電子標識による個体識別システム有効活用事業に係る電子標識導入に向けた海外調査報告
今年度から、「電子標識による個体識別システム有効活用事業」により、家畜市場・と畜場等での
個体識別の自動化・省力化を図り、畜産経営における牛群管理や消費者への飼養履歴情報提供等の効率
化を図ることを目的として、電子標識導入に向けた検討、電子標識のフィールド実証調査及び電子標識
システム開発等を実施しているところである。
一方、オーストラリアは全国家畜個体識別制度（NLIS）により 2005 年 7 月から全国的に電子標識の
装着を義務化され、また、隣国のニュージーランドでは 2006 年 4 月から家畜個体識別プロジェクトを
立ち上げ、2011 年を義務化目標として、電子標識による家畜個体識別制度の構築に取り組んでいる。
そこで、日本の家畜個体識別システムに最適な電子標識の選択、統一すべき規格、電子標識の導入方
法及び牛トレーサビリティ制度の整理等、電子標識による個体識別システムの確立・普及に向け、先駆
的に電子標識による家畜個体識別システムに取り組んでいるオーストラリア、ニュージーランドを訪問
して、先進事例についての現地調査を実施したので、以下に収集した内容を報告する。

１

期 間

平成 21 年 2 月 10 日～2 月 20 日（11 日間）

２

目

日本の牛個体識別システムに最適な電子標識の選択、統一すべき規格、電子標識

的

の導入方法、牛トレーサビリティ制度の整理など、電子標識による個体識別シス
テムの確立・普及に向け、ニュージーランドおよびオーストラリアの状況を調査
する。
３

４

調査員

十勝農業協同組合連合会 畜産部 酪農畜産課 調査役

大井 裕樹氏

熊本県酪農業協同組合連合会 生産本部指導部指導課 主任

村上 聡 氏

社団法人家畜改良事業団 電子計算センター 次長

後藤 秀幸

日 程

○ 平成 21 年 2 月 10 日（火）
・ 東京、熊本・帯広 ⇒ 成田出発（機中泊）
○ 平成 21 年 2 月 11 日（水）
・ シドニー(Sydney) ⇒ オークランド(Auckland) ⇒ ハミルトン(Hamilton)宿泊
○ 平成 21 年 2 月 12 日（木）
・ Landcorp Farm（国営農場）訪問
ワイカト地方（Waikite Valley）：ハミルトン南部
・ Davit Bennett Farm（約 800 頭を飼養する搾乳農家）訪問
ハミルトン南東部
○ 平成 21 年 2 月 13 日（金）
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・ Gallagher（ガラガー）社訪問：ハミルトン市内
ＮＡＩＴ（ニュージーランド食肉産業協会）
・ ＬＩＣ（Livestock Improvement Corporation）訪問
・ ＡＩＴＯ社（Zeetags（ジータグ）社の耳標製造委託工場）訪問
○ 平成 21 年 2 月 14 日（土）
・ ハミルトン ⇒ オークランド
・ Zeetags（ジータグ）社訪問
○ 平成 21 年 2 月 15 日（日）
・ オークランド ⇒ シドニー宿泊
○ 平成 21 年 2 月 16 日（月）
・ ＭＬＡ（豪州食肉家畜生産者事業団）訪問
・ シドニー ⇒ バサースト(Bathurst)宿泊
○ 平成 21 年 2 月 17 日（火）
・ ＣＴＬＸ(Central Tablelands Livestock Exchange)家畜市場訪問
・ 近郊の肉牛農家訪問（アンガス繁殖農家）
カルコー（Carcoar 地区）
・ バサースト ⇒ リートン(Leeton)宿泊
○ 平成 21 年 2 月 18 日（水）
・ Rockdale Beef（フィードロット）訪問：伊藤ハム経営
・ リートン ⇒ ウガウガ(Wagga Wagga) ⇒ シドニー宿泊
○ 平成 21 年 2 月 19 日（木）
・ ALIC（(独)農畜産産業振興機構シドニー駐在員事務所）訪問
・ シドニー出発（機中泊）
○ 平成 21 年 2 月 20 日（金）
・ 成田空港 ⇒ 東京、熊本・帯広着
＜訪問した地域の概要＞
ハミルトン（Hamilton）は、ニュージーランド・北島北中央部ワイカト地方の中心となる市、2005
年現在の都市圏人口は約 18 万 5 千人であり、ニュージーランドの都市の中で第 4 位である。乳業
のおかげ、イギリスの砲台の序開きから、高成長でダイナミックな都市になった。埼玉県さいたま
市と姉妹都市である。
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オークランド（Auckland）は、ニュージーランド・北島の北部にあるニュージーランド最大の都市、
ポリネシアおよび（オーストラリアを除く狭義の）オセアニア最大の都市でもある（第二位はホノ
ルル）。都会でありながら、周辺に変化に富む自然環境を持っているのが特徴であり、かつてはニ
ュージーランドの首都だったという歴史を持っている。市内の人口は 41 万 7000 人、都市的地域人
口は 124 万 7000 人、国の人口のおよそ 1/4 強が居住している。市内には、ニュージーランドでの
航空拠点であるオークランド国際空港やオークランド港を持ち、首都のウェリントンよりも商業地
区が発展している。海に面した地形から海上交通が栄え、「City of Sail（帆の街）」の愛称で呼
ばれる。福岡県福岡市と姉妹都市である。日本との時差は 4 時間（10 月第 1 日曜～3 月第 3 日曜は
+1 サマータイム(デイライトセービング)）。
シドニー（Sydney）は、オーストラリア東南部に位置するニューサウスウエールズ（NSW）州の州
都、同国最大の世界都市である。オーストラリア最大の人口を有し、メルボルンとともに南半球屈
指の経済、文化の中心都市である。オセアニアを代表する国際的な観光都市でもあり、海に臨むオ
ペラハウスなどが著名で、世界で最も美しいといわれる都市のひとつである。300 km 南西に、特別
区である首都キャンベラが所在するが、経済や文化の規模ではシドニーのほうが活発である。それ
もあってか、シドニーがオーストラリアの首都であると誤解する者も少なくない。2000 年には夏季
オリンピック、
「シドニーオリンピック」の開催地となった。NZ ウェリントン、愛知県名古屋市と
姉妹都市である。日本との時差は 2 時間（1 0 月 最 終 日 曜 ～ 3 月 の 最 終 日 曜 は +1 サマータイ
ム）。
バサースト (Bathurst) は、ニューサウスウエールズ州の中央高地に位置する。 バサースト 1000
（Bathurst 1000）モーター・レースで有名である。 シドニーから西へ車で 3 時間のところにある。
オーストラリアでも最も古い内陸の入植地の 1 つで、かつてゴールドラッシュで湧いた町への玄関
口として栄え、開拓時代の建物や、豊かな牧場主の建てた古い豪邸などが見られる。
リートン (Leeton)は、ニューサウスウエールズ州中南部、マランビジー川の北、シドニーの西 565
キロに位置する。リートンは、マランビジー潅漑地域で最も古い町で、ウォルター・バーリー・グ
リフィンによって 1912 年に設計された計画都市である。ニューサウスウエールズ州の穀倉、リヴ
ェリーナの中心的な町の 1 つであり、リヴェリーナ地方はオーストラリアの柑橘類の 35％を生産し、
オーストラリア第 2 のワイン用ブドウの生産地になっている。また米の生産量は 120 万トンに達す
る。
ワガワガ (Wagga Wagga)は、マランビジー川（Murrumbidgee River）の近くにある歴史あるカント
リー・タウンである。スポーツ好きの歴史とアートが盛んなことで有名である。シドニーから南西
へ車で 5 時間半のところにある。
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視察調査内容
1）ニュージーランド
オーストラリアは、全州で法律により牛、羊及び鹿
の個体識別が義務付けられている。その一方、ニュー
ジーランドでは、未だ個体識別は法制化されず、ヨー
ロッパ方面等に牛肉を輸出している農家がマーケッ
トの要望により自主的に取り組んでいる。現行、個体
識別には電子標識を利用していないが、2011 年法制化
を目標として電子標識（RFID）による個体識別制度の
確立に取り組んでいる。
山間部の傾斜地も放牧地として利用されている

