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本研究の目的は、タイに伝播した鳥インフルエンザの影響により、経済発展を支えた
輸出産業の 1 つである鶏肉産業において、ブロイラー部門と非ブロイラー部門に生じ
た変化が、鶏肉産業の構造的転換をもたらしていることを明らかにする点にある。
これまで、ブロイラー生産が鶏肉産業の中核部門であったことから、ブロイラーでは
ない鶏肉生産（以下、「非ブロイラー部門」とする）が看過されていた。しかし、鳥イ
ンフルエンザの影響によって鶏肉産業全体が大きく変化していることから、こうした転
換を捉えるために、非ブロイラー部門も含めた、新たな分析視角が必要であることを主
張する。
先行研究は、初期のタイの経済発展に加工農産物輸出が不可欠であり、ブロイラー生
産は、この加工農産物輸出を担うアグリビジネスの成長基盤であることを指摘している。
ところが、2003 年にタイに鳥インフルエンザが伝播したことにより、一方では非ブロ
イラーの鶏肉が注目を集めるようになり、他方では小規模農家による養鶏契約生産への
参入が困難となった。
これらの先行研究の指摘により、現地調査を行った結果、2 つの事柄を確認した。1
つは非ブロイラー部門から 2 つの商用の鶏肉生産（以下、「銘柄鶏」と「地域固有鶏」
と呼ぶ）が派生し、ブロイラー生産者が都市市場向けの銘柄鶏生産へ参入していること
である。もう 1 つは、農村部の鶏肉市場において、銘柄鶏と地域固有鶏の生産で、従
来の養鶏契約生産とは異なる契約生産の機会が生じていることである。
本研究の目的は、この 2 点に考察を加えることにある。すなわち、1 つは、都市市場
向けの銘柄鶏生産の成長要因を分析し、その成長の推移の指標を示すことである。もう
1 つは、農村市場向けの銘柄鶏生産と地域固有鶏生産の事例を取り上げ、そこで行われ
ている契約生産の所得効果を明らかにすることである。
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The purpose of this study is to determine the transition of Thai chicken meat
industry after avian influenza (AI) in 2003 by focusing on both broiler and
non-broiler production sectors.
Thai non-broiler production sector has been pretermitted in previous study
because broiler production is main sector of chicken meat industry. The AI,
however, had affected both the sectors and the industry has been changing.
Approaching this transition, this study focuses on both the sectors.
The previous study shows that exporting processed agricultural products were
essential for Thai economic growth, and broiler production sector was one of the
bases for growth of the agri-businesses that were the agents of the export. The
impact of the AI, however, has promoted two main changes in the chicken meat
industry. The one is that the number of Thai consumers who choose non-broiler
chicken rather than broiler one has increased. The other is that new entry of
contract chicken farming is harder than it used to be, especially for small farmers.
In these points of view, this study researched about Thai chicken meat
industry and found mainly two maters. The one is that two different types of
chicken meat production (the one is cross-breed chicken and the other is native
chicken) has grown in non-broiler production sector, and a broiler producer entered
into cross-breed chicken production for urban market. The other is that the
cross-breed chicken and the native chicken meat productions for rural market offer
opportunities of contract chicken farming.
This study analyzes these matters to examine cause of the growth of
cross-breed chicken production for urban market and income effects of the contract
farming of cross-breed chicken and native chicken meat production for rural
market.

