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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 20 年度 第１回ブロイラー委員会 

 

平成 20 年 7 月 18 日（金）東京ガーデンパレス 

 
１ 開 会（14：00） 

 
２ 挨 拶 

・開会の挨拶〔山下会長〕 
このアニマルウェルフェアの問題は、特に養鶏の関係の皆様方にはなじみのある言葉ではないか

と私ども承知をしておるところでございます。ご承知のように、先進国それぞれ、アニマルウェル

フェアについての規則あるいは自主的なガイドラインを、形は異なっておりますが、主要な畜種ご

とに策定するということになっておりますし、国際的にも、ご存じのように、OIE（国際獣疫事務
局）が中心となって、既に家畜の輸送やと畜についてのガイドラインを決めており、さらに飼養管

理についてのガイドラインの検討が進められているという状況になっております。 
日本では、ご承知のように、動愛法に基づく産業家畜の管理基準というのがありますが、これは

かなり以前につくられたもので、しかも、畜種には触れず、全体的な、総論的な中身になっており

ます。こういう中で、アニマルウェルフェアについての問題がいろいろ高まってきたということも

あって、一昨年、当協会で「快適性に配慮した家畜の飼養管理に関する勉強会」を立ち上げ、報告

書を取りまとめていただきました。その中でも、日本の畜産の現状あるいは畜産の生産性を確保し

つつ、また消費者の意向等も踏まえながらアニマルウェルフェアに基づくガイドライン的なものを

つくっていくことが重要ではないかというような報告をいただいたところでございます。 
こうしたことを受け、平成 19 年度から独立行政法人農畜産業振興機構の助成をいただき、トー
タル的には４年間をかけて、逐次、畜種ごとにガイドライン的なもの、言うなればミニマムスタン

ダードをつくっていくということで、既に昨年度から採卵鶏と豚について同じように分科会を設け、

検討を進めておるところでございます。本年度につきましてはブロイラーと乳用牛について検討を

進めるということでございます。いずれの畜種につきましても 2 年間の期間をかけてつくろうと
いうことで計画されております。後ほど、この検討のための仕組みやスケジュール等についてご説

明をする予定にしております。 
そういうことで、今回の委員の皆様方は特にブロイラー関係の専門の方が多く、それぞれ関連し

た学識を持っておられる方々ばかりだと思います。本日は説明の部分が多いかと思いますが、2 年
という間にこのガイドラインを作成するということでお集まりいただいたわけでございます。した

がいまして、それぞれの専門的なお立場からいろいろご指導、ご助言を賜りますようにお願い申し

上げます。 
 

・来賓の挨拶〔北池室長〕 

アニマルウェルフェアをめぐる情勢につきましては、今、山下会長からいろいろお話がございま

した。国際的動きの中で、私どもといたしましては、各畜種 2 年間をかけて飼養管理指針の作成
をお願いしているところでございます。今、畜産をめぐる情勢につきましては、皆様ご存じのとお

り、非常に配合飼料が高い、厳しい状況が続いているわけでございますが、私ども、この飼養管理

指針も、家畜の能力を適切に発揮し、生産性の向上が図れるような飼養管理ということを実現して

いくためにも使える指針を作成したいと思っています。難しいところもあるかと思いますが、今後

の畜産を見据えた上で、どういう飼養管理をしていくかについて、2 年間、十分ご議論いただきま
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して、適切なるガイドラインのご検討をよろしくお願いしたいと思います。 
 
３ 出席者紹介、配付資料の確認〔事務局〕 

資料 2「委員名簿」の順に本日出席の委員の紹介を行った。本日、野中委員が欠席で多田委員代理
が出席となった。 
また、オブザーバーとして出席の環境省、農林水産省の紹介、事務局の紹介を行った。 
出席者紹介後、配布資料の確認を行った。 

 
４ 座長選出 

満場一致で岩間委員が座長に選任された。 
 
５ 議 事 

司会から今後の進行を岩間座長にお任せする旨の説明があり、岩間座長の挨拶の後、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、運営等についての説明が行われた。 
また、資料 4「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」を基に、推進
委員会、分科会、科学的知見分析グループの役割や活動内容、家畜別スケジュール、飼養管理指針

の作成についての説明が行われた。 
 
〔岩間座長〕 
説明が終わりましたが、このブロイラー分科会がどんなことをやるのか、スケジュール等々大体

おわかりいただいたでしょうか。 
最初に言わなければいけなかったのですが、どうも今日の会議は会場の都合で 4 時 15 分前には

終わっていただきたいというお話を事務局から聞いております、残り 2 時間弱で議論を進めてま
いりたいと思いますので、よろしくご協力方お願いいたします。 
今、2点説明を受けましたが、皆さんの方で何かあれば。―よろしいですか。 

 

（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について 
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報告書（概要）」、参考資

料 1「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、アニマルウェルフェアを
めぐる情勢、今後の我が国におけるアニマルウェルフェアへの取組方向など、平成 18 年度に作成
した勉強会報告書についての説明が行われた。 

 
〔岩間座長〕 
最初に農水省の北池室長から、非常に餌の価格も上がって、一方で生産性を上げなければいけな

い中で、この快適性というかアニマルウェルフェアという多元的なマトリックスを解決する方法は

あるのかなと、一瞬私もそう思いましたけれども、皆さんの方で何かありませんでしょうか。 
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②動物愛護管理法（生産動物の飼養及び保管に関する基準）等について 