ニュージーランドは、イヤータグ式（ボタンタイプ）
の電子標識を選定する。その理由としては、ボーラス
（飲み込み型タイプ）では、①飲み込ませて利用する
ため、食肉加工所において解体し、回収作業に手間取
り作業時間を要する。
②農家自らがボーラスを簡単に飲み込ませることが出
来ないため、獣医に依頼をしなければならい。また、
投与 30 分後にボーラスが胃内に留まっているか、リー
ダーにより確認しなければならない。そのための時間とコストが増加する。イヤータグ式のメリッ
トとしては、農家自ら装着が可能であること、標識の有無を目視で確認でき、食肉加工所では耳を
切断することで簡単に回収出来る。
イヤータグ式の電子標識には、個体を識別するユニ
ークな番号（UID）だけが書き込まれており、異動時
にはその UID をリーダーで読み込み、中央データベー
ス（サーバ）にその UID を報告する。また、別システ
ムで報告された飼養管理情報や関連情報とリンクさ
れる仕組みとなっている。但し、現在は国営牧場のデ
ータだけが中央データベースに登録されている。ま
た、アンガス等各ブリーダー協会でも独自に繁殖農家
のデータを管理していることから、2011 年を目標にデ
ータベースの一元化を進めている。
ニュージーランドにおける RFID(EID)は、週 1 農家のペースで、ロードバー（体重計、個体選別
ゲート）とリーダーのセットが販売・設置されている。アンガスの繁殖農家は、アンガス登録協会
に報告する義務があるため RFID を殆ど導入している。
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オーストラリアは、ISO に準拠した長波帯（134.5kHz）の FDX-B（全二重通信方式）を採用して
いるが、ニュージーランドでは、HDX（半二重通信方式）と FDX-B の 2 タイプを採用する予定であ
る。
トレーサビリティが法制化されていないニュージーランドにおける RFID は、飼養管理のツールと
して利用されている。
1）搾乳牛における体重測定メリット
①体重の推移による個体の健康状態把握
②乳量と体重によるサプリメントの給与判断基準
③干ばつ時のサプリメントの検討
④乳房炎、異常牛の選別治療・仕分け作業
2）肉用牛における体重測定メリット
①コストパフォーマンスに優れた品種の選定
②出荷基準体重のチェック
③DG（一日増体量）の確認と淘汰基準
④BCS（スコア：1～10）の入力
⑤出荷・治療・人工授精などの為の仕分け作業
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[Waikite Valley Landcorp Farm]
Landcorp Farm は、ニュージーランド国内に 120 程ある国営牧場の一つであり、シンメンタール
種の種雄牛を作出する為の牧場で、450 頭の成牛とその仔牛が飼養されている。また、全国営牧場
では、電子標識が装着されている。
本牧場では、ドラフティングシステムを利用して、
リードエラーになった個体（耳標脱落牛）、出荷や
治療予定牛等、様々な条件でゲートを通すだけで簡
単に個体選別ができるシステムが構築されていた。
Landcorp Farm では、①繁殖に利用される前（11
月）と、②妊娠後（3 月）、③そして分娩後（6,
7 月）の 3 回に体重測定がなされている。繁殖方法は、
自然交配であり 15 年程前から人工授精をしていな
い。
ドラフティングシステム（５万 NZ ドル）

その理由は、ニュージーランドとオーストラリア
は、放牧を主体としたスタイルであることで、繁殖に
適しない雌牛を間引きしても、コストパフォーマンス
が他の地域に比べ 2 倍近い価値（飼料費、管理費など
が低コスト）があるとして人工授精せず、限られた期
間内に行う自然繁殖を選択している。Landcorp Farm
では、生後 14 ヶ月（320kg）から自然交配用のペンに
移して、24 ヶ月齢程度で分娩するサイクルとなって
いる。
RFID リードシステム（１万ドル）

RFID のリーダーと体重計、分別機のコンビシステム
システムの根幹である端末とゲート操作リモコン
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RFID の固定リーダー

