で起きる様な骨折事故はなくなりました。

PSEの頻度	
デンマークでのPSEの発生頻度はきわめて低いです。これは

主に下記の理由です：

 ストレスに弱い豚はデンマークの育種システムから取り

 除かれた
 食肉処理工場への運送と係留所での収容は豚にできるだけ

 の考慮が払われている。
 二酸化炭素スタニングの使用
 枝肉は急速に冷却され、それによってpH値が早く下がって

 しまう事を避けている（3.1.1の冷却に関する章を参照）。
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第3章は豚の屠畜を扱っています。最初に非常に大切なテ

ーマである衛生とミートパッカー工場の従業員の教育が記

述されています。上記の事項はカティングと脱骨の従業員

にも当てはまります。次に大動脈切開から屠体の冷却まで

の全ての工程が記述されます。記述は従業員が使っている

ガイドラインを基にしていますが、背景になる説明も加え

られています。

屠畜

3
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デンマークにあるミートパッカー工場での屠畜工程はほぼ同

じです。これは長期間にわたり同じ品質目標を持っていた事に

由来しています。

基本的には若雌豚と去勢された雄豚の肉のみがテーブルミート

として使われています。去勢されていない雄豚は雄臭を問題

としない製品の材料になります。経産豚は別のラインで屠畜

されますが取り扱いは、基本的には他の豚と変わる所はあり

ません。

全屠畜工程の衛生と食品安全はHACCP原則（危害分析重要

管理点）の自己監査システムに則って管理されています。

文書化をより充実させるため、主なミートパッカー工場

でグローバル赤身基準(GRMS)を導入しています。この基準

は屠畜とカットの工場の下請け会社の承認から、工程管理、

そして従業員の教育から営業までをカバーしています。この

基準は主に食品安全、品質、動物福祉、トレーサビリティ

そして環境関係にフォーカスを当てています。最新の

バージョンはwww.grms.orgから入手できます。

3.1.1	 屠畜工程	
デンマークの屠畜工程はEUの食品安全に関する法に則って

行われていますが、工程の細かい所ではデンマーク独特の

作業法がとられています。

普通１時間当り一生産ラインごとで400から500頭の豚がと畜

されています。豚は皮を付けたまま大分割とカットをされます。

衛生上の観点で食肉を処理する所はダーティーゾーンとクリーン

ゾーンに分かれています。ダーティーゾーンでは大動脈切開、

放血、格付け、屠体の皮の処理作業が行われます。クリーン

ゾーンでは内臓出し、背割りそして獣医官による屠体の検査

があり、そして計量と印付けが行われます。

入念に考慮された作業手順、そして枝肉の急速な冷却の導入に

よりとても高い衛生基準を達成しています。品質と衛生へ厳しい

要求に応えられる様、全ての作業はスーパバイザーの管理下、

熟練した従業員によって行われています。

デンマークのミートパッカー工場行われているこれらの作業と

高い衛生水準、そして効率の良い製品管理が高品質の豚肉の

生産を確保しています。これは多くの業界ガイドラインを厳守

する事によって達成されています(付録6参照)。 

3.1.2	 管理	
ミートパッカー工場の公的な管理は獣医管理部が行っています。

獣医管理部は獣医食品局の職員である獣医と食肉技術官によって

成り立っています。獣医官の統括は獣医食品局の一部である食肉

検査場が行っています。

獣医官の業務は以下の通りです：

 生きている豚の視的な検査（生体検査）
 枝肉の食品としての承認（死後検査）
 設備と装備の検査
 工場の衛生管理の検査
 残留物のランダム検査
 工場の自己監査とHACCPシステムの監査

デンマーク豚肉格付局が食品、農業、漁業省に代わって屠体の

計量、格付けそして生産者への支払いを監理しています。この機

関は計量や格付けをする従業員の教育や、サルモネラ菌の検査の

ための肉サンプルの取る事も管轄にしています。

以上に加え国の機関が枝肉のサルモネラ菌検査を行っています。

食品安全の確保のため国が行っている管理以外全てのミート

パッカー会社は広範囲にわたる自己監査プログラムを持ってい

3.1 背景 
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ます。それに加え全てのミートパッカー工場はGRMSか同等

の認定プログラムを持っています。

3.1.3	 まとめ	
デンマークの均一したミートパッカー工場と、工場が持つ自己監査

システム、及び獣医官による検査が、デンマークのミートパッカー

工場で生産される豚肉が食品として承認されるのみならず、豚肉が

最も厳しい食品安全基準に則って生産されている事を保証していま

す。豚肉処理の全ての工程が高い衛生基準を持っており、食品に

よる危害は最小限に抑えられています。

全てのミートパッカー工場は国際的に認められている食品安全と品質

に関する認定プログラムを持っています。
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3.2.1	 法令と業界ルール	
食用の豚肉テーブルミートの監理は動物性食品の衛生に関する

特別規定、動物性製品の公的な検査組織に関する規定,　残留物

監視というEU規定に則って行われています。

ミートパッカー会社は衛生と薬品残留を管理するための自己

監査プログラムを導入しています。この監査プログラムは

デンマーク、EUそしてアメリカ(アメリカ合衆国農務省

食品安全検査局FSIS,USDA）の当局が規定しているHACCP

条件を　満たしています.

3.2.2	 衛生と微生物管理	

 

 

 

肉の衛生の本質は肉がバクテリアや不要な物質によって汚染さ

れる事、又不要なバクテリアが増えるのを避ける事にあります。

バクテリアは豚の皮膚、口、のど、胃そして腸（腸内細菌）又

は周辺の環境から（環境細菌）などから由来します。いく種か

の腸内細菌は病原菌です(例：サルモネラ菌)。

どんなバクテリアが肉にあるかを知る事はとても大切です。細

菌が多く、他の無害な細菌との競争で生き延びるのが難しい環

境と比べて，細菌が少ない環境では一つの細菌でも繁殖しやす

いからです。そんなわけで微生物学上の衛生というにはただ

総菌数が低ければ良いというのではなく、どんなバクテリア

が存在しているかというのが大きな意味を持っています。

3.2 衛生と微生物 

衛生関係業務で大切なのは肉と肉製品への病原菌での汚染を

減少させる事にあり、また生産チェーンにおける衛生状態を

把握し管理する所にあります。

バクテリアが拡がるのを避けるための最も効率的な方法は以下

の通りです：

 農家の豚の健康状態の把握
 従業員に衛生作業習慣を教育する事
 従業員が清潔である事
 屠畜ラインでの適切な作業手順
 枝肉の効率が良く迅速な冷却

高い衛生基準は徹底的な自己監査によって確保されてい

ます。

3.2.3	 工場の自己監査の義務化	

 

 

 

 

工場の自己監査の一部として洗浄、衛生関係の作業の終後微生物

サンプルが採られます。サンプルは工場内の承認された試験室で

行われます。

管理点を表示している屠畜ラインの工程フローチャートです。

自己監査のプログラムは工場ごとで作られ以下の事をカバー

しています：

 原材料
 生産
 出来上がった製品

バクテリア:	

バクテリアのタイプ

総菌数:		

１平方センチ又は肉１ｇ当りの総菌数

自己監査:これは企業が行うシステム化された手順で、その目的は	

製品が安全であるのと関連法を法守る所にあります。
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 洗浄と殺菌
 従業員の衛生

自己監査プログラムは適正製造手順GMPとHACCPに則っており、

プログラム自体はデンマークの食品庁、そしてEU諸国、第三国、

GRMSを含む第三者団体からの監査を受けます。

HACCPプログラムは以下の要素で成り立っています： 

  
 製品の仕様書
 フローチャート
 HACCP原則に則った危害分析

 管理できる危害の設立、危害管理点(CCP’s)
 CCPごとの許容限界の確立
 CCPの測定方式の確立
 許容限界から逸脱があった場合の是正措置の確立
 システムチェック
 文書化

もう何年も企業はこれらの手順を製造一覧図の作成、そして

生産チェーン中の危害要因を分析するという品質管理で行っ

てきました。

工場の自己監査の一部として洗浄、衛生関係の作業の終後微生物サンプルが採られます。サンプルは工場内の承認された試験室で行われます。
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リスク
生産状況は出来上がった肉を食べた人の健康に危害を与える

リスクを抱えています。一番大きなリスクは病原菌による汚

染です。

デンマークの豚肉業界はデンマーク産のテーブルミートと

加工製品における化学的、生物的あるいは物理的な要因の　

リスクの一覧表を作成しました。企業はこの情報を基に危害

分析を行います。リスクがある工程を確認したら、フロー

チャートのどこでそのリスクを管理できるかを確立します

（CCP’s）。前出の図は生産チェーン内の危害と危害管理点

の例を表しています。

必須管理点とGMPのモニタリング
管理点ごとにモニタリングの頻度と許容限界が定義されている

モニタリング手順が確立されています。モニタリング手順は日

々の生産作業と統合できる様に工夫されています。

この自己監査システムには、もし間違えが見つけられた時はど

んな是正処置がされるかということが定義されています。同様

に誰がそれをするかもはっきりと記述されています。

検証と文書化
許容限界が容認範囲であるのと、モニタリングが有効であるの

を確立するために検証がされなくてはいけません。これは微生

物的な分析や視覚的な検査で検証がされます。

糞の汚染

工程 危害の例 管理点の例
    

内臓の細菌が拡がる

十分に冷却をしていな
くて細菌が増殖する

温度管理

スタニング、放血殺

屠体処理

内臓摘出

背割り

 獣医の検査

 枝肉の整理

 視覚的検査

 計量、格付け

 冷却

テンパリング、分別
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もし生産を変更した場合や、少なくても年に一度、企業は生産

全体の危害分析とモニタリング手順の見直さなくてはいけませ 

ん。自己監査システムの絶え間ない更新が危害分析を確固た  

るものにし、又システムが最新のバージョンである事を保証  

しています。

3.2.4	 自己監査の公的な管理	
デンマーク獣医管理部がHACCPを基にした工場のHACCPを基 本

にした自己監査システムを、前もって知らされた検査でか、 抜き

打ちの検査で監査をしています。前もって知らされた検査 (監査)

では自己監査システム内の一つ一つの手順が体系的に調べ

られていきます。自己監査システムの監査内容は以下の通りで

す：

 必須管理点の許容限界と是正処理のモニタリング検証
 作業と工程の視覚的な監査
 記録されている欠陥とそれへの是正処理の検証
 その他の検証テストと分析

HACCP方式が正しく機能しているかのデータを含んだ自己

監査システムの監査結果が報告書という形で編纂されます。

公的な監査が、工場がHACCPを基に自己監査を行なって

いる事ということと、生産工程が自己監査システムに記述

されている通りに行われている事を保証しています。

3.2.5	 まとめ
自己監査システムが工場ごと作られているという事で食品

安全関係のリスク要因が良く知られてい、それの監視を可

能にしています。それに加え獣医管理部によるシステムの

効率性の検証が食品安全の高いレベルを保証しています。
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3.3.1	 法令と業界ルール
EU の食料の衛生に関する法定が導入された事により食料に

携わるが全ての業務員が、業務に合う衛生教育を受ける事が

義務付けられました。

3.3.2		 デンマーク食肉技術専門学校	
デンマーク食肉技術専門学校は公的な教育機関でミート

パッカー会社の従業員に衛生研修を含む教育、研修を与え

ています。その他デンマークの食品業界の人達に教育、

研修を与えています。

3.3.3		 従業員への衛生教育	
基本教育プログラムはミートパッカー工場の全ての従業員

に正しい衛生手順を教えるために作られました。この教育

の目的は従業員に、会社そして当局が要求する規則と条件

を守るように動機付けする所にあります。又生産に欠陥が あったり

規則がはっきりとしない場合に、従業員に自己

監査課長またはそのアシスタントと相談する必要性がある

という事を教える所にあります。  

教育では以下の事が教えられます：

 全ての作業で衛生指示を守ることの必要性 　　
 本人の衛生管理の重要性 　　
 微生物学、細菌の増殖、食品の汚染、汚染の原因、 　　
 そして食品の保存性の知識 　　
 食品を媒体とする疾病リスクを減少するための正しい作業手順 
 生産に欠陥があった時の適切な対応

新しい従業員は雇われて直ぐに全日の製造衛生研修を受ける

義務があります。

3.3 従業員の教育と動機付け

3.3.4	 まとめ	
適切な衛生管理は品質が良く安全な食品を製造するための必須

条件です。全ての従業員が正しい衛生管理をする事の大切さを

理解する事はきわめて重要です。従業員に適切な教育を与える

事がこの原則が理解される事を保証し、又デンマークの食肉

パッカー工場の高い衛生レベルに貢献をします。
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3.4.1	 法令と業界ルール
屠畜後の血の採集はEUの動物性食品に関する特定衛生規定に則っ

て行われています。

3.4.2	 大動脈切開

スタニングの後、肢に枷をつけられと体全体が頭を下にして吊

り下げられます。豚が意識を戻す前に刺され放血が行われます。

切開は喉の中心部（咽頭の後ろ）で行われ頚動脈と頚静脈が同時

に切開されます。放血がスムーズの行われるよう、切開口は約

４ｃｍの長さがなくてはいけません。切開時は食道損傷によって

起きる表面細菌の汚染を避けるようにすることが大切です。

もし血液が食用に使われる場合は採取血液は屠体バッチ番号に

符合しトレーサビリティー保証されます。

切開は約20cmのナイフが使われ、血液が食用に使われる

場合は空洞の付いたナイフで行われます。空洞付きの

ナイフは25-30頭分の血液を集めるコンテナーと繋がって

います。空洞付きのナイフとチューブは回転式になっていて、

一頭切開するごとに洗浄されるようになっています。出血中

にくえん酸塩が加えられ血液が凝固する事を避けています。

切開モニター
切開モニターは屠体を次の屠畜工程に送る前に切開と放血の

工程が正しく行われたかを確かめる視覚的なモニターです。

このモニターで続けて撮られた２枚の写真を見る事により、

放血が順調であるかどうかを調べられるわけです。この

モニターが放血を探知しなかった場合は警報が鳴り、生産

3.4 大動脈切開、放血、血液の  
 利用法

二酸化炭素でのスタニングの後、豚が意識を戻す前に頚動脈切開と
放血の作業が行われます。

えん酸塩:えん酸塩/くえん酸(カンキツ属の果物)が食品産業	

で使われています。えん酸塩は採集された血液が凝固するの	

を避けるために使われます。
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ラインが停止し、作業員が正しく切開がされたかどうかを

チェックします。

3.4.3	 放血と血液の採集	
血液の食用としての許可	
使用する前、コンテナーと血液採集装置は蒸気又は熱湯

(82℃)で殺菌されます。

食用に許可された血液の一部はブラッドソーセージのよう

な肉製品の材料として使われます。残りは遠心分離機にか

けられ血漿(約60%)とヘモグロビンに分かれます。血漿と

ヘモグロビンは3℃に冷蔵されるか冷凍されて供給されます。

血漿は冷凍庫で-35℃まで下げられ、ローラーで薄片状にさ

れた後梱包されて冷凍庫に入れられます。ヘモグロビンは

まず３℃以下に下げられます。

血漿は食品への追加物として使われます。ヘモグロビン(赤)

はミンクへの飼料などとして使われます。

食用以外に使われる血液	
豚からの血液で食用としての使用を許可されていない物は、

衛生的に採集するなどの条件を満たすと、動物用の飼料など

として使う事ができます。

 

3.4.4	 管理	
ミートパッカー工場は大動脈切開が正しく行われるように、

毎日二酸化炭素の設備を作業開始時にチェックをします。

これも工場の自己監査工程の一部です。

食用の血液はバッチごとにデンマーク獣医管理部によって

承認されなくてはいけません。そのバッチに関連している

全ての豚が獣医の検査を通って初めてバッチは承認されま

す。そうでない場合はそのバッチは放棄されるか動物の餌

に使われます。

全ての工程は定期的に微生物検査を受けています。

 

