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福 澤  陽 生 1 

 

1 独立行政法人家畜改良センター兵庫牧場(Yo Fukuzawa) 

 

１ ． は じ め に  

フランスでは，より優れた品質を持つ農畜産物をラベル・

ルージュ(Label Rouge)という公的認証制度により品質を

保証している。家禽では，「食肉用農場産家禽肉」とその

製品について，2019 年 4 月 3 日の法令の付属文書(フラ

ンス農業省, 2019)で標準生産条件(CPC)が定められて

いる。この家禽肉とその製品の生産には，どんな鶏種を

用いても良いというわけではなく，家禽の系統とその交

配の組み合わせ，交配により作出された実用鶏の成長・

表現型及びその他の特徴(特有の気質等)については，フラ

ンスの国立原産地・品質研究所(INAO)が発出している

「ラベル・ルージュ家禽の生産に使用される交配の一覧表

(Répertoire des croisements utilisables pour la production 

de volailles Label Rouge)」(INAO, 2019)(図 1)に定め

られている。 

我が国では，農林物資の規格化等に関する法律(農林

水 産 省 ， 1950) に 基 づ い た 日 本 農 林 規 格 (Japanese 

Agricultural Standard, JAS)により農・林・水・畜産物お

よびその加工品の品質保証が公的に行われており，特に，家禽では，特別な生産や製造方法に

ついての JAS(いわゆる特定 JAS)の「地鶏肉の日本農林規格」(以下，「地鶏肉 JAS」とする。)(農

林水産省，2015)により認証された鶏肉が品質保証を受けている。この地鶏肉 JAS においても，

使用できる鶏種が定められており，いずれの国でも品質において家禽の種類が重視されている

ことがわかる。 

本稿では，フランスの公的品質保証制度ラベル・ルージュでの使用が認証される家禽の種類

と認証される手順がどのようなものか知るために，この「ラベル・ルージュ家禽の生産に使用

される交配の一覧表」(INAO, 2019)の翻訳を行ったので紹介したい。 

２ ． ラ ベ ル ・ ル ー ジ ュ 家 禽 の 生 産 に 使 用 さ れ る  

交 配 の 一 覧 表 ( I N A O , 2 0 1 9 )  

2019 年 5 月 23 日の地理的表示保護，ラベル・ルージュ，伝統的特産品保証，全国委員会に

よって検証済み。 

ラ ベ ル ・ ル ー ジ ュ 家 禽 の 生 産 に 使 用 さ れ る  
交 配 の 一 覧 表 ( 2 0 1 9 )の 紹 介  

 
 

