
英国

作成機関 欧州連合理事会 環境・食糧・農村地域省

laying down minimum rules for the
protection of chickens kept for
meat production

Code of Recommendations for the
Welfare of Livestock:
Meat Chickens and Breeding Chickens

肉生産のために飼養している鶏の保護
のための最低基準

家畜のウェルフェアに関する推奨コー
ド：
肉用鶏及び育種鶏

諸外国におけるブロイラーの規則等について

EU
国名

タイトル

第１条（本指令の適用範囲）
第２条（定義）
第３条（保証する事項、収容面積）
第４条（管理者等の教育及びガイ
　　　　ダンス）
第５条（鶏肉のラベリング）
第６条（欧州委員会の報告義務）
第７条（調査の実施）
第８条（良い管理のガイド）
第９条（罰則）
第10条（加盟国における発効）
第11条（処置）
第12条（輸送）
第13条（本指令の発効）
（付属書Ⅰ）
第１項　給水
第２項　給餌
第３項　敷料
第４項　換気
第５項　騒音
第６項　照明
第７項　明暗周期
第８項　観察
第９項　疾病及び傷害への対応
第10項　洗浄及び消毒
第11項　記録
第12項　ビークトリミング
（付属書Ⅱ）収容条件
（付属書Ⅲ）処理場
（付属書Ⅳ）教育
（付属書Ⅴ）評価、緊急時の対応等

内容 はじめに
緒論
畜産業及び飼養者
飼料及び水
健康
　・観察
　・疾病コントロール
　・脚の健康
管理方法
　・一般原則
　・ビークトリミング
　・ダビング
　・蹴爪の除去
　・前爪の除去
鶏舎施設
　・一般原則
　・換気及び温度
　・ヒートストレス
　・照明
　・敷料
　・緊急時の対応
収容面積
自動又は機械的設備
放飼方式
記録
捕獲、取扱い及び輸送
育種鶏の管理
非販売雛、中止卵等の処分
（付録）
　・有用な出版物
　・追加情報

資料３



全米鶏肉協会 国家動物福祉助言委員会 カナダ農産物評価委員会

National CHICKEN COUNCIL
ANIMAL WELFARE GUIDELINES AND
AUDIT CHECKLIST

Animal Welfare (Broiler
Chickens: Fully Housed) Code
of Welfare 2003

Recommended code of practice
for the care and handling of
farm animals
Chickens,Turkeys and Breeders
from Hatchery to Processing
Plant

アニマルウェルフェアガイドラ
イン及び監査チェックリスト

動物福祉法に基づく2003年福祉
規定（全期間を鶏舎内で飼育さ
れるブロイラー）

家畜の飼養管理及び取扱いに関
する推奨コード
孵化から解体処理場までの肉用
鶏、七面鳥及びブリーダー

米国 ニュージーランド（ＮＺ） カナダ

緒言
１．序言、規定の目的及び解釈
　1.1 歴史
　1.2 ｳｪﾙﾌｪｱ規定の位置付け
　1.3 規定制定の手順
　1.4 展望
　1.5 本規定の内容
　1.6 規定の改正
　1.7 ｳｪﾙﾌｪｱ規定・推奨及び最
　　　低基準の考え方
　1.8 解釈及び定義
　1.9 用語辞典、語彙
２．動物所有者及び飼育者の義
　　務
３．ﾌﾞﾛｲﾗｰの管理
　3.1 孵化場
　3.2 ﾌﾞﾛｲﾗｰの育雛及び育成
　3.3 鶏舎及び他の施設
　3.4 飼育密度､点灯の管理基準
　3.5 換気
　3.6 病気及びけがのｺﾝﾄﾛｰﾙ
　3.7 人道的な屠殺(殺処分)
　　　方法
４．捕獲、積み込み、輸送
　4.1 積み込み前の必要事項
　4,2 捕獲と積み込み
　4.3 ﾌﾞﾛｲﾗｰの積み込み密度
　4.4 輸送容器
　4.5 輸送
５．良質な管理
　5.1 品質確立ｼｽﾃﾑ
　5.2 記録
６．動物飼育者精神
（付録Ⅰ）防御
（付録Ⅱ）福祉規定

はじめに
緒論
第１章　孵化
　・一般原則
　・飼養者の教育
　・雛の取扱い
　・雛へのワクチン接種
　・管理方法
　・識別
　・非販売雛の処分
　・中止卵等の処分
　・雛の輸送
第２章　孵化卵の生産
　・雛の導入
　・鶏舎
　・飼料及び水
　・飼養者
　・種鶏の観察及び保護
　・敷料
　・種鶏の取扱い
　・環境
第３章　ブロイラー及び
　　　　ロースターの生産
　・雛の導入
　・鶏舎
　・飼料及び水
　・飼養者
　・鶏の観察及び保護
　・敷料
　・鶏の取扱い
　・環境
第４章　七面鳥の生産
第５章　家禽の取扱い及び輸送
第６章　処理場
第７章　将来の研究分野
（付録）
　・風速－冷却要因
　・コード作成者一覧