3.4.5	 まとめ	
正しい大動脈切開は豚がすばやく屠畜される事を確実にし

ます。その際豚の全血液の約50%が放血します。この事が

良い肉色を確保しています。正しい切開をすると、後の

工程で肉や脂肪分から血が滲み出る事を避けることができ

ます。

屠体とそこからの血液の正しい識別により、承認された豚

からの血液のみが食用に使われることを保証しています。
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屠体の表面処理は湯はぎ、脱毛、毛焼、スクレーパー作業そして

最終洗浄をさし、ダーティーゾーンの工程に属します。

3.5.1	 法令と業界ルール	
EUの動物性食品に関する特定衛生規定では、豚は大動脈切開の

直後に皮はぎか脱毛がされなくてはいけないと謳っています。

それに加えデンマークのミートパッカー工場ではデンマークの

適正製造基準の則った屠体の表面処理、湯はぎ、脱毛、毛焼、

スクレーパー工程そして最終洗浄が行われています。

3.5.2	 工程	
デンマークの豚肉産業は多くの製品を皮付きで販売している

で枝肉の表面は適切に洗浄され脱毛されている事が大切です。 

湯引き	
出血の工程後、屠体は湯はぎされます。

適切な湯はぎ工程は毛根からの脱毛を可能にします。自動湯

はぎか蒸気はぎ室での工程が、全ての屠体を約60℃で湯

はぎします。全体的に湯はぎされるように屠体は完全に湯に

浸けられ移動して行きます。湯は常時交換されています。

この工程は表皮を柔らかくし取り除きやすくします、又ひずめ

をゆるめます。湯はぎは汚れや体付き菌を取り除きます。 

脱毛	
脱毛トンネルに移動する前に屠体から足枷は自動的に取り外され

ます。

脱毛の工程で表皮は取り除かれ、毛は毛根から取り除かれます。

これは金属の回転爪と熱湯を使った脱毛トンネルの中で行われ

ます。

フックによるアキレス腱掛け（個体識別と格付け）
脱毛が終わると、屠体は解体工程全般で自動的に個体識別が

できる様に、識別番号が付いていかチップが埋め込まれてい

るフックでアキレス腱掛けされます。その後天井から吊るし

たコンベヤーに懸垂されます。

赤身率の検査はこの工程段階で超音波(オートフォム)を使っ

て行います。

3.5 屠体の表面処理 

図6	 皮の表面処理

湯引き前

毛焼き後

毛穴

表皮

皮下脂肪

真皮(約2 mm)

焼かれた表面

皮下脂肪

ゼラチン層

無傷の真皮

残ったゼラチン層

無傷の真皮

皮下脂肪

乾燥みがき後
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毛焼	
次の工程は通常、毛焼炉での高温で数秒間での毛焼です。

この工程でと体の表面に残った水分と、皮の中の一部の水分が

蒸発します。熱が表皮のコラーゲン繊維をゼラチンに変性さ

せる事により皮を引き締めます。このゼラチン層は水を加

える事によって柔らかくなるので、下の真皮を傷める事な

くスクレーパーで取り除く事ができます。

毛焼炉は炎を使う他の方法と比べて細菌、残った剛毛そして

汚れをずっと効率良く除去します。

スクレーパーとブラシの作業	
毛焼後、屠体は自動的に測定装置まで移され、スクレーパー

とブラシをかける前肢の一番下の位置が決められます。ここでは

三つの工程があります。

 水平と、垂直に取り付けられた黒色のスクレーパーが行う

 初期の作業
 特別にデザインされたブラシが容易に入れない所を洗浄
 回転するシャフトに取り付けられた電動ブラシを使った工程。 

 ブラシの動きは屠体の重さを利用しています。

通常、屠体の毛焼工程は1000	°Cの炉で6秒間かけて行います。この工程で細
菌、残った剛毛、汚れを除去する事ができ、皮の表面がスクレーパーにかけら
れる準備をします。

脱毛が終わったら、屠体はカット室に入るまで個体識別ができる様に識別番号
の付いたフックにかけられます。
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スクレーパーとブラシでの作業中、屠体には水がかけられてい

ます。水は皮を冷却し洗浄します、又ゼラチン層の一部

（約0.5mm）を柔らかくします。ひずめは特別の装置で取り除かれます。

これらの徹底的なスクレーパーとブラッシングの工程で毛焼き

工程の効果が倍増します。これらの作業の後屠体はクリーン

ゾーンへ移って行きます。

監視と検査	
屠畜当日に屠体の様子と汚れは定期的にチェックされています。

それは冷し込み前のランダム検査の時や獣医の屠体の検査時など

です。これによって屠体に焦げや破損したブラシが付いていない

事が確認されます。 

3.5.4	 まとめ	
デンマークの屠体の効果的な表面処理が、毛や汚れのない

衛生的な皮を保証しています。皮処理工程後の皮表面の総

菌数は通常 104/cm2未満です

これらの表面処理は以下の効果があります：

 カットしやすい張りのある硬い皮(図8参照)
 細菌や昆虫などの他の汚染の除去
 焦げや破損したブラシなどの付いていない欠陥のない皮
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この段階では腹割り、肛門抜き、腸の摘出と臓器の摘出

(クリーンゾーンでの工程)が行われます。

3.6.1		 法令と業界ルール	
腸と臓器の摘出はEUの動物性食品の特定衛生に関する規定

に則って行われています。この規定は臓器摘出はスタニング

と刺した後できるだけ早く行われなくてはいけないと謳って

います。腸と臓器は獣医の検査が終わるまで枝肉と並んで

移動しなくてはいけません。臓器と腸が枝肉から分離される

場合は番号か、他の手段でもって識別し、上記の物を関連付

ける事ができる様にしなくてはいけません。検査された枝/

臓器と検査されていない枝/臓器の接触があってはいけません。

3.6.2	 腸と臓器摘出の工程	
屠体から腸と臓器摘出の工程は、全工程の衛生レベルの保全

に大きな意味を持っています。

腹割りや内臓出しの際、もし内臓に傷をつけたら細菌が広

がるリスクがとても大きくなります。そんなわけでこの工程

で胃と腸の内容物からのバクテリアが広がる事を避ける事は

衛生保全のためにとても大切です。全ての作業は特別に教育

された従業員が行っています。相互汚染を避けるため、

ナイフは一つ一つの屠体ごとに、最低82℃で熱湯消毒され

ます。

腹割り	
屠体は腹壁を切り通す事なく腹割されます。モモや筋肉を傷つ

ける事なしに開かれます。その後腹壁が切られ、次の工程、膀

胱と性器の摘出に移っていきます

多くの食肉処理工場では腹割の工程は今、完全にオートメ化さ

れています。従業員からきつい作業を取り除く事ができるのみ

でなく、汚染にリスクも大きく減少させる事に成功しました

3.6 腸と臓器の摘出 

腸と臓器を摘出時の相互汚染を避けるため、食肉パッカー工場では「ナイフ２本
システム」を導入しました。このシステムでナイフは交代に、最低82	°Cの熱湯
で消毒されます。
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肛門抜き		
肛門は真空を利用した装置で抜き取られます。汚染を避ける

ため装置は腿と腿の間の所に差し込れ、糞の中の病原菌が屠体

を汚染しないようにします。

肛門抜き取り機は作業の度に最低82℃の熱湯で殺菌されます。

腸の摘出
肛門抜き後、腿と腿とが切り離されます。胃は腹腔からひっ

くり返され内臓トレーに載せられ、食道は胃の内容物がこぼ

れないように、胃から2cmの所で切断されます。胃、腸、

膵臓そして脾臓は一つにして切り取られ、トレーに載せられ

獣医がそれらを同時に検査ができるよう、枝肉と並行して

移動します。

臓器の摘出	
胸腔は胸骨の所の脂肪と肉を切り分けられた後、のこぎりで

腕肉を損傷させる事なく、真直ぐに切開されます。ナイフと

のこぎりは作業ごとに最低82℃の熱湯で殺菌されます。

胆嚢が切り取られ、テンダーロインが切り分けられる前に、

腎臓周辺脂肪と横隔膜は腹壁と胸壁から切り分けられます。

デンマークの工程では臓器とは以下の物をさします。舌、

咽喉、食道、気管、心臓、肺、横隔膜、腎臓そして肝臓です。

膜で覆われている臓物は胸腔から引き出されます。その後

臓器は胸腔から切り分けられ、舌骨の筋肉からのみがぶら下が

る形になります。扁桃は傷つけられることなく口蓋から切り

取られます。それから舌は顎から切り離され臓器は獣医の

検査のがあるまで枝肉と同じ識別票が付いているフックに掛

けられます。

3.6.3	 ロボットを使ったオートメーション	
	 作業
肛門抜きと腹割り
腹割りの一部の作業は多くの工場で完全に自動化されています。

これは作業員のを重労働から解放するのみならず、汚染のリスク

を大きく減らしています。将来のための開発まだまだ続いてい

ます。2020年現在では：

内臓出しは完全に自動化されています。臓器と腸を分離するのは枝肉から離れた
所で手作業で行われます。自動化のおかげできつい作業がなくなったのみならず、
従来の方法と比べて衛生レベルも向上しました。
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１． ロボットによる肛門抜き、胸腔開き、足割り

２． ロボットによる腹割り

腸の摘出
胃は手作業で腹腔からひっくり返され内臓トレーに載せられ、食道

は胃の内容物がこぼれないように、胃から2cmの所で切断されます。

胃、腸、膵臓そして脾臓は一つにして切り取られ枝肉と並行して移動

するトレーに載せられ獣医がそれらを同時に検査ができるよう、枝肉

と並行して移動します。

臓器の摘出
胆嚢が切り取られ、テンダーロインが切り分けられる前に、

腎臓周辺脂肪と横隔膜は腹壁と胸壁から切り分けられます。

デンマークの工程では臓器とは以下の物をさします。舌、

咽喉、食道、気管、心臓、肺、横隔膜、腎臓そして肝臓です。

膜で覆われている臓物は胸腔から引き出されます。その後

臓器は胸腔から切り分けられ、舌骨の筋肉からのみがぶら下が

る形になります。扁桃は傷つけられることなく口蓋から切り

取られます。それから舌は顎から切り離され臓器は獣医の

検査のがあるまで枝肉と同じ識別票が付いているフックに掛

けられます。

手作業で使ったナイフとロボットのツールの殺菌

屠体ごと、工程ごとのに手作業で使ったナイフとロボットの

ツールは熱湯（82 °C）で消毒されます。

 

3.6.4	 管理
獣医検査官が腸と臓器の摘出作業が衛生的に行われているか

を監視しています。腸と臓器摘出の際細菌汚染リスクを最小

限に抑えるための工程は、ミートパッカー工場の自己衛生

管理プログラムとして導入されています。獣医検査での糞に

よる細菌汚染はオンラインで記録されています。定められた

リミットを超す汚染があった場合、それに対する是正作業を

する事はは工場の義務になります。

もし胃や腸が傷つけられた場合、それらは屠体に付いたまま

にされ、屠体自体は180°回転されます。このやり方が屠体

が背割りされる事なく、獣医検査官によって再検査されるの

を保証しています。

この方法は新鮮な肉からの大腸菌とサルモネラ菌分析で立証

されます。

動物性食品の公的な検査に関する規定に則って、獣医検査官

は全ての枝肉、腸、臓物そして性器の検査をしています。

獣医管理官の検査で何か問題があった場合は格付けや支払い

の伝票を通して、その旨が豚生産者に連絡されます。獣医

検査官が承認をしてはじめて枝肉と腸及び臓器の関連性保持

の義務がなくなります。

3.6.5	 まとめ	
腸と臓器の摘出作業手段と注意深い追跡管理が衛生的な工程

を確保し、屠体への細菌汚染を最小限に抑えます。サルモネラ

菌と大腸菌の発生の低さがこれを証明しています。

獣医検査官の生産者への入荷した豚の健康度のフィードバック

が疾病発生に対する生産者のすばやい対応を可能にしています。
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この工程では切り込み、切り離しそして背割りが行われます。 

3.7.1	 法令と業界ルール
屠体の脊柱をのこぎりで割る工程はEUの動物性食品に関する

特別衛生規定に則って行われています。

3.7.2	 方法	
全てのデンマークのミートパッカー工場で背割りの工程は完

全自動化にされています。後のロースの骨抜きをし易くするため、

棘状突起の所にある長い筋肉は背割りの前に切り離されます。

切り込みと切り離し	
脊柱の中心の線に沿って尻尾から後ろ首の所まで、棘状突起

の所の軟骨が切り離されるほど深く切込みが入れられます。

その後幅の広い棘状突起(平骨とも呼ばれている)が両側から

カットされ、取られます。と体ごと道具は最低82℃の熱湯で

殺菌されます。切り離しは多くの工場でロボットで行われて

います。

背割り	
自動のこぎりで尻尾から鼻までの背割が行われます。背割り

の前屠体は測定され、この工程で筋肉に傷が付けられない様 にし

ます。傷のない筋肉は肉の品質と保存性にとってとても 大切な事

です。のこぎりは作業ごとに最低82℃の熱湯で殺菌 されます。

3.7.3	 管理
獣医検査官はと体、脊髄そして頭を検査します。ミートパッカー

工場解体作業の品質を、欠陥を系統的に記録する事によって評価 

をしています。

3.7.4	 まとめ	
デンマークの背割り方法は肉や膜に傷を付かない事に成功

をしています。これは肉処理工程、肉の品質そして微生物

学上の品質に大きく貢献をしています。

3.7 背割り
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この工程はEUの動物性食品の特別衛生規定に則った、デンマーク

獣医食品管理局による屠体の検査を指します。

3.8.1	 法と業界ルール	
EUの規定では肉が食用に適する事を保証するため、豚全体がと畜

直後に検査される事を義務付けています。臓器、腸、頭そして舌は

と体に付いているか、印が付いているか、並んで置いてある事に

よって屠体との関連性が確認できる様になってなくてはいけません。

公的な管理官が枝部とその他の全ての部分の検査が終了して始めて、

各部分が別々の工程に進んで行く事ができます。同様の手順は脳、

脊髄そして内臓周辺脂肪にも適用されます。

食用に適さないとされた肉の、食用として承認された肉との

接触は禁止されています。

3.8.2	 検査の描写	
屠畜後の検査は以下の３段階によって成り立っています：

 屠体と頭部の検査  
 腸と臓器の視覚及び触診による検査と、必要な場合

 はいくつかの臓器やリンパ腺の切開による検査  
 保留された屠体の再検査

屠体の検査	
獣医検査官は疾病の形跡もしくは屠体を食用に適さなくする他の要素

が屠体にあるかどうかを検査します。  

解体工程では獣医検査官は視覚的な検査を行うか、必要な場合は屠体

の一部に切込みを入れて検査をしています。もし獣医官が屠体の再

検査が必要だと見なした場合は、屠体は別のラインに保留されます。

もし獣医官が何らかの指摘をした場合は、フックの番号を使って

コンピューターに記録されるか、又は屠体に付けるラベルという

形で記録されます。計量の時にラベルは剥がされ、コードで分別

されている指摘内容と、フック番号そして生産者番号が記録され

ます。

以上に加え一頭一頭の豚の横隔膜からサンプルが採られ

トリキネラの検査が行われます。1929年からデンマーク

の豚からトリキネラは見つけられていません。

腸と臓物の検査	
獣医官は視覚的、もしくは臓器やリンパ腺に切込みを入れ

て検査をすると謳っています。ですが視覚的な検査で、

すでに疾病の兆候が見られた場合は切り込みはされず、

枝部と内臓は直ちに再検査のラインへ送られます。このよ

うにして汚染が他の肉に拡がる事を避けています。

公的な検査官が臓器や腸の試験室での検査を命じた場合は

枝肉も含めて再検査に送られます。

再検査	
承認のため枝肉、腸そして臓器の再検査が必要な場合は屠体は

別の場所に移され、公的な検査官によってより詳しい検査が行

われます。

内臓の摘出の際それが傷付けられた枝肉らと体も再検査の場所

に移され、そこで特別に注意深く衛生的に内臓が摘出されます。

獣医検査官は再検査をして屠体が食用に適しているかどうかを

判断します。

公的な検査官が屠体を承認して始めて臓器と腸は次の工程へと

進んで行きます。

3.8.3	 視覚的な検査	
アメリカの関係当局がアメリカに豚肉を輸出しているミート

パッカー工場での視覚的な肉検査を承認しました。

3.8 屠畜後の検査  
 (公的な獣医の検査)) 
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肉の視覚的検査という事はリンパ腺や心臓を切開する義務が