図 1 ラベル・ルージュのロゴが入った

「ラベル・ルージュ家禽の生産に使用さ

れる交配の一覧表」(INAO,2019)の資料

表紙 

資料６
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序文 

この一覧表は，ラベル・ルージュの「食肉用農場産家禽」の生産に関する CPC の補足を目的

としている。 

〇ラベル・ルージュ「食肉用農場産家禽」の生産用に許可されている交配のみをリストに載せ

ている。ラベル・ルージュ「食肉用農場産家禽」は，屋外での飼育/自由に走り回れる環境下

での飼育条件に適応した，頑健で，ゆっくり成長するものでなければならない。 

〇製品の特徴は，仕様書に明示されており，品種によってバラつきがあることもある。最終製

品の特徴は，とりわけ以下に関するものである。 

●主要な特徴を決定する遺伝子の存在(ヤケイ属の裸頸など)。 

●表現型(羽毛の色，皮膚，脚，(体の)構造など)。 

〇系統の選抜と，繁殖用親鳥の生産計画は，フランス養鶏及び養魚育種家組合(SYSAAF)の基準に

適合しなければならない。 

〇系統の開発は，以下の目的に準じた食肉用家禽を得ることを可能にするものでなければなら

ない。 

●ゆっくりと発育すること。これにより，必要とされる飼育条件下(不断給餌，運動場の使用

など)において，「食肉用農場産家禽」の CPC の種別表，または当該 CPC を補足する仕様

書に定められている最低屠殺年齢で，上記 2 つの資料に定められている重量範囲内の屠体

を得ることが可能であること。 

●頑健であること。「食肉用農場産家禽」の CPC 内，またはそれを補足する仕様書に定めら

れている飼育条件に家禽を適応させることが可能であること。 

●選抜された食肉用家禽のロットのサイズと形態の均一性。 

●仕様書に明示されている場合には，その他の特徴。 

〇系統の選抜と繁殖用親鳥の生産は以下のことを可能にするものでなければならない。 

1.食肉用家禽の交配における以下の特徴の経時的な安定性の保証 

●最も優先度の高い特徴，すなわちゆっくり成長すること。また場合によっては，「食肉用

農場産家禽」の CPC，あるいはそれを補足する仕様書に定められているその他の特徴。 

●仕様書に明示されているような，ラベル・ルージュに固有な特徴(黄色い脚の裸頸鶏など)。 

●食肉用家禽のロットのサイズと形態の均一性。 

2.その他の特徴，すなわち頑健性及び仕様書に明示されている特徴の改善(少なくとも維持) 

この一覧表に新しい親鳥系統及び交配を追加するために予備試験を実施することができる。

この予備試験は，INAO への事前の申請(及び全国家禽ラベル組合(SYNALAF)への通知)が

求められ，以下で説明するプロトコルに従わなければならない。 

(1)飼養試験の実施 

・資格を有する 1 つまたは複数の計画化及び技術調査機関(OPST)による，ラベル・ルー

ジュ生産の新しい交配の試験の実施。 

・テストの実施後，関連する申請者(ODG)は，SYNALAF または INAO に新しい交配の

追跡調査の結果を報告しなければならない。また，申請者(ODG または SYNALAF)は，

新しい交配がラベル・ルージュとして既に認証されている他の製品と同等の品質である

ことを示し得るあらゆる要素を INAO に通知しなければならない。 
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(2)申請書類の内容 

一覧表への新しい交配の登録申請書類は，少なくとも以下の情報を含まなければならない。 

・育種会社の名前と紹介。 

・使用した交配の名称と紹介，写真(親鳥の雄と雌の名称，最終製品を得るための技術，

選抜基準，表現型，飼育における交配の特徴(年齢別の体重，ADG，FCR など)。 

・関連する交配の親鳥についての，「RefAvi-SYSAAF」規格‐系統の選抜方法と繁殖用親

鳥の生産方法‐への適合性証明書。この証明書は，SYSAAF(そのメンバーである場合)

または SYNALAF によって交付され，交付から 3 年未満のものでなければならない。 

・ラベル・ルージュの新しいブリーダーによって交配が提案された場合，またはラベル・ルー

ジュの新しい品種用に交配が提案された場合，申請書類には検査官による育種会社の資格

審査の結論も含まなければならない。 

・試験の目的と期間，家禽及び関連する建物の数，作業者，スケジュール(実施と屠殺の日付)。 

・直近の官能検査の結果。この結果は，交配で作られた家禽が，既にラベル・ルージュとして

認証されている交配で作られた家禽と同等の品質であることを証明するものであること

(官能検査と消費者満足度調査)。 

 

白い脚の鶏 Poulets à pattes blanches(表 1) 

白い脚の非裸頸鶏(写真 1) 

成長の特徴 

ラベル・ルージュ用飼料での平均生体重量 

・84 日間で 2.2kg 

・91 日間で 2.4kg 

表現型の特徴 

・明るい赤褐色の羽毛 

・白い下羽 

・白い脚，嘴，皮膚 

 

 

表 1 白い脚の鶏(Poulets à pattes blanches)の交配の一覧表 

 

 
 

写真 1 白い脚の非裸頸鶏(サッソ社 T55 系統を用いた

実用鶏) サッソ社より提供 

表現型の特徴：明るい赤褐色の羽毛，白い下羽，白い脚・

嘴・皮膚 

白い脚

裸頸ヘテロ

♂
♀

I657 T557 G657 T557N T557H

I666 G66 T56N

G610N

I651 T551 G651 T551N T551H

T55N Noir

(ノワール)
ブリーダー： (1) ハバード HUBBARD

　　　　　　　  (2) サッソ SASSO

SA 551

I66(1) T55(2) G66N(1) T55N(2) T55H(2)

白い脚

非裸頸

白い脚

裸頸
カテゴリ ー

JA57(1)

(ノワール)
SA 51 Noire (2)

SA51(2)

GF10(2)

