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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 2 回採卵鶏分科会 

 

平成 19 年 12 月 19 日（水）鉄二健保会館 

 

１ 開 会（14：00） 
 
２ 挨 拶 

・開会の挨拶〔山下会長〕 

本日は第 2回目の採卵鶏分科会ということでございますが、8月 19 日に第 1回分科会を開催し、そ

の中で、飼養管理実態調査等の方法や手順についてご説明させていただきましたが、調査については

若干期間がずれ込んだことから、本日完全な集計結果をご報告する段階にはいたっておりません。 

また、科学的知見の収集についても、科学的知見グループで作業をしていただいているところで、

現在進行中というところでございます。 

本日はこれらの作業の進捗状況等をご報告し、併せて、飼養管理指針に盛り込むべき事項について

ご意見を賜りたいと考えております。まだ、調査結果等がきちっと出ていない中ではございますが、

飼養管理指針に盛り込む内容や項目等について、闊達なご意見を賜り、次回に素案の素案が提示でき

るように進めたいと考えておりますので、よろしくお願い申し上げます。 

・来賓挨拶〔北池室長〕 

今日の会議の趣旨については、先ほど山下会長からお話がございましたように、今後盛り込むべき

内容について十分御議論いただきたいと思っております。第 1 回目の 8 月のときにご説明させていた

だきましたが、大体 2 年程度かけて一定の飼養管理指針をまとめていきたいと考えているところで、

今年 3月の年度末に、ある意味で中間的な取りまとめをしたいと考えているところでございます。 

それに向けて、繰り返しになりますが、どういう項目を入れ込んでいく、あるいはどういう事項を

取りまとめていくかということについて、今日はまだ調査結果がまとまっているような状況ではござ

いませんが、諸外国の例もご紹介させていただきますので、忌憚のないご意見をいただきまして、年

度末の中間取りまとめに向けた活発なご意見をいただきたいと思っておりますので、よろしくお願い

いたします。 

 
３ 出席者紹介、配付資料の確認〔事務局〕 

本日の委員の出席状況でございますが、ご多忙のところを全員ご出席いただいております。 

また、本日オブザーバーということで、先ほどご挨拶いただきました生産局畜産振興課の北池室長

初め、農林水産省、環境省からもお越しいただいております。 

先ほど会長からも話がありましたが、今回、飼養実態調査のことでご協力いただきました社団法人

日本養鶏協会から島田専務、山上技術主幹のお二人にご出席いただいておりますので、ご紹介いたし

ます。あと私ども事務局でございます。 

また、配付資料一覧をもとに資料の不足、落丁等の確認を行った。 
 
４ 議 事 

〔山本座長〕 

これから議事の進行に当たらせていただきますので、ご協力よろしくお願いします。 

先ほどから説明がありましたように、今日は諸外国の規則の状況、我が国の飼養実態調査及び
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科学的知見収集の進捗状況をご説明いただいた後、休憩をはさみ、採卵鶏の飼養管理指針に盛り

込むべき事項について検討協議を進めていきたいと思っております。 

 

（１）諸外国の規程等について 

事務局から、資料 4「諸外国の規程等について」を基に諸外国（ＥＵ、米国、豪州、カナダ、英

国）の規則等の作成機関や構成、章立てについての説明が行われた。 

また、規則等の基準（数値等）の概要は第 1 回分科会の資料として配布しているものを参照して

いただきたい旨の説明があった。 
 
〔山本座長〕 

事務局から諸外国における規則の概要についてご説明いただきましたが、その国の規則等の内

容を細かくは記載されておりませんが、どういう柱立てになっているか、どういう項目について

言及しているかということが、この資料で読み取れると思っています。 

ＥＵ、米国では、飼い方、施設、ケージ等を中心にいろいろ言及している。ところが豪州、カ

ナダ、あるいはイギリスの場合、点灯から始まりまして、温度、湿度のことなど、かなり広範囲

の項目を盛り込んでいるということが見てとれると思います。何かご意見等はございますか。 

特にないようですので、次の議題に移らせていただきます。 

 
（２）科学的知見の収集状況について 

事務局から、資料 5「科学的知見の収集状況について」を基に科学的知見分析グループの専門部

会の開催状況、情報収集項目、収集の進捗状況等についての説明が行われた。 
 

〔山本座長〕 

事務局から採卵鶏に係る科学的知見の収集分析状況について説明いただきました。 

広範囲にまたがる事項の情報収集を科学的知見分析グループにお願いして行っていただいてい

ますが範囲が広いということで、現在は途中段階ということになります。 

次の分科会の頃にはまとまった資料が入手できると思うのですが、今日はどういう項目を情報

収集し、分析しているかということを説明させていただいております。 

このことについてご意見、ご質問はございますか。我が国の採卵鶏の飼養管理指針をつくる上

で、この項目が抜けているのではないか、また、この辺は詳しく調べて欲しいといったことはな

いでしょうか。 

〔米田委員〕 

私は岡崎牧場（家畜改良センター）で実証試験をするという前提でいろいろ考えているのです

が、アニマルウェルフェアの関係で試験を行う場合、動物にとって快適な環境というのはどうや

って測定するのかという点について調べていただきたい。 

諸外国もしくは国内でそういった研究をされているところがあると思いますが、例えば血液を

とって測定する場合には、それ自身がストレスになるものですから、そういったものをどうやっ

てクリアするのか、そういったことも分析項目に入れていただきたいと思っております。 

〔山本座長〕 

何かの検査するときに採血すること自体が鶏にとってかなりのストレスになるため、そういう

ことについても調査して欲しいと。 

〔米田委員〕 
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そうですね。ケージから取り出すこと自体が鶏にとってストレスになります。ですからそれを

どうやってクリアしていくのかというのが、1 つ重要な問題だと思っています。具体的に言うと

ストレスの測定方法です。それをどういう形で行うのか。 

例えば、単に外見で脱毛が少ないとか、鶏がバタバタしないとか、産卵率が落ちないとか、そ

ういったものを基準として、鶏にとっての快適な環境を判定するということでよいのならいいの

ですが、もっと学問的にストレスを測定するということになると、その方法は非常に難しいと思

っておりますので、そういったことについて教えていただけるとありがたい。 

〔山本座長〕 

田中委員、どうでしょうか。一般的に外見から鶏のストレスを判断するといった方法は何かあ

りますでしょうか。 

〔田中委員〕 

採血するとなると、そのこと自体が鶏にかなりストレスを与えますし、その採血自体も、鶏の

場合、慣れた人でないとなかなかは難しい。外見的なものも非常に大きな情報ですので、行動の

比較や生産性の比較、その他に健康性に係るような羽毛の状態や爪の伸び方といったあまり鶏に

負担をかけずに非侵襲的に見られるものを重点的にやることになるのではないかと思います。 

採血するかしないかは私が決めるものではないですが、何らかの負荷を与えた後の変化や免疫

性を見るといった形で一般的には行われています。あるいは、あえて鶏を捕まえてストレスを与

え、その後のそこからの回復の仕方を比較するというようなこともやられています。 

〔佐藤委員〕 

この科学知見の収集の方で求められているのは、飼養管理指針に盛り込む指標の科学的なデー

タということですので、採血の際のストレスについては含まれていないと認識しています。 

しかし、ウェルフェアの評価指標というのは肉体的・精神的に健康ということですので、表面

的に見て肉体的に健康かどうかをチェックする項目、あるいは精神的な健康ということで異常行

動に関する項目、例えば家畜の羽装の状態や羽の状態がどうか、爪の状態はどうかといった家畜

の状態という評価指標の提案のようなものは科学委員会の項目の中に入れるのもいいのではない

かと思います。 

〔山本座長〕 

科学的知見グループでこれから情報を収集・分析するときに、米田委員からあった観点も織り

込んで情報収集していただければと思います。 

ただ、念を押すようなのですけれども、科学的知見収集・分析グループには、今までの研究の

成果等について広く情報を集めていただき分析してもらうという観点で作業を進めてもらってお

りますので、その点、誤解のないようにお願いします。 

 

（３）採卵鶏の飼養実態調査の中間取りまとめについて 

事務局から、資料 6「採卵鶏飼養実態の調査事項等」を基にアンケート調査の概要や調査内容、

有効回答者の経営概況等についての説明が行われた。 
 

〔山本座長〕 

事務局から採卵鶏の飼養実態調査の概要について報告いただきました。ここで 2 つに分けてご

意見なりご質問を承りたいと思います。 
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1 つは、この調査実施そのものについて、調査の対象や実施の方法など、調査そのものについ