なくなったという意味で、この事によって検査の効率が上が

り、細菌が拡がるリスクが減少したわけです。この義務の免

除は豚が室内で、良く管理された条件下で飼育された事が前

提になります。

3.8.4	 まとめt	
デンマークの獣医食品局は枝肉、腸、そして臓物の検査

と承認をする義務を持ち、それがデンマークの全ての豚肉が

EU規定に則って生産され、食用に適している事を保証して

います。

獣医検査官は怪我や疾病などの指摘を文章化します。これら

の指摘は記録され、生産者への支払時にその旨が伝えられ

ます。この事により生産者は疾病の兆候などの情報を早期

に得る事ができ、問題が大きくならない内に対策を打つ事

ができるわけです。

もし再検査が必要な場合は枝肉と内臓は別のラインに移され

ます。そのようにする事で獣医検査官は相互汚染のリスクな

しに、と体の十分な再検査を行う事ができるわけです。
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ここでは測定と格付けの前の枝肉の手入れを記述します。 

3.9.1	 法令と業界ルール
計量、格付け、枝肉価格の報告に関する規則。

3.9.2	 脳と脊髄の除去	
獣医の検査の直後脊髄と脳が除去されます。通常脊髄は顧客

からの要望があってはじめて除去します。その場合は特殊な

道具か吸引機を使って行われます。 

3.9.3	 腹内脂肪の除去	
背割りの工程時に腹内脂肪は除去されます。計量の前に腹内

脂肪は取り除かれ、残った所は切り取られるか蒸気バキューム

で吸引されます。

3.9.4	 管理
デンマークでは計量の前に枝肉からの脳、脊髄質そして腹内

脂肪の除去が許可されています。

格付管理局は枝肉が計量される前に脳、脊髄質そして腹内

脂肪が正しく除去されているかをチェックします。

3.9.5	 まとめ		
この枝肉への手入れが次の工程への準備となるわけです。

3.9 枝肉の手入  
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ここでは計量、変色した毛穴、赤身率による格付けそして生産者

への支払いが記述されています。

3.10.1	 法令と業界ルール

屠体の計量と格付けはEUの規定に則って行われています。EU

委員会で認定された測定装置を使い、脂肪と肉の厚さを客観的 に

測定して赤身率が算出されています。  

屠体への検印は、EUの動物性食品の公的な管理組織に関する

規定に則って行われています。  

枝肉の計量、格付けそして生産者への支払いの管理は格付け 管理

局が食品、農業、漁業省に代わって行っています。  

格付管理局によって承認された従業員のみに枝肉の計量と  

格付け作業が許可されています。格付装置の管理方法は

デンマークと食肉技術研究所と協力開発をして作成しました。

この管理方法はデンマークの豚肉業界が持っている計量、

格付け、支払いのガイドラインに組み込まれています。

3.10.2	 計量	
計量は頭が付いている、腸、臓器、舌のついていない温かい

枝肉で行われます。大動脈切開後45分以内に計量されます。

一部の工場は内臓を付けたままでの計量の特別許可を持って

います。そケースでは計量時に重量調整が行われます。

計量の際生産者番号がフックの番号と関連付けられます。

もし獣医官からの指摘があった場合はその旨と、そして屠畜

番号(その日に屠畜された豚の続き番号)が登録されます。そ

れに加え日付と時刻、そして毛穴変色があった場合はその

旨も記録されます。毛穴変色は1%未満のケースで、その枝

肉は皮を使わない製品に使われます。

3.10.3	格付け	
デンマークで格付けは２つの主要目的を持っています：

 生産者への公正な支払い

 屠体を利用目的別に仕分けするため

オートフォムが使われる場合は赤身率は毛抜き後に自動的に測定されます。 

 

オートフォムは超音波を使って枝肉の肉と脂肪の含有率を算出します。

測定は屠体がフックに掛けられた直後に通り抜ける、16のトランス

デューサーが付いたフレームの所で行われます。

オートフォムによる格付け
オートフォムは超音波を使って枝肉の肉と脂肪の含有率を算出します。

測定は屠体がフックに掛けられた直後に通り抜ける、16のトランス

デューサーが付いたフレームの所で行われます。

オートフォムは次の利点を持っています：

 より正確な測定
 操業上の信頼性
 測定器の磨耗がない(可動部なし)
 被測定物を傷めない
 大幅なスピードアップ(１時間と体1,300以上).

屠体には自動的にEUの健康検印がつけられます。楕円形のEU検印の 

下にはコード化された週番号と日付が押されます。これは工場で保存期間

などの品質の管理に使われています。

3.10 計量、格付けそして 検印 

デンマーク格付け管理局:　ミートパッカー工場の計量、格付け	

そして生産者への支払いを管理しています。一週間に２００頭

以上の豚を屠畜しているミートパッカー工場は格付管理局に	

よって管理されます。
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3.10.4	 検印
格付センターの所で枝肉には自動的にEUの健康検印、等級、

サブ等級印が押されます。屠体への検印は別の場所で行われ

ます。

ECの健康検印は屠体に一つ付けられます。屠体が半枝もしくは

もっと細かくカットされる場合は、一つ一つの部位にEC健康

検印が付けられなくてはいけません。

楕円形のECの健康検印に加え、屠体にはコード化された週番号

と日付が押されます。これは工場で保存期間などの品質管理に

使われます。

 

3.10.5	 サルモネラ・スクリーニング	
食肉処理工場は年間200頭以上の豚を出荷している農家の豚

からランダムサンプルを採り、農家の豚にサルモネラ菌の抗

体があるかどうかを見ています。どれだけのランダムサンプル

を採るかは出荷される豚の数によって決まります。どの枝肉

からサンプルを採るかは自動的に決められます。格付けと検

印が終わってから10gの肉サンプルが採られ、枝肉の生産者の

番号が付いた特別の容器に入れられます。その肉サンプルは

一旦冷凍され、後で解凍された時に出た肉汁の中にサルモネラ

菌の抗体があるかを調べます。

3.10.6	 支払い	
生産者への支払いは重さと赤身率が基になります。

支払いを受ける時、生産者は出荷した豚一頭一頭の枝肉重量

と赤身率の連絡を受けます。毛穴変色や獣医検査での指摘が

あった場合はその旨が伝えられます。サルモネラ検査の結果

も生産者に連絡され、生産者と普及員が常にサルモネラ菌状況

を把握できるようになっています。

オートフォムは超音波を使って枝肉の肉と脂肪の含有率を算出します。測定は
と体がフックに掛けられた直後に通り抜けるフレームに付いた、16のトランス
デューサーで行われます。

と体には自動的にEUの健康検印がつけられます。楕円形のEU検印の下にはコー	
ド化された週番号と日付けが押されます。これは工場で保存期間などの品質の管理
に使われています。

EF
DK 20
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3.10.7	 監視/管理	
計量と格付けは格付管理局で特別の研修を受けた従業員に

よって行われます。

工場は格付管理局で定められたオートフォムの操業管理作業

手順を守ることが義務付けられています。これは常に

モニタリングされており、測定に間違いがあった場合にそれが

是正されるようになっています。もし装置が故障した場合は、

管理局から資格をもらった作業員がマニュアル作業で格付けを

します。

格付管理局が計量、格付けそして生産者への支払いをランダム

にチェックをしています。また毎週格付けデータの分析を行って

います。オートフォムそしてマニュアル作業用の測定器に欠陥が

あれば、それは直ちに修正されます。

3.10.8	 まとめ	
格付けのデータはどの枝肉がどの製品に使ったらいいかを識別

してくれます。これがサイズや、赤身率その他の細かな顧客

からの要望への対応を可能にしています。

生産者への支払いは重量と赤身率を基準にして行われます。

この制度が豚の均一した重量を確保し、均質な部分肉のサイズ、

又高い赤身率を可能にしています。
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ここではカットの前の枝肉の表面凍結と冷やし込みを記述

しています。

3.11.1		法令と業界ルール	
EUの動物性の食品衛生に関する特別規定には枝肉内の温度は

冷やし込み後7度以上になってはいけないと謳っています。

3.11.2		急速凍結と冷やし込み
枝肉は通常トンネルフリーザーで急速凍結されます。

トンネルフリーザーでの冷却時間、気温、そして風量の全てが肉の

品質に影響を与えます。表面凍結の目的は枝の温度を徐々に下げる

ことです。凍結は典型的に約-20度、風速最高3m/sで行われます。

枝肉は冷凍トンネルからテンパリング室(3	–	5	°C)に移されます。枝肉の中心温度と表面温度がテンパリング工程で均一化され、枝肉全体の温度が7	°C未満になりま
す。デンマークでは普通表面凍結とテンパリングは大動脈切開後16時間以内に行われます。

3.11   冷却 
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業界の肉品質ガイダンス（付録６参照）で述べているよう、この

方法が効率の良い凍結を保証するのみならず枝肉が寒冷収縮する事を

避けています。

3.11.3	 冷やし込み	
枝肉は冷凍トンネルから枝冷やし込み室(<-7℃)に移されます。

枝肉の中心温度と表面温度が冷やし込み工程で均一化され、枝肉

全体の温度が7 °C未満になります。通常デンマークでは表面凍結

と冷やし込みは大動脈切開後16時間以内に行われます。典型的な

温度は5℃です。

気流はろ過ができるエアーバッグを通して起こされており、効率の

良い冷却を可能にしています。この方法では天井、パイプそして壁

の結露を避ける事ができ、結露水の落下による枝肉への汚染を防止

しています。

冷やし込み室に移される時、枝肉はオートフォム測定のデータ、

枝肉重量、豚の起源を基に使用目的別に仕分けされます。枝肉は

カットされる直前まで冷やし込み室に保管されます。 

3.11.4	 管理	
表面凍結工程での時間と温度条件は記録されます。冷やし

込み室の温度は３０分毎に自動的に記録されます。温度が

高すぎる場合は警報が鳴りただちに必要な是正手段が取られ

ます。

ミートパッカー工場は温度管理記録を少なくても一日に一度

チェックをします。製品の温度は少なくても出荷の時に

チェックされます。

3.11.5	 まとめ	
表面凍結は寒冷収縮で枝肉の品質低下を起こす事がない方法で

枝肉を急速凍結しています。素早い冷却は細菌の増殖を抑える

のみならずpH値減少のスピードを遅くすることでPSEの

リスクを下げています。又デンマークの冷却システムは落下菌

からの汚染を最小限に抑えています。
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第４章は枝肉のカットと徐骨を記述しています。これらの工程は何百という種類のカット

を持っている製品を取り扱える、高度な技術が要求されます。この章は特殊な製品の基本

となる、枝肉の分別と大分割の工程にフォーカスを当てています。最後に包装、梱包そし

て製品が冷凍される場合のケースが記述されています。

カットと徐骨

4
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4.1.1	 カット室	
枝肉のカットと除骨は豚が屠畜された食肉パッカー工場でか

カット専門の工場で行われます。

枝肉の工程は通常以下の作業で成り立っています：

 
 仕分け
 カット(大分割)
 除骨
 梱包とラベル付け
 冷凍、冷蔵そして出荷

高度に機械化されたと畜工程と違いこれらの工程は独特なもの

で、主にマニュアル作業で行われます。これが工場のレイアウト、

生産計画、品質管理そして特に従業員の技術に厳しい条件を課

します。

食肉技術研究所と食肉技術専門学校のおかげで、デンマークの

すべての食肉パッカー工場で、高度な技を持った従業員が近代的

で衛生な設備を使ってカットと整形をしています。これが高品質

の生産確保しています。

4.1.2	 異物	
製品のスペックにないものは異物と見なされます。これは軟骨、 

腱、残余した骨、タッグやその他偶発的に入った物をさします。  

予防手段の導入、品質管理そしてシステムの検証などで、生産 工

程内での異物混入のリスクを最低限に抑える事ができます。 生産

に関係している従業員は皆、あてがえられた作業服を着る

事と時計や装飾品を取り外す事が義務付けられています。　

全ての工程において、従業員が満たさなくてはいけない品質管理

条件が定義されています。例えば骨なしの製品には軟骨や骨片が

入っていてはいけません。工場で従業員に必要な道具があてがえて

おられ、またそれらメンテが義務付けられています。これは壊れ

た道具から異物が肉に入るのを避けるためです。

 

4.1 制度 

食肉パッカー工場は食肉のカット品質の責任を持っています。製品が定められ
た品質基準を保ち、そして異物が入っていない事を確認するのは一人一人の職
場責任者の責任です。
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食肉パッカー会社は肉のカット工程の品質管理の責任を持って

います。職場責任者は製品スペックに則った品質基準であり異物が

入っていない事を確認する義務を持っています。さらなる検査方法

と検査システムの管理に関しては5.4を参照下さい。

顧客との協力で異物の混入を避ける多くの手段が導入されました。

4.1.3	 食品安全
大分割と除骨は途切れのないコールドチェーンと全体的の

高い衛生レベルを保証するため、食品安全に関する規定

(852/2004/EC)と動物性の食品に関する特別衛生規定(853/2004/EC)

に則って行われないといけません。工場の自己監査プログラム

は冷蔵室の自動的な温度記録を義務付けています。同様に作業

手順は枝肉やカットされる部分肉が作業される時のみ冷蔵室か

ら出される様に作られています。
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ここでは半丸の肩、中そして腿への大分割を記述しています。

4.2.1	 法令と業界ルール	
動物性の食品の特お衛生に関するEUの規定(853/2004/EC)では

カット専門工場や、カット室に送られるまでの枝肉の温度

管理条件を定義しています。EU規定(853/2004/EC)で謳われて

いる除骨のより高い温度での許可を除いて、カット工程の前、

枝肉全体の温度は7℃未満でなくてはいけません

これに加えて、全ての工場に顧客と共同して作った細かな

スペックが存在します。製品スペックは製品の品質や取り

扱い（衛生関連などの項目を含む）を定義しています。

4.2.2	 仕分け	
枝肉と主要部分肉はと畜工程で赤身率と脂肪の厚さが測定

されています(3.10.3参照)。その数値を基に枝肉は自動的に

テンパリング室で分別されます。枝肉で品質な均一した物

が同じレールに吊り下げられます。こうやって枝肉は一番

適した目的に使用されるわけです。

その日の屠畜の記録を集めたものを基に翌日のカットと除骨

の生産計画が立てられます。

屠畜の工程（第３章参照）で獣医検査官が屠体を一つ一つ

チェックをします。獣医検査官によって再検査を受けた枝肉

(例えば試験室での分析)は特別な印を付けられ、冷蔵室では

決まった場所で保管されます。これらの枝肉は試験室からの

承認が出てはじめて次の工程に進みます。

4.2.3	 大分割	
大分割は通常枝肉を主な部分肉にカットをする事をさします：

モモ、ロース、バラそして肩です。部分肉は顧客の希望に則

って除骨そしてカットされます。

大分割は以下の工程を指します：

 ヒレの摘出と整形
 枝肉がテーブルに下ろされ、頭と第一趾が関節の所

 で切断される
 枝肉を３つの部分肉に分割する
 ミドルをロースとバラに分ける

全てのカット口はあざやかで正確でなくてはいけません。最高

の品質を得るため、そして作業員の仕事を楽にするために枝

肉をコンベアーに載せるのと丸鋸を使った作業は今、自動化

されています。 

ヒレ摘出と整形	
屠体が開かれる時にヒレには摘出し易くするため切込みが入れ

られます(3.6参照)。ヒレは枝肉が冷やし込み室を出たらすぐに

摘出されます。その後整形され真空パックされ、出荷用に梱包

された後、冷蔵か冷凍されます。

頭と第一趾の切断	
２つの半分の頭は頸部の関節の所で、頬肉を残して切断され

ます。

２つの半丸は自動的にコンベヤーの上に下ろされます。第一趾

は飛節の一番高い所に鋸が入れられ、踵骨がまっすぐに切断さ

れます。正確な位置で切断されると切り口に「星形」が見られ

ます。

半丸の３分割	
半丸は半自動か全自動の工程で３つに分割されます。肩、ミドル

そしてモモの３つに分割される前に、レザー光線を利用して正

しい

位置が確認されます。肉と骨の両方を切断できる丸鋸が使われ

ます。

4.2 カット
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肩は膝関節（胸骨の３本目当り）の所で横軸に対して直角に

