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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 21 年度 第１回ブロイラー分科会 

 

平成 21 年 10 月 13 日（火）鉄二健保会館 

 

１ 開 会（14：00） 

 

２ 挨 拶 

・開会の挨拶〔石原副会長〕 

畜産技術協会の石原でございます。9月 1日に副会長に就任いたしました。よろしくお願いいたし

ます。 

委員の先生方には、お忙しい中、ご出席を賜り、誠にありがとうございます。ご案内のとおり、農

畜産業振興機構の補助事業であります家畜生産新技術有効活用総合対策事業の中で、平成 19 年度か

らアニマルウェルフェアの考え方に対応した飼養管理の検討を行っており、本年度はブロイラーと乳

用牛の指針を取りまとめることになっております。 

ブロイラーにつきましては、昨年度、2 回分科会を開催いたしまして、飼養管理指針に盛り込むべ

き事項、内容等についてご検討をいただいたところでございます。本年度につきましては、指針の素

案を作成するのに時間を要したということもございまして若干遅れておりますが、昨年に引き続きご

検討をよろしくお願いしたいと思います。 

本日の分科会では、アニマルウェルフェアの考え方に対応した飼養管理指針（素案）をお手元にお

届けしてございますので、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いたします。 

なお、今後のスケジュールといたしましては、後でもう一度ご説明をいたしますが、もう一度ぐら

い分科会を開いて指針案の取りまとめをしたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

 

・来賓の挨拶〔菅谷課長補佐〕 

日ごろから大変お世話になっております、畜産振興課の菅谷と申します。 

先ほど副会長からのご挨拶にもありましたとおり、19年度から畜種別の飼養管理指針を策定してい

ただくということで、委員の先生方には大変ご苦労をおかけしながら、今年の 3月には採卵鶏と豚の

飼養管理指針を取りまとめていただいたところでございます。 

今日の議題のブロイラーの飼養管理指針につきましては、事務局に採卵鶏や豚をベースとして素案

を作成していただいておりますが、採卵鶏とブロイラーでは、ここは違うのではないかというような

ご意見もいろいろあろうかと思いますので、自由にご意見を出していただいて、この項目は採卵鶏で

はなじむけど、ブロイラーではなじまないのではないかというようなことがあるかと思いますので、

専門家の先生方のご意見をお聞きして、再度検討させていただきたいと思っておりますので、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〕 

「委員名簿」の順に本日出席の委員の紹介を行った（森委員が欠席）。 

また、オブザーバーとして出席の農林水産省、環境省、独立行政法人農畜産業振興機構、社団法人

日本食鳥協会の紹介を行った。 

出席者紹介後、配布資料の確認を行った。 
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４ 議 事 

〔岩間座長〕 

前回の開催は今年の 2月の下旬でしたので、約８カ月ぶりとなります。時間がたっているので忘

れられているかもしれませんが、事務局にアニマルウェルフェアの考えに対応したブロイラーの飼

養管理指針（素案）をつくっていただきましたので、今までの２回の分科会でご意見のあった内容

が入っているのかどうかをもう一度思い出しながら、検討していただきたいと思います。 

この素案は、既に委員の皆さんのところにも送られていたと思いますので、早速始めさせていた

だきます。 

 

（１）ブロイラーの飼養管理指針（素案）の検討 

「第１ 一般原則」 

〔岩間座長〕 

全体が 9 ページほどになっていますので、それぞれ区切ってやっていきたいと思います。まず、

「第１ 一般原則」について始めていきたいと思います。 

一般原則は、この分科会の上に推進委員会というのがありまして、そこで既にいろいろ議論され

て、採卵鶏と養豚の一般原則にも同じものが入っていると思います。 

改めて皆さんに見ていただくということもありますので、事務局から一般原則について御説明を

お願いいたします。 

〔事務局〕 

「アニマルウェルフェアの考え方に対応したブロイラーの飼養管理（素案）」の「第１ 一般原

則」が読み上げられた。 

〔岩間座長〕 

このブロイラー分科会で与えられた仕事は、この次の「第２ ブロイラーの飼養管理」について

の検討ですが、この一般原則についてもご意見がありましたお願いいたします。 

特に 2ページ目の上の方で、「例えば、鶏における砂浴び行動」、この部分は、当然畜種によっ

て変わってきます。豚の場合、鼻で土の中をごそごそやるというような文言になっていると思いま

す。採卵鶏はブロイラーとだいたい同じですが、こういう行動でいいのかどうかも含めて、ブロイ

ラー分科会の各委員でこれが適当かどうか、何か御意見があればお願いいたします。 

特になければ、次に進みたいと思います。 

 

