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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回採卵鶏分科会 

 

平成 20 年 9 月 19 日（金）鉄二健保会館 

 

１ 開 会 

 

２ 挨 拶 

・開会の挨拶〔山下会長〕 
この基準の作成につきましては、昨年度から実態調査あるいは科学的知見の整理、それから各先

進国の基準の調査等を事務局でも進めてまいりました。また、昨年は 3回この分科会を開催させて

いただき、ご検討を賜ってきました。今年はいよいよ指針を取りまとめるということでございます

ので、委員の先生方におかれましてはご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

昨年度は 3 回、この分科会を開催させていただいたわけですが、3 回目を 3 月に開催して以来、

半年経過しております。若干間があきましたが、この間、事務局でも、今年から新たにブロイラー

と乳用牛の分科会を設け、それらを進めた関係や、本日お示ししております指針の素案づくりとい

う作業があったこともあって若干間があきましたことをおわび申し上げたいと思います。 

委員の先生方には事前に素案をお届けしておりましたが、指針をつくっていく上でいろいろ盛り

こまれておりますことについてのご意見をいただいきたいと思います。 

今後のスケジュールとしましては、後ほど申し上げますが、少なくとももう 1回は分科会を開催

しなければならないだろうと考えておるところでございます。 

限られた時間ではございますが、ご検討のほどよろしくお願い申し上げます。 

 

・来賓の挨拶〔菅谷課長補佐〕 

この事業は、2 年間で採卵鶏、豚の指針をまとめていただき、また今年度はブロイラー、乳牛も

あわせて立ち上げていただくということで、非常に無理を申し上げ、大変申しわけなく思っており

ます。私は 4月から担当させてもらって、アニマルウェルフェア、言葉も含めてなかなか知らなか

ったことも多く、生産者、消費者の方も、言葉の認知も含めてどういうものかというのはまだあま

り知られていないのかなと思っております。そういった面で、この指針をまとめていただき、生産

者、消費者が読んでもなるほどと、わかりやすいようにまとめていただければと思っております。 

本日の会議では、いろいろな意見を出していただき、非常に有用な指針ができますようご検討を

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〕 

委員の出席状況について、委員は昨年度から変わらず、本日は坂井委員、佐藤委員が欠席である旨

の説明を行った。また、オブザーバーとして出席の農林水産省、環境省、日本養鶏協会の紹介を行っ

た。なお、出席者紹介後、配布資料の確認を行った。 
 

４ 議 事 

司会から今後の会議の進行を山本座長にお任せする旨の説明があり、山本座長の挨拶の後、議事が

進行された。 
（1）採卵鶏の飼養管理指針（素案）の検討 

〔山本座長〕 

それでは最初に（1）「採卵鶏の飼養管理指針（素案）の検討」ということで、事務局に読んで
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いただくわけですが、素案の内容は 13 頁にわたっておりますので、セクションごとに区切りなが

らご紹介してもらいたいと思います。 

 

第１ 一般原則 
〔山本座長〕 
最初に「第 1 一般原則」についてですが、これは採卵鶏だけではなく、ほかの畜種との共通事

項的なことで整理していくという形になっていまして、推進委員会で深めた議論をしていただくと

いうことです。ただ、採卵鶏にもかかわる、全体の基本的な部分でございますので、事務局から読

み上げていただきたいと思います。 

〔木村部長〕 

採卵鶏の飼養管理指針（素案）の「第 1 一般原則」1～3頁を読み上げた。 

〔山本座長〕 

今、ご紹介いただいた「一般原則」の部分は、先ほども申しましたように親委員会となる推進委

員会でご議論をいただくということになっています。しかし、非常に重要な部分ですので、これに

つきましてご意見をお伺したいと思います。何かお気づきの点、また推進委員会で深めてもらうと

きにこの辺を留意してほしいという点、何でもいいですからご発言をお願いいたします。 

〔田中委員〕 

2 頁の（参考）のところの下の「例えば、採卵鶏における砂浴び様行動などは」の「様」を取っ

て「砂浴び」にしないといけないですよね。 

〔山本座長〕 

そうですね、削除ミスがあったようです。「砂浴び行動などは」ということですね。ありがとう

ございます。その他お気づきの点があれば、― なければ、最後終わりましてからまた戻りたい

と思います。それでは、この「一般原則」はとりあえず議論を締めさせていただきます。 

 

第２ 採卵鶏の飼養管理 

1 管理方法 

〔山本座長〕 

それでは「第 2 採卵鶏の飼養管理」に入らせていただきます。これも 1 から 6 とセクションに

分かれています。最初に「1 管理方法」について検討していきたいということですので、事務局

よろしくお願いいたします。 

〔事務局〕 

採卵鶏の飼養管理指針（素案）の「1 管理方法」4～6頁を読み上げた。 

〔山本座長〕 

ただいま事務局から「1 管理方法」のご紹介をいただきました。これについて、少し時間をか

けながら議論をしたいと思います。何かご意見はございますか。 

〔米田委員〕 

⑧「種鶏の飼養管理」のところで、1 行目に「孵化率や発生率」という文言がありますが、これ

は似た概念なので「孵化率や受精率」という表現に変えていただきたいと思っています。もしくは、

ここを「繁殖性能の向上」か何かに変える方がいいのではないかと思っています。 

あと、蹴爪のところですが、どちらかというとこれはブロイラーの概念なので、このパラグラフ

を削除するか、もしくはもう少しやわらかい表現に変えていただけないかなと。すなわち、トリミ

ングするという方法もありますよというような表現に変えられないかなということです。 

あと、⑤「病気、事故等の措置」に治療の話が載っていますが、伝染病の防除についても言って

おいた方がいいのではないか。そういった防除措置を速やかにとるということやほかの鶏に伝播し
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たときのことについてもここでは述べるべきではないかなと思っています。後ろの⑦「有害動物等

