
アニマルウェルフェアに対応した家畜の飼養管理に関する検討会 

平成 19 年度 第 1 回採卵鶏分科会 

 

１ 開 会（14：00） 
 
２ 挨 拶 

・開会の挨拶〔山下会長〕 

近頃、国内外ともにアニマルウェルフェア（以下「AW」とする。）についての関心が高まっており、

米国を含めた先進国では、規則や自主的なガイドライン等とそれぞれ形は異なるものの、各国とも家

畜の AW の問題に取り組んでおります。国際機関である OIE でも家畜の輸送についてのガイドラインが

作られ、家畜の飼養に関しても AW に配慮した観点からガイドラインを設けるため、検討されていると

いうことを聞いております。そういう中で日本にも動愛法に基づく管理基準があり、昭和 62 年に「産

業動物の飼養及び保管に関する基準」が制定されております。基準が制定されてから、年数も経って

いることからそろそろ検討を始める時期になっております。 

畜産技術協会は、このような現状の中、昨年度、学識経験者や関係者にお集まりいただき、快適性

に配慮した家畜の飼養管理に関する勉強会を開催し、報告書を取りまとめていただきましたが、結果

といたしまして、日本の畜産の現状を踏まえながら、家畜の快適性を追求し、家畜の生産性を図りな

がら推進する必要があること、消費者の意向等をふまえながら、AW に基づく飼養管理のガイドライン

的なものを作成していく事が重要ではないかという報告をいただきました。 

このようなことを受け、本年度は採卵鶏と豚についてガイドラインの作成を進めるというスケジュ

ールになっております。それぞれ後ほど事務局からご説明いたしますが、手順あるいはスケジュール

を踏んで、基準を作るという方向でご検討いただきたいと思います。 

先般、分科会のもとになる推進委員会と豚分科会を開催いたしましたが、今回は採卵鶏の分科会と

いうことでございまして、先生方から色々ご助言、ご意見をいただきながら、基準を作成して参りた

いと思います。 
・来賓挨拶〔北池室長〕 

本検討会の背景等につきましては、先ほど山下会長のご挨拶にもありましたが、この分科会で約 2

年かけて、ガイドラインの作成及びその検討をお願いしたいと考えております。AW をめぐる動きにつ

いては、欧米諸国でかなり進んでおり、国際的な機関である OIE においても基準を作成する動きが進

んでいます。その中で日本の AW をどのように行うべきであるかということを十分検討していただきた

いと思っております。欧米の取組状況を見ましても早急に対応する必要があると考えております。 

AW については、昨年、勉強会を開催してその方針を出していただいておりますが、私どもが考えて

いることについて 3点ほど申し上げたいと思います。 

1 つ目は、欧米と比べて日本では気候風土や食文化等が異なっているため、AW を考えていく中でも

日本独自のものを考えていく必要があるのではないかと思っております。欧米のものがそのまま日本

に適用されるべきではないと考えております。 

2 つ目は、家畜にとって望ましい環境があってこそ生産性が上がると考えており、いろいろな面で

の科学的根拠が必要だと考えております。基本的に家畜の快適性を追求しながら、生産性の向上を図

るという両面の両立が可能ではないかと考えております。快適性と生産性については、十分なご議論

をお願いいたします。 

3 つ目は、AW については、消費者の方々、生産者の方々の関心が高まってきていると感じておりま

すが、欧米諸国に比べて我が国の AW への関心はまだまだ低い状況にあると認識しておりますので関係

する方々への情報提供を行いながら、その理解を広げていきたいと考えております。 
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３ 委員紹介、配付資料の確認（14：10～） 

