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はじめに 

 

 OIE（国際獣疫事務局改め世界動物保健機構）は、アニマルウェルフェア（以後、AW と

する）の国際的基準作りに責任を持つ組織である。昨年の総会において、「AW と肉用牛生

産システム」という家畜の飼養管理に関する AW 基準を初めて採択し、続いて本年 5 月の

総会では、「AW とブロイラー生産システム」が採択した。現在、「AW と乳用牛生産システ

ム」の草稿が提出され、その後、順不同ではあるが、産卵鶏、ブタ、緬山羊等に関する AW

と家畜生産システムが作成されることとなっている。 

このように、家畜の飼養管理に関する AW は国際規約となってきている。OIE は、WTO

（世界貿易機関）の準拠機関であることから、OIE が作成した国際規約は、特に貿易（生

体及び畜産物）に際して影響力を持つこととなる。従って、畜産物をほとんど輸出しない

日本、韓国、中東、北アフリカ等においては OIE 国際規約への対応が遅れているのが現状

である。しかも、数値目標は状況に応じて設定すべきと規定されていることから、一見、

何の拘束力も無さそうに見える。しかし、ISO(国際標準化機構)は AW の国際基準作成を決

め、2013 年 10 月までに完成させるとしており、その作成に際し、OIE と協働することに

合意している。ISO 基準化には、アメリカも積極的に関わってきており、これが世界標準

となる可能性は大いに考えられる。 

AW 飼育方式がグローバルスタンダードになりつつある中で、東北大学大学院農学研究科

家畜福祉学寄付講座は、2012 年度に国産食鳥推進委員会より寄付金を受け、世界の主たる

鶏肉輸出国であるタイ及び AW 先進国であるイギリスの AW 状況を調査し、本年 3 月に報

告書を提出したところである。 

タイでは、養鶏飼養農家の 2%でしかない企業養鶏が鶏肉輸出を担っていた。そこでは

2004 年の HPAI の発生を期に、ヨーロッパの最先端の飼養・処理施設、そして biosecurity

や AW の発想と技術を取り入れ、OIE のコンパートメントとして超近代的養鶏を作り上げ

ていた。行政（DLD：農業協同組合省畜産振興局）・大学・企業の連携のもとで、輸出の中

心である日本と EU の要請に対し、極めて従順に対応しようとしていた。EU の要請は、



Copyright(C) 2014. Laboratory of Animal Welfare . All rights reserved 

EU 生産物との同等性、すなわち食品の安全と AW に関する EU 規約の遵守である。EU へ

の輸出要件をクリアした高付加価値鶏肉は、EU のみならず、同等品が日本へ輸出そしてタ

イの国内消費者へ供給されている。貿易自由化、すなわち関税の低減化方向の中で、国産

鶏肉が、EU の同等品以上を目指すタイの高付加価値鶏肉と競争しなければならない状況は

早晩訪れると考察した。 

AW 先進国であるイギリスの生産現場では、AW の基本概念である五つの自由が鶏舎の管

理室に貼ってあり、従業員へすでに浸透していた。AW 改善の中で、実施が最も困難な「正

常行動発現の自由」を目指す環境エンリッチメントにも、一般的な農家が自主的に取り組

んでいた。処理場においては、AW に配慮し、待機場の照明やスタンニングの方法を変更し

たことが、従業員の負担の軽減や、傷物率を減らす実益につながっていた。イギリスでも、

多く流通していたのは、Freedom Food のような AW 最高基準認証商品ではなく、EU 指令

及び英国規則にほぼ準拠した Assured Chicken Production (ACP)認証商品であった。ACP

基準は日本の「AW の考え方に対応したブロイラー飼養管理指針」（(社)畜産技術協会）と

ほぼ同等であり、貿易自由化の中でも、本指針に基づいたブロイラー飼育の改善は、競争

力を十分に持ちうると考察した。 

今回の報告書は、国産食鳥推進委員会からの依頼による調査に引き続き、当寄附講座が、

寄附元である株式会社イシイ、赤鶏農業協同組合、日本ケンタッキー・フライド・チキン

株式会社、有限会社北海道種鶏農場、プライフーズ株式会社第一ブロイラーカンパニー、

株式会社ジャパンファーム、株式会社アクシーズからの追加調査の依頼を受け、世界最大

の鶏肉輸出国であるブラジルの AW 状況を調査したものである。前報告に加え、本調査報

告書が、TTP 等の貿易自由化の流れの中で、食鳥産業は今後どうあるべきかを考える一助

になれることを期待している。本報告書は、親川千紗子・小原愛が執筆した。従って彼女

らが、基本的には文責を負う。 

2013 年 6 月 7 日 

東北大学大学院農学研究科 

家畜福祉学寄附講座 

佐藤衆介 
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I．ブラジル調査概要 

 

 調査期間：平成 24 年 9 月 21 日～10 月 5 日 

 訪問機関： 

  9 月 21 日(金)～22 日(土) 移動日：成田(日本)からブラジル(サンパウロ) 

  9 月 23 日(日) スーパーマーケット等での鶏肉販売の状況調査 

  9 月 24 日(月) ブラジル養鶏連合(Brazilian Chicken Producers and Exporters 

Association:以下 UBABEF とする)訪問 

  9 月 25 日(火) Luiz de Queiroz College of Agriculture(以下 ESALQ とする)家畜福祉

学のリサーチフェロー Dr. Frederico と面会 

  9 月 26 日(水) SEARA 社の契約養鶏場調査 

  9 月 27 日(木) SEARA 社の食肉処理場調査 

  9 月 28 日(金) Pfizer 社の動物管理部門訪問 

  9 月 29 日(土) 移動日：サンパウロからブラジリア 

  9 月 30 日(日) スーパーマーケット等での鶏肉販売の状況調査 

 10 月 1 日(月) ブラジル農務省(Ministerio da Agricultura, Pecuaria e Abastecimento: 

以下 MAPA とする)訪問 

  10 月 2 日(火) Hubbard 社の Dr. Minoru Miyasaka との面会、スーパーマーケットで

の鶏肉販売の状況調査 

  10 月 3 日(水)～5 日(金) 移動日：サンパウロ(ブラジル)から成田(日本) 

 

 調査者： 

  家畜福祉学寄附講座 助教 親川千紗子 

  同客員研究員       小原愛（(株)イシイ） 

 調査協力者： 

  (株)イシイ        竹内正博 
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II．ブラジルのブロイラー産業の概況 

 

  ブラジルの鶏肉総生産量は現在約 1,310 万トンであり、世界の生産量の 16%を占め、

USA(21%)に続いて第 2 位である。この生産量は 2000 年(598 万トン)から平均年率 7.4%で

11 年間連続で成長し続けてきている(Silva RBTR ら 2011)。さらに特筆すべき点は鶏肉総

輸出量である。年間約 394 万トンを世界中に輸出しており、輸出量においても 2000 年(91

万トン)から 11年間平均年率 15%で成長し続けてきており、世界第 1位(40%)を誇っている。

鶏肉の総生産量、総輸出量どちらをみても、ブラジルにとってブロイラー産業は重要な産

業であることがわかる。主な輸出先は、サウジアラビア(16%)をはじめ、EU(12%)、日本(11%)、

香港(9%)、アラブ首長国連邦(5%)、中国(5%)、南アフリカ(5%)、ベネズエラ(5%)、クェー

ト(4%)、イラク(3%)など 140 カ国以上である(UBABEF 2011)。タイ(輸出先は主に日本と

EU)などと異なり、特定の国へ集中的に輸出するのではなく輸出国をできるだけ多くし、そ

のシェア割合を均等にすることで世界情勢の変動に適応している。日本における鶏肉・鶏

肉調整品の国別輸入割合はブラジルが 54%を占めており、日本の養鶏産業の競争相手とな

っている。 

ブラジルでの鶏肉生産の地理的分布としては、南部、南東部、中西部の地域で年間生産

量の 87.3%を占めており、これらが主要生産地域となっている。また鶏肉企業では生産過

程を一貫したインテグレーション・システムが世界的に広く取り入れられているが、その

システムは、ブラジルにおいては 1960 年代にサンタカタリーナ州から導入され、近年では

会社または共同組合の経営により全農場の 79%に及んでいる(星野ら、2010)。これまでブ

ラジルでは高病原性鳥インフルエンザ(以後、HPAI とする）の発生が確認されていないた

め、未だに開放鶏舎が広く採用されている。しかし万が一の発生時に最善の対応を尽くす

ために、ブラジル政府機関による防疫演習が実施されている。しかし、HPAI の発生がない

ブラジルにおいては、HPAI の影響よりも国際金融危機による影響の方が収益に対する負の

インパクトが大きいとされている。 

国内の鶏肉生産におけるアニマルウェルフェア(以下、AW とする)に関する法律は、人道
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的なと畜に関する規則(Regulation)として作成されているが、EU だけに輸出しているわけ