切断されます。頬肉はスペックや顧客からの希望に沿って

カットされ、整形後包装されるか、次の工程へと送られます。

肩はそのままでか、または肩ロースと腕に分けられて次へと

送られます。肩ロースはどんな最終製品にするかによって骨付か、

骨なしとされます。脛付きの腕は除骨か加工工程に進みま

す。肩全体が除骨の工程に送られる場合もあります。

モモは尾てい骨と臀骨の交差する点で直角に切断されます。

尾てい骨、そけい部の肉と脂肪（ラウンドカット）は取り

除かれ、モモは次へと進んで行きます。

ミドルは鋸であばら骨を切るか、切込を入れられそして

棘状突起が切り除かれます。

ミドルの二分割		
製品によってミドルは背の線と平行に分割され、ロースと

バラに分けられます。分割をする位置は肩側から見て一番

最初のあばら骨の頭側の長さが4cmになる所、そして最後

のあばら骨の頭側が7.5cmになる所です。ここでは0.5cm

以上の誤差があってはいけません。

4.2.4	 運搬	
部分肉は通常天井型のレールを使い、「クリスマスツリー」

と呼ばれているハンガーに引っ掛けてって運ばれます。部分

肉は生の製品として冷蔵コンテナーに入れられそのまま輸出

される事もありますが、普通は除骨されます(4.3参照)。

２つの半丸は自動的にコンベヤーに下ろされ、その後第一趾が切断されます。
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工場から出荷の日、部分肉はと畜の日から数えて４日以上の

物であってはいけません。又出荷時肉の温度が7℃を超えて

いてはいけません。肉への結露を避けるため製品の温度が上

がってはいけません。

4.2.5	 管理	
枝肉はカット工程の前に視覚的な検査をされます。何か欠陥

があった場合はその枝肉は別にされ、他の目的に使われます。

この検査は特別の訓練を受けた従業員によって行われます。

冷蔵室の温度は工場の自己監査システムの一部として、常に

監視されています。冷蔵室で温度が7℃以上、作業室で12度

以上に上がった場合は警報で知らされるようになっています。

冷蔵室は常時洗浄されており、これが高い衛生レベルを確保

しています。

職場責任者が、カットが細かく記述されているスペック通り

に行われているかチェックする責任を持っています。それに

加え工場の品質管理部の者が製品のランダム検査を行い、

スペック通りに製造されているかをチェックしています。 

委託された専門の会社が洗浄の業務を行っており、その会社は

自己監査システムの一部として操業の前に、毎日工場を検査

する義務を持っています。それに加え、工場自身も操業開始前

に洗浄の検査を行い、その内容は記録されます。整頓、洗浄

そして衛生状況は獣医管理部によって監視されています。

4.2.6	 まとめ		
枝肉の重さと赤身率を使っての分別は枝肉の最適な利用を確実に

しています。又細かな生産スペックと精巧なカット設備が枝肉が

正確に、そして顧客の希望にそって大分割される事を確保してい

ます。
２つの半丸は３つの部分肉に分割されます。レザー光線か視覚装置を利用
して正しい位置を確認してから枝肉は鋸で肩、ミドルそしてモモと３分割
されます。
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オートメ化された分別と大分割の作業が素早い工程フローを

実現し、部分肉が冷蔵室や次の工程へ迅速に運搬される事を

可能にしています。

適切な温度管理そして詳細にわたる洗浄の管理が細菌の増殖

を最低限に抑え、高い食品安全レベルを確保しています。

部分肉は冷蔵室入れられるか、直接トラックに運ばれます。部分肉の温度は7℃を超えてはいけません。
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デンマークから輸出される豚肉の多くは骨を取り除いた製品で

す。これらは基準スペックの製品であったり、顧客によって定義

された特別スペックの製品であったりします。モモ、肩、ロース

そしてバラに多くの種類のスペックが存在します。高度に均一化

された製品が、デンマークの食肉パッカー工場がカットをされた

部分肉を多く輸出している理由の内の一つです。製品の高い品質

は原材料の資質と、近代的で衛生的な工場、そして良く教育された

専門家によっての作業が基本になっています。

4.3.1	 法令と業界ルール	
食品の衛生に関するEUの規定(852/2004/EC)と動物性の食品に関

する衛生規定(853/2004/EC)がデンマークの食肉パッカー会社で守

られています。

4.3.2	 部分肉の除骨	
大分割後製品は直接にカット室に行くか、一時的に冷蔵室に溜め

ておいてからカット室に運搬されます。

部分肉の除骨と整形作業は最初に枝肉にされたものから順番通りに

行われます。

除骨室で部分肉は計量されてから作業されます。全ての製品は

製品スペック、そして顧客からの要求が含まれている製品作業表

を持っています。これらが工場の製造規則として定義されており、

すべての除骨工程の品質を明記しています。

品質の欠陥を持っている部分肉や、床に落ちた肉はその旨が書

かれているメモを付けて再検査に送られます。再検査時に使

われたテーブルと道具は洗浄され、後消毒されます。

部分肉が製品スペック通りに整形されたら、カートンに入れ

られるか、クリスマスツリーに掛けられます。次の工程へと

移っていきます。そのようにして不必要な温度上昇を避けています。

4.3 除骨

大分割と除骨の工程には細かな記述のある製品スペックがあります。
これらのスペックが製品の均一性と、製品が顧客の希望通りに作られる
事を確実にしています。
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食品の衛生に関するEUの規定(852/2004/EU)に加えて、全ての食肉 パ

ッカー工場は自分達のナイフなどの切断道具の洗浄手順を持ってい

います。道具は製品間の相互汚染を避けるために一日に何度も取り替

えられています。

4.3.3	 再検査	
再検査に回された部分肉は、肉の一部が切り取られ生産ラインに送り

返されるか、又は別の目的に使うために他の所に送られます。切り

取られた肉は破棄されます。再検査は経験豊かな従業員によって行

われます

カット室のコンベヤーの最後の所ではチェックがあり、そこで

最終的な整形がされ、残余した骨片があれば取り除かれます。

部分肉は除骨と整形が終わると計量され冷蔵室に保管されます。

そこから梱包されるか次の工程へと移っていきます。

4.3.4	 管理	
冷蔵室の温度は工場の自己監査システムの一部として常に監視

されています。冷蔵室で7℃以上、作業エリアで12℃以上になる

と警報が鳴るようになっています。

毎日、セクションごとの職場責任者が製品がスペック通りに

製造されているかを検査しています。検査の頻度と是正手段を

とるまでの欠陥許容回数は、工場の品質管理システムによって

定義されいます。部分肉の除骨工程の前と工程後の重量を

比較する事によって、従業員が端切れを出しすぎないかとか、

製品がスペック通りに作られているかなどを見ることができます。

もし欠陥を従業員が修正できないと見なされた場合はその部

分肉は品質的に合う他の製品に使われます。従業員が容認

できないほどの間違えをおかすような場合は、その者に工場が

期待する品質の製品を作れるまで特別の研修が与えられます。

工場は大分割と除骨工程の抜き打ち検査を行う品質管理部門

を持っています。　

委託された専門の会社が洗浄の業務を行っており、その会社は

自己監査システムの一部として、操業前に毎日、工場の検査を

再検査に回された部分肉は、肉の一部が切り取られ生産ラインに送り
返されるか、又は別の目的に使うために他の所に送られます。切り
取られた肉は破棄されます。再検査は経験豊かな従業員によって行われます。
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する義務を持っています。それに加え、工場側も操業前に洗浄

の検査を行います。検査結果は記録されます。整頓、洗浄そして

衛生状態は獣医管理部によって監視されます。

4.3.5	 まとめ	
詳細な温度管理と一時的に製品を溜めることができる冷蔵室の

おかげで細菌の増殖は最低レベルに抑えられています。

詳細な製品スペック通りに生産をする事により、デンマークの

食肉処理組合工場は均一した高い品質基準を確保しています。
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ここでは梱包で要求される事項、包装の素材そして新鮮な肉

製品へのラベル付けが記述されています。

4.4.1	 法令と業界ルール	
包装の条件はデンマークの食品庁の通知(579/2011)に記述され

ています。通知そのものはこの分野のEU指示を国内法にした

ものです。この通知は食品に関する法(526/2005)を基にしてい

ます。

この食品に関する法とEUの食品の衛生に関する規定(852/2004/

EC)では包装は十分に丈夫であり、運搬や取り扱い時に肉の有

効に保護をし、外部からの有害なものから肉を守らなくてはい

けないと謳っています。

4.4.2	 梱包	
デンマークでは新鮮な肉は梱包がされることなく冷蔵トラック

でもって出荷されるか、少なくても２重の包装で出荷されます。

内側はラッピングで肉を汚染から保護し、外側は堅牢な箱で外

部からの物理的なダメージから肉を守り、同時に積重ねを容易

にします。外側の梱包はボール紙の箱であったり、リサイクル

できるプラスチックの箱であったりします。肉と直接接触のある

包装材料は食品に使用できる物として承認されていなくてはい

けません。

肉のばら詰め	
この方法では肉はトレイから自動的に下に敷いてあるポリシートか

ビニール袋に空けられあと隣室で箱詰されます。

4.4 梱包とラベル付け 

カットされた部分肉は直ちにラッピングされ、顧客の要望に沿い決められた重量か個数で箱詰されます。
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現在リサイクルできるプラスチックの箱はよく使われています。

プラスチックの箱は使用される前に洗浄そして消毒されます。

部分肉が箱に入れられる前にビニール袋が箱に入れられそれに

製品が入るとビニール袋に封がされます。箱はパレットに積み重

ねられ、そしてポリシートで巻かれてから出荷されます。

個別の梱包

一つ一つの製品は自動的にラッピングされ、顧客の要望に沿っ

て決められた重量か個数でもって箱詰されます。

の強度はとても大切なポイントになります。そんなわけで強化さ

れた段ボール箱が使われています。

4.4.3	 ラベル付け		
ダンボールかプラスチック箱に製品がつめられた後計量されて

以下の情報が記載されているラベルが箱に貼られます。

 生産工場番号
 会社名と住所
 箱に入っている製品の種類、例「肩肉」
 産出国名
 梱包の日付とID番号
 保管方法と温度の指示
 バーコード
 動物の種類（豚）
 製品番号
 製品の取り扱い情報のコード番号（新鮮な肉）
 製品のその他の取り扱い情報に関するコード番号
 キロで表示された正味重量
 楕円形の、国のコードが入っている識別印、会社の承認

 番号とEC印もしくは検印と同様の、EUに所属する事を

 示す他の頭文字

ラベル付けはEUの動物性の食品に関する特別衛生規定(853/2004/

EC)、食品に関する規定(178/2002/EU)そしてデンマークのラベ

リングに関する通知(1333/2007)に則って行われなくてはいけま

せん。

4.4.4	 管理
獣医管理部が抜き打ち検査で積送品が規則通りに

ラベリングがされているかをチェックしています。

すべての箱には生産工場番号と梱包日付そして保管方法が明記されてなくては
いけません。
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4.4.5	 まとめ
ラベリングでもって工場はEUの食品衛生に関する規定(178/

2002/EC)が守られている事と、肉が生産された工場まで追跡

ができることを保証しています(5.5参照)。

いろいろな種類の梱包方法をとったり、リサイクルを推進し

たり、又新しい梱包タイプを開発したりしてデンマークの豚

肉業界は、常に顧客の希望を満たすべく努力をしています。
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梱包が終わったら新鮮な肉は冷蔵室に入れられるか、凍結されます。

4.5.1	 冷凍	
製品が冷凍して出荷される場合は、急速凍結トンネル内の

高い風速の中で-30℃かもっと低い温度で冷凍されます。

こうしてできるだけ早く義務付けられている-18℃か、

それ以下の保管温度までに冷凍します。

箱は箱ごとの間に隙間があるようにしてパレットに載せられます。

その後決められた保管温度に達するまで冷凍されます。

デンマークの食肉パッカー工場と食肉技術研究所が一緒

に新鮮な肉の最適な冷凍方法を研究しています。最高の冷凍

結果が得られるのは-30℃以下で急速に冷凍する方法です。

表面温度をできるだけ早く下げるため早い気流が必要になり

ます。箱と箱の間に隙間を作る事により上下から凍結される

ようになっています。

4.5.2	 出荷	
新鮮な肉は出荷の前まで0-7℃の冷凍室に保管されるか、  

出荷前に冷凍されます。  

搬出の前、トラックは車体の状態と衛生レベルが適切であるか  

どうかを視覚的に検査されます。それに加え、運送中に常に  

決められた温度を保つ装置が装備されているかがチェックされ

ます。  

検査の後、積送品はコールドチェーンを滞ないよう、直ちに  

トラックに詰まれます。そして積荷に封がされ運送が始まり

ます。新鮮な肉の温度は出荷前に測定されます。

4.5 冷凍と出荷

冷凍される箱はパレットに載せられ、一段ごとに隙間が作られ冷気を
通り易くします。そうやって肉の迅速で効率の良い冷凍を図っています。
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4.5.3	 管理
冷蔵室では常に温度が測定されています。それに加え製品が

顧客の所まで、決められた温度と品質で確実に届くように

梱包がされているかがチェックされます。製品の温度は出荷

前に測定されます。

4.5.4	 まとめ	
食肉処理組合工場での冷蔵、冷凍工程は豚肉の最適な保存性を

確保するために常時改善されています。

枝肉の冷却から最終的に冷蔵/冷却されて出荷されるまでの新鮮

な肉のコールドチェーンの維持は細菌の増殖を最小限に抑え、

保存性を伸ばし、そして最小限のドリップロス確保しています。
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第５章には多くの重要なテーマが含まれています。この章は食品安全

が生産全般において、どのような調整が行われているかが記述されて

います。調整はHACCPの原則に則って行われています。この章ではど

のようにしていろいろなリスクにフォーカスが当てられ、管理されて

いるかが説明されています。デンマークでは人畜共通伝染病の病原菌

であるサルモネラ菌の撲滅は特別に重要な事と見なしています。この

テーマには一つの項があてがわれています。次に肉の品質に影響を与

える要素が記述されています。その次にミートパッカー工場と食肉ッ

ト工場がどのようにして品質の高い製品を生産しているかが記述され

ています。最後にデンマークの豚肉生産の全ての面にまたがる

トレーサビリティーについてが述べられています。

生産全体にまたがる管理点 

5
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豚の育種から新鮮な肉の出荷までの生産チェーンは多くの

管理システムでカバーされています。この章ではデンマーク

の豚肉業界で、いわゆる全体にまたがる品質管理システムと

いうのがどのように組織化されているかが記述されています。

デンマークの豚肉の品質が高い事はとても重要です。それを

確保するためにデンマークの工場はどのような事を行ってい

るかを、ここでは食品安全システム（食用としてこれは必須

の事項です）と均一した高い品質を得るための品質管理シス

テムに分けて記述します。

デンマークの豚肉業界は最高に安全な食品を供給できる様に

真剣な努力をしています。これは5.1詳しく書かれています。

人畜共通伝染病対策には特別の努力が払われており、その

詳細は5.2に述べられています。

いくつもの要素が豚肉の品質に影響を与えます。それらは

5.3に記述されており、5.4ではと畜、カットそして除骨の工

程での肉の品質を維持するための品質管理法が取り扱われ

ています。

安定した品質を得るためには生産工程で起きるどんな欠陥

も迅速に識別されなくてはいけません。そのために農場か

ら顧客への運送までの全体的な生産チェーンでのラベリング

と識別のシステムが導入されています。このトレーサビリティ

のシステムは5.5に記述されています。
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デンマークでは食品安全は統合された生産システムで確保

