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わが国における採卵養鶏の家畜福祉基準のあり方

信岡誠治*

はじめに

農水省は 2007年度から新たに家畜生産新技術有

効活用総合対策事業の一環として，日本型アニマノレ

ウェルフェア対応飼育管理確立対策事業をスター

トさせ，わが国の家畜福祉基準のあり方について検

討を始めた。

背景には，国際基準として確立されつつあるアニ

マルウェルフェアへの的確な対応が，わが国畜産の

国際競争力の維持拡大に不可欠となっているとい

う情勢認識がある。また，検討の目 的については，

わが国としても家畜飼養の特性および経済性を踏

まえて科学的根拠に基づく日本独自の飼養管理指

針等について，生産現場の検証を行いつつ検討し，

飼養管理指針(案)を作成するとしている。

これに先駆けて農水省は， 2005年度はアニマノレ

ウェルフェアに関する情勢分析を行い，さらに 2006

年度は，畜産技術協会の主催で「快適性に配慮した

家畜の飼養管理に関する勉強会」を立ち上げて勉強

会を 3回開催している。勉強会の結論は「現在，OIE

においてアニマルウェルフェアのガイドライン策

定作業が進められ，また，圏内では動物愛護管理法

に基づく[産業動物の飼養及び保管に関する基準]

の見直しが予想される。このため，わが国の実情に

応じた畜種別の飼養管理のガイドラインを早急に

策定して，今後の[産業動物の飼養及び保管に関す

る基準]の見直しの際に反映させていく必要があ

る」としている。

この勉強会の結論に基づき前記の事業がスター

トしたわけであるが，トップバッターは採卵鶏と養

豚である。本稿ではわが国における採卵養鶏のアニ

マノレウェルフェアはどうあるべきかを考えてみたい。

日本の採卵養鶏のアニマル

ウヱルフェア基準のあり方

日本では 1973年に動物保護管理法(環境省)が

制定されており，この中で「産業動物の飼養及び保

-東京農業大学農学部音産学科(SeijiNobuokal 

管に関する基準Jが 1987年に定められている。し

かし，欧米で実施されているようなアニマルウェル

フェアに関する具体的な数値基準は設けず指針的

な規定となっている。

したがって， 日本における採卵養鶏のアニマル

ウェルフェア基準は数値的には全くの白紙状態で

ある。そこで，仮に EUと同じ基準を日本に適用し

た場合，どうなるかを考えてみよう。

たとえば， EU指令の採卵鶏保護のための基準は

2002年 1月以降新たに導入したケージシステム(エ

ンリッチドケージ)では①1羽当たり飼育面積は

750cm2以上②ケージの奥行きは 90cm以上③1羽当

たり給餌スペースは 10cm以上④巣箱，敷料，止ま

り木(1羽当たり 15cm以上)の設置⑤爪研ぎの設

置を義務付けている。だが，この基準に合致する

ケージシステムはわが国にはほとんど存在してい

ないのが実情である。EU基準の飼育面積 750cm2

以上は現在のわが国の l羽当たりケージ面積に比べ

て約 2倍であり ，単純に見積もると l羽当たり施設

投資額は 2倍の金額となる。

さらに，EU基準では 2012年以降は全てのケージ

が上記の仕様のものでならないと規定され，従来の

ケージシステムでの飼養は禁止となっている。

当然， EU基準を導入した場合は圏内での鶏卵生

産コス トの上昇となり国際競争力の低下を招くこ

ととなる。

すでに EUではこの問題が生じており， EUの採

卵養鶏産業は EU域外(たとえばウクライナなど)

への農場移転を進めていることが伝えられ， EU域

外からの鶏卵の輸入が増え EU域内の養鶏産業が衰

退する懸念が生じている。したがって， EU基準を

わが国に直ちに導入すると圏内の養鶏産業は壊滅

的打撃を受けることが予想される。

わが国は土地代，建設費，施設費は EUの 2倍，

米国の 3倍の水準であるが，生産性の向上で国際競

争力を維持してきたのが現状である。平飼い，放し

飼いもアジアモンスーンの高温多湿の気象条件下
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では疾病のコントロールが難しく，加えてバイオセ