資料 2「平成 19 年度採卵鶏分科会委員名簿」の順に委員の紹介を行った。 

また、環境省及び農林水産省からのオブザーバー、事務局の紹介を行った。 

配付資料の不足、落丁等の確認を行った。 
 
４ 座長選出 

満場一致で、山本委員が座長に選任された。 
 
５ 議 事（14：20～） 

司会から今後の進行を山本座長にお任せする旨の説明があり、山本座長の挨拶の後、議事が進行さ

れた。 
 
（１）アニマルウェルフェアに対応した家畜の飼養管理に関する検討会について 

①検討会の進め方について 

②家畜別飼養管理指針の策定について 

事務局から、資料 3「アニマルウェルフェアに対応した家畜の飼養管理に関する検討会要領」を

基に検討会の趣旨、検討内容、検討会の構成、運営等について、資料 4「アニマルウェルフェアに

対応した飼養管理指針の作成について」を基に家畜別飼養管理指針の策定についての説明が行われ

た。 
 
〔山本座長〕 

採卵鶏分科会は 11 名の委員で構成され、親委員会である推進委員会は 15 名の委員で構成され

ております。その親委員会に、私と栗木委員、佐藤委員、田中委員、村田委員の 5 名が入ってお

りますので、この分科会の意見が親委員会にダイレクトに伝わる体制になっております。 

家畜別に飼養管理指針を作り、親委員会で精査することになっておりますが、豚とともに採卵

鶏が最初にスタートするため、注目を浴びながらの検討となります。 

説明のあった本検討会の要領及び事業の進め方等についてご質問はございますか。 

〔米田委員〕 

科学的知見分析グループですが、どういったタイミングで開催されるのか教えていただきたい。 

〔事務局〕 

科学的知見分析グループ会議は、8月 31 日を予定しております。 

その際に、採卵鶏、豚の分科会の座長にも会議へ参加していただく予定です。 
 
（２）アニマルウェルフェアをめぐる情勢について 

①快適性に配慮した家畜の飼養管理に関する勉強会の概要 

事務局から、資料 5「快適性に配慮した家畜の飼養管理に関する勉強会（概要）」及び参考資料「快

適性に配慮した家畜の飼養管理に関する勉強会報告書」を基にこれまでの勉強会の概要等について

の説明が行われた。 
 
②動物愛護管理法（産業動物の飼養及び保管に関する基準）等 

環境省吉村専門員から、資料 6「動物愛護管理法（産業動物の飼養及び保管に関する基準）につ

いて」を基に以下のような説明が行われた。 

動物の愛護及び管理に関する法律は、昨年 6 月に改正された内容で施行されております。第 2 条

にこの法律の基本原則が述べられており｢動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物を

みだりに殺し、傷つけ、または苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮

しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない｣とあります。この原則に基
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づき、動物の適正な取扱について、第 7条に｢動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の

所有者又は占有者としての責任を十分に自覚して、その動物をその種類、習性等に応じて適正に飼

養し、または保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、動物が

人の生命、身体若しくは財産に害を加え、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければな

らない。｣と記載されており、第 7 条の 4 には｢環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、動物の