されています。豚の育種から加工までの一つ一つの生産

過程の調整が安全な肉の製造を可能にしています。

ほとんどの食品安全リスクは取り扱い間違えか、工程の

欠陥の結果として起こります。これらは化学的な、物理

的なそして生物学的なリスクに分けられます。

5.1.1	 化学的なリスク：残留物	
化学的なリスクとは肉内にあってはならない残留物質を

さします。残留物質は飼料か豚に与えられた薬、場合に

よっては設備や機械、又は生産環境そのものに由来してい

る事があります。

EUは飼料の内容物を制定する規定を持っています。現在

適用されている規定を基にデンマークの食品庁は全ての飼

料会社を監視しており、監視の結果は定期的に公表されて

います。それに加え、豚肉業界は飼料ガイドラインと飼料

の比較テストを通して、生産者が最高の品質の飼料を使え

るようにしています。

 

病気の豚には獣医か、健康アドバイス契約を結んでいる養

豚家しか薬を与える事はできません。薬の使用は獣医の　

診断があったはじめて可能です。デンマークでは予防的な治

療は許可されていません。薬を処方する際、獣医は出荷を控

えなくてはいけない期間を養豚家に教えます。デンマークで

は生育促進を目的にホルモンやその他の薬品を使うことは許

可された事がなく、そして今でも禁止されています。

5.1 食品安全 

図	7:	養豚農場でのリスク管理
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デンマークの法律は建物と内装素材は豚に危害を与えるよう

な物を使ってはいけないと謳っています。同様に厳しい環境

関係の法が農薬や重金属による汚染を避けています。又農家

は糞尿処理の計画を当局から承認してもらわなくてはいけま

せん。

5.1.2	 残留物質の監視		
新鮮な肉を含め、デンマークでは食品の中の残留物質の管理

をする食品監視プログラムを持っています。下記のカテゴリー

の残留物質が監視プログラムに含まれています：

 抗生物質と化学療法薬
 ホルモンと生育促進剤
 農薬、そしてダイオキシンとダイオキシンの様な物質
 重金属

EUの規定96/23/EECに則ってデンマークの食品庁がこの監

視プログラムを作成しています。

 

監視プログラムは食品庁で管理されており、サンプリング

やその分析も食品庁が行っています。残留物質に関しては

食肉処理工場は自己管理を行っており、ランダムサンプ

リングも工場が行っています。サンプルの分析は承認され

た工場内の試験室で行われています。

抗生物質と化学療法剤	
過去20年間、デンマーク食品庁はデンマークの法律に則って

肉の中の抗生物質と化学治療剤の濃度を調べるランダム検査

を行ってきました。EUの規定により分析は筋肉組織の化学的

な検査を通して行われています。

過去10年間これらの分析で検出された抗生物質と化学治療剤

の残留は微々たる物で、年間で採るサンプル総数の0%から

0.017%の間でした。最近は年間18,000から

企業の自己管理システムの一部として肉の中にあってはいけない物質を検出するため
にサンプリングが行われています。毎年1万8千から2万0の腎臓組織のサンプルが分析
検査のために採られています。過去10年間抗生物質の残留は0%から0.03%の間でした。
今までホルモン、農薬そして重金属が残留していた事はありません。
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23,000のサンプルが分析されています。1989と

1990年にスルファジミジンの陽性結果が増えたので業界は

スルファジミジンの使用を禁止しました。

公的なランダム検査で抗生物質や化学治療剤の残留が見つけ

られた場合はその旨が食品庁に報告されます。濃度が許容され

ている限度を超えている場合は罰金が科されます。

それに加え、地域食品管理局がそのケースが、抗生物質に関

する法の違反になるかどうかを法律家と相談します。地域食

品管理局の獣医官と、場合によっては農場のかかり付けの獣

医が農場を訪問し、そこでの抗生物質や化学治療剤の使用に

関する報告書を作成します。その報告書を基に地域食品管理

局は農場主と、場合によっては掛かり付けの獣医を警察に訴

えるかどうかを決定します。

工場の自己管理システムで、許容量以下の残留が検出された

場合、生産者にその旨が報告されます。工場は検出内容と、

その農家の次からの入荷時に許容量以上の残留物が検出

される可能性がある旨を記入し、工場の自己管理システム内に

記録をします。この報告は地域食品管理局へは提出の義務

はありませんが、獣医管理部の獣医官はそれを見ることがで

きます。

もし許容量を超えた残留物質が検出された場合は、地域食品

管理局にその旨が書類で報告されます。それに加え、豚肉業

界で雇用されている獣医が生産者を訪れ、農家の抗生物質の

使用状況が調べられます。訪問時、農家がどのようにして治

療中の豚を他の豚から別けているかがチェックされます。

必要な場合獣医は生産者に正しい方法を教えます。訪問

後にレポートが作成され、それが生産者と食肉パッカー工場

に送られます。このレポートを基に食肉処理工場は農家を

要注意リストに載せるかどうかを決定します。リストに載った

場合は次回の入荷からその農家の豚のサンプリング数が増える

事になります。

ホルモン
EUではホルモンを生育促進の目的に使用をする事は禁止され

ています。1986年からデンマークの肉はランダム検査でホル

モンの残留があるかどうかが分析されています。筋肉、尿、

血液そして便から採ったサンプルでいろいろなホルモンの分

析が行われています。デンマークの豚には2004年の一度の

ケースを除き、ホルモンの残留が検出された事はありません。

農薬とPCB	
デンマークでは塩素をベースにした農薬とPCB (ポリ塩化

ビフェニル)を養豚農場、また食品が製造される場所での

使用が禁止されています。

デンマークの食品庁は1980年代から、動物性と植物性食品内

の農薬とPCBの残留濃度のランダム検査を行ってきました。豚の

ランダム検査は腎臓の脂肪が使われており、もう何年も農薬と

PCBの痕跡しか検出されていません。まだ時々痕跡が検出される

理由は、これらの物質は自然の中での生物分解性がとても低いか

らです。

ダイオキシン	
2003年以来デンマークの食品庁はと畜用豚にダイオキシン

があるかの分析を行っています。毎年約100のサンプルが分

析されていますが、一度もEUが制定した数値を越した事は

ありません。. 

重金属	
肉内の重金属の残留を検査するランダムテストは食品庁が

行っています。筋肉、腎臓そして肝臓のサンプルを使って、鉛、

カドミウムと水銀の残留、そしてニッケル、セレン、クロミウム

の痕跡要素を検査しています。
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何年もの間で一度だけ重金属の許容量を越したことがありま

す。過去１０年間水銀とセレンのレベルは安定し ており、カドミ

ウム、鉛、ニッケルそしてクロミウムは減少 しています。

5.1.3	 物理的リスク：異物	
デンマークではカットされた製品にあってはいけない物質、 

例えば残余した骨、軟骨、道具や伝票のかけらなどを異物と 

定義しています。  

詳細な製品スペックと広域に亘る従業員の教育を通して業 

界は肉に残余した骨、軟骨や他の異物が肉に残らないよう 

に努力をしています。それに加え最終製品には細かな検査 

が行われます。もし欠陥があった場合はそれが直され、繰

り返される事がないように作業手順が見直されます。

5.1.4	 生物学的なリスク	
疾病	
健康な豚は安全な食品生産の基本です。デンマークの農場主

は豚を疾病の伝染から守るため、有害動物（例えば捕食性動物）

の建物への侵入を避けるためにしっかりとした対策を取ってい

ます。有害な昆虫からの危害の予防も行われています（例えば

捕食性のハエの利用）。

バッチ生産で豚を入れ替えたり、マルチサイト生産などの農場

設計で高い健康レベルを確保する事ができます。

バクテリア	
デンマークの豚肉業界は人畜共通伝染病の蔓延を予防するため

厳格な管理体制を取っています。これは1.5.6と5.2を参照下さい。 

耐性菌	
デンマークでは耐性菌の発生と蔓延を防ぐための戦略が導入

されています。この戦略は国が決定した2000年１月１日からの

豚生産での生育促進剤、アボパルシンとヴァージニアマイシンの
食肉処理工場は洗浄作業の微生物的な管理を行っています。獣医検査官は生産ライン
の内装、道具そしてその他の設備のランダム検査を行っています。
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使用禁止と、豚肉業界が任意的に導入した全ての抗生物質が

入っている生育促進剤の使用禁止です。

デンマークの当局は動物、肉製品そして人からランダムにサン

プリングをし、抗性菌の進展を常に監視しています(DANMAP)。

トリキネラ	
トリキネラは寄生虫（幼虫）で腸内に生存し増殖します。

人にも加熱調理をしていない肉を食べると感染する事が

あります。

 　

一度も検出される事なく、過去85年間デンマークは系統的に

トリキネラの検査を行ってきました。輸出許可を持っている

食肉パッカー工場で過去20年間、毎年約2千万頭の豚が検査がさ

れました。その期間デンマークの豚肉から人にトリキネラが感染

したケースは皆無です。

海外市場への考慮のため従来通り、全ての豚のトリキネラ検査

が行われています。

洗浄と従業員の衛生	
食肉パッカー工場は清掃専門会社の作業内容と、その会社の自己管

理内容をチェックします。又工場自体も細菌管理を含む洗浄状

態を検査し、その記録を残します(4.2.5参照)。獣医管理部はこの

記録を見る事ができます。

獣医管理部は内装、道具そして他の設備でサンプリングをし、

洗浄、消毒が正しく行われているかをチェックします。それに

加え、整頓状況、従業員の作業着、手を洗う流しや道具の洗浄、

消毒器などの検査をします。

食肉パッカー工場は幅広い教育を通し、従業員に本人の清潔さの重

要性と、生産で間違えが起きた時のすばやく、正しい反応の大

切さが教えられます。

屠畜方法	

近年、衛生レベルを向上させ、又二次汚染を防ぐ新しい屠畜方法

が導入されました。

食肉パッカー工場は「ナイフ２本」制度を導入しており、２本の

ナイフは交互に、少なくても82℃で消毒されています。この

様にして細菌が屠体から屠体への二次汚染を抑えています。

屠体の迅速な冷却が細菌の増殖を有効に防いでいます。EUの

動物性の食品に関する特別規定(853/2004/EC)では、屠体の中心

温度は屠畜後すばやく7℃以下に下げなくてはいけない、又肉

の中心温度は7度以下に保たれなくてはいけないと謳っていま

す。この義務は頻繁な温度管理と一時保管用冷蔵室の活用で

果たされています。

建物と設備
食肉パッカー工場と設備の適切な設計は、建物と設備からの細菌

や異物の発生リスクを抑えます。

獣医管理部は工場と設備が正しくメンテされているかを

チェックします。又生産が一定のテンポで進行しているかを

見ています。このことでいろいろな製品間の二次汚染が避け

られ（例えば原材料と加工製品の間）、又原材料の高回転率

が確保されます。

5.1.5	 リスク管理	
企業の自己管理	
デンマークの全ての食肉パッカー工場は食品庁に承認され、

監視されているHACCP原則の自己管理システムを持っています。

食品安全に関する自己管理システムの一部として危機管理点

が定義されています。食品安全のリスクを監視する手順は

自己管理システムの中に導入されています(3.2.3参照)。
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5.1.6	 まとめ	
法律で決められた義務を果たすのみならず、デンマークの

食肉パッカー工場は、肉製品の保存性と安全性を向上させ

るべく常に努力をしています。

2005年以来、抗生物質の残留は年間で採るサンプル総数の

0.02%を越したことはありません。禁止されているホルモン、

農薬そしてPCBの許容量を越した残留は検出された事があり

ません。ホルモン残留の検査が陽性だったのは２０１４年に

一度あったのみです。その原因は決着がされていません。

デンマーク獣医管理部の承認	
その日の屠畜作業の開始の前、食肉処理工場は二酸化炭素の

スタニング装置を含むと畜工程ラインをチェックし、全てが

正常である事を確認します。この検査は自己管理システムの

一部であり、又これは獣医管理部によって監査されます。

健康な豚からの肉である事を保証するため、獣医管理部は係

留所では生きている豚を、そして屠畜後は屠体と内臓を検査

します。

工場からの出荷の際、製品がスペック通りであるかの検査

があります。

図	8:		食肉パッカー工場でのリスク管理.
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5.2.1		 法令と業界ルール		
デンマークの食品庁は業界と協力をして豚のサルモネラ撲滅

プログラムを作成しました。1993年に開始以来、幾度か改正、

改良がされています。サルモネラ撲滅プログラムは業界が促進

して補足をしています。 

5.2.2		 人畜共通伝染病		
人畜共通伝染病とは動物と人との間で伝染する疾病をさし ます。

人が人畜共通伝染病にかかる感染経路のうちの一つ は動物性の食

品です。いくつかの細菌は食品を通して人に 感染を起こします。

その典型的な例がサルモネラです。  

 デンマークの豚肉業界は幅の広い監視制度とサルモネラ撲滅 行

動計画を持っています。 

5.2.3		 サルモネラ菌撲滅プログラム	
デンマークの食品庁とデンマークの豚肉業界が協力をして豚

と新鮮な豚肉におけるサルモネラの撲滅と管理のためのプロ

グラムが導入されました。

このプログラムは年間に屠畜豚を200頭以上出荷する農家の

監視によって成り立っています。この監視を基に農家は

レベル1、2又は3の農家に分けられます。このプログラムでは

ベル3の農家の豚は他の豚と別のラインで屠畜されます。同様

にこのプログラムには食肉パッカー工場での肉の管理と厳しい

サルモネラ菌対策が定義されています。それに加え、全ての

育種と繁殖農家は毎月の血液検査が義務付けられています

レベル2か3の肥育農家に子豚を出荷している雌豚農家には、

その旨が報告され、その雌豚農家から血液検査を採るかど

うかの判断がされます。

全ての養豚農家は、飼っている豚のサルモネラ菌又はその

抗体の有無で、農家のサルモネラ評価がされます(A,B又はC)。

5.2.4		 農場でのサルモネラ問題の予防	
国の研究所と協力をし、デンマークの豚肉業界はサルモネラ

菌を増殖し蔓延させるのは何であるかというのを追及する

大規模な研究を行っています。その目的はサルモネラ菌の発生

を防ぎ又撲滅させる所にあります。

飼料	
全ての飼料会社にはサルモネラ菌のない製品を製造する事が義

務付けられており、そんなわけで既製の配合飼料は熱殺菌処理

がされなくてはいけません。EUの家畜の飼料に関する規定では

その管理は主に自己監査の形で行われます。デンマークの獣医

食品管理局は主に飼料会社の生産工程をチェックしています。   

調査では、農家で配合される飼料と発酵させた液状の飼料は、

豚の胃腸に良い効果を持っているため、一般的にサルモネラ菌

汚染を発生しにくくしているという結果が出ています。です。

そんなわけで、農家がサルモネラ菌を抑えたい場合は、既製の

熱殺菌処理がされた配合飼料ではなく、上記のタイプの飼料に

切り替えることが薦められています。

ほんの少量の有機酸（例えば乳酸）を添加することによって豚

におけるサルモネラの発生を抑える事ができます。これは胃腸

の微生物条件に影響を与えるからだろうと見られています。

豚の間の感染	
ロットごとに出荷し、その度に豚舎を洗浄、殺菌する「全豚

入れ替」又は「ロット単位」と呼ばれている生産方法では豚

のグループ同士のサルモネラの伝染を最小限に抑える事がで

きます。そんなわけでその他のサルモネラ菌を抑える手段を

併用すると、この生産方法はサルモネラ菌予防としてとても 有効

な方法です。 

5.2 豚と豚肉のサルモネラ菌撲滅   
 プログラム 
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サルモネラの報告義務	
全ての養豚農家は豚のサルモネラ状況の報告義務を持ってい  