ではなく多数国に輸出しているため、タイなどの国とは異なり EU 指令(EU Directive)を守

ることを必須項目とはせず、独自の基準となっている。そのため、EU への輸出鶏肉は塩蔵

もしくは加工製品のものとなっている。しかしその他の国には、冷凍カットもしくは冷凍

丸どりを輸出している。 

 

III．視察概要 

 

1) 政府(ブラジル農務省：MAPA)による AW に関する取り組み 

 MAPA の 5 つの事務局のうち「農業の発展協力事務局」と「家畜と作物の健康管理と検

査事務局」の 2 つの事務局が共同で AW の取り組みを担っている。その AW 部門の部長で

ある Dr. Andrea Parrilla と会談(写真 1)し、AW に関する行政の対応を調査した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 現在 MAPA には 27 州それぞれに最低 1 人の AW の責任者がおり、さらに 200 人以上の

企業視察官がいる。行政は持続可能な生産システムの構築と AW 方策の確立を求めて、農

場現場での AW を確立するためのプログラムを作成し、そしてこれらを実施するために、

民間とのパートナーシップ協定を結び、AW のためのイベントや研修を計画・促進し、調整、

規制の施行、視察を行っている。 

 行政が取り組む大きなものとして、AW に関する法律や基準の制定が挙げられる。ブラジ

写真 1．MAPA にて会談 

左から ESALQ の Dr. Frederico(通訳)、

小原、Dr. Andrea Parrilla、親川、竹内 
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ルには、1934 年に国内初となる動物保護基準が設立された。これは産業動物だけでなく全

ての動物を対象とした基準であった。その後、1952 年に家畜の管理に関わる法律が制定さ

れたが、これは畜産物の産業・衛生検査に関するもので AW には言及されていなかった。

2000 年に AW に配慮した人道的なと畜の規則が作成された。これはと畜前の家畜の取り扱

い方法、例えば苦痛や興奮を最小限に抑えて運搬する規定、と畜のために輸送された家畜

が待機時に受ける苦痛を避けるための速やかな 

と畜に関する規定、24 時間以上の待機の場合は 

給水給餌のスペースを設ける規定、家畜を持ち 

運ぶ際の適切な持ち方規定など、と畜施設整備 

から家畜の取り扱い方法までが規定されている。 

食肉処理場管理者は畜産物を輸出するためには 

これを遵守することが必須である。その後、 

2008 年に AW のための家畜飼育管理・輸送方 

法の基準が作成されたが、これは規制ではなく 

推奨にとどまっており、現在これを法制化する 

ことを目指している(写真 2、別表 1)。 

 MAPA は法整備の他にも、AW を国内に普及するために研究・教育活動にも力を入れて

いる。2008 年から世界動物保護協会(WSPA)の技術協力のもと、当局の獣医師向けにニワ

トリ、ウシ、ブタ、ウマにおけると畜前の取り扱いとと畜方法の教育訓練を実施している。

その後、さらに AW に関する協力協定を広げるために 250 以上の食肉処理場と 200 以上の

教育機関などで教育訓練を行い、2011 年までには総計 4,550 人の専門家がその教育訓練を

受けた。これらの訓練を受けた専門家らが各企業で、家畜管理者や飼育者の指導を行う仕

組みとなっている（写真 3、4、5）。 
  

写真 2．AW のための家畜管理基準

(2008) 
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これらの活動以外にも、科学技術発展のための国家評議会(CNOq)や技術パートナーであ

る AW コンサルタント・グループそして大学との共同研究やモデル農場の運営などを通し

て、さらなる技術普及と開発を進めている。例えば ETCO グループと共同で、家畜の取り

扱い、輸送、ワクチン接種、分娩などについて、家畜種毎に「良い飼養管理ガイドライン」

(写真 6)を作成し配布している。また大学共同で、最良の取り扱い方法を明らかにするため

に、肉牛のと畜前取扱い法の福祉性評価研究や、家畜を輸送する際の積載方法や輸送時間

における福祉性評価研究なども実施している。さらに、ウシやブタ、ニワトリなど、各畜

種の AW に配慮した農場を AW モデル農場として認めている(写真 7、8)。これら国内にお

ける AW 普及活動に加えて、教育訓練の内容をより充実させるために、ヨーロッパの養鶏

場視察や国際会議への積極的な参加も行なっている。 

 

 

写真 3．MAPA による AW のため

の教育訓練風景、座学 
写真 4．MAPA による AW のため

の教育訓練風景、動物捕獲実習 

写真 5．MAPA による AW のため

の教育訓練風景、食肉処理場にて 
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2) 大学の AW に関する取り組み 

 ブラジル国内における教育機関での AW に関する取り組みの現状を知るために、ESALQ

大学の研究員である Frederico 博士(写真 9)と 

面会を行ない、現状を聞き取り調査した。大 

学では、現在全ての獣医学科で AW のカリキュ 

ラム訓練を導入している。また、アニマルサ 

イエンス科では学部の学生に対しても AW の 

講義を導入し、さらに修士及び博士課程では 

応用動物行動学と AW の専門コースを設置し、 

AW の専門家及び研究者を増やす取り組みも 

写真 6．ETCO グループと共同で

作成したガイドライン 

写真 7．ブタのモデル農場(SÃO 

MARCELO 農場)。放牧飼育 

写真 8．ニワトリのモデル農場

(KORIN 農場)。採卵鶏の放牧飼育 

写真 9. ESALQ の Frederico 博士 
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行っている。        

さらに、ESALQ 大学は、パラナ連邦大学(UFPR)、サンタカタリーナ連邦大学(UFSC)、

カンピーナス大学(UNICAMP)、サンパウロ大学(USP)、サンパウロ州立大学(UNESP)など

の大学、ブラジル農牧研究公社(EMBARAPA)などを含む 10 以上の団体を含む AW 研究グ

ループとともに AW の研究推進や技術開発そして普及に携わっている(写真 10)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) ブラジル養鶏連合(UBABEF)による AW に関する取り組み 

  ブラジル養鶏連合(UBABEF)は、UBA(ブラジル養鶏連盟)と ABEF(ブラジル鶏肉生産

者・輸出者協会)が 2010 年に統合したブラジルで最大の養鶏機関である。UBA は 1963 年

ブラジルの養鶏業を代表する目的で設立されたという。また ABEF は 1976 年、ブラジル

産鶏肉の輸出を推進する提案とともに設立された。ブラジルの養鶏業の発展を求めるとい

う両機関の共通の目的により、現在のブラジルを世界最大の鶏肉輸出国、世界で 3 番目の

生産国にした(UBABEF の HP より)という。UBABEF の組織構成は、国内マーケット、海

外マーケット、生産、衛生と公共保全、卵、遺伝子、孵化と雛、動物医薬品、餌、養鶏機

器、法務・財務事項、州機関との持続性の 12 部会に分かれており約 119 社が加盟している。

UBABEF の使命は、ブラジルの鶏肉を世界中で最も健康的で持続可能な動物性タンパクと

して提供することで、安全で健康的な鶏肉を生産するために AW 普及にも尽力していると

いう。 

写真 10. 政府機関と共に AW の研究推進や技術開発、普及活動に携わる団体 



8 
 

 本調査に協力してくれたのは、UBABEF の技術コーディネーターである SulivanAlves

氏と Marilia Rangel 氏であった(写真 11)。UBABEF はブラジルの鶏肉の安全性や品質の

高さなどをよく知ってもらうために You Tube などの動画サイトなどを利用して UBABEF

とブラジルの養鶏産業を広告している。また UBABEF は多くの出版物を発行しており(写

真 12)、それら出版物も自国の言葉だけでなく外国語版も多数あった。鶏肉を使った料理本

に至っては日本語版も存在し、海外への発信力の強さが垣間見られた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) 養鶏企業 SEARA 社の AW に関する取り組み 

