
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 3 回採卵鶏分科会 

 

平成 20 年 3 月 13 日（木）鉄二健保会館 

 

１ 開 会（14：00） 
 
２ 挨 拶 

・開会の挨拶〔山下会長〕 

・来賓の挨拶〔北池室長〕 

 

３ 出席者紹介、配付資料の確認〔事務局〕 

 
４ 議 事 

〔山本座長〕 

本日は議事として、議事次第のとおり「諸外国の基準の基となっている採卵鶏の科学的知見」

等を用意しております。 

(1)「諸外国の基準の基となっている科学的知見について」、(2)「飼養管理実態調査の結果に

ついて」を終えてから休憩に入り、(3)以下の「飼養管理指針に盛り込む内容について」というこ

とで意見交換させていただきたいと思っております。よろしくお願いいたします。 

 

（１）諸外国の基準の基となっている科学的知見について 

事務局から、資料 3「諸外国の基準の基となっている採卵鶏の科学的知見（中問とりまとめ）」

を基に、ケージシステム、バタリーケージ・改良型ケージ・平飼いの１羽当たりの飼養面積、換羽、

悪癖防止（デビーク）について科学的知見分析グループが収集した項目諸外国の基準の基となって

いる科学的知見の説明が行われた。 
 

〔山本座長〕 

事務局から諸外国の基準の基となっている採卵鶏の科学的知見についてご説明いただきました

が、科学的知見分析グループの座長をされている田中委員が、この採卵鶏部会の委員でもありま

すので、補足していただければと思います。 

〔田中委員〕 

事務局から説明があったものは、アニマルウェルフェアを考えた時に問題になると思われる項

目で、特に補足するというほどのこともないのですが、全般的な話として、皆さんもよくご承知

のように、バタリーケージというのは衛生的で、生産面でいうと最も優れたシステムであること

は間違いないと思います。そこで群の大きさやスペースをどれだけ与えるかということが重要に

なるのですが、逆に余り広くし過ぎると敵対的な行動が多くなるという問題も報告されています。 

まず、バタリーケージは生産面で優れているが、そこには行動の制限というものがある。それ

を加味すると、やはりとまり木や巣箱のついたいわゆる改良型のケージがよいのではないか。し

かし、それだと、コストが少し上がるし、群を大きくするとかえって問題が出てくるので、余り

大型でない改良型ケージが望ましいのではないか。 
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また、平飼い、放し飼いになると、確かに行動的には充足されますが、生産面は落ちるし、や

はり衛生の問題が出てくる。あるいは敵対行動が増えたり足の問題も出てきたりするので、別の

面からウェルフェアを損なうことも考えられるので、ただ自由に放せばいいという問題ではなか

ろうというのが、これの結果からもわかると思います。 

そのあたりの兼ね合いをよく考える必要があります。 

〔山本座長〕 

ありがとうございました。とりあえず全体の説明が終わりましたので、ここで質問等を受けて

いきたいと思います。何かあれば自由にご発言お願いいたします。 

〔島田専務理事〕 

質問というわけではないのですが、資料の関係でお願いしたいのは、用語の関係です。 

デビークという表現が出てきていますが、くちばしの切断について、海外ではビークトリミン

グという用語を今みんな使い、デビークという表現をやめようという流れになっているため、日

本語の資料でデビークという用語を使うのはよくないと思っています。強制換羽についてもモル

ティング、要するに換羽という表現に変わっていますので、その辺りを考慮してもらいたい。 

〔山本座長〕 

指針作成の際は、まとめのところに用語の定義や、どういう用語を使ったというのをきっちり

していきたいと思っております。貴重なご意見ありがとうございました。 

 

（２）飼養管理実態調査の結果について 

事務局から、資料 3「採卵鶏の飼養管理実態調査の結果（中問とりまとめ）」を基に、採卵鶏の

飼養管理実態調査の説明が行われた。 
 

〔山本座長〕 

飼養管理実態調査の取りまとめ結果を報告いただきました。 

前回 2回目の分科会のときに調査した結果を、鶏舎タイプ別の開放鶏舎、ウインドウレス、平

飼い、セミウインドウレスに分けて分析して欲しい、また、飼養羽数規模別に。さらに、死亡率

と産卵率を加えた要素でいろんな項目を分析して欲しいという議論がありましたが、それを踏ま

えて整理してもらっています。取りまとめ結果についてご意見、ご質問はありますでしょうか。 

〔佐藤委員〕 

ウインドウレスとセミウインドウレスの違いというのは。 

〔山本座長〕 

アンケート調査にご協力いただいた日本養鶏協会の山上技術主幹、お願いいたします。 

〔山上技術主幹〕 

ご承知のとおり、ウインドウレス鶏舎ですと鶏舎全体を断熱資材で包み込んで、換気は強制換

気ということになります。 

セミウインドウレス鶏舎については、幾つかのタイプがあると思いますが、私が承知している

限りでは建物の半分、その鶏舎では下半分がカーテン式になっていて、その他の部分をガルバで

囲っているというものでした。通常、カーテンは下げていますが、何か必要があるときには上げ

られるいわゆるカーテン方式がセミウインドウレスです。基本的に全部締め切っているというこ

とになると、光線管理はウインドウレスとセミウインドウレス変わらず、断熱資材の使い方の違
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いによって温度環境等が若干異なるということになるかと思います。 

〔山本座長〕 

開放鶏舎、セミウインドウレス、ウインドウレスで分けていますが、例えば、この調査の全体

羽数のうち、開放鶏舎で飼われている鶏は何％、セミウインドウレスが何％というのは、どこか

で出てくるのでしょうか。 

〔事務局〕 

今回出しておりませんが、羽数割合は出ます。 

〔山本座長〕 

鶏舎の構造の１）鶏舎タイプというところを見ると、開放鶏舎がこの調査では圧倒的なウエー

トを占めているのですが、羽数的に見た場合、セミウインドウレスなりウインドウレスタイプが

増えていると理解させてもらっていいのでしょうか。 

〔山上技術主幹〕 

基本的に小さい農家は開放鶏舎、非常に大きな鶏舎だとウインドウレス鶏舎になりますので飼

養羽数規模が全く違います。 

〔事務局〕 

全体調査件数 600 件のうち開放鶏舎は 415 件、ウインドウレスは 122 件、セミウインドウレス

は 63 件、飼養羽数の平均が開放鶏舎は 5万羽、ウインドウレスは 20 万羽、セミウインドウレス

は 11 万羽なので、全体飼養羽数でみると開放鶏舎は約 2,100 万羽、ウインドウレスは約 2,400

万羽、セミウインドウレスは約 693 万羽です。 

〔山本座長〕 

そういう意味では、開放鶏舎タイプのところで飼われている農家は中小規模の農家が多くて、

セミウインドウレスなりウインドウレスになってくると大規模でかなりの羽数飼っておられると

とっていいのでしょうか。 

〔山上技術主幹〕 

大ざっぱにはそういうことです。 

〔田中委員〕 

まとめ方ですが、幾つかのグラフは少しまとめ方を変えていただいた方がわかりやすいかと。 

例えば、３．ケージ構造の１）ケージの高さの(1)鶏舎タイプ別というのがありますが、凡例に

色違いで、全体、開放鶏舎などがあって、下に 30、35、40 とありますが、それを逆にして、例え

ば全体としては 30 以下がどれだけで、35 以下がどれだけというのがわかるような、グラフにし

ていただければわかりやすいかなという気がします。 

〔山本座長〕 

まとめ方にいろいろ工夫を凝らしてもらい、もう少しわかりやすい図表が載せられるよう、事

務局の方で検討してもらいます。 

〔米田委員〕 

1 ケージ当たりの収容羽数のところを見ると、農家数では 7.5 寸とか 8 寸で 2 羽飼いしている

農家が多いのかなと。ただ羽数で見ると、群飼ケージで 5～6羽飼いしているのが多いのかなとい

う理解でよろしいのでしょうか。 

〔小堤参与〕 

それよりも、鶏舎タイプというか、開放鶏舎がケージで 2羽飼いが多く、ウインドウレスにな
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ると 5～6羽飼いが全体の 70％、セミウインドウレスがその中間の 3～4羽が多いですよというふ