の駆除」というところで伝染病のことを書いてありますが、これはどちらかというと有害動物の話

であって、伝染病そのものについては書いていないので、前の⑤「病気、事故等の措置」のところ

でふれておけばいいのではないかと思っています。 

それから、前後しますが、⑥「鶏舎等の清掃・消毒」のところで、オールイン・オールアウトの

ときに、「洗浄」、「消毒」とありますが、それ以外にも「乾燥」という概念も、どちらかという

と、鶏舎を消毒して、その後、空舎期間を十分とるということは非常に重要な概念なので、こうい

ったことも入れておくべきではないかと思っています。 

〔山本座長〕 

確認の意味なのですが、4 点あって、1 つ目が「孵化率や発生率」というよりも、もう少しわか

りやすい概念にした方がいいのではないかと。例えば「繁殖性能の向上」とか、そういうものにし

たらいいと。 

蹴爪のところは、これは主にブロイラーのことを言っているので、もうちょっとこの辺表現に注

意した方がいいのではないかと。 

〔米田委員〕 

そうですね。他の鶏を傷つけることを防止する方法としてトリミングがありますよというぐらい

の書き方ならまだ納得できるのですが。 

〔山本座長〕 

それともう 1点が、伝染病の予防、要するに治療とか、発生してからの話ではなくて、それを防

ぐための伝染病を予防するための対応を⑤に書き込む必要があるのではないかということですね。 

〔米田委員〕 

それが書いてあるところがどこにもないので、ぜひ必要ではないかと思っています。 

〔山本座長〕 

初めに書いてある「鶏にとって快適な環境を提供することは、病気の発生防止にもつながること

から」というところをもう少し書き込んだらいいということですかね。 

もう 1つが、⑥のところで「洗浄及び消毒」ということのほかに、「乾燥」ということも十分留

意してやらなければならないというご指摘ですね。 

その 4点のご意見を踏まえ、もう一度整理させていただきたいと思います。 

〔村田委員〕 

まず、4 頁の①の「観察は、少なくとも 1 日に 1 回は実施することとする」という表現は「少な

くとも 1日に 1回以上は実施することが望ましい」という表現がいいのかなという感じがします。 

あとは、その下の記録の項目ですが、ここに「アンモニア濃度」というのを 1つ入れてもらった

方がいいのかなと思います。 

それから、5 頁の③「ビークトリミング」のところで、「生後 10 日以内の鶏に限り実施するこ

ととし」という表現になっていますが、「生後 10 日以内の鶏に限り実施することが望ましく」と

いうふうにしてもらった方がいいのかなと。 

④「換羽」の 1行目「産卵開始の約 1年後、卵質や産卵率が低下し、自然に換羽して休産期に入

り」というのは、実際にはこのようにならないと思うのです。自然に換羽はしない状況なので、表

現としては、例えば「産卵開始の約 1年後、卵質や産卵率が低下し、経済性がそがれるということ

で、このために、換羽前に廃用とするか、換羽をするか」という格好にしたらどうかと思います。 

〔山本座長〕 

4 点ほどご指摘をいただきました。「1 日 1 回以上」という形で、よりもう少し観察を推奨した

方がいいのではないかと。 

記録には「アンモニア濃度」というのも重要なので、それも入れてはということですね。 
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3 点目は「生後 10 日以内に限り実施することとし」というのは、デビーク、ビークトリミング

をするときに、原案では 10 日以内を原則とするのですが、村田委員のご意見では「望ましい」と

トーンダウンしたようなニュアンスが入ってくるわけですけれども、その辺をどう扱うのかという

のは、微妙なニュアンスにかかわる問題かなと思います。 

最後は、「換羽」のところで「卵質や産卵率が低下し、経済性がそがれる」といった表現に変え

ては、自然と換羽はしないのではないか、一斉にそろわないだろうと。確かにご指摘の点もあるか

なと思います。その辺また整理したいと思います。 

3 番目のところは「実施することとし」というのを「望ましい」でかえられるのかどうか。あく

までこの指針案はこれで示して、後でまた団体なんかが自主的にさらにつくられるというので、こ

れを必ずそのとおりということではないのですが。 

〔村田委員〕 

実態はどうなのですか。実際には 10 日以上たってからやるケースもあるのではないですか。 

〔山本座長〕 

原案では「実施することとし」と、要するにやるのなら 10 日以内にしなさいよということです

が、村田委員からは、もう少し幅を持たせて「10 日以内にするのが望ましい」というふうに指針

ではしておいたらどうかと。 

〔栗木委員〕 

やるのであれば。やはりこの意味は、若いときにやった方がストレスは少ないという意味だと思

うので、できるだけ早期にと。だから、余り……。 

〔田中委員〕 

これはあくまでも指針なので、別にこれを守らないとどうこうという話ではないので、それ以上

になるとこれだけ苦痛があるのだということが科学的知見でもいろいろ出ていますので、やはりや

るのならこれ以内ですよということをきちっと書いた方がいいと思います。実質は内容的に全部が

望ましいということですね。あくまで指針ですから。でも、文章表現として全部「望ましい」に直

してしまったら、ここだけではなくて全体のトーンのこともあろうかと思うのです。だから、やは

りあくまで指針ですので、私は、逆にこれ以上たつと鶏に苦痛を与えるからということを入れても

いいぐらいだと思うのです。だから、これ以内にしなさいよと。でも、あくまでも指針なので、状

況によってはそれを過ぎてすることも絶対にしてはいけないという話ではないので、今のような内

容で書いておいた方がいいのではないかと思います。 

その関連ですが、ビークトリミングのところの初めの 2～3 行を見ると、雛は群飼すると必ず悪

癖が出ます、だからやりましょうという感じの表現なので、やはり海外でも言われているように、

系統だとか、飼養環境、例えばウインドウレスかどうかでも全然出方が違うので、その辺のことも

原則しなくて済むような鶏種や飼い方が望ましいのだけれども、こういう状況に置くと出ることが

多いので、その場合には雛のうちにこういうやり方でやりましょうと。まず出さないことが前提と

であって、実態としてはやらざるを得ないのですけれどもと、その辺のことを書かないと、ウェル

フェアの指針としてはいけないのではないかと。何か、これは出るのが当たり前、やるのが当たり

前みたいに見えてしまうかなと感じました。 

〔山本座長〕 

田中委員からここだけではなくて全体的なトーンも踏まえのご意見ですが。 

〔村田委員〕 

そのとおりですね。 

〔菅谷課長補佐〕 

豚の分科会でもやはり田中先生からご指摘いただいたような感じでご指摘がありましたので、全

体的なトーンについては、事務局とまた相談させていただきたいと思います。 
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〔山本座長〕 

そのほかお気づきの点があれば、お願いいたします。 

〔菅谷課長補佐〕 

ついでというわけではないのですが、同じく豚の分科会でご指摘があったのが、①の観察・記録

のところで、飼料及び水の摂取量を記録するという形になっているので、摂取量は記録するという

のもなかなかという話があって、飼料及び水がきちんと摂取できているかどうかというふうな書き

方にした方がいいのではないかというご指摘があったことを補足させてください。 

〔栗木委員〕 

私は養鶏と養豚と両方やっているのですが、技術的な部分もあって、どちらかというと豚はでき

るだけ多く食べてほしいため、摂取量を克明に記録するというのは飼養管理上そんなにないのです

が、採卵鶏の場合は、私はこういう表現でいいのではないかという気がします。 

〔菅谷課長補佐〕 

水の摂取量をはかるのはなかなか難しいのではないかと思うのですが。 

〔栗木委員〕 

採卵鶏は、むしろ餌の摂取量と水の摂取量の両方をチェックするような、群でですが、そういう

摂取量をチェックして健康度合いを見ていく。観察するといってもどうしても 1人当たりの管理羽

数が多くなってきて、管理が一羽一羽きちっとなかなか見られないとか、不十分だという部分もあ

って、計器を使って数字で摂取量、飲水量を見ながら健康状態等を見ていくという技術がかなりで

きてきています。そういう面では、鶏はこのぐらい突っ込んで書いてもいいのではないかなと思い

ます。さっきの田中先生の話ではないけれども、やはり少しでもレベルを上げていくという意味か

ら言って、そのぐらい求めてもいいのではないかなと思います。 

〔山本座長〕 

そういう意味では、採卵鶏の場合は記録する項目として、飲水量、飼料摂取量、先ほどのアンモ

ニア濃度。そのほか採卵鶏の場合はこういうのを記録しておいた方がいいものはありますか。 

〔栗木委員〕 

アンモニア濃度はなかなか難しいのでは。日常的には測っていないですね。ただ、定期的に測っ

ている方もいらっしゃる。これは養豚も同じだと思いますけれども。環境に少し問題があるかなと

いうときには、管理者がアンモニアを測ったりするのですが、定期的にというのは余りないのでは

ないでしょうか。 

〔神谷委員〕 

今おっしゃっていることは「毎日記録をつける」と書いてあり、そこに続く言葉ですよね。 

〔山本座長〕 

そうですね。ここは毎日記録する項目ですね。アンモニア濃度は、毎日でなくても、一定間隔を

置いて調べなさいとか、何か必要ではないかと。 

〔田中委員〕 

「5 鶏舎の環境」にアンモニア濃度が 25ppm を超えないようにするというのがありますね。 

〔栗木委員〕 

それがあるからここではいいと思います。 

〔神谷委員〕 

例えば、病気の発生状況というのは毎日どういうふうに記録するのですか。死亡羽数は数で今も

どこもやっておられますから簡単に記録できて問題ないと思うのですが、病気の発生状況を毎日記

録するというのはどういうイメージになるのでしょうか。 

〔山本座長〕 

神谷委員から「特に」のところから最後の 1行なのですが、これは「毎日」からずっと流れてき
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ていて、言葉足らずのところがあるので、少し表現を考えてはどうかと。 