環境省の松岡室長補佐から資料 6「動物愛護管理法（産業動物の飼養保管に関する基準）につい
て」を基に、以下のとおり説明が行われた。 
まず 1ページですが、もともとは、昭和 48年 9月「動物の保護及び管理に関する法律」、当時
は動管法と呼んでいましたが、それができたことにさかのぼります。この法律は 49 年 4 月に施行
され、その後、平成 11 年の改正のときに、名称を「動物の愛護及び管理に関する法律」、略して
動愛法、動物愛護管理法というふうに呼んでおりますが、そのように名前が変りました。所管も、

当時、総理府だったものが、平成 13年の省庁再編に伴い総理府から環境省へ移管しております。 
この法律の具体的な措置については、自治事務ということで都道府県、政令市、中核市などが実

施しており、環境省としては、各種基準の策定、産業動物の基準もそうですが、それ以外は普及啓

発を行っています。毎年 9 月 20 日から 26 日までを動物愛護週間としており、全国地方の行事が
行われます。国レベルでは上野公園で中央行事を行っております。あとは、都道府県への助言等の

支援を行っているという状況です。 
この法律の最後の改正は平成 17 年で、第 162 回国会、もともとの出発点も議員立法なのですが、
改正もすべて議員立法によって法改正が行われています。平成 18年 6月 1日に改正法が施行され
て、その後、1 年間の経過措置期間を置いて、19 年 6 月 1 日からは完全施行され、今は改正法の
運用の時期ということです。 
法律は全部で 50 条にわたるのですが、今日の限られた時間ではそこを全部説明できませんので、

この表で説明したいと思います。 
法律の目的、これは第 1 条ですが、動物の愛護というものと管理を 1 つの法律の中で扱ってい
ます。愛護というのは、動物愛護の気風を招来し、生命の尊重、友愛、平和の情操を涵養する。管

理は、動物から人への危害という点で、動物による人の生命、身体及び財産への侵害防止というこ

とで、その 2つの目的を有しております。 
第 2 条ですが、基本原則としては、平成 11 年の法律改正のときに明記されましたが、「動物は

命あるもの」であることを認識し、人間と動物がともに生きていける社会を目指すということです。

この基準のもとになっている、動物の習性をよく知った上で適正に取り扱うということを基本原則

としております。 
それ以降は各条にまたがりますが、ここに書いてあることをこの法律の中でうたっております。 
まず、飼い主の責任、次に動物の飼養及び保管に関するガイドラインということで、これが産業

動物の飼養保管に関する基準のもとになっている条文で、法律の 7 条なります。動物管理法でい
う動物というのは、専ら野生生物以外の動物はすべて入るという解釈で、それを 4 つに分けてお
ります。家庭動物、犬猫を中心としたペット、最近は爬虫類とか猛禽類も入ってきておりますが、

主に家庭で飼うような動物という分類。それ以外には、展示動物、これは動物園や移動動物園のよ

うなところで専ら展示をするような動物。次に畜産動物と書いておりますが、基準の名前は産業動

物、家畜、馬まで入ります。4 つ目が実験動物ということで、教育だとか医学の発展とかのために
使っている実験動物の飼養保管ということになります。 
後でも少し説明いたしますが、家庭動物、展示動物、実験動物については、平成 17 年の改正ま
での間に、すべて 1 回以上の見直しが入っていますが、産業動物は、昭和 57 年からの検討で、最
後に策定されたのが 62年なのですが、それ以降見直していないという状況です。OIEや EUなど
の状況も踏まえ、環境省としては、今のところ、見直しについてかなり優先度は高いという認識を

持っており、今後、動物愛護の部会等で見直していく方向ということにしております。 
次に、動物取扱業、これはペットショップや動物園とかも入り、生きている動物を扱う業者への

規制ということで、主に地方自治体で登録の業務を行っております。 
次が、周辺生活環境の保全。これは、昨日も朝日新聞の 1 面記事に載りましたが、いわゆる多
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頭飼育の問題が最近あり、それについての環境の保全ということで、都道府県知事が、著しく周辺

環境を損なっている者に対しては改善勧告なり命令を出すことができるとなっております。 
次が、特定動物。これは危険動物ということで、主に動物園にいるトラやキリン、象といったも

ので、人への危害のあるような動物は都道府県知事の許可をとらないといけないということと、マ

イクロチップなりを用いて個体識別をするとなっております。 
犬猫の引き取りというのは、昭和 50 年当時はまだ野犬などが多くいたということで、都道府県
知事などが緊急避難的に動物を引き取って、やむを得ない場合には殺処分なりをするという条文で

す。負傷動物についても、動物愛護の観点から、収容するとなっています。 
最後は、国や地方公共団体が取り組んでいくということで、国の方で環境大臣が、今後 10 年間、
平成 19 年から、動物愛護管理基本指針ということで中長期的な目標を制定しています。それに基
づいて都道府県知事が動物愛護管理推進計画を策定し、それに基づいて動物愛護の施策を展開して

いくとなっております。直近だと 7 月 8 日に中央環境審議会の動物愛護部会を開き、都道府県が
策定したばかりの動物愛護管理推進計画、今の環境大臣が進めている動物愛護管理基本指針の進捗