「第２ ブロイラーの飼養管理」 

１ 管理方法 

〔岩間座長〕 

それでは、次のブロイラーの飼養管理に移らせていただきます。 

以下、「１ 管理方法」、「２ 栄養」、「３ 鶏舎」、「４ 飼養方式、構造、飼養スペース」、

「５ 鶏舎の環境」、「６ その他」となっていますので、まず「１ 管理方法」に入っていきた

いと思います。事務局から、ご説明をお願いいたします。 

〔事務局〕 

「１ 管理方法」が読み上げられた。 

〔岩間座長〕 

最初「１番 管理方法」を一通り読んでいただきました。それでは、順を追って「①観察・記録」

からご意見があればお願いいたします。何かございませんでしょうか。 

〔伊藤委員〕 

「鶏の健康悪化の兆候としては」とありますが、ここの中に、下痢が入っていないのですが、ど
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うなのでしょうか。下痢をあえて入れるべきかどうなのかでしょうが、「鶏の健康悪化の兆候とし

ては」ということで、呼吸のことや、震え、食欲不振等とあるのですが、下痢なども大きなポイン

トではないかと思いました。採卵鶏の場合と特に変わってはいないのですが、細かいポイントなの

で、あえてつけ加えた方がいいのか、つけ加えなくてもいいのか判断に迷うところです。 

〔岩間座長〕 

ブロイラーの通常の飼養管理の中で、下痢は生育の上で非常に大きなハンディになるのは間違い

ないと思うのですが、野中委員、どうでしょうか。 

〔野中委員〕 

確かに下痢も必要ですが、そうすると、細かくさまざまな症状を載せなければいけないというこ

とになりますので、私はこの文章のとおりでいいかと思います。 

〔岩間座長〕 

竹内委員はどうですか。 

〔竹内委員〕 

私も、この文章でいいと思います。 

〔岩間座長〕 

一応、生産現場のことをよくご存じの委員の方から原文のままでいいのではないかというご意見

ですが、下痢は入れないということで、伊藤委員よろしいでしょうか。 

〔伊藤委員〕 

はい。どうなのかと思って逆にお尋ねをしたつもりですので。 

〔岩間座長〕 

それ以外に「①観察・記録」で何かありませんでしょうか。特にないようですので「②鶏の取扱

い」について、気になる点とか修正した方がいい点とか何か追加項目等があればお願いいたします。 

ここもよろしいですか。それでは、②はこのままでいいということで、続いて「③病気、事故等

の措置」についてお願いいたします。 

〔神谷委員〕 

①のところともかかわるのですが、①の中段の「また、けがをしたり、病気にかかったりした鶏

は適切な処置を行うこととし、死亡の場合は分離する」というふうに書いてありますが、①は観察

とか記録を書くというような項立てになっていますので、このくだりは③の措置に入る文章ではな

いかと思います。採卵鶏の①も同じようになっているのですが、よくよく見直してみると措置のこ

とが書いてあるなと。そう考えると、③に入れた方が据わりはよくなるのではないかという感じが

します。 

〔岩間座長〕 

具体的には、③のどこに入れるのがよいでしょうか。 

〔神谷委員〕 

どこに入れるかというのはちょっと考える必要がありますが、③の中にも同じようなことが書い

てあるので、今の①のくだりを③のところにまるっきり移すのではなくて、少しアレンジしながら

移していくのがよいのではないかと思っています。考え方としては、①は観察・記録について書い

てあり、③は病気だとかけがだとか事故「等」とあり、その措置について書いてあるため、①の観

察をした結果として③につながるのではないかと思っています。 

〔岩間座長〕 

要するに、①で言っている「また」から「分離する」までの話が③でも同じようなニュアンスの

ことがあるということですね。神谷委員の意見を具体的にとなると、私もどこへ持っていったらい

いのかと思いますが、両方あってもいいような気もします。 

〔神谷委員〕 
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そうかもしれません。大きな問題になるところではありませんし、また構成と文章の問題ですの