て、次に、今後、集まったアンケートの集計・分析を行うわけですが、作業を行う上で、どのよ

うに集計・分析したらいいのかということについてご意見を賜りたいと考えています。 

最初に、この調査そのものについてご意見、ご質問はございますか。 

〔村田委員〕 

2 ページ目の一番下の成鶏のウインドウレスが 123 件で 20.4％になっていますが、これは件数

での比率の仕分けになっているので、できれば羽数割りでやってもらうと、全体の羽数の比率で

ウインドウレスがどれぐらいの割合か仕分けできると思いますので、その辺をお願いします。 

〔山本座長〕 

分析するときに、確かに戸数というより羽数で全体のどれだけかというのが大事なので、取り

まとめに当っての留意点ということでご意見ありがとうございます。 

他に何か調査そのものについてご質問等ございますか。 

〔田中委員〕 

1 枚目の（3）のところに「19 年 12 月 6 日現在」と書いてありますが、その時点で締め切りは

過ぎておらず、まだこれから集まるということなのかどうか。もう 1 点は、確かこれは例年やっ

ておられる調査にプラスしてこのアンケートを加えられたと記憶しておりますが、回収率という

のは例年と比較してどうなのか。３割弱の回収率というのは例年どおりなのか、あるいはこれを

つけたことで回収率が悪くなったということがあるのかどうかお聞きしたいのですが。 

〔山本座長〕 

現時点で 28％の有効回答数がありますが、これからまだ回答を得られる可能性はあるのでしょ

うか。 

〔山上技術主幹〕 

日本養鶏協会でございますが、締め切りは 10 月 31 日でしたが、それから 1カ月少し遅れて来

たものも含めたものになります。今後集まってくるということないと思いますので、これが最終

の結果となります。 

〔山本座長〕 

蛇足になりますが、調査票自体のボリュームもかなりありこの手の調査でこれぐらいの回収率

というのは、結構高い方なのではないかと思います。 

〔山上技術主幹〕 

回答の内容についてですが、各農場でお持ちになっている鶏舎、例えば育雛の鶏舎、育成の鶏

舎、それから成鶏の鶏舎のうち、それぞれ代表的な鶏舎について記入してくださいということで

お願いしております。 

代表的な鶏舎について回答をお願いしたのですが、農場がお持ちの鶏舎全てをひっくるめて回

答するというように考えられる設問があったため、例えば飼養期間、ウインドウレス鶏舎の照度・

明るさ、ケージの傾斜角・勾配等の設問のように空欄が目に付くものもありました。 

しかし、電話での問い合わせも行ったことから、概ねまとまった形になっております。 

〔島田専務理事〕 

若干補足ですが、回収状況については、我々大体 3 割回収を目途に今回アンケート調査をかけ

ました。通常 1枚ないし 2枚程度のアンケートで大体 3割回収と見ているのですが、今回通常の

2～3倍以上のボリュームで、極めて細かく答えていただくということから、事前に予鈴を鳴らす
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形で、半月ぐらい前に、アニマルウェルフェアの今後の重要性を周知徹底させる意味も含め、近々

アンケートを送付するので最大の協力をお願いするという文書を発送したため、３割を超える回

答がありました。ただ、異常値というか欠損値が結構あったため若干使えないデータも出てしま

いました。 

また、異常値等のあった農場に電話をして修正を加えた関係で手間取ってしまったということ

でございます。 

〔山本座長〕 

ありがとうございました。調査を実施にご協力いただいた日本養鶏協会から補足の説明をして

いただきました。 

〔吉村専門官〕 

いずれ最終的な集計のときにはいただけると思うのですが、このアンケートの調査用紙といい

ますか調査票は、私どもに見せていただきたいと思うのですが、それはいかがでしょうか。 

〔山本座長〕 

環境省の吉村専門館からアンケートそのものを、どういう項目をどういう聞き方で調査したの

かということですが、アンケート用紙をお示しすることは問題ないと思いますが。 

〔吉村専門官〕 

よろしくお願いします。あと集計の際にいろいろな角度からクロスチェックをかけると思うの

ですが、養鶏協会とそうでない業者さんにもアンケートを送られたということなので、その辺の

差というものがもし出るのであれば、その辺ちょっと集計の際、配慮を願いたいと思います。 

〔山本座長〕 

それでは、今後それを集計・分析する上での要望というのか、個々のデータは集まっているの

で、取りまとめどうしたらいいのかということを今ご意見いただいた他に、例えば規模別の 1 羽

当たりの飼育面積の大きさをクロスで分析して欲しいといったことがあれば、ご意見を出してい

ただければと思います。 

〔竹下委員〕 

先ほど養鶏協会から 2,143 件送付して３割の回答を目標にされ、回答数が 741 件あり、有効回

答が 602 件ということで 140 件ほどのデータが無効になっていますが、養鶏経営者の方がアニマ

ルウェルフェアを目的にした調査に何とか協力して丹精込めて書かれたという経緯があると思う

と結果的にどこが不備で最終的に採用できなかったかということもありますが、データとしても

ったいない気がします。先ほど聞き取り調査もされた経過をお聞きしましたが、そこらあたりの

扱いのご説明と、せっかく回答のあったデータが復帰できるような状況も再度お考えいただきた

い。 

もう一点、養鶏家にも常時飼養羽数で 5万羽未満が 63％、5万羽以上が 37％の回答というデー

タがあるので、ケージ飼育のところで、1 つのケージに入れる鶏の数は大小や鶏舎全体の羽数に

ついて、開放とウインドウレスとセミウインドウレスによる区分をお願いしたい。特に５万羽以

下の方は 1 ケージ２羽飼いになろうかと思いますし、5 万羽以上は 1 ケージ 2 羽以上の飼養羽数

になろうかと思います。今後のアニマルウェルフェアで平米数または最終的な鶏舎の羽数という

ものが今回盛り込まれるならば、大きなポイントになろうかと思いますので、そこらあたりも出

していただけると役立つのではないかと思いますので、よろしくお願いします。 

〔山本座長〕 
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規模別に見たケージの飼養羽数を分析すべきではないかというご要望をいただきました。まず

最初に、回答数が 714 件あって、そのうち有効なものが 602 ということで、140 件余りが対象に

ならない、それを少しでも有効回答にする手法があるかどうかについて、お答えをお願いします。 

〔山上技術主幹〕 

救えるものは、ほんのわずかだと思います。こちらがお送りしているので、礼儀上送り返して

きたため、ほとんど記入されていない回答が結構多くありました。 

それから、数字が極めて異常値になっている。例えばケージが何メートルもあるような明らか

な単位違い等については、修正を加えておりますが、もう修正がきかないような、どう考えても

おかしいというものも多くあります。 

〔山本座長〕 

竹下委員、よろしいでしょうか。回答はいただいたが、聞き取りを行うのが困難なものやあま

りにも空欄が多過ぎるということです。そういう意味では少し欠けているところは電話で聞き取

りをしていただき、有効回答にもっていっていただいたという努力をすでにしていただきました。 

〔佐藤委員〕 

動物側の調査として、産卵率と死亡率があるので、この要因をぜひ調べていただきたい。いろ

んな飼育環境を調べて、動物の産卵率、死亡率に影響する要因の調査をぜひやっていただきたい

と思います。それぞれの単相関もあるでしょうが、併せてその複合要因という形でやっていただ

ければと思います。 

〔山本座長〕 

佐藤委員から、産卵率、死亡率をキーワードにして、例えば飼育環境との関連性を見てほしい

とか、飼育施設、設備の関連性を見てほしいとか、可能な限りこれを軸にして多面的に分析でき

ないかという要望だったと思います。どうでしょうか。 

〔事務局〕 

基本的に難しいところがあると思います。ただ産卵率とか死亡率を縦系にして横にその規模と

かいうのを別の項目を並べて見ていく、例えば、産卵率が高いところ低いところ、死亡率の高い

ところ低いところ、というように横にいろいろな項目を持ってくるというのはできるかと思いま

す。その要因を分析するために回答していただくような様式になっていないものですから、直接

的には難しいと思いますが、できることをやらせていただきたいと思います。 

〔山本座長〕 

栗木委員、鶏を飼っておられる立場として、この辺から分析して欲しいというのが何かあれば。 

〔栗木委員〕 

先ほどありましたように、必要なものは羽数規模ではないかと。規模別で見る場合はやはり重

要じゃないかなと思いますので、必要だなと思われる項目については羽数別割合というのは、や

はり出していくといいのかなと思います。 

それから、減耗というのですか、死亡原因等は何らかの形で調べて欲しい。今回の調査から直

接ではなくても、アニマルウェルフェアを考えるときに、いろんな調査を科学的知見で調べてい

ただくと、また参考になるのではないかという気はします。 

〔山本座長〕 

飼育規模別にアンケート調査の結果をいろいろ分析してもらったらどうかと。飼養規模別に例

えばケージ当たり何羽飼われているのかとか、その面積が 1 羽当たりのスペースはどうなってい
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るのかとか、そういう形だと思うのですが、できるだけ飼育規模別にいろいろやってください。 