状況について点検を行ったところです。 
罰則については、主に遺棄とか虐待について強い罰則を持ち、愛護動物の殺傷、遺棄等の罰則。

上記の中では、動物取扱業や周辺環境の保全について、命令に従わない者に対しての罰則というこ

とになっております。 
次のページに参りまして、この法律は全部で 50 条ありますので、今回の基準の大もとになって
いる条文は、ここに書いている 7条になります。7条の 1項ということで、今回は産業動物ですが、
その動物の種類、習性に応じて適正に飼養しましょうということです。4 項については、ゴシック
にしていますが、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いうことで、それに基づいて、先ほど説明しました 4 つの種類の動
物の飼養保管基準を定めているということです。 

3 ページ目が、産業動物の飼養及び保管に関する基準です。残っている記録からいろいろ見てみ
ましたが、55 年から委員会を設定し、延べ 50 回以上の検討をして、62 年にこの基準を策定して
います。この分科会では畜種別につくっていますが、この基準は産業動物を全部一つにして、それ

についての一般原則や衛生管理、安全の保持などについて書いているということで、この中では畜

種別には明記していません。今後またその辺についても、ここの分科会での進捗状況も見ながら、

動物愛護部会でどうするかということを農林水産省とも協議しながら進めていきたいと考えていま

す。これが今の基準の現状でございます。 
〔岩間座長 
今、環境省からご説明いただきましたが、何かご質問等あれば、お願いいたします。特にないよ

うでしたら、引き続き、説明をお願いいたします。 
 
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の策定状況について」を
基に、ＥＵ、イギリス、スイス、米国、カナダ、豪州での法律及びガイドラインの策定状況や各国

の規則・ガイドライン等の記載内容についての説明が行われた。 
また、参考資料 2「飼養管理指針に盛り込む事項（採卵鶏、豚）」を基に、昨年度開催した採卵

鶏分科会、豚分科会で検討した飼養管理指針に盛り込む事項についての説明が行われた。 
 
〔岩間座長〕 
諸外国におけるガイドラインの策定状況と、既にスタートしている採卵鶏と豚の飼養管理指針に

盛り込む事項の 2つの説明がありましたが、何かご意見、ご質問等あれば、お願いいたします。 
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特にないようでしたら、ここで 10分間休憩して、15時 05分から後半を始めたいと思います。 
 
＜ 休 憩（14：55～15：05）＞ 

 
（3）ブロイラー飼養管理実態調査について 

事務局から資料８「ブロイラー飼養管理実態調査について」を基に、飼養実態調査の目的、実施

方法、調査項目についての説明が行われた。 
また、調査を委託する団体は社団法人日本食鳥協会であること、調査は、調査票を 8 月中に作
成し、9 月に調査を実施、12 月をめどに調査結果をまとめる予定で、最終的な調査票については、
今日、委員の先生方にご検討いただいた後、座長に一任していただきたい旨の説明も併せて行われ

た。 
 
〔岩間座長〕 

座長に一任という話は今初めて聞いてびっくりしておりますが、委員の皆さんはこの調査票を事

前にごらんになる機会があったかと思いますので、この内容はどういうことかとか、こういったこ

とを聞いた方がいいのではないかということがありましたら、ぜひご意見をいただきたいと思いま

すのでお願いいたします。 
〔甲田委員〕 
種鶏についてはどういう形でアンケート調査をするのでしょうか。種鶏は考えなくてもいいので

しょうか。 
〔木村部長〕 
種鶏はここには入れておりません。 

〔甲田委員〕 
レイヤーの方に種鶏管理が入っていますよね。 

〔木村部長〕 
レイヤーは入っていまが、ブロイラーは普通、肉鶏というと何カ月間か飼うということで、種鶏

まで考えなくてもいいのではということで入れていませんが、委員の先生方で「入れろ」というこ

とでしたら考えざるを得ません。 
〔甲田委員〕 
コマーシャルとブロイラーの種鶏とは飼育環境が全く違いますが、これをどう扱うのかというこ

とです。コマーシャルの場合は大体 50 日齢で出荷ですが、種鶏の場合は 1 年半、2 年という形に
なります。 
〔小堤参与〕 
種鶏は絶対羽数が少なく、EU の基準の中でも種鶏、孵卵は一応除外しておりますので、日本で
もブロイラーのアンケート調査では割愛していいと思います。 
〔甲田委員〕 
わかりました。 

〔竹内委員〕 
ヨーロッパでは確かに種鶏、孵卵は EU 理事会指令から除かれていますし、ブロイラーのみで

いいと思います。地鶏など 100 日以上飼育するものも対象外と考えてよろしいですよね。あくま
でブロイラーの全体的な飼育調査をするということですよね。 
〔木村部長〕 
そのように考えてつくっております。 

〔甲田委員〕 
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そうすると、平飼いの場合、何か項目が違うような気がしますが。 
〔菅谷課長補佐〕 
この実態調査には地鶏も入れないし、種鶏も入れなかったりするのですが、最終的に飼養管理指