で事務局で少しご検討いただければと思います。 

〔岩間座長〕 

わかりました。事務局で今の神谷委員からの提案を具体的に検討していただきたいと思いますが、

他の皆さんで神谷委員のご意見に何かあればお願いいたします。 

〔甲田委員〕 

①の「鶏の健康悪化の兆候としては」というところから「迅速に分離するものとする。」、この

中間の部分を③の病気、事故等の措置の方に入れるということは、私は賛成です。 

「照明に問題がないか等をチェックすることとする。」の次の「鶏の健康悪化の兆候としては、

速く不規則な呼吸」から「可能な限り迅速に分離するものとする。」までの部分を③の「けがをし

たり、病気にかかったりしているおそれのある」から「可能な限り分離し」までを削除して、代わ

りにいれるような形で文章を検討してはどうでしょうか。 

〔田中委員〕 

同じところで、おっしゃっていることはもちろんわかるのですが、一方で、全部移してしまうの

はどうでしょうか。「健康悪化の兆候」というのは、観察、記録すべき項目として上に挙がってい

ると思うので、それまで下に移してしまうのかどうか。当然関連はあるのですが、観察、記録すべ

きものとしてこんな兆候がありますよということではないでしょうか。 

その後の文章で神谷委員が言われたことは、確かに③と同じような文章でダブっているので整理

してもいいのかなとは思うのですが、前の鶏、豚を見ても同じような書き方なので、ダブっている

けれどもそのままでもいいのかなという部分と、観察項目として悪化の兆候というのは上に残した

ままでもいいのかなと思っています。その辺も含めて事務局で検討していだければと思います。 

〔岩間座長〕 

既に採卵鶏と豚がでているので、そのあたりは横並びもあるので、ブロイラーだけというのもあ

るかもしれませんね。そこは、事務局で検討をお願いするということでお願いいたします。 

〔伊藤委員〕 

細かいことですが、③に「著しい生育不良」とあるのですが、これは「発育不良」という言葉で

はまずいのでしょうか。「生育不良」という表現が余りなじまなくて、普通は「発育不良」という

言葉を使うと思うのですが。 

〔岩間座長〕 

甲田委員、竹内委員どうでしょうか。 

〔甲田委員〕 

「発育不良」ですね。 

〔竹内委員〕 

そう言われたら「発育」と言いますね。 

〔岩間座長〕 

それでは、「発育不良」でよろしいでしょうか。「生育不良」というところは、「発育不良」の

方が一般的ではないかというご意見をいただきましたので、「発育不良」ということでよろしくお

願いします。 

それでは、次の「④鶏舎等の清掃・消毒」について何かございますか。 

特に意見がないようでしたら、次の「⑤有害動物等の防除・駆除」はどうでしょうか。特に意見

がないようですので、「⑥管理者等のアニマルウェルフェアへの理解の促進」に移りたいと思いま

す。⑤、⑥は、採卵鶏、豚と全く同じ表現だと思いますが、何かお気づきの点等があればお願いし

ます。よろしいですか。それでは次に進めさせていただきます。 
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２ 栄養 

〔岩間座長〕 

それでは、「２ 栄養」について読み上げていただきたいと思いますので、お願いします。 

〔事務局〕 

「２ 栄養」が読み上げられた。 

〔岩間座長〕 

それでは、「２ 栄養」について皆さんのご意見をお願いいたします。 

〔橋本委員〕 

ちょっと気になったのですが、「①必要栄養量・飲水量」の中で「鶏が健康を維持し、正常な発

育、繁殖等の活動を行うために」となっていますが、ブロイラーに「繁殖等の活動」を入れるのは

どうなのでしょうか。 

〔岩間座長〕 

事前にお配りしていたものは「繁殖等の活動」が入っていましたが、今お手元にお配りしている

ものは、「正常に発育する」に修正されています。 

〔橋本委員〕 

わかりました。 

〔岩間座長〕 

「２ 栄養」はよろしいですか。それでは次に進めさせていただきます。 

 

３ 鶏舎 

〔岩間座長〕 

続きまして、「３ 鶏舎」について事務局からご説明をお願いいたします。 

〔事務局〕 

「３ 鶏舎」が読み上げられた。 

〔岩間座長〕 

それでは、「①開放型鶏舎」までの前段の部分について皆さんのご意見をお願いいたします。 

特にないようでしたら、①、②、③は施設の説明ですので、この説明で修正の必要な部分や不適

切なところがあれば言っていただきたいと思います。いかがでしょうか。 

〔橋本委員〕 

セミウインドウレス鶏舎についてですが、「セミウインドウレス鶏舎とは、開放型鶏舎にカーテ

ン等を設置して、強制換気等による環境コントロールを行いやすく」と。これはこのとおりですが、

開放型鶏舎にカーテンを設置すればセミウインドウレスになるというわけではございませんから、

むしろ「開放型鶏舎にカーテン等を設置してウインドウレス鶏舎に準じた構造とし」と例示的に入

れられた方がよいのではないかと思います。 

〔岩間座長〕 

今の橋本委員のご意見は、セミウインドウレス鶏舎の１行目で、「ウインドウレス鶏舎に準じて」

というような文言を入れた方がいいということですね。 

〔橋本委員〕 

その方がわかりやすいかと。開放型鶏舎でも、カーテンが完備されている例は少なくありません

が、それはセミウインドウレスとは違うと認識しております。セミウインドウレスというときは、

やはりウインドウレスに準じた構造があるものがセミウインドウレスと考えておりますので。 

〔岩間座長〕 

橋本委員のご意見に何かございますか。 

それでは、橋本委員のご意見をここに。「ウインドウレス鶏舎に準じて」という文言を入れると
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いうことでお願いします。 

それ以外に鶏舎全体で特に何かありませんでしょうか。よろしいですか。それでは次に進めさせ

ていただきます。 

 