ます。豚を生体で売る場合は以下の情報を提供しなくてはい  

けません：

 肥育農家は過去3ヶ月のサルモネラレベル  
 育種と繁殖農家は過去6ヶ月のサルモネラ指数  
 全ての養豚農家でサルモネラ評価(A, B 又はC)  
 糞サンプル内にサルモネラ菌があるのではと

 みなされた場合（全てのタイプの養豚農家）

5.2.5	 ミートパッカー工場でのサルモネラ	
	 問題の予防	
サルモネラ菌は豚の消化管（口内、喉頭、胃そして腸）に見つけ

られます。  

ミートパッカー工場で菌の蔓延のリスクが大きいのは胃と腸が摘出

される時です。これを避けるためデンマークのミートパッカー工場

では多くの予防対策が取られています。

ミートパッカー工場は常にと畜工程を最善化する事によって、と体

からと体へのサルモネラの伝染を最小限に抑えています。その一つ

の例は全ての道具の82℃の熱湯での殺菌です。又目で見える糞の

汚染を取り除くため、手で持って使う蒸気バキュームが開発されま

した。

サルモネラ菌で汚染されている農家からの豚の屠畜	
サルモネラ菌で汚染されている農家からの豚(レベル3、5.2.8参照)

は他の豚とは別にして工場に搬入され、又特別に衛生に考慮を

して屠畜されます。それに加えて、それらの豚の頭部は口腔と

咽頭からの汚染を避けるために二つに割られません。レベル3の

豚の臓器は廃棄されるか、新鮮な食品としては使えないので熱

加工がされます。

レベル3の枝肉からは屠畜の際の衛生を検査するためにランダム

にサンプルが採られます。レベル3の豚の屠畜の工程が終わると、 

枝肉に82℃の熱湯で15秒間シャワーをかける事ができる様に キャ

ビネットが開発されました。この事によって枝肉のサルモ ネラの

検出が減少しました。

新鮮な肉の監視	
サルモネラの検査をするために、ミートパッカー工場は毎日5つ

の枝肉からサンプルをとっています。検査結果の統計は常にとら

れており、もし過去11日間の検査で一つ以上の陽性結果があると、

工場はその理由を解明するための行動をとらなくてはいけません。

第５次サルモネラ撲滅プログラムは生の豚肉でのサルモネラ菌発生

頻度の限度を１％以下と決めています。

さらに強化されるサルモネラの監視	
生の肉からの検査の結果はサルモネラ菌の対策強化に使われて

います。ミートパッカー工場ごとに、過去12ヶ月の検査結果

が統計されます。サルモネラの発生が定められた限度を越した

場合は、工場は行動計画を作成し、サルモネラの発生を抑える

ための行動がとらなくてはいけません。他の対策手段と同様に、

この事はミートパッカー工場が常なるサルモネラ撲滅への努力

を怠らない事を表しています。

5.2.6	 育種と繁殖農家での監視	
育種と繁殖農家でのサルモネラ菌の監視は1998年から義務付け

られています。これらのタイプの農家では毎月血液のサンプル

が採られます。サンプルは分析検査に送られ、血液内にサルモ

ネラ菌の抗体があるかどうかが調べられます。サンプルに

サルモネラ菌の抗体が見られた場合は豚舎内からサンプルが

採られ、どんなタイプのサルモネラであるかが識別され、そして

豚舎内のどの囲いで発生したかが調べられます。同時に生産者

にサルモネラ感染を削減するための行動計画を作成する事が促

されます。
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サルモネラ発生率が高い農家は販売をする繁殖豚一頭当りいく

らという形の罰金が科されます（業界での任意的なもの）。

5.2.7	 肥育農家での監視	
母豚
肥育豚農家でサルモネラが発生した場合は（レベル2か3、5.2.8

参照）その農家に子豚を出荷した母豚農家の名が食品庁に報告

されます。報告がされたサルモネラ評価AとB(サルモネラ評価

に関しては次ページを参考)の母豚農家は、肥育農家のサルモ

ネラ感染問題がその母豚農家に由来するのかどうかを確定する

ために糞のサンプルを採る事が義務付けられます。

肥育豚	
豚がサルモネラに感染すると2週間から4週間の間に豚の免疫

システムが体内に抗体を作り始めます。感染中は抗体の数値は

高いままですが感染が収まってくると抗体の数も減ってきます。

そんな事からサルモネラの抗体を持っているという事は、豚が

サルモネラに感染した事があるという事を意味します。そんな

わけで抗体の量は農家のサルモネラレベルの物差しとして使わ

れます。 

サルモネラ抗体の量　– 　サルモネラレベル　– 　はELISA法

によって決定されます。サンプルは陽性か陰性に分けられ、

農家で陽性の分析結果が増えた場合は、何か手段を打たなく

てはいけないと見なす事ができます。

年間200頭以上の豚を出荷する農家の豚からはミートパッカー

工場で抗体分析の検査をするために、ランダムサンプルが採ら

れます。どれだけのサンプル数になるかは総出荷頭数と関連し

ています。どの屠体からのサンプルになるかは計量後自動的に

決められます。約10gの肉サンプルが採られ、生産者がはっき

りと識別できる様にラベルが貼られます。 

サンプルは冷凍され、後解凍する時に出た肉汁を使って、抗体

の検査が行われます。検査結果は食料、農業、漁業省が管理を

している人畜共通伝染病登録に記録されます。

肥育豚農家のサルモネラ監視は食肉処理工場で採られた肉サンプルでもって行われ
ます。サンプルでサルモネラ菌抗体があるかどうかが分析され、その結果でもって
農家のサルモネラ評価が行われます。サンプルは肉汁を集める特別の容器に入れら
れます。容器にははっきりと生産者の識別番号が記入されています。

:
生産者番号:
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サルモネラ監視の結果は毎月公表されますが、生産者は肉汁の

分析結果をミートパッカー工場のホームページを通していつでも見る

事ができます。毎月公表されるのは生産者番号、サンプリング

の月日、サンプルの総数と陽性、陰性結果の数です。過去6ヶ月

間の農場の検査結果を追うことができます。このようにして

生産者とそのアドバイザーは農場のサルモネラ状況の推移を見る

事ができるわけです。

 

5.2.8	 肥育農家のサルモネラレベルの決定	
過去3ヶ月のサンプル検査の結果を基に農家のサルモネラレベル

が以下の様に決定されます：

レベル 1: 陽性結果がないか、ほんの少数

レベル 2: いくつかの陽性結果

レベル 3: 陽性結果が多すぎる

レベル2か3と決められた農家はどの雌豚農家から子豚を購入し

たかを報告しなくてはいけません。

サルモネラレベルに応じた価格差し引	
もし農家がサルモネラレベル2か3の場合は支払い金額から以下

の様な差し引きが行われます。差し引き額の決定その管理は業界

自体が行います。

5.2.9	 全ての養豚農家のサルモネラ評価	
繁殖を目的に豚を売る農家はサルモネラ評価を受けなくて

はいけません。実質的には繁殖目的で豚を売らない農家も

サルモネラ評価を受けます。サルモネラ評価をを公表する

理由は、サルモネラ菌ネズミチフス血清型、Derby血清型

そしてInfantis血清型で感染されている豚の売買がサル

モネラ伝染の主な原因だからです。今までの調査はこれ

らのタイプの菌で陽性だった農家は、数年間続けて陽性結果

を出していると結論しています。サルモネラ菌が長期検出され

るという事実は、これらの農家から糞のサンプルを採る事が

サルモネラの発生に関しての新しい情報になるという事には

ならないわけです。そんなことで将来、農家のサルモネラ菌

状況は過去５年間の糞と豚の肉汁から採ったサンプルデータ

を基に評価されなくてはいけません。 

	 サルモネラレベル	 枝肉価格からの差し引%

	 レベル2	 2%

	 レベル3	 4%	
	 (最初の6ヶ月間)

	 	 レベル3	 6%	
	 	 (6ヶ月以上)1)	
	 	 レベル3	 8%	 	
	 	 (12ヶ月以上)2)	
	
1)	 農家が初めてレベル3と決定された場合は枝肉価格から	
	 の差し引きは4%になります。次の5ヶ月間で又レベル3に	
	 なった場合でもまだ4%のままです。それ以降は6%に上げら	
	 れます。又次の5ヶ月間で農家が又レベル3と決定された	
	 場合でもまだ6%のままです。

2)	 農家がレベル3のままで、過去12ヶ月間6%差し引かれて	
	 いた場合、差し引きは8%に上げられます。農家が過去	
	 12ヶ月でレベル3を免れた事があった場合は、又レベル3	
	 になるまで差し引きは4%に下げられます。
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3つのカテゴリー	
農家は3つのカテゴリーに分けられます： 

糞のサンプルからサルモネラが見つからない場合、農家はサルモ

ネラ陰性（A）の評価になります。同じCHR農家登録番号から屠

畜豚を出荷している場合は、それらはレベル2や3であってはいけ

ません。および/また繁殖用豚のサルモネラ指数は５かそれ以下

でなくてはいけません。

もし糞のサンプルでサルモネラが見つかった場合、又は関連して

いる肥育農家がレベル2か3（又はサルモネラ指数５以上）であっ

た場合、農家はサルモレラ陽性という評価になります。

 

陽性の農家はどんなタイプのサルモネラが見つかったによって

2つのサブグループに分けられます。これは豚を売買する時に

意味を持つネズミチフス血清型サルモネラ菌、Derby血清型

そしてinfantis血清型サルモネラ菌にフォーカスがあてられて

いるからです。農家にこれらタイプのサルモネラが検出された

場合、もしくは関連している肥育農家がレベル2か3

（又はサルモネラ指数５以上）であったか、今でもそうである

場合、農家はサルモネラ陽性Cの評価になります。陽性農家で、

検出されたサルモネラが他の型であった場合、その農家はサル

モネラ

陽性Bの評価になります。

冷蔵されている枝肉のサンプルからもサルモネラの検査があります。サンプリングからの１％強のみがサルモネラ陽性の結果です。
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サルモネラ評価は毎月更新されます。

写真　　食品安全パンフレットのスワッブサンプル。２００６年７月

　シリーズ８　１２６ページ

フレッシュミートも冷やし込みの段階で取られた枝肉のサンプルで、

サルモネラの検査があります。このサンプリングからは１％強のみし

かサルモネラ陽性の結果はありません。s

5.2.10	 管理	
全ての飼料会社で工程管理検査が行われます。検査は獣医食品局が行

うか、承認された業界の実施基準に則って行われます。それに加え、

獣医食品局はサルモネラの検査をするために飼料からサンプルを採っ

ています。

育種と繁殖農家も掛かり付けの獣医によって集められた血液

サンプルを基にサルモネラ感染の検査が行われます。サン

プルは承認された試験場で分析されます。陽性結果が多い

場合には農家から糞のサンプルが採られます。

もし肥育農家が年間に200頭以上の豚を出荷する場合は、いく

つかの肉汁サンプルが採られ、血清分析検査が行われます。

サンプル数は出荷総数に比例します。この検査をベースにして

獣医食品局は肥育農家にサルモネラレベルを割り当てます。

レベル3の農家からの豚は他の豚と別に運送され、又衛生には

特別に注意をして屠畜されます。ランダムに豚の検査が行われ、

もし規定されたレベル以上のサルモネラが検出された場合は肉

は加熱されて殺菌され　ます。

毎月ミートパッカー工場で冷蔵された新鮮な枝肉からサルモネラ

菌検査のためにサンプルが採られます。

 

5.2.11	 まとめ	
サルモネラ菌撲滅プログラムが、養豚農家からミートパッカー工場

の新鮮な肉のサルモネラ菌発生の監視を可能にしています。この

プログラムのおかげでデンマークの豚肉におけるサルモネラの

発生を最小限に抑える事ができています。現在デンマークのサルモ

ネラの発生はほんの微々たる件数になっています。
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5.3 肉の品質への影響 

デンマークの豚は大きさにむらがありません。格付けと
計量時のデータを利用すると、しっかりとした枝肉の分別
をする事ができます。この事によりミートパッカー工場は
とても均一した製品を作る事ができます。

肉の品質にはいくつかの品質特徴によって成り立っており、

それらがどんな意味を持つかは製品によって違ってきます。

今までの章では、いろいろなパラメーターが一つ一つの

品質特徴にどんな影響を与えるかが記述されてきました。

上の図にあるように一つ一つのパラメーターが生産チェーン

の中で色々な品質特徴多を与えています。全ての生産

チェーンをしっかりと統合する事が品質特徴がずっと維持

されることを確実にしています。

  

影響 章

品種改良 (1.1-1.2)

異種交配 (1.2)

飼料 (1.6)

顧客への出荷  (1.3-1.5)

生産者からの出荷/運送/係留/スタニング(動物福祉)) (2.1-2.4)

と畜 (3.4-3.9)

冷却、コールドチェーン、冷凍 (3.11, 4.2, 4.5)

格付け (3.10-4.2)

カット (4.2-4.3)

包装 (4.4)

均一
サイズ

品質
特徴

赤身
率ズ IMF

色
見かけ

ドリッ
プロス
PSE/
DFD

味
香り

柔ら
かさ 保存性
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が可能です。そんなわけでミートパッカー工場は同じ赤身率

の部分肉を選定する事ができます。

デンマークの豚の平均赤身率は約60%です。枝肉は加工と脂肪

分の少ない製品に適しています。

筋肉内脂肪(IMF)		
肉の筋肉内脂肪含量は調理をした際の肉の味、柔らかさ、

そして肉汁の豊かさに影響を与えます。IMF含量が多いと肉は

熟成のバリエーションや調理法に対して対応が効き、食感

品質が良く、小売での切り身などに適しています。肉が加工

に使われる場合は赤身率の高い肉の方が塩水やその他の材料

を肉と結合させる能力が高いので、IMF含量の少ない肉が必

要になってきます。

実験ではIMF含量が約2%の時に肉は小売にも加工にも最適で

あるという結果が出ています。IMFが2%の時、肉は十分に

締まっており、食感品質も良く又赤身率も加工に適していま

す。IMFが2%の時に始めて脂肪分を目で確かめる事ができます。

デンマークの豚肉は一般的に脂肪が少ないです。ロースや同

等の部分肉のIMF含量の平均は約1.5%で、加工にも小売での

切り身としても適しています。

色と外観	
肉の色は色素に深く関係しており、豚の年齢と共に濃くなっ

てきます。デンマークの豚肉は色素が少ないので淡い色をし

ています。これはデンマークの豚が屠畜時に若いというのも

一つの理由ですが、給餌方法、育種または以上の3つの要素

が一緒になった結果と思われます。

デンマークの豚肉は淡い色をしていますが、デンマークの育種

プログラムからハンプシャー種を取り除いたことによって肉の

色が少し濃くなりました。

5.3.1	 肉の品質	

	
	
	
	
	
	
均一されたサイズ	
デンマークでは屠体の平均重量は85kgです(生体体重110-

115kgに匹敵)。統合された生産システムのおかげでデンマーク

の豚の大きさはとても均一されています。それに加え、格付け

と計量時のデータを利用してしっかりと屠体を分別する事が

できるので、ミートパッカー工場はとても均一したサイズの枝肉

と部分肉を選ぶことができます。 

赤身率	
生産者への支払いはと体重量と赤身率をベースにして算出さ

れます。デンマークの格付け方法では部分肉の赤身率も測定

DFD:		