RFID を装着した個体がリーダーを通過し、体重計に乗ると識別
番号と体重を記録・表示、設定に合わせケートにて選別避ける

ゲートの制御システム

個体の保定にも利用できるゲート

待機ペンに追い込まれた牛

体重計へ追い込まれる個体と仕切りゲート
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［Davit Bennett Farm］
750～800 頭の乳牛が飼養されニュージーランドでは稀な通年搾乳（Town Supply Farmers）をし
ている。今回訪問した 2 月は、ニュージーランドの一般的な酪農家では乾乳の時期であり、搾乳を
行っていないシーズンである。
ニュージーランドは、生乳生産量の 97％を海外に向けて輸出しており、日本と異なり放牧スタイ
ルを取っていることから、季節繁殖・季節生産であるが、国内消費のために通年生産をする必要性
があり、生乳生産量の 3％程度を通年生産枠が割り当てている。この生産枠は、乳業会社が希望者
を募り確保している。

54 ポイントローターリーパーラー

雑種が多い

予め PC から投薬や乳房炎等の情報を入力しているので、そ
の個体がパーラーに入ると注意を促すアナウンスが流れる仕
組みとなっている。

30,000 ㍑の縦型生乳貯蔵タンク
ウォークスルータイプの体重計と自動仕分けゲート

肉牛繁殖や肥育の農家とは異なり、ウォースルータイプの体重計を用いたドラフティングシステ

ムが装備されていた。
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また、搾乳中に乳房炎等異常牛を発見してユニ
ットへその異常情報を入力するとパーラーから
の退場時に異常牛用のペンに分別される。
通年搾乳をする当牧場では、季節搾乳の牧場と
は違い、飼料用にコーンが作付けされていた。

［Gallagher（ガラガー）社］
ガラガー社は、セキュリティー関連の装置等を開発・製造している。
現在、RFID の分野において、長波の規格である FDX-B と HDX の双方のタグを読み取れるリーダー
（アンテナ）と個体管理に利用する体重計（個体分別ゲート）を開発し、製造・販売している。
各製品に利用されている周波数は次の通り。
RFID

134kHz

AM ラジオ

1000Hz

Card key

13MHz

FM ラジオ

90MHz

携帯電話

400MHz

商品追跡

900MHz

物 流 で 物 品 管 理 に 利 用 さ れ て い る UHF 帯
（950MHz）については研究中である。
RFID に低周波を利用する理由としては、電波が生体（水、脂肪等）を通過する特性があり、高周
波帯になればなるほど生体を通過するのが困難となる。低周波帯の読み取り率は 100％であるが、
高周波帯については 100％の読み取りに向け研究中である。高周波帯のメリットは製造コストが低
いことである。
高周波帯は、ボタン（脱落率低い）とビジブル（カード：読取率高い）の両方のタイプを研究中
であるが、ボタンタイプのものを最終形として開発したい意向。
しかし、ガラガー社は、低周波帯に巨額の資金を投資しているため、現段階では、家畜用の UHF
帯の研究・開発については、時期尚早という社内判断から着手していないが、物流や人間の追跡用
に開発中の技術を家畜向けに利用出来るのではという意向はある。
オールフレックス社は HDX の技術を開発し、普及を牽引した企業である。
ガラガー社は、5 年を費やして FDX-B と HDX の両方を読み取れるリーダーを開発・販売している。
オーストラリアは HDX だけを採用しているが、その理由は、世界に先駆けてトレーサビリティに
電子耳標を採用した当時は確実かつ正確に読み取れるリーダーは HDX タイプしか無かった。
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通信方法の違い・・・HDX（electrical 電波を使う）、FDX（magnetic 磁場を使う）

リーダーのデーターメモリー性能
ハンドタイプ
固定式

5,000 件
20,000 件

各種リーダーの小売価格
ハンドリーダー：1,500NZ ドル
固定式リーダー：3,500NZ ドル
ガラガー社の収入に対する割合
フェンス（電牧含む） ：60～70％
リーダー

：3％

ハンドリーダーと固定式リーダー

［ＮＡＩＴ（National Animal Identification & Tracing）］
ガラガー社にて、NAIT（ニュージーランド食肉産業協会）のプロジェクト・マネージャーCraig
Purcell（グレイグ・パーセル）氏より、ニュージーランドにおける家畜個体識別制度の取り組み
について、説明を受けた。
オーストラリアの電子耳標への取組事例について説明
当初は BSE 対策として、出生後速やかに装着するよう全農家に電子耳標を強要
↓
タグ購入が農家であるために目先のメリットがないと猛反対
↓
政府はガラガー社とオールフレックス社にトレーサビリティのメリットを農家に説明依頼
↓
耳標とリーダーの導入で信頼の確保と価格の安定があると説明
↓
現在では殆どの農家でリーダーと体重計や仕分け機等あり、PC での異動報告や個体情報のダウンロ
ード等の利活用が進んでいる。
ニュージーランドには、乳牛 500 万、肉牛 500 頭、鹿 150 万頭が飼養されているが、全頭にバー
コードタイプの耳標が装着されている。バーコードタイプの耳標ではうまくシステムが機能しない
という問題もより、RFID へシフトするよう現在進めている。
RFID システムへシフトする目的としては、バイオセキュリティーの確保と早期回復、市場の保護
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（畜産物の輸出は年間 160 億ドルもの基幹産業となっている）と、インフラの確立である。
オーストラリア（RFID）、イギリス（BSE）の国際モデルを参考に検討した結果、バーコードタ
イプの耳標では機能しないと判断され、2009 年 6 月よりインフラであるデータベースを稼働させよ
うと準備が進められている。報告方法としては、音声ガイダンス、ＰＣ、代理店経由報告（サービ
ス料発生）であるが、同一農場内の 10ｋｍ以内の放牧場の移動については報告をしなくても良いシ
ステムとなっている。
オーストラリア耳標 3NZ ドル（150 円、50 円/NZ$換算）
※タグ購入に対する補助金なし（20 年来、農業に対する補助金なし）
※補助金がないのでコスト管理の為、RFID システムを自ら進んで導入している。
カナダではリーダーの助成金が近年始まった。それまでは農家が RFID を購入し装着するだけで
データの活用もなく、と畜場でタグデータを読み取り、政府機関に報告されるだけの仕組みであっ
た。近年では RFID のユーザーエリアに登録情報を現場でリーダライターを利用して個体情報を書
き込んでいる。
※書き換え可能タイプの RFID は、世界的にはあまり普及していない。
※カナダでは個体の年齢が重要視されているが、悪意を持つ者によっては個体情報を書き換える
ことも可能である。
ニュージーランドにおいて、リードタイプ（書き込み不可能タイプ）を選択した理由は、①RFID
の価格が現行の 3NZ ドルから 6NZ ドルに上がることと、元々様々な情報（400 分野）が書き込まれ
ているタグに追加情報を記録するとバックアップが必要となるため、同一情報をデータベースに登
録する必要があり二度手間となるため見送られた。
※オーストラリアも同一タイプの仕様となっている。
※データの信憑性の確保を重要視した。
1999 年に法制化されトレーサビリティ法により、現在 1,000 万頭がバーコードタグ＋ボタンタグ
（RFID ではない）を装着している。
タグなしの個体を食肉用に加工すると食肉業者が 1ｋｇ当たり 22 セントの罰金を払う制度とな
っており、食肉業者は、農家からの買い取り価格をその分支払を拒否することが出来る。
しかし、罰則があるものの、バイヤーの数が多く競争が激しいため、バイヤーは農家に対し支払
を拒否できず、バイヤーが泣き寝入りしている状況にある。そのため、産業界からも RFID の法制
化を進めるよう要望が上がっている。
2011 年には右耳の RFID タグ（ボタン）だけになる予定。
※2010 年 12 月に法案を提出してから、6 ヶ月後にスタートする予定。
右耳にした理由は、ゲートに設置されているリーダーが進行方向に対し右側に設置されているこ
とと、統一することで確認作業が容易になる。また、現行装着されている RFID についてはそのま
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ま法制化後も使い続けられる予定。
※タグメーカーが製造時に付加したメーカーの管理番号を利用する。
※タグは年 1 回農家が小売業者から購入し、子牛の出生後タグを装着する。発注数量の上限は 2
年分。
装着したタグ番号を NAIT へ報告する仕組みとなっている。
※タグ製造メーカーは NAIT に製造・出荷（小売業者）時に報告する。
※装着するまではタグ番号（シリアル番号）であるが、装着後はアニマル番号に変化。
※リーダーで読み取る際は、タグ番号ではなくヒモ付けされた番号（農場番号）を表示。