４ 飼養方式、構造、飼養スペース 

〔岩間座長〕 

それでは、「４ 飼養方式、構造、飼養スペース」について事務局からご説明をお願いします。 

〔事務局〕 

「４ 飼養方式、構造、飼養スペース」が読み上げられた。 

〔岩間座長〕 

それでは、まず「① 飼養方式」について何かあればご意見をお願いいたします。 

〔甲田委員〕 

飼養方式を平飼いと決めつけてもいいのでしょうか。 

〔神谷委員〕 

「主に」とか「平飼いがほとんどである」とか「主流である」とか何かをつけて。全部が平飼い

ではなくて、ごく一部ケージ飼いしていないところもなくもないという感じですから。 

〔岩間座長〕 

竹内委員、どうでしょうか。 

〔竹内委員〕 

現状において、主な方式は、レイヤーだとケージがほとんどだと思いますが、もし業界全体のブ

ロイラーをカバーするのであれば確かに限定してしまうというのはどうかと。平飼いの定義という

のがあるようでないと思うので、平飼いをどう解釈するかにもよります。平なので１階でもフロア

だし、2階でもフロアなんですね。 

〔岩間座長〕 

山崎委員、どうでしょうか。 

〔山崎委員〕 

アンケートの際に、そこら辺は全部平飼いという前提でやられていたような気がしたのですが。 

確かに竹内委員が言われたように、何をもって平飼いというのがあるのですが、難しいですね。 

〔岩間座長〕 

神谷委員は、先ほど言われた「方式がほとんどである」とか「主に平飼い方式である」とかの何

かそういうニュアンスを入れた方がいいのではないかということですね。 

〔神谷委員〕 

そうですね。 

〔野中委員〕 

「主に」で。 

〔岩間座長〕 

野中委員からご意見のあった「主に」を入れるということでよろしいですか。 

それでは、それ以外に何かありますか。特にないようですので、②の構造についてお願いします。 

〔神谷委員〕 

2 点あるのですが、まず問題なさそうな細かい点は、「また」以下のくだりです。「適切に水分

等を維持・管理する必要がある」は、敷料自体については全くこのとおりだと思います。その上で、

「敷料の状態の悪化」となるのですが、この場合は敷料の悪化ではなくて、飼育床面の悪化ではな

いかと思います。必ずしも敷料を使って飼育する場合だけではありません。敷料を使わないで床暖

で飼育されるところもあります。床暖でやっても、敷料が敷いてあっても、床面の悪化というのは
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胸ダコだとか足のけがにつながりますので、前半は「敷料」、後半は「床面」にされた方がいいの

ではないかと思います。 

もう 1 点は、最初の段落に「交換が容易な材料を用いることが望ましい」と書いてありますが、

これはどういう意味なのかというのを……。例えばレイヤーですと、ケージなんかは、確かに交換

しやすい構造だとか老朽化していきますのでわかるのですが、ブロイラーの場合は、鶏舎の床面と

かが交換しやすいというのは、どういうところを想定されて書かれているのかなというのを教えて

いただきたいと思います。 

〔岩間座長〕 

この「交換が容易な材料」というのは、事務局は何か意識してこれですというのが具体的にある

のでしょうか。 

〔事務局〕 

特にこれというものはないのですが、例えば壁際など、老朽化で壊れたりした場合にはすぐ交換

できるようなものというのが何かあるのではないかということで書かせていただきました。 

〔神谷委員〕 

「容易な材料」と「容易な構造」とはまた違うのではないでしょうか。むしろ今の流れですと、

比較的しっかりしたものを建設したり、据えたりして、それをきっちり消毒、洗浄して使っていく

ので、構造自体は修繕しやすい構造にするのかもしれませんが、交換が容易な材料となると、例え

ば床面だとコンクリが張ってあるとか、立ち上げの壁面でも、最近では比較的丈夫なものを扱える

ようになってきていますので、「交換が容易な材料」というところが理解に苦しむところです。 

〔甲田委員〕 

私がこれを見たときには、一瞬カーテンかなと思いました。カーテンが台風で破れたとか強風で

とか、耐候材が少なくて南斜面が早く破れたとか、そういうことかなと思ったのですが、知らない

人はわからない。 

〔岩間座長〕 

皆さんがそれぞれ理解されているような表現かもしれませんね。私はそういう機械ではなくて、

比較的簡単に移動できるような給餌器とかを、レイヤーに比べると、ブロイラーは平飼いですから

比較的簡単なというイメージを持っていました。 

〔事務局〕 

材料に関して言えば、やはり堅牢で、吸水性のない資材を使ってくださいよということが書いて

ありますので、そういう文言で修飾するということでしょうか。 

〔神谷委員〕 

交換が容易な材料を用いることがどう鶏の快適性につながるのでしょうか。 

〔事務局〕 

壊れた場合にはすぐ修理できるようなというイメージですので、ここについては、いいご意見が

あれば教えていただければと思います。 

〔神谷委員〕 

「交換」まではいいと思うのですね。「容易な材料」というところが課題で「簡単に」とありま

すから、「簡単に清掃・消毒、交換ができることが望ましい」とかで、「交換が容易な材料を用い

る」というのが特出ししてあるのがちょっとひっかかってしまいます。 

〔岩間座長〕 

神谷委員が言われた、皆さんが簡単に思いつくような表現を検討していただくということでよろ

しいですか。 

あと、同じように神谷委員からご意見をいただいた、「敷料の状態」を「床面の悪化」と変えた

方がいいのではないかというもう一つのご意見についてはどうでしょうか。 
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〔橋本委員〕 