それともう 1つが死亡について、このアンケート調査以外にいろんなデータが集まることから、

どちらかというと科学的知見グループに対する要望だと思いますが、もしそのような観点から集

められればという要望として承らせていただきました。 

調査の中で規模別にいろいろとクロスの分析をしてもらうことについて特段問題ないというこ

とで進めさせていただいてよろしいでしょうか。 

〔事務局〕 

データ分析につきましては、今日はまずどれぐらい集まったかということの概要を見ていただ

いただけなので、もう少しご意見をいただければ、その規模別も含めて縦横分析あるいは完全集

計をやらせていただきますので、多様なご意見をいただければできる限り対応させていただきた

いと思います。 

〔山本座長〕 

佐藤委員と田中委員には科学的知見グループにも入っていただいていますが、死亡率という観

点からいろんな知見を収集分析してほしいという栗木委員からのご要望に対し、今から何かそう

いう形で再度情報を収集・分析できるのでしょうか。 

〔田中委員〕 

今集めている中で、こういう飼い方をしたときに、その指標の 1 つとして例えば死亡率がどう

だったというものは、データが出ているものについては入っていますが、そっちをメインにして

もう一度調べ直すのはちょっと難しいと思います。少なくともいろんな飼い方の中で、当然情報

の 1つとして生産関係、死亡率も含めたものはあります。 

〔山本座長〕 

いろんな分析項目の中に死亡率ということも頭に入れながら収集・分析していただいており、

死亡率を項目としてデータを集めておられないので、その形では難しいですが、そういう概念は

取り入れておられるということです。 

アンケート調査を集計・分析するに当たっての要望をお聞きしておりますが、これはぜひとも

集計・分析してくれというのがあれば、順番にご意見を賜りたいと思います。池谷委員、何かあ

りますでしょうか。 

〔池谷委員〕 

このアンケートは全部、鶏舎ごとに、例えば（5）管理中の鶏の処置とかというのがありますが、

これは成鶏舎で誘導換羽があるかないか、ウインドウレスで誘導換羽があるかないか、セミウイ

ンドウレスで誘導換羽があるかないかと、そういうまとめ方をなさるのですね。そうではなくて、

ただ誘導換羽があるかないかを報告ということなのでしょうか。できれば鶏舎ごとにデビークと

か誘導換羽の実施状況がわかれば非常にありがたいのですが。 

〔山本座長〕 

誘導換羽、デビークについて、例えば飼育規模別とか発育の年齢別とか、そういう形で調査・

分析してくれと。ただやっている、やってないということではなくて、どういう階層のどういう

形態がやってないのかというのを分析してくれというご要望と聞いたのですけれども。 

〔池谷委員〕 

はい。 

〔山本座長〕 
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神谷委員、何かご要望はありますでしょうか。 

〔神谷委員〕 

確認が 1つと、要望が 1つ。これは概ね 600 件で、平均が 10 万羽ですから、6,000 万羽ぐらい、

1億 4,000万羽分の6,000万羽程度のデータが集まってきたということでよろしいのでしょうか。 

それともう一点。赤玉鶏と白玉鶏について、体重と飼養スペースと生産性の関連が重要になる

と思うので、データとしてとれているのかどうかという確認と、データを区分して解析できるの

かどうかということだけ、ちょっと教えていただければと思います。 

〔島田専務理事〕 

開放並びにウインドウレス問わず、赤玉、白玉、ピンク卵ということで聞いておりますので、

それは集計のやり方の議論だと思います。 

〔山上技術主幹〕 

ちょっと申しわけないのですが、農場での代表的な鶏舎についてご記入くださいということで

お願いしています。今おっしゃった赤玉か白玉かは、その上の欄で聞いているのですが、その鶏

舎に必ずしも赤玉か白玉のどちらかを入れると決まっていません。また、１つの鶏舎の中にいろ

いろ混ざっているかもしれないということもあります。そのため、複数回答になっている例が結

構あることから、きっちりした仕分けは困難だろうと思います。 

それから、そういう意味で下の方を見ていきますと、場合によって何羽から何羽ということで

ちょっと幅を持たせているのもあるのですけれども、大体は、余りそれは成鶏につきましては１

つの個体が多いので、1つのケージに何羽というのがほぼ正確に出るという感じです。 

〔山本座長〕 

赤玉、白玉に関することは、どこまで分析できるか、制限がたくさんあるということを理解し

ていただければ。 

〔神谷委員〕 

了解しました。 

〔山本座長〕 

坂井委員、何かぜひともこれは分析してくれというのは。 

〔坂井委員〕 

私は臨床獣医なものですから、やはり死亡率とかが非常に気になりますが、特にこの４番の換

気や温度、夏になると熱射病が問題になるため、飼い方、鶏舎構造によって死亡率というのがわ

かると、1つの参考になるのではないかという気がします。 

〔山本座長〕 

死亡率を中心に鶏舎環境や飼い方を分析していただきたいということでした。 

〔事務局〕 

実はまだ個別の調査票を全部見ていないのですが、集計全体を見ていると、皆さん、上の方か

ら回答を書いていって途中から書かなくなったりするというのが一般的な傾向がございます。 

どこまで、可能かは分かりませんが、いろいろやらせていただきます。 

〔山本座長〕 

制約はあるけれども、前向きにいろいろと汗をかいて分析するというということでした。佐藤

委員、何かありますでしょうか。 

〔佐藤委員〕 
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悪癖のところで、どういうところで多く悪癖が出るものなのか、分析できればありがたいと思

います。 

〔山本座長〕 

佐藤委員から非常に難しいご要望ですが、調査の中でどこまでできるのか非常に難しいところ

ですが、今の御趣旨は十分踏まえて分析するように、事務局にお願いしたいと思います。 

村上委員、何かご要望はありますでしょうか。 

〔村上委員〕 

この実態調査というのは調査であって、実際の日本の養鶏業の状態というか、どういう形なの

かというのを見るということが目的と私は理解していたのですが、皆さんの話を聞いていると、

このデータを使って、ある程度ウェルフェアのために何かを導き出そうというような話が出てき

たので、ちょっと迷っています。実際にこのデータが出てきてどういうふうなまとめ方をして、

どういう方向に利用していくというようなことを、もう一度ご説明いただけるとありがたいので

すが。 

〔山本座長〕 

例えば、1 羽当たりのスペースがある程度これぐらいになってきたらたくさん鶏のストレスが

あるのか、産卵率が落ちるとか死亡率が上がるとか、そういうアニマルウェルフェアの指針をつ

くりますよね。そのときに、まず飼養実態を押さえる。その飼養実態を押さえていろんなアニマ

ルウェルフェア上いろんな関連する事項について、どういうふうなところでどんな変わり方をし

ているのだろうかと。まず実態が重点で指針を。 

〔村上委員〕 

そうであれば、どの項目がストレスはかかってないという判断する指標なのか。例えば、産卵

率が上がっていればストレスはかかっていません、産卵率が下がっていればストレスがかかって

いますという判断で、産卵率をストレスの指標として集計するというのがわかっていれば、私も

理解できるのです。例えば、鶏の体重が落ちず、きちんと維持されていれば、それはストレスか

かっていない。ということであれば、体重のデータはストレスがかかっているかかかってないか

の指標になります。だから、それが従属要因になるわけですよね。独立変数の方は飼養面積が幾

つのときであれば産卵率が動かないからストレスがかかってない。この飼養面積はいいですよと

いうような判断ができると思うのですが、この項目は全部ざーっと書いてあって、どの項目をど

う使っていくのかがわからない。悪癖が少ないというのがストレスに関する指標であれば、悪癖

と産卵率と体重とがストレスがかかっているか、かかってないかを判断する指標ですよというふ

うに説明してもらわないと、ちょっと私は理解できませんでした。 

〔山本座長〕 

今、どういう集計・分析をしたらいいかお伺いしているのは、例えば飼養指針をつくるときに

委員の皆様方がここはこういう形で実態が分析してあれば利用しやすいのかという意味でお聞き

しています。例えば、産卵率というのは鶏のいろんな諸々のものが産卵率に現れてくるというこ

とであれば、産卵率を軸に、飼養規模とか、１羽当たりのスペースなどこの分析を見てくれとい

う要望をいただければ。 

〔村上委員〕 

そういう意味では、先ほど米田委員が言われたみたいに、血液をとってある程度コルチコステ

ロンをはかるとか、そういったものでストレスがかかっているかかかってないかというような判
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断をしていかないと、科学的データにならないのではないかと思うのです。 

〔事務局〕 

村上委員がおっしゃるのは、これが実験であれば実験の設計をして、そのような方法をとるこ

とも考えられるのですが、これは養鶏の飼養実態調査ということで進め、ご協力いただいたもの

ですので 

〔村上委員〕 

だから私は、これは実態調査であって、この結果をウェルフェアの科学的データと何か結びつ

けるような方法を説明いただければわかるのですが、あくまで実験ではなく実態調査ですので、

ここから何かの指標を使ってストレスがかかっている、かかってないという判断はできないので

はないかと思ったのです。 

〔事務局〕 

まず、これからのご議論の中でもあると思いますが、判断とか評価とかいうのではなくて、む

しろ今の日本全体の飼養状況をということで。 

〔村上委員〕 

だから実態調査だなと理解していたのです。実態調査であるから、このデータからこの飼い方

をしたからストレスがかかっているかかかってないかというような判断はできないなと。単に実

態調査のデータですねというのを確認しただけです。 

〔事務局〕 

そのとおりで結構でございます。ただ、今、死亡率とか産卵率とか悪癖等々、その実態の中で

分析してみたらどういうふうなのかという意味で、いわば側面的整理をしてみるという意味で、

いろいろご意見を賜っているし、お聞きしているということでございますので、あくまでも実態

調査であることは間違いがありません。 

〔島田専務理事〕 

この業界始まって以来、こんなに細かく調査したものだと思うのです。これは実態調査である

ことは事実なのですけが、アニマルウェルフェアの検討に使われるということから、自分たちサ

イドから見るとこんなに項目は要らないと思っていました。しかし、専門家の先生、もしくは立

場が違ったサイドから見れば、別な項目からアプローチしたいというのが起こり得るだろうとい

うことで、考えられる技術項目について全部羅列型である程度聞きたいという視点から調査をし

ました。あと活用の仕方は皆さんで考えていただきたいということで、こういうつくり方をした

ということです。 

〔山本座長〕 

ありがとうございました。今養鶏協会の島田専務の方、非常に適切なすばらしい回答で。基本

的には実態把握ということですが、利用の仕方によってはいろいろとできるように、先も見通し

ていろいろと調査してもらっているということですので、そういう可能性も踏まえて、もし分析

していただきたい、集計してほしいというのがあれば意見を出していただければと思います。 

〔村上委員〕 

あとは、科学的なデータの方である程度、飼育面積がこのぐらいだったらストレスがかかって

ない面積だろうというような判断がついてくると思いますので、この実態調査と合わせたときに、

同じような飼養面積のところでこういう項目はこうなっているから、その項目はストレスをある

程度判断する指標になるとか何とかというような使い方もできてくるのではないかと思います。 
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〔山本座長〕 