〔栗木委員〕 

異常がないということを確認するのではないですか。私はそう自分で判断してこれを読んだので

すけれども。 

〔山本座長〕 

もし発生した場合はですね。 

〔神谷委員〕 

病鑑までやった上でそれを記録するのだというふうに読む方もおられると思います。 

〔栗木委員〕 

例えば呼吸器症状が出たよというのであれば、神谷委員がおっしゃったように順次ということで

はないでしょうか。だから、何か異常があるかどうかというチェックをちゃんとしなさいよと。 

〔山上技術主幹〕 

産卵状況や産卵個数、卵重ですとか、その辺のところも記録された方がよいのでは。よく産んで

いれば健康だというか、我々はそれを第一に申し上げていますので。一番の基本ですので、それが

よければ健康だという判断をするので、よろしくお願いします。 

〔栗木委員〕 

目で見たりするだけではなくて、生産性についても。健康じゃないと生産性は……。 

〔竹下委員〕 

ちょっと教えていただきたいのですが、⑤の安楽死の方法の部分で、この法令についての内容は。 

〔山本座長〕 

後ほど「その他」のところで事務局から安楽死の方法について説明していただきますので、その

ときにまたご意見をいただければと思います。 

その他、とりあえず一通りまず終えていきたいと思いますので。 

〔神谷委員〕 

②ですけれども「突発的な行動や動きを」ありますが、これは管理者の方だと思いますがどうい

う意味なのかちょっとよくわからないですけれども。「行動や動き」というのが、何が行動で何が

動きなのかというのがわからなかったのです。 

〔山本座長〕 

神谷委員から、②「鶏の取扱い」のところで、「突発的な行動や動きを起こさない」、「行動」

と「動き」の違いということですが、ここは 1つにまとめてもいいのかもしれませんね。 

〔神谷委員〕 

次に、ビークトリミングの「10 日以内」というところですが、日本養鶏協会のアンケート調査

から、中雛や大雛でも多少修正トリミングをする場合のあることが分かります。また、10 日以内

であっても、病気が出てしまって治療中だから少し先に延ばさなくてはいけないとか、いろいろな

状況が想定されます。やはり「望ましい」というよりも、私は「原則として」とか何かを頭につけ

ておくなり、あるいは後でフォローするような事項や文章を入れるということを少し検討した方が

いいと思います。 

〔山本座長〕 

村田委員からも話がありましたし、ここは全体的なトーンを考えながら再整理をさせていただき

たいと思います。 

〔栗木委員〕 

生産者としての意見ですが、今のようなお話は当然あり得ると思うのですが、イレギュラーな場

合は例外措置として考えればいいのではないかなと。やはり「10 日以内」というぐらいにしてお

いた方が、流れとしてというのですか、アメリカなどはやはりやらないという方向になってきてい
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るし、それでまた技術的に不可能かというと、不可能な環境もありますけれども、可能な環境にな

ってくればトリミングというのは必要なくなってくるだろうと思うのです。そうすると、アニマル

ウェルフェアという観点からいけば、生産者にとってはやはり努力目標だと思うのです。そういう

意味でここの部分は、指針をつくってそれが法律になるわけではないので、表現としてはこういう

方が理解は得られやすいのではないかなという気がします。例えば今度、生産者段階で自主規制し

ていく場合には、これを 10 日にするのか、意見によってもう少し延ばすのか。だけど、将来に向

かってはやらない方向にしようというような合意は多分できると思います。それで、どうしてもこ

ういう飼育環境にあるものは例外措置にするというようなことも含めて考えていくということで、

やはりアニマルウェルフェアの精神というのは、努力できるような部分については、それを求める

という書き方をしていった方が理解は得られやすいのではないかなという気がします。 

〔山下会長〕 

文章上「限り」というのが少しひっかかるかもしれませんので、そこら辺を検討させていただき

ます。 

〔山本座長〕 

確かにこの指針を踏まえて生産者団体が自主規制をつくられるときに、初めから緩い表現だとま

すます緩む可能性が高いので、この委員会としてはこういうのが望ましいのですよと示すというこ

となので、それぐらいの方針を堅持すべきではないかと、ご意見として承りました。 

〔池谷委員〕 

④「換羽」のところですが、日本養鶏協会でやられたアンケート資料によると、全体の約 6割が

誘導換羽をやっていて、絶食法がそのうちの 8 割、期間は 10 日という実態調査の結果が出ていま

すが、この指針だと「24 時間以上の絶食は推奨されず」ということになっていて、現行とかなり

違った格好になっているのですが、そこら辺をもう少し整理した方がよろしいかなと。 

〔神谷委員〕 

あわせて、換羽時の絶食とサルモネラの感染について書かれていますが、快適性の面から考える

とこの文章は必ずしも必要がないのでは。サルモネラの防除は、絶食だけではなくて総合防除が重

要なので農場に入っていなければ心配もないわけですし、他に優先されるべきいろいろな対策があ

り、ここでサルモネラが記述されていると偏った見方となっている気がします。 

〔山本座長〕 

サルモネラの感染とひっかけて換羽のところに記述すべきなのかどうかというご指摘だと思いま

す。再度これは検討させていただきます。基本的に事務方で整理させてもらった際には実態もある

程度念頭に置きながら、アニマルウェルフェアという観点に立ってこういう形で示すべきではない

かという形で整理していますので、先ほど栗木委員がおっしゃったような感じで厳しいところも幾

つか散見されると思います。 

〔栗木委員〕 

神谷委員のお話は私も十分理解できるのですが、これもやはり世界的な流れからいって、絶食と

いうのはやめようよと。最近、人間の健康で断食道場なんかが結構はやって、それの方が健康にな

るのだということで普及はしているのですが、やはり流れからいくと断食しない方が、絶食させな

い方がアニマルウェルフェアという観点からいいのだという見方が大勢だと思います。そういうこ

とからいくと、今、実態を調べれば、絶食というのが 8割もあるということなのですけれども、生

産者もアニマルウェルフェアということをもっとよく理解できるように勉強しなさいよということ

をここで言っているように、そういう観点から考えて、努力したとか努力しようとかという生産者

がまだまだ少ないと思うのです。今、8 割は絶食して、2 割の人は絶食方法をとっていないという

ことですから、2 割の人たちは進んで、もう誘導換羽というのを、絶食を伴わない方法を技術的に

開発しているわけですよね。今、飼料メーカーも競って行い、技術的にもうほぼ確立されたと思っ
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ておりますし、これを普及させていけば可能だと思うのです。そういう意味では、私は、このくら