私もそれがいいと思います。もう一つ付け加えていただけるのであれば、床面の状態の悪化は、

「皮膚炎」にもつながるというのを一言入れていただきたいと思います。 

なぜかというと、もみじと言われている足の先、裏が膨らんでいますが、床面が悪いとそこに皮

膚炎がでてしまいます。これを FPD（foot pad dermatitis）というのですが、スコアがありまして、

この FPD のスコアがアニマルウェルフェアの一つの判断材料としてデンマークとスウェーデンで

用いられています。我が国でも、さきの日本獣医学会で、鹿児島大学の高瀬先生が日本の FPD の

実態調査を発表されています。 

そういうことで、恐らく床面の状態の悪化は、胸ダコよりも、実際には足裏の皮膚炎の方が判断

材料になると思いますので、それを一言入れておいていただけるとよりよいかと思います。 

〔岩間座長〕 

「脚のけが」というところでそれを示しているのではないかと考えていたのですが、胸ダコのと

ころに「（胸部水腫）」と書いてありますので、「脚のけが（皮膚炎）」といった表現では。 

〔橋本委員〕 

そうですね。例えば括弧して FPD もしくは、日本語ではまだかたまっていないんですが、脚の

裏の皮膚炎といったように。 

〔岩間座長〕 

橋本委員のご意見でよろしいですか。まず、「敷料」というのを「床面」に変更して、「足のけ

が（FPD）」、これは一般的に FPDで皆さんよろしいでしょうか。 

〔橋本委員〕 

これは世界で通じます。 

〔岩間座長〕 

FPDや胸ダコはということでお願いします。 

それ以外に構造のところで何かありませんか。よろしいですね。続いて、「③飼養スペース」に

進みます。ここは、これまでいろいろとご意見のあったところだと思うのですが、どうでしょうか。 

〔神谷委員〕 

最後の段落の「なお、飼養スペースが過密な場合は」の部分で「地面付近」ではなくて「床面付

近」の方がいいかなと思います。 

それと、これは解釈を教えて下さい。中段の「海外の知見等からは、55～60羽／坪程度」という

のは、飼育管理のステージの中でどこを指しているのかと問われた場合にどう答えればいいのでし

ょうか。つまり、餌付け時なのか、出荷時なのか、それとも他のどこかなのかと。 

〔事務局〕 

この時点では、出荷時の一番大きくなるときを想定しています。 

〔神谷委員〕 

出荷時であればよくわかる話だと思います。 

〔岩間座長〕 

神谷委員の最初のご意見は「地面」よりも「床面」の方がよろしいですね。 

それ以外に皆さんの方で何か。ここは今まで皆さんが一番議論されたところなので、ご意見を聞

かせていただければと思いますが、ここで 10 分間休憩させていただいて、休憩の後に山本委員か

ら一通りこの原案についてのご意見をお伺させていただきたいと思いますので、よろしくお願いい

たします。 

 