針を作成していくときには、項目をどうするかを含めてもう一度ご相談させていただこうと思って

います。ただ、この実態調査ではブロイラーについて進めさせていただければと考えております。 
〔岩間座長〕 
よろしいでしょうか。それ以外で何かございますか。 

〔神谷委員〕 
１つは、調査をする場合、インテグレーターにお願いするのか、各農場になるのか、どちらなの

でしょうか。 
〔木村部長〕 
日本食鳥協会にお願いしていまして、食鳥協会から 100 社ぐらいにお願いして、そこから調査

票を配っていただくという形を考えております。 
〔神谷委員〕 
「出荷日齢や出荷時体重」の設問に関して、「○は１つ」と 1 つの選択になっていますが、中
抜き出荷が結構あって、その場合は出荷日麗や出荷時体重が複数になります。例えば、1 カ月ぐら
いで小ビナで出荷して、その後にまた大ビナで出すということがありますから、出荷日齢と出荷体

重の選択が 1 つというのは、うまくないのではという感じがします。例えば、何割は何日齢で出
します、あと何割は何日齢で出しますとか、体重もそんな感じの聞き方がいいと思います。 

〔山下会長〕 
これは後の集計の問題もあって、複数○をつけていただいたときにどう扱うか、そういうものま

で分析がうまくできるのかというのがあって、この「○は１つ」というのは、自分の経営の中で中

心的なものに○を下さいというような感じです。今のご意見のようなことがありますのでもう少し

そこをはっきり書いた方がいいかもしれませんね。 
〔岩間座長〕 
それ以外にお気づきの点、何かありませんでしょうか。 

〔神谷委員〕 
「坪飼育羽数」の設問ですが、これは季節によって、夏は薄く飼うし、冬は密度を高く飼います

ので、そこは何か工夫した方がいいのではないでしょうか。年間平均的なものでいいということで

あればそれを明確にした設問がいいでしょうし、季節別に聞くのであればそんな設問が必要かと。 
〔北池室長〕 
ここは、坪当たり羽数と単純に聞いたときに、書かれる方は特に悩まれないのでしょうか。鶏の

大きさが変わるので、どの時点をもってとか、そういう判断というのは簡単にできるものでしょう

か。 
〔神谷委員〕 
先ほどの中抜き出荷とすごく関係するところですね。坪羽数を最初は 70 羽以上入れます、その
うち約 30％を 1 カ月程度で出し、その後 50 日前後で残りを順次出します。そうすると、坪羽数
というのはどの時点の坪羽数か。餌つけ時か、あるいは出荷時か。 
〔岩間座長〕 
この書き方だと悩ましいということですね。 

〔甲田委員〕 
そうですね。極端に言うと、ケンタッキーサイズの 1.8 ㎏で出荷する場合、そして、最後まで、

50日まで飼って、仕上げを 3㎏まで持ってくる。そういう鶏舎が幾つもありますよね。 
〔北池室長〕 
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この調査の意図としては、単位面積当たり最大何羽ぐらい飼われているかというところだと思い

ます。普通、アニマルウェルフェアの考え方からいいますと、単位面積当たりどれくらい飼われて

いるかというのが 1 つの目安になるので、そういうことがわかるように、調整します。ただ、大
変答えにくそうに思いますので、注意書きを書いて、この時期の羽数を入れてくださいというよう

なことを加えるのではないかと考えています。 
〔神谷委員〕 
餌つけのころなんかは小さいですから、坪当たり 70 羽でも 80 羽でも 100 羽でもいけるのです

けどね。 
〔甲田委員〕 
それで、羽数ではなくて最終的には坪当たりの出荷重量になるのですよ。 

〔木村部長〕 
今の話は確かに案を作る際に議論になりました。出荷重量ではないかと。でも、飼っている方が

体重ではわからないのではないか、書けないんではないかということで、羽数の方がわかりやすい

と思ってこの形にしたように記憶しております。この辺まだ検討の余地があるかと思います。 
〔北池室長〕 
ただ、そういう、単位面積当たり何㎏というのをお聞きして、農家の方は、記載できるのでしょ

うか。 
〔甲田委員〕 
農家はそれでみんな評価されています。十文字チキンカンパニーの多田氏がここにお見えですか

ら、実際の話をお聞きすれば。 
〔多田委員代理〕 
弊社の農場は 150～160 ありますが、農場管理という形でそれぞれ担当指導員を決めて、そうい
ったデータをすべて共有して、やりとりしています。 
〔北池室長〕 
ということは、単位面積当たり何㎏かという記載を要求しても問題なく書いていただけるという

ことでしょうか。 
〔多田委員代理〕 
農家と日常ファクスで常に交信していますので。そういったいろいろな面の調査とか問い合わせ、

あるいは連絡事項というのは、ネットワークというほどではないのですが、全部の傘下のものには

かなり連絡がとれます。 
〔竹内委員〕 
多分、国際的な比較をされる場合には、坪重量とか、両方書かれた方がいいかなとは思います。

ヨーロッパ、海外はおそらく平米当たりの重量ベースだと思うのですね、だから、インテグレータ

ーはおそらく情報を持っておられると思うので。羽数だといろいろ問題もあるかと思いますので、

可能なら坪重量も聞かれればどうでしょうか。 
〔木村部長〕 
この辺はまた考えさせていただきます。 

〔神谷委員〕 
「給餌・給水について」のところなのですが、ウェルフェアの観点からすると、足りているか足

りていないかというところが重要ではないかと思います。給餌器の種類は何ですかとか、不断給餌、

制限給餌ですかとか、給水器の種類とか給水方法が書いてありますけれども、例えば、給餌器は羽

数当たり幾つありますかとか、給水器もそうなのですが、いわゆる一般的な飼養マニュアルなどに

対して足りているか、足りていないかということが重要ではないかと。 
アニマルウェルフェアの「5つの自由」の 1番目にあるように、飢餓を感じさせてはいけないと
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か、栄養不良になってはいけないという観点からすれば、タイプも重要なのですが、給餌・給水器