うに見ていただければよろしいかと思います。 

グラフなのでわかりにくいですが、数字でみるとそういう傾向が示されています。 

〔山本座長〕 

私がやるわけではないので恐縮ですが、やはり管理指針をつくるときには、できるだけ農家の

方々が守りやすいという視点からも指針をつくっていく必要があるでしょうから、実態をしっか

り押さえておく必要があると思います。そうすると、わかりやすい形で整理してもらうというの

が必要かなと思います。大変でしょうけれどもよろしくお願いします。 

〔竹下委員〕 

生産者としては、意外にアメリカ等の今後のアニマルウェルフェアの飼養基準の指針と比べて、

その中間もしくは中間以上のデータが出ているという状況が結果としてあると思っています。 

表題に中間取りまとめと書いてありますが、今後の最終の取りまとめの方向についてお尋ねし

たいと思います。 

〔山本座長〕 

資料 4の（中間とりまとめ）と書かれていますが、この（中間とりまとめ）と入れた趣旨につ

いてご説明下さい。 

〔小堤参与〕 

私の方からお答えします。時間があまりなかったという関係もあり、現実の数値を、1 ケージ

に何羽入っていたということを示していますが、産卵率、死亡率等も同時にクロス集計している

ので、今度はある面積をクロス集計した中で、平均とＳＤ等をとり、優位差があるかないかとか、

そういうことを精査して報告書をつくっていきたいと考えております。 

〔山本座長〕 

事務局の方から、これをさらに分析して、最終的にはまとめたいということです。 

〔島田専務理事〕 

アンケートデータの読み方の話でお願いしておきたいのですが、切り口というか見方の議論だ

と思いますが、例えば。とりあえずここではデビークと書いてありますからそう言いますが、デ

ビークをやっているかやっていないかという話のときに、大雛導入をやっている場合に既にデビ

ークを終えて導入しているので、雛がデビークされていても、ほとんどはないというところに回

答してしまう。そういう点について考慮しておいた方がいいだろうというのが１つ。 

あと換羽の実施の話で、実施するとしないで死亡率とクロス集計していますが、換羽を 1回や

っている人と 2回やっている人がいる。そうすると、通常、換羽しない人は飼育期間が短いわけ

です。そのために生存率が高いわけです。1 回のところは当然、換羽しないよりも死亡率が上が

ってくる、2 回やればもっと上がってくる。つまり、換羽の回数によってストレスがかかるとい

うことのほかに、飼養期間が数カ月単位で異なるわけですから、その関係で死亡率が上がってし

まうという見方もあるということも考えていただきたい。 

鶏舎の構造によっての坪当たり羽数のところの見方なのですが、これは当然ウインドウレスの

ところが一番高い数字が出ると思いますが、ウインドウレス鶏舎ではケージの段数が 4段、6段、

8段といろいろあり、最近は12段ケージまであります。そうすると坪当たりの羽数を見るときに、

何段のケージの場合に坪当たり羽数はどうだという見方もされておいてもいいのではないかと思

います。 
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〔山本座長〕 

調査をお願いした日本養鶏協会の島田専務から、分析に当たって留意すべき事項をご指摘いた

だきました。確かに換羽をやったときの生存率なども、例えば飼育月齢がどれぐらいだったのか

とか、他の要因で影響を与えていることもあるので、素直に数字だけを読むと誤解を与えてしま

う恐れがあるため、分析されるときには、いろいろと多方面から有識者のご意見も聞きながら、

まとめていく必要があるかと思います。 

それでは 3時ですので、休憩に入りたいと思います。3時 10 分から再開させていただきます。 

 
＜ 休 憩（15：00～15：10）＞ 
 
〔山本座長〕 
予定しておりました３時 10 分になりましたので、これから会議を再開させていただきます。 

〔村田委員〕 

すみません、質問よろしいでしょうか。 

〔山本座長〕 
どうぞ、村田委員。 

〔村田委員〕 

さっきのアンケート調査の結果について 1つ。1万羽以下、1～5万羽、5～10 万羽、10 万羽以

上に分かれていますね。この区分で飼養形態が開放鶏舎、セミウインドウレス、ウインドウレス

のパーセンテージの表をぜひ 1つ加えてもらいたいと思います。 

例えば 10 万羽以上の生産者というのは全国で 360 社ぐらいあるのですが、飼養羽数は全体の 6

割ぐらいを占めているので、ウインドウレスがどれぐらいあるのか、開放鶏舎がどれぐらいある

のか、この辺がはっきり出ていないと、全体の構造が見えないと思います。 

〔山本座長〕 
そうですね。全体の日本の養鶏の構図を見るためにも、分析の方をしっかりやっていきたいと

思います。 

〔佐藤委員〕 

1 つ確認させてもらいたいのですけが、先ほどデビークの件で実施しないというところの中に、

孵化業者がもう既にやっているところは実施しないという回答をしているという可能性があると

いうことでよろしいのですよね。 

〔山上技術主幹〕 

その質問を設けなかったので申しわけないですが、大雛導入については当然実施していると思

います。 

〔山本座長〕 
議事が終わった後で全体に関する質問の時間をとりたいと思いますので、飼養管理実態調査に

ついてはここで終わります。 

 

（３）飼養管理指針に盛り込む内容について 

〔山本座長〕 

（3）の「飼養管理指針に盛り込む内容について」ということで、農水省の北池室長にご説明い

ただきます。よろしく説明をお願いいたします。 
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〔北池室長〕 

飼養管理指針に盛り込む事項ということで、ご説明をさせていただきます。 

資料 5と 6をあけていただけますでしょうか。資料 6に「飼養管理指針に盛り込む事項（案）」

と書いてございますが、これについては前回の 2回目で項目についてご議論いただいたものを整

理させていただいた案になります。 

今回は項目ごとにどういう内容を入れ込んでいけばいいのかということについてご議論してい

ただければと思っています。 

前回の議論の中で、この指針がどういう位置付けかというのが不明確であるとのご指摘、ご質

問をいただきました。共通の認識をベースにしてお考えいただかなければ、なかなか盛り込む内

容についても議論が進まないと感じましたので、今回は指針のイメージについてご説明させてい

ただきます。 

「指針の目的」ですが、これについてはこの会議を始めるときからやっているところで、国際

的な動きに対応した飼養管理を進めるためにこの指針をつくるわけですが、私どもとしては、指

針をつくる中で、ここの①～⑤に書いてあることについて、十分留意していくべきだろうと考え

ています。①として、安全な畜産物を安定的にかつ安価に供給するという大命題については、そ

れを十分達成するということを考えていくべきだろうと思っております。②として、我が国特有

あるいは固有の食文化、あるいは国民の方々のニーズがあるので、当然それに沿った畜産物生産

が継続できるということは十分考慮していく必要があると思っております。③として、アニマル

ウェルフェアについては、適切な家畜の飼養管理を進めることによって、当然ながら家畜の健康

あるいは家畜の持っている機能を一層発揮していただくという面も十分考えていかなければなら

ないし、④として、この会議の中でもご指摘いただいています国際的な概念である「5つの自由」

を考慮したものを検討していくべきであろうと思っております。また、⑤として、我が国におい

てはアニマルウェルフェアヘの意識というのが、消費者、あるいは生産者の方々もなかなか意識

が高いという状況にはないと思っておりますので、そういう面で両方の方々に対するアニマルウ

ェルフェアの意識、正確なるアニマルウェルフェアということを伝えていく面も考慮する必要が

あると考えております。目的については以前から説明をさせていただいているところですがそう

考えております。 

特に前回、ご関心のありました「指針の位置付け」ですが、1 つは今回の指針というのは、動

愛法による基準、あるいは家伝法に基づく基準といった法律に基づく基準を遵守した上でさらに

取り組んでいくもの、それをベースにして取り組んでいくものであろうという考え方です。 

それから、アニマルウェルフェアに対応した飼養管理指針を行うためのガイドラインというの

は 1つの助言的なもので、考え方としては、会議でも何回かお話しさせていただきましたが、確

保するため最低限守るべき水準のものを考えてはどうかと思っております。これは、ここには書

いてございませんが、別途高い水準のアニマルウェルフェアを求められる方に関しましては、こ

れをベースに、特別に取り組まれるということで、別途作成していただくべきと考えております。 

また、今後の話になりますが、可能であればこういう指針の実効性を高めるため、生産者団体

の方々が自主的に基準を作成して、それに基づき実行していただくことで、我が国のアニマルウ

ェルフェアを進める推進力にならないかということも考えております。行政サイドとしても、こ

の指針については関係各県あるいは関係機関に積極的に伝達し、その普及を図っていきたいと考

えているところでございます。 
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作成主体等については、この指針というのはあくまでもここに設置されております検討会がつ