［ＬＩＣ（Livestock Improvement Corporation）］
農家の出資により作られた組織で、生産指導及び登録に関する事項、及びそれに関わるシステム
の開発を目的とし、年間総売上 1 億 3,200 万 NZ ドル、総収益 1,560 万 NZ ドルを目指し活動に取り
組まれるとともに、近年においては牛、羊、鹿に RFID を付けバイオセキュリティーを確保するこ
とが必要であると政府へ働きかけられている。
北島のフォークスベイでは肉牛と羊が伝統的に盛んだったが、近年の干ばつの影響もあり、2007
～2008 年に掛け、乳牛のブーム（乳製品の高騰が背景）があり 100 戸程度の農家が羊から乳牛の育
成農家にシフトしている。
ニュージーランドの概要
農家戸数：12,000 戸
飼養頭数： 400 万頭
放牧面積： 2.8 頭/㌶
平均乳価：5.1NZ ドル（7NZ ドル/2008 年）
平均飼養頭数： 337 頭
3,860 ㍑/年(270 日) ･･･ 約 14.3 ㍑/日
平均年間生産量：130 万㍑/戸
または、 106 千ｋｇ/年/戸（Milk Solid）･･･ Fat + Protein の固まり(8.15%)
ニュージーランドでは、収益性を求めるために給与飼料の 85％が牧草（放牧地の牧草）であり、
分娩後 30～60 日間で妊娠できなかった牛は如何に能力が高くとも淘汰する。
LIC の組織構成は、12,000 名の会員農家がおり、 21 名の委員が投票で選出され、その中から 7
名の役員で構成されている。スタッフは 1,700 名、その主な事業は以下のとおり。
①ソフトウェアーの販売：ニュージーランドにおいて 90％のシェアーを持ち、農家はこの個体
情報管理ソフトを活用している。
②牛群検定

育種または経営指標(体細胞)が目的で加入率 75%
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③乳成分分析 340 頭×4 回×2 本=2863 ドル/年

(900 万ｻﾝﾌﾟﾙ 2008 年)

1.05 ドル/本(52 円/本)(ﾐﾙｸﾒｰﾀ、輸送費、検査料含む）
④遺伝子検査（親子判定等）収入の 25%

(15 万ｻﾝﾌﾟﾙ 2008 年)

⑤病理検査・研究
⑥コンサルタント事業（20 名）4 回/年 2,000 ドル 500 ドル/半日
⑦凍結精液の販売
⑧後代検定事業
⑨RFID を活用したオートメーションシステムの提供
LIC 所有検査所及び検査料金
☆乳成分検査場

国内 2 ヶ所

☆ＤＮＡ検査場

1 ヶ所

親子判定

25 ドル/件

（1,250 円)

※季節繁殖のため、分娩時期が重なるため親子判定が困難となり最近需要が高まっている。
☆病理検査場

1 ヶ所

ニュージーランドにおける個体識別管理と RFID の現状について
ニュージーランドでは、LIC、アニマルヘルスボード、アグリクオリティが個体識別情報を管理・
利用している。
現在、ニュージーランドではバーコードタイプの耳標を使っているものの、LIC としては、2011
年を目標に RFID の法制化に向け活動を行っている。
その目的は、子牛の誕生からと畜場までのトレースであり、牛肉の 90％が輸出向けであり、トレ
ーサビリティが確保されているものについては、販売価格に付加価値がプラスされ肉牛農家におい
てはすでに恩恵授かっている。また、羊についてもヨーロッパにおいて、高く取引され、アメリカ
向けの牛肉についても付加価値がプラスされている現状にある。
RFID の普及率は、2008 年生まれの子牛の 10％に RFID が装着され、全体の個体の 4％に RFID が
装着されている。RFID を進める理由としては、ID が固有であり簡単で正確であるため。
LIC では MAINDA というソフトを使い、顧客情報、家畜の飼養場所、農場位置、牛群検定情報、乳
成分情報、DNA 情報等の個体情報を管理している。
また、3 週間の間隔で MAINDA の情報を基にランキングされた情報を農家にフィードバックしてい
る。（牛群検定は A3 法で実施されているとのこと）
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左のグラフは、標準的なニュージーランド牛（赤）、
ニュージーランド牛を北米で飼養した牛（青）、
標準的な北米牛（緑）を対象に、飼養管理変化が
もたらす効果テストした結果であり、グラフによ
るとニュージーランド牛 ＋ 6 ㌧の北米飼料 ＝
高乳量 ＋ 高繁殖をもたらしたことを表している。
潜在能力の高さを示す結果でもあり、一部におい
てニュージーランド産の精液で注目されている。

