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米国 豪州

英国

序文

＜覚書＞
・コードの権限の在処
＜序文＞
・コードの目的と基になった法的要件
・５つの自由と管理者が実行すべき事
項
・コードの適用範囲
（イングランドのみで適用）

＜序文＞
・コード制定者及びメンバー
・制定までの経緯
・コードの位置付け
（州法で義務的に要求される飼養基準
の理解を助けるための詳細な最低基
準）

緒言・
はじめに

＜緒言＞
・コードの適用対象
（地域、産卵雌鶏、飼育方式等）
・アニマルウェルフェアに関連する法令
の適用
・言葉の定義
（産卵鶏、敷料、ネスト、利用スペース）
・鶏の系統等生産方式

＜緒言＞
・アニマルウェルフェアの重要性
・コードの目的
（最低基準と家禽の福祉や飼養に責任
をもつ人々への手引き）
・家畜に必要な基本的要件
・管理者及び飼養者の訓練の必要性
・コードの根拠
（有益な知識と技術に基づいている）
・コードの扱い
（必要に応じて改訂、他法令等がある
事項は扱わない）

諸外国における採卵鶏ガイドラインの策定内容

・理事会指令作成までの経緯

＜米国の鶏卵産業＞
・ケージシステム誕生の背景
（拡大する需要を満たすため、衛生管
理が徹底された生産施設への改善と
ともに、最も経済的な方法で鶏卵を生
産し、流通させることが強く求められ
た）
・世界におけるケージ飼養の継続
＜米国の採卵鶏ガイドラインに対する
一般的な認識＞
・消費者のアニマルウェルフェアについ
ての意向と生産者の対応
＜米国鶏卵生産者組合の役割＞
・ガイドラインに関する責任
・ガイドラインの内容
＜科学的諮問委員会＞
・委員会設立までの経緯
・委員会構成メンバー
＜ガイドラインビデオの提供＞
・農場の従業員の教育訓練ビデオの
紹介
＜米国鶏卵生産者組合の認証＞
・認証の説明

EU カナダ

＜序文＞
・推奨コードの目的
（家禽生産者、飼育管理者、輸送業者、
処理業者が、家禽生産及び取扱いにお
いて最良の取組を促進）
・推奨コードの位置づけ
（自発的なコードとして、生産者が可能
な取組を推奨）
・推奨コードの作成者
（政府、人道的運動団体、獣医師、動物
科学者、関連産業が協力）
・推奨コードの扱い
（定期的な見直し、内容に関する責任
の放棄、著作権）
＜読者コメント及び提案＞
・コードへのコメント及び提案の募集

＜はじめに＞
・推奨コードの対象
（消費用鶏卵生産を目的に飼育される
鶏の管理と取扱いに関する事項）
・動物のウェルフェアを満たすための要
件
・留意点（日常管理の点検・改善、新方
式適用前の熟考、高度の方式と熟練し
た従業者、ウェルフェア確保と経営規
模、生産性優先の取組、慣行飼育の継
続と予防措置、用語の適用）



米国 豪州 カナダ

英国

バタリー
ケージ方式

・ケージ
（高さ、床構造・傾斜度、開口部の大
きさ、爪とぎ具の設置）
・ケージの配置（脱走しないこと）

<共通>
・鶏舎に求められる要件
<バタリーケージ>
・不快や苦痛を最小限にし、傷害を防
止する設計
・ケージ
（高さ、床傾斜度、開口部の大きさ、
爪とぎ具の設置）
・ケージの配置の仕方
（下の鶏に糞が落下しないこと、鶏を
容易に取り出せること）

・ケージ
（高さ、床傾斜度）
・ケージの配置の仕方
（下の鶏に糞が落下しないこと）

<共通>
・全ての設備は、傷害・苦痛を回避す
る設計、権利
<バタリーケージ>
・ケージ
（高さ、床構造・傾斜度、スラット幅、
開口部の大きさ、ケージの寿命）
・ケージの配置の仕方
（下の鶏に糞が落下しないこと、容易
な観察、鶏を容易に取り出せること）