くられたという位置付けでございます。 

また、引き続き科学的知見の検討もいろいろ行われているので、当然ながら新たな科学的知見

の判明がある。あるいは、国際的な基準の策定など、状況変化に応じて随時適切に見直していく

べきものだろうと思っております。そのため、今回の指針は作成時点での科学的知見、あるいは

国際的な基準の動向等も踏まえてつくるというイメージでございます。 

「指針の適用範囲」については、基本的に業としてやっておられる方を対象とし、あくまでも

飼養管理に関する指針で、農場内で行われることに限定して指針をつくっていきたいと考えおり

ます。 

従来この会議の中で何回かご説明させていただいていますが、今回、ご検討いただきつくって

いただく指針については、こういうことをイメージしております。私どもとしては、こういう指

針として、盛り込むべき項目につきましてさらなるご検討をいただきたいという考え方でござい

ます。 

引き続きご説明をさせていただきますが、「飼養管理指針に盛り込む事項（案）」という項目

がありますが、別途資料 5は、今回の議論の参考に、諸外国がガイドラインにどういうことを盛

り込んでいるかということを簡単に整理したものになります。 

1 枚目には、「序文」、「緒言・はじめに」と書いてございますが、ＥＵ、米国、豪州、カナ

ダについて、各国ごとに、ガイドラインの序文ではこういうことを書いてある、緒言ではこうい

うことを書いてあるということを一覧で示したものです。中身については、先ほどご説明しまし

た目的、位置付け、作成者、扱い、対象、考え方というようなことが序文か緒言のどちらかに振

り分けられて書かれているというようなイメージですので、これはご参考にしていただければと

思います。ですから、私どももこのガイドラインをつくるに当たり、今のような内容を序文か緒

言に書くのですが、ガイドラインの基準の中に入れるのか外に入れるのかについては、別途検討

の中で整理していくものと考えております。 

次のページには、具体的に先ほどの飼養管理項目ごとに、諸外国ではこういうこと決めている

というのを整理したものです。1 番目の鶏舎のところを見ていただきまして、構造と飼養スペー

スをそれぞれガイドラインの項目にしてはというご議論をいただいておりますが、構造について

どういうものを定めているかといいますと、諸外国、ＥＵ、米国、豪州、カナダを見ていただく

と、例えば構造の中でバタリーケージ方式、改良型バタリーケージとか、平飼いとか屋外放飼と

かいう項目に分けた上に、バタリーケージではＥＵではケージの高さ、床の構造、傾斜度、開口

部の大きさ、ケージの配置等を入れてあります。 

同じようなものを米国で見ますと、ケージの高さと傾斜、それから配置の仕方。 

豪州でも、同じように、ＥＵに近い形ですが、高さ、床構造、傾斜度、スラット幅等の項目を

入れ込んでいます。 

カナダでは、同じように高さ、奥行きというような、細かく全部は説明しませんが、そういう

ものを定めております。 

また、改良型バタリーケージについては、現在のところＥＵだけが定めており、米国、豪州、

カナダについては定めていない。 

屋内平飼いや屋外放飼いについても、米国は、基本的にバタリーケージ方式だけを定めており、

それ以外の方式は定めていないというような状況です。 
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飼養スペースについては、各国ともバタリーケージ方式で見ると、1 羽当たりの床面積という

ものを数値で盛り込んでいます。ＥＵについては何平米以上ということですが、米国に関しては、

一定の範囲で示す、これぐらいの範囲という話ですし、豪州を見ると、体重とかケージの収容羽

数別に細かく区切って提示するというような形になります。 

今ご説明しました鶏舎の構造、飼養スペースについても、国によってどういう方式を定めてい

るのかというところも違いますし、飼養スペース等の考え方についても、幅で定めていたり、大

きさ、体重、収容羽数によってきめ細かく定めていたりというような国があるということで、そ

こは各国の状況、情勢によって大分異なっているという状況になります。 

一番下は、熱環境ですが、鶏舎の環境の関係になります。これについて、まず 1つは熱環境と

して温度・湿度というのがありますが、ＥＵについては、特段定めておりません。米国では、鶏

が正常な体温を保てるというようなことを定めていますが、カナダでは温度をステージ別に幾ら

ぐらいの温度という形で具体的に定めている国もあるという状況になります。 

ざっと全体をご説明させていただきますが、次が換気の関係です。ＥＵは換気に関しては特段

定めていません。ただ、米国は、アンモニア濃度に対する基準を持っている。豪州、カナダにつ

いても一定アンモニア濃度等に対する指針を持っておりますし、湿度に関する基準というような

ものも定めている国もあります。 

その下が照度、明るさですが、これについても各国いろいろな定め方をしております。ＥＵの

場合は、周囲を視覚的に探り、通常の活動が可能な明るさである。アメリカの場合は、すべての

鶏を観察できる程度の明るさ。豪州の場合は、照度、照明時間ということで具体的な数字を出し

ているようなところもあるという形で、これも国によって差があります。 

騒音については、基本的に音量を最小限に保つ、あるいは強い振動、それは当然鶏にとってい

い話ではないわけですが、そういう意味ではそういうものを回避するというようなものを定めて

おります。 

3 番目が栄養の関係ですが、栄養については、ＥＵはちょっと明確ではございませんけれども、

アメリカ、豪州、カナダについては当然ながら、栄養のある新鮮な飼料給与は当然必要ですと。

水についても、新鮮な水を与えるべきですし、適切な飼料を給与すべきであるというようなこと

を盛り込んでおります。当然、鶏の健康状態を考えれば、適切な栄養量を与え、適切な品質の飼

料・水を与えるということの記述をしてあります。 

給餌・給水方法については、鶏舎構造と同じように、バタリーケージとか改良型ケージという

ような区分をしながら、1 羽当たりの給餌スペース、どの程度の大きさが必要かというものを盛

り込んでいます。それはＥＵも入れていますし、豪州、カナダも入れています。アメリカあたり

は、すべての鶏が同時に摂取できるといったような定性的な表現を使っておりますが、基本的な

考え方として、すべての鶏が適切に食べられるものを必要とするというような決め方です。 

次のページには、同じように給水があります。この考え方も同じですが、常に鶏が適切に水を

給水できるという形の考え方によって、1羽当たりの給水スペースを決めている国がありますし、

豪州のようにすべての鶏が水にアクセスできる、毎日最低 1回チェックしましょうというような

観察的な意味を入れているところもあります。ここについては、先ほどのケージ構造と同じです

が、国によって少し決め方について差があるという状況になります。 

最後が管理方法ですが、鶏の観察記録については、基本的に例えばこれはＥＵ、アメリカ、豪

州もカナダも同じですが、観察の回数、どれぐらいやるのだということ。カナダではさらに熟練
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した人が実施すべき。あるいは鶏舎設備につきましても、容易に観察ができるというような形で

した。それからアメリカとＥＵはないですが、観察の結果記録を残していくというような考え方。 

鶏舎等の清掃・消毒については、ここに書いてありますように、もうこれは基本であって、当

然鶏のことを考えれば適切にやること。必要に応じて鶏糞を除去し、毎日やるのだというような

ことを、定性的な表現でございますけれども、載せてあります。 

それからこれはＥＵの中の英国などは、鶏の取り扱いということで、馴致とかそういうものを

入れているところもございます。 

それから④のところですが、先ほども実態調査でありましたが、悪癖として羽つつき、デビー

クという表現はあれですが、これについてはその国によって、以前にもご紹介しましたが、その

国によってこういうやり方でやりましょう、あるいはこういう場合以外はやらない方がいいです

よというような規定をおいているというのが状況でございます。中身については、非常に詳しく

書いているというのが状況でございます。 

その次のページは、同じように換羽の関係ですが、ＥＵに関しまは特段定めておりません。そ

れ以外の国については、先ほども説明がありましたが、こういう形でそれぞれ定めております。 

⑥が疾病、事故に伴う殺処分の関係です。こういうところはＥＵは余り出ていないのですが、

アメリカに関しては安楽死や鶏のことを考えて人道的に不治の病とか障害を受けたものについて

は一定の殺処分を考えるべきだという形になります。 

⑧衛生害虫等の駆除については、当然ながら鶏への影響を考えて、ＥＵでは定めていませんが、

ほかの国ではこういう他の動物の保護観点からいろいろなことを入れてあります。 

⑨管理者のアニマルウェルフェアトレーニングということで、当然ながら詳しく適切な訓練を

受けると書いているところもございますし、アメリカではビデオを作製する、カナダにおかれま

してはその内容も触れている。 

５番目が設備の点検・管理、緊急時の対応ということですが、当然ながら、こういう機械施設

が動いており、それがとまらないということを基本内容に、毎日点検し問題ないようにしておく

べきだということと、例えば緊急時、何か事故でそれが動かなくなるということについては、鶏

に対する影響を考えて緊急時のバックアップシステム、あるいは警報システムについて諸外国が

盛り込んでいるという状況でいす。 

ざっとした説明でございますが、今ご説明いたしましたように、諸外国を見ると盛り込んでい

る内容は、多少国によって差がある状況です。また、盛り込んでいる項目についても差がある状

況です。そういうことを少しご参考にしていただいて、我が国の飼養管理指針、先ほどの項目ご

ざいますけれども、項目の下にどういうことを盛り込んではということについて、委員の先生方

から意見、ご議論をいただければと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。 

〔山本座長〕 

ありがとうございました。最初の一般原則については、室長からご説明がありましたように、

こういう方向で畜産技術協会の設置したこの検討会、この分科会で素案をつくって欲しい。こう

いうイメージ、考え方でつくっていただきたいということで示していただいたわけでございます。

そして次の各論、外国の採卵鶏の飼養管理については、諸外国の規定ぶりについて説明いただき

ました。 

これから議論に入りたいと思いますが、最初の一般原則、これについて若干議論していただ

きたいと思います。こんな視点も入れたらいいのではないかなど、ご意見をいただきたいと思
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います。 