LIC の調査によると、
ホルスタイン・フリージアン ×

ホルスタイン ＝ 乳量 ＋ 繁殖性

の関係式が成立するという見解あり。 ※イギリスやアイルランドで結果が出ている。

［ＺｅｅＴＡＧ（ジータッグ）社］
ニュージーランド国内では、オールフレックス社と ZeeTAG 社の RFID タグが利用されており、日
本にも個体識別耳標として一部導入されている。
1 バッチ当たり 5 万枚を製造する工場では、強度
テスト（原材料の調合割合が正しいかどうかの判
断材料と不良品発生時の原因追及のため）、印刷
等（色、形状）の目視テストを終えたものにカス
タム印刷を受ける等細かいサービスを提供してい
た。 ZeeTAG 社では、サンプル保管はせず各国の
代理店（日本：サージミヤワキ）で管理されてい
る。ZeeTAG 社には、テストデータだけが保管され
ており、クレームの際には管理データで対応する
システムとなっていた。
６枚重ねて硬度測定し原材料の調合を判断する
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レーザーを使って一枚一枚印刷される

インクジェット印刷＋カバーフィルム（リュラマータイプ）＋ＲＦＩＤ

リュラマータイプは、文字が見易く、カバーフィルムで汚れが付着し難く、ニュージーランドで
は希望により使用されている。
ボタン型とビジュアル（リュラマー or レーザー
タイプでも可）が融合したタイプ（ZeeTAG の特許）
も製造している。
※ボタン型には RFID をビジュアルには農場番号
が印刷。また、部材を柔らかくすることで脱落率
を低く抑えている。

タグの引張強度試験装置とＲＦＩＤ情報ライター
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２）オーストラリア
[ＭＬＡ（豪州食肉家畜生産者事業団） ]
トレーサビリティの必要性
トレーサビリティは、問題が発生していない時に話として使わ
れるものではなく、災害や最悪の事態に陥った際、効果を発揮す
るシステムである。
オーストラリアはブラジルに次ぐ世界第 2 位の牛肉の輸出国と
なっており、顧客の声を基に「安全な製品を作っていくことが大
事」という理念によりトレーサビリティが構築されている。食品
安全とトレーサビリティは別のものであり、消費者の食品に対す
る信頼を確保するためには、食品安全とトレーサビリティは別々
の役割を持ち、切っても切れない関係にある。食品安全は、食品
の安全を守るものではなく、農場において食品の安全性を積極的
に確保していくためのシステムである。
トレーサビリティとは、食品安全を脅かす疫病や BSE 等を防止する為のシステムではなく、万が
一の場合に政府・業界が一体となって、問題の発生原因の特定と隔離を行い、問題を最小限に留め
る役目を担うものである。また家畜の管理や問題解決のためのツールとして捉えるべきシステムで
ある。
オーストラリア政府の調査によると、口蹄疫が発生した際に業界に与える影響は 20 億 A ドルか
ら 130 億 A ドル程に成ると想定している。もし発生すると 130 億 A ドルに近い損害が発生すると想
定している。それは、業界だけでなく生体を運ぶ輸送業者や加工業者、そしてそれを取り巻く地方
産業などに大きな影響を及ぼし巨額の経済的損失を招いてしまう。カナダの例では、アメリカなど
に多く輸出をしており、輸出の依存度が高かったため BSE が発生した際に、最高で 1 日 2,000 万 A
ドルの経済損失を引き起こし、生体価格でも 60％程まで低下した。イギリスの口蹄疫が発生した際
には 1 日 250 億 A ドル程度の損失が発生している。このような事例をもとにトレーサビリティの重
要性を再認識している。
飼養頭数では世界第 7 位（2．6％）、ブラジル
に次ぐ第 2 位の牛肉輸出国で、トレーサビリティ
については、EU からの要望が強く、EU に輸出する
ためには絶対付けなければならないシステムであ
るが、輸出するのであれば当然するべきであると
いうレベルに達している。輸出額から見ると韓国、
日本、EU の諸国が何を求めているかということが
産業界のルールを形作っているといっても過言で
はない。そういった中で、食品安全とトレーサビ
リティは重要な割合を占めている。
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残留物管理システム
オーストラリアのトレーサビリティは、1960 年代より牛結核、ブルセラという疫病を撲滅するた
めにシステム化されたものであり日本のものとは異なり、国政府がではなく州政府及びノーザンテ
リトリー政府が協力し合い作ったシステムでもあ
る。
70 年代に開発されたテールタグにより、最後の持
ち主を示すトレーサビリティの原型を形作ったシス
テムが運用された。
しかし、90 年代になるとこれまでのテールタグで
解った最終飼養者だけの情報だけではなく、出生か
らの異動履歴を求める声が大きくなり、現在の耳標
を使ったシステムの構築が進められた。