キュリティの観点からも高病原性烏インフルエン

ザの侵入は防ぎがたいという弱点がある。日本には

日本に適した飼養形態，飼育技術があるはずである。

OIEや先進諸国における採卵

鶏の アニマルウェルフェアを

巡る動 き

次に，採卵鶏のアニマルウェルフェアを巡る最近

における国際的な動向はどうなっているのか OIE，

EU，米国について概観してみよう。

l)OIEの動き

OIEは 2005年 5月の総会で「世界家畜福祉ガイ

ドライン」を決定している。同ガイドラインの基本

原則は「家畜動物は感覚をもっ存在 (sentientbeing) 

であるj として，次の r5つの自由」の原則を定め

たのが特徴で，これからの家畜福祉の基本原則とな

るのである。

r5つの自由」とは①飢え，渇き，栄養不良から

の自由。②恐怖と絶望からの自由。

③肉体的なそして温度上の不快感からの自由。④

痛み，傷害，病気からの自由。⑤正常な行動を発現

する自由ーである。

5つの基本原則に即して OIEでは，現在までに家

畜の陸上輸送や海路輸送，と畜や殺処分についての

具体的なガイドラインを採択している。現在は農場

での生産過程における家畜福祉ガイドラインを

2010年をめどに策定中で，採卵鶏についても議論を

進めつつある。

2)欧州連合 (E U ) の動き

世界の動物福祉のリーダーシップを取っている

のは EUであり ，1999年に採卵鶏の保護のための最

低基準を定める理事会指令を制定し，法律で鶏の

ケージ飼いを 2012年までに段階的に廃止すること

を決定している (2012年 1月以降は鶏のケージ飼育

は全面禁止)。

とくに， EUは世界貿易機関 (WTO)の農業委員

会特別会合などにも動物福祉問題を提起してきて

おり， EUの動物福祉基準を満たさない畜産物の輸

入規制を提起している。さらに，最近では rWQ(家

畜福祉品質保証)開発プロジェクトJ (2004~2009 

年)や「アニマルウェルフェア 5カ年行動計画J

(2006~2010 年)を実施しているほか， CAP (EU 

新共通農業政策)の直接支払いの受給要件にアニマ

ルウェルフェアに関する基準を追加してアニマル

ウエノレフェアを全面的に推し進める政策を強化し

てきている。

また，採卵養鶏では，強制換羽とデピークについ

ても動物福祉の観点から規制するよう求めている。

イギリスでは環境食料農村事業省 (DEFRA)が行っ

た動物福祉の 2002年立ち入り調査では農場の 28%

が動物福祉法の規定に違反していたとしている。

2003年 11月にイギリスの環境食料相が，将来的に

は畜産動物を飼養するための免許制導入を示唆し

ている。このほか，スイスではすでにケージ養鶏は

禁止となっており，ドイツでは州段階でケージ養鶏

の禁止が具体化してきているなど家畜福祉に対す

る規制は一段と強まってきているのが実態である。

3)米国の動き

USDA(アメリカ農務省)とアメリカ獣医師会は，

OIEの動物福祉ガイドラインの策定作業に加わり，

近年は積極的に関与している。 EUの家畜福祉規制

を強化する動きに対して米国はもっと現実的に対

応してきているのが実情である。養鶏関係ではその

主導権を取っているのが全米鶏卵生産者組合

(UEP) である

全米鶏卵生産者組合は， EUの採卵鶏アニマル

ウェルフェアの動きに呼応し， 1999年に鶏の動物福

祉に関するガイドラインの本格的策定作業に着手

し，第 l次のガイドラインを 2000年 10月に公表し

た。同ガイドラインは，鶏 1羽当たりのケージ面積

を徐々に拡大していくというもので，ケージ飼育そ

のものは禁止としないのが特徴である。

第 2次のガイドラインはrAnimal care c巴rtified(動

物ケア証明)Jプログラムとして 2002年 8月から実

施に移し，鶏を動物福祉にかなった飼育を している

という証明を行い卵に証明マークを付けて販売し

ている。デピークや強制換羽についてもこれまでの

方法に比べて改善された方法をガイドラインで示

し，養鶏業界としてこの問題に前向きに取り組んで

いるという姿勢をアピールしている。これは EU主

導で進んでいる動物福祉の規制強化の動きに先手

を打つのがねらいとみられる。

第 3次のガイドラインは 2006年 1月から改訂ガ

イドラインとして発効しているが，最大の特徴は強

制換羽の方法としてこれまでは認めてきた断食法
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は禁止したことである。基本的には同ガイドライン