・ケージ
（高さ、奥行き、床、開口部の大きさ、
爪とぎ具の設置、人道的な取扱いが
可能な設計・配置・使用、間隔）

改良型バタ
リーケージ
方式

・ケージ（高さ、開口部の大きさ）
・敷料、巣箱、止まり木（スペース）、
爪とぎ具の設置
・ケージの配置
（ケージの間隔、畜舎床からの高さ、
脱走しないこと）

・ケージ（高さ、開口部の大きさ）
・敷料、巣箱、止まり木(スペース)、爪
とぎ具の設置
・ケージの配置
（ケージの間隔、畜舎床からの高さ）

屋内平飼
い方式

・床（構造、敷料(スペース））
・巣箱、止まり木の設置とスペース
・多段方式（層の段数、層の間隔、下
の層に糞が落下しないこと）

・ケージ(高さ、床構造・材質）
・敷料、巣箱、止まり木の設置・ス
ペース

・よく排水された場所に立地
・床はコンクリート製で排水
・敷料、巣箱、止まり木の設置
・鶏房の構造

屋外放飼
方式

・悪天候、外敵、疾病からの保護
・排水への工夫
・汚染防止のための土地の性状と収
容密度
・屋外への通り口の数・広さ
・悪天候、外敵からの避難場所確保
・必要な場合の給水器設置

・安全な場所に立地
・排水への工夫
・悪天候からの避難場所確保
・日中最低8時間は屋外へ出られるこ
と（例外あり）
・屋外への出入り口の大きさと数
・外敵からの保護

・安全な場所に立地
・放飼場所の定期的な循環
・排水への工夫
・日射や悪天候からの避難場所確保
・外敵からの保護（柵の設置）

バタリー
ケージ方式

・採卵鶏1羽当たり床面積

<共通>
・行動の自由のための飼育密度
<バタリーケージ>
・雌鶏1羽当たり床面積

・雌鶏1羽当たり床面積（範囲）
・採卵鶏、種鶏の床面積（体重・ケー
ジ収容羽数別）

・1羽当たり床面積（週齢・体重別）
・収容羽数の制限

改良型バタ
リーケージ
方式

・採卵鶏1羽当たり床面積
・ケージ総面積

・雌鶏1羽当たり床面積
・ケージ総面積

屋内平飼
い方式

・鶏の利用可能面積
・最大許容生体重密度（ステージ・飼
養目的別）

・1羽当たり床面積（週齢別）
・必要床面積は、品種、環境温度、床
構造により変動

屋外放飼
方式

・1㌶当たり最大飼養羽数

①熱環境 温度・湿度
・暑熱・寒冷ストレスを回避する設計
と管理
・屋外放飼方式への温度基準の設定

・鶏が正常な体温を保てること
・温度調節システム等による温湿度
調節
・巣箱のヒートトラップに注意

・温度（ステージ別）
・鶏の系統による最適温度の変動

EU

１　鶏舎

①構造

＜バタリーケージ以外＞
・巣箱、止まり木の設置とスペース
・床（構造（前向きの爪すべてを適切
に支える造り・敷料）
・多段方式の場合
（層の段数、間隔、配置）
・屋外運動場のある場合
（屋外への通り口の数・広さ、運動場
の広さ、避難場所）

②飼養ス
ペース

＜バタリーケージ以外＞
・飼育密度



・換気は、不快を与えず、有害濃度で
ガスにさらされないよう適切な設計、
維持、管理

・アンモニア濃度
・塵、ガス濃度を最小限とする換気
・常に新鮮な空気を供給

・新鮮な空気の供給
・アンモニア、一酸化炭素、硫化水素
濃度
・温度30℃以上の場合、舎内の相対
湿度80%以下に保持すること

・新鮮な空気を供給
・アンモニア濃度
・温度30℃以上における舎内相対湿
度80%以下の保持
・寒冷期の外気の直接流入防止

・互いを見て、周囲を視覚的に探り、
通常の活動が可能な明るさ
・暗期の設定
・光を弱める時は、薄明期の設定

・互いを見て、周囲を視覚的に探り、
通常の活動ができる明るさ
・暗期の設定(永続的な暗闇の禁止)
・照度（ケージ・多段方式、給餌器下、
他の方式）
・光を弱める時は、薄明期を設定