SEARA 社農場調査 

 サンパウロのグラルーリョス空港から約 900 ㎞南下したサンタカタリーナ州のクリシウ

マにあるフランス系企業 MARFIG GROUP 傘下の SEARA 社 Forquilhinha 地区の処理場

と種鶏場、CM 農場を調査した。初めに、出発前に用意された服に着替えてから移動した。

白色はビジター用の制服、青色は生産者の制服と、着衣から衛生対策を徹底していた。品

質管理担当 Mr.Jonacir、処理場で食鳥検査を担当する獣医師 Mr. CavlosGnedes、種鶏・孵

卵場・処理場の獣医部門全責任者である Mr. Paulo から主に案内を受けた（写真 13、 14）。 

 

 

写真 11．左が SulivanAlves 氏 写真 12．UBABEF が発行した出

版物 
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サンタカタリーナ州は養鶏が盛んな地域で、そこを含むブラジル南部でブラジル全体の

鶏生産量の大半を占めている。初めに孵卵場敷地内で SEARA 社の概要の説明を受けた（写

真 15, 16）。SEARA 社は全社で 15 の処理場を所有し、14 か所は鶏用、１か所は七面鳥用

であった。Forquilhinha 地区には孵卵機が 52 機ある孵化場があり一か所あり、種鶏場は育

成農場が 10 農家、成鶏農場が 33 農場、約 180 万羽の種鶏から 38 万個／日生産していた。

CM 農場は 209 農家と大規模であった。その内訳はチャンキー60％およびコブ 40％であっ

た。種鶏場の育成と成鶏舎、および CM 農場の 6 か所を回った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 14．孵卵場敷地内建物 写真 13．GP 農場の案内スタッフ 
左から、種鶏担当獣医師、Jonacir Luis 
Calri 氏、親川、種鶏部門責任者、Paulo 
Roberto Pelissaro 氏、SEARA 種鶏飼

育指導者、農場責任者 

写真 15．農場の写真 写真 16．処理場、種鶏農場の所在地地図 
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1 か所目の種鶏場の鶏舎には入れず、外から説明を受けた。各農場には必ずシャワーがあ

り、従業員は必ずそこでシャワーを浴びてから始業するとのことだった(写真 17)。35,000

羽のメスを 6 鶏舎で飼育していた。光線管理は、10 日齢までは 8 時間の明期を設定し、そ

の後徐々に明期の時間を短くしていくとのことだった。鶏舎は陰圧換気で、敷料は約 10cm、

週一回は床面管理をしていた。従業員は 11 人だった。止まり木やつつくものは最近試験的

に置き始めたとのことだった。ブラジルの鶏舎で特徴的だったのが、レンガに穴をあけた

ものが入気孔として利用されていた点であった（写真 18）。訪問した農場すべてで利用され、

目が粗いので内側からネットのようなものを通していると考えられるが、直に風が入る構

造であり、温度管理が難しいと考えられた。 

また各農場の事務所には必ず、AW の基本原則である「五つの自由」が書かれた標語が掲

げられていた（写真 19）。そして、SEARA 社独自の AW 基準で飼育管理しているとのこと

であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 17．種鶏農場の管理事務所 
 

写真 18．入気孔に使用されたレンガ 
 

写真 19．農場の事務所に掲示され 
ている「五つの自由」の 
標語 
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2 か所目の成鶏農場では、鶏舎の周りに防疫対策のため林やフェンスが設置されていた

（写真 20）。敷料を 10cm 厚以上とし、巣箱は敷料から 40-50cm の高さで設置していると

のことだった(写真 21)。2,200 羽のメスと 200 羽のオスを飼育している鶏舎が 7 つあった。 

3 か所目の成鶏農場は、6,000 羽のメスと 600 羽のオスを 1 鶏舎で飼育しており、2 鶏舎

を 4 名で管理していた（写真 22）。各農場の入り口には車両消毒装置（写真 23）と SEARA

社の提携農家の印を持つ立て看板があった（写真 24）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 20．防風林とフェンスに囲われた 
農場 

写真 21．成鶏舎で使用されている巣箱 

写真 22．管理棟と成鶏農場鶏舎 写真 23．車両消毒装置 

写真 24．SEARA 社提携農家の立て看板 



12 
 

4 か所目の CM 農場では、36 日齢の鶏を飼育している鶏舎内を視察した（写真 25、26）。

鶏舎の側面は薄い水色のカーテンで覆われ、縦抜き換気鶏舎でカーテンの開閉によって風

速を調節していた。鶏の観察には問題ないが、鶏舎内は薄暗く、感覚的に 20lux 程度と推

察された。この地域では夏は 40℃、冬は 0℃になるようで、夏は細霧装置も使用していた。

36 日齢の時点でもニップルの下の敷料も乾燥しており、FPD は発症していなかった。給餌

器は 3 ライン、給水器は 6 ライン設置されており、止まり木やつつくものなどの環境エン

リッチメント資材はなかった。飼育密度は、12-12.5 羽/㎡で、出荷体重は最大で 2.7 ㎏との

ことだった。暗期は 24 時間のうち合計で 7 時間とっており、EU 規程の合計 6 時間以上で

あった。農場の育成率は 98.33％で生産成績も良かった。飼料は 20 日齢まではクランブル、

20 日齢以降はペレットだった。1 鶏舎あたり 24,500 羽飼養している鶏舎が 6 棟あった。緊

急時の対応として、水・餌・換気・ヒーターに異常があったときは警報装置が鳴るように

設置されており、生産者は鶏舎と同じ敷地内で生活をしていた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 か所目の CM 農場でも鶏舎内を視察した。この鶏舎は横 28m、縦 153m の大きな鶏舎

で 57,000 羽を飼養していた（写真 27, 28）。管理上の注意点として、床面の管理、消毒の

徹底、社内管理規定の順守を挙げていた。その理由として、農家の収入に、育成率、飼料

要求率、出荷体重だけでなく AW を含めた管理規程の項目を点数化したものが反映される

ことがあげられる。実際に鶏舎内を見てみると、約 30 日齢でも床面は乾燥しており、砂浴

びしている鶏がたくさんいたことに驚いた。鶏舎はウィンドウレスで給餌・給水、並びに

写真 26．鶏舎内の様子 写真 25．鶏舎の正面 



13 
 

温度・湿度・換気は自動システムで管理されていた。見回りは 1 日 3-4 回、淘汰した場合

には、その原因別に羽数を記録し、分析しているとのことだった。体重測定は週 1 回、全

羽数の 1%で行っていた。給餌器が回り始めるとトリが活発に動き始め、飼育密度が入雛時

13.5 羽／㎡で出荷時 12.8 羽／㎡のため、自由に動き回るスペースがかなりある印象を受け

た。出荷はオスで 40 日齢、メスで 44 日齢と雌雄別飼いすることが多いとのことだった。

照明は徐々に照度が変わる装置が設置され、主電源、温度、水の消費量、ブルーダーには

異常時の警報装置がついており設備は、近代化していた。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

6 か所目の CM 農家は出荷直前のロットであった(写真 29)。夕方の到着時点で、輸送の 6

時間前だったので、餌が切られていた。14,500 羽のオスを 14 名で深夜 1 時に出荷する予定

であった。農場から処理場までは 45 分程度の距離で、待ち時間は長くても 3 時間、処理場

は 24 時間稼働しているとのことだった。飼育密度は 12 羽／㎡、育成率は 95.6％であった。 

 

 

 

 

 

 

 

写真 27．防護服を着た訪問者と水色 

の制服を着た生産者 

写真 28．間口の広い鶏舎 

写真 29．出荷直前のロット 
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SEARA 社処理場調査 