飼養及び保管に関しよるべき基準を定めることができる｣とあります。この第 7条の 4に基づき、環

境大臣は、動物の飼養及び保管に関しよるべき基準を作っており、そのうちの一つが、｢産業動物の

飼養及び保管に関する基準｣となります。 

このよるべき基準は、産業動物の他に家庭動物、展示動物、実験動物について、それぞれ定めら

れております。産業動物の基準は昭和 62 年に作られており、相当古いものと認識しております。こ

の基準は、一般原則として｢管理者及び飼養者は、産業動物の生理、生態、習性等を理解し、かつ、

愛情を持って飼養するように努めるとともに、責任をもって、これを保管し、産業動物による人の

生命、身体又は財産に対する侵害及び人の生活環境の汚損を防止するように努めること｣とあります。

産業動物の一般的な定義としては、第 2の(1)にあるように、｢産業等の利用に供するため、飼養し、

または保管しているほ乳類及び鳥類に属する動物をいう｣と定義しています。第 3では、産業動物の

衛生管理及び安全の保持ということで、管理者は産業動物の衛生管理及び安全の保持に関する知識

と技術を習得するように努めること、必要に応じて衛生管理及び安全の保持に必要な設備を設ける

ように努めること、あるいは、疾病に罹ったり、または負傷した産業動物に対し、速やかに適切な

措置を講じること。さらに産業動物の使役等の利用に当たっては、産業動物に対する虐待の防止に

努めるということを規定しております。第 4、第 5 に関しては、動物の導入や輸送にあたっての配

慮、危害の防止について書いてあります。第 1 から第 7 までの非常に短いものですが、何よりも最

初に書いてある一般原則において、愛情をもって家畜に接するということを念頭において産業動物

を飼養するということが原則になります。 

先ほど、農水省の北池室長からご挨拶がありましたが、動物にとって望ましい方法、快適な飼養

管理のあり方と生産性の向上を両立させる必要があるということでしたが、私ども環境省の立場、

動物の立場から意見を申し上げると、生産性をある程度犠牲にせざるを得ない、そうでなければ動

物の快適性を高めることはできないと感じており、それをこの検討会に期待しているところでござ

います。なお、よるべき基準ということで、産業動物の他に 4 つの基準があると先ほど申しました

が、その他に動物を処分する場合の指針をだしており、そこには、動物を止むを得ず殺さなければ

ならない場合（殺処分）には、できる限り苦痛を与えないような方法で行わなければならないと書

いております。産業動物においては、止むを得ず動物を殺さなければならない場合、また、先ほど、

勉強会の報告でありましたように、と殺ということが避けられないと思いますが、その際には、で

きるだけ苦痛を与えない方法で行わなければならないということが法律に基づく基準で定められて

いることを念頭に起きながら、検討を進めていただきたいと思います。 
 
③諸外国におけるガイドライン等の策定状況について 

事務局から、資料 7「諸外国におけるアニマルウェルフェアに関する基準等の策定状況について」

を基に、海外の AW の飼養に関する基準やガイドラインの策定状況や各国のガイドラインの策定項目、

鶏舎等の基準の概要等についての説明が行われた。 
 
＜ 休 憩（15：10～15：20）＞ 
 
〔山本座長〕 

それでは、時間になりましたので再開いたしますが、これまでの報告に関して何かご質問はご

ざいますか。 
先ほど、飼養管理面を中心に欧米のガイドラインの説明をしていただきましたが、と畜なり輸
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送については、触れていないということでしたが、我々が考えている採卵鶏の飼養管理指針、ガ

イドラインというものは、農家レベル中心のものであり、家畜の飼養管理を中心に作成するとい

うことが親委員会で報告されましたので、その角度からの検討ということを確認しておきます。 

〔米田委員〕 

欧米諸国のガイドラインということでご説明いただきましたが、イギリスの改良型ケージとは

どういうものか、また、止まり木を設置するというガイドラインがありましたが卵が破卵する可

能性が高くなることはないのか、そのあたりをお教え願いたい。 

〔事務局〕 

破卵等について、特にガイドラインには書かれていないので、今後現場を見るなり、専門委員

の方に示していただくなりの形で解決していきたいと考えている。 

改良型ケージについては、1 つのケージの中に巣箱、止まり木等が設置されたもので、面積的

には 1羽あたり 750 平方センチと非常に大きなもので、最低 6～9羽入るタイプのものである。 

〔村田委員〕 

改良型ケージシステムは、ドイツ等では動物愛護型ケージシステムといわれ、EU の規定がある

ようです。 

これは、例えば 1 羽あたりの面積を 750 平方センチ以上、最小ケージサイズが 2,000 平方セン

チ以上でなければならなく、止まり木、砂浴び場の設置の義務があります。ドイツの会社から資

料をいただいているので、今度、参考に資料をお持ちしたいと思う。2012 年より従来のケージシ

ステムでの飼養ができなくなる等、あと 5 年ほどでその時期を迎えるため、各国でさまざまな検

討が行われているところと聞いている。 

〔佐藤委員〕 

改良型ケージというのは、資料にもあるように 1 羽あたり 750 平方センチ、この内 600 平方セ

ンチというのが、ケージの平面の広さで、残り 150 平方センチに巣箱や止まり木、砂浴び場が設

置されている。巣箱があるので、産卵はほとんどその部分で行われ、その中には大体人工芝等の

敷料が入れてあるため、破卵はほとんど起きないと認識している。 

資料 7の数字についてですが、改良型ケージの 1羽あたりの餌槽の長さは 12cm ではなかったか

と思うので確認していただきたい。 

〔山本座長〕 

これから、飼養管理指針を作成するに当たって、欧米諸国の状況も非常に重要であるが、もう

一つ、国内でどのような飼い方をしているのかという実態把握も飼養管理指針の作成には重要な

ことから、現時点で、鶏がどのように飼われているのかを飼養実態調査として行うこととしてい

ます。これについて事務局より説明をお願いします。 
 
（３）飼養管理実態調査について 

事務局から、資料 8「飼養管理実態調査について」を基に目的、実施方法等についての説明が行

われた。 

なお、今回は委員の皆様方に調査項目についてご検討いただきたい旨の説明があった。 

また、調査票の作成については社団法人日本養鶏協会にご協力いただきながら 8月中に作成し、9

月に調査の実施、10 月中旬に取りまとめを行うという予定である。そのため、再度、本分科会で調

査票の検討を行うことができないことから、本日いただいたご意見をもとに座長、日本養鶏協会、

事務局で作成し、調査させていただきたい旨の説明があった。 
 
〔山本座長〕 

これから採卵鶏の飼養管理指針を作成するに当たり、追加した方がよい調査項目等があればア

ドバイスやご意見をお願いします。また、それ以外にもご質問等はございますか。 
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〔村田委員〕 