いの表現でとめてもいいのではないか。むしろそこに絶食を伴わない方法を推進すべきだというふ

うに強く入れてもいいのではないかと思います。 

〔山本座長〕 

貴重なご意見をありがとうございました。ここはまた時間があったときに再度戻るということに

させていただきます。 

〔神谷委員〕 

6 頁「⑦有害動物等の駆除」のところですが、「有害動物等の駆除」というのは、いかにも殺す

だけという形になっています。入れないとか、いろいろな環境整備も含めてということで「防除」

という表現がよいかと思います。 

〔山本座長〕 

「防除」の方がいいですね。その辺また修正させていただきたいと思います。 

〔神谷委員〕 

⑨「管理者及び飼養者」となっているのですが、管理者と飼養者というのはどういう定義で、こ

こではどういう意味になっているのか教えてほしいのですけれども。 

〔山本座長〕 

「鶏の管理者及び飼養者」と使い分けているけれども、管理者というのはあくまで、かなり規模

が大きいところになると何人かを雇いながらやっていますので雇い主、経営の実施主体という意味

で管理者という形にしています。飼養者というのは、雇われた人も含め、実際管理に携わる方。 

〔神谷委員〕 

文章の初出などで管理者と飼養者が明確になる記述をしていただければ。 

〔山本座長〕 

わかりやすいようにさせていただきたいと思います。 

〔神谷委員〕 

4 頁の「飼料及び水が適切に給与されている」という表現になっています。冒頭の「一般原則」

の中では、1 頁中段の「良質な飼料や水の供給等」となっているわけです。「一般原則」では「供

給等」、中になると「給与」ということで、そこは何か意味を持たせているのですか。 

〔山本座長〕 

「供給」と「給与」、用語に使い分けがなされているのか、何か意識的に使い分けたのかという

ご質問かと思うのですけれども。 

〔木村部長〕 

特に意味はないです。 

〔山本座長〕 

そういう意味では、意味がなければ用語の統一に努めたいと思います。 

〔神谷委員〕 

「一般原則」の方も「給与」でいいのではないかと思います。 

 
2 栄 養 

〔山本座長〕 

それでは「2 栄養」に移らせていただきます。事務局からよろしくお願いいたします。 

〔事務局〕 

採卵鶏の飼養管理指針（素案）の「2 栄養」6～7頁を読み上げた。 

また、先に開催された豚分科会において、「2 栄養」についてご意見をいただいたことについ

て、下記のとおり説明があった。 
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③「給餌・給水方法」のところで「新鮮な水」とありますが、湧き水や井戸水などの検査の必要

性から「汚染されていない新鮮な水」としたらどうかという意見がありました。 

また、「給餌・給水方法」のところで「1 日 1 回の給餌」とありますが、ここは不断給餌もある

ので「新鮮なものを給餌する」とした方がいいのではないかという意見がありました。 

もう 1つ、「給餌・給水方法」の 1行目に「十分なスペースの確保」とありますが「十分なスペ

ース」だけではよくわからない、具体的に記述した方がいいのではないか。また何をもって「十

分」とするかわからないので「過剰な闘争が起こらないように」とか、マッシュやペレットといっ

た飼料の種類によって必要スペースが違うので「給餌方式に応じて」という文言を入れたらどうか

という意見がありました。 

〔山本座長〕 

事務局から「2 栄養」についての紹介と 2 日前に開かれた豚分科会の意見の概要もかいつまん

で報告していただきました。「2 栄養」についてご意見あればよろしくお願いします。 

〔神谷委員〕 

種鶏のところにも「採卵鶏よりもミネラル及びビタミンの多い飼料を給与することとする」と栄

養のことが書いてありますが、多ければいいというものではなくて、多分「必要な栄養素を満たし

た」とか、そういう感じではないかと。種鶏のところに戻ってしまって恐縮なのですけれども、受

精率とか孵化率というものは種鶏の快適性とは直接的に余り関係がないのではないかと考えますし、

また、「種鶏の飼養管理」のところではあまり栄養レベルのことに触れる必要はないのではないか

なと思っています。 

それと関連して「新鮮な」とか「十分な」とか、微妙な表現というか、あいまいな表現になって

いますので、スペースのところは「十分」でもいいのかもしれないですけれども、「新鮮な飼料」

とか「新鮮な水」というのは、さっきあったように、新鮮だからいいというものではなくて、「適

切な水質」だとか、「適質」だとか、そういう方がいいのではないかという感じがしました。 

〔山本座長〕 

今、神谷委員から「2 栄養」というよりも、1 の⑧「種鶏の飼養管理」のところで、種鶏の栄

養素ということはあえて言及しなくてもいいのではないか、そういうご指摘だったと思います。ど

うでしょう、米田委員、実際に種鶏を飼っておられて。 

〔米田委員〕 

確かにウェルフェア上は関係ない概念だと思いますが、ほかにも似たようなのはあったと思うの

で、どちらでも構わないと思います。 

〔山本座長〕 

わかりました。その辺、ウェルフェアの観点を考えて、⑧の書き方も少し工夫させていただくと

いうことで整理させていただきます。確かに「新鮮な」とかはわかりにくい、それは何を意味して

いるのだということで、もう少し具体性を持って書けというご指摘だと思います。そのことも踏ま

えて見直してみたいと思います。 

先ほど、③「給餌・給水方法」のところで、「十分なスペースが確保され」、これも形容詞とい

うか、「十分な」ということなのですが。 

〔栗木委員〕 

「十分な」でなければ、「適切な」かですね。何センチとかどれだけとか、スペースはこれから

決めることで。 

〔山本座長〕 

これは事務方が整理するときにいろいろと議論されていたのを聞いていますと、要は、実際よく

観察して、鶏が十分に餌を食べられているのか、水が飲めているのかを観察して、そこでスペース

をやるというので、なかなか適当な用語が見つからなかったので、「十分な」という形になったの
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ですけれども。 

〔池谷委員〕 

餌を与えるときに、一度に食える量なのかというイメージでいいのですか。 

〔横山専務〕 

豚のときは、そういったようなことは特に議論にはなりませんでした。ただ、マッシュであると

かペレットによって必要なスペースが違う、そういったようなことまで書き分けようとするととて

も大変なので、「過剰な闘争が起こらないように、飼料の種類に応じて十分な」とか、そのような

工夫が必要ではないかというようなご意見だったと思います。 

〔神谷委員〕 

「必要な栄養分が摂取できるような十分な」とか、そんな意味ですかね。 

〔横山専務〕 

今後検討する中身と受けとめておりますけれども。 

 