SEARA 社の Forquihinha 処理場は、(写真 30、31)従業員 2,020 人で一日 175,000 羽を

処理していた。出荷体重は 2.8 ㎏、約 42－43 日齢であった。ヨーロッパへの輸出商品はす

べて塩漬処理されているとのことだった。処理場の荷受では青い照明が、懸鳥場では胸当

て板が使用されていた。処理場で検査される FPD の発症率は 5％未満で、胸や飛節の皮膚

炎はほとんどなかった。輸送時間は最大 1 時間、待機時間は最大 3 時間であった。食鳥検

査制度はブラジル農務省（MAPA）から派遣された獣医師 3 名が常駐し指導していた。検

査項目は、部位廃棄と全廃棄に分かれ、腫瘍、関節炎、大腸菌症、内容物による汚染、打

撲・傷、皮膚炎、放血不良などの項目が検査員によりチェックされていた(写真 32, 33)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 32. 食鳥検査の様子 写真 33. 食鳥検査項目とカウンター 

写真 30．処理場の入り口 写真 31．左から処理場長、小原、親

川、Felipe Giacomelli 氏 
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SEARA 社では AW 教育のためにイギリスのブリストール大学から教員を招き、獣医師を

教育し、その獣医師が各部門の責任者へ、責任者から担当者へ、担当者から生産者への AW

勉強会を体系的に年に 2 回実施していた。全ての農場に関して年 2 回、ブロイラー担当獣

医師 3 名と種鶏担当獣医師 2 名が農場を訪れ、病気発生の有無、鶏の健康状態、AW、生産

成績、鶏糞、ワクチン抗体価について検査すると言う。SEARA 社が AW に取り組み始めた

のは 14 年前で、現在は抵抗感や輸出のために強制されている様子はなく、必要遵守事項と

して対応している印象を受けた。 

 

5) Pfizer 社の AW に関する取り組み 

Pfizer 社のブラジルでの主な業務は、中南米都グローバル向けのヒトの医療品および動物

医療品の製造と販売である。我々はその動物医療品を取り扱う動物健康部門に訪問した。

Pfizer 社では、外部機関の AW アドバイザーから指導を受けており、その指導者の一人で

ある Dr. José Maurício França より「ブラジルの AW の状況」に関するプレゼンがあった。

政府の取り組みや研究・教育に関する紹介は前述された通りだった。その中でブラジルが

AW に取り組むに至った経緯として、地域・国内の圧力と国際的な圧力があることが紹介さ

れた。前者はイギリス王立動物虐待防止協会（RSPCA）や Compassion in World 

Farming(CIWF)などによる動物愛護活動がメディアに取り上げられ始めている点、またそ

のあおりを受けて小売業者が AW 自主基準を設けていることが生産現場に大きな影響を与

えていた。また後者は、OIE や貿易相手国への対応とのことであった。ブロイラーにおけ

る AW の問題点は、脚弱、FPD、腹水症などの健康面と輸送前の断餌や取扱い、処理場で

のスタンニングで、日本での問題点とあまり変わらないように思えた。AW の飼育に関する

規則や農場評価方法の開発は現在進行形であり、EU が農場評価方法として開発した

Welfare Quality のプロトコルの適用も検討されていた。輸出向けだけでなく、国内消費者

にも AW 認証の信ぴょう性を示すために、イギリスの食品安全認証の Assured Chicken 

Production と同じスキームを使用することや、Global Gap に対応する動きも出ていた。

Dr. MaurícioFrança 氏は「今後さらに非政府組織は生産者への圧力を強めていき、それに

対応するためには飼育管理者や技術者は、より AW について深く学ばなければならないで
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あろう。そして AW に取り組むことが、どのようにコストと損益につながるのかより明確

にすることが求められている。」と結論付けた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

6)市場調査 

Pao de Acucar 

 ホテル(Itaim 地区)から 15 分ほど歩いた高級デパート（IGOUATEMI）内にあるスーパ

ーマーケット（Pao de Acucar）で市場調査を行った。取り扱いがあるのは鶏肉と牛肉のみ

で豚肉はハムなどの加工品しかなかった。高級スーパーだからか牛肉はオーガニックが多

く並んでいた(写真 35、 36)。 

鶏肉は KORIN 社（写真 37）、視察に行った SEARA 社（写真 38）と、無明記の３つの

メーカーのものがあった。KORIN 鶏肉は「人道協会（ブラジル）」の認証マークがついて

おり(写真 39)、英語で人道的に飼育しているとの表記があった。ポルトガル語で bemestar 

Animal(=Animal Welfare)の表記はないものの、輸出のために取り組んでいると考えられて

いた AW が国内市場向けにも生産されており、しかも結構な売り場面積を占めていた。価

格は KORIN の胸肉が 600g で 22.7 レアル(1 レアル約 50 円)約 1,000 円、150 円/100g であ

るのに対し、SEARA は 634g で 9.4 レアル約 500 円、78 円/100g であった。価格は倍近く

あったが、売り場面積は全体の 1/3 程度あった。 

 

 

写真 34. 右から Dr. 

MaurícioFrança 氏、Pfizer 社
Giankleber.S.Diniz 氏、同

LuizLyra Villas Boas 氏、竹内氏、

小原、親川、Pfizer 社取締役 Jorge 
A Espanha 氏、同 Takemoto 女史 
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写真 35．オーガニック商品販売棚 写真 36．オーガニック牛肉 

 

写真 38．SEARA 社の鶏肉 

写真 39．「CERTIFIED HUMAN 
人道協会（ブラジル）」

の認証マーク 

写真 37．KORIN の鶏肉 
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Carrfour 

ブラジルの小売市場の約 60％を占めるカルフールの精肉コーナーでは、下記のような立

て看板があり、「自然な飼育方法、丁寧な輸送、動物福祉に配慮している、トレーサビリテ

ィーを徹底、カルフールのスタンダードをすべてクリアしている」と書かれていた(写真 40)。

カルフール独自の基準で食品の安全性を消費者にアピールしていた(写真 41) 。 

KORIN の商品も広く置かれていたが(写真 42)、安い商品のほうがよく売れていた。価格は

下記の表 1 の通りである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
部位 KORIN 社(600g)  カルフール社(冷凍)(1kg) 

モモ肉 14.9  Real  - 
ムネ肉 19.19  Real  - 

モモ肉(骨付き) 5.19   Real  8.05  Real 
ムネ肉(骨付き) 9.29   Real  9.05  Real 

写真 40．Carrfour 商品の安全性 
をアピールした立て看板 

写真 42．KORIN の鶏肉 

写真 41．Carrfour の提携農家の紹介 

表１．KORIN 社とカルフール社の鶏肉価格の比較 
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ATACADAO 

 Hubbard 社の Minoru 氏に庶民的なスーパーマーケットを案内してもらった(写真 43)。

宿泊したホテル（Itaim 地区）から車で 30 分ほど離れた、郊外に位置しており店内に冷暖

房設備はなく、要冷凍・要冷蔵品以外は常温で販売されていた。すべての数量・サイズが

大きく、業務用スーパーといった印象だったが、一般庶民はこのようなスーパーで買い物

をするのが通常とのことだった。鶏肉の販売スペースは豚肉や牛肉と比較して倍以上の広

さであった。Minoru 氏はここへ連れてくることでブラジル人にとって鶏肉が非常に重要な

食品であるのだ、と我々に伝えたかったと言った。販売されている鶏肉はすべて丸どりの

冷凍で、価格は下記の表 2 のとおりである。SEARA 社の BENTO は「フィールドで自由

にさせている」と表示があり（写真 44、45）、100％天然の飼料を給与し、国際的な動物福

祉基準を満たした商品として販売されていた。Somave社の商品は容量が大きく（写真46）、

Sadia 社の商品が一番安く（写真 47）、目の前で 10 個ほど買い求める顧客もいた。価格は

最安値のものと比べ約 2 倍するが、庶民向けのスーパーでも AW を意識した商品が販売さ

れていた。卵のパックには動物福祉への配慮を表した商品はなかった（写真 48）。このスー

パーに行ったのが、SEARA 社の見学後だったので、BENTO の飼育管理方法について聞け

なかったのが心残りである。 

 

 
会社名・銘柄 容量（㎏） 単価（Real／㎏） 価格(Real) 

Sadia 社 2.234 3.25 7.26 
Somave 社 3.81 2.89 11.01 

SEARA 社 BENTO 2.372 5.98 14.18 

 

 

 

 

 

表 2．各社の鶏肉販売価格 
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写真 44．放牧を意味するマーク 