最近、夏場の暑熱対策としてクーリングパドという冷却装置を入れているケースが多いのでこ

れを入れているかどうかを聞いてみてはどうか。 

また、集卵方法について、自動集卵か手集卵かを聞いてはどうか。 

〔佐藤委員〕 

飼養管理指針ということなので飼養管理に関する質問に偏っているのだと思うが、AW というの

は家畜の心理的な状態や肉体的な状態が主で、OIE のガイドラインの原則でも施設整備よりも家

畜がどうなっているか重要なポイントとなっている。測ることは難しいかもしれないが、死亡率

や出荷時の廃棄率、出荷による骨折、異常卵の発生率などを調べてはどうか。 

また、アンケート調査では無理だと思うが、ケージ飼育では足の裏の炎症や関節の異常、羽毛

の状況などを実際にスコアリングするようなことも行われている。 

施設に関しては、床のメッシュのサイズを調査してほしい。空間が多ければ多いほど炎症率も

高くなるので、製品として規格がありほとんど同じかもしれないがお願いしたい。 

また、スウェーデン等ではケージの全面の構造で、メッシュの部分のワイヤーが縦だと事故が

多くなるため、横になっているものがほとんどなので、これについても調査して欲しい。 

畜舎内環境として、除糞の方法でどの程度頻繁に行われているかも調べて欲しい。 

〔山本座長〕 

「4．その他」の項目に少し書かれているものもありましたが、実際に調査員が行って調査する

ものではないため、どこまで調査項目に入れるかは難しい部分である。 

私から質問ですが、2 年目の試行試験についてですが、こういう飼い方をすればこのような反

応が出るといった実態調査でできないものをこの試行試験で行うことはできるのか。 

〔原課長補佐〕 

実態調査と試行試験の関係ですが、実態調査はあくまで飼養管理の状況を把握することで今後

の検討の参考になることを調べるもので、試行試験は今後の検討の中で AW に配慮した飼養方法が

実際現場で活かされるかどうかを試験するものと考えており、項目や方法は同じものが入るかも

しれないが、今後どのようにするかはこの検討会の中でも議論していきたい。 

〔栗木委員〕 

今回の調査では、強制換羽に関することをもう少し細部にわたって、断餌をするとか断水をす

るとか具体的に聞いた方がよいのではないか。米国では強制換羽をしない、餌は切らない、少な

くとも水を与えるなどという色々段階的なものがあり、日本でも以前の強制換羽から変わってき

ている面もあるためもう少し細かく聞いた方がよいと思う。 

〔田中委員〕 

健康性に絡むことですが、衛生管理プログラムは、ほとんどの養鶏場でマニュアルという形で

実施されていると思いますが、他に特別やられていることがあるのかということも聞いた方が良

いのでは。また、廃鶏率ということもあるが、生産寿命を伸ばそうということをやられていると

ころがあるようなので、廃鶏時の週齢について聞くのもよいのではないか。 

〔佐藤委員〕 

AW がグローバルな問題となってきたのは、家畜の健康、ひいては食の安全・安心へ通じるとい

う流れだろうと思います。健康との関係が非常に大切であるので、是非調査の項目に入れていた

だきたい。 

〔事務局〕 

アンケート調査の項目を見ると、主に施設関係に関する設問になっており、鶏の扱いとしては

強制換羽とデビークのみである。経済性に関する項目としては産卵率や死亡率等があるが、それ

ぞれ要素が違うものになる。時間との戦いになると思うが、それぞれの系統を整理しておかない

と総合的な分析ができなくなるため、いかに整理するかが重要になると思うので、その点も検討
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する必要がある。 