P6N(1)
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白い脚の裸頸鶏 

成長の特徴 

ラベル・ルージュ用飼料での平均生体重量 

・84 日間で 2.1kg 

・91 日間で 2.2kg 

表現型の特徴 

・裸頸 

・明るい赤褐色の羽毛 

・白い下羽 

・白い脚，嘴，皮膚 

白い脚の裸頸ヘテロ鶏 

成長の特徴 

ラベル・ルージュ用飼料での平均生体重量 

・84 日間で 2.2kg 

・91 日間で 2.4kg 

表現型の特徴 

・裸頸 50％，非裸頸 50％ 

・明るい赤褐色の羽毛 

・白い下羽 

・白い脚，嘴，皮膚 

 

黒い脚の鶏 Poulets à pattes noires(表 2) 

黒い脚の非裸頸鶏(写真 2) 

成長の特徴 

ラベル・ルージュ用飼料での平均生体重量 

・84 日間で 2.1kg 

・91 日間で 2.2kg 

表現型の特徴 

・黒い羽毛 

表 2 黒い脚の鶏(Poulets à pattes noires)の交配の一覧表 

 

黒い脚

裸頸ヘテロ

♂
♀

T757N

S666 S86 G46

G210 G810 G810N G210N

T751 S851 T751N T751H

T751 Noir T751N Noir

(ノワール) (ノワール)
ブリーダー： (1) ハバード HUBBARD
　　　　　　　  (2) サッソ SASSO

カテゴリ ー
黒い脚 黒い脚

非裸頸 裸頸

T77H
(2)

JA57
(1)

P6N
(1)

GF10
(2)

SA51
(2)

S66
(1)

T77
(2)

S88
(1)

T77N
(2)

(ノワール)

G88N
(1)

G22N
(2)

G22
(1)

G88
(1)

SA 51 Noire
 (2)
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・白い皮膚 

・黒い脚 

黒い脚の裸頸鶏(写真 3) 

成長の特徴 

ラベル・ルージュ用飼料での平均生体重量 

・84 日間で 2.1kg 

・91 日間で 2.2kg 

表現型の特徴 

・裸頸 

・黒い羽毛 

・白い皮膚 

・黒い脚 

黒い脚の裸頸ヘテロ鶏 

成長の特徴 

ラベル・ルージュ用飼料での平均生体重量 

・84 日間で 2.1kg 

・91 日間で 2.2kg 

表現型の特徴 

・裸頸 50％，非裸頸 50％ 

・黒い羽毛 

・白い皮膚 

・黒い脚 

 

 

黄色い脚の鶏 Poulets à pattes jaunes(表 3) 

黄色い脚の非裸頸鶏(写真 4)  

成長の特徴 

ラベル・ルージュ用飼料での平均生体重量 

・84 日間で 2.3kg 

・91 日間で 2.5kg 

 
 

写真 2 黒い脚の非裸頸鶏(サッソ社の T77 系統) 

サッソ社より提供 

表現型の特徴：黒い羽毛，白い皮膚，黒い脚 

 

 
 

写真 3 黒い脚の裸頸鶏(サッソ社の T77N 系統を用

いた実用鶏) サッソ社より提供 

表現型の特徴：裸頸，黒い羽毛，白い皮膚，黒い脚 

表 3 黄色い脚の鶏(Poulets à pattes jaunes)の交配の一覧表 

 

黄色い脚

裸頸ヘテロ

♂
♀

S757 T457 Ｓ757N T457N T457H

S751 T451 S751N T451N T451H

ブリーダー： (1) ハバード HUBBARD

　　　　　　　  (2) サッソ SASSO

　　　　 　　　 (3) イサ ISA

S77×S566 T44×S566

T44H(2)

JA57(1)

SA51(2)

S77(1) T44(2) S77N(1) T44N(2)

Barred Rock S566 (3)

カテゴリ ー
黄色い脚 黄色い脚

非裸頸 裸頸
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表現型の特徴 

・赤褐色の羽毛 

・黄色の脚，嘴，皮膚 

黄色い脚の裸頸鶏(写真 5) 