ありがとうございます。村上委員の方から、この調査の扱い方について頭の整理をさせてくれ

る質問が出ていました。ありがとうございました。 

〔村田委員〕 

もし調べられるのであればぜひ調べてもらいたいのですけれども、1 羽当たりの飼養スペース

の問題なのですけれども、うちの会社で扱っているケージの大きさというのが、間口 60cm、奥行

き 55 cm で、3,300 ㎠あって、大体 8羽飼っています。1羽当たり 412 ㎠ということなのですが、

ただ一般に日本で昔から飼われている養鶏形態というのは、例えば 8 寸 2 羽とか、尺 3羽とかと

いう形態が昔からずっとあります。ここを見ても開放鶏舎が多く、養鶏場さんはそういう形態も

結構多いのではないかと思います。そうすると、例えば今他社で販売しているケージの 2 羽飼い

の例でいくと、間口が 22.5cm と奥行きが 45cm で、2羽で 506 ㎠なのですよね。尺 3羽でいくと、

450 ㎠というようなことになるのでが、もしガイドラインで、例えば飼養羽数のスペースをアメ

リカ並みに 470 とか 480 というふうに仮にガイドラインに載せた場合、尺 3羽の場合 450 はその

規制にかかってしまう。そうすると、2 羽でいかないといけないという格好になってしまうと、

675 ㎠になってしまうのですね。そうすると、3羽飼いを 2羽飼いにしなくてはいけないという格

好になってしまう。これは経済的な面から見てもかなりの収容羽数の減ということになるので、

その辺の実態が今回の調査でどういうふうな形になっているのか。もしわかれば、その辺を調べ

ていただけますか。 

〔山本座長〕 

ありがとうございました。米田委員、要望があれば。 

〔米田委員〕 

最近、聞くところによる、餌の高騰で養鶏家の中にはＣＰを落として対応しているというとこ

ろがあるように聞いていまして、この影響で産卵率が落ちてきている。それで、この調査を見る

と、餌関係の情報が非常に少ないと思っているのですが、そういう情報というのはどこかでとれ

る部分があるのかということと、デビーク関係で、ある、なしについて書いてないのですが、こ

れは実施時期が書いてあったらありと考えるということなのですか。 

〔山本座長〕 

米田委員の方から調査そのものについて質問いただいたわけですけれども、どんな餌をやって

いるかというのは、調査はされてないですね。ここに載っているのはみんな調査したものですか

ら。調査してないそうです。給与飼料、どんなえさをやっているのですかというような、餌のや

り方。 

〔山上技術主幹〕 

飼料につきましては、飼料の形状ということで、ペレットかクランブルか、あるいは粒粉餌か

粉餌かということで形状を尋ねていますが、今おっしゃられたような観点からですと、育成期に

フルフィリングをしているのか、あるいは定量給与ということで、実態としては飼養マニュアル、

各鶏の銘柄のマニュアルがあるのですけれども、その推奨量をきっちり与えているのかという、

その辺のところは聞いております。ただ、ＣＰ（粗たんぱく質）については、多分通常は市販の

飼料なり委託配合をやるという前提に立っておりますので、季節別あるいは週齢別に調節してい

るのかどうかというお尋ねはしているのですが、その飼料自体の粗たんぱく含量はお尋ねをして

おりません。その辺はそう厳密なものでもないと私も思っております。 
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それから、強制換羽、換羽誘導につきましては、どのぐらいの時期、何週齢ぐらいに行って、

かつ最終の淘汰日齢はどのくらいかというのをお尋ねしております。 

デビークにつきましては、実施時期とその際の切り方として、切断しているのか焼き切ってい

るのか、焼き刃に押しつけているのか、そのサイズとしてはどのぐらいとっているのかというよ

うなことをお尋ねしておりまして、それも 1回なのか 2回なのかということです。 

それから、悪癖が発生したときの措置ということで、被害鶏をどうしているか。別飼いしてい

るかあるいは淘汰しているのか、モクタールを塗布しているのかとか、それから攻撃鶏の措置と

して、その鳥を断嘴するなりあるいは別飼いするのか。それから鶏舎の照明を暗くするというよ

うなこと。その他何かあればということで、お尋ねしております。これは成鶏、育成期あるいは

成鶏期、いずれについても同じように聞いております。成鶏期につきましても、複式で飼うのが

当然ですので一応お尋ねしております。今この質問については、別項を設けてケージ飼養に関す

ること、あるいは育成、成鶏についてということでお尋ねしております。飼い方そのものともリ

ンクすることは多分可能かと思いますけれども、複数の鶏舎を使っている場合には、どれに当て

はまるのかなということは出てくると思います。ただし、今言われたようなデリークなりの方法

については、それ自体の集計はできます。ただ、余りこう言ってはいけないのですけれども、完

全な答えは得られてないというのが実態です。 

〔島田専務理事〕 

今、米田委員の方から餌のお話が出たのですが、実際には現在飼われている鶏については、ほ

とんど全部について飼養管理マニュアルがメーカーサイドから出されている関係で、ＣＰであろ

うがＭＥであろうが、それに最大限合わせる形で飼養をやっていますので、それを一刷する、要

するに 1％の誤差で競争しているような業界、さらに卵のコストについても 1 円の差で競争して

いるようなところなので、それをいじるという生産者は余りないだろうと思います。 

ただ水面下で言われる話として、餌が高いといって下げてくれと言われたら、供給サイドの方

はたんぱくを上げるために魚粉よりは血粉の方を使えればはるかに上がるわけですから、もしく

はフェザーミール使うと、極論ですがそういう手法になってしまうので、そういうことの関係で

えさ成分をいじくるという形の生産者は業界の中では余りいないというふうに理解しています。 

〔山本座長〕 

ありがとうございました。米田委員からの質問についてのお答えをいただきました。それで、

何か調べろとか何かあるのでしょうか。 

それでは、各委員からアンケートの集計、分析についてのご要望を承りまして、事務局の方か

らも可能な限り、制約がある中でも要望にこたえた集計・分析を行っていきたいということです

ので、ご理解のほどよろしく。最後に事務局から何かありますか。 

〔事務局〕 

座長のご説明のように、全員が全項目に答えてない関係もあり、集計上、母数が 300 のものも

あれば 100 ぐらいのものもございます。制約はありますが、いろいろとできるものをやっていき

たいと思います。ご理解のほどお願いいたします。 

〔山本座長〕 

それで、議事の（1）、（2）、（3）と、今までの作業の進捗状況の説明とそれに対する要望を受け

ました。ここで休憩を挟みまして、本題である採卵鶏の飼養管理指針に盛り込むべき事項につい

て議論していただきたいということです。今 3 時 15 分なので、25 分まで休憩ということで、25
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分から再開したいと思います。よろしくお願いいたします。 

 
 
＜ 休 憩（15：15～15：25）＞ 
 
 
〔山本座長〕 
それでは、予定しておりました時間が来ましたので、分科会を再開させていただきます。 

 
（４）飼養管理指針に盛り込むべき事項について 

事務局から、資料 7「採卵鶏飼養管理指針に盛り込む事項（案）」を基に以下の説明が行われた。 

 

〔事務局〕 

資料 7ということでこの（案）は 1枚しかございません。この採卵鶏分科会、委員の先生方で

まとめていただきながら、仮称といいますか、「採卵鶏の飼養管理指針」の案をつくっていただき、

事業推進委員会に出すという予定ですが、まずは今日２回目の分科会ということで、先ほどの 3

つのいろいろな前提になるようなことを調べながら、採卵鶏飼養管理指針にどのような項目を入

れるかということで、ご参考というか、まずたたき台をお示しさせていただきました。 

第 1、第 2とございますが、第 1の「一般原則」というのは、各国でも序文とか序論とか、あ

るいは総論とか前書きがございます。当然 1つの管理指針の性格づけというのですか、どういう

ものであるかというコンセプトをそこに書き込むということで、どのような形で、誰が、何のた

めに、どのようなものをつくるかということについて、この指針の考え方を示すというので、一

般原則というものがあるかと思います。 

具体的には、今、各般のご協力のもとで、私ども事務局をさせていただいて何かつくろうとし

ているという、誰がというところになるのだと思うのですが、何のためというか、目的というこ

とにつきましても、幾つかその目的というのはあるかと思います。また、文面の部分と数値的な

部分といろいろ織り交ぜられると思いますが、そうして示されたものにつきまして、どうしたら

それが 1つの基準なのか。あと、対象になるものが実際のケージの飼い方でも、先ほどの調査に

ありましたが、ケージ飼いあるいは平飼いもいろいろございます。日本では多くの場合ケージ飼

いで、そうした状況が数値としてもありますので、そうした飼養管理の方式等についてもイメー

ジしながら、この一般原則でそういうものの性格づけをするものではないかということで書かせ

ていただきました。そういう意味では、この中身につきましても、私どもまだわかりませんが、

一応項目としてあるのではないか。 

第 2、これが主な個別項目ということで、とりあえず 5つぐらいの大きな柱をつくっておりま

す。1つ目が「鶏舎の基準」ということで、構造あるいは飼養のスペースについての基準、鶏舎

の基準。 

2 つ目が「鶏舎の環境」ということで、主なところは換気、照度、騒音、あとアンモニア等々

いろいろあるかと思いますけれども、1つの例として出させていただいています。 

3 つ目、これは餌の関係あるいは水の関係ということで、「栄養」というタイトルも仮称でござ

いますが、必要栄養量、飼料あるいは水の品質、また当然ながらこれも鶏舎の基準にも関係しま

すが、給餌の仕方あるいは 1羽 1羽の食べるスペース、並んで食べられるだけの幅とか、あるい

は給水の方法ということで、幾つぐらい何羽当たりで用意するかというような形のものが要るの
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ではないかということです。 