これはDark,	Firm	and	Dry黒ずんだ，硬い、乾いた	

の頭文字です。DFD肉はと畜時に豚が疲れきっていて	

体内のグリコーゲンを使い切られた時に起きます。その	

結果として乳酸があまり形成されず、肉のpH値が高く保	

たれるわけです。DFD肉は良い保水性を持っていますが、	

高いpH値が細菌に良い繁殖条件を与えるので保存性に劣	

ります。デンマークの豚肉でDFDが発生するのは稀です	

PSE:		

これはPale	Soft	Exudative淡い色の、柔らかい、	

滲出性の頭文字です。PSEの原因は遺伝子と環境です。	

PSE肉は往々にしてハロセン遺伝子を持っている豚から	

発生します。ハロセン遺伝子は細胞膜に影響を与えるので、	

肉の保水性が劣化するわけです。この遺伝子を持っている	

豚はストレスに弱くなります。現在デンマークの豚から	

ハロセン遺伝子は取り除かれました。屠畜直前のストレス	

を与えるような取り扱いがPSE肉発生の原因になることが	

あります。			
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外観は豚が運送、係留そしてと畜時にストレスを受けると悪

くなる事があります。次のページで記述されているように、

ストレスはPSE肉やDFD肉を原因になる事もあります。

いくつかのスタニング方法は血斑を起こし、それが外観や

保存性を悪くします。デンマークのミートパッカー工場では

二酸化炭素によるスタニング方法しかとっていないので、

血斑の発生を最小限にとどめています。

ドリップロス/	PSE	/	DFD	
pH値やその他の多くの要素が新鮮な肉と冷凍された肉の

ドリップロスに影響を与えます。

屠畜直後、筋肉繊維内での乳酸生産のためpH値が下がって

いきます。pH値の低下はと畜後のすばやい冷却によって

減速されます。又ドリップロスを減少させるために、冷却

工程は最適化されました。これは筋肉内に氷の結晶を発生

させる事なく肉の平均温度を7℃未満にする事によって達

成されています。次の冷やし込み工程により枝肉全体が

7℃になります。

豚が工場への運送時、係留場でそしてスタニング時に

ストレスを受けた場合はPSE肉（急なるストレス）もしくは

DFD肉（豚が疲れきっている場合）が発生する事がありま

す。これらの品質欠陥があると肉はほとんどの加工目的に

使えなくなり、又生肉としての使用も不適になります。

デンマークの豚肉業界は運送中、係留所で又スタニング時

に豚がストレスを受けないように努力をしています。

PSEの発生は遺伝子と関係しています。デンマークの豚から

ハロセン遺伝子が取り除かれて以来、豚はストレスに強くな

りPSEの発生は減少しました。その結果PSE発生のケース

はとても少なく、又DFD肉の発生が見られなくなっています。

味とにおい	
生の豚肉は比較的マイルドな味と匂いを持っています。 

食感品質は調理方法に大きく影響され、又IMF含量も味 

に影響を与えます（前ページ参照）。その他、脂肪酸の 

構成と炭水化物も意味を持っています。脂肪酸の構成は 

豚の飼料に左右されます。そんな事からデンマークの豚肉

業界は豚の飼料構成に関してのガイドラインを持っています。

魚粉のように、味が特に強い飼料に関しては最大使用許容量

を決めています。

柔らかさ	
肉の柔らかさはIMF含量、豚の齢、枝肉の冷却、熟成工程

そして加工工程で決まります。それに加え一つ一つのカット

の結合組織の量に影響されます。ベリー、足肉そして腕からの

カットは結合組織が多いので、ロースからの肉よりも硬くなり

ます。特に接合組織がクロスしている所が肉の硬さに影響

します。時がたつと結合組織のクロスリンクが増えるので、

若い豚の肉の方が柔かく、年がいっている豚の肉は硬く

なります。デンマークの豚は生後約6ヶ月で屠畜されます。

温かい枝肉の冷却も肉の柔かさに影響を持っています。冷却が

あまりにも急速に行われると低温収縮が起き、肉が硬くなります。

最高5℃で肉を約3日間熟成させると、肉を引き締めているタン

パク構造の一部が酵素で分解される事により、肉が柔かくなります。

 

保存性	
肉の保存性には飼料、保管温度、と畜やカット時の衛生状態、

そしてどんな包装がされているかなどといろいろな要素が関係し

ています

　

もちろん保管温度は保存性にとって一番重要な要素です。デン

マークのミートパッカー工場は高い衛生レベルであるので、肉は

冷蔵や冷凍保管がされると長期の保存性を持ちます。
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冷凍保管の際の最重要なポイントは酸敗です。そんなわけで

脂肪の含有量が多い肉は赤身率の優れている肉より保存性が

劣ります。

豚の飼料の配合と品質も肉の保存性に影響を与えます。これ

は特に飼料の中の特定の脂肪分が他のものと比べて短い保存

性を与えるからです。デンマークでは普通、脂肪酸の構成は

単不飽和脂肪酸が約45%、多不飽和脂肪酸が約15%そして約

40%が飽和脂肪酸です。

動物福祉	
豚の飼育や取り扱いに関してはEUの豚の保護に関する規定に

則って行われています。それに加え、豚飼育の全ての過程、運送

そしてミートパッカー工場での取り扱いに関してはデンマーク

の法律そして業界のルールが存在します。

5.3.2	 まとめ		
全ての豚肉生産チェーンにおいて常に高い品質の肉を得るため

の努力が続けられており、その成果は以下の通りです：

 赤身率の高い肉
 均一なサイズの製品
 柔らかくおいしい肉
 動物福祉
 欠陥のある製品が稀である（血斑、PSEそしてDFD）
 高い保存性

   

これらの要素が高い製品品質を可能にしています。
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ここではデンマーク豚肉業界のミートパッカー工場の品質管理

システムの主要点が記述されています。

5.4.1	 法令と業界ルール	
全ての会社は、管理より予防という業界の原理に則ったいろ

いろなタイプの品質管理が導入しています。これらの管理

システムの共通した特徴はHACCPの原則に従っているという

事です。品質管理は良い肉の味、外観、他の品質パラメーター

と関係しています。

いくつかの会社の品質管理システムには共通したものがあります。

品質管理に関連して工場はHACCPシステムのみならず、均一

した高い品質の製品を確保するためにグローバル赤身基準Global 

Red Meat Standardを導入しています(www.grms.org参照)。

デンマークの生産システムは最上の品質を確保する事にフォー

カスを当てています。新しい設備は作業を楽にし、同時に製品

の欠陥は最小限に抑えられなくてはいけません。

工場は工程ごとに詳しい作業手順マニュアルを持っています。

これに従う事は従業員の業務義務にも明記されており、その

通りに行う事が従業員に義務付けられています。一人一人の

従業員は、部分肉が自分の所に来るまでの作業の検査をする 義務

は持っていませんが、明らかに欠陥が見られた場合には、 その部

分肉は取り除かれます。 

5.4.2	 工程管理	
生産ラインにおいて、ほとんどの場合、品質と食品安全の管理 は

重なっています。そんなわけで品質管理項目の多くは工場が 持っ

ている公的に承認された自己監査システムによってカバー されて

います。  それに加え、デンマーク豚格付管理局(食品、農業、漁業

省 管理下)は格付けと支払いに関係する工程のランダム検査を

行っています(例えば皮の処理や扁桃腺の摘出など)。

全ての部分肉は細かなスペックに基づいて生産されています。

もし欠陥があると直ちにそれが是正されます。欠陥が見られ

た部分肉の再検査は定められた規則に則って行われます。

工程の過程の様々な所で重量を測定し歩留りが管理されます。

工場は枝肉の重量から部分肉の重量を予測できます。実際の

測定値と予測重量に差があった場合は、カットの工程に欠陥

がある可能性があるのでそれが調べられそして是正されます。

生産ラインにおいて、ほとんどの場合、品質と食品安全の管理 は

重なっています。そんなわけで品質管理項目の多くは工場が 持

っている公的に承認された自己監査システムによってカバー され

ています。

5.4 品質と食肉処理工程の管理  

食肉処理工場の生産ラインにおいて、ほとんどの場合、品質と食品安全の管理は
重なっています。そんなわけで品質管理項目の多くは、企業が持っている公的に
承認された自己監査システムによってカバーされています。
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5.4.3	 実証	
品質管理システムの有効性は定められた工程過程での現場

チェックと製品のランダムサンプリング検査で行われます。

検査の結果は毎日収集され職場責任者に報告され、そして是正行動

が直ちに取られます。現場チェックのデータは集められ、長期的な

傾向があるかを見るために利用されます。これで潜在的な問題を予測し、

問題が大きくなる前に捕らえています

屠畜生産ラインはオートメ化がどんどんと進んでいます。そこ

では一つの作業品質が次の作業品質に大きく影響を与えるので、

工程管理の必要性が益々大きくなっています。

 

5.4.4	 まとめ	
デンマークの豚肉業界は徹底した品質管理システムを開発しました。

システム化された再検査が均一された高い品質の製品を裏付けています。

なお一層の品質保証と文書化のため、食肉パッカー工場はグローバル

赤身基準（GRMS）を導入しています。
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マーキング、登録そして文書化は豚肉生産の全ての過程で行われ

そして実行されてます。その目的はデンマーク豚肉の高い食品安

全性を常に確保する事で、具体的には以下の事を保証して

います： 

 肉はデンマーク産であり健康な豚から生産されている
 肉には食品安全上の危害は存在しない

このデンマークのシステムでは製品は作られた工場から、

ほんの少数の特定された農家にまで遡る事ができます。

5.5.1	 CHR	番号を使った識別	
デンマークでは全ての牛と豚の生産農家は食品、農業、

漁業省によって管理されているCHR番号で登録されていま

す。それには以下の情報が登録されています；

 農家番号 (CHR番号)
 ユーザー名(所有者、管理者もしくは借手)
 所有者の名前と住所
 家畜が飼われている農家の住所
 動物の種類と生産タイプ(例えば肥育豚) 　
 平均頭数
 掛かり付けの獣医の名前、住所そして登録番号
 豚が農家からミートパッカー工場へ出荷される際に付けら

 れる5桁の番号

CHR番号はサルモネラ撲滅プログラムを含み、農家と公的

な機関の連絡の際に使用されます。

CHRシステムはデンマークの養豚農家の一覧を可能にして

います。このシステムを使い、特定の養豚農家を近隣の

養豚農家の情報を簡単に得る事ができます。CHR番号を使って

養豚農家の情報を容易に集める事ができます。これらのデータ

はよく定義されたサンプリングが必要な時や、病気伝染要因の

詳しい調査が必要な時などに活用できるわけです。

もし深刻な疾病の伝染が発生した場合はCHR情報を使って、特定

された地域での豚の移動を直ちに禁止し、疾病が拡がっていく事を

防止する事が可能になるわけです。

5.5.2	 マーキング、登録そして文書化	
豚そして豚肉のマーキング、登録そして文書化の主な内容は

下記の二つの図に表されています。マーキングに関しては

‘M’ で表されている図9、登録と文書化に関しては‘D’

で表されている図12を参照ください。

 

豚へのイヤータッグ	
デンマークでは豚は生まれた所の農家を出て行く時に公的に

認められているイヤータッグを付けなくてはいけません（M1）。

下記の豚はそれが免除されます：

 腿にタトゥーされている豚で直接デンマークの食肉

 パッカー工場に送られるもの（M3）。
 グループ単位でミートパッカー工場に出荷される肥育豚
 死んだ豚で動物性脂肪精製工場に送られもの
 販売理由でなく移動される豚のロット（例えばマルチサイト  

 生産システム）
 売り方と買い方の間で定められた契約の基に移される豚（M2）。

イヤータッグは獣医食品局で承認されたものでなくてはいけません、

そしてイヤータッグを付けた農家のCHR番号が記入されてなくては

いけません。

育成特徴	
デンマークの豚品種改良プログラムDanBredは一貫した目標を

持っています。品種改良の結果は種豚精子の販売を通して養豚

5.5 トレーサビリティ 
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農家に拡がります。種豚を購入すると育種特徴、品種の組み合

わせ、健康状態その他が記入されている文書（D1）が付いてき

ます。これらの情報は育種農家の販売台帳にも記録されます。

農家による登録	
農場主は農家に入ってくる豚と出て行く豚を、行き先と来先の

農家のCHR番号を記録しなくてはいけません（D2）。ほとんど

の豚は出生した農家にとどまります。一部の子豚は離乳をした

ら売られていきます。国内の子豚の売買は約80％が定まった

肥育農家と、一つか複数の子豚供給農家の間で交わされている、

いわゆる供給契約の基に行われています。供給契約には価格に

加え、豚の健康状態の情報が普通、健康証明書という形で含ま

れています（D3）。

供給契約の一部として豚が出荷される際以下の記録を含めた

運送文書（D4）が添えられます：

 
 CHR番号、販売と購入農家の名前と住所
 運送会社の名前と住所
 運送する豚の総数
 運送日

 

特定された一つか複数の農家（最高5件の農家から）から豚を

受け入れる事は、肥育農家にとって疾病の伝染を妨げる最高

の手段になるわけです。又子豚を販売した農家がどこであるか

は簡単に調べられます。

残った約20％の国内の子豚取引はプール様式で行われます

(M4)。この様式ですと子豚はいろいろな子豚農家から購入

されます（子豚はイヤータッグで識別が可能です）。子豚

は出荷前に購入され、受け入れ農家は簡単に識別できます。

購入者には前もって子豚の健康状態は連絡されます。

図9		豚と豚肉のマーキング
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工場がそういうタイプの入荷のトレーサビリティーができるこ

とが前提です。

ミートパッカー工場での登録
屠畜過程で屠体が計量される前にフックに付いている識別番号

が自動的に読み取られます。マニュアル作業で生産者の番号と

その識別番号が関連付けられます。コンピューターのシステム

内ではこの2つの番号は1つのものとして読み込まれます（D8）。

図10		登録と文書化

農家による記録のみならず、デンマークのミートパッカー

工場に直接運ばれる場合を除いて、運送会社は運送の日付、

豚の総数そして販売者と購入者の名を記録しています（D5）。

上記の2つのタイプの供給契約では、購入者が販売者を確認

できるよう、運送会社へ運送記録が義務付けています。

そんなわけでデンマークでは供給元が不明な豚を受け入れる

事はないわけです。

獣医の薬品	
デンマークの豚肉には薬の残留があってはならず、又豚への

抗生物質の使用に関してはとても厳しい規則が設けられてい

ます。獣医は診断をして始めて抗生物質を処方する事ができ

ます。獣医は抗生物質の正しい使用法と出荷を留める期間を

明記した指示を農場主に与えなくてはいけません（D6）。

獣医は農家を訪れ処方箋を与えた場合は、その旨をカルテに

記録しなくてはいけません。同様に農家は薬の使用と、どの

豚に与えたかを記録しなくてはいけません（D2）。

屠畜に送られる豚のマーキング	
ミートパッカー工場は生産者から直接送られてきた豚のみを

入荷します。運送の調整は運送会社と契約を結んでいるミート

パッカー工場が行います。トラックの運転手は運送中、出発地、

目的地そして豚の所有者の情報が明記されている書類を持って

なくてはいけません

トラックに搬入の前、生産者はミートパッカー工場が生産者の

識別ができるよう豚の腿に5桁の番号を付けなくてはいけませ

ん（M3）。これはミートパッカー工場で生産者の識別ができる

様にするための番号です。もし生産者が他の農場からの豚と

ミックスさせることなく、トラック一台単位で豚を工場に出荷

をする事ができるなら、一頭一頭の豚にタットゥーをしなくて

もそれができるようになりました。その場合はミートパッカー
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販売記録

農家のかかり付けの獣医

カルテl

  薬を使用
する時の注意

  薬の処方箋

人畜共通伝染病登録

全ての農家の
サルモネラ評価

顧客
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屠畜過程で屠体が計量される前にフックに付いている識別番号