成長の特徴 

ラベル・ルージュ用飼料での平均生体重量 

・84 日間で 2.1kg 

・91 日間で 2.2kg 

表現型の特徴 

・裸頸 

・赤褐色の羽毛 

・黄色の脚，嘴，皮膚 

黄色の脚の裸頸ヘテロ鶏 

成長の特徴 

ラベル・ルージュ用飼料での平均生体重量 

・84 日間で 2.2kg 

・91 日間で 2.4kg 

表現型の特徴 

・裸頸 50％，非裸頸 50％ 

・赤褐色の羽毛 

・黄色の脚，嘴，皮膚 

 

青い脚の裸頸鶏 Poulets à pattes bleues cou nu 

(表 4)(写真 6) 

成長の特徴 

ラベル・ルージュ用飼料での平均生体重量 

・84 日間で 2.1kg 

・91 日間で 2.2kg 

表現型の特徴 

・裸頸 

 
 

写真 4 黄色い脚の非裸頸鶏（サッソ社の T44 系統） 

サッソ社より提供 

表現型の特徴：赤褐色の羽毛，黄色の脚・嘴・皮膚 
 

 
 

写真 5 黄色い脚の裸頸鶏(サッソ社

の T451NI 系統) サッソ社より提供

表現型の特徴：裸頸，赤褐色の羽毛，

黄色の脚・嘴・皮膚 
 

 
 

写真 6 青い脚の裸頸鶏(サッソ社の

T55NPB 系統) サッソ社より提供 

表現型の特徴：裸頸，白い皮膚，青い脚，

白い羽毛 

表 4 青い脚の裸頸鶏(Poulets à pattes 
bleues cou nu)の交配の一覧表 

 

♂
♀

ブリーダー： (1) ハバード HUBBARD
　　　　　　　  (2) サッソ SASSO

(ノワール)

T55NPB
(2)

T556NPB

T510NPB

T551NPB

T551NNPB

P6N
(1)

GF10
(2)

SA51
(2)

SA51 Noire
 (2)
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・白い皮膚 

・青い脚 

・白い羽毛 

 

小型去勢鶏 Mini-Chapons(表 5) 

成長の特徴 

ラベル・ルージュ用飼料での平均

生体重量 

・150 日間で 3.4 から 3.6kg 

表現型の特徴 

非裸頸で黄色い脚の小型去勢鶏 

・赤褐色の羽毛と白い下羽，赤褐色

の羽毛と黒い下羽，または白い羽毛と黒い下羽 

・クリーム色から黄色の皮膚 

・黄色の脚 

非裸頸で黒い脚の小型去勢鶏 

・黒い羽毛 

・白い皮膚 

・黒い脚 

・白い嘴 

 

ホロホロ鳥 Pintades 

ラベル・ルージュホロホロ鳥と去勢ホロホロ鳥の交配リスト(表 6) 

成長の特徴 

ラベル・ルージュ用飼料での平均生体重量 

・94 日間で 1.7 から 2kg 

 

表 5 小型去勢鶏(Mini-Chapons)の交配の一覧表 

 

黄色い脚

非裸頸

♂
♀

SA51

GF1110 G21 GF1010

ブリーダー： (1) ハバード HUBBARD
　　　　 　　　  (2) サッソ SASSO

S55
(2)

GF10
(2)

A11
(2)

カテゴリ ー
黒い脚

非裸頸

GF11
(1)

G22dw
(1)

GF10
(2)

表 6 ホロホロ鳥(Pintades)の交配の一覧表 

 

♂ Essor MI (1)
　　GI 　　GA 　　GL 　　GD

♀ (エソール) 55(2) 66(2) 22(2) 44(2)

Essor MI. LF

(エソール)

GI 543 GA 643

GL 213

GD 413

Patte Noire

(パット・ノワール)

Perle Noire

(ペルル・ノワール)

Nimba

(ニンバ)
ブリーダー： (1) エソール ESSOR

　　　　　　　  (2) ガロア GALOR

　　 　　　　 　(3) ヘンドリックス・ジェネティクス HENDRIX GENETICS 

GF 48(3)

GF 36(3)

Essor LF (1)

GI 43(2)

G 88(2) G 75(2)

(エソール)

GL 13(2)

GD 13(2)

G 11(2)

G 47(2)
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表現型の特徴(写真 7) 