１個あたりの飼育羽数を聞かれた方がいいのかと思います。 
〔甲田委員〕 
それは同感ですね。我々が設備設計などをするときに、給餌スペースはどのくらいあるの、給水

スペースはどのくらいあるのと必ず質問があります。 
〔山下会長〕 
そのときに、給餌器や給水器の大きさがそれぞれあると思うのですが。 

〔甲田委員〕 
そうです。だから、面積です。1 羽当たりなら何㎝ありますかと。不断給餌の場合であっても。
例えば坪 60 羽入れた、50 日までで 2.8 ㎏、3 ㎏の鶏を育てる場合に、給餌面積はどのくらいです
かと。 
〔山下会長〕 
この調査は、基本的には答えていただくときに負担になることを回避したいというのがまずあり

ます。詳しくわかればそれにこしたことはないのですが、ややこしい設問をしたことによって回答

がないというか、放り出されてしまうというのをできるだけ回避したいということがあって、なる

べく簡単に書き入れてもらえるようなものということで作っています。面積を出すというのは、ち

ょっと複雑になってくるのではないかと。 
〔田中委員〕 
面積、幅というか、円形のものにしろ、長いものにしろ、1 羽当たりとか、何羽で何㎝使われて
いるということですので、そんなに難しい話ではないと思います。水だと、ニップルの数が何羽当

たり何個という話ですので、それも入れている機器と羽数で、すぐ計算できます。 
実際、現場だと、数えなければいけないとか、測らなければいけないという話ではないと思うの

で、すぐ出てくると思います。それを書いていただかないと、どんなタイプですかだけだと、この

項目はウェルフェアの観点からいくと足りないのではないかと思います。 
〔木村部長〕 
我々としては、書いていただけるのであれば項目として入れたいと思います。 

〔神谷委員〕 
次に「暑熱対策を行っていますか」というのは、聞き方が広過ぎるかなと感じます。これの意図

するところは、多分、暑いときに快適に過ごさせるように気温を下げる工夫をしているかどうかに

ついての設問だと思います。暑熱対策というと、例えば餌の栄養強化や、重曹の添加、あるいは、

暑いときには餌を食べさせない、あるいは送風し体感温度を下げる、暑い時期は薄飼いにするなど

とかなり広くなってしまいます。そのため「その他」の「具体的に」というところにいろいろなも

のが書き込まれる感じがします。したがって、気温を下げる工夫ということであれば、暑熱対策と

いう設問ではなくて、もう少し工夫された方がいいのかなと思います。気温や体感温度を余り上げ

ないような工夫は何かされていますかとか、高温対策とか、高温抑制の方法はという聞き方でいい

のではないかと思います。 
〔山下会長〕 
そうすると、「どのような対策ですか」というのを聞いているこのａ、ｂ、ｃでは足りないとい

う感じですね。 
〔神谷委員〕 
気温対策ということであれば、流れからするとわかると思いますが「その他」のところに、我々

の産地はこれもやっている、あれもやっているといっぱい出てきそうな気もします。 
最後に育成率のところですが、これを聞くのは、ウェルフェアからするとどんな意図があるので

しょうか。というのは、例えば、飼料添加薬剤、お薬を入れた餌かどうかということによっても育
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成率というのはかなり動きます。あと、コマーシャル鶏種によっても幾ばくか変わってきます。死

ににくい強い鶏種もあれば、弱い鶏種もあったり、雄と雌で比べても、雌は比較的育成率がよかっ

たりとかということもあります。 
育成率を聞くこと自体は全然問題ないと思うのですが、傾向的に低いものや高いものが出たりし

た場合に、それに与える影響の要因がしっかり押さえられれば、あとから解析がうまくいくという

感じはします。 
〔山下会長〕 
ブロイラーの業界では、育成率という言葉を使えば、雛を入れてから出荷されるまでの率をあら

わすのだというのが確立しているわけですか。 
〔神谷委員〕 
はい。しかも、実数と書いてありますから、入れ目のことをちゃんと補正しながらネットの育成

率を出してくださいという意味だとわかります。 
〔北池室長〕 
単純にこれだけを聞いたとしても、いろいろなものとの因果関係が分析できるものではないとい

うことですね。 
〔神谷委員〕 
コマーシャル鶏種の銘柄が欠けているというのが 1 つと、餌のところで、薬剤入りの餌なのか
どうなのかというのが結構大きな影響を与える要因になってくるかなという感じがします。日齢や

坪羽数、鶏舎の関係は書いてありますので。 
〔北池室長〕 
逆に、どういう鶏種を扱っていますか、あるいは飼料として一定の薬剤が添加されているかどう

かとかいうことをお聞きしても、記入していただけるものでしょうか。 
〔神谷委員〕 
それは可能でしょうが、設問がだんだん多くなってしまいますね。 
インテグレーターは普通、状況をほぼ押さえていますので、インテグレーターを通せばレイヤー