１．教育、訓練計画、
　　ガイドライン
２．孵化
３．栄養及び給餌
　　・飼養効率
　　・飼料成分
　　・給餌及び給水設備
　　・栄養必要量
　　・給水量
　　・飼料製粉機
４．鶏舎及び環境
　　・捕食動物からの保護
　　・衛生
　　・害獣及び害鳥防止
　　・バイオセキュリティ
　　・換気
　　・空気の質
　　・糞尿管理
　　・緊急時の対応
５．健康
　　・獣医の関与
　　・観察
　　・管理者のモニター義務
　　・ワクチン接種
６．収容面積
７．観察
８．捕獲及び輸送
９．処理場



理事会 英国（理事会指令が前提）

観察 ・観察回数の設定
・観察回数の設定
・観察事項（歩行等）
・観察しやすい施設の設計

・観察回数の設定
・観察に十分な照度の必要性

・観察回数の設定
・観察事項（行動、温度、照度、給
餌・給水器等）

・観察回数の設定
・観察しやすい設計（配置）

記録
・必要（導入数、鶏の品種、死亡数、
出荷後の飼養羽数等）
・3年間保持

・必要（飼養羽数、性、死亡数、平均
体重等）

・必要（飼料摂取量、健康状態、跛
行等）

・必要（健康状態、死亡数、淘汰数
等）

・鶏への障害を避ける （・ヒナの取扱い）
・ストレスは 小限にする
・鶏の持ち方、放し方
・他の動物との接触の防止

・身体の敏感な部分の損失や骨格
の変更は禁止
・ビークトリミングは、羽つつきやカン
ニバリズム等を防ぐ他の手段がない
場合に、獣医師の助言に従い実施
可能
・資格保有者により10日齢以内に実
施

・肉鶏は、ビークトリミングは必ずしも
必要ではない
・種鶏は、環境条件の改善により、
ビークトリミングはできるだけ避ける
・更なる死亡、傷害を防止するため
の次の手段としてビークトリミングを
実施
・5～10日齢で獣医師が実施
・切断は嘴の先端から1/3以内
　（上嘴だけの切断禁止）

・ビークトリミング禁止
・種鶏は、熟練した者により、10日齢
以内に実施し、切断は嘴の先端の
み

・不必要な苦痛を受ける方法での外
科的処置の禁止

・カンニバリズムが発生した場合は、
収容密度の減少、照度の低下等を
実施
・商業用のブロイラー鶏群では、ビー
クトリミングは実施されていない
・屋外飼育の小群では、ビークトリミ
ングが必要