交配に応じて，横斑のある灰色から黒の

羽毛 

・GI 543，GA 643 雄，GL 213，GD 413，

Patte Noire(パ ッ ト ・ ノ ワ ー ル )，

Nimba(ニンバ)：白銀色の真珠斑のある

灰色の羽毛 

・GA 643 雌：白銀色の真珠斑のあるイ

ザベル色(明るい茶色)の羽毛 

・Perle Noire(ペルル・ノワール)：黒い

羽毛 

様々な濃さの色の跗蹠(ふしょ・ふせき；踵から趾の付け根までの部分) 

・GL 213：栗色から黒色の跗蹠 

・GD 413 及び Patte Noire(パット・ノワール)：茶色から黒の跗蹠 

・Nimba(ニンバ)：黄色，あるいは黒色に変わる可能性のある，様々な濃さの茶色の跗蹠 

その他の特徴/特有の気質 

・運動場では，割り当てられたすべてのスペースを占有しようとする。 

・天然の食料資源(イネ科やマメ科などの植物，昆虫や幼虫などの動物)を食べられる。 

・堂々とした外観を呈するが，群居性で臆病な挙動を示す。 

 

クリスマス用七面鳥 Dindes de Noël (表 7) 

成長の特徴 

ラベル・ルージュ用飼料での平均生体重量 

・交配により，140 日で 4.0 から 7.5kg 

表現型の特徴(写真 8) 

交配により， 

 
 

写真 7 ホロホロ鳥（ヘンドリックス・ジェネティクス

社の系統） ヘンドリックス・ジェネティクス

社より提供 

表 7 クリスマス用七面鳥(Dindes de Noël)の交配の一覧表 

 

♂ B11 (2)
B22(2) B33(2) Cartier (2) Rouge des Noire des

黒い羽毛・ 黒い羽毛 ブロンズの (カルティエ) Ardennes(2) Landes (2)

白い皮膚 ・黄色い 羽毛・ ブロンズの (ルージュ・デ・ （ノワール・

皮膚 白い皮膚 羽毛・ アルデンヌ) デ・ランド)

♀ 白い皮膚

Médium blanche(1)(2) M × M × M ×

GB108 GB208 GB308

GB191 GB291 GB391 JX

Rouge des

Ardennes

(ルージュ・デ・

アンデンヌ)

Jaune des

(ジョーヌ・デ・ランド) Landes

(ジョーヌ・デ・

ランド)
ブリーダー： (1) エビアジェン・ターキー AVIAGEN TURKEYS

 　　　　　　　 (2) ヘンドリックス・ジェネティクス HENDRIX GENETICS

(メディオム・ブランシュ)

G91(2)

M × Cartier

(ルージュ・デ・アルデンヌ)
Rouge des Ardennes (2)

Jaune des Landes(2)
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・黒い羽毛と白い皮膚 

・黒い羽毛と黄色い皮膚 

・ブロンズの羽毛と白い皮膚 

 

カット用七面鳥 Dindes de découpe (表 8) 

成長の特徴 

ラベル・ルージュ用飼料での平均生体重量 

・98 日間で 6kg(雌) 

・126 日間で 10 から 11kg(雄) 

表現型の特徴 

交配により，ブロンズまたは白い羽毛 

その他の特徴/特有の気質 

・発達した胸部質量を備えた大きな体格 

・バランスの良い体つき 

ロースト用ガチョウ Oies à rôtir (表 9) 

成長の特徴 

ラベル・ルージュ用飼料での

平均生体重量 

・140 日間で 4.2 から 5.0kg 

表現型の特徴 

白い羽毛 

その他の特徴/ 特有の気質 

・活発 

・草地を運動場として活用 

・良好な屠体構造 

・脱羽が容易 

 

バリケン（マスコビーダック/フランス鴨）Canards de Barbarie (表 10) 

成長の特徴 

ラベル・ルージュ用飼料での平均生体重量 

 
 

写真 8 七面鳥(ヘンドリックス・ジェネティクス社

の Cartier(カルティエ系統) ヘンドリックス・ジェネ

ティクス社より提供 

表現型の特徴：ブロンズの羽毛，白い皮膚 

表 8 カット用七面鳥(Dindes de découpe)の交配の一覧表 

 

♂ BUT B66 (1)
Nicholas(1) Cartier (2)

(ニコラス) (カルティエ)