・全ての鶏を観察できる明るさ
・給餌器下の照度

・照度、照明時間（育成期、ウィンドレ
ス）
・有害な点灯時間
・消灯トレーニングの実施

・正常な行動をするのに十分な明るさ
・入雛後の照度
・減光装置の使用

・最小限の音量
・間断ない騒音や突然の騒音の回避

・音量は最小限に保つ
・間断ない騒音や突然の騒音の回避

・騒音、強い振動は避ける ・突然の騒音、異常な騒音の回避

・全ての鶏が容易に飼料摂取・飲水
・栄養摂取の要求量を満たすこと

・栄養のある新鮮な飼料の給与
・健康と活力を満たす栄養素を含ん
だ飼料及び生理的要求を満たす十分
な水へのアクセス

・全ての鶏が常に飼料摂取可能
・水の連続的な供給

・安全な飼料・水の確保
・飲水の凍結に注意

・新鮮な飼料の供給
・浄化した新鮮な水

・健康を害しない飼料及び水
・適切な水温維持
・水質検査の実施

・飼料の安全性(疾病、苦痛を起こす
成分、カビの生えた資料等)
・水の大腸菌検査

給餌
（バタリー
ケージ方
式）

・制約なく利用できる餌槽
・1羽当たりの給餌スペース

＜共通＞
・競合を最小限にし、十分な飼料を摂
取できるスペース確保
・飼料の種類、給与量、給与方法の
急な変更の回避
・1羽当たり給餌スペース
＜バタリーケージ方式＞
・1羽当たり給餌スペース

・給餌システムの変更時の注意
・栄養のある飼料を全ての鶏が同時
に摂取できること

<共通>
・全ての鶏が飼料にアクセスできるよ
う毎日最低1回チェック
<バタリーケージ>
・1羽当たりの給餌スペース

・産卵鶏は常に飼料を摂取できること
・1羽当たりの給餌スペース（日齢、体
重別）

給餌
（改良型バ
タリーケー
ジ方式）

・制約なく利用できる餌槽
・1羽当たりの給餌スペース

・1羽当たり給餌スペース

給餌
（屋内平飼
い方式）

・給餌スペース（週齢・体重別）
・給餌器まで8m以内の距離

給餌
（屋外放飼
方式）

・屋内平飼い方式と同じ給餌スペース
・給餌器まで8m以内の距離
・不良な気候からの飼料の保護

＜バタリーケージ以外＞
・1羽当たりの餌槽、又は円形給餌器
スペース

＜非ケージ方式＞
・設備製造メーカーの推奨を参考に、
競合がなく、適切な栄養を摂取できる
スペース
・給餌スペース（種鶏、育成～成鶏）３　栄養

①必要栄養量

②飼料及び水の品質

③給餌・
給水方法

２　鶏舎
の環境

②換気

③照度

④騒音



給水
（バタリー
ケージ方
式）

・1羽当たりの給水槽スペース
・ﾆｯﾌﾟﾙ､ｶｯﾌﾟ設置数

＜共通＞
・1羽当たり給水スペース（連続式飲
水装置、円形飲水装置）
・ﾆｯﾌﾟﾙ、ｶｯﾌﾟ設置数
・競合への配慮が必要
＜バタリーケージ方式＞
・1羽当たりの給水槽スペース
・ﾆｯﾌﾟﾙ､ｶｯﾌﾟ設置数

・常に新鮮な水を供給すること（治療
等による一時的な断水は可能）
・給水スペース（週齢別）

<共通>
・全ての鶏が水にアクセスできるよう
毎日最低1回チェック
<バタリーケージ>
・常に給水すること
・1羽当たりの給水スペース、又は、
ﾆｯﾌﾟﾙ・ｶｯﾌﾟ設置数