3 鶏 舎 

〔山本座長〕 

特にほかにご意見がないようでしたら「3 鶏舎」まで議論を終えて休憩に入りたいと思います。

では「3 鶏舎」をお願いします。 

〔事務局〕 

採卵鶏の飼養管理指針（素案）の「3 鶏舎」7～8頁を読み上げた。 

また、先に開催された豚分科会において、「3 豚舎」についてご意見をいただいたことについ

て、下記のとおり説明があった。 

開放型と閉鎖型（ウインドウレス）とありますが、ウインドウレスというと豚舎は真っ暗で全く

窓がないというふうに誤解を生じるおそれがあるということで「ウインドウレス」という表現は適

当ではなく、自然換気型の豚舎と強制換気型の豚舎と換気に注目した方がよいのではないかと意見

があった。 

また、本日欠席の坂井委員から、閉鎖型（ウインドウレス）のところの最後にもう 1項目「・換

気方式によってホコリ・羽毛などの集積がおきやすく、病原菌の蓄積がリスクとなる」という項目

を入れて欲しいというご意見をいただきました。 

〔山本座長〕 

「3 鶏舎」について、ご意見があれば承っていきたいと思います。 

〔神谷委員〕 

費用とか建設費のところを入れる必要があるのでしょうか。建設費が安いとか管理費節減とか、

ウインドウレスは高くつきますよとか、生産費からすると必ずしもこういうことばかりではないで

すので、経済性のところは余り入れなくてもいいのではないかと思います。特徴であることは間違

いないのですけれども、ウェルフェアの観点ということでは必要ないのでは。 

〔木村部長〕 

もう 1つ、先の豚分科会でデメリットとメリットがちょっとアンバランスではないかという意見

も出ましたので、その辺は採卵鶏でも検討したいと思います。 

〔池谷委員〕 

非常に細かな点ですが「野生動物、ネズミ、ハエ、ゴキブリ等の有害動物の侵入を」と書いてあ

りますけれども、ハエとゴキブリの侵入を防止する設計というのは非常に難しい気もするのですが。 

〔山本座長〕 

野生動物、ネズミの侵入を防止する設計で建てることは対応可能なのだけれども、ハエ、ゴキブ

リまで侵入を阻止するとなると、開放型鶏舎の場合は相当しんどいのではないかというご意見だと



 - 11 -

思います。 

〔栗木委員〕 

ハエとかゴキブリは発生しないような設備はできるから、そういう意味合いにしたら、特にハエ

なんかは、ウジが羽化するまでに除ふんをきちんとすれば発生しないので、発生しない条件をつく

るという意味を含めればいいのでは。やはり病気の伝播には結構関係があるし、アニマルウェルフ

ェアではどうなのでしょう。人間はハエがいると快適性ではないけれども、家畜もやはり快適では

ないでしょうね。そういうことからいけば、発生防止できるような設備というふうにかいていただ

ければ。鶏舎だから、ネズミの侵入の問題もありますが。 

〔村田委員〕 

さっきあった 8頁の、建築費、設備費がウインドウレスの方が高いかどうか、これは私もちょっ

と疑問なのです。あと、その次に「寒冷や暑熱に対する環境のコントロールを行いやすく、1 年を

通じて鶏の快適性を保つことが可能である」というふうに入れてもらうといいのかなと思います。 

〔山本座長〕 

要するに、ウインドウレスの方でもう少し丁寧に特徴を書いたらどうかということですね。ここ

で事務方が苦労されたのは、アニマルウェルフェアの観点のときに、開放と閉鎖型とどちらが好ま

しいのか。一般論的な話からいくと伸びやかにできる、広く空気が吸えるということから開放の方

がいいのではないかと。だけれども、できるだけ客観的にここを書こう、要するに公平観点でとい

う意味で書いているのですけれども、今おっしゃったように、やはり閉鎖型の大きな特徴として、

鶏の生涯を通じて非常に快適な、コントロールしやすいというのが非常に大きなメリットなので、

その辺注意しながら書いていきたいと思います。 

〔栗木委員〕 

科学的にどの程度実証されているのかわかりませんが、我々は、今、村田委員からお話があった

ように、一年中快適性を保てるのは閉鎖型、ウインドウレスだと思っているし、先ほどあった非常

に暑い時間帯に餌は余り与えない方がいいよというようなものがあるのですが、いずれにしても昼

間は暑くて夜の方が涼しいわけですよね。そういう意味では快適性ということからいけば、または

十分な栄養を補給できるという観点からいくと、ウインドウレスなんかだと最近はミッドナイトフ

ィーディングなんかが可能なのです。そういう意味では、我々としてはこちらの方が快適だと思う

ので、ある程度はそういうふうに書いていいのではないかなと。 

〔田中委員〕 

座長がおっしゃったように、どちらがいいかというのは確かに一般の人の感覚的なものと実際と

があると思うので、やはり極力客観的に、例えば、こういう環境に置けば年間を通じて精密な環境

を維持することができるよという表現だとか、一方で開放型の場合ですと、自然光とか自然の風が

入ってくる反面、そういう環境のコントロールが困難であるとか、そういうふうな形で快適とかい

う言葉、そういう事実というか、そういう客観表現の方がいいのかと思います。 

〔神谷委員〕 

一方で、閉鎖型（ウインドウレス）鶏舎は、きっちりとした施設管理ができていないと、不備が

起こり余計に鶏が不快になることも併記していただきたいと思います。 

〔島田専務〕 

用語の関係ですが、今、閉鎖型鶏舎ということで言われているのですけれども、養鶏家には今、

自然換気とか強制換気という形を含めた表現というのは余りなじみません。いろいろな用語をどん

どん入れると混乱するので、周知徹底を図るためには、ある程度なじんだ用語の方がいいのではな

いかということと、例えばウインドウレス鶏舎の考え方なのですが、鶏の場合はほかの家畜と違っ

て光をコントロールするためにやっているのがウインドウレス鶏舎なので、日照時間をいかにコン

トロールするか、光の強さをいかに安定させるかということが目的なので、換気のための建物では
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ありません。豚とは概念が全く違うので、その辺はある程度用語としてもなじんでいるということ

もあるので、余り用語を変えていただきたくないと思います。 

〔栗木委員〕 

賛成ですね。養鶏は養鶏でいいと思います。 

〔竹下委員〕 

余りこの問題で議論しますと、開放だ、ウインドウレスだということで、養鶏をやっている人は

自分の施設が正しいという認識で必ず議論がされてしまいます。余り私も言いたくないのですが、

開放型も夏場にウインドウレスと同じように換気装置をつけて快適性を保っているという設備も今

はされているわけでして、一概にウインドウレスが年間通じて環境のコントロールをしているとい

うことではなく、開放も夏場にそういう対策をとり、また、冬、春、秋も同じような対策をとって

いるわけですので、余りそれを特化して書いていただくと開放の方からまたいろいろな議論が、私

自身もそう思いますし、そこら辺は考慮していただきたいなと思います。 

〔山本座長〕 

わかりました。では、ここの書き方は今のご意見を踏まえまして、養鶏農家の方々に、快適性と

いう意味で開放型がいい、ウインドウレスがいいというような形で誘導するのでなく、こういう注

意点があるといったようなニュートラルな形で整理させていただきたいと思います。 

そのほか何かご意見があれば。ないようですので、ここで 10 分間ほど休憩させていただきます。

3時半をめどに再開したいと思いますので、よろしくお願いします。 

 

＜ 休 憩（15：20～15：30）＞ 

 

4 飼養方式 

〔山本座長〕 

それでは「3 鶏舎」まで終わりましたので「4 飼養方式」に移りたいと思います。事務局から

よろしくお願いします。 

〔事務局〕 

採卵鶏の飼養管理指針（素案）の「4 飼養方式」8～9頁を読み上げた。 

また、先に開催された豚分科会において、「4 飼養方式」についてご意見をいただいたことに

ついて、下記のとおり説明があった。 

採卵鶏ではケージの部分、豚の方ではストールに当たりますが、そこのところで、「・」の 3つ

目に「社会的順位を確立するための闘争行動が軽減されるため」とありますが、闘争だけではなく

て親和行動も制約されるので「社会行動ができない」ということも書き入れた方がいいのではない

かという意見がありました。 

また、坂井委員から、9 頁「屋外放飼い（放牧）方式」のところで「・」の 3 つ目「土壌の清浄

化が難しく、同一場所で繰り返し飼養した場合、コクシジウム症などと内部寄生虫の濃厚な感染や

外部寄生虫の被害を受けやすい」にした方がよいのではないかというご意見をいただきました。 

〔山本座長〕 

「4 飼養方式」について紹介していただきました。ご意見を賜りたいと思いますのでよろしく

お願いします。 

〔神谷委員〕 

高さ 40cm 以上と書いてありますが、これは成鶏とか産卵鶏と解釈できますが、冒頭で「採卵鶏

の飼養方式」としていますので、成鶏とか産卵鶏ということを限定するか、育成雛については、ど

こかに高さの基準の明記をお願いします。 

〔山本座長〕 
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ここは、育成ステージと産卵ステージとがあるのですけれども、これについては産卵ステージの