〔米田委員〕 

前回のときに初めて聞いたのが、この指針の対象は成鶏を対象にするということ、前々回はそ

ういう話を聞いていなかったのでちょっと驚いたのですが、今回見てみると、「育成から成鶏」

と、また表現が変わっておりますが、それはどういう意味なのですか。 

一般原則の話は、対象を何に決めるのかというところが非常に重要なので、本来的には種鶏の

話も入っているので、種鶏は対象とすべきではないかと思っています。ほかの国を見ても、英国

だと採卵鶏の雌、それからアメリカでも、これは書いていませんけれども採卵鶏の雌です、とい

うことで、種鶏まで含めているのは豪州、カナダだけだと理解しているのですが、まず大前提と

して対象家畜を何にするのかというところを決めてほしいのです。そうしないと議論が進まない

ものですから。 

〔山本座長〕 

今、米田委員の方から、具体的に各論を考えるに先立って、まず対象の範囲をはっきりしてほ

しいと。この前も議論がありましたように、幼雛、育成期も取り込むのかという話や種鶏はどう

するのかという話もありました。幼雛、育成期については、同じような基準がだらだらと並ぶと

非常に冗長な管理指針になるのではないか。採卵期の指針を示すことによって全体をカバーでき

るのではないかということで、整理させていただいたかと記憶しています。 

種鶏については、前回の議論では、種鶏の書き方は特別のものだと。採卵期で書いたとしても、

例えば種鶏の場合だと平飼いという飼い方がかなり一般化していますので、そういう観点から書

き込まなければならないのではないか。種鶏という項目が別に要るのではないかという整理をし

たと思っています。基本的には、採卵期における飼養管理ということで、そういう種鶏の特殊な

部分は別に取り上げて書くべきではないのかという形で整理しました。 

採卵期に絞り込みをしたという形で前回は議論をしていたと思うのですが、どうでしょうか。

これについてさらなるご意見は。 

〔山下会長〕 

育種から成鶏だけに限定するのか、そこら辺は。 

〔村田委員〕 

種鶏の飼養管理形態というのは平飼いが圧倒的に多いのですが、最近の傾向としては種鶏のケ

ージ飼いというのが結構ふえてきています。そういう点から考えると、ケージ飼育の問題という

ことがアニマルウェルフェアの問題点の 1つになってくるとした場合、その辺もクリアできるよ

うな指針というのが必要なようにも思います。 

ただ、1 羽当たりのスペースは、多分、採卵鶏よりもかなり広い状況で、雄と雌を入れて交尾

させる関係もあるので、スペース的には広いと思いますが。 

〔山本座長〕 

第 2の採卵鶏の飼養管理のところで種鶏という形で考慮しながら掲載して、一般の採卵鶏の中

で書き込めばそれで済むではないかということですか。 

〔村田委員〕 

それに包含されるかもしれない。 

〔山本座長〕 

包含されると。次の採卵鶏の飼養管理の具体論でさらに議論しようと思っています。それで最
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初の幼雛、育成期はもう対象にしない。 

採卵期、成鶏期を対象において、第 2以下の採卵鶏の飼養管理をつくっていくということにつ

いて、そういう整理でご意見ないでしょうか。いいでしょうか。 

〔山下会長〕 

デビークの話などは育成段階でしょう。 

〔山本座長〕 

前回、デビークとかそういうものは育成段階であるという議論がありましたが、その特殊な事

柄については、別途取り上げようと。ただ全般的に餌のスペースや環境をどうするかとか、そう

いう全体をカバーするようなものは採卵期だけに絞り込む。 

特殊なデビーク、表現を定義する必要がありますが、特殊なものだけはやはりウェルフェア上

重要なので、第 2以下の採卵鶏の飼養管理で書き込む。前回はそういう整理だったと思うのです

が、それでよろしいでしょうか。これを確認したいと思います。 

そういうことで、第 3回分科会では整理をさせていただきます。またこれから最終的に指針が

出るまでに議論をさせていただければと思います。 

〔山本座長〕 

それで一般原則について、こういう観点から配慮すべきではないかというご意見があれば。 

〔佐藤委員〕 

一般原則についてですが、最低限守るべきというところに限定するということなのですが、そ

の部分をはっきり、何が最低限なのかというところをはっきり書いた方がいいのではないかと思

います。国際的な共通認識となっている 5フリーダムスの中の 3つ「餌の問題」、「物理環境の問

題」、「怪我・病気の問題」は畜産とあまり齟齬がなく、これが多分最低限なのだろうと思います。

これは実態調査の中でも、畜産と余り齟齬がないというような感じが読み取れました。 

痛みとかそういう苦痛の排除という部分、これは少しリコメンデーションというか、努力目標

というか、手技の改善ということでやっていく部分かと思います。 

そしてもう 1つ、アニマルウェルフェアの一番の真骨頂というか、一番ポイントのところは正

常行動の発現ということなのですが、この正常行動の発現ができるようなシステムというのは日

本ではほとんど検討されてきていません。これは極めてチャレンジの部分であり、提案されてい

るのもＥＵだけ、ヨーロッパだけです。そのシステム自体もまだ完成されたものではありません

ので、その辺はチャレンジの部分として今後検討する部分だろうと思います。そういうふうにき

ちっと分けた方が、私はわかりやすいのではないかと思います。 

〔山本座長〕 

どうもありがとうございました。最低限守るべき部分をはっきりさせて、仕分けしながら書く

べきではないかというご意見をいただきました。それでは、一般原則についてはもう一度議論し

たいと思いますが、栗木委員が 4時に退席されるため先に進ませていただきます。 

次、第 2の採卵鶏の飼養管理ということで、先ほど北池室長の方から諸外国の規定ぶりなり考

え方を説明いただきまた。我々もそういうものも参考に、横に見ながらつくっていくということ

で、案として項目を示させてもらっています。 

1 の鶏舎、2 の鶏舎の環境、3 の栄養、4 の管理方法、5 のその他という形で以下ずっとその中

でどういうものを盛り込むかという項目立てしております。 

この項目立てから、実際に指針をつくっていく上で何を盛り込むべきかという具体的な話を検
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討、意見交換させてもらいたいと思います。1、2、3、4、5とあるのですが、1の鶏舎では何を書

くべきか、2の鶏舎の環境では何を書くべきか、3の栄養では何を書くべきかと、全体でやると議

論がぐちゃぐちゃっとして焦点がぼけてしまうので順次この 1、2、3、4、5に分けて、個別に切

って議論させていただきます。 

それでは、まず栗木委員から、4時に退席されると言っておられたので、1から全般にわたって

結構ですので何か意見を聞かせていただければと思います。 

〔栗木委員〕 

では、申し訳ありませんが、先に。この項目はきれいにまとめていただいていると思うのです

が、例えば鶏舎の環境と、①番の鶏舎の構造と両方に関係するのかなという気がするのですが、

熱環境、温度、湿度というので、鶏が凍死するということは最近構造上も環境上も問題はほとん

どないと思うのですが、非常に暑い夏があり、地域的によっては 40℃を超えるような、環境の中

で、鶏の熱射病というのが最近クローズアップされてきています。それから守るような鶏舎構造

や鶏舎環境をどうつくるのかということが、非常に重要な問題ではないかという気がしますので、

この辺を何か盛り込んでいったらどうかと思います。 

〔山本座長〕 

ありがとうございました。時間の許す限りよろしくお願いいたします。 

それでは、これから採卵鶏の飼養管理という形で議論に入らせていただきます。 

最初の第 2の採卵鶏の飼養管理の 1の鶏舎というところから意見交換させていただきます。こ

の鶏舎の中で、①は構造、②は飼養スペースという項目を掲げておりますが、その中でどういう

ことを盛り込んでいけばいいかということについて意見交換させていただきます。 

〔村田委員〕 

鶏舎構造に入ると思うのですが、鶏糞の関係で、平飼い、開放鶏舎の場合は鶏糞をためておい

てオールアウトのときに処理するというケースもあると思いますが、形状との関係からいくと、

鶏糞処理をきちっと処理できる構造スペースというか、そういう構造体というのが必要になって

くると思うので、鶏糞との関係を少し、病気という面から考えて入れ込んだ方がいいのではない

かなという気がします。 

〔山本座長〕 

構造の部分を書くときに鶏糞の処理をどのようにするのか、外へ出すときにはどんな方法で出

すかとか、そういう観点も盛り込むべきであるということに関して。私の方から言うのも何なの

ですが、構造で言うと、先ほどの実態調査でも議論がありましたが、開放鶏舎、ウインドウレス

鶏舎、セミウインドウレス鶏舎といった違いで、どんな飼い方をするのかという話になるのかな

と思うのですけれども、この構造のところでどういうことを書き込んでいけばいいのかなと、漠

たるイメージでもいいのですけれども、どんなものなのでしょうか。 

〔田中委員〕 

鶏舎そのものの構造と、その中にあるケージなりその他のシステムの構造という 2点がありま

すが、その辺がごちゃ混ぜになると、またややこしくなると思います。 

だから、その辺をまず建物としての構造、それからケージならケージそのものの構造、あるい

は改良ケージなら改良ケージ、平飼いのときならその中の巣箱などの構造とか、そういうことだ

と思うのです。 

〔山本座長〕 
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構造面を書くときには、全体の鶏舎の構造の話とケージの構造の話と、その辺をブレイクダウ