PIC（農場識別コード）とは、トレー
サビリティの根幹を司るキーワードで
あり、PIC の発行・管理は州政府及び
ノーザンテリトリー政府が行ってい
る。
動物を家畜として生体を取り扱う際
には PIC が必要となる。登録義務と管
理を州政府が行い、ＭＬＡは州政府が
集めた結果を管理している。
国は監視役に回っている。
土地の所有権に基づき PIC が発行さ
れ、離れた区画であっても、同一州政
府に属し、同一業種（畜種）、最大 80km
程度の離れた範囲であれば同一 PIC で
管理している。
ＮＬＩＳ（全国家畜識別制度）の特徴
①PIC に基づいている
②個体に識別番号が付いている
③異動履歴と個体情報が中央データベースに保管されている
④州政府の制度によって支えられている
⑤州政府により監査が行われる
⑥移動直前までにタグを装着しなければ行けない
⑦異動報告は購買者が行う
データベースに保存される情報は、出生農場からと畜されたポイントまでの異動履歴である。
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監査の内容は、①耳標が正しく装着されているか、②異動履歴に漏れがないか、③関係書類（全
国出荷者証明（NVD）･･･義務ではない）が整っているかの 3 点で行われている。その方法は、PC
データを基に行う方法と、家畜市場（流通システム）での抜き打ちで検査される。異動履歴の報告
漏れがあると、初回は注意文書だが、2 回目以降はペナルティが課せられる。
オーストラリアで採用しているタグは、出生（初回譲渡し）装着用として白色を繁殖農家、脱落
等未装着時の装着用として橙色を肥育農家に配布している。また、脱落時に装着するタグは、脱落
したタグの RFID 番号を再発行するのではなく、農家在庫となっている任意の橙色タグを装着して
新たに異動履歴がスタートする。なお、脱落時に、脱落した RFID 番号が判れば、NLIS に報告して
過去の異動履歴を繋げることも可能である。
タグを購入する際は、農家が州政府に連絡し、州政府が農家情報等の確認を行った後に製造メー
カーへ発注を行う。製造メーカーは、発送時に発送先である農家の PIC 情報等を NLIS に報告する
ことで、農家所有のタグ番号と在庫数量が把握できるシステムとなっている。
オーストラリアのトレーサビリティシステムが成功している理由として、農家はタグを発注し装
着するだけで、異動報告等は行わなくても良い点が大きい。
すなわち、農家自ら PC やリーダーを持って異動報告をしなくても、家畜の取引が体重取引であ
るため、家畜の流通において殆ど家畜市場を通る仕組みとなっており、キーとなる家畜市場が代理
報告することで販売者及び購買者が報告しなくても済むシステムとなっている。異動報告に対する
農家の手間とコスト負担を取り除いたことが成功の要因となっている。
また、家畜商や大規模農場等が家畜市場を利用せずに直接取引した場合には、購買者に異動（譲
受）報告する義務があるために、NLIS へ自らか、エージェントに依頼するか、いずれかの方法で異
動報告しなければならない。報告の 99％が電子報告であり、ペーパー報告についてはその他のコス
トがかかっており、100％電子報告を目指し整備中である。
現在、NLIS のデータベースには農家
件数は 196 千件、35 千件の登録者（エ
ージェント含む）、7,200 万タグの情
報が蓄積されている。1 日の異動履歴
として 55～100 千件のデータが中央デ
ータベースへ登録される。データベー
スへデータに報告され反映されるまで
に 30 分程度で処理・反映させている。
異動履歴の順番が入れ替わったり、報
告が遅れると履歴データの修正は出来
ず、トレーサビリティデータとしては

全国家畜個体識別制度(NLIS)の管理データ画面

完結できなくなる。
オーストラリアでは、牛肉産業において一番大きいデータベースである。
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給与飼料及び投与薬品のデータ管理については、全国出荷者証明書（NVD）の義務化が進んでい
ないため、NLIS に報告されていないが、将来に向けて登録・蓄積する能力は確保されている。

全国出荷者証明書(NVD)

［一般的な流通の流れ］
①出生農場
↓

出荷（譲渡し）するまでにタグ装着

②家畜市場（競り日の前日 20 時までに搬入）
↓

搬入時のゲート通過に固定式リーダーでタグ情報の読み取り PDA へ保存

③ペン毎にタグ情報をハンドリーダーで読み取る
↓

ペンに収容されている個体のヒモ付け作業

④競りがペン毎に行われる。
↓

立会人がペン毎の生体単価（1 ㎏単価）をオフィスへ報告

⑤ペン毎に体重測定し購買者毎に仕分け
↓

体重計と仕分け機が一体化したシステムで一頭毎計測・仕分け

⑥家畜市場の管理事務所にて PDA 情報と購買単価、体重計情報、投薬記録等をリンクさせる
↓

代金の精算と異動履歴の報告データが作成される
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⑦購買者のトラックへゲートを通過させ積み込む
異動履歴が NLIS へ報告される。
［と畜場の場合］
⑧と畜場に搬入
↓

搬入ゲートでタグ情報読み取る

⑨と畜する直前にハンドリーダーを使いタグ情報読み取る
↓ 個体番号から枝番号にヒモ付けする
⑩放血・解体される段階でタグは回収される
※製品化されたパーツからは枝番号及び個体のトレースは出来ない。
タグタイプには耳標タイプとボーラス（カプセル）タイプがあるが、99.9％が耳標タイプを利用
している。また、脱落率はビジュアルタイプよりボタンタイプの方が低いため、ボタンタイプが主
流となっている。ボーラスについては、生体盗難防止に一部で使われているが、セラミックで作ら
れているため、食肉加工業者の機器が破損する恐れと回収に時間がかかることを理由に嫌う傾向に
ある。
オーストラリアは、個体識別タグの業界基準（詳細仕様）と性能試験のプロトコルを公開して、
タグの選定に当たっている。
①プラスチック素材の指定（紫外線対策）

マネージメントタグ

②リーダーの読み取り率
③耐用年数
④太陽率（雨・紫外線への耐久性）
⑤外側に印刷される文字も制限（NLIS 番号）
⑥ISO 基準（134.5kHz の HDX）
⑦白色（出生：オリジナル）、オレンジ（再装着）

RFID タグとセットで送付されてくる

⑧脱落率（1％以内）
RFID 番号（内部番号）

NLIS 番号

タグタイプ

↓

製造者番号 3 桁＋メーカー内シリアル番号 12 桁

PIC(農場識別番号)

○○○ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ

Ｎ Ａ 123456 Ｘ Ｅ Ａ Ｃ2345

最初の 3 桁に国番号を使うとユニーク番号が減るため

州 地区 農場コード↑

カスタム可能部分

↑

タグ印字部

タグ製造者 製造年

NLIS の運用経費
①タグの購入 …

生産者

②コンプライアンス …

州政府（年間 500～600 万ドル）

③ＤＢ維持費 …

国政府・業界（年間 500～550 万ドル）

④導入経費

国政府（2,000 万ドル）※2009 年でなくなる

…

↓ 予算復活を要請
「新政府になってから検討します」との返事で準備できていない
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[CTLX(Central Tablelands Livestock Exchange)家畜市場]
CTLX 家畜市場は、Bathurst、Orange、Carcoar の 3 州の家畜市場が合併して半年前に完成した。
Bathurst Sale Yard とも呼ばれている。
家畜の搬入は前日の 20 時までに搬入しなけれ
ばならない。 12 時間以上ペンの中に置くことで、
糞尿を排泄させたうえで競りが行われる。敷き料
には、土とオガコを混ぜたものを利用されている。
コンクリートにすると管理が大変になることと、
牛にとって良くないということ、更に床の洗浄に
大量の水を必要とする理由からである。そのおか
げでペンにいる牛は、リラックスした状態で競り
にかけられていた。