写真 45．BENTO の冷凍丸どり 

写真 43．スーパー内の様子 

写真 46．Somave の冷凍丸どり 

写真 47．Sadia の冷凍丸どり 

写真 48．卵のパッケージ 
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IV．おわりに 

 ブラジルは、鶏肉の総生産量、総輸出量いずれにおいても世界のトップクラスにあった。

そして、輸出先は、サウジアラビア、EU、日本、香港、アラブ首長国連邦、中国、南アフ

リカ、ベネズエラ、クェート、イラクなど 140 カ国以上にも及び、全方位輸出であった。

すなわち、ブラジル鶏肉生産は、価格優位性を重視する戦略を取っていると言える。しか

し、世界的な AW の流れの中で、まずは OIE で規約化されていると畜の規則を整備し、次

いで飼養管理の推奨基準作成そして規則化を推し進めようとしていた。さらに、行政、大

学、生産団体は連携し、AW の研究、技術開発、そして普及を推進しようとしていた。養鶏

企業の農場では、自主基準のもとに既に AW の飼養管理技術が当たり前のように実践され

ていた。ブラジル国内での販売状況を見ると、高級スーパーマーケットでは、欧州の

Freedom Foodに匹敵するアメリカのAW認証であるCertified Humane鶏肉がかなりのシ

ェアで販売され、一般のスーパーマーケットにおいても、AW を銘打ったプライベートブラ

ンドの鶏肉も取り扱われていた。すなわち、価格優位性を重視する戦略と言えども、国際

流通上 AW は不可欠と捉えられ、さらにブラジル消費者にも AW が浸透しており、最高級

AW 鶏肉さえもそれなりのシェアを有することが明らかとなった。 

 価格優位性を重視した鶏肉輸出戦略を取るブラジルにおいても、OIE が作成する AW 国

際規約は遵守すべき畜産技術の必須の事項であり、国際流通畜産物はそれをクリアしてい

ると言える。国際流通畜産物の同等品を作るには、(社)畜産技術協会が公表した「AW の考

え方に対応したブロイラー飼養管理指針」は極めて有効で、貿易自由化の流れの中で、我

が国のブロイラー産業には、早急なその遵守システムの構築が期待されるところである。 
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（別表１） 

動物福祉に関する連邦法 

（法案 2007 年 215 号） 

 

手続き： 

 

法案： 2007 年 215 号−緊急案件 

立案者： ヒカルド・トリポリ−PSDB/SP 

提案日: 2007 年 2 月 15 日 

概要: 動物福祉に関する連邦法を規定するものである。 

諮問先：労働・経営および公共サービス委員会、教育文化委員会、環境および持続可能な

開発委員会、農業・畜産・食糧供給および地方開発委員会、社会保険および家族委員会、

および、立憲・司法および公民権委員会 (RICD 第 54 条) 

評価：法案は、これらの委員会(RICD 第 24 条第 II 項)による最終的な評価が行われる 

手続きの方法：通常 

 

法案の全文： 

 

法案 2007 年 215 号 

(ヒカルド・トリポリ氏) 

動物福祉に関する連邦法を規定する。 

 

国会は次の法律を公布する： 

 

総則 

前文 

 

第 1 条 動物福祉に関する連邦法は、国内および国際的な法律や勧告を満たしながら、よ

り高い効率性や収益性、作業効率を保証する技術や投資の改善、環境衛生についての管理

および保護、労働者の福利厚生の状態の認識化および保全を行い、経済発展や科学の発展

の過程を最適化することによって、動物の管理や動物実験、動物の生産に関する事業にお

いて動物福祉の原則を満たすことを保証するための指針や規則を確立するものである。 
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第 2 条 本法律の目的として、他に次の項目が挙げられる。 

I. 健康・安全および公共の福祉の要件を保証しながら、環境の質を改善することを促すこ

と 

II. 病気、人畜共通感染症を原因とする死亡および動物によって引き起こされる病気の減少

および排除を行うこと 

III. 動物の関係する活動における、参与、情報へのアクセスおよび社会の認知を保証し促

進すること、また、それらが公衆衛生および環境に関する責任を果たせるようにすること 

 

第 3 条 動物の保護に関する活動については、基本的に次のようにその目的が規定される。 

I. 動物の肉体的・精神的苦痛の原因を事前に防ぐこと、減少させること、および、排除す

ること 

II. 動物の権利の保護 

III. 動物福祉の保証 

 

第 4 条 動物は、年齢、大きさを考慮し、その生育の段階に応じた環境におかれなければ

ならない。動物の肉体的、精神的および自然的な必要性に応じて、衛生状態、環境に関わ

る状態、気温、相対湿度、頭数、空気の質、明るさ、日光への露出度、騒音、物理的な空

間、飼料、環境の豊かさ、および安全が考慮されなければならない。 

 

第 5 条 この法律で有効な定義は次の通りである。 

I. 動物福祉：肉体的、精神的および自然的な必要性の保証、障害・病気・飢餓・水分の不

足・不快感・痛み・不安・ストレスからの解放、生得的な行動の可能性、および、動物の

健康の促進および保護 

 

a) 動物の肉体的必要性：その種の解剖学的、肉体的な状態に関わる必要性（その種に特有

な必要とされる栄養、自然な動き、運動および体重） 

 

b) 動物の精神的必要性：精神衛生、その種の自然における行動の表出、性質、および環境

的および社会的に生起する順位制に関係する必要性 

 

c) 動物の自然的必要性：動物の自然界における行動を可能にする動物行動学的な必要性、
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および、捕獲された環境や生活する環境に応じて、人間を含む他の種の動物とともに、そ

の動物のグループが関わりあうときに生じる必要性 

 

d) 健康の促進および保護：病気の予防、免疫抑制性の病気の管理、および、寄生虫感染症

に露出しないことを目的とした投資や行動を保証する必要要件 

 

II. 不適切な状況：第 5 条の I 項に従い、動物福祉についての規定を遵守しない状態に動物

をおくこと 

 

III. 動物に対する虐待：世話の怠慢、軽率な行動、過失または自発的で意図的な行動に起

因する、一般的で広範な形で、次に示すように例を出して順に述べられ、かつ、本法律に

おいて述べられる全ての行為に適用可能な、動物に対して行われた全ての行為または不行

為で、自然的必要性、肉体的必要性、および精神的必要性の充足をしないことに起因する

もの 

 

a) 庇陰場を与えないこと、または、不適切な状態にある場所に維持すること 

 

b) 動物に、肉体的・精神的苦痛を引き起こしうる実験、実践および事業にさらすことで、

動物に傷害を与えること、または、動物を攻撃すること 

 

c) 必要に応じた専門家の獣医学的な支援を提供することをやめること 

 

d) （人により）強制されなければ、得られないような力や行動を得るために、過剰な働き

を強いること、または、その動物の持つ力以上の仕事を強いること、苦痛を引き起こす全

ての行動を強いること 

 

e) しつけや訓練のためであっても、動物を懲らしめること 

 

f) 清掃や殺菌のなされない空間で育てること、飼うこと、または、そこにさらすこと 

 

g) その動物の福祉に不適切な輸送機関またはカゴで輸送すること 
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h) 傷害、ストレス、苦痛または死を引き起こす全ての行為 

 

i) 同種の動物の間の闘争または異なった種の間の闘争でその動物を活用すること 

 

j) 服毒させることで死に至らしめること 

 

k) 個体数動態の管理の手段として、犬や猫を体系的に淘汰すること 

 

l) 屠殺が実施される、または、必要とされる全ての動物を、すばやく、かつ、苦痛を引き

起こさない形で殺さないこと 

 

m) 安楽死が必要とされる全ての動物を、すばやく、かつ、苦痛を引き起こさない形で殺

さないこと 

 

n) 動いている自動車に閉じ込めること、または、動いている自動車に閉じ込めた状態で運

ぶこと 

 

o) 衛生の、警察の、司法の、または、権限のある当局によって虐待であるとみなされ、確

認される全ての行為 

 

IV. 環境のエンリッチメント：動物福祉に貢献するように、その環境を相互作用的にし、ま

た、動物の行動の必要性にかない、感覚的、肉体的、生理的ストレスを軽減するのに適切

な状態にすることを目的に、動物のために用意された場所において、創造的な改善や多様

性を促進するダイナミックなプロセス 

 