ンすべきではないかと。 

〔北池室長〕 

諸外国は余りそこの全体の部分はありません。ウインドウレスとかセミウインドウレスとか、

そういう記述はなくて、要するにケージということに着目しているということで、外側がウイン

ドウレスだから、ウインドウレスのときのケージはこうだといった考え方ではありません。 

〔田中委員〕 

言葉として鶏舎とか構造と書いてあるのは、多分イメージはそっちだと思うのです。だからこ

そ、先ほどの質問であるように、換気だ何だと絡んできますよと、いうことだと思うのですが。 

〔北池室長〕 

これから検討していく上で、そういう面、例えばウインドウレスであればこうだとか、より細

分化したものを考えていく必要があるのかないのかについてご意見をいただきたい。 

〔栗木委員〕 

「鶏舎の構造」という一言で出ると、「環境と構造」というふうに、この 1番と 2番が関係する

ので、これをどう盛り込むかということだと思うのですが、もう 1つは 4番の管理方法のところ

で疾病とかがあります。例えば疾病とか衛生害虫等の駆除というのがあるのですが、これと鶏舎

構造や環境とが結構結びつく部分でして、環境の悪化というか、悪環境による疾病問題。それか

ら日本は高温多湿なので、寄生虫の疾病というのはかなり重要な部分ではないか。最近問題にな

っているサルモネラなんかもそういう部類に入ると思うのです。そうすると、どうしても管理方

法だけでは解決できない、その他のものが関連してくるわけです。それをどういう形に、こうい

うふうに分類して考える中で、どううまく関連させて盛り込むのかというのを工夫する必要があ

ると思います。 

〔山本座長〕 

竹下委員、どうなのでしょうね。平飼いで飼うのとウインドウレスで飼うのと、栗木委員がお

っしゃったように、換気の仕方から、衛生管理の仕方から大分変ってくるというご意見を伺いま

したが、そういう形をどう思われますか。飼養管理形態、鶏舎の構造をネグってしまって書くと、

指針としてうまく現場では使いにくいという話が出てくるのではないかという気がするのですが、

どうでしょうか。 

〔竹下委員〕 

まずは入り口論ですが、先ほどからウインドウレスとか開放鶏舎という言葉が出てくるのです

が、アメリカとかＥＵ等については開放鶏舎というのは少なく、逆にあり得ないという実態もあ

るわけです。これは開放鶏舎が一種の日本型ではないかと私ども思っておるわけです。かつ圧倒

的に床が多いわけでございまして、考え方も若干そこらあたりが違ってきているのではないかと

思っていますので、入り口論でそういう区別の仕方ときちっとしておかないとアニマルウェルフ

ェアを浸透させる意味において、養鶏家の方には浸透しにくいのではないかと思います。 

まず指針がおりてきた段階で、それはウインドウレスの大きな人がやることで我々は関係ない

というふうな見方になりがちなものですので、そこら辺は整理をしていただきたいと思います。 

〔山本座長〕 

ありがとうございます。確かにヨーロッパなどでは、開放型鶏舎というのは少ないので余り触

れていないのだと思うのですが、日本の場合はかなり、今委員がおっしゃったように、特に中小
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の形態にはかなり広範に普及した飼い方なので、書き方でどういう項立てするかちょっと難しい

ところがありますけれども、今のご意見を踏まえて掘り下げていきたいなと。事務局の方でまと

めるようにしたいと思います。 

そのほか、鶏舎の中でこの辺は配慮して指針をつくっていくべきであるというご意見があれば。 

では、また後で戻ることにしまして、2 番目の「鶏舎の環境」という項目に移ります。この鶏

舎の環境の中で盛り込むべき視点、事項について。先ほど諸外国ではアンモニア濃度というのを

書いているというご紹介もあったと思うのですが、その辺も含めてご意見をいただければと思い

ます。 

事務局が書くときの参考としていろいろ言っていただければいいと思うのですが、私から 1つ

言わせてもらうというか、はっきりした方がいいなと思うのは、例えば③で照度と書かれていま

す。例えば鶏を飼うためにやはりこれぐらいの明るさにしてほしいという照度のルクスの関係が

ありますが、そのほかに 1日中真っ暗な部屋に置いておいたらいけないとか、明期と暗期という、

明るさの時間帯についてどうするのかとか、そういうことを書き込む必要があるのかどうか。諸

外国のものを見ていると、国によってはそんなことを書いているところもあるのです。すべて真

っ暗な状態に、１日中真っ暗な状態に置いてはいけないと。そういう視点は盛り込む必要がある

のかないのかとか、その辺からご意見を出していただければと思います。 

〔田中委員〕 

まさに照明というふうにして、照度の問題あるいは明暗周期の問題、そういうものを両方入れ

るようにしておけばいいのではないでしょうか。 

〔山本座長〕 

この中にはそういうこと全てが入っていると。 

それでは、次の 3の「栄養」という項目の中で盛り込むべき事項について、ご意見を出してい

ただけたらと思います。 

特になければ、4の「管理方法」。①鶏の観察と記録、②鶏舎等の掃除、消毒、それからずっと

いって、⑨管理者等のアニマルウェルフェアトレーニングという柱立てをしておりますが、これ

よりも 1 つ、2 つブレイクダウンする形で、こんな事項について記述すべきだ、こういう視点か

ら指針をつくっていくべきだというご意見があれば、ここで出していただきたいと思います。 

〔佐藤委員〕 

鶏の観察と記録のところでで、これは前にも言ったのですが、すぐ見てわかるような健康チェ

ックの部分。最近ヨーロッパでも足のスコアや羽のスコア、そういう状態のスコア化というのが

やられていますので、そんなことを盛り込んだらよいのではないかと思います。 

あと、③、④、⑤のところは非常に大きな部分で、こういう手技の苦痛性みたいなものを排除

できるような、そういう方法の提示、これをきちっとやる必要があると思います。 

〔山本座長〕 

前回も佐藤委員から、①の鶏の観察と記録というところにおいて、観察というところで鶏の精

神的、肉体的な健康状態を知るためのチェックポイントなんかを書き込んでいったらどうかと。

場合によってはそれで 1章立てるべきではないかというご意見をいただいたわけです。今回は章

立てまでできてないのですが、4 の①鶏の観察と記録という項目の中で、もう少し、もっとこれ

を書くときには今のような観点で書き込みなさいよという意見をいただいたところでございます。 

それと悪癖防止とか換羽、総合的には苦痛を軽減するというような観点からいろいろ書く。必
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要があると 