ことで、親鳥だけについて書いています。成鶏や産卵鶏と書いて、はっきりさせておいた方がいい

ということですね。 

整理しながら一番悩んだのは、できるだけ数値、今の高さ 40cm とか、傾斜は 8 度以下とか、可

能なところに数字を入れていくかどうか。 

〔栗木委員〕 

海外かどこかに数字が入っていたのですか。 

〔山本座長〕 

海外は入っているのがあります。アメリカには 8度というのが入っています。 

〔栗木委員〕 

8 度というのは、意味があるのですよね。 

〔山本座長〕 

田中委員、海外の知見をいろいろやっていただきましたが。 

〔田中委員〕 

科学的知見の参考資料のどこかに出てきているはずですが。 

〔村田委員〕 

飼養スペースの関係で 432～555 ㎠と数字が出ていますが、今一般的に普及されているケージの

1 羽当たりの平米数というのは大体 390～500 ㎠ぐらいの収容スペースになっています。ですから、

432 ㎠というふうに下限を限定してしまうと、それ以下の 400 ㎠とか 410 ㎠とか 420 ㎠というのは

現状でかなり普及されているものなので、この辺の数字を考慮する必要があるのかなと思います。 

〔山本座長〕 

村田委員から、日本の農家が使っているケージのスペースで 390 ㎠というのもあるので、432 ㎠

という数字にしてしまうとずれるところが出てくるので困る養鶏農家があるではないか、ただし

390 ㎠がだめだという根拠もないのではないか、だからここで 432～555 ㎠という数字を入れ込ん

で、これが推奨されると書いていいのかどうか、その辺現実を踏まえながらもう少し精査すべきじ

ゃないかというご意見だと思います。 

〔栗木委員〕 

これも海外の規則から持ってきたのですか。 

〔山本座長〕 

そうです。基本的に海外の知見、科学的なデータから数字は引いてきています。 

〔栗木委員〕 

アメリカは 390 ㎠よりもっと低かったものを、少しずつ上げてきています。一番少ないスペース

で 330 ㎠くらいです。 

〔村田委員〕 

330 ㎠です。あと質問ですが、これは例えば白玉鶏とか褐色鶏とか、その辺を分けるのですか。

もう少し具体的に言いますと、1 区画の間口が 60cm で奥行きが 55cm ということは 3,300 ㎠ですね。

それに 8 羽入れると 412 ㎠になります。それを 7 羽にすると 470 ㎠くらいになるので、412 ㎠はノ

ーという格好になってしまいます。1羽減らすと 10 何％の羽数減、8万羽が 7万羽になるので、経

済性から見ると、その辺の決め方は非常に大きな影響を与える可能性があると思います。 

〔山本座長〕 

村田委員の言われるように、432 ㎠とか、下 1 桁とか 2 桁まで数字を書いているのですが、やは

り日本で普及しているケージの寸法を見ながら考えた方がいいのではないかと。 

〔田中委員〕 

これは恐らく、科学的知見の 5頁に書いてありますように、アメリカがインチで出しているのを
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センチにするとこうなるという話で、ヨーロッパまで広くはしなくてもアメリカの生産者が考えた

数字だからということで、一応日本の指標としてもこれなら受け入れられるかなということで入れ

られたのだと解釈していますが、今おっしゃられたように、現状はこうで、だから 390 はだめだと

いう話ではなく、やはりアメリカもいろいろな研究の結果、このケージに 7羽入れるのと 8羽入れ

るのとを比べ、鶏舎全体の生産性とかコストパフォーマンスはいいけれども、個々に見ると 1羽の

能力としては入れ過ぎると落ちているとかということもあって、ウェルフェアレベルで考えたらこ

の辺が限度ではないかと考えられてこの数字が出てきているので、ガイドラインとしてはこのぐら

いの数字が望ましいのですよという形で入れておいて、将来、例えば今飼っているシステムを変え

るときに生産者がどう考えられるか。いや、うちはこれでいいと考えれば、別に 390 でやってはい

けませんということではないわけですから、やはりそういう観点でつくるべきだろうと思います。 

〔菅谷課長補佐〕 

現状を追認するためにどうするという気持ちではなくて、やはりウェルフェアというものを考え

たときにどうするべきかが大事だと思っています。そこで、最初のうちにいろいろと書いています

が、やはり見て判断することが一番大事ではないかと。ただ、今のものが絶対いいというわけでも

なく、正常な行動ができる自由というところまではなかなか難しいかもしれませんが、今のアメリ

カのいろいろなデータを見たら、生産性などを考えてもこのぐらいがいいというデータがあるとい

うのをご紹介させていただいて、これを見ていただいた生産者の方にいろいろ考えてもらうという

ことが大事なのではないかということで、こういうふうに提案させていただいています。もし生産

者の方から何かご意見があれば。 

〔島田専務〕 

一般原則のところで、これを 1つの指標にして生産者団体サイドとしても検討する話になるので、

アニマルウェルフェア、特にヨーロッパ並みになったら大変だというのがベースにあって、せめて

アメリカ並みに業界としても何とか近づけなければならないと思っています。この数字はアメリカ

の数字ですから、これをターゲットにして我々はどこまで近づけられるかということを業界団体と

して別途検討していくということが筋だと思うのです。現実的に今の収容密度から言えば、これは

生産者にとって大変だということになると思いますが、今のものを否定しているわけではないけれ

ども、こういう努力をしないとアニマルウェルフェアとして評価はされないよという流れのなかで、

業界としてもせめてアメリカ並みにいくべきだという議論が業界団体の中でも相当強くなってきて

いるので、やはりこのぐらいの数字はある程度出しておくのが筋だと思います。 

〔山本座長〕 

非常に心強いご意見を賜りました。竹下委員、特にご発言があれば。 

〔竹下委員〕 

先ほど来、数字がいろいろ出てきております。例えばデビークの 10 日齢の問題とか、断食、強

制換羽の問題とか、平米数の問題が出ております。そういう中で、この 432 ㎠というのは、小口の

生産者の中で、バタリーで飼っていらっしゃる、いわゆるケージの多段式の部分で、一般的に 8寸

ないし 7寸 5分 2羽飼いのケージでいきますと、大体 1羽当たり 444 ㎠のスペースになるわけです。

日本養鶏協会のデータを見ますと、今飼養していらっしゃる方でそれよりも下回っている方もいら

っしゃるわけです。村田委員が言われた、群飼で 7 羽とか 8 羽飼っていらっしゃる方は、1 羽減ら

せば、それでもまだ減らしやすい。だけれども、小口の生産者で、7 寸 5 分の 2 羽飼いで 432 より

少なくなった場合は、2 羽を 1 羽で飼っていくということは不可能な部分、現実にできるかどうか

という部分もあるわけです。 

ただ、このアニマルウェルフェアの鶏の快適性に考慮した飼養管理というものを考慮すると、

我々もどこかで今の現実、我々の見地から見た部分と、いわゆる外から見られた飼養管理の指針と

いうものを考えたときに、最小限度必要なスペースというような部分が大切ではないかということ
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になれば、我々もそれに向かってどこかでやはり妥協していくということにしていかないと、前へ