V. 自然における動きおよび行動：起き上がる、座る、横になる、歩く、向きを換える、羽

を広げる、掻く、リッキング、泥浴びをする、ひっくり返る、地面をつつく、巣作りをす

る、社会化するなどの、肉体的、生理的、生物学的、動物行動学的な必要性に応じて、行

動を変えることや、肉体的・精神的損害や巻き添えを防ぐために通常行う行動 

 

VI. 動物行動学的な処置：肉体的、自然的、精神的必要性を考慮した、動物の扱いや処置 
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VII. 生理的な必要性：動物にとって不可欠な器官の機能、処理または行動に関係したもの

をいう 

 

VIII. 動物行動学的な必要性：行動規範に関係するものをいう 

 

IX. 労働者の福祉：個人、および、集団の必要性を尊重しつつ、その能力を改善し、職務の

遂行を促進しながら、衛生状態、安全、および、労働環境の適正状態の維持を保証するこ

と 

 

X. 動物の生産：消費および二次製品のための飼育、再生産、処置、商業化、輸送、用途お

よび屠殺 

 

XI. 除角：角の生えてくる場所の外科的な除去（切除）または（化学的または熱による）破

壊 

 

XII. 除角：動物の角の骨端を外科的に除去すること 

 

XIII. デビーク：鳥のくちばしを切ること、または、焼くこと 

 

XIV. 動物の管理：犬や猫の頭数の管理、動物の衛生管理、人畜共通感染症のコントロール、

人間および動物の健康の促進、および、環境保護のプログラムの導入、発展および執行を

目的とした、予防的または抑圧的な一連の行為 

 

XV. 人畜共通感染症：媒介動物によって感染するものも含めた、ヒトおよび動物の間で共

通に感染する全ての病気 

 

XVI. 動物の公共飼育所：特定の期間の間、動物を飼育することを目的とした物理的な場所

で、ある機関または公共機関の責任のもと、公衆衛生、環境および動物の個体数の管理の

ための計画的な事業が行えることを見越した場所 

 

XVII. 有害なシナントロープ：明白な誘因や原因が確認されておらず、証言に基づいてお

り、文書化され、さらに、鑑定された証明を通して、それが原因であることが証明された、
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野営地、居住地、私有地、住居の周辺で、人間や他の動物に損害を与える好ましくなく共

生している原因動物 

 

XIX. 管理されていない動物：次の場所にいるイヌおよびネコ 

  

a)所有者やその代理人がいない場合、責任者が特定されていない場合、または、地域共同体

に受け入れられていない場合に、適切な手段による制止の有無にかかわらず、地域の公共

の場所にいる 

 

b) 公共の場所、または、公衆衛生や安全を危険にさらす場所、または、その動物の健康や

安全を危険にさらす場所への自由な移動を妨げる適切な制止が行われず、公共、または、

民間の不動産にいる 

 

XX. 近所のまたは地域コミュニティの動物：所有者がなく、地域住民によって受け入れら

れ、コミュニティにおける特定の責任者がいるイヌおよびネコ 

 

XXI. 回収動物：権限のある公共機関によって除去され、最終的な処遇が行われるまで飼育

された動物で、法律の違反によって押収されたものでないもの 

 

XXII. 押収された動物：権限のある公共機関によって、法律の違反による罰則として、押

収された動物 

 

XXIII. 媒介動物：無脊椎動物で、感染源の病原体を、積極的に、感受性宿主に移すもの 

 

XIV. 病原体：生物であるか無生物であるかによらず、それが存在していること、または、

存在していないことによって、ある感受性宿主と効果的な接触をすることによって、病気

の進行を開始させる、または、病気の継続を促進させることがあり、また、それがあるこ

とで、ある一定の生物群における病気の発生の頻度に影響を及ぼす、物質、元素、変数ま

たは要因。生物学的、栄養学的、物理学的、化学的または心理社会学的に起因する原因が

ありえる。 

 

VVV. 動物の死体：生物学的な生命が絶えた動物の身体 
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XXVI. 動物の骸骨：消費、研究、産業、または、教育的な実演を目的とした、動物の死骸

の、生物学的な部位 

 

XXVII. 動物の選択的回収：公共に対して自由に出入りができる場所、公共の道路や空間に

おける管理されていない動物の除去、または、人畜共通感染症の病原であるという勧告に

より（除去が）義務付けられている地域において、または、人畜共通感染症の危険地域と

してみなされている地域で目撃された動物の除去 

 

XXVIII. 動物の押収：法律の違反による罰則として、動物を除去したり収容すること 

 

XXIX. 解放：動物を所有者または責任者に返還すること 

 

XXX. 動物を養子にとること：所有権や所有、責任のある監視についての法律および動物福

祉に従うことを約束する市民による動物の自発的かつ合法的な受け入れのことをいう 

 

XXXI. 安楽死：動物の心肺停止の前に、麻痺させ意識をなくすことのできる物質を使用す

ることにより、痛みや苦しみなく、誘因された死 

 

XXXII. 動物遺棄：動物を保護せず、公共、または、民間の道路や空間で、その運命を運に

まかせる作為的な行為で、それを再度回収する意図がないもの 

 

XXXIII. 断耳：耳の除去のために行う外科的な処置 

 

XXXIV. 声帯除去：声帯の除去のために行う外科的な処置 

 

XXXV. 断尾：尾の除去のために行う外科的な処置 

 

XXXVI. 動物実験：科学的な研究、試験および教育において生きている動物を使用するこ

と 

 

XXXVII. 基礎科学：科学的な知識領域で、その応用とは独立して、知識の最先端を拡大し
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ていくことを優先しているもの 

 

XXXVIII. 応用科学：科学的な知識領域で、社会の、経済の、および、技術の発展によって

要請される必要性に応じることを優先しているもの 

 

XXXIX. 繁殖センター：前もって規定された、遺伝学的な、および、衛生的な基準に従っ

て、様々な種の動物の繁殖用の動物が飼育されている場所 

 

XL. 飼育場：科学的または技術的な分野での使用を目的として、何らかの種の動物が繁殖

または飼育される民間に運営される場所 

 

XLX. 動物実験研究室：動物実験を行うのに必要な器具や資材が用意された場所 

 

第 2 編 

動物の生産について 

 

第 69 条 消費および二次製品の生産のための飼育、繁殖、処置、商業化、輸送、および屠

殺については、明記された期限内に、本法で規定される動物の福祉に関する規則に従われ

なければならない。 

 

第 70 条 行政は、本法の公布をもって、生産の潜在性、環境圧力、行動および動物の福祉

に関係した、環境学、遺伝学および生産動物の栄養に関する研究を促進しなければならな

い。また、この目的の達成のために、大学、公共機関、民間機関と協力関係を結ぶことも

できる。 

 

第 71 条 都市部における消費用の動物の飼育、管理および屠殺は、現行法に従わなければ

ならない。 

 

第 1 部 

環境を豊かにすることについて 

 

第 72条 消費および副産物の生産のための動物の飼育においては環境を豊かにすることが
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保証されなければならない。 

 

第 2 部 

人工的な繁殖の条件について 

 

第 73 条 動物福祉についての規則や衛生、または、環境の基準は、動物を人工的に繁殖さ

せる際に、留意されなければならない。人工的な繁殖は生物の自然な繁殖の周期を変え、

獣医師または獣医師の指導のもとで人工的な繁殖のための特定の場所で、能力があり資格

をもった者が行うことに限られる。 

 

第 3 部 

動物の輸送について 

 

第 74 条 輸送においては、動物の積み込み、積み卸しは、動物福祉の条件、旅行時間、時

間帯、気候の状況、輸送室、カゴ、輸送用の箱、小屋、空間あたりの動物の密度、待機時

間および場所、道路の状況などの、それぞれに関係する法的な条件を満たすように留意さ

れなければならない。 

 

I. 輸送用の箱、カゴ、可動式コンパートメントは、輸送用の乗り物において、何も入って

いない空間との間で、換気ができるように取り扱われ、設置されなければならない。 

 

II. ストレス、衰弱または病気の徴候を示した動物は、然るべき治療のため、または、目

的地に迅速に到着できるように、他の動物から別れさせなければならない。 

 

第 75 条：次の事項は禁止される。 

 