4 つ目は「管理方法」として、これはいろいろ多岐にわたると思いますが、1つの書き方として、

飼養者の皆さん方の鶏の観察や記録に関するもの。次は、当然清掃あるいは消毒、また鳥の取り

扱いそのもの。またちょっと欄がここでいいかどうはありますが、悪癖の防止ということで、デ

ビーク、尻つつき。5番目については、換羽誘導あるいは換羽ということであるのではないか。6

番目が、その飼養管理全般、特に種鶏ということです。7番目は衛生害虫等の駆除。これはもう

少し幅広に言えば衛生管理ということにもまたつながっていくかと思います。8番目は、そうし

たもの全体の中で、管理者みずからにアニマルウェルフェアそのものについてのトレーニングと

申しますか、習熟していただく、あるいは理解を求めるという形で、どういう形にしろ、その管

理者への教育というのですか、トレーニングというものを 1つの柱に入れております。 

5 つ目は「その他」としては、一般論として設備の点検・管理、緊急時の対応という、以上 5

つにしておりますが、あくまでも第 1で総論的なところ、また第 2は個別のところでございます

が、それぞれ事例的にもなりますが、各国の状況等も踏まえながら 1つの柱立てとしてのたたき

台ということでお示しさせていただきました。 

〔山本座長〕 

飼養指針を作成していくに当たり、まずスケルトンというか、どの事項を掲げるのかというこ

とで説明いただきました。 

これから議論に入りたいのですが、最初に、今の「指針に盛り込むべき事項」、第 1の一般原則、

第 2の採卵鶏の飼養管理について、何か項目として抜け落ちているものがないか、またこれは必

要ないのではないかというようなことからまずご意見をお聞きしたいと思います。 

その後、第 3回の分科会でいわゆるたたき台、実際に文章化したものを示してもらうことにな

ると思いますが、そのときに、こういう内容を盛り込んで欲しいといったようなご意見をお聞き

したいと思います。 

〔北池室長〕 

私の方から一言だけ。これから、この分科会でご検討していただこうとしている飼養管理指針

のイメージですが、私ども農水省で考えていることを紹介させていただいて、その中身について

も委員の先生の中でご議論いただきたいところであります。 

1 つのイメージとして考えておりますのは、アニマルウェルフェアに対応した飼養管理指針を

つくるということは、当然ながら消費者の方々が望まれる良質で安全な畜産物の提供を推進する

ということが基本にあると思っています。そういう面で、今回つくる飼養管理指針というのは、

特別の方だけが守るような指針ではなくて、我が国の養鶏をやられている方の大半というか、ほ

とんどの方が守れる、ある意味での最低限の基準のようなイメージを思っています。何か特別な

ある種のスペシャリストだけが守っているという基準をつくるということではないのではという

イメージです。 

当然この分科会で指針の取りまとめを行っていただくわけでございますが、ある意味でかなり

多くの方に守っていただける指針とするのであれば、当然ながら関係機関、行政機関、あるいは

研究機関や畜産関係のいろいろな団体、生産者等にそれを認知していただき、それに基づいた生

産をやっていただくことが必要となります。逆に言うと、そういう幅広い方々の参画というか、

協力を得たような指針にできないかなと思っております。その方法についてはいろいろ議論しな

ければいけないところですが、幅広い関係者の協力を得ながらつくれるような形ができないかな
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というのが、私どもの願いであります。 

どういうものを盛り込むかにつきましては、海外が今どんな状況にあるのかということと、先

生方にいろいろご議論をいただいている科学的な知見、あるいはそれがどのような状況になって

いるのか、さらに我が国の飼養実態がどうなっているかという、その 3つの状況を分析した上で

出てくるものだと思っています。そういう面で、飼育スペースの問題やＥＵでとられているよう

なケージの形といったことにつきましても、我が国で定める必要があるのかどうかというところ

から、十分ご議論をいただきたいと思っております。 

ただ、我が国の飼養実態を考えれば、ケージの構造についてもバタリーケージが基本になるの

ではないかと思っているところです。この指針を定める上での漠とした話になりますが、ある程

度幅広く皆さんが使える指針というのを１つ念頭に置いているということを、項目を設定する前

にご紹介させていただきます。 

〔山本座長〕 

北池室長から飼養管理指針作成に当たってのイメージというものをお話ししていただきました。

そのことも踏まえて、これからこの分科会で意見交換していきたいと思います。 

それでは最初に事務局から示していただいた採卵鶏の飼養管理指針に盛り込むべき事項という

ことで、各項目についてのご意見を承りたいと思います。 

〔佐藤委員〕 

今の北池室長の話について確認させていただきたいのですが、動物愛護管理法などの場合は、

基準をつくった際、それに基づいて基準以外に基準の解説というのをもう 1 つつくりますが、こ

の場合、その基準の解説のイメージなのか、基準のイメージなのか。 

〔北池室長〕 

基準の解説というと、どんなイメージになるのでしょうか。 

〔佐藤委員〕 

基準の解説というのは 1 冊の本ぐらいのボリュームで、私が宮崎大学にいたときに教科書とし

ても使ったのですが、指針に盛り込む事項というものがかなりの部分で網羅されていました。基

準というのは法的な拘束力があるのでしょうが、基準の解説というのはガイドラインだと思いま

す。多分、同時に出されているけれども、基準の解説はそれほどの強い拘束力のあるものではな

いと思うのですが。 

〔北池室長〕 

まずこの飼養管理指針というのは法律に基づくものではなく、皆様方にできる限り守っていた

だく指針をイメージしています。しかし、その中身について、それを本 1 冊とかという、イメー

ジではありません。 

漠とした言い方で申しわけありませんが、今、環境省で定められている飼養管理指針がござい

ますが、ああいうものよりはもっと多くいろんな項目について幅広くまとめていただくものです

が、その中身について、技術的解説を詳しく書き込むようなイメージではないと思っています。 

〔山本座長〕 

私が聞いている限りでは、今回つくる指針は強制力を持った義務付けではなく、罰則が働くよ

うなものでもない、1 つのよりどころ、鶏を飼われているところの 1 つの目標指針というような

位置づけだと聞いています。ボリュームについても北池室長の話があったように、分厚いもので

はなくて、余り薄いものでもない、多くなれば 10 ページ程度のものかなというイメージは持って
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いますが、これからまた第 3 回目でたたき台を示したときに、いろいろご意見を伺えれば幸いか