先ほどの議論では、米田委員から最初の一般原則のところで⑦の種鶏の飼養管理というのを、

ここの中で種鶏に伴う独特の飼い方、産卵期における、成鶏期における独特の飼い方、ここでそ

の留意点なりを書いていこうとしているのですけれども、いかがでしょう。 

〔米田委員〕 

ほかの採卵鶏と同列の扱いでいいと思うのですが。特にここに特掲してあるのがちょっとよく

わからないなというのが正直なところです。 

〔山本座長〕 

先ほどの鶏舎のところで余り飼養スペースやケージ飼いとか平飼いとか放し飼いとかにどこま

で言及するのかという議論を十分しなかったのですが、当然②の飼養スペースのところで平飼い

のことについて書いて、そこで雄を入れるときにはこうしなさいよということを書き込んでいけ

ば、米田委員がおっしゃるように種鶏の飼養管理というのは特段ここで書く必要はないのかなと

いう話にはなるかと、整理できると思うのですが、どんなものなのでしょう。 

そんなのではだめだ、もっと種鶏には独特な飼い方があるのだから、鶏舎の構造、飼養スペー

スのところでやったって意味はないということなのでしょうか。その辺、どうでしょう。 

〔佐藤委員〕 

私は余り鶏のことに詳しくないのですが、種畜用の動物は、大体制限給餌されますよね。そう

いう特殊な飼い方が、多分この種鶏の飼育にはあるのではないでしょうか。制限給餌とか、私は

昔の知識しかないですが、とさかを切るとか、交尾のときに雌を傷つけるから蹴爪を切るとか、

そういう独特の手技があると思うのです。もし今もそういう形が行われているのであれば、その

点についての苦痛性を少し減らすなり、代替法がないのかということなどを盛り込んでもいいの

ではないかと思います。 

〔山本座長〕 

種鶏に伴う独特な飼養管理が、要するに鶏舎の構造とかそういう飼育スペースだけではなくて

ほかにあるのではないのかというご意見。最近状況どうなっているのかよくわかりませんので、

実際幾つかの種鶏農家から飼育の実態なども聞きながら、新たに盛り込むべきなのかどうか検討

させていただきたいと思います。そういう意味では、ペンディングをさせておいて、もう少し詳

しく実態を調べてみるという形にさせていただきたいと思います。 

前回、坂井委員から、⑥の疾病のところは、病気予防のためにいろいろとワクチネーションを

するとか何とかあるのではないか、そんな観点から必ずその辺を書き込むべきではないのかとい

うご指摘があったかと思うのですが。 

〔坂井委員〕 

私の場合は臨床獣医をやっておりますので、アニマルウェルフェアは快適性とか、その中の健

康性というのを非常に意識して出席させていただいております。これ見せていただくと「４ 管

理方式」の中の⑧は衛生害虫だけの駆除という、日常、採卵農場を回っていると、今はご存じの

ようにインフルエンザの予防だと野鳥とかネズミとか、栗木委員が言われたようなサルモネラの

問題とか。最近は鶏舎の換気の問題で、ブロイラーはかつてそうでしたが、冬場に換気を抑える

ために大腸菌が非常に出る。採卵鶏でも最近そういう報告がたくさんあるので、そういうご提案

をさせていただいたのですが、海外のものを見ているとそういうことが一切書かれていないので、

ちょっと私の感覚と違うなと思いました。どうも快適性イコール健康性というのを非常に意識し



 15

て出席させていただいたものですから、そういう話をさせていただいたわけです。 

〔佐藤委員〕 

今の問題は、多分衛生管理基準というので別途定められているのではないかと思うのです。そ

の部分を遵守するということで、特段ここでそういうことを書く必要はないのではなかろうかと

思います。 

〔山本座長〕 

北池室長から、作成するに当たっての指針の位置付けというところで、家畜衛生飼養基準を遵

守し取り組むべきことという、そういう概念で整理されているので、その中に包含されるという

位置付けなのかなと思います。 

それでは、「5 その他」のところで、設備の点検・管理と緊急時の対応という項目立てをここ

でしておくと、アニマルウェルフェアからの観点で大体漏れなく項目をカバーできるのかなとい

うことで整理させていただいています。 

何か欠落している視点とか盛り込むべき事項があればご発言いただきたいと思います。 

〔佐藤委員〕 

先ほども一般原則のところで言いましたように、アニマルフェルフェアで一番注目されるとこ

ろは正常行動の発現ということですが、この部分は今まで日本では全く検討されてきていません。

ヨーロッパではいろんなシステムが提案され、そのシステムの経済性なども評価されているので、

それを採用しろということではないけれども、その紹介というのは、必要なのではないかと思い

ます。やはりこの部分の研究の推進ということが、私は重要なのだろうと思います。その辺、非

ケージシステムの取り組みなどを書き込んだ方がいいのではないかと思います。 

〔山本座長〕 

指針の中に、皆さんこれに基づいて飼いましょうというような観点から、他の国の取り組み例

などの紹介という意味でも、何か項目を立てるべきではないのかというご意見をいただきました。 

緊急時の対応ということで、前回佐藤委員がヒートストレスですか、暑い、熱射病、急に暑い

ときに鶏がどんな対応をするのかとか、諸外国でも緊急時の対応のことを書いている。そういう

ヒートストレス以外に緊急時というと、どういうことを想定されるのでしょう。 

まさか地震とかそういったときのことを考えて書いていると、余りにもやり過ぎだという話が

出てきます。指針で盛り込むとしたら、どういう事態まで頭に置いたらいいのでしょう。 

〔村田委員〕 

停電で換気扇がとまってしまうようなときに、非常用のバッフルみたいなのが開くという、そ

ういうのがあると緊急対応ができているということですね。あと、火事も結構多いことは多いで

すよね。 

〔山本座長〕 

暑いときというだけでなく、火事、停電に備えた対応も書くべきだと。 

それでは、1、2、3、4、5 と個別で議論していただきましたが、時間も若干余裕がありますの

で、全体をひっくるめて、採卵鶏の飼養管理について盛り込むべき事項について、順次ご意見を

お伺いしたいと思います。それでは右端からということで、池谷委員からお願いします。 

〔池谷委員〕 

うちに一般の方がお見えになったときに、飼育管理施設としてウインドウレス鶏舎といわゆる

平飼いの鶏舎があるので、どっちがいいですかと聞くと、一般の人は大体平飼いの方がいいと言
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われます。それがアニマルウェルフェアに続くというか、そういうものとは思わないのですが、

それぞれ一長一短があって、ケージ鶏舎にはこういういい点があります、ウインドウレスとでも、

いい点があります。それを説明していくと、だんだん、ああそういうものかといって納得してく

れます。ですから、それぞれの鶏舎のいいところと悪いところを、例えばアニマルウェルフェア

にとってはここにそれぞれ気をつけてほしいというようことを一言、鶏舎構造とか給餌のスペー

スとか、そういうところに入れていただくと、一般の人にも農家から説明しやすいという感じが

します。 

〔神谷委員〕 

言いっぱなしになるかもしれませんが。1 点目は照度のところで、最近は信号に代表される発

光ダイオードのＬＥＤライト、いわゆる省エネで耐久性のいい照明器具が出てきました。従来の

照明器具と比べて波長が特殊であるようです。長波長でないと産卵鶏は卵を産みませんので、ウ

ェルフェアではどうなのと。緑の波長がないと快適じゃないとか、そんなことがあるのかとか。

そんな視点で、波長のところは少し押さえておく必要があるかもしれません。今後の課題という

ことで 1つ。 

次は、騒音との関係で、花火や飛行機の騒音で産卵が低下し訴訟になったことは、これまでも

あった話のようです。この指針がお墨つきになり、賠償請求が増加するようなことが起こらない

ような配慮を検討すべきかもしれません。 

3 つ目は換羽のところなのですが、換羽という言葉自体が個人的にはどうかなと思います。休

産なのか換羽なのかということです。本来休産させることが目的であって、よく産んだ産卵鶏に

お疲れさまということで少し休んでくださいと。再開後はまたよく産むと。休みをとるというこ

とで、本当に換羽という言葉でいいのかなというのは常々疑問に思っていることです。 

〔坂井委員〕 

先ほども少しお話ししたのですが、私はかなり長い間鶏病の臨床をしていて、病気に対する考

え方というのが非常に多いので、最初の鶏舎構造、鶏舎と環境のところですが、今、集中して大

型の農場ができてきて、ウインドウレス鶏舎が割と多く、冬場に換気を抑えるといろいろな病気

が出てきます。ですから、先ほどもご意見がありましたが、環境というか、鶏舎構造によってこ

ういう欠点があるということを少し最初に提示して、それから議論を進められるとわかりやすい

のではないかと思います。 

差別化養鶏というお話を最初のときにして、言葉足らずで皆さんにご理解いただかなかったか

もしれないのですが、2 年ぐらいかけて鶏病と差別化養鶏、例えばワクチンをしない方法とか抗

生物質をやらない方法もあるのですが、もう 1つ、飼い方によっていろんな病気が出ます。 

私たちは獣医ですから、それをこういう観点で注意してほしいという話を 2年ぐらいかけて鶏

病研究会に論文を書いていました。それはいろんなご意見がありましたが、やはりベースは、こ

の飼い方ではこういう欠点がありますということがよいと皆さんの意見がありました。ですから

そんな意味で、鶏舎構造とか環境によってどんな欠点があるかというのを最初に挙げられるとご

理解いただけやすいのではないかなと思います。 

〔佐藤委員〕 

アニマルウェルフェアの意識の醸成というところです。鶏というのはどういう認知能力を持っ

てどういう状況にすればどういう複雑な社会構造を示すという、そういう情報を踏まえて動物を

ちゃんと倫理的に扱わなくてはいけないということを明記していただき、そういうことを一般の
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消費者の方に理解してもらうということが多分重要なのだと思います。その辺をご検討ください。 