I. 休憩や水、および、動物種が要求する飼料を提供することなく、動物を歩かせて旅行さ

せること 

II. 休憩や水、動物種が要求する飼料を提供されることのない状態で、移動させたままにす

ること 

III. どのような移動手段についても、動物の頭を下にして置き、手と脚を縛りつけて、ま

たは、苦痛やストレスを引き起こす何らかの方法で、輸送すること 
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IV.その大きさや数に対して必要な大きさがなく、コンパートメントから動物の体の一部が

出てしまうような、バスケット、カゴまたは乗り物で、動物を輸送すること 

V. 法律によって必要とされる文書なく動物を輸送すること 

VI. 緊急の場合を除いて、衰弱した、病気の、負傷した、妊娠した動物を輸送すること 

VII. 輸送する者の安全についての要件が満たされることなく、動物を輸送すること 

 

第 4 部 

動物の屠殺について 

 

第 76 条 全ての屠殺場、冷蔵屠殺場および屠畜場においては、どのような種の動物につい

ても、残虐で苦痛を引き起こす屠殺を妨ぐべく、機械的衝撃、化学的な処理、または、そ

の他の手段により、屠殺の前に、感覚を麻痺させるための近代的な科学的手段の使用が義

務付けられる。 

 

第 1 節 棍棒または突起のついた槍（両刃の斧）の使用は禁じられる。 

第 2 節 積み卸しからスタニングの場所に到着するまでの間の全ての時間およびルートに

おいて、感覚を麻痺させる前に、むち打ち、手荒い取扱い、虐待、傷害、切断といった、

痛みや苦しみ、苦痛を引き起しうる、どのような手段または器具の使用も禁止される。 

第 3 節 その場所で行われる行為について責任をもつ専門的な技術者のもとで、屠殺場、

冷蔵屠殺場および屠畜場の従業員は、動物福祉についての能力をもっていなければならな

い。 

 

第 5 部 

動物の去勢について 

 

第 77 条 去勢の必要性が想定される全ての動物は、去勢の実施にあたり、前もって麻酔を

かけられなければならない。 

 

第 6 部 

トレーサビリティについて 

 

第 78 条 行政は、全ての生産過程、すなわち、動物の出生から飼育、処置、輸送、屠殺処
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理および最終製品までの全ての商業化に関わる段階において追跡を可能にする、トレーサ

ビリティのシステムを導入し集中管理しなければならない。 

第 79 条 そのシステムの効率性および安全性を保証するために、継続的な方法（刺青、送

受信機、マイクロチップまたは他の同様の技術）で、または、タグを活用した継続的でな

い方法で、個別番号を各動物または一組に対して付与することで、トレーサビリティのた

めに個々の動物が識別できなければならない。 

第 80 条 本法の公布以後は、烙印による識別は禁止される。 

 

第６部 

養牛について 

 

第 1 章 

除角 

 

第 81 章 牛の除角は資格を持った専門家によって、特定の技術的な規則および手順に従っ

て行われなければならない。麻酔を使用することなく実施することは認められず、また、

美的な理由によるものは禁止される。 

 

第 2 章 

屠畜 

 

第 82条 生後 15ヶ月から 18ヶ月の間に屠殺場に運ばれる牛は去勢されていてはいけない。 

単項 この年齢の間を過ぎて屠殺が行われる場合、麻酔を使うことなく去勢されてはなら

ない。 

 

第 83 条 牧草地で飼育される動物は、牧草地にいる動物１頭あたり 8～10 平方メートルの

割合で、自然に作られる日陰、または、人工的に作られる日陰がある場所で飼育されなけ

ればならない。 

 

第 1 節 

1 歳未満の雌牛 
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第 84 条 1 歳未満の雌牛を、その肥育を目的として飼育することは禁止される。 

 

第 8 章 

養豚について 

 

第 1 章 

豚の飼育について 

 

第 85 条 ブラジルの養豚業は、本法の公布から 5 年以内に、豚の生産体系を動物福祉に関

する規則を満たすようにしなければならない。 

単項 動物福祉についての規則および本法の規定の遵守のため行われる適応措置は、本条

で上述した期間の間に実施されなければならない。 

 

第 86 条 豚の飼育は、第 85 条で規定される期間に留意し、次の要件が満たされなければ

ならない。 

 

I.  動物は、群飼されなければならない 

II. 動物は、治療のため、および、その実施に必要な期間のみ、個別の個室で飼育されるこ

とができる 

III. 異なる生育段階、特に、妊娠および出産の時期においては、拘束するための方法また

は器具は使われない 

IV. 動物は、あらかじめ決められた規範を満たし、技術的な指導に基づいた干し草の上で飼

育されなければならない 

V. 動物福祉の規則および畜産学的な基準を満たすためには、次のように飼育されなければ

ならない 

 a) 4 頭あたり、1 箇所のエサ場 

 b) 10 頭あたり、1 箇所の水飲み場 

 c) 1 頭あたり最低 1 平方メートルのスペース 

 

第 87 条 本法の公布後に開始される雄豚および雌豚の飼育については、第 85 条で規定さ

れた適応期間は適用されず、本章で規定される要件が即座に満たされなければならない。 

単項 個々の個体の閉じ込めを目的とした、豚の飼育および管理のための設備の建設や改



35 
 

修を行うことは禁止される。 

 

第 88 条 鼻環の使用は禁止される。 

 

第 89 条 豚の断尾は、生後 3 日までの間にのみ実施することができ、麻酔を使用しなけれ

ばならない。 

単項 豚の断尾は第 85 条および第 86 条に規定される適応が行われた後は禁止される。 

 

第 90 条 発情期に達する前に屠殺場に運ばれる豚の去勢は禁止される。 

単項 この年齢の期間の後に屠殺される場合は、動物は麻酔薬を使用して去勢されなけれ

ばならない。 

 

第 91 条 哺乳子豚は、生後 3 週間までは、離乳させられてはならない。 

 

第 92 条 豚の集中的な生産の方法は、その飼育によって引き起こされる環境破壊を予防し

避けられるものでなければならない。 

 

第 1 節 

妊娠豚の飼育 

 

第 93 条 本節の規定を満たすための適応措置が必要になる、既存の施設については、本法

の公布から 5 年間の猶予が与えられる。 

単項 本法の公布後に建設される施設および、成長段階にある母体、または、妊娠してい

る雌豚を新たに飼育した施設については、本項で上述した期限は適用されない。 

 

第 94 条 成長段階にある母体および妊娠している雌豚は群飼房において、社会的な接触が

可能な自由に動くことのできる飼育場で飼育されなければならない。また、哺乳子豚は離

乳後も同じ場所にとどまり、自然交配または人工授精による、再度の交配のために再度発

情期の徴候の開始まで待機することとなる。 

 

第 95 条 集団で飼育される 1 区画では、9 頭を超えて飼育されてはならず、また、雌豚 1

頭あたり 1.5 平方メートルが保証される。 
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第 96 条 雌豚の飼育を目的とした、集団飼育区画は、干し草またはその自然な行動と巣作

りを行える素材で覆われていなければならない。 

 

第 97 条 雌豚は、発情期の現れから、自然交配または人工授精後 28 日目の間に含まれる

期間においては、または、治療のためであれば、個別に飼育することができる。 

 

第 98 条 本節で規定される期限とは別に、繋げる紐や首輪の使用は禁止される。 

 

第 2 節 

豚の輸送 

 

第 99 条 豚は、開放式の荷台ではないトラックで運ばれなければならず、その中は、動物

を分けることが可能で、輸送時の生理的な負担（ストレス）を最小限にすることができる

ように、区切られていなければならない。また、水のタンクと使用可能な水飲み場がなけ

ればならず、その荷台の内装の素材は、清掃と殺菌を効率の良く処理ができるものでなけ

ればならない。 

 

第 9 章 

家禽の飼育について 

 

第 1 節 

産卵用の家禽について 

 

第 100 条 産卵用の家禽の飼育のためのケージおよび組み立てられたケージの使用は、本

法の公布から 5 年以内の猶予をもって禁止される。 

第 1 節 デビーキングの実施は本節で上述した禁止事項の履行をもって、禁止される。 

第 2 節 本項で上述した期限内に行われるデビーキングは、その実施のための特定の技術

的な規則を満たし、動物福祉についての規則に留意し、資格をもつ専門家によって実施さ

れる。 

 