のときのように、回答率が低くなるということは余り心配しなくてもいいかと思います。 
〔甲田委員〕 
先ほど多田委員代理が説明されたように、農場の評価の方法として、育成率と飼料要求率と出荷

体重、そういうものが全部絡んでいて、そういう数字で評価しているんです。末端の農家でさえそ

れは全部把握していることです。 
〔岩間座長〕 
それ以外にこの調査項目でお気づきの点が何かありましたら、お願いいたします。 

〔田中委員〕 
10 番で「羽づくろいのスペース」とありますが、何を聞きたいのでしょうか。平飼いで普通に

飼育して、敷料があったらどこでできるので、特別に砂浴び場を設けてあるのかという意味なので

しょうか。細かいことを言うと、砂浴びと羽づくろいは別物で、羽づくろいというのは普通に自分

でつついて行うもので、砂浴びは砂を浴びる。砂浴びを聞きたいのだとすると、床があれば勝手に

しますので、これは何を聞かれているのかなと思ったのです。 
〔木村部長〕 
なくてもいいとは思っておりますので。これは先生方の意見をお聞きして、省いていいというこ

とであれば省きます。 
〔岩間座長〕 
それ以外に何かありませんか。 

〔北池室長〕 
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止まり木の話がありますが、我が国のブロイラーで止まり木を使うところはありますかね。 
〔竹内委員〕 
今回は、地鶏とか特殊鶏は除外されていますよね。コブ、チャンキーというか、そういうブロイ

ラー鶏種を対象に調査するということですよね。 
〔北池室長〕 
ほとんどないだろうと。ゼロではないだろうということですね。 

〔甲田委員〕 
ゼロに近いです。 

〔神谷委員〕 
あえて止まり木を入れているところは余り聞かないですね。 

〔木村部長〕 
これも要らないということであれば、省かせていただきます。 

〔岩間座長〕 
これは平均を出すようになっていますから、最初に「直近１年間の」とか、何か言っておいた方

がいいと思いますね。 
〔山本委員〕 
一応、地鶏は除かれるということなのですが、例えば普通のブロイラー鶏種を使われている銘柄

鶏というのも結構あるかと思うのですが、そういうのは対象になるのかどうかをはっきりしておい

た方がいいという気がします。というのは、普通のブロイラー鶏種でも長期間肥育して、銘柄鶏と

して売られているものが結構ありますので、そういうところは出荷日齢も大分違ってきます。 
〔菅谷課長補佐〕 
誤解があったかもしれませんが、地鶏を対象にしないと言ったのは、食鳥協会に調査をお願いす

るので、基本的にはインテグレーターを通じて調査をするということです。地鶏であれば、インテ

グレーターとは違う系列になるので、そういうところに調査はしませんという意味です。最終的な

指針としては、そういった地鶏の農家もクロスオーバーするような形になるかとは思っています。 
〔山本委員〕 
例えば十文字チキンカンパニーでも、銘柄鶏と普通のブロイラーもやられていると思いますが、

それは両方入ってくるということですか。 
〔菅谷課長補佐〕 
入ってきます。例えば地鶏で出荷日齢が 80日の場合は、55日齢以上に入ってくることになると
思います。 
〔岩間座長〕 
それでは、とりあえず実態調査についてはこれぐらいでよろしいでしょうか。あとは大体まとま

った段階で私の方から一部の皆さんにまたご意見をお伺いすることがあるかもしれませんが、その

ときはよろしくお願いいたします。 
 
（4）意見交換 

〔岩間座長〕 
それでは、続いて意見交換にうつります。あと 30 分少々しかありません。今、管理指針のご意
見が出ましたが、今年はあと 2 回開催して、来年 3 回開催しますので、今後、ブロイラーの飼養
管理指針をつくるに当たって、委員の皆さんから、何か最初に一言これだけは言っておきたいとか、

何か事務局への要望、それから、今日こちらに出席するに当たって、皆さんそれぞれご意見をお持

ちだと思いますので、手短に、特になければ結構ですので、伊藤委員から神谷委員、ずっと順番に

お願いします。最初に伊藤委員からお願いします。 
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〔伊藤委員〕 
もう一度確認になりますが、地鶏は今回調査がないというお話でしたが、最終的に取りまとめる

ときには、アニマルウェルフェアを考えたものも提言していくということですか。 
〔菅谷課長補佐〕 
最終的にはご意見をお聞きしながらになるのですが、必要最低限の指針、例えば管理について言

うと、やはり共通してくる部分が多いのではないかと思っていますので、作りながらということに

なると思います。ブロイラー分科会なので、基本はブロイラーだと思うのですが、クロスオーバー

してくる部分があるというふうに今の段階では思っています。 
〔伊藤委員〕 
一般的には、普通のブロイラーよりは地鶏の方がストレスがないような環境で飼われているよう

な気がいたしますので、とりあえずブロイラーの方を調査して、それを踏み台にしていけばよろし

いということでしょうね。 
〔菅谷課長補佐〕 
はい。そう思っています。 

〔神谷委員〕 
走りながら考えていくことになると思いますが、現場の方に無理と混乱がないような形で、必要

最小限のガイドラインでもって、快適性と生産性の改善が図れればと思っています。 
〔甲田委員〕 
私の方でいつも思っているのは、生産性をいかに上げるかということで設備をさせてもらってい