の最大の眼目は鶏のケージスペースを徐々に広げ

ていくことが基本で，ケージ飼育やデピークも否定

はしていない。したがって現実にマ ッチした手法を

採択し，業界主導で運営し監査などをアメリカ農務

省が支援する形態で実施している。

また，米国では連邦法で家畜の輸送やと畜に関す

る法律はあるが，新たにアニマルウェルフェアに関

する規制法を制定する動きは現在のところみられ

ない。
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前述した EUと米国のアニマノレウェルフェアに対

する取り組みについて見てみると，わが国にとって

最も現実的で参考となるのは米国の UEP(全米鶏卵

生産者組合)の取り組みであろう。UEPは 1982年

に「アメリカにおける鶏卵産業の飼育ガイドライン

と管理技術」を刊行し，アニマルウェルフェアの考

え方導入の前段となる最初のガイドラインを策定

した。 しかし， EUが採卵鶏に対するアニマルウェ

ルフェアの最低基準を理事会指令で決定したこと

に呼応して， 1999年にアニマノレウエノレフェアに関す

る科学諮問委員会を立ち上げ，科学的根拠に基づく

ガイドライン策定作業に着手した。

具体的な飼養管理方法のガイドラインは次に紹

介するが，新しい知見に基づき何度か変更されてき

ている。最大の特徴は「生産者団体の自主的取り組

みであることJである。USDA (米国農務省)はこ

の取り組みを支援する立場で，活動内容は鶏卵生産

者は「科学的な根拠に基づいてアニマルウェルフェ

アに配慮、した鶏卵生産に努めています」ということ

を広く消費者に理解 しても らうことに力点が置か

れている。さまざまな媒体を活用して繰り返し，家

畜福祉に配慮 した鶏卵生産を行っていることをア

ピーノレしている。

現在では，全米で流通している 8筈IJが「アニマル

ウェルフェア証明鶏卵Jのマークが付いた鶏卵である。

モデルにすべき UEPの採卵養鶏

のアニマルウェルフェア
ガイドライン

UEPはアニマノレウェルフェアに配慮した採卵鶏

飼育ガイドラインを策定しているが， 2006年版は①

鶏舎およびケージ面積②くちぱしのトリミング(デ

ピーク)③換羽(強制換羽)④輸送と出荷⑤証明

手順 について次のとおり規定している。

1)鶏 舎および許容ケージ面 積

多くの研究成果は，採卵鶏のケージの床面積が l

羽当たり 67~86 平方インチ (432. 3~554. 9 cm2
) 

以下になると産卵成績が著しく減少し，艶死率が糟

加することを示している(この収容密度は 1m2当た

り約 23 羽~18 羽に相当する) 注 1) 。

注 1)このケージ面積がこのガイドラインの最大の焦点で
あり， 1m2 当たり約 23 羽~18 羽 (3.3 m2当たり 76
:j~~59 羽)というレベルは現状のケージ養鶏の平均
的な収容密度を追認するものである。

ケージの許容スペースは，ケージのタイプと収容

される鶏の品種によって変動する。たとえば，ケー

ジ空間は小型品種であるレグホーン系統が収容さ

れる場合には，奥行きが浅く高さも低いケージでよ

い。しかし，ブラウン系統の大型品種の場合は，奥

行きが深く高さも高いケージであることが求めら

れる(科学的な研究調査結果では余分な追加のス

ペースは，逆に鶏の攻撃的性格が現れてくることか

らストレスが増してくることもある)。

ヒナ，若メス，採卵鶏の鶏舎は気象環境の変動や

野生動物による被害から鶏を保護するために設計

されるべきである。鶏は病気の伝染，寄生虫の感染，

害獣の侵入を最小限にするように管理されるべき

であり，これは病気予防の原則と一致するものであ

る。また，鶏舎やケージの設計は，日常の飼育管理

や鶏の観察が容易にできるものでなければならな

し、。

ケージは鶏を傷っけないようなデザインでなけ

ればならない。ケージ，給餌器，給水器は，鶏の快

適性や健康を保持するものでなければならない。そ

して鶏の移動においても安全でかつ容易にできる

ものでなければならない。



52 畜産の研究第62巻第1号 (2008年)