が自動的に読み取られます。マニュアル作業で生産者の番号と

その識別番号が関連付けられます。コンピューターのシステム

内ではこの2つの番号は1つのものとして読み込まれます（D8）。

屠畜生産ラインで得られた全てのデータ(重量、赤身率、変色

した毛穴、獣医の所見、その他)はフックの識別番号数字を自

動的に読み取る事で、コンピューターに読み込まれます。  

サルモネラ検査の結果やその他の微生物学上の検査結果の管理、 

収集そして公示も同様に、生産者識別番号とフックの識別番号 を

通して管理されます。  

コンピューターで集められたデータは豚の生産者の支払いなど に

使われます（D7）。支払い関係のデータ（重量と赤身率）以 外

に、生産者は獣医の所見など、豚の飼育にとって大切な情報 を受

け取ります。  

獣医官に承認された枝肉のみが冷却、そしてカットの工程へと

進んで行きます。計量と格付けのデータを使って枝肉

されます (D9)。似た特徴のある枝肉が集められ、枝肉に

一番適した製品に使われます。これが顧客に均一した製

品の供給を可能にしています。

 

獣医検査後の識別	
豚が屠畜され、そして獣医官によって食品としての使用が

許可された後、EUの法に則って屠体にはデンマークの獣医

食品局からあてがわれたミートパッカー工場の認定番号が検印

されます（M5）。

 

枝肉が他の専門の工場でカットされる場合は、その工場の

承認検印番号が押されます。もし部分肉が別の肉加工工場

に送られる場合は、その工場の検印番号が使われます（M6）。

屠畜、カットそして肉製品の製造が同じ工場で行われる場合は

１つの検印番号のみが使用されます（M7）。

部分肉と肉製品はロット番号が付いてなくてはいけません

（D10）。製品に賞味期限や消費期限が少なくても月日で

記入されている場合は、それはロット識別の情報として使用

する事ができます。包装されていない製品の場合は付随して

いる食品表示にロット情報が含まれています。

小売用に包装されている食品はEU委員会の指示に則り、販売

会社か包装をした会社の名前、もしくは製造元が明記されてなく

てはいけません(2000/13/EEC)

5.5.3	 トレーサビリティー
小売されている肉は工場の承認番号でどの工場かまで遡る事 

ができます(M6/M7)。  

包装には製造元か販売会社の名前が明記されてなくてはいけ

ません。会社は製品に表示されている種類名を基に追跡が

できるわけです。   

小売用に包装されている肉にはロット番号以外に、EUで

認められている承認番号が明記されてなくてはいけません。

承認番号を基に、全ての肉と肉製品は最後に肉を加工した

工場まで遡ることができます(M6/M7)。

肉が別のカット専門の工場でカットされているか、別の加工

工場で加工されている場合は、肉の付属している取引

記録を基にミートパッカー工場まで遡ることができます(M5)。

ロット表示/取引記録を基にミートパッカー工場は製造日と

時刻まで追跡をする事ができます(D10)。これらの記録を基に

ミートパッカー工場は肉のスペック（重量、赤身率、その他）

を知る事ができます。製品スペックから工場は通常、その

スペックで目的別に分別けされたいくつかのまとまった数の

枝肉まで遡る事ができます(D9/D8)。枝肉の通し番号は生産者

番号と関連付けられます。そんなわけで以上の情報から肉を

いくつかの養豚農家まで追跡ができます。（D8）.
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5.5.4	 このシステムの実用例	
年間肥育豚を200頭以上出荷している農家はミートパッカー

工場でサルモネラ抗体のランダム検査を受けます。検査の

頻度は出荷総数と、農家の受けているサルモネラ評価レベル

に関係しています。どの枝肉を検査するかは計量の後に決

まります。枝肉が選ばれたら、出荷農家の番号が国の人畜

共通伝染病登録センターに送られます(D11)。格付けと検印

付けの後10gの肉サンプルが採られます。サンプルには特別

の容器に入れられ、出荷農家、フックやミートパッカー工場の

識別番号が記入されているバーコードが付けられ、枝肉を

出荷したのはどこであるかが識別されます。肉サンプルは

冷凍され、承認された試験所へ送られ、そこでサルモネラ

菌抗体の有無を調べる分析試験が行われます。

人畜共通伝染病センターでは出荷農家の登録番号とCHR番

号が一致するかどうかが調べられます。検査の結果が分か

ると、農家のサルモネラ評価のためにすでに集められた

記録にその結果が加えられます。検査の結果はミートパッカー

工場に送られます(D12)。毎月のミートパッカー工場からの

支払いの際、生産者は肉サンプルの試験結果が知らされます

(D7)。それ以外、毎月生産者に農家のサルモネラ評価の結果

が伝えられます。  このサルモネラスクリーニングの詳細なそして

迅速な報告 を通して、生産者は早い内にサルモネラ評価の変更を

知る 事ができます。この様にして生産者とそのアドバイザーは、 

農家のサルモネラ評価の推移を追跡する事ができるわけです。

5.5.5		 生産農家までの追跡	
生産チェーンの中で豚が移動すると、入荷の記録を通して 豚がど

こから来たかをいつでも調べる事ができます。受

け入れ側は、豚に付いてくる記録に間違え発見したらその場で 是

正ができるわけです。豚が移動させられると、その度に出発 場所

と目的地が記録されます。全ての豚を追跡できるというデン マー

クのダブル記録制度が、伝染病が発生した時のすばやい

反応を可能にしています。

ミートパッカー工場から農家までのトレーサビリティは、

デンマークではサルモネラ発生を減少させるために使われて

います。又残留物質の監視にも使われています。

業界の養豚関係の他の規則と併用して、このトレーサビリティ

制度はデンマークの豚肉の高いレベルの食品安全と品質を保証

しています。

 識別 EUの規定 デンマークの法令	
生産者(子豚の販売) イヤータッグ(M1) 92/102/EEC 告知番号1066/2005

生産者(食肉処理工場への)  生産者番号(M3) 92/102/EEC 告知番号1066/2005

食肉処理工場  承認番号(M5) 853/2004/EC 853/2004/EC

  854/2004/EC 854/2004/EC 

カット工場  承認番号(M6) 853/2004/EC 853/2004/EC

  854/2004/EC 854/2004/EC

生産工場  承認番号(M6/M7) 853/2004/EC 853/2004/EC

肉のカット(小売の)  承認番号+ロット表示  853/2004/EC 853/2004/EC

肉製品  承認番号+ロット表示+ 食品表示 853/2004/EC 853/2004/EC 

  2000/13/EU 告知No. 1308/2005

豚と豚肉の識別
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獣医の動物への薬品の使用、供給そして処方に関	す
る告知785/2010（抜粋）				
		
第3章:	

[ホルモン、その他の使用の禁止と制限に関して]	

第9条	

付録3にある薬品又は物質の動物への使用は禁止される。

(付録3: 抗甲状腺剤、スチルベンとスチルベン結合剤、エス

トラジオール17ベータそしてエストラの様な物質)。    

第10条

アンドロゲン、プロゲスチン、又はエストロゲン効果を持つ

薬品や物質そしてベータ作用物質の生産家畜への使用は禁止 され

る。第13-16条参照。 

第11条

ホルモンかホルモンに似た効果を持つ薬品や物質を、食品や 毛

の生産目的の家畜に、発育や生産性向上の目的に使うこと は禁

止される。 

第4章:

[獣医しか使用できない動物用の薬品]			

第17条

第1項：処方箋が必要で以下の内容物を持つ薬による動物への 治

療は獣医自身で行われなくてはいけない。又獣医はその薬 を供給

したり、処方箋を与えてはいけない： 

第1項：処方箋が必要で以下の内容物を持つ薬による動物への 治

療は獣医自身で行われなくてはいけない。又獣医はその薬 を供給

したり、処方箋を与えてはいけない：

1) 非ステロイド抗炎症性の薬品を除く、注射による鎮痛薬 

 の投与。

2) 吸入や注射による麻酔薬の投与

3) オピオイド、アヘン剤、バルビツール酸塩、ベンゾニア 

 ゼピンそして抗不安薬

4) 注射で投与するセレン物質

5) 注射で投与する副交感神経薬と注射で投与する副交感

 神経遮断薬

6)   注射で投与する交感神経興奮剤と交感神経遮断剤

7) 下記のホルモンと、ホルモンに似た効果を持つ結合剤の

 注射での投与：

  a) 副腎皮質刺激ホルモン

  b) 天然又は合成副腎ステロイド

  c) オキシトシン、オキシトシン類似化合物

  d) プロスタグランジンとプロスタグランジン類似化合物

8) 静脈内の投与のみの薬。第19条第2項参照。。

 

第2項：獣医は第1項第3号にもかかわらず食品を生産する

動物以外の経口投与用にはオピオイド、アヘン剤、バルビ

ツール酸塩、ベンゾニアゼピンそして抗不安薬を供給そし

て処方をする事ができる。

第3項：獣医は第1項第7号c)にかかわらずオキシトシンやオキシ

トシン類似化合物を、分娩促進剤として使うのでなければ以下

の様にそれを供給そして処方できる：

1) 健康アドバイス契約を結んでないか、基本契約しかない養豚

農家で、獣医が1頭1頭の豚の治療を始めるという条件で、最高

5日分の分量

2) 健康アドバイス基本＋追加契約を結んでいる養豚農家では

最高35日分、GLPの養豚農家では最高42日分の分量

第4項：第3項第2-4号に記述されている事項に関しては、獣医の

薬品の供給は最初の5日間のみである。

第5項：食品庁は特別なケースの申請があった場合、第1項の適用

免除を認めることがある。

付録 1  
動物への薬品使用について 
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作物庁の通告1023/2010
 

下記の原材料は配合飼料に使ってはいけない：

a) 厩肥、尿そして腸の内容物や腸

b) 皮や皮廃棄物

c) 殺菌剤で処理されている種子、穀物そして作物

d) 防腐剤で処理された木片やおがくず

e) 下水汚泥

f) 固形の都市ごみ、例えば家庭ごみ

g) 廃棄された野菜食品を除く外食産業の残飯やそれに類似した物

h) 食品包装物やその切れ端

i) 動物性タンパク

付録 2  
原材料のネガティブリスト 
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付録 3 
飼料内に望ましくない 物質の最大許容量 

 

作物庁の告知1023/2010

	 	 飼料	 	 最大許容量mg/kg	(ppm)	
	 	 	 	 水分含有量12%で算出			
	 	 	 	 		
A	物質(イオン、元素)	 	 	
砒素  下記以外の飼料:  2 
  - 魚か海産動物から作られた燐酸塩と飼料  10
  配合飼料  2
  下記以外の補足配合飼料:  4 
  - ミネラル飼料  12
鉛  下記以外の飼料:  10 
  - 燐酸塩  15
  配合飼料  5
  下記以外の補足配合飼料:  10 
  - ミネラル飼料  15
水銀  下記以外の飼料  0.1 
  -魚か他の海産動物から作られた飼料  0.5
  配合飼料  0.1
  補足配合飼料  0.2
亜硝酸塩 魚粉  30 (亜硝酸ナトリウムとして)
  配合飼料  15 (亜硝酸ナトリウムとして)
カドミウム 植物性飼料  1
  動物性飼料  2
  燐酸塩  10
  配合飼料  0.5
  ミネラル配合飼料  5  
  B	製品	 	 	
アルファトキシンB1 飼料:  0.02
  豚と家禽類の配合飼料(幼若動物用を除く)  0.02
  その他の配合飼料  0.01
  豚と家禽類の補足配合飼料(幼若動物用を除く)  0.02
  その他の補足配合飼料  0.005
青酸  飼料   50
  配合飼料  50
麦角菌(クラビセプス) 製粉されていない穀物を含む全ての飼料  1000
DDT   脂肪を除く全ての飼料  0.05
  脂肪  0.05
  配合飼料  0.75 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg1
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付録 4 
微量ミネラルとビタミン 

豚の飼料に含有されてもいい微量ミネラルの最大許容量		

  	 微量ミネラル	 飼料	 	

	 	 最大許容量mg/kg	(ppm)

 鉄 – Fe 750

 ヨー素 – J 10

 コバルト – Co 2

 銅 - Cu 12週間まで: 170

 銅 - Cu 12 週間以降: 25

 マンガン- Mn 150

 亜鉛 – Zn 150

 モリブデン- Mo 2.5

 セレン- Se 0.5

*	飼料中の最大許容量

ビタミンの最大許容量:
ビタミンA 最大13,500 I.U./肥育豚の飼料1kg当り

ビタミンD 最大2,000 I.U./飼料1kg当り  



135豚肉業界品質マニュアル

出荷に適している豚：

 通常の行動   

 通常の飲食   

 4つ足に平均的に体重をかけている、跛行なし   

 ±出荷控えの期限を守っている、

 出荷前少なくても5時間餌を与えていない
 

出荷に適さない豚：		

 39.5 °C以上の熱   

 インフルエンザや悪性の肺炎に罹っている   

 豚コレラ、PDNSや丹毒に罹っている疑い   

 歩行困難を生ずるヘルニアや豚の一般状態に影響を

 与えたり、かなりの外傷やただれを持つヘルニア 

 
尻尾の噛み傷や他の外傷：

 出血と膿み   

 豚の一般状態に影響を与える  

 
 筋や骨が見える

付録 5 
豚の出荷条件 

筋や骨が見える	

跛行:	

病気の豚用の囲いに移しそこで治療をする。 

慢性的な跛行もしくは骨折の場合は処分

される。 

重度のヘルニア

ヘルニアを患っている豚はできるだけ早期 にと畜されなくてはい

けない。重度のヘルニアを患っている豚は処分される 。

     

大きなヘルニアを持っている豚で歩行に障 害がなかったり、一般

状態に影響がない場 合、もしくはヘルニアの部分に外傷やただ  

れの見られない場合は、その豚は豚舎では 別の囲いに、引渡し場

所でも他の豚と別の所に収容されなくてはいけない。

 大きなヘルニアを持っている豚は、食肉処理工場への運送の際、

他の豚と別にされなくてはいけない。

重度の尻尾の噛傷:

重度の尻尾の噛み傷を持っている豚は処分されなくてはいけない。 

豚コレラやPDNS	

これらの疑いがある場合は獣医が呼ばれなくてはいけない。豚は食

肉処理工場出荷する事はできない 
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1. RN- 遺伝子を持っていたりハロセンに過敏な豚を使わない。  

2. 屠畜前豚は少なくても12時間、多くても22時間絶食させる。  

3. 出荷、運送そして係留所での豚のストレスレベルはできる

 だけ低いほうがいい。これは下記の方法で達成する事が   

 できる：

 別の囲いの豚と一緒にさせない   
 電気棒を使わない   
 係留場では豚をできるだけゆっくりとさせる   スタ
 ニングはグループ単位で、素早く行う

4.  と畜工程での暖かい空気の取り入れは最小限にとどめる。 

5.  冷却工程では早すぎたり、時間をかけすぎたりしない 

 ように注意をする：

 トンネル 温度: - 18 - -22 °C   

 フリーザー： 風速: 3-5 m/s 

 テンパリング室: 風速: 0.1-0.2 m/s   

  室内湿度: 85-95%   

  テンパリング時間: 16-20時間  

  スライディングポール1メートル

  当たりに4-5の枝肉を掛ける

6.  肉は冷却されたらその温度は保たれ、冷凍などの次の 

 工程まで7℃以下に保たれなくてはいけない。 

  カットの工程の前に枝肉の冷やし込み(5を参照)は終了

  していて、枝肉全体が7度以下でなくてはいけない。

7. 加工そして保存時に肉を折り曲げたりする事は避ける。 

8.  小売用のカット肉は2-4 °Cで、カットされた日から数

 えて3日間熟成させる。

9.  冷凍は除骨が終わったら直ちに行われなくてはいけない。

 24時間以内に製品の中心温度は少なくても-12℃に達し

 ていなくてはいけない。そうしてはじめて製品を冷凍

 倉庫に移す事ができる。

10.  解凍されるまで肉の温度は-18度以下に保たれなくてはいけ

 ない。又解凍されたら肉は素早く調理されなくてはいけ

 ない。

付録 6 
良い肉質を確保するための10のアドバイ 
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