〔北池室長〕 

実際の分析にあたっては、基本的に、経営規模の設問や鶏舎の種類等を聞いており、クロスチ

ェックをかけられるような分析を考えています。先ほど少しお話しがありましたように、今回は

アンケート調査のため、項目を多くして回収率が下がるとあまり意味のないものになることから

日本養鶏協会と相談しながら、農家の方々に回答していただけるボリュームになるように調整し

たいと思っている。ご意見はたくさん出していただいて、事務局と担当団体との間で調整させて

いただきたいと思います。 

〔竹下委員〕 

生産者は、鶏を飼養するに当たって、鶏に対して愛情と感謝の念を持って接していおり、最終

的には、地域の経済とともに消費者の皆様に安価で栄養のある卵を提供していきたいと思って

日々経営しています。 

先ほどの説明では、1,700 戸の農家にアンケートを実施するということで、おそらく 1 万羽以

上の農家を対象にしていると思うのですが、先ほどのアンケート項目を全て入れたものを農家に

配った場合、AW という難しい問題に対し、全ての項目に回答するという農家は少なく、回収率も

下がるのではないかと思う。アンケートの回収率を上げるのであれば、日本養鶏協会から県の養

鶏協会へ調査の趣旨をきちんと説明していただき、各県の養鶏協会から生産者の方に趣旨をきち

んとご説明いただき、回収率が上がるようにしていただきたい。その上でこの分科会で検討され

るようなものにしていただきたいと思いますので、その点をお願いしたい。 

あと「4．その他」で、育成率と生存率とありますが、飼う側から見ると 150 日齢というのは、

すでに成鶏舎に入っている時期なので、150 日齢ではなく、成鶏舎導入時というような一つの区

切りをつけていただかないと回答しづらいので修正していただきたい。 

できるだけ、専門の聴き方になるよう、日本養鶏協会とよくご相談いただいて、回収率が上が

るようにしていただきたい。 

〔吉村専門員〕 

調査を実施するにあたって、環境省からの意見を言わせていただきたい。現在、鳥インフルエ

ンザ等の健康管理についての心配事が増えて大変だとは思うが、日常の健康管理あるいはワクチ

ン接種等、獣医師が定期的に鶏の健康管理のチェックをしているのかどうかを調べていただきた

い。更新についてはオールインオールアウトについてここで調べるようですが、定期的な更新以

外に、病弱な鶏の処分の方法を知りたい。 

調査項目が多くなると、回収率が下がるとのことであるが、養鶏農家の方が直接記入する形で

あるアンケート調査のみをもって、実態把握ができるのか疑問である。できれば実地に直接見に

行って、言葉が悪いかもしれないが、事前に連絡しないで、抜き打ちに実態を調べておく必要が

あるのではないかと思う。 

〔北池室長〕 

今回の調査は、できるだけ調査数を多く集めることをもって我が国の実態を把握しようという

考え方であるため、個々の農家に実際に見に行くのも一つのやり方ではあるが、非常に数が限ら

れた結果になることから、結果を見た上で実際に農家に見に行く必要も出てくるかもしれないが、

できるだけ多くのアンケートを回収して、その結果を持って実態としたいと考えています。 

〔山本座長〕 

いろいろなご意見をいただきましたが、実態調査に反映できるものは反映していきたいと思い

ます。本来なら事務局で作成した調査票を再度皆様にご覧いただきたいのですが、調査を 9 月に

実施するということで時間的な余裕がないこともあり、座長と事務局にお任せいただきたいと思

います。 

その他、飼養管理指針の骨子をまとめていくに当たって、取りまとめの際での留意点等ありま

- 6 - 



したら、ご意見いただきたい。 

〔委員〕 