＜ 休 憩（15：15～15：25）＞ 
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〔岩間座長〕 

それでは、先ほどの続きからということで再開させていただきます。 

山本委員から、この飼養スペースのところのご意見をいただきたいと思います。お願いします。 

〔山本委員〕 

飼育用スペースの記述についてですが、うちは、正直申しまして実際にブロイラーを飼っている

という業務をやっているわけではなく、そこら辺の妥当性といったものは生産者のご意見の方が適

切かと思います。そこで、この考え方についてですが、ここに書いてあるようにヨーロッパの基準

をそのまま適用するというのはなかなか難しい部分があのではないかと。飼養管理の方法とかが違

いますので、そういった点で、ここに書いている 55から 60羽程度以下ということについては、個

人的な感覚では、最初の基準としてはこういう形でいいのではないのかなという感じがします。 

ただ、これから飼育スペースと生産性の関係については、日本独特の四季、季節あるいは鶏舎の

構造あるいは鶏種の違いとかもいろいろあるかと思いますので、そこのところはこれから知識をい

ろいろ集積していく必要があると感じています。 

〔山崎委員〕 

私もこの「55～60」という数字がどのくらいなのかという見当は、正直つかないところがありま

す。ただ、手元にあるアンケート調査の結果を見ますと、これより密に飼っているようなところも

あるのだなと見ておりました。 

この「55～60」という数字が、そういったこれまで密に飼われていたところに対して、そういう

ところは結構パフォーマンスがいいところだと想像しているのですが、そういうところにとっては

厳しい条件なので、それをうまく鶏肉の値段に転嫁できればいいとは思いますが、今はこういう経

済状態で安いお肉を買いたいと考えている方が多いと思うので、結局、生産者がコストをかぶって

しまうようになってしまうと大変かなという印象を受けております。そういうことも勘案してこの

数字が出てきたのかなとも考えております。 

〔橋本委員〕 

この飼養スペースの書きぶりも非常によく考えられていて、理解を得ていただきやすい表現法に

なっていると思います。それから、数字の「55～60羽」というのは、恐らく開放鶏舎の生産者にと

っては何ら問題ないのですが、今言われましたような先進的な方は、これ以上で飼っておられるの

は事実ですから少し抵抗があろうかとは思いますが、それにもかかわらず「今後の知見の集積が必

要である」と文章の中で明言されているように、これは絶対的な指標ではなくて推奨値ですから、

受け入れられるものではないかなと思っております。 

〔田中委員〕 

ほぼ同じ意見ですが、数値を出す以上は、根拠といいますか、向こうで出されている数値を考え

て出して、今言われたようにあくまでも推奨値であって、さらなる検討がということですので、こ

れでいいと思います。 

〔竹内委員〕 

原案に賛成です。理由ですが、欧米は平米当たりのキログラムで、平米当たりの羽数という考え

をしません。日本は坪当たりの羽数ですが、それを日本と比較して「55～60羽」ということでまと

められているということで、非常によくまとまっていると思います。 

今後は、確かに飼養スペースとか生産性の関係についての知見の集積というか、飼養試験はやっ

ぱり必要だと思います。 

長くなって申しわけないですが、配付していただいている、諸外国の基準の基となっているブロ

イラーの科学的知見という資料の 3ページを見ていただきたいのですが、鶏舎のところで飼養面積

というところがございます。私もヨーロッパとアメリカの基準について過去数年間ずっと追っかけ

てまいりました。よく見ていただきたいのですが、ヨーロッパとアメリカの基準は、2005 年 5 月
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につくられております。同じ年の同じ月に基準がつくられました。あたかも相談したかのようです。

あと、最小と最大もよく似ています。ヨーロッパですと、平米当たり 33 ㎏で、最大が平米当たり

42㎏。アメリカの方は、平米当たり 32.8㎏、約 33㎏です。また、最大が 42.9㎏。多分話し合い

をしてつくったと思うのですが、National Chicken Councilという米国の食鳥協会みたいなところ

の副会長のレーニック氏と最近 2時間ほど意見交換する機会がありまして、その方がこの基準を来

年見直すと言っていました、飼養密度、面積についてです。 

それで、理由をいろいろお聞きしたのですが、最近の 9月のデータによると、確かに生鳥重量は

幅がかなり広くなっています。アメリカを例にとると、全土のブロイラーの出荷量を 100とすると、

生鳥重量 1.7㎏が 25％です。2.4㎏が 52％。3.1㎏が 14％、3.7㎏が 10％です。そして、全部の平

均は 2.5㎏です。このデータは、9月 4日で終わる 1週間のデータをもとにしてつくられた USDA

が出している正式なレポートのものです。ということは、1.7㎏から 3.7㎏までと幅が広過ぎます。

だから、どうしても平米当たりの重量にしないと羽数でおさえるのはほとんど不可能です。日本の

場合は 2.8㎏に集中しておりますので、確かに諸外国と事情が大きく違っています。 

飼育の知見を含めてこの辺は、「今後の知見の集積」と書いてありますが、ぜひ予算を使って実

験をやっていただきたいと思います。 

〔甲田委員〕 

基本的にはこれでいいと思うのですが、やっぱり日本の場合は、四季に応じて、それから鶏舎の

構造、開放、セミウインドウレス、ウインドウレスという構造からした場合に、先ほどどなたから

の意見がありましたが、「55～60羽／坪」というのは出荷時の羽数でということですが、これでい

いのかなという感じはします。例えば、個体成績で 2.8から 3㎏というところだと、実態はこれよ

りも羽数が多いのではないかという感じがします。それは鶏舎構造によってですが。 

四季をかんがみて餌の内容を変えることによって、生産性というか、飼育効率が非常によくなっ

たりします。例えば同じ 2.8 から 3 ㎏の鶏を目指した場合に出荷日齢 50 何日というのは、今のこ

の時期だと 46日くらいにっと短縮していると思います。それを 50日も飼ったら 3.3㎏という化け

物みたいに大きな鶏になります。その辺のところが余りにも急速に動いているので、幅を持たせる

としたら、例えば 55羽から 65羽という形にされたらどうかというのが私の主観です。 

〔神谷委員〕 

基本的にはこれでいいかなと思っています。先ほどからもありますように書き方を工夫されてい

て、羽数のところは程度にという幅をどのぐらい見るかということもありますし、推奨されるとい

う言葉にもなっています。しかも前提が 2.5 ㎏以上で出荷されているということも書いてあります

ので、いいのかなと思います。 

アンケート等にもありましたように、70から 80羽出されているところもありますが、これは、

アンケートの聞き方が坪当たりの出荷羽数と聞いておりますので、おそらく通期を通じた聞き方と、

あと小びなを出荷されているところは当然 70羽、80羽は出していきますので、そういうことなの

かなと。中抜きの場合も、通算された羽数でアンケートにお答えになるとこういうデータが出てく

ると思いますので、本当にごく一部の方々ではないとこの基準を大きく上回って生産しているとい

うのはないかと思います。 

ただし、先ほどからもありますように育種改良がどんどん進んでおり、おそらく畜種の中ではブ

ロイラーが一番早く進んでいると思います。それを踏まえると、もしかしたらそのうち基準が合わ

なくなってくるかもしれません。あるいは、国内の生産自体が今は 2.8㎏から 3㎏くらいを中心に

していますが、いろんな状況の中で、この出荷サイズがもっと小さくなる場合が出てくるかもしれ

ません、2.5 ㎏を下回ってくるような。そうすると、当然おのずと変わってくると思います。これ

は、今後そういった動向を踏まえてまた更新をしていく余地があるというところも、場合によって

は、知見の集積とともに念頭に入れられてという形になると思います。今のところは妥当だと思い
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ます。 