ブロンズの ブロンズの ブロンズの

羽毛・ 羽毛・ 羽毛・

♀ 白い皮膚 白い皮膚 白い皮膚

Big blanche(1)(2) B × BUT B66 B × Nicholas
bronze bronze

Médium blanche(1)(2) M × BUT B66 M × Nicholas

bronze bronze
ブリーダー： (1) エビアジェン・ターキー AVIAGEN TURKEYS

 　　　　 　　　 (2) ヘンドリックス・ジェネティクス HENDRIX GENETICS

M × Cartier

B × Cartier
(ビッグ・ブランシュ)

(メディオム・ブランシュ)

表 9 ロースト用ガチョウ(Oies à rôtir)の交配の一覧表 

 

♂
♀

SI4 MEDIUM

G 35

ブリーダー： (1) グルモー・セレクション GOURMAUD SELECTION
　　　 　　　　  (2) グリモー・フレール・セレクション GRIMAUD FRERES SELECTION

OB
(1)

FG 70
(2)

JB M
(1)

MG 70
(2)
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・雌：70 日間で 2.4 から 2.7kg 

・雄：84 日間で 4.5 から 5.0kg 

飼料要求率は，交配により 2.61 から 2.9 

表現型の特徴 

交配により横斑のある灰色，または白色の羽毛 

その他の特徴/特有の気質 

・良好な(体の)構造 

・バランスの良い体つき 

・脱羽が容易 

 

ウズラ Cailles (表 11) 

成長の特徴 

ラベル・ルージュ用飼料での平均

生体重量 

・42 日間で 320g 

表現型の特徴 

「野生」型の灰色 

その他の特徴/特有の気質 

屋外の鳥小屋内での飼育条件に

適応した交配 

3 .翻 訳 上 の 留 意 点  

本稿では，原文で使用されている略称について，次表のとおり訳した(表 12)。 

また，ブリーダーの読み方は，日本で一般的な呼称を採用した。例えば，HUBBARD，ISA 及び

GALOR は，フランス語でそれぞれウバール，イザ及びギャロールと発音するが，それぞれハバード，

イサ及びガロアとした。さらに，カット用七面鳥に使用される Nicholas の系統名については，

イギリスのエビアジェン社に買収されたニコラス社（カリフォルニア，アメリカ）（社団法人 

畜産技術協会，2007）に由来すると考え，フランス語読みのニコラではなく，ニコラスとした。 

また，鶏種の特徴については，サッソ社の鶏種カタログを参考にした(図 2)。 

 

表 10 バリケン(マスコビーダック/フランス鴨)(Canards de Barbarie)の交配の一覧表 

 

♂
♀

ST6 LC

ST6 C

ST14

R31 R61 R71M R71

R71M

ブリーダー： (1) グルモー・セレクション GOURMAUD SELECTION
　　　  　　　　 (2) グリモー・フレール・セレクション GRIMAUD FRERES SELECTION

FF
(1)

FG
(1)

CK
(2)

MM6 LC
(1)

CZ
(2)

FF*
(1)

CC
(2)

MM6 C
(1)

MG
(1)

DT
(2)

SR
(2)

CF
(2)

CS
(2)

表 11 ウズラ(Cailles)の交配の一覧表 

 

♂
♀

RP25 RP65

RP62

CDL13

CDL11

CDL15

ブリーダー： (1) カイユ・ロバン CAILLES ROBIN
　　　  　　　　 (2) カイヨール CAILLOR

C91R
(2)

RP5
(1)

RP2
(1)

C11
(2)

C55
(2)

RP2
(1)

RP6
(1)

C11
(2)

C55
(2)
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4 .お わ り に  

ラベル・ルージュ「食肉用農場産家禽」での使用が認証される家禽の系統は，本文で述べら

れているとおり，ラベル・ルージュ家禽固有の特徴を持ち，ゆっくりと発育し，必要とされる

飼育条件下で頑健であり，ロットのサイズと形態が均一である必要があることが分かった。ま

た，前述の条件を満たし，その味が既に認証されている家禽の系統に匹敵することが官能検査

および消費者満足度調査により証明されれば，新しい系統が追加可能であった。 

表 12 略称一覧 

 
 

 
 

図 2 サッソ社の鶏種カタログ サッソ社より提供 

略称  正式名称 日本語訳

CPC conditions de production communes 標準生産条件

 平均日増体量
(Avetage Daily Gain, ADG)

飼料要求率
(Feed Conversion Ratio, FCR)