ます。アニマルウェルフェアで余り極端な、生産性を上げられないようなガイドラインをつくるべ

きではないというのが私の感じです。そういうことなので、これからまた検討しながら進めていっ

たらいいかなと思っています。 
〔竹内委員〕 
参考資料 2 に６月 10 日推進委員会承認ということで、採卵鶏の飼養管理指針に盛り込む事項と

ありますが、おそらく採卵鶏が一番苦労されているかとは思うのですが、ヨーロッパではかなり厳

しいのが盛り込まれ、アメリカは、その中間か右寄りか、ちょっと私もわかりませんが、ブロイラ

ーの場合もおそらく項目的にはこういった項目になるのかなとは思っております。 
EU の理事会指令というか、昨年法律ができたので、その後の経過を見ているのですが、特に鶏
舎内の環境となると、どうしてもアンモニアガスとか CO２とかで、アンモニアの場合、20ppm 以
下とか、CO２の場合には 3,000ppm 以下とか、そういうのを指令に盛り込み、また、聞くところ

によると、ヨーロッパの畜産の方は 2013 年までにはアンモニアガスを 95％から 75％とかにいろ
いろ削減しないといけないということで動いておりますので、ある意味で、日本のこういった快適

な環境というのは割とやりやすいと思っています。さかんに、環境、環境と言われていますので、

そういう意味で、強い関心を持ってヨーロッパの動きを見ております。 
〔田中委員〕 
ブロイラーというのは各種の家畜の中でもある意味特殊というか、生物学的に言うと、物すごく

寿命の早い段階でと殺する物です。すごく改良して本来の鶏の成長を早くしているものだけに、そ

の短い期間をいかに飼ってやるかというところでいろいろな海外の基準などの根拠を、科学的知見

の委員会でもやっていきますので、その辺をもう一度よく洗い直して、根拠はどういうものなのか

ということで日本なりの指針をつくるのに協力できればと思っています。 
〔橋本委員〕 
やはりブロイラーは短い期間に非常に大きくするものですから、生理的に非常に足に負担がかか

って、ヨーロッパの農場なんかでも脚弱のことをしきりに問題にしています。日本は飼育密度が高

いのですが、育成率等の指標は決して外国に負けていません。それから、きめ細かい、よい環境が
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今までもつくられてきたと思うのです。ただ、今後は、こういうガイドライン、基準をつくってい

く中で、日本の気候風土は、ヨーロッパと違い高温多湿ですので、今後ますます温暖化するとした

ら、そのヒートストレスをどうやって取ってやるかということを基準にうたっていく必要があり、

それは日本にとって大事なことになりはしないかと思います。 
もう 1 つは、鶏病研究会の仕事もしているのですが、今、ブロイラーの中には、どうしても出
荷に適さず農場で自主廃棄、淘汰されるものがあるのですが、それについても、苦痛を与えない淘

汰方法というのをガイドラインの中でやはり検討したほうがいいかと思います。自主廃棄の中身に

ついては鶏病研究会の委員会の方でもレポートが出てくると思います。 
〔森委員〕 
今いろいろな委員のお話を伺いながら、ブロイラーというのは歴史もありますし、圧倒的な数が

扱われているということで、かなり統計的な、数字のデータがあるということを改めて思いました。 
どこにどんな形でデータベースがあるのかわからないのでが、いろいろな要因を少しずつ変えて

いくことで、アウトプットがどうなるとか、かなり経験的なものをお持ちだと感ぜられたので、独

自の調査をやることはもちろん重要だと思いますが、既存のデータベースというか、そういうもの

を十分に活用した方が効率はよくなるのではないかという印象を持ちました。 
もう 1 つは、これは質問というか教えていただきたいのですが、神谷委員のお話の中に出てき
た種鶏の銘柄によっても随分データが変わり、餌の問題もあると言われたのですが、日本のブロイ

ラーの場合、遺伝的な管理というのは一体どこで行われているのでしょうか。 
〔山本委員〕 
我が国でも育種改良を行い国産鶏種というのをつくっております。私のところで「はりま」とか

「たつの」とか、そういう国産鶏種をつくっているのですが、それは残念ながら 2％ぐらいで、大
部分は外国の育種会社でつくられた、チャンキーだとかコブだとか、名前を聞かれているかもしれ

ませんけれども、そういうところの鶏種が大部分ということになっております。 
〔森委員〕 
獣医学とか応用動物学の教育・研究に携わっているのですけれども、行動学とかを教えるときに、

1 つは、進化というものがどうして出てきたのだ、そもそも有性生殖は何で出てきたのだというと
きに、多様性というのが 1 つキーワードになります。生物の多様性という観点から考えると、そ
の対極の世界にいるのがブロイラーというような気もしていて、長期的な広い視点から考えたとき

のウェルフェアというのは、やはり抗病性といったことにも配慮しなければいけないという気がし

ていて、この委員会でそれは取り上げるべき問題かどうかはわからないのですが、もしそういう要

素も含めて考えた方がいいのであれば、遺伝的な管理ということについてもどこかで一度論議がで

きれば、あるいは勉強させていただければありがたいと思っております。 
〔山本委員〕 
私の方で 2 年目に試行試験を担当させていただくというお話でございますが、内部の事情とい
いますか、先ほど申しましたように、国産鶏種の育種改良というのをやっておりまして、ひよこを