〔伊藤委員〕 

推奨値ですのでこれで結構かと思います。 

ただ、単位についてですが、3.3 で割り戻して平米単位にした方がいいのか、その辺がよくわか

んないのです。地鶏の基準が、例えば 10 羽以内ということがあるので坪になっているのか、それ

とも今のブロイラーから考えると、生産者の皆さんが坪で考えておられるからこの方が理解しやす

いというのもあると思うのですが、その辺がどうなのかなとは思っております。坪当たりの羽数の

ままでよろしいのですよね。 

〔岩間座長〕 

はい。そもそもの趣旨が、生産者団体で活用していただきたいということですので、皆さんが最

も使われている単位になっているのではないかと思います。 

〔野中委員〕 

この文章でいいと思っています。各委員からさまざま、将来のことや飼育ステージのこと、小び

なではどうだという意見も出ましたので、それは今後の知見の集積などを加味しながらやられたら

いいのではないかと思います。羽数についても少なければいいということでもなくて、うちは寒冷

地なので、少なければ逆に鶏舎内の温度がとれない、したがって燃料をいっぱい使うということで

環境的にも余りよくないことにもつながりますので、ちょうどいい羽数ではないかと認識しており

ます。 

〔岩間座長〕 

ありがとうございました。一通り皆さんからご意見をお伺いして、特に異論もありませんでした

ので、この素案でよろしいということで進めさせていただきます。 

 

５ 鶏舎の環境 

〔岩間座長〕 

それでは、続きまして、「５ 鶏舎の環境」についてご説明をお願いします。 

〔事務局〕 

「５ 鶏舎の環境」が読み上げられた。 

〔岩間座長〕 

それでは、「５ 鶏舎の環境」について、「①熱環境」についてお気づきの点がありましたらお

願いいたします。 

〔神谷委員〕 

「発育ステージによって差があり」とありますが、この「発育ステージ」というのと、4 ページ

の栄養のところに「鶏の発育段階等」と書いてあるのですがどちらかにそろえられた方がいいので

はないでしょうか。現場、実用的には「発育ステージ」なのかなという感じがします。 

〔岩間座長〕 

ここは、事務局で用語をできるだけそろえていただきたいと思います。どちらがいいのか皆さん

のご意見はどうでしょうか。一般的には「発育ステージ」の方がよろしいでしょうか。 

〔神谷委員〕 

「発育ステージ」で通っているのかなという感じがします。 

〔岩間座長〕 

それ以外で何かお気づきの点はありませんでしょうか。熱環境はよろしいですか。続きまして、

「②換気」で何かあればお願いいたします。 

〔神谷委員〕 

最後の「舎内のアンモニア濃度が 25ppm を超える場合は」で、換気の改善はやると思うのです
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が、「排せつ物の除去に努める」というところの「排せつ物の除去」は、飼育中に排せつ物の除去

をやる例は余りないと思っています。でも、床面の状態を適正な状態にしておくというのは非常に

重要なことですから、そこでアンモニアが出るか、出ないかということになりますので、「換気や

床面の改善に努める」と。「排せつ物の除去」というのは書き過ぎかなと思っています。 

〔岩間座長〕 

神谷委員から、「排せつ物の除去」よりも「床面の改善」の方がより適切ではないかというご意

見ですが、どうでしょうか。 

〔岩間座長〕 

皆さんもうなずいていらっしゃるので、「排せつ物の除去」を「床面の改善」に修正ということ

でよろしいですか。 

それ以外に何か。ないようでしたら、「③照明」に移りたいと思いますが、どうでしょうか。特

にないようですので、「④騒音」をお願いします。 

〔野中委員〕 

「鶏が驚くことにより生じる骨折等」とありますが、私の認識だと、骨折よりも圧死の方ではな

いのかという気がしますが、どうでしょうか。 

〔岩間座長〕 

「骨折」よりも「圧死」の方がいいんじゃないかということですね。 

〔野中委員〕 

はい。 

〔岩間座長〕 

神谷委員、どうですか。 

〔神谷委員〕 

本当にそのとおりだと思います。 

〔岩間座長〕 

それでは「骨折」は「圧死」ということでよろしいですね。 

それ以外に何かありませんか。特にないようですので、次に進みます。 

 

６ その他 

〔岩間座長〕 

「６ その他」についてご説明をお願いします。 

〔事務局〕 

「６ その他」が読み上げられた。 

〔岩間座長〕 

それでは、「①設備の点検・管理」、「②緊急時の対応」について何かあればお願いいたします。 

〔甲田委員〕 

設備の点検・管理で「除ふん等の設備の自動化」というのは、これは、レイヤーの方から引っ張

ったのでしょうか。 

〔岩間座長〕 

これはレイヤーと全く同じ文章ですので、これは「除ふん」を除く必要がありますね。 

〔甲田委員〕 

そうですね。 

〔神谷委員〕 

入れるのであれば「照明」をつけて、照明は自動になっていますので真っ暗になると、ウェルフ

ェア上も調子が悪いことが起こってくると思いますので。 
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〔岩間座長〕 