INAO Institut national de l'origine et de la qualité 国立原産地・品質研究所

IGP indication géographique protégée 地理的表示保護

LR Label Rouge ラベル・ルージュ

ODG Organisme de défense et de gestion 保護管理団体

OPST organisme(s) chargé(s) de la planification et 計画化及び技術調査機関
du suivi technique

SYNALAF Syndicat National des Labels Avicoles de 全国家禽ラベル組合
France

STG spécialité traditionnelle garantie 伝統的特産品保証

SYSAAF Syndicat des Sélectionneurs Avicoles et フランス養鶏及び養魚育種家
Aquacoles Français 組合

GMQ 

IC

gain moyen quotidien

indice de consommation 
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ラベル・ルージュ「食肉用農場産家禽」には，5 種(主要な遺伝子の存在により 12 種)50 系統

の実用鶏の交配の組み合わせが認定されている。一方，我が国の地鶏生産に利用される在来種

は，地鶏肉 JAS により 38 種が定められており，地鶏は，在来種に由来する血液百分率が 50%

以上必要である。地鶏肉 JAS の在来種の数は，ラベル・ルージュ「食肉用農場産家禽」に使用

できる鶏種数よりもかなり多く(表 13)，鶏種によっては内種や異なる系統が存在し，きわめて

多様性に富んでいる。一方，多くの在来種は，それぞれの生産地で集団が小規模に維持されて

いるため近交が高まりやすく，また，組織間で衛生水準が違い，防疫的な問題により育種素材

の導入が難しいこと(特定疾病に対するワクチン接種の有無等)，遺伝資源の流出への懸念から，

生産地以外への在来種の提供が行われ難いこと等により異血導入が難しく，一度高まった近交

は二度と下げられない状況にある。近交の上昇は，生産性の低下や不良形質の発現(いわゆる近

交退化)を引き起こすことから，在来種を保有している団体では，近交の上昇を危惧するあまり

積極的な選抜が行えず，育種改良が行き詰っている状況にあると推察される。今後，在来種の

近交退化が進行し続けると，在来種の能力の低下とともに地鶏産業が衰退してしまったり，不

良形質の発現により種の存続が難しくなってしまったりする恐れがあるため，在来種が将来的

にも健全に存続していくための取り組みが必要と考える。その際，本稿で紹介した資料を参考

に，異血導入を行いつつも固有の特徴を維持して新しい系統を造成する方法について，社会的

コンセンサスが得られるような仕組みができるのではないか，一考の価値があるように思う。 
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表 13 公的品質保証制度で認証されている鶏種 

 

公的品質保証制度 鶏種

白い脚の鶏（非裸頸，裸頸，裸頸ヘテロ）(16系統）

黒い脚の鶏（非裸頸，裸頸，裸頸ヘテロ）(14系統）

ラベル・ルージュ 黄色い脚の鶏（非裸頸，裸頸，裸頸ヘテロ）(12系統）

「食肉用農場産家禽」 青い脚の裸頸鶏（4系統）

小型矮性鶏（黒い脚・非裸頸，黄色い脚・非裸頸)( 4系統）

　　　　　　　　　　　　 　　　　　 　　 　　　 【 5(12)種 50系統】

会津地鶏，伊勢地鶏，岩手地鶏，インギー鶏，烏骨鶏(うこっけい) ，

鶉矮鶏(うずらちゃぼ)，ウタイチャーン，エーコク，横斑(おうはん)

プリマスロック，沖縄髭(ひげ)地鶏，尾長鶏，河内奴(かわちやっこ)鶏，

雁(がん)鶏，岐阜地鶏，熊本種，久連子(くれこ)鶏，黒柏鶏，コーチン，

地鶏肉 JAS 声良(こえよし)鶏，薩摩鶏，佐渡髭(ひげ)鶏，地頭鶏(じとっこ)，芝鶏

(しばっとり)，軍鶏(しゃも)，小国(しょうこく)鶏，矮鶏(ちゃぼ)，東天紅鶏，

蜀鶏(とうまる)，土佐九斤(くきん)，土佐地鶏，対馬地鶏，名古屋種，

比内(ひない)鶏，三河種，蓑曳矮鶏(みのひきちゃぼ)，蓑曳(みのひき)

 鶏，宮地鶏，ロードアイランドレッド

【38種】
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