〔竹下委員〕 

この指針の中の飼養管理の部分で、ウインドウレスと開放鶏舎とは随分考え方等も飼養方法も

違ってきておりますので、そこら辺は十分考慮してまとめていただきたい。 

もう 1つは、消費者の方は、今お買い上げいただいている鶏舎なり個人の方の飼い方の卵が一

番いい卵だという格好で買っていただいているという経過があります。 

特に生協さんによっては、ウインドウレスではいけないとか、1 つのルールがあります。そう

いう部分が説明なしで一気に変わると、アニマルウェルフェアとは何ぞやというように誤解され

ることにもなりますので、そこら辺については、私どもも含めて消費者の方にもきちっと説明で

きるような状況をつくる必要があるのではないかと思いますので、その辺もあわせてよろしくお

願いしたいと思います。 

また、一般原則になりますが、指針の位置付けの中で上から 3番目に「本指針を基に生産者団

体が自主的に基準を作成し、実行することを期待」となっており、これについては本日の検討会

を含めて作成されて、指針に沿って実行していくという格好になると思うのですが、ただ、生産

者団体が自主的にまた基準を作成してということと、実行することに期待という部分については、

生産者団体に下駄を預けられても、末端まで 100％、アニマルウェルフェアの指針が浸透すると

は個人的には思っていないものですから、ぜひここら辺を行政の方でどうやって下までおろすか

ということを考えていただきたいと思います。日本養鶏協会と鶏卵生産者協会の両方を兼ね合わ

せた島田専務が来ていらっしゃいますので、その中でのお考えもお聞きしたいと思います。 

最後に、本指針を都道府県、関係機関に積極的に普及啓蒙ということになっておりますが、他

国のアニマルウェルフェアの状況を踏まえていくと、若干あいまいになっているのではないかと

思う部分がございますので、そこら辺はまとまった後の議論になろうかと思いますが、またお考

えをいただきたいと思います。 

〔田中委員〕 

もうほぼ出尽くしておりますので余り言うことはないのですが、とにかく最初におっしゃって

いたように、それぞれの飼い方やシステムのそれぞれの一長一短について、例えば衛生面あるい

は経済面、食の安心・安全を追求した結果が、ある意味その 1つの代表として今のケージシステ

ムになると思います。しかし、それが行き過ぎるとこういう問題が出てくるので、またどこかで

見直そうという意見も出てくると思うのです。その辺の、特に一般原則というか頭のところに、

なぜこれを今やらなければいけないのかということが、生産者あるいは消費者の方にもわかるよ

うな言葉を入れていただきたいと思います。 

〔村上委員〕 

私はもともと筑波の畜草研というところにいて、まだ農水の機関だったころから日本飼養標準

というものをつくっています。それというのは、生産マニュアルというか、飼い方マニュアルみ

たいなもので、基本的には栄養要求量みたいなものを提示するというのが第一で、海外のＮＲＣ

とかＡＲＣとかという同様の飼養標準みたいなものというのは基本的に要求量の提示だけなので

す。飼い方みたいな部分という解説の部分というのはついてないのです。そういった面で、海外

のこういうアニマルウェルフェアのガイドラインというのはかなり細かく書かれているのだと思

っています。 

ところが日本の飼養標準というのは、そういった飼い方マニュアル的な解説事項というのをか
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なり盛り込んでいて、最近の改訂などでは、当然アニマルウェルフェアの話も出てきて、そうい

った部分も盛り込んで書こうかというようなところまで、実際には具体的に踏み込んではまだ最

新版でも書かれてないのですが、そういう部分があって、もし海外のものを参考にされてこうい

うものをつくると、似たような項目がずらっと並んだものが 2つ出てくると思うのです。 

農林水産技術会議、今はもう農研機構が発行元ということになっているので、農水省と違う機

関だから多少違っていてもいいという話になるのかもしれないのですが、どちらかというと同じ

項目を書いていてトーンが違っていると、今まで飼養標準を見ながら生産者の人が参考にされて

いたとすると、今度新しい基準が出てきて、どっちがいいのか迷ってしまうようなことが出てく

ると思います。 

私の意見としては、先ほど佐藤委員が言われたように、あくまでも日本飼養標準というのは生

産に一番いいための条件というのを書いているわけですが、それとアニマルウェルフェアの面で

いい条件というのが同じである部分が多くでてくると思うので、その部分はむしろ書かないで、

特に生産マニュアルだけではどうしてもアニマルウェルフェア的な意識が欠落しているという項

目の部分を中心に書いた方がいいように思います。そうすればバッティングの部分もなくなるの

で、飼養標準を見て今度アニマルウェルフェアのガイドラインを見て、どっちが正しいのだろう

といって迷うというようなことはなくなると思います。だから、そういった観点でこれをまとめ

てもらうようなことを考えていただければと思います。 

〔村田委員〕 

先ほど栗木委員がおっしゃった熱射病対策の問題については、日本はウインドウレスもありま

が、開放鶏舎が多いということで、竹下委員もおっしゃっていたように、それは鶏舎構造になる

と思いますが、例えばクーリングパッドをウインドウレスの場合は使うことが望ましいとか、開

放鶏舎の場合は、例えば細霧システムを取り入れることが望ましいとか、そういうところが 1つ

必要なのかなという気がします。 

あと、鶏糞の処理問題ということは、アンモニア濃度との関係もあるので、2 番の鶏舎環境の

問題になると思いますが、この辺も入れた方がいいのかなという気がしています。 

また、1番の飼養スペースに関してですが、日本の場合、10 年前は白玉鶏が 7割で赤玉とピン

ク卵合わせて 3割というような状況が、現在は白玉鶏が減って 58％です。赤玉鶏が約 30％、あと

ピンク卵がその残りという格好になってきているので、飼養スペースを白玉鶏、赤玉鶏、ピンク

卵と分けてやるのか、包括的にもう 1羽幾らというスペースにするのか、この辺も検討する課題

という気がします。 

あと、管理方法になるのか、鶏舎構造になるのか、鶏に快適性を持たせるという意味から考え

た場合には疾病を入れないということが重要になってくるので、例えば鳥インフルエンザの関係

で野鳥を入れない構造にするとか、あとサルモネラの関係だったらネズミを入れない構造にする

とかという、この辺も鶏にとっての快適性から見たら必要なように思いますので、その辺も検討

課題というような気がします。 

〔米田委員〕 

総論的に今養鶏業界が、餌の高騰問題で弱小農家がどんどん落ちていっている中で、こういっ

たアニマルウェルフェアが厳しく設定されてそれに拍車がかかるというようなことにはならない

ようにお願いしたいということで、1つセンシティブな問題として採卵鶏 1羽当たりの床面積。 

面積は絶対値で出てくるものですから、これから外れた農家がどうなるのかということです。
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したがいまして、アメリカがやっているような幅で示すとか、豪州では体重別にいろいろ決めて

いるみたいなのですが、果たしてこういうのがいいのかどうかということは注意してやらないと

いけないと思っています。豪州の場合は、特に根拠となるような文献というのがなかったように

思ったのですが、そういう状態ですので、こういうのをどうやって入れるのかというところは、

ざくっとした話として決めればいいのではないかなと思っています。 

〔山本座長〕 

各分科会の委員の方々から指針をつくるに当たって盛り込むべき事項、注意すべき事項につい

てご意見をいただきました。いただいたご意見を踏まえながら、さらに事務局の方でいろいろと

検討を重ねていきたいと思っております。 

今お聞きしていて思ったのは、私のイメージしていた指針というのは、生産者の方々にこうい

うことを守ってほしいということが中心だと思っていましたが、何人かの委員の方からは、消費

者の方々にも、こういう視点で養鶏は行われているのですよという、そういう理解を求めるよう

なことも書いたらどうかというお話が非常に目新しいものかなという気がします。 

それと、書くときにはメリット、デメリットを書いて、そしてそのことについて触れていった

らどうなのかとか、その辺 2つ、重要なご意見、視点をいただいたと思います。そういうことも

考えてながら、さらに検討を深めたいと思います。 

前回、村田委員がおっしゃった体重、要は鶏舎のケージの大きさとかの基準をつくるときに、

鶏の種類、品種、赤玉鶏、白玉鶏で体重が違うじゃないか、大きさが違うのだから 1羽当たりの

スペースは、仮にスペースのものを数字で盛り込もうとしたときに、その辺どうするのだという

お話だと思うのです。それは非常に重い話かなと。ただ単純に数値を出したときに、いろんな品

種によって大きさが違うじゃないかということですね。 

それと、飼養標準にもかなり書かれているので、それとの整合性をどうやって確保するのとい

うのも改めてご意見をいただきました。ほかにいろんな基準がありますので、その辺との整合性

というのも十分考えながら、ということだったかと思います。 

総論的に、この辺はもう一回調査してくれというのは何かございますか。 

よろしいですか。そんな形で、今日言っていただいた意見を踏まえて再度事務局の方で整理し

ていきたいと思います。 

〔吉村専門官〕 

委員でないので立ち入った意見ということではないのでが、一般原則の案のところにある指針

の目的について、この指針はあくまでアニマルウェルフェアに対応した採卵鶏の飼養管理指針な

ので、その目的として、順位があるとすれば、この①、②が 1 番目、2 番目にこの指針の目的の

ところで書かれるというのはどうなのかなと、アニマルウェルフェアに対応した指針ということ

であれば、③番、④番、⑤番がまず先に出て、そして、しかし①番、②番も考えるのですよとい

うふうなスタンスなのかなと思いました。 

もう一点、先ほどの意見を伺っていて私の感想なのですけれども、今畜産業界、特に酪農なん

かでは、ふれあいとか施設の一般に対する公開が進んでいますが、養鶏産業の方ではまだまだ、

確かに伝染病予防だとか、あるいは経営ノウハウといったこともあって、なかなか一般消費者に

どうぞ見てくださいというまでにはいかないと思いますが、そのことが逆に養鶏産業というのが

誤解されているということにもなっているのではないかと思います。あの中で鶏が虐待されてい

るのではないかとか、そんなような思いを持っている一部の方もいるわけですので、一般消費者
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への施設公開にも努めていくような、そういったことも努力目標としては入れられないでしょう