・回復の見込みがない鶏や駄鶏の
処置

・疾病、事故への迅速な対応、獣医
師への相談
・跛行への対応
（・余分な雛、未分化胚等の人道的
処分）

・疾病の防止
・疾病、事故等への迅速な対応、獣
医師への相談
・ワクチン接種
・駄鶏の人道的な淘汰
（・余分な雛、未分化胚等の人道的
処分）

・死亡鶏は毎日取り除く
・疾病、事故等への迅速な対応、獣
医師への相談
・回復の見込みがない鶏や駄鶏の
人道的な淘汰

・疾病、傷害を受けた鶏の人道的な
殺処分

・鶏と接する建物、設備等の洗浄、
消毒の実施
・出荷後・導入前の洗浄、消毒徹底
・出荷後、全ての敷料排除

・厳密な消毒の実施
・ｵｰﾙｲﾝ･ｵｰﾙｱｳﾄの推奨

・清潔に維持
・スリットやワイヤー床の状態を良好
に保ち、糞は定期的に除去

・鶏舎、器具類の清掃、消毒
・敷料の質の維持

・他の動物からの保護対策
・「家禽群におけるげっ歯類侵入防
止のためのDEFRA（環境、食料及び
農村省）実施規程」

・おとり、罠等の対策により制御
・害虫、害獣の侵入を防止できる鶏
舎構造

・野鳥による伝染病媒介の予防
・ネズミの駆除

・飼料、飲水（制限給餌・給水を容
認、十分なスペース確保等）
・鶏舎、設備（グリット給与、敷き料、
照明等）
・外科的処置（断冠、蹴爪の除去等）

・飼料（制限給餌を容認）
・飲水（制限給水を容認）
・飼養管理（十分な飼養スペース）
・外科的処置（断冠、爪の除去）
・デビーク容認（１０日齢以内、先端
のみ）

諸外国におけるブロイラーの規則等の策定内容

EU
米国 ニュージーランド（ＮＺ） カナダ

１　管理
方法

①観察・
記録

②鶏の取扱い

③羽つつき防止
（ビークトリミング）

④病気、事故等の措
置

⑤鶏舎等の清掃・消
毒

⑥有害動物等の防
除・駆除

⑦種鶏の飼養管理



理事会 英国（理事会指令が前提）

EU
米国 ニュージーランド（ＮＺ） カナダ

・十分な訓練の必要（訓練コース、認
定書）

・有能な従業者の雇用（業務に精
通、機器の使用能力）
・研修による畜産経営者技術の習得
・心構え（ウェルフェア問題の予見、
回避、迅速な対応）

・指針の遵守を促進する人員の設置
・企業ごとに雇用者向け研修プログ
ラム設定の必要

・管理者等の義務（心得、禁止事項）
・飼養者における適切な能力、知識
及びプロ意識の必要

・作業者は適切な教育を受ける必要
（鶏の苦痛の回避、基本的要求、健
康悪化や不快の徴候等）

・水量計の設置、水消費量の記録
・栄養的要求を満たす飼料組成
・体重の減少防止
・十分な量の給与

・栄養的要求を満たす飼料
・標準発育曲線と比較し、差が大き
い場合は専門家の指導を受ける

・飼料、水の汚染防止
・飲水の凍結防止設備の設置
・飼料の変更は段階的に実施
・他の畜種用飼料の給与禁止

・飼料工場は良好な製造工程を適
用

・健康を害さない飼料及び水
・飼料の粒の大きさはヒナの大きさ
に適したもの

・新鮮で汚染されていない水源の確
保
・舎内温度と断水の関係
・健康を害さない飼料
・水温は30℃以下

給餌
・常に採食可能
・と鳥前の12時間以外の絶食禁止

・毎日採食可能
・給餌器の配置（舎内では、移動は
4m以内）
・12時間以上の絶食禁止

・全ての鶏が十分摂取できること
・毎日採食可能
・過度の闘争やけがを防ぐ方法で給
与

・常に採食可能
・給餌スペースの設定

給水 ・水がこぼれない構造
・点灯時間内は常に飲水可能
・十分な飲水器の数、配置

・全ての鶏が十分摂取できること ・常に飲水可能
・常に飲水可能
・給水スペースの設定

構造 ・他の動物からの保護

・環境条件（暑熱、寒冷等）、他の動
物からの保護
・新しく建てる場合は防火性の建設
資材を考慮

・容易に観察できる
・害虫、害獣の侵入防止
・入雛、捕獲作業が容易な出入り口
・けがや病気を起こさない設計
・自然、環境被害からの保護

・ケージは一般的でない
・ケージは、頭部の動きの自由、容
易な取り出し、傷害を起こさない床を
確保

床
・敷料は、乾燥し軟らかいものを使
用

・敷料の適切な維持
・敷料の水分は35%以下を維持
・足の問題を回避

・敷き料の適切な維持

・1m2当たり飼養密度（飼養条件別）
の設定

・1m2当たり飼養密度の設定
・正常に立ち上がり、回転し、両翼を
伸ばせる自由の確保
・鶏舎の床面積の掲示の必要

・自由に動きまわれる

・約1m2当たり飼養密度の設定
・1m2当たり飼養密度の設定

・正常に立ち上がり、回転し、両翼を
伸ばせる自由の確保

・1m2当たり飼養密度の設定

①熱環境 温度・湿度
・高温防止
・湿度過多の防止

・高低両極端な温度は避ける
・ヒートストレス（予防、対策等）
DEFRAの小冊子－「家禽における暑
熱」

（・孵卵場の推奨温度の設定（サー
モスタットの設置））

・温度管理システムは、加温・冷却
の両機能が必要
・高温への迅速な対応の必要

・ステージ別の推奨温度の設定
・暑熱時、寒冷時の鶏の徴候

・熱及び湿気の除去
・害のない範囲
・アンモニア濃度の設定

・適切な換気
・アンモニア濃度の設定

・換気システムは、有害ガスを防止
できる能力が必要
・アンモニア濃度の設定

・アンモニア濃度の設定

⑧管理者等のアニマ
ルウェルフェアへの理
解促進

２　栄養

①必要栄養量・飲水量

②飼料・水の品質の
確保

③給餌・
給水方法

３　鶏舎
４　飼養
方式、構
造、
飼養ス
ペース

①構造

②飼養スペース

５　鶏舎
の環境

②換気



理事会 英国（理事会指令が前提）

EU
米国 ニュージーランド（ＮＺ） カナダ

・照度、照明範囲の設定
・光周期、暗期の設定

・鶏がはっきり見え、活動を促す光線
量の確保
・照度の設定
・照明時間の設定

・暗期の設定
・点灯プログラムの推奨

・照度、暗期の設定

・3日齢までの照度の設定
・給餌、給水、普通の運動ができる
明るさ
・暗期の必要

・騒音は 小限
・設備による騒音防止

・設備による過度の騒音防止

・定期的な点検
・鶏に傷害を与えない設計、配置
・警報装置、バックアップシステムの
設置

・換気システムの適切な設計、維
持、代替システムの設置

・毎日４回以上点検（給餌・給水、換
気システム等）
・警報装置、バックアップシステムの
設置、定期的な試験作動

・毎日点検
・警報装置の定期的な試験作動
・バックアップシステムの設置

・非常事態の対応計画書作成、熟知
・飼料及び水の確保
・DEFRAの小冊子「農場火災」

・非常事態の対応計画書、連絡網の
作成

・自動警報システムの設置
・防火システムの設置
・火災時の緊急避難計画の作成

・非常事態の対応計画書作成、熟知

６　その他

①設備の点検・管理

②緊急時の対応

③照明

④騒音
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