AW ということですので、強制換羽とデビークのことは避けて通れないと思っております。今ま

での絶食による換羽から絶食によらない誘導換羽に変わってきておりますが、なかなかこれだと

いう決め手がないのを現場で感じています。強制換羽については、6～7割の農家が実施されてい

ると思いますので、絶食による強制換羽に変わる換羽の方法をこういう点から研究して欲しいと

いうような希望を書いていただければと思います。 

〔委員〕 

生産現場で混乱が起きないようにしていただきたい。 

〔栗木委員〕 

現場の状況が分かっていないような意見がでているようなので、もっと専門的なところでご相

談をしていただいた方がよいのではないかと思います。もっと簡潔に問わないと、なかなか養鶏

家も答えにくいところもあるので、回収率が下がる可能性もある。 

デビークや換羽の方法というのは、やはりポイントになると思います。先進的な農家ではライ

トコントロール等かなり進んだ方法を取り入れていると思うので、これについて詳細に調べると

かなりよいデータが取れると思う。 

先進的なヨーロッパのデータでは、生産性が落ち、コストが上昇している。人間の見た目と鶏

の居住環境との関係、気候・風土との関係、サルモネラや外部寄生虫の問題等がかえって怖くな

っていると聞いていますので、国内の調査とは別に調査を進めておく必要があるのではないかと

思います。米国はどちらかというと、ヨーロッパの感情的な部分を科学的に進めていると聞いて

いますので、そのあたりも並行して調査すべきだと思います。 

〔坂井委員〕 

調査項目の中に、飼育形態、ケージ飼い、平飼い、放し飼いがあるのですが、飼育方法や病気

の予防などを、現代の一般的な養鶏場と異なる方法を取り入れた養鶏を差別化養鶏と称する場合

があります。鶏に優しい飼い方と食品である鶏卵の安全・安心をリンクした考え方が基本にあろ

うと思われます。この方法につきまして、実際に鶏と人にとって健康性についての検証が必要と

思われます。飼育形態と病気の違いということについても調査していただけないかと思います。 

もう 1点は、孵卵場での雛の扱い、特に雄の取扱について調査していただきたいと思います。 

〔佐藤委員〕 

推進委員会でも言ったのですが、外圧でそれに倣ったような基準ではなく、これを機会に飼養

管理の向上に繋がるような、飼養管理の精密化に繋がっていくようなものにしていただきたいと

思います。 

〔竹下委員〕 

鶏は日々卵を産むということをしているわけですが、快適性とか飼養管理を一つ間違えると、

鶏というのは病気をしたり、産卵率が下がったりするのが日常で起きています。今の日本を考え

ると、戦後、昭和 40 年代、50 年代と鶏の飼育管理技術は向上しています。今日の採卵鶏におい

ては、抗生物質等を一切使っておらず、鶏も病気もせず、快適に過ごし、卵を産んでくれていま

す。これは、経営者なり、鶏の飼育管理技術なりの改善があったからであり、いずれにしても、

今の快適性が無かった場合には、生産性も維持されないということですので、このようなことを

考えていただいた上で、米国なりの基準をどう日本にあてていくかについて、考えていただきた

いと思います。生産性の向上が引き続き図れるよう、よろしくお願いしたいと思っています。 

〔田中委員〕 

調査について、先ほど抜き打ちで立ち入り検査という話もありましたが、そういうものではな

く、あくまでも現状を把握するための調査ということで、農家が実態を調べられているというイ

メージにならないようにする必要があると思います。 
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〔村上委員〕 