オーストラリアでは生年月日を重要視していな
いため、年齢は永久歯の数を目安に推測して家畜
の背中に目印をする。その方法は至ってシンプル
で、首（肩後）から尻（尾根部）にかけて年齢（永
久歯の数）を表す線をペイントする。従って、尾
根部に向かう程、年老いた個体となる。

敷き料の管理としては、細霧ノズルを用いて通
路だけに散水することで、粉塵防止と程良い湿り
気を与えることで快適な作業環境が保たれている。3 年程利用した敷き料（オガコ＋土＋糞＋尿）
は、肥料として販売され新しいものと入れ替える計画がなされている。
この家畜市場の処理能力は 30 千頭であるが、現在は 15 千頭程度を処理している。
屋根は 150ｍ×90ｍの面積を有しているが、屋
根の問のようなレーン構造のものを組み合わせて
構築されていることで、排水と防音（場内の反響
音低減）効果を両立している。
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場内移動（ペンから体重計への移動な
ど）については、女性が操る馬で行われ
ている。
競りは基本的にペン毎で行われるが、
バイヤーの要望によっては状態の良くな
い個体を外したり、品種を分けて購入す
ることも出来る。状態の悪いものについ
てはセリ前に目印が付けられおり、別途
価格が付けられる場合もある。

NSW 州では、87 千戸（乳・肉含む）の農家と 10 万件の
異動履歴を保管・管理している。
また、5 年毎に州の法令を見直すことになっている。主
に見直す内容としては、時代に即した疫病・疾病に関す
るものが多い。現在、見直しを検討している内容は、現
在取得している PIC から離れた場所に飼養されている家
畜の異動報告（PIC 取得漏れ等）にジェネラルコード（一
般的な地域コード）を用いて報告されているので、今後、
家畜が居る場所には PIC を取得しないと、移動、販売等

競りは活気のある手競りで行われ、

出来ない方向で検討されている。現在は、大まかな括り

ペン当たり３０秒程で終了する

での PIC 管理であるが、将来的には少数頭数の飼養地に
おいても細分された PIC を取得しなければならなくなり、PIC システムの拡充を図りたい意向であ
る。
監査において、異動履歴をデータベースに報告するまでの時間（24 時間以内）が厳守されている
かが重要視されている。例えば、過去に残留物が確認された農家が報告を遅らせたことによって、
家畜が食用に加工された後異動履歴の報告があったのでは、現在のオーストラリアでのトレーサビ
リティでは追跡・製品の回収が出来ないからである。
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視察当日の入場頭数は１,１９０頭

体重計までの誘導通路とゲートシステム

強い衝撃に耐える体重計

体重の測定と同時に販売価格が表示される

体重測定後は購買者毎のペンに選別される

焼き印ではなく記号のペイントである

アンテナ部が約４ｍの RFID リーダー

RFID リーダーのデータを蓄積する PDA
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[Bathurst 近郊農家]
視察場所には 700 頭が飼養されているが、全
部で 3 ヶ所に分散されており、総頭数としては
3,000 頭規模であり、内訳としては 1,400 の繁殖
牛と 1,600 頭の子牛や肥育素牛である。
当牧場は同一 PIC で 3 牧場を登録していた。
また、繁殖については殆どが自然交配である
が、フィードロット農家がアンガスを好むため、
脂肪交雑の良い血統を日本向けに交配してい
る。

妊鑑、治療、耳標装着など保定が必要な際このように利用

追い込み枠 3,500A ドル程度

ハンドリーダーのセット小売価格は 1,200A ドル程度

（6～100 万 A ドル程度までの製品があり幅広い）

干ばつ続きで牧草が枯れている

ハンドリーダーの使用風景
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［Rockdale（ロックデール） Beef］
フィードロットとして 53 千頭のライセンス
を持つが、現在 24 千頭を肥育（400～450ｋｇ
の素牛を購入・・・生後 1 年半程度）してい
る。素畜の供給先は地元農家が大半であり、
買い付けにはキャトルバイヤー3 名が担当し
ている。
ライセンスは環境問題（糞尿処理とミート
ワークスから出る残渣物処理能力）処理能力
に対し与えられる。当施設には 500 名の職員
が所属しており、殆どがコントラクター（契
約社員・派遣社員）である。日本人スタッフ
（伊藤ハム）は現在 2 名で伊藤ハム（75％）と三菱（25％）の出資会社である。
1988 年にフィードロットのペンが完成し、日本向けの良質牛肉の生産でスタートしたが、現在は
日本（約 50％）だけでなく国内はもとより、韓国、台湾、シンガポールへ販売されている。
飼養頭数の減少は、干ばつと飼料高騰（ピーク時は 3 倍）、為替の影響（一時 107 円）により輸
出する立場からは厳しい状況下にあったため規模縮小を決定。しかし、飼料の値下げや為替（調査
時 59 円）の変化により飼養頭数が増加傾向に転じている。
ミートワークス（と畜及び加工）の稼働を考
慮し、と畜頭数を 700 頭/日程度に保つよう、グ
レーンフェレットとグラスフェレット（導入牛）
の割合を変化させ対応している。
また、相場動向によってはグレーンフェレッ
トの導入を抑えミートワークスを閉めるなど
し、収支バランスを保っている。副産物の処理
は、工場内に併設されているプラントにより、
タロー、肉骨粉、血粉に加工され、ペットフー
ドやトリ向けの飼料に販売されている。
耳の三角パンチは育成時にホルモン投与されたことを示してい

☆グレーンフェレット・・・

る。また、当牧場では成長ホルモンは導入時と 80 日目に投与さ

飼料投与し生体 750 ㎏、枝重 400 ㎏。

れている

☆グラスフェレット ・・・生体 400 ㎏、枝重 250 ㎏。
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全部で 170 ペン（400 頭/ ペン ･･･ 55ｍ×55ｍ）
があり、この中には疾病用のペンも含まれている。
丘の向こうには 7～8 倍牧場広がるが、土壌として
は、水はけの悪い岩混じり地質であり、排水を考
慮すると傾斜地を利用しないと増頭は難しい環境
にある。