＜共通＞
・舎内温度と給水中断時間、水温
・必要量は、週齢、体重、環境温度に
依存
＜バタリーケージ＞
・給水スペース（週齢、体重別）

給水
（改良型バ
タリーケー
ジ方式）

・羽数に応じた給水装置の設置
・ﾆｯﾌﾟﾙ、ｶｯﾌﾟ設置数

・鶏群の大きさに応じた飲水方式を整
備
・ﾆｯﾌﾟﾙ､ｶｯﾌﾟ設置数

給水
（屋内平飼
い方式）

・給水スペース（週齢、体重別）

給水（屋外
放飼方式）

・給水スペースは、屋内平飼い方式と
同じ
・汚染の恐れのある水源地への接近
防止
・飲水器まで8m以内の距離

観察 ・観察回数

・十分な観察時間の確保
・観察回数（不健康、傷害の確認）
・観察時に特に注意すべき事項
・観察しやすい施設の設計

観察回数
・観察回数（健康、傷害、異常行動、
飼料、水、換気、照明、脱走等）
・雛箱の観察回数

・熟練した者が実施
・観察回数
・容易に点検できる鶏舎設備の配置

記録
・必要（獣医学的処置、飼料・飲水の
消費量、卵質、異常行動、最低・最高
温度、アンモニア濃度等）

・必要（温度、湿度）
・必要（外来者、飲水量、飼料消費
量、舎内最低・最高温度）

・雌鶏と接触する建物、用具等の定
期的な洗浄、消毒
・新群導入前の洗浄、消毒
・必要に応じた鶏糞の除去
・日々の死体の除去

・建物、器具類の定期的な洗浄、消毒
・導入前の洗浄、消毒徹底
・糞は必要な頻度で除去
・死体は毎日除去

・導入前の清掃、消毒徹底 ・導入前の清掃、消毒徹底

鶏の飼育管理や環境条件への馴致
・恐怖を与える動物と摂食させない
・傷害を与えないよう穏やかに扱う
・群の混合は避ける（競合防止）

・規定の範囲内で、全ての切断処置
を禁止
・ただし、羽つつきやカニバリズム防
止のため、資格保有者による生後10
日未満の採卵用雛へのデビークは可
能

・切除の禁止
・羽つつきや悪癖を防止のため、訓練
された18歳以上の技術者が、生後10
日未満の採卵用雛に、獣医外科令に
従ってデビークすることは可能
・デビーク部位は、1/3のみ
・羽つつき生じた場合、飼養システム
や照明レベルの改善等による取組み

・穏和な鶏の選抜によりデビークを最
小限にすることが最良
・羽つつきやカニバリズムを防止する
ため、訓練を受けた者が生後10日以
内に実施
・デビーク実施前後の管理（観察、給
餌・給水、ビタミン添加等）・第2段階
のデビーク（8週齢以前）

・羽つつきやカニバリズムを防止する
ため、雛鶏の選抜、飼養システムや
照明レベルの改善等を実施し、デ
ビークを回避
・死亡率、更なる負傷を防止するため
の次の手段としてデビークを実施
・熟練した者が公認基準の下で実施

・デビークは、羽つつきや悪癖の防止
のため、適正があり、訓練を受けた者
が生後14日以内に実施
・8週齢以後のデビークは勧められな
い
・実施後の注意（観察、飼料・飲水、ビ
タミン添加等）
・鶏群の大きさや敷き料の追加により
羽つつきを減少

４　管理
方法

①鶏の観
察・記録

②鶏舎等の清掃・消
毒

③鶏の取扱い

④悪癖防止
（羽つつき､デビーク）

＜バタリーケージ以外＞
・1羽当たりの給水槽、又は円形給水
器スペース、又はﾆｯﾌﾟﾙ､ｶｯﾌﾟ設置数）

＜非ケージ方式＞
・設備製造メーカーの推奨は参考値
・給水スペース（種鶏、育成～成鶏）



・どのような環境下でも、飼料と飲水
の制限により換羽を誘起してはならな
い

・非絶食換羽方法のみ実施可能
・体重減少、死亡率に注意
・水は常に供給
・照明を8時間以下にすることは禁止

・24時間以上の絶食、絶水禁止
・健康な鶏だけに実施

・絶食による強制換羽の禁止
・換羽中又は換羽準備の鶏は、常に
飲水

・適切な施設で隔離し、法律に従い殺
処分
・不要な苦痛を与えないよう、必要な
知識や技能を持つ者が実施

・瞬間的で痛みのない方法による安
楽死

・不治の病、傷害を受けた鶏は人道
的に殺処分するべき

・疾病、傷害を受けた鶏は、頚部脱臼
等により人道的に殺処分されるべき

・飼養スペース（飼育生体重密度） （別のコードで規定）

他の動物などの鶏舎への侵入防止 他の動物からの保護
・他の動物からの保護
・適切かつ人道的な害虫駆除の継続

・意欲のある適正な従事者の雇用
・適切な能力、知識、職業適性がある
こと
・適切な訓練を受けること

・ガイドラインビデオの提供
・適切な教育を受けるべき（鶏の苦痛
回避、鶏の基本的要求、鶏の不快を
示す行動の徴候）

・機械は騒音が極力出ないよう管理

・毎日点検（機械設備の欠陥）
・全ての設備は鶏に傷害を与えない
よう設置
・欠陥への迅速な対応

・毎日点検（給餌、給水システム）
・鶏に傷害や苦痛を与えないよう維持

毎日点検(給水器)

・緊急時計画の作成
・農村省の冊子「農場火災」の熟知
・バックアップシステム、警報システム
の設置
・警報システムの点検

・自動警報システムを持つ自家発電
機の設置

・自動警報システム、バックアップシス
テムの設置
・災害時の対応

・緊急時の対応計画の作成、熟知
・バックアップシステムの設置

５　その他

①設備の点検・管理

②緊急時の対応

⑤換羽

⑥疾病、事故に伴う
殺処分

⑦種鶏の飼養管理

⑧衛生害虫等の駆除

⑨管理者のアニマル
ウェルフェアトレーニ
ング
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