生産性が落ちたら何の意味もなく、良いガイドラインが出来たからといって、それを守ってい

っていたら、とてもじゃないけど養鶏をやってられないというように養鶏を辞める人が増えてし

まったら意味がない。よく畜産学をやっていて、農家のためにといいながら、畜産学が残って畜

産がなくなるということがあるので、生産性は絶対落とさないというのを大前提でガイドライン

を作っていただければと思います。 

〔村田委員〕 

養鶏の世界に入って 40 年になりますが、最初の頃によく言われたのが、良い雛、良い餌、良い

管理。これがあって良い生産性が発揮できると言われておりました。欧米から雛を日本に輸入し

て、かなり育種改良も進み、生産性もかなり上がっています。餌の方もかなり研究が発展してお

り、良い管理というのがいわゆる飼養管理になるのですが、ケージシステムというもの変遷があ

り、以前はウインドレスでケージ飼育をしても、ケージの四隅（角角）の空気がよどんで、そこ

の鶏の生産性は良くない状況でした。そういう時代を経ながら、改良が進み、今のウインドレス

のケージシステムは、鶏の生産性も良くなっている。生産性＝快適性ということではないが、そ

れに近い状態で、快適性を求めることで生産性も上がるという仕組みになっています。 

鶏糞も A ラインの場合だと下に溜めて何日かに 1 回出すとか、高床タイプのケージシステムで

は常時糞ベルトで鶏糞を出しており、綺麗な状態を保っている等かなり進んでいます。今言われ

たように、経済性を追求する＝鶏の快適性に繋がっているというシステムになります。鳥インフ

ルエンザの対策にしてもウインドレスの場合には、野鳥との関係を絶っているということもあり

ますので、その辺の面を加味した上での AW、飼養管理指針を作成して欲しい。 

〔米田委員〕 

強制換羽やデビークの問題が一つの大きな問題となるので、家畜改良センターの立場として、

今のところ考えているのは、強制換羽では餌の質を若干落とし、誘導換羽という形にしてはどう

かということや、デビークについても光線管理でなんとかしのぐということを考えており、アン

ケートの場合も、そういった設問、そういった回答をもらさないような形で進めていただきたい

と思います。当方も来年に入って試験が必要であれば始めようと思いますが、その場合に新しい

ケージシステムを考える必要があるのであれば、予算的にも手当していただかないと対応できな

い状況である。私も村上委員が言われたように、日本の養鶏において、ガイドラインができたけ

れども養鶏は衰退したということでは、なんにもならないので、あくまでも快適性を上げること

によって、生産性を向上させるとそういう方向で目指すべきものと思っています。 

〔山本座長〕 

ありがとうございました。各委員から飼養管理指針を策定するに当たってのご意見をいただい

たわけですが、大勢としては、産業として生産性の向上を目指し、快適性を配慮した鶏の飼い方、

鶏の健康というものを考慮した飼養管理指針を作成するというのが大半のご意見でなかったかな

と思います。 

先ほど栗木委員から、強制換羽やデビークの技術が進んでいるという意見がありましたが、資

料にもありますように、学識経験者で構成されている科学的知見グループで知見を埋めていただ

ければと思います。いろいろな角度から貴重なご意見をいただきましてありがとうございました。 

〔吉村専門員〕 

ホームページでこの内容を公表された場合、この内容について、一般国民、消費者の方々の意

見を載せるということはできるのでしょうか。 

〔事務局〕 

今のところ、そういったことは予定しておりませんが、ご意見がありましたら、それはきちん

と記録をして、必要があれば次回の会議でご議論いただければと思っております。 

〔栗木委員〕 
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豚の分科会でもあったようなのですが、今の計画だと 2 年でまとめるということですが、時間

的にみて非常に厳しいと思います。特に AW の問題は感情的な問題であり、生産性が落ちてしまっ

てはいけないし、家畜の環境にしても人にはなかなか分からない、非常にいい環境で飼養されて

いるかどうかはとても分かりにくいので、非常に難しい問題である。そういったことから、科学

的にきちんと立証して、調査する必要があると思うのだが、2年でまとめる。しかも 11 月に実態

調査をまとめるというのは、時間的に大丈夫なのかなと心配している。考えられる項目について

は、専門家のほうに調査を始めてもらっていた方がいいのではないかと思う。先ほどの破卵の問

題や外部寄生虫等の病気の問題等、飼育環境が変わると鶏も変わるというような我々にも分から

ない問題がたくさんあるわけですが、その辺のところはヨーロッパである程度実績がでているの

ではないかなという風に思います。そういった点で、並行して調査を進めていかないと、スケジ

ュール的にどうなのかと思う。 

鶏を飼って 30 年になり、ウインドレスになってからそういったことはありませんが、開放鶏舎

では、北側と真ん中と南側のケージに鶏がいた場合、我々から見ると、一番南側がひなたぼっこ

出来て、風も良く通って、一番良い環境なので、一番よく卵を産んでくれるだろうと思っていま

したが、一番南の列の残存率が一番悪い、産卵成績が悪いという経験をしております。なぜ一番

南の生産性が悪いのか不思議で、その理由として環境の変化が一番大きいことくらいしか思い浮

かびませんが、日中に明るすぎて鶏同士がケンカをして残存率が悪いといったようなこともある

のかなと思いますが、人間の見た目と実際の鶏の状態とはかなり違いがあるので、専門の方によ

く調査していただくことが必要ではないかと思います。 

〔北池室長〕 

2 年という期間については、他の先生方からも短すぎて、本当に出来るのかという指摘を受け

ております。ただ、事業として開始し、各畜種の指針を作成するという考え方に立っております

ので、基本的に 1 年目は実態調査をして論点を明らかにして、科学的根拠に基づく原案を年度内

に作り、その原案を踏まえて、評価を行い、2 年目に最終的な指針を作るということでございま

す。ただ、科学的知見グループにいろいろお願いをしなければならないところでございますが、

どこまでできるか若干心配しているところはあります。しかし、事業で進めていることもあり、

出来るだけがんばって進めていきたいと思っております。 

〔山本座長〕 

アンケートの結果、諸外国の状況等を踏まえ、資料を提出していただき、次回の委員会の開催

となります。 

本日は、第 1 回目ということで積極的なご発言をいただきありがとうございました。より良い

飼養管理基準の策定に向けて今後も引き続きお願いいたします。 
 
６ 閉 会（16：20） 
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