自給粗飼料として、ソルガム、小麦を作付けしサイレージとして調整・保管している。
灌漑用水（クウォータ制度･･･降雨の状況により制限される）と給水タンクの水を利用している。
大麦、乾草、ソルガムサイレージ、オレンジ粕、
アーモンド殻、ブドウ粕などを原料にしたＴＭＲ
を使用されている。栄養計算というよりは、18 年
の経験と嗜好性を重視されている。

出荷間近のアンガス種
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［ALIC（(独)農畜産産業振興機構シドニー駐在員事務所）］
ALIC シドニー駐在員事務所にて、井田所長（首席海外駐在員）並びに玉井駐在員よりオースト
ラリアの畜産の概況について伺った。
・ 酪農生産地域は、ヴィクトリア州、ニューサウスウエールズ州、クイーンランド州（ブリスベン
近郊）、西オーストラリア州（パース近郊）の飲用の関係もあり、都市に近い地域に集中してい
る。
・ クイーンランド州南部からヴィクトリア州にかけて、干ばつの影響が大きくなっている。
・ 豪州の全商業輸出額に占める農産物の割合は 16.3％と鉱物資源（62.8％）に次いで高く、輸出
産業の中で重要な位置を占めている（2006/07 年度）
・ 農業粗生産額は、肉牛・牛肉（21.8％）、牛乳・乳製品（9.3％）、羊毛（7.8％）、羊・羊肉（5.9％）
の順である。
・ 肉用牛経営は、ほぼ、全土に分布し、基本は放牧主体である。
・ 生産牛肉の７割が牧草肥育牛肉（グラスフェッドビーフ）、３割が穀物肥育（穀物仕上げ）牛肉
（グレインフェッドビーフ）であり、牛肉生産量の 6 割以上を輸出する輸出依存型産業である。
・ 穀物肥育牛肉の大部分は、短期肥育（80～100 日）のものが中心である。
（穀物高騰の影響もあ
り）

・ 肥育段階は、３つのステージに分かれている。18 ヶ月～22 ヶ月齢で導入し仕上げる）、長期肥育
（ロングフェッド：200 日以上）
、中期肥育（ミドルフェッド：150～180 日以上）
、短期肥育（シ
ョートフェッド：100～120 日）があり、最近は、短期肥育が主で、80 日～100 日の超短期肥育
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が主体になっている。穀物が高いことが要因である。長期肥育は日本向けであるが、需要が低迷
しているため実施するフィードロットは無くなってきている。
・ 肉牛生産の基本は放牧であることから、干ばつ等の自然条件の影響を非常に受けやすい。
・ 牛肉生産は、輸出市場の需給動向に左右されやすい。
・ 牛の総飼養頭数は 2780 万頭（日本の約 6 倍）
、うち肉用牛の飼養頭数は、2528 万頭で（日本の
約 9 倍）、乳用牛の飼養頭数は 252 万頭（日本の約 1.6 倍）である。2008 年 3 月末時点
・ 肉用牛の飼養頭数の州別内訳は、ニューサウスウエルド（NSW）州、ヴィクトリア（VIC）州、ク
イーンズランド（QLD）州の東部 3 州で、豪州全体の約 8 割を占める。
・ 1976 年で 3000 万頭いたが、その後減少し、現在は 2800 万頭くらいになっている。2003 年と 2008
年に干ばつにより飼養頭数が減少している。
・ 肉用牛経営は、羊と穀物との複合経営があるが、専業経営で全体の約 6 割の肉用牛を飼養してい
る。
・ 2006/2007 年度の農業収益は、干ばつの影響により赤字となり、特に穀物をもった複合経営にお
ける赤字額が大きい。
・ 肉用牛の品種は、バラエティに富んでいて、北部は、セブー系品種（熱帯品種）が中心で、南部
は、アンガス、ヘレフォード（英国・欧州品種）
、マニーグレー（豪州産）が中心である。
・ 牛肉生産量は、年間 200 万トン台で推移（枝肉ベース）し（日本の生産量の約 3 倍）、豪州の食
肉生産量に占める牛肉のウエイトは、53％と高い。
・ 食肉消費量は、年間一人当たり 37.6 ㎏であるが、鶏肉需要が 2005 年に牛肉を抜き、38.7 ㎏と
なっている。価格の安さや健康志向の要因による。続いて、豚肉が 25.7 ㎏、羊肉が 14.6％であ
る。羊肉は、大幅に減少傾向にあったが、ｷｬﾝﾍﾟｰﾝの実施で歯止めがかかっている状態である。
・ サンタガートルティスという品種は増体が良いと言われている。昔飼養されていた品種であるが、
最近はほとんど見ない。
・ 乳価は 40 セント（15 円くらい）と安いが、牛乳としての売値は 5 ドル（350 円）する。2 つの
大手スーパーでスーパー8 割のシェアを持っており、これが原因か。
・ 牛肉の平均小売価格は、2008 年 6 月で 15.71 ドル/㎏（1,050 円）と、10 年前の価格に比べて 5
割以上の上昇率である。背景には、豪州経済の成長とそれに伴う消費者物価の上昇、餌高等の要
因がある。
・ と畜場（アバトア）は、輸出向けと国内向けに分けられ、輸出に際しては、豪州検疫検査局（AQIS）
の承認が必要。
・ 小売部門の販売シェアは、スーパーが全体の約 6 割（寡占状態）を占めている。
・ 牛肉消費の内訳は、外食加工部門が全体の 35％を占めている。
・ 牛肉産業は、国内市場（人工 2 千万人強）が限られることから、生産量の 6 割強を輸出する輸出
依存型産業である。
・ 2007 年は 2180 万トンの生産量のうち 1387 万トン（63.6％）を輸出している。
・ 輸出先は、日本、米国、韓国の 3 カ国が主要輸出国で 7 割を占め、うち日本が 4 割を占める。
・ 東南アジア諸国向けに肥育素牛を中心とした輸出が増加し、特にインドネシア向けが大幅に増加
した。
・ フィードロットの飼養は、クイーンズランド州とニューサウスウエールズ州に多く存在する。
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・ フィードロットの飼養頭数の 7 割強が輸出向けであり、日本向けが過半数を占め、次いで韓国が
増えている。

ALIC 井田所長、村上主任、後藤、大井調査役

以上
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