か。そのような感じがしました。 

〔山本座長〕 

それでは時間も押し迫っていますので、（3）の「飼養管理指針に盛り込む内容について」の意

見交換は終了させていただきたいと思います。 

 

（４）試行試験について 

事務局から、資料 7「採卵鶏の試行試験について」を基に、試行試験の説明が行われた。 
また、試行試験の実施場所は今のところ家畜改良センターを考えており、試験内容の詳細につい

ては今後委託する機関と事務局とで詰めて決定させていただくことについてご了解いただきたい旨

の説明があった 

〔山本座長〕 

採卵鶏の試行試験についてということで説明いただきました。こういうことでやりたいという

ことですが、特にこの辺を注意して試行試験を行って欲しいとか、何かあればご意見を聞かせて

いただきたいと思います。 

〔田中委員〕 

詳細はこれからということですが、少しわかりにくいのはバタリーケージで「8 寸（対照区、

試験区）」という意味は、それぞれ密度なりを変えるという意味ですか。 

〔原課長補佐〕 

今日の飼養実態調査の中でもあったように、日本では 2羽飼いが一番多く、そういう少羽数で

飼っている場合と、群飼で飼っている場合を比較したい。あとバタリーケージと改良型ケージの

比較です。あともう 1つは、一般的に飼われているものの中でＥＵなりアメリカの基準となって

いる、できれば 450 ㎠であるとか、550 ㎠とか、比較をしてデータを集めることになります。 

〔田中委員〕 

バタリーケージという中に、そこだけ 3 つあるのですね。バタリーケージの一般的な、8 寸に

対照区、試験区というのは、対照区というのは一般的に飼われている 8寸に 2羽というのに対し

て、試験区は 8寸で羽数を変えて。 

〔原課長補佐〕 

書き方がこれで適切なのかどうかわからないのですが、基本的には 450 ㎠と 550 ㎠ぐらいを比

較したいということです。 

〔田中委員〕 

群飼はもっと羽数の多いところで、ケージではあるけれどもっと群れを大きくしたり、1 羽に

したりと、そういうのをイメージされている。 

〔原課長補佐〕 

そうです。 

〔村田委員〕 

試験期間が 3カ月と書いてありますが、大雛の 120 日齢で導入すると 210 日までという格好な

ので、その間で試験するのか、それとも 120 日ではなくて 150 日ぐらいから見るのか、その辺は

どんな感じなのでしょうか。 

〔米田委員〕 
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今ところうちに委託されるかどうかよくわからないのですが、準備としてやっているのが 5月

1日で発生して、それを年末まで飼うというような感じですので、大雛からあと産卵、200 日齢ぐ

らいまでを考えているということです。 

〔山本座長〕 

採卵の最盛期にデータをとってもらうという趣旨だと承ったのですが、そういうことですね。 

〔山下会長〕 

もっと長い方が本当はいいのだけれど、基準づくりのスケジュールとの関係などから、これぐ

らいの間で試験をして、その結果も参考にしていく、そういう観点からなっていると思うのです。 

〔佐藤委員〕 

この試験もいいのですが、そのほかにも幾つかぜひやってもらいたいなというのが、デビーク

とか強制換羽、ビークトリミングでも、休産でもいいのですが、その手法として、いろんなやり

方があるかと思うので、それの評価をやらなくてはいけない。 

ストレス性の評価ですね。どういう手法がいいのだということを提案できるようなデータが必

要なのではないかということです。 

もう１つは、ヨーロッパでは羽毛のスコアとか足のスコアとか、そういう健康チェックシステ

ムを開発してきているのですが、その辺も日本では余りそういう健康チェックシステムができ上

ってないようなので、その辺の開発などもやったらどうかと思います。 

あともう一点は、やはり非ケージシステムですね。日本の中でもエイビアリーとかあるいは平

飼いとか、ヨーロッパで開発されたシステムを取り入れている農家というのも出てきていますの

で、そういうものの実態調査とか、あるいは実際に運用してみるとか、そういうものに着手する

時期ではないのかという感じもいたします。 

〔小堤参与〕 

今の佐藤先生のご指摘はよくわかるところでございますが、来年 1年であるということと、予

算の限りがあるということでもございますので、どれぐらいできるかということについてはなか

なか難しい面があるかと思っています。 

ただ、おっしゃいました実態調査については、来年度そういう今おっしゃられたヨーロッパか

らのそういう取り組んでいるところとかがある程度あるのであれば、実態調査はできる限りやっ

ていただくというか、先生方にも見ていただくような形ができればと思っておりますので、また

予算も含めて検討いたしたいと思っています。 

〔山本座長〕 

座長の立場で言うのは何ですが、佐藤委員のご指摘は非常に重要な課題だと思いますが、2年、

3 年のマターではなくてかなり時間をかけてやるべき話なのかなと。そうすと、とりあえずこの

指針づくり、来年をめどにまとめ上げろと言われているので、そのタイムスケジュールもにらみ

ながら、やっていかなくてはいけないのかという気がしているので、その辺も考えながら事務局

の方で整理していただきたいと思います。 

〔竹下委員〕 

先ほどの試行試験の中で 2 点ほど、1 点はぜひ赤玉鶏で試験をしていただくので、殻の色の点

をぜひ観察といいますか、調べていただきたいということと、ストレスということが非常にアニ

マルウェルフェアの中で言われているので、我々の中で消費者の方からよく言われるのが、卵の

中身のことを言われる問いがあります。機械的な設備が必要な部分がありますが、異常的なもの
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があるかないかわかる範疇で調べていただきたい。中身の部分は機械的なものが必要になってき

ますので、できれば色の点だけでもお願いしたいと思います。 

〔山本座長〕 

それでは、今日議論してきた中で、全体で言い足りなかったということは何かあるでしょうか。 

〔島田専務理事〕 

委員ではないので申しわけないのですが、用語の関係について、先ほど農水の資料の盛り込む

べき事項のところで、家伝法の「家畜衛生飼育基準」の話が触れられている関係で、各国の比較

表のところの病気のところで、疾病、これに伴う殺処分。殺処分の場合、家伝法で言っている場

合は高齢殺を言います。したがって「早期処理」とか「淘汰」とかいう表現をしていただかない

と、特に鶏インフルエンザの発生のときに殺処分といった表現は一切外しています。茨城の場合

全部殺処分ではないのです。あれは全部早期処理なので、できたら用語、その辺の整合性をとっ

てほしいと思います。家伝法を遵守すると出ておりますので。 

もう一点、鶏の飼い方の関係で日本の特殊性というのをまとめる方向で配慮していただきたい

というのも、日本は高温多湿で特に梅雨を持っていますので、ケージ飼いをやらないとどうして

も例えばバタリー病とかブドウ球菌症とかが出てしいます。ケージ飼いは虐待でも何でもなくて、

衛生対策面からも必要ということと、特に日本海側など雪の地帯では平飼いができなくてどうし

てもケージ飼いというのが必要という点もあるので、まとめる段階でその辺の配慮もしてもらえ

たら助かります。 

〔山本座長〕 

他に何かご意見がなければ、きょうの議論は打ち切って（5）のその他に入らせていただきます。

事務局の方から、その他として何か。 

 

（５）その他 

〔塩田事務局長〕 

この１年間、委員の先生方にはいろいろお世話になりました。今年度の採卵鶏分科会はこれで

終了させていただきます。分科会のこの結果については、推進委員会に報告するということにな

りますが、推進委員会の方は年度中、先生方のご都合等がそろわないということで、年度が改ま

って来年度、20 年度に開催することになっております。 

私どもは今年度、農畜産業振興機構というところから助成を受けてこの事業の事務局をさせて

いただいておりました。20 年度からはこの事業につきましても、一般社会の情勢の中で実施主体

を公募するという形に変わり、私どももこの事業の実施主体となるべく、公募に応募させていた

だいております。そのため、20 年度にこの事業を受託できるかどうかということはまだ決定され

ておりませんが、来年度この事業を私ども協会が受託することになりましたら、引き続き先生方、

また関係者の皆さん方にご理解、ご尽力を賜りたいと思っておりますので、その節はお願いいた

したいと思いますので、お礼とまた今後のご理解ということで一言申し上げさせていただきまし

た。ありがとうございました。 

〔山本座長〕 

それでは、事務局から来年度以降のお話も聞いたところでございます。 

これで所定の議事を終えたわけでございます。今日は本当に議事のスムーズな進行にご協力い

ただき実りある意見交換ができたのではないかと思っています。どうもありがとうございました。 

 

５ 閉 会 