進まないのではないかと思います。小口ながら下回っている方もいらっしゃいますので、私もそこ

ら辺は意見として出させていただく中で配慮はしているつもりですけれども、現実問題としては、

やはりこの基準というのは我々としても守っていく 1つの目標ではないかと思います。 

そういう中で、1 点だけ、9 頁の「構造」という部分で、「ケージを積み重ねて鶏を飼養する場

合は、上段の鶏の排せつ物が下段の鶏の上に落ちないようにする」、ここの部分は非常にナーバス

なところがありまして、多段式の、直立でベルトのあるケージはきちっとベルトで保護されている

ので下に鶏にふんがかかるということはないと思います。しかし、バタリーのケージはどうしても

ケージとケージの重なりがあります。重なりがなくても、鶏がふんをするときにどうしてもストレ

ートに下に落とすということではなくて、斜めにふんをするということも習性としてあるわけです

ので、この文言でいくと、絶対にかからないようにというふうにまじめに生産者もとらえますから、

この部分は「配慮をしていく」とか、「そういうことをするのが望ましい」とかに若干表現をやわ

らげて書いていただくと、我々生産者としても納得いく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〕 

生産者を代表する委員から、面積等についてはやはりこれぐらいの基準を示して快適性を求めた

方向に誘導すべきではないかという心強い意見を賜りましたので、そういう方向で進めていきたい

と思います。 

〔島田専務〕 

EU が 2012 年からケージ飼い、従来のコンベのケージ飼いは禁止という流れになっているので、

アメリカは、ヨーロッパ型のものが入ったら大変だということで、UEP という集団が自主規制をつ

くっているわけです。そのような中で、11 月 4 日にカリフォルニアで住民投票が行われます。そ

こでヨーロッパ型のものが採択される可能性が極めて高いということで、今大騒動になっています。

日曜から上海で IEC というインターナショナルコミッション、世界中から 260 名ほどが集まって会

議をやっていて私も参加したのですが、15 名の代表の議論のほとんど全部がアニマルウェルフェ

アでした。海外においてのアニマルウェルフェアの認知度はもうそういう状況で、日本の方が物す

ごくタイムラグ状態になっています。そのため、海外に出ていって常に情報をとっている人は、せ

めてアメリカに合わさないとだめだという意識が強いのです。ヨーロッパだと 2012 年まで一定の

誘導期間があるわけですので、我々も国内においてある程度の誘導期間を設けて、新しいケージを

つくる場合にはこうだとかいうことで努力していかないといけないという話なので、今の飼い方を

否定するのではなくて、新しくつくる場合とか、新たに改造する場合とかいうことを考えた場合に、

これをガイドラインにすべきことだと思います。 

〔神谷委員〕 

もし科学的根拠が示されているのであれば教えてほしいのですけれども、同じ 400 ㎠でも、2 羽

飼いの 400 ㎠と 8羽飼い、9羽飼いの 400 ㎠では快適性というのは違うものなのですか。 

〔田中委員〕 

自由に動けるスペースが大きいということで、ヨーロッパなどでも、科学的知見のところにもあ

りますように、何羽なら 1羽当たり最低幾らと羽数が多いほど面積がだんだん小さくなっています。

ただ、群の大きさはどこまでがいいのかとか、その辺はいろいろな議論があるのですが、少なくと

も単飼なのか 2羽なのか 3羽なのか 4羽なのか、基本的には快適性は違ってきます。 

〔神谷委員〕 

例えば 2 羽飼いだと、給餌スペースや給水器の当たりがよくなるし、8 羽、9 羽になればまた異

なってくるでしょうから、快適性を考えると一律に 400 とかで切ることがということは少し疑問に

思います。 
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〔田中委員〕 

群が大きくなっても最低このぐらいは必要だということでして、例えば竹下委員がおっしゃった

ように、一般的によく飼われているケージの 7寸 5分 2羽飼いだと大体 444 ㎠ぐらい。それだとこ

こにおさまっていますが、2 羽飼いでこのスペースでいいかというと、また少し違うということも

あろうかと思います。しかし、その辺を言い出すと切りがないので、とりあえず最小限アメリカの

基準でこのスペースがあれば、どんな飼い方でもこの範囲であればいいのではないかということだ

ろうと思うのです。 

〔山本座長〕 

いろいろ議論いただきましたが、この 432 ㎠という、2 という数字まで入れるかどうかはおいて

おきまして、アメリカの基準に近い形の数字を載せていくという形でよろしいでしょうか。 

〔栗木委員〕 

これはもうちょっと研究するといいですね。 

〔田中委員〕 

先ほど竹下委員がおっしゃったように、一般的にケージだと 2羽飼いを 1羽にしろというのはむ

ちゃな話というのは当然そうなのですが、7 寸 5 分で 2 羽飼っていれば既にこの範囲には入ってい

るわけなので、それより小さい面積で飼われているところは、むしろ 2羽飼いではないところだと

思うのです。 

〔栗木委員〕 

そうですね。今おっしゃるとおりですよ。7寸 5分より多い群飼の場合でしょうね。 

〔池谷委員〕 

平飼い方式と屋外方式とケージ方式の 3つになっているのですけれども、屋外方式というのはほ

とんど平飼い方式と同じような内容になっているわけですね。そうすると、どちらかというと 1つ

にまとめて、平飼い方式として屋外で飼う方法もありますとか、そういうような表現はできないの

でしょうか。 

〔山本座長〕 

屋外と平飼いと分けて書いていますが、そんなに大きな違いがないのだから、1 つにまとめた方

がこれを読まれる方々も理解しやすいのではないか、また整理上もその方がいいのではないかとい

うご意見だと思います。十分検討させていただきたいと思います。 

〔田中委員〕 

どこまで書くかですが、基本的に日本はほとんどケージだからケージ中心に書きますよというこ

とで、あとのものはどちらかというと割と軽目の扱いだろうと思うのです。屋内でケージではない

けれども、日本では余り導入されていないですが、平飼いというよりいわゆる多段式のものもあり

ますよね。だから、どういうまとめ方にするか。その辺を入れるのか入れないのかで、今言われた

ように、まとめるのか、または屋内という形でのやり方や別の方法もありますよというのを書くの

かどうかだと思います。 

〔山本座長〕 

では、今のご意見も踏まえましてもう少し整理させていただきたいと思います。 

 

5 鶏舎の環境 

6 その他 

〔山本座長〕 

では「5 鶏舎の環境」と「6 その他」をお願いします。 

〔事務局〕 

鶏の飼養管理指針（素案）の「5 鶏舎の環境」9～11 頁と「6 その他」11 頁を読み上げた。 
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また、坂井委員から、10 頁の 4 行目「特に、鶏は発汗の発達がほとんどなく」の部分の「発

達」を「鶏は発汗の機能がほとんどなく」が適当ではないかというご意見をいただきました。 

〔山本座長〕 

事務局から「5 鶏舎の環境」と「6 その他」を紹介していただきました。何かご意見はござい

ますか。 

「6 その他」のところは緊急時の対応まで盛り込み、より鶏に配慮した、緊急時でもしっかり

対応してくださいということについても整理させてもらっています。 

〔池谷委員〕 

②の最後の部分「アンモニア濃度が 25ppm」のところですが、換気の改善だけではなくて、やは

りふんの適切な除去の方が必要なような気もするのですが。 

〔山本座長〕 

対症療法ではなくて、もう少しもとに返った対策をしっかりやりなさいというご意見だと思いま

す。踏まえてまた整理したいと思います。 

〔島田専務〕 

10 頁の 4 行目の鶏の発汗の話ですが、この後にヒートストレスの話が出るのであれば、鶏の体

温は平均体温が 41.5℃と特に高く、それでいて全身が羽毛に覆われているということなので、だ

から換気というかヒートストレス対策というか、そういうものが大事だという言い回しの方がいい

と思います。 

〔山本座長〕 

そうですね。ここでヒートストレス防止対策が重要だという観点をもう少し書き込むようにとい

うご意見だと思います。 

ここでいろいろと暑さ対策、寒さ対策について書いているのですが、もう少しこういう観点から

も必要ですよという、実際に飼っておられる委員から、ここはこういうものはもっと注意すべきで

すよというご意見があれば紹介していただきたいと思うのですが、これで大体尽きていますかね。 

〔米田委員〕 

1 点いいですか。うちの牧場で今年やったのが、暑熱、ヒートストレスのかかるときは水が高熱

になってしまいます。そうなると鶏が水を飲まなくなってしまうので、そうではなくて絶えず冷た

い水を流せるような工夫というのは必要だろうと思います。パイプの中が熱湯になっているのです

ね。ですから、そういう場合は後ろから抜いてやった方が、それをやった結果、去年ほどたくさん

は死ななかったということもあります。 

〔山本座長〕 

樋方式で滞留していると水が動かない、確かに水温が上がって鶏が飲みづらくて、冷たい水でず

っと流せるようなもの、自動給餌型のやつでしたら比較的簡単に対処できたりしますね。 

5、6 について特にご意見がなければ、再度もとに戻って、先ほどのスペースのところでも議論

を願ったときに、これは推奨すべき指針として出すのだから、余り実態というのをおもんぱかる必

要もないのではないかという心強いご意見を賜りましたので、その流れの中でもう一度もとに戻っ

て、先ほど積み残しになっていた 2つの大きな案件の、ビークトリミングと換羽、特にビークトリ

ミングの 10 日齢以下をどうするのか。推奨にするのか、やはり望ましいとするのか、10 日齢以下

ですよという形で整理するのか。換羽のところで 24 時間以上の絶食は避けて換羽をやるのだとい

う形で整理するのか。その 2つを両方の意見があったのでここをもう少し突っ込んで議論させても

らったらいいのかなと思います。 

〔栗木委員〕 

私は基本的にはどちらも、島田専務も言われたように、やはり可能な部分でもあると思うので、

現状は現状としてありますが、断食しない方向でいくとか、トリミングしない方法を目指すという
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ことではあるので、そういう方向へということで書き込んだ方がいいと思います。現状は無理でも