と思います。何かこの事項の中で取り上げるべき事項、これは必要ないという事項があればご意

見等お願いします。 

〔田中委員〕 

項目ということで言うと、先ほど 4 の⑦衛生害虫等の駆除のところで、もう少し広げて衛生管

理ということもと説明されておられましたが、その関連で、疾病の対策というか、疾病が発生し

たときのことですが、当然法的に決まっているような伝染病や感染症の場合は異なりますが、そ

うでなくて個体ごとに何らかのトラブルを持ったときに、それにどう対応するか。その関連で、

淘汰の基準とか淘汰の方法といった辺もいるのではないかなと思ったのですが。 

〔山本座長〕 

この中で、病気の予防なり淘汰するときの項目が抜け落ちているのではないかというご指摘を

いただいたわけです。これについて、意図的に外したわけでもないでしょうし、何か理由があっ

たのかどうか、整理上の話なのか。何かありますでしょうか。 

〔事務局〕 

あくまでたたき台ですので、先生のおっしゃる鶏の健康管理とか治療とか、あるいは淘汰、そ

うしたこともということで項目を考慮するということで結構だと思います。 

〔栗木委員〕 

今の問題ですが、私も最初のときに申し上げたかと思うのですが、自主的に経営の中でどうし

てもこれは淘汰をした方がいいという淘汰と、法律による、家伝法による強制淘汰があるわけで

すが、特に私どもとしては、最近は自主的な殺処分というのは経営上ほとんど行われないという

のが実態だと思います。 

やはり一番問題になるのは、家伝法による殺処分、というのは去年だと思いますが 600 万羽に

も及ぶ鶏を淘汰したということがあります。また、ヨーロッパでは数千万羽分の強制淘汰があっ

て社会問題にもなりました。特にアニマルウェルフェアの問題、観点からも非常に論議をされて

ヨーロッパでは反省期に入っているわけですが、日本は、まだそういう方向になってないという

ことがありますので、今回そのあたりまで突っ込んでおり込むのかどうか。私は個人的にはアニ

マルウェルフェアを考えるときには、この問題は、避けて通れないのではないかとは思っており

ます。 

〔田中委員〕 

おっしゃることはごもっともで、私も去年日本のやり方は少し考える必要があるかなと思った

のですが、法的なものに基づいてやられるものはこの基準で入れる話とは違うのではないかと思

っています。それはそれとして、ここでは個々の飼育者に対して、どういう最小限の基準で飼っ

てくださいよという中で、数少ないにしても、何らかの理由で淘汰するかどうかというときため

の基準を入れる必要があると思ったので、申し上げました。 

〔山本座長〕 

農林省の方で家畜の衛生管理指針をつくられているのですよね。その指針とこの採卵鶏の飼養

管理指針との整合性、その調整というのですか、そういう観点からもやはり一定の配慮が要るの

かなと思います。田中委員からご指摘があったように、家伝法の世界の中で、こうしなさいとや

り方を決めていますので、殺処分の仕方など、そういうものをここに挙げていいものかという話

もあると思います。 
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〔山下会長〕 

私は、衛生法規その他いろいろ、衛生だけでなくていろんな関係法令がありますが、そういう

コンプライアンスの問題は、一般原則のところにそういう法令に従って飼いましょうということ

を入れればいいのではないかなと思います。一から殺し方について書くのではなく、法令で定ま

っていることはきちんと守りなさいよとうたう方式の方がいいのかなという感じはしますが、ど

うなのでしょうか。 

〔吉村専門官〕 

お伺いしたいのは、このほかに例えば養豚とか酪農とか馬の問題とか、それぞれ分科会ができ

てそれぞれで飼養管理指針をつくるわけですが、それらを網羅したというか、総括的な親検討会

での憲法のような管理指針みたいなものができるということにはなるのですか。 

〔北池室長〕 

私どもが想定しているのは、畜種別につくるというもので、それをまとめてというのではあり

ません。要は畜種別に飼養管理形態が異なるので、それを包括すると明確ではなくなってくると

ころもあるため、私どもは畜種別につくっていこうという考え方です。ただ、一般原則の中にこ

の指針の考え方というようなところを盛り込むときに、畜種共通のイメージというのは当然ある

ものだろうと思っています。 

〔吉村専門官〕 

わかりました。そういうことであれば、今ご発言がありましたように、一般原則の中にまずコ

ンプライアンスということを述べることが必要かと思います。そうしますと、環境衛生とか食品

衛生、それから動物愛護とか、いろんな法律がありますが、そういった法律をまず守るというこ

とが大原則だということをまず一般原則で述べていただけば、殺処分のところでも、動愛法で殺

処分の方法についての基準もありますから、それを守るというのは当然の前提条件になってきま

すので、そういった方向でやっていただければと思います。 

それから、採卵鶏の飼養管理指針ということで、それの対象になるのは養鶏農家だけじゃなく、

廃鶏を処理する業者さんも含めて養鶏業といいますか、全体というふうに考えれば、養鶏場で日

常的に殺処分はやっていないけれども、殺処分についても触れるということは当然かなと私は思

います。 

〔北池室長〕 

概念整理を余り細かく言うのもどうかと思いますが、ここでは、経営管理上出てくる殺処分と

いうイメージだろうと思います。どこかほかで鶏を肉にするためという意味ではなくて、あくま

で経営管理上で必要な殺処分というイメージというふうに私は栗木先生がおっしゃられたことを

受け止めたのですが。 

〔山本座長〕 

皆さんのご意見を整理させてもらいますと、鶏を飼っていく上でいろんな事項が出てくるわけ

ですが、他の法令なり規則がカバーしている分野については、一般原則の中でその理念を書き込

んでいったらどうかと。そして飼養管理として独立しているようなもの、ウェルフェアの観点か

らとらえるものについては、その項目をここの中に起こして書き込むべきではないかというのが、

皆さんの総意かと思います。そのような形で整理させていただいていいでしょうか。 

これ 1 つを見たら全体がわかるようにすべきなので、飼養管理指針に盛り込む必要があり、一

般原則で扱うのは間違っているのではないかというご意見がなければ、そのような形で取り扱わ
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せていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

〔佐藤委員〕 

飼養管理上、生かしておいたらかなり苦痛が継続するだろうというような場合には、安楽死と

いう方法があるという安楽死の項目を盛り込むということですね。 

〔山本座長〕 

そうですね。 

〔佐藤委員〕 

豚、牛などでは、家畜共済の中で安楽死というのは認められてないと思いますが、その話とも

連動することになるので、とても大きな話になりますがそれを盛り込むということでよろしいの

ですね。 

〔山本座長〕 

そのほか、盛り込むべき事項として何かありますでしょうか。 

〔佐藤委員〕 

屋外飼育については余りここに書かれていないですが、屋外飼育もかなり気象環境がシビアで

あったり、捕食動物が来たり、あるいは寄生虫問題など、結構ウェルフェア絡みの問題がありま

す。消費者から見ると非常によさそうな飼い方に見えますが、ウェルフェアレベルということか

ら精査するといろいろな問題がありますので、その辺も盛り込む必要があるだろうと思います。 

〔山本座長〕 

佐藤委員から、いわゆる害虫というか、外敵からの保護という観点からの項目も起こすべきで

はないかというご意見をいただいたところです。 

〔佐藤委員〕 

屋外飼育の場合の問題も、1つ入れておいた方がいいのではないかということなのですが。 

〔山本座長〕 

ケージ飼い飼育だけではなくて、屋外飼育も含めて。 

〔池谷委員〕 

放し飼いのことですか。 

〔佐藤委員〕 

そうですね、そういうところで、消費者はすごくウェルフェアレベルが高そうに見ているかも

しれないのですが、結構死亡率が高かったり、捕食獣に食われたり、あるいは寄生虫感染等で死

んだり、そういうこともありますので。 

〔山下会長〕 

これはそうすると、例えば４の「管理方法」の中の③のところに、あるいは新しい項目を起こ

すとか、もしくは鶏の取り扱いの部分で触れるとか。どういうのがよろしいのでしょうか。 

〔山本座長〕 

佐藤委員からのご提言にありましたことは、新たに項目立てするのかどこかの今の項目の中に

書き込むのかというので議論しているわけですが、どこにその事項を盛り込むかというのは、事

務局にお任せする形をとらせていただき、こういう事項を盛り込むべきか、どんな内容のものを

盛り込めるかというご意見をこれからさらに聞いていきたいと思います。その中で、また項目だ

け立てろという話が出てきても結構ですが、何かあるでしょうか。 

とりあえず順番にご意見を出していただいて、それからみんなでディスカッションしたいと思
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います。どんな内容のものを飼養管理指針の中に盛り込むのか。 

第 3 回の分科会では、今日いただいた皆さんのご意見を踏まえて、先ほどたたき台のたたき台

と言っておりましたけれども、どのぐらいのボリュームかはわかりませんが、素案の案をお示し

して、また多角的に分析していただこうと。たたき台のたたき台を進めるため、今日ご意見をお

伺いしておきたいと思いますので、幅広くご意見をいただければと思います。 

今日、多角的にご意見をいただくと、事務局がそれを踏まえてたたき台のたたき台をつくるの

に非常にやりやすくなり、第 3 回目の議論がもっと突っ込んだ議論へと発展できるのではないか

と思っています。 

〔村上委員〕 

何か要望、項目を言った場合に、科学的なデータみたいなものというのは収集できるのですか。

どちらかというと、その科学的なデータの収集状況がはっきりしてきちんと裏づけのあるデータ

がないと、書いてくれという要望を出してもそれが科学的なものではなくて単に言っただけのよ

うな形になってしまうのではないかと思うのですが。 

〔北池室長〕 

確かに今先生方にお願いして科学知見を調べていただいていますが、そこは逆に言うと科学的

知見がないものは入らないということにもなりますので、項目としてこういうことを考えておく

べきではないかというようなご議論もいただいた上で、実際項目として入れるべき状況にならな

ければ抜くという方法もあるので、今日の段階では幅広くご意見をいただきたいと思っています。 

〔栗木委員〕 

ＥＵではアニマルウェルフェアがかなり厳しい、生産者にとってはかなり厳しい基準ができて、

エンリッチケージであるとか、フリーレンジフリーバーンという飼育形態に移行しています。こ

れはずっと徐々に移行してきているわけですが、問題になってきているのが、私の情報ですと技

術的にかなりレベルは上がったけれど、ケージ飼育と比べるとサルモネラの問題が再度問題にな

ってきているというふうに聞いています。サルモネラは、皆さんご存じのように鶏には直接苦痛

を伴うという感じにはならないわけですが、食品の安全というところで問題になります。こうい

う問題はどう取り扱ったらいいのか、これは新しい問題だと思うのですが、この辺のところも調

査をする必要があるのでは。外部寄生虫等の苦痛というのはすぐわかるのですが、家畜は苦痛を

伴わないが、食品安全等、生産性というところで問題になるようなものについては、どういうふ

うに考えたらいいのかなと思っています。 

〔北池室長〕 

非常に重要な問題だろうと認識しています。ヨーロッパの実態がどうなっているかということ

につきまして、私どもとしては少しアンテナ高く情報を収集したいと思っておりますし、また逆

に委員の先生方でもそういう情報があればいろいろ提供していただければありがたい。何か感覚

的なことを言って申しわけございませんが、ここは本当に重要な問題だと思っています。 

〔米田委員〕 

これを見て奇異に感じたのは、種鶏の飼養管理の部分ですが、ここは管理方法の中で 1 つ特出

しされているというところを奇妙に思っています。むしろ、これは種鶏の飼養管理ではなくて全

部に含まれているのではないかなと思っています。 

それと、鶏の取り扱いの項目で、ここにデビークとか感温とか全部入るのではないかなと思っ

ております。 
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あと飼養スペースで床の傾斜についての概念というのがほかの国で入っていますので、これは