照明の自動化は大丈夫でしょうか。 

〔神谷委員〕 

それは自動化になっていますから大丈夫です。 

〔岩間座長〕 

それではせっかくですので、「除ふん」のかわりに「照明」を入れていただいて。 

あと、緊急時の対応はどうでしょうか。先ほど甲田委員がおっしゃったようにレイヤーと全く同

じですので、何か不適切なところがあれば見ていただいて。よろしいですか。 

一通り見ていただきましたので、皆さんのご意見をいただいたところをもう一度確認しながら、

もし何かあればご発言いただくということで、最初から確認させていただきます。 

まず、「第１ 一般原則」については特にありませんでしたので、「第２ ブロイラーの飼養管

理」の「１ 管理方法」の「①観察・記録」の上から 7行目「鶏の健康悪化の兆候」以下ここの項

目の「可能な限り迅速に分離するものとする」、ここの 5行を「③病気、事故等の措置」の 2行目、

「重要であるが」の後にこの辺のニュアンスを入れてというご意見がありました。ここは、そっく

り全体を持ってくるのか、先ほどのご意見としては、双方にあってもいいのではないかというご意

見もありましたので、取り扱いは事務局で検討をお願いするということでした。 

それから、③の「生育不良」を「発育不良」ということ。 

次に、4ページの「２ 栄養」の「①必要栄養量・飲水料」の 1行目、「鶏の発育段階等」と「発

育ステージ」は同じようなニュアンスだからどちらかに統一した方がいいというご意見です。 

次の 5ページ目の「３ 鶏舎」の「②セミウインドウレス鶏舎」の１行目「セミウインドウレス

鶏舎とは、開放型鶏舎にカーテン等を設置して、ウインドウレス鶏舎に準じて」という、その「ウ

インドウレス鶏舎に準じて」という文言を入れてはどうかというご意見です。 

それから、6 ページ「４の飼養方式、構造、飼養スペース」で「①飼養方式」で「平飼い方式で

ある」と言い切っていますが、その前に「主に」を入れたらどうかということ。 

「②構造」のところの 2行目「交換が容易な材料」をもう少しわかりやすい言葉に置きかえては

どうかということ。その下の段落の「敷料の状態の悪化」というところを「床面の悪化」に。その

下の行の「脚のけが」の隣に、括弧書きで「FPD」を入れたらどうかということ。 

それから、「③飼養スペース」では、下から 5行目の「地面付近の温度上昇」というところを「地

面」ではなくて「床面」に。 

それから、7 ページ目「②換気」のところでは、最後の「換気の改善や排せつ物の除去に努める

こととする」とあるところの「排せつ物の除去」を「床面の改善」ということ。 

８ページ目の「騒音」の 1行目「骨折」を「圧死」に。 

それから、「６ その他」の「①設備の点検・管理」の 1行目の「除ふん」を「照明」に置きか

えてはどうかと。 

以上が皆さんからいただいた意見ですが、私が言った中で、落ちていたり、説明がちょっと違っ

ていたりした部分や、追加でこれというのがありましたら挙げていただければと思います。 

特にご意見がないようですので、以上の内容を再度事務局で整理していただくということで、本

日の議題の（1）ブロイラーの飼養管理指針（素案）の検討は終わらせていただきます。 

 

（2）その他 

〔岩間座長〕 

それでは、その他ということで何かあれば事務局からご説明をお願いいたします。 

〔事務局〕 

それでは、今後のスケジュールについてご説明させていただきます。 



 - 14 -

このブロイラー分科会につきましては、本日いただいたご意見をもとにこの素案を修正いたしま

して、再度、委員の先生方にご確認いただいて、それを親委員会である推進委員会に指針の素案と

いうことで提示いたします。その後、推進委員会で出てきたご意見について、このブロイラー分科

会の委員の先生方にご意見をお聞きして最終案として取りまとめさせていただきます。そして、今

年度末に開催する予定の推進委員会に最終案として提示して、そこで指針を策定するという予定に

しております。 

第 2回のブロイラー分科会の開催につきましては、先生方のご意見をお伺いしながら時期等につ

いて検討させていただきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

〔岩間座長〕 

予定では 5時まで時間をとっていただいているようですが、ここで閉会させていただきます。 

各委員の皆さん、本当にお忙しい中、貴重なご意見をいただきまして、誠にありがとうございま

した。事務局では、今日の内容を整理していただいて、ホームページに出していただくようよろし

くお願いいたします。それでは、本日のブロイラー分科会をここで終了させていただきます。どう

もありがとうございました。 

最後に、事務局からお願いします。 

〔横山専務〕 

本日は、貴重なご意見を賜りまして、ありがとうございました。 

ただいまご説明しましたようなスケジュールで今後進めることになろうかと思いますが、最終的

に、この指針の取りまとめ、それからその普及についても先生方のお力添えをいただくことになろ

うかと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。 

本日は誠にありがとうございました。 