つくれる時期が限られております。具体的には、4月から 6月ぐらいか、年を明けると 2月から 3
月だとか若齢鶏をつくれる時期が限られるということがございますので、次の検討会では、いつぐ

らいだったら試験ができるというお話もさせていただきたいと思います。そういうことをとりあえ

ずお断りさせていただきます。 
〔多田委員代理〕 
本日の会議のタイトルにありますように、鶏の世界でのウェルフェアというのは、当然、鶏の快

適さを求めることで、そうなれば、当然、鶏は産業動物ですので、経営の効率化にもつながるので

はなかろうかと思っています。ご承知のとおり、ブロイラーの場合には、日齢、ステージごとに、

給餌・給水あるいは温度・湿度、換気等々、かなりきめ細やかな数値で農場ごとに管理しながら、
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究極的には出荷までを行う仕事です。牛や豚も当然かなり緻密にやっている世界でしょうが、ブロ

イラーの世界は、細かい数字に基づいた形で快適な環境をつくって飼育している世界だと思ってい

ます。いずれにせよ、これから数を重ねながら、いずれ日本としてのブロイラーのアニマルウェル

フェアをつくるということですので、今回だけの出席でございますが、よろしくお願いいたします。 
〔岩間座長〕 
ありがとうございました。一通りご意見を委員からお聞きしたのですが、まだ時間もありますし、

皆さんの方で、まだ言い足りなかったことが何かあればお受けいたしますが、何かありませんでし

ょうか。 
〔吉村専門員〕 
このアンケート調査の対象は、先ほどから伺っていますと、食鳥協会を通じて調査をされるとい

うことですが、その食鳥協会への組織率というか加盟率というか、あるいは逆にアウトサイダーの

ブロイラー養鶏業者というのがどれくらいあるのか。この調査をした場合に漏れる人がたくさんい

るのか、いないのか、ほとんどが含まれるのかというところなのですけれども。 
〔北池室長〕 
明確な統計数字を持っておりませんので、正確でない面があるかもしれませんが、生産量的に言

えば大半の部分が含まれていると思います。 
〔吉村専門員〕 
非常に大規模にやっているところもあると思うのですが、そういうところは協会に入らないとか、

そんなことはないのですね。 
〔北池室長〕 
そういうところは逆に入っておられます。 

〔木村部長〕 
90％程度のほとんどの農家が入っておられると考えております。 

〔岩間座長〕 
私も、少ない経験から言いますと、農家の上にそういうインテグレーターというパッカー、処理

加工を中心にして、その下に生産者がいますから、皆さん処理場の経営者はほとんど食鳥協会の加

盟員ですので、そこを通じて末端の農家に調査はほとんど行くと思います。むしろレイヤーの方は

個々の農家で、組織的な横のつながりがないところもありますので、同じ調査をしても、ブロイラ

ーの方がよりカバー率は高くなる。先ほどどなたかがおっしゃったと思うのですが、多分、漏れと

いった、そういう点はないと思います。 
それでは、一通りご意見をお伺いしましたので、この飼養管理実態調査について、この結果は今

後どんなふうに。 
〔木村部長〕 
今日のご意見を聞いて、さらに内容を検討して、座長ともご相談しながら調査票を作成したいと

思っております。 
〔岩間座長〕 
それで、8 月ぐらいにまとめて、食鳥協会を通じて各インテグレーターを通じ農家の方にお願い
すると。 
〔木村部長〕 
一応８月中に調査票をつくって、配布し、8 月から 12 月ぐらいに調査を実施して、報告書をま
とめるという予定でやりたいと思っております。 
〔岩間座長〕 
わかりました。ということで、事務局から、次回は 12月か来年の 1月ごろに第 2回ブロイラー
分科会を開きたいという説明を受けております。多分その前の 12 月ごろまでには、皆さんにご意
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見をいただいたブロイラーの飼養管理実態調査の大まかな結果が出ているのではないかと思います。

次回はこれをベースにまたご議論いただくことになると思います。あわせて、海外の取り組み状況

等も事務局から報告があると思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 
 
（5）その他ブロイラー分科会は 
〔岩間座長〕 

それでは、最後、その他について何かありましたらご説明をお願いします。 
〔木村部長〕 
今、座長からお話があったスケジュール関係の話です。繰り返しになりますが、8 月から 12 月
に飼養管理実態調査を実施することにしており、その調査の状況や関係資料の収集状況を見て、

12 月から 1 月ごろ、第 2 回の分科会を開催する予定にしております。飼養管理実態調査は中間取
りまとめぐらいになるかと思います。第 3 回の分科会については、そのときの状況を見ながら、
年度末をめどに開催したいと考えております。 
それから、分科会の上にあります推進委員会は第 1回を６月 10日に開催しましたので、第 2回
は 2月に開催して、分科会の状況を報告したいと考えております。 
なお、科学的知見グループの検討会は第 1回を 8月 4日に開催することとしております。 

〔岩間座長〕 
ありがとうございました。 
事務局から当初は 4 時 15 分までには絶対終わってくださいというお話をお伺いしているので、

あと 15分ぐらいあるのですが、どういたしましょうか。 
何か皆さんの方で、せっかくですのでもう一言言い足りなかった点とか何かありましたら、ぜひ

言っていただければと思います。 
― 特になければここで終わらせていただきます。本日はお忙しいところをご苦労さまでした。
ありがとうございました。 

 
６ 閉 会 