目標を持っていくということだと思います。今、世界的にそういう方向に向っているので、IEC で

もそういう論議がされたということからも、日本だけ現状がこうであるから日にちは入れるのはお

かしいとか、入れないのはおかしいとか、そういう論議よりも、むしろやらないという方向に流れ

ているので、それが全く不可能で無理だということではないわけだし、ただ、環境が整わないと、

また技術が伴わないとできないので、それは例外措置として何か業界で措置するとかいうようなこ

とではないかなという気がします。指針としては、やはり目指していくというようなことが入って

いく。例えばヨーロッパのケージは廃止だというのは基本的には極端だと思いますが、トリミング

の問題だとか絶食という問題については、もっと目標が高くてもいいのではないかと思います。 

〔竹下委員〕 

特にデビークの場合は開放鶏舎の場合、春から夏に光線が非常にきつくなってくる段階において

発生しやすいということで行っているわけですが、10 日以上でデビークするということは非常に

作業効率が落ちて、しかもストレスが莫大に発生して、血もなかなかとまりにくいという現実があ

って、作業効率という視点からとらえた場合、何らかのアクシデントがあった場合は 10 日齢でさ

れるというケースがあろうかとは思いますが、一般的には 10 日齢以内にほぼ 9 割の方が現実され

ているのではないかと思います。 

また、換羽についても、先般も議論の中にあったと思いますが、日本は卵の品質という問題で強

制換羽ということが大きな 1つの原点にあると思うのです、消費者に対しての。そういう原点をと

らまえた中で、もちろん経済性ということも取り入れながら、日本はやはり飼料も高い、ひよこ代

も高い、ワクチン代も高い、すべて外国より高いわけですので、それを経済効率の中において少し

でも卵の経済性を追った場合に、若干強制換羽をして経済性を追っていこうという視点があろうか

と思うのです。そういう中で、今、強制換羽について断食をやっているわけですが、生産者もなぜ

断食をしているかといいますと、誘導換羽という方法がまだ技術的に確立されていないという部分

の不安的なものがあって、実施していないということがあります。これがある程度技術的に確立さ

れていけば、誘導換羽でも十分通用する問題だと思うのです。ですから、そこら辺はある程度決め

事をきちっとしていただいて、それに沿って我々としても技術的に確立して、消費者のため、また

経済性のために追って技術革新を行っていくということで、こういう書き方でいいのではないかと

思います。 

〔山本座長〕 

栗木委員からも竹下委員からも、技術の確立状況を見ながら、そしてまた鶏に対する快適性とい

うことも考慮し、アメリカの対応なんかも見ながら事務方で整理してというお話だと思います。 

それでは、先ほど安楽死のところで質問があったと思うのですが、付録でつけているのですけれ

ども、説明をよろしくお願いします。 

〔松岡室長補佐〕 

それでは、環境省ですが説明させていただきます。12 頁になりますが、もともと平成 7 年の総

理府のときにつくられた基準で、動物愛護法の中で動物をやむを得ず殺す場合には国で基準を定め

るということに基づいてつくられたものです。この問題はかなり難しい問題ですが、今回ここに書

いてある指針というのは、どちらかというと野生動物以外の、人とのかかわりがある産業動物や犬、

猫、実験動物も含めて全部に読めるようにしてあって、どちらかというと一般論となります。最近、

犬、猫では譲渡というのを環境省は進めていますので、19 年の改正のときに用語を明確化するた

めに動物の「処分」という言葉を「殺処分」に変えましたが、800 以上のパブリップコメントをい

ただいて、この指針だとか、動物を殺してはいけないとかということも含めてもう少し冷静に考え

るべきというご意見をたくさんいただいています。 

ただ、ここに書いてあるのは、一般的なことでして、補足させていただくと、平成 7年にも殺処
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分の検討委員会というのを当時の総理府がつくっているのですけれども、最終的にこの解説本みた

いなものは国としては出しませんでした。結局、日本獣医師会が平成 8年 2月に解説本をつくり、

その中には薬剤であるとか、例えば産業動物の鶏だったらこういう方法が使われているということ

は書かれています。今もそれの改定はしていないので、詳しい技術的な内容などは、日本獣医師会

が編纂した 50 頁ぐらいの解説本に詳しく書いてあります。そこにもう少し詳細に載っているとい

うことはつけ加えさせていただきます。 

〔山本座長〕 

付録Ⅱ「動物の殺処分方法に関する指針」ということで説明していただきました。何かご質問な

り、もう少し詳しいことを、ここを知りたいというのがあれば。 

なければ、これで指針の検討を終了したいと思うのですが、最後にこれだけは言っておきたいと

いうのがあれば。―ないでしょうか。 

では、これをもって指針についてのディスカッションを終了させていただきます。 

 

（2）その他 

〔山本座長〕 

それでは、（2）「その他」ですが、何か事務局の方であればお願いします。 

〔事務局〕 

今後のスケジュールについてご説明いたします。採卵鶏分科会につきましては、今日いただきま

したご意見をもとに指針素案を修正いたしまして、年内に開催されます親委員会の第 2回推進委員

会へ指針素案を提示いたします。その後 2月頃をめどに第 2回の採卵鶏分科会を開催いたしまして、

推進委員会で修正された指針案を検討していただき、飼養管理指針案の最終案を年度末に開催予定

の第 3回推進委員会へ提示するという予定でございます。 

〔山本座長〕 

これからのスケジュールについて説明がありました。来年の年明け、2 月にはこの指針を完成版

に持っていきたいというスケジュールです。 

〔栗木委員〕 

パブリックコメントはやるのですか。 

〔山本座長〕 

特に何か公的に決めるというのではなくて、この委員会で決めるので、広く皆さんには周知徹底

してもらって、団体にもこれを踏まえてつくってくださいというお話をしますけれども、パブリッ

クコメントは特に……。 

〔栗木委員〕 

生産者の意見を聞くということは……。 

〔山本座長〕 

これを指針にまとめて、広く公表すると多分いろいろ出てくると思うのですが、特段その意見を

踏まえて直すということは―ここの委員会でまとめたということが重要であると思っております。

事務方、それでいいのですよね。特に今回の取りまとめを皆さんに示していこうということは予定

していません。それでは、ご意見がないようでしたらこれで締めたいと思います。皆さん、本当に

貴重な時間、また貴重なご意見をありがとうございました。それを踏まえましてもう一度今日の案

を練り直して、次の分科会にお示しし、最終案を得たいと思っております。きょうの概要等につい

ては、また取りまとめて事務局の方でホーム頁に載せてもらうということでございます。長時間本

当にありがとうございました。 

 

５ 閉 会 