入れるべきかと思っていますが、それもデータがないなということと、あと鶏舎の環境で照度。

今回の実態調査で照度について全く記載がなかったという話ですので、これを単に学問的なルッ

クスだけで終わらせるのかどうかというところがちょっと気になるところです。 

〔山本座長〕 

種鶏の飼養管理を項立てしていることについて何か。 

〔北池室長〕 

基本的に、成鶏の基準をベースに書いていくという形を考えていております。種鶏と成鶏との

管理方法は違うので、種鶏だけを項目としてあげたということです。当然種鶏の管理といっても

いろいろダブルところはあると思いますが、多分鶏舎の基準のところでは、種鶏と成鶏は異なる

のでそれを特出ししたということになります。 

〔山下会長〕 

国によっては、種鶏は基準から外しているというところもあるみたいなので、採卵鶏という概

念をどうとらえるかということでもあると思います。そのため、今日ご意見をいただいて判断を

させていただきたいと思っています。 

〔山本座長〕 

ポイントを簡単に言いますと、この飼養管理指針では成鶏期、卵を産むようになってからの飼

養管理指針として書きたいということで育成期は抜いてしまっている。 

〔山下会長〕 

種鶏も卵は産むのだけれども、ここで言う採卵鶏と称するかどうかということで。 

〔山本座長〕 

この項目立てたときに、では幼雛期はこのような飼い方しなさい、スペースはこれでといって、

育成期はこのような飼い方とすると、それだけで同じことの繰り返しが続いて、何か焦点がぼけ

てしまうのではないか、そういうのは避けられないかということで、成鶏期を書けば違うのは 1

羽当たりのスペースで、それ以外はあまり大した違いがなく、十分全部を網羅できるのではない

かという認識で、この項目をたてています。 

〔神谷委員〕 

成鶏だけに絞っている場合、デビークなどはどんな扱いになるのですか。 

〔北池室長〕 

1 の「鶏舎の基準」や 2 の「鶏舎の環境」などは基本的に一番多い採卵鶏の成鶏を飼うイメー

ジです。確かにおっしゃられたデビークの話もありますが、国によっては幼雛とか育雛とかいろ

んな基準を別途定めているところもあるのですが、非常にダブるので、全体として成鶏の大きさ

とか管理とか鶏舎の環境などを定めていくというイメージで書いています。 

〔栗木委員〕 

この盛り込む事項というところで、種鶏の飼養管理については考えなくていいのか、織り込ま

なくてもいいのかという程度でいいのかなと。考えてみると、採卵鶏についてというだけではま

ずいと思いますので、育成期からの採卵鶏の飼養管理について検討するというのか、指針をつく

るということだと思いますが、種鶏と採卵養鶏との管理方法は若干の違いがありますので、比較

しながら、織り込まなければいけないのか、それとも削除してもいいのかということで、最終的

に協議して決めればいいのではないかと思います。育雛育成については大きな差はないと思いま
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す。ただ最近、ファミリーケージなのか平飼いなのかという問題がありますが、ファミリーケー

ジであってもＮＨケージの延長線上ですので、そんなに問題ないのかなという感じもうけます、

検討して必要がなければ削除するということでいいのではないでしょうか。 

〔山本座長〕 

では、第 3 回の分科会でたたき台のたたき台をつくるときには、織り込んだものをつくってご

意見をいただくと、そこで判断してもらうという取り扱いにしたいと思います。 

そのほか、ケージの傾斜度は、鶏舎の構造というところに、照度も同様に盛り込んでいきたい

と思います。 

続きまして、村田委員何かご意見はございますか。 

〔村田委員〕 

織り込むべき事項というよりも、私の理解なのですが、一般原則のところで、前年度の勉強会

のときの内容の延長線上から、動物愛護イコール快適性。快適性イコール生産性というか経済性

というか、そういうところの原則があるのかどうかということが 1 つと、あと 5 つの自由という

のがありますが、あれにのっとった形で、この原則がつくられるのか。その辺お聞きしたいと思

います。 

〔山本座長〕 

一般原則のところで書き込むべき事項についてもこれから整理していくわけなのですが、動物

愛護イコール快適性、5 つの自由という観点からの位置づけについて、そういうことも踏まえて

整理していく必要があるのかなと思っています。何か、特に事務局からなければ村上委員お願い

します。 

〔村上委員〕 

特に追加する項立てはないのですが、書き方に少し要望があります。どちらかというと全体的

に構造とかそういったもので、施設の方から書かれていますが、鶏について少し考えながら書い

てもらいたい。例えば飼養スペースの場合、1 羽当たり何平米というような書き方になるかとは

思うのですが、赤玉と白玉で体重は当然違うため、大きいやつではどうなのかということや、体

重当たりでどうとかといった動物の側に少し考慮した書き方みたいなのが必要なのではないかと

感じました。 

〔山本座長〕 

1 の「鶏舎の基準」のところでいろいろ書き込まれていくのですが、鶏の品種による体重差な

ども踏まえて管理指針の内容を検討してほしいと。 

〔村上委員〕 

多分赤か白かで栄養要求量なんかも変わってくると思うので、その辺を頭に置いた分け方とい

うか、整理した書き方が必要なのではないかと思います。 

〔山本座長〕 

そうですね。私が私見を申し上げてはいけないのですが、基準を示したときに、何をもってそ

の数字が出てくるのかという裏づけのあるデータが集まるのかどうか。その辺はまた難しい点も

あるかと思いますが、ご趣旨は十分承ったので、たたき台のときの整理に盛り込めるべき点は盛

り込んでいくように事務局にお願いします。 

続きまして竹下委員何かございますか。 

〔竹下委員〕 
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先ほど北池室長が、中小を含めて大多数の方が、この指針が実行でき得るような指針をつくっ

ていきたいということと、強制力の問題で、このアニマルウェルフェアの指針については今のと

ころ強制力は持たないということもお伺いしました。私も中小の代表でこの委員として参画させ

ていただいているわけですが、飼養実態調査でもわかるように日本ではまだ中小の養鶏家の方が

非常に多く、先ほどの調査票でも、余り難しい事項は飛ばして空白にし、書けるところだけ書い

て出すというような状況の経営者の方も随分いらっしゃいます。かつ、家族労働で鶏を飼いなが

ら、そういう養鶏家は、素朴な飼い方が一般の消費者から支持されています。栗木委員がいらっ

しゃいますが、大きな養鶏家の方とまた違った意味合いで衛生面も理解をしていただいて卵を買

っていただいている。こういう養鶏家も一方でおられます。そのような中で、私としては最低限

度の指針は当然消費者の目線になり、衛生指針を含めて必要だと思っておりますが、やはり大多

数の方ができ得る指針にしていただかないと、せっかくアニマルウェルフェア等々を含めてつく

った指針でも養鶏家が実行できないようなもので、末端でなかなか実施されてない、実行されて

ないということでは我々も困るわけでございますので、ぜひ調査票の件も含めて再度検討してい

ただきたいというのが 1点。 

もう 1 つは、これはできるかどうかわかりませんが、鶏舎の構造というのは、開放、ウインド

ウレス、セミウインドウレスということで大きく大別され構造的には分かれるのですが、ケージ

仕様という部分だと、やはり直立の 7 段なり 8 段なり積まれたものと、8 寸 2 羽で 1 段のケージ

を使って飼われている場合もあります。そういう部分から考えるとケージのスペースというか、

ケージの仕様実態というものも若干入れていただいて、それが最終的にどうなるかわかりません

が、先ほど村田委員がおっしゃったように、平米数によっては、例えば 8 寸 2 羽飼いをなさって

いる方が、8 寸 2 羽飼いでは基準に少し足りない場合、間仕切りをとって鶏舎の改造をしなけれ

ばならないということも当然あるわけですので、そこら辺を踏まえてケージの実態というものも

取り入れていただいて、中小のものがこのアニマルウェルフェアの指針ができたときに実行しや

すいような状況、環境をつくっていただきたいというお願いでございます。 

〔山本座長〕 

ありがとうございました。竹下委員のご指摘も踏まえて整理していきたいと思います。 

続きまして佐藤委員、何かございますか。 

〔佐藤委員〕 

4 つあるのですが、1つは、一般原則の中にやはり 5フリーダムスという国際共通認識をぜひ入

れていただきたいということです。 

2 点目は、鶏舎の環境の中で温度だけしか書いてないのですが、熱環境ということで、やはり

湿度も考えた形にしていただきたいということ。 

3 点目は、村上委員も言っていたのですが、鶏の観察と記録というか、鶏というのはどういう

ものなのか、どれだけの栄養要求を持っているとかということを 4 章の 1 つに入れるのではなく

て、1 章立てるぐらいで、解説することが必要なのではないか。何を観察するのか、またその肉

体的な健康と精神的健康というのは鶏がどのように表現するのかというようなところを。あまり

生理的な話にすると非常に難しいので、表面的に直接見られるようなものを少し詳しく述べたら

いいのではないかと思います。 

4 点目は、鶏舎なり畜舎が火災にあったり、急激な暑熱下でヒートストレスにより大量死した

りするようなこともありますので、これは緊急時の対応になりますが、大量死が起こるような状
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況というものを避けるような緊急対応というところを含めてもらいたいと思います。 