第 2 節 
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屠畜用の家禽について 

 

第 101 条 飼育用の家禽は、次の形態で、飼育され管理されなければならない。 

 

I. 家禽舎は、少なくとも動物を受け入れる 2 日前には殺菌されなければならない 

II. 家禽舎内部の加熱装置は、家禽の到着の 3 時間前に、起動させらなければならない 

III. 家禽は、ベッドの上で飼われなければならない 

a) ベッドとは、家禽舎の床を覆う素材（木片、おがくず、トウモロコシの穂軸を粉砕した

もの、米の外皮、落花生の殻、コーヒー豆の皮、植物一般の干し草）のことをさし、飼育

の周期の間、均質な状態で与えられなければならない。 

b) 家禽舎のベッドは、汚染や病気の危険または寄生虫の侵入の危険を引き起こしてしまう

ことから、再利用されてはならない。 

 

IV. 家禽の健康および福祉に必要であるとみなされた全ての機械的設備または自動の設備

は、少なくとも 1 週間に 1 度、検査されなければならない 

 

V. 飼育場所に動物を飼育するための装置は、動物に怪我を引き起しうる出っ張りや鋭利な

場所がないように構築されなければならない 

 

VI. 家禽舎は、小屋で飼育されている家禽の福祉の状態を調べ、保証するために、少なくと

も 1 日に 1 回検査されなければならない 

 

VII. 家禽は、必要な栄養が保証され、また、福祉の状態が保証されるように、その齢と種

に適量の飼料を与えられなければならない 

 

VIII. 飼料および水を与えるための設備は、汚染の危険、および、動物同士のけんかを引き

起こしうる有害な効果を最小限にするように、計画、構築および設置されなければならな

い 

 

IX.動物福祉に関する科学的な研究により、または、継続的な実験により、その他の物質の

効果が健康および動物福祉に有害でないことが示された場合を除き、家禽の飼料は、治療、

予防、または、国内的および国際的な技術的な規格によって定められた畜産学的な処置に
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は必要とされないその他の物質を含むことはできない 

 

X. 人工的に行われる換気の装置は、動物の健康および福祉を維持し、過剰な湿気の除去が

行われ、過剰に暖かくなることを避けられるように、換気が保証されなければならない。

また、装置の主要部の故障が認識できるようにし、また、予備的な装置または緊急用の装

置を前もって用意しなければならない 

 

XI. 病気の、または、負傷した家禽は、乾燥したベッドの上の、適切な場所に隔離されなけ

ればならない 

 

XII. 飼育の周期ごとに、家禽舎の清掃と殺菌が行われなければならない 

 

XIII. 家禽と何らかの種類の接触をした者は殺菌処理を行わなければならない 

 

XIV. 屠畜用の家禽舎での密度は、最大で 1 平方メートルあたり 17 羽でなければならず、

どの飼育の段階においてもこれを超えてはならない 

 

XV. 家禽の捕獲および処理にあたっては、動物への負傷、および、いずれの種類のストレ

スも引き起こしてはならない 

 

a) 家禽は、両足を持って、または、両手を使い、羽をその体に押しつけ、家禽の体を持っ

て捕獲され運ばれなければならない。 

 

b) 羽、または、首をつかんで、家禽を運ぶことはできない。 

 

第 5 編 

罰則について 

 

第 124 条 本法で有効な違反とは、述べられた法的な規則の遵守をしないこと、または、

権限のある行政機関の規範的な決定を遵守しないことに至る、全ての行為と不行為をいう。 

 

第 125 条 本法および本法で述べられる規則、規格、基準および技術的な要求事項につい
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ての規定に関する違反は、権限のある行政機関の基準に従って、次の事項を考慮に入れ、

調書が作成されなければならない。 

 

I. 損害の程度、その効果、および潜在性 

II. 減軽事由または加重事由 

III. 違反者の違反歴 

IV. 違反者の経済的能力 

 

単項 どのような方法で犯したとしても、その行為を行った者、または、その行為によっ

て利益を得る者が、違反の責任を負う。 

 

第 126 条 この法律の規定の違反は、代替的に、または、累積的に、次の罰則をもって罰

せられ、これにより民事上のまたは刑法上の罰則が適用されなくなることはない。 

 

I. 警告 

II. 直接的または間接的に、動物の福祉および環境保全に関係する活動に相当する奉仕の実

施 

IV. 動物の押収 

V. 現法によって使用が禁止されている、装置、機器、および製品の押収 

VI. 現法で規定される事項にそぐわない乗り物の押収 

VII. 動物の保護、所有を不可能にすること、または所有権の剥奪 

VIII. 一群の動物の剥奪 

 

単項 同じ性質かつ重大性をもつ違反が新たに行われた場合においては、先行して課され

た罰金の 2 倍が累積的に課せられる。 

 

第 127 条 違反者が、権限のある行政機関によって承認、認可された基準および条件の範

囲内で、違反行為を中止し改善するための特定の手段を導入する義務を負う場合には、罰

金の支払い義務は猶予されることがある。 

 

第 128 条 現法に規定される事業を行う公共のおよび民間の機関は、その規定および規則

に違反した場合には、次の行政罰を受ける。 
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I. 警告 

II. 100 レアルから 500,000 レアルまでの罰金 

III. 動物または一群の動物の押収 

IV. 現法によって使用が禁止されている、装置、機器および製品の押収 

V. 現法で規定される事項にそぐわない乗り物の押収 

VI. 動物の保護または所有の中止、または所有権の剥奪 

VII. 一群の動物の剥奪 

VIII. 公式の資金源からの、貸付および支援の資金提供の停止 

IX. 事業の一時的な停止 

X. 一時的な禁止命令 

XI. 決定的な禁止命令 

 

第 129 条 第 126 条および第 128 条の III および VIII の場合には、次の手順に従い、それ

ぞれ調書が作成される。 

 

I. 資格のある獣医の責任の下にある限りは、動物は動物園、基金、機関、非政府組織また

は類似の機関に送られる 

II. 腐敗しやすい製品の場合は、分析を行い、実験的な研究や病院に関係する研究および他

の利益をもたらす研究において、動物を用いない、科学的研究機関に提供されなければな

らない 

III. 動物由来の腐敗しない製品および二次製品については、破棄されるか、または、実験

的、文化的または教育的研究において、動物を用いない科学研究機関に提供されなければ

ならない 

IV. 違反が行われた際に用いられた器具は、リサイクルすることによって、その特性が失わ

れることが保証された状態で、転売されなければならない 

V. 押収された装置は、実験的、文化的または教育的研究において、動物を用いない科学研

究機関に提供されなければならない 

第 130 条 貨幣価値は、ブラジル地理統計院(IBGE)によって改正され、前年度の指数に累

積される、拡大消費者指数(IPCA)の変動に応じて毎年更新し、調整され規定されなければ

ならない。この指数が廃止された場合には、連邦法により作られたものであり、また、貨

幣の購買力の減少を反映する、別の指標が採用されなければならない。 
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第 131 条 本編において規定される罰則は環境国立基金に納められなければならず、ペッ

ト、家畜、野生動物、在来種の動物および外来種の動物を含む、動物相の保全および保護

を目的とした計画や活動を達成するために用いられる。 

 

第 132 条 規定された罰則は、権限のある行政機関によって適用されなければならず、こ

れによって、民事上または刑法上の罰則が適用されなくなることはない。 

 

第 133 条 本法で述べられる義務を履行しない、または、その履行を妨げる・困難にする、

または、遅らせる当局、従業員および公務員は、違反者と同様の責任をこうむる。このこ

とで、行政上のまたは刑事上のさらなる罰則が適用されなくなることはない。 

 

最終条項 

 

第 134 条 事業の監査および違反による罰則の適用は、その責務を負ったそれぞれの分野

の範囲において、規定された権限のある行政機関が負う。このことで、連邦公共省および

非政府組織のような動物の保護機関が、その責務の範囲内で行う監査事業を受けなくなる

ことはない。 

 

第 135 条 期限が明記されていない規定については、本法の公布の日に有効となる。 

 

第 136 条 行政は 180 日の期間で本法律を規定しなければならない。 

 

第 137 条 本法は、その公布の日をもって有効となり、公布されない場合は条項は無効と

なる。 
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