〔山本座長〕 

確認なのですが、鶏とはそもそも何だということで 1章を立てて、解説すると。 

〔佐藤委員〕 

観察記録のところですね。健康状態というか、肉体的な健康と精神的な健康というものをどう

すれば見ることができるのかという、鶏の生理みたいなところについて少しボリュームをつけて、

1つ大きく扱ってもらえたらということです。 

〔山本座長〕 

鶏の生理、生態などを含めて、暑くなってきたら呼吸がこうなるとか、そういう一般的な。そ

ういうことがないように飼いましょうというような感じで整理して 1章立てるべきだと。 

〔佐藤委員〕 

そうですね。 

〔山本座長〕 

ヒートストレスの大量死というのは、5 の「その他」の緊急時の対応の中に盛り込ませていた

だければいいのかもしれないですね。そのほか湿度は抜けているので、湿度という形で、2の「鶏

舎の環境」も入っているがという話。ご指摘の点を踏まえながら整理していきたいと思います。 

それでは坂井委員、お願いいたします。 

〔坂井委員〕 

一般原則のところですが、私どもは獣医ですから快適性の中では、健康性というのが非常に気

になります。前回、1 回目のときに提案させていただいた「差別化養鶏」という言葉。これは動

物にやさしい飼い方というのを人が一応考えて、放し飼いだとか、中には無ワクチン、無薬だと

かいろいろ行われています。我々鶏をやっている臨床獣医としては、放し飼いで野鳥や野ネズミ

と接触するとか、そういうのも含めて、人がやさしいと思う方法がいわゆるアニマルウェルフェ

アに通ずるというのをどこかで線を引いていただきたいというのが 1つあります。 

もう 1 つは、この 4 の「管理方法」の⑦「衛生害虫等の駆除」ですが、重複するかもしれませ

んが、「衛生害虫」ということだけでなくて、「疾病及び衛生害虫」みたいにして書いていただき

たい。例えば国内で使えるワクチン、今 20 弱の病気にワクチンが適用されているのですが、採卵

鶏ではその 3 分の 2 ぐらいが普通使われています。ただ、先ほど成鶏と言いましたが、採卵鶏は

ほとんど雛のうちにワクチンを使用しますので、その辺該当するかどうか、少しご検討いただき

たいと思います。 

〔山本座長〕 

幾つかご指摘いただいたのですが、4 の⑦のところで、疾病予防の観点からの項目立てがちょ

っと希薄ではないのかというお話だと思いますが、ワクチネーションをどうせよとか、その辺の

ことも内容として盛り込むべきではないかと。 

それでは、神谷委員お願いします。 

〔神谷委員〕 

先ほどから話題に上っていますが、幅広く皆さんがなるべく守れるような基準、指針というこ

とと、竹下委員の発言にちょっと補足したいのですが、グレーゾーンに線引きをするというより

も、レッドゾーンを明確にするようなスタンスでつくってほしいと思います。例えば 2 の②「畜

舎の環境」の項で想定されますが、鶏舎内の炭酸ガスやアンモニア濃度が幾つ以上になると生産
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性が落ちるため、これは快適ではないというような場合に、10 とか 20 とか 30 どのあたりで線を

引こうかということではなく、100 とか 200 を超えるとこれは明らかに快適ではないと。飼養ス

ペースも、幾ら幾らだとどうではなく、これ以上詰め込むともう明らかに快適ではない、いわゆ

るデッドライン的なものを、必要最小限基準ということでつくっていただきたい。専門的になる

と、温熱環境では、温度、湿度に加えて、風速や体感温度ということが快適性に重要とも言えま

す。書くことは網羅的とか総括的になっていってもいいのですが、縛りを入れるポイントは、本

当に必要最低限のところでレッドゾーンだけ明らかにする。これは守らないと、むちゃな飼い方

はだめというところは紛れのないようにしていただきたいということが意見です。 

〔山本座長〕 

実はどれぐらいの 1 羽当たりのスペースにするか、照度をどれぐらいにするかというのは、で

きれば数値的基準を盛り込んでいくべきだという話をいろいろ聞くのですが、そのときに何セン

チから何千平米ですよ、何ルクスですよという形ではなく、要するに真っ暗はだめ、24 時間真っ

暗の状態で鶏を置くことはけしからん。そういう趣旨の書き方をしなさいというご意見として承

っていいですか。 

では、池谷委員何かございますか。 

〔池谷委員〕 

これはイメージの問題ですが、１「鶏舎の基準」とあるものは、「飼育方法の特徴」というよう

な格好で、例えば鶏舎構造にはウインドウレスがあり、平飼いがあり、普通の開放鶏舎があると

いうようなことで考えてよろしいのですか。 

〔山下会長〕 

これは「基準」という言葉が、このほかの項目とそぐわないので、「鶏舎」でいいのではないか

という感じもします。 

〔池谷委員〕 

それと、例えばこの内容については、日本飼養標準にかなり重複するところがあります。飼養

標準の飼養管理上の注意すべき事項という項目がありまして、その中にかなり重複する内容があ

ります。そこら辺との整合性ですが、同じようにするのか、それとも、先ほど言われたように違

ったところで、これ以上はだめだという格好の表現にするのか、そこら辺がはっきりわかればよ

ろしいかと思います。一番問題なのは、多分飼養スペースとかそこら辺のことで、具体的な数字

ができるかどうかということだと思いますが。 

〔山本座長〕 

いろいろ他に基準があるので、その整合性などを見ながら指針の内容を検討してというご指摘

は大事だと思います。 

一通り委員の皆様方から飼養管理指針の項目、そして盛り込むべき内容についてご意見を承り

ました。承った意見をもとにたたき台をつくりまして、3 回目の分科会でそれをお示しして、ご

議論願いたいと思います。よろしくお願いいたします。 

それでは、今日予定しております（1）、（2）、（3）、（4）、（5）の議事を終わりましたので、特に

何か言い忘れたこととか、ここで言っておかなければならない事項はありますか。 

〔村田委員〕 

先日、1 カ月ぐらい前に、アメリカのコンサルタントの人の講演を聞いたのですが、今アメリ

カの養鶏の卵価が非常にいいという、その一因に動物愛護のガイドラインに合致したシステムで
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やっているというのがあったのですけれども、もう 1 つ気になった点として、2008 年の 11 月か

らカリフォルニア州とコロラド州でケージ飼いを禁じるかどうかの投票をして、はっきり覚えて

いませんが、1,500 万人の人口がいたら 50～60 万人の人間が、反対だという署名を集めれば流れ

るものだと言っていました。アメリカの場合は州単位でいろいろやっているのでしょうが、なぜ

カリフォルニアとコロラドがそういう動きになっているのか。その辺の実態調査もやはりやって

いく必要があるだろうと思うし、その話が事実かどうかというのも、私は確認していません、聞

いた話だけだったので、その辺もチェックをかける必要があるのかと思います。そんな感じがし

ましたので 1つ。うちも調査をしてみますけれども、その辺よろしくお願いしたいと思います。 

〔山本座長〕 

今、諸外国での動物愛護の動きというので 1 つの例を挙げていただいたのですが、我々もでき

るだけそういう情報を集めていきたいと思います。委員の皆様も、この国ではこんな背景のもと

にこういう動きがあるという情報をまた提供願えれば、より深まった指針がつくれるのかなと思

いますので、よろしくお願いします。 

 

（５）その他 

〔山本座長〕 

きょう最後の議題のその他ですが事務局から何かありますでしょうか。 

〔事務局〕 

今後のスケジュールについてご説明させていただきます。採卵鶏分科会については、今日いた

だいたご意見をもとに指針のたたき台を作成するとともに、2 月の中旬ごろをめどに第 3 回分科

会を開催いたしまして、飼養管理指針の原案を議論するとともに、また来年度実施いたします試

行試験の方法についても議論していただきたいと考えております。 

他の分科会や推進委員会についてですが、豚分科会は、第 2回を 1月 30 日、また 3月上旬に第

3 回分科会を開催する予定です。推進委員会につきましては、採卵鶏及び豚の分科会の終了後、

第 2回の推進委員会を年度末に開催して、採卵鶏と豚の飼養管理指針の原案を議論する予定です。 

以上でございます。 

〔山本座長〕 

事務局から今後のスケジュールについて説明いただきました。 

これで議事を終了させていただきますが、今日の議事概要をまとめていただきまして、後日事

務局でホームページに掲載しますので、よろしくお願いします。 

第 3 回目の議事は、今ありましたように 2 月の中旬を予定しています。追ってまた日程、場所

が決まり次第連絡させていただきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。 

〔吉村専門官〕 

まず第 3 回の前に、会議に臨むに当たって委員あるいは関係者に議案といいますか、たたき台

ができたら事前にお示しいただいた方が、議論はスムーズにいくのではないかなという希望です。 

それから、この会は公開でやっているということでホームページにも載ったわけですが、その

反響、あるいはこの検討の進め方について一般の方から意見が寄せられているかどうか。もし寄

せられていれば、どのような意見が寄せられているかというのも委員にお示しをしていただけれ

ばありがたいと思います。 

〔山本座長〕 
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2月の中旬に第3回分科会を予定していまして、そのときにたたき台のご意見をだすのですが、

事務局で時期的に間に合うのか。濃密な意見交換をするために、あらかじめ各委員の方々に目通

ししておいてもらうと、説明についてかなり時間が省略できますので効率的な分科会にできるの

かなと思います。その辺これからスケジュールと作業の進捗状況を踏まえながら検討させていた

だきたいと思います。 

今日はお忙しいところ、ありがとうございました。 

 
５ 閉 会 