勧告

これらの勧告のほとんどは現在すでに実行され

ているか，あるいは今後すぐに実行に移すことので

きるものである。とりわけケージの形状及びケージ

の大きさについての勧告は新しい鶏舎の建設にお

いてはすぐに導入できるものである。また，この勧

告は後で実行に移す段階的な導入スケジュールを

策定する場合にも役立つものである。

ただし，この勧告の実施は現存の設備の償却が終

わるまでは直ぐには取り替えることができないた

め，例外は許容されるべきである。

1.ケージ形状は，上段のケージの鶏の糞が直接

下段のケージの鶏の上に落下しない構造のも

のでなければならない。

2. 全ての鶏が快適にケージに直立できるべきで

ある。ケージ床の傾斜度は 8度を超えてはな

らない。

3. ケージの床面積は，採卵鶏の動物福祉に適合

するため 1 羽当たり 67~86 平方インチ

(432. 3~554. 9cm2) の範囲にするべきである。

4. 給餌スペースは， 全ての鶏が同時に摂取する

ことができるものでなければならない。

5 ヒナ，若メス，採卵鶏には常に浄化した新鮮

な水が供給されなければならない。 しかし，

ワクチン投与や病気治療で薬剤投与の準備の

ため一時的な断水はあり得る。給水器の製造

メーカーのガイドラインは給水器の数と配置

を指導しているが，採卵鶏に対する一般的な

給水スペースに関する勧告は，次のとおりで

ある:

週齢 給水 最大給水羽数

長さ/羽 カップまたは

ニップル当たり

0~6 週齢 0.6インチ(1.52cm) 20 ~~ 

6~18 週齢 0.8インチ(2.03cm) 15 ~~ 

18週齢以上 1.0インチ(2.54cm) 12 ~~ 

円筒形の給水器を利用する場合の給水スペース

は，給水といの場合の長さに 0.8を乗じた値で決定

する。

6. 給水器の水圧は，自動給水装置や給水カ ップ

の種類によって注意深く調整されなければな

らない。メーカーによる水圧ガイドラインは

設置した当初には設定されるが，その後も確

認し最適な水圧レベルに維持調整されるべき

である。とくに自動給水装置は目詰まりなど

による機能不全を防ぐため，頻繁なチェック

を必要とされる場合がある。

7. 鶏舎は，全ての鶏に対して常に新鮮な空気を

供給するように設計されるべきである。一酸

化炭素，アンモニア，硫化水素そして塵挨の

濃度を最小限にするためには十分な換気が必

要である。とくにアンモニア濃度は，理想的

には25ppm以下におさえ 50ppmを越えるべき

でない。 しかし， 一時的な濃度上昇は鶏の健

康には大きな悪影響を及ぼさない。

8.光線は，全ての鶏が良く観察できるように与

えられなければならない。鶏の観察は毎日行

なわれるべきである。光線の照度は，給餌器

のレベルで O.5~1 フィート ・ カンデラ

(5. 38~ 10. 76ルックス1m2
) であるべきであ

る。

9. 鶏はその発生源が鶏舎の内側であろ うと外側

であろうと騒音や視覚への強し叩l激あるいは

強し、振動にさ らされるべきではない。とくに

外来者の訪問は管理者の適切な許可なしには

許されない。なぜなら，それらは鶏を驚かせ，

パニックに して圧死を引き起こしたり，防疫

上の安全を脅かしたりするためである。また，

野生の鳥，ベット，他の動物などの鶏舎内へ

の侵入は防がなければならない。

10.鶏舎内の環境条件(温度)は，鶏が正常な体

温を保つことができるようにするべきである。

11.栄養のある新鮮な飼料を全ての鶏が十分に摂

取することができなければならない。給餌シ

ステムの変更は鶏が飼料を摂取できるよう注

意深く行う必要がある。

12.全自動化した鶏舎では自動警報システムを持

つ自家発電機の設置が“必須"である。その

場合，光，給水，換気，給餌，集卵，除糞な

どに必要な非常電力を満たすものでなければ

ならない。

採卵 鶏 の補充

大災害を除いて，第死鶏の後への鶏の補充は全米
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鶏卵生産者組合証明プログラムにおいては禁止さ

れている。この措置は 2005年 6月 1日までに育成

されている若メスを除いて 2005年 2月 1日より発

効する。大災害の定義は，自然災害，病気の発生，

その他生産者の責任に帰さない出来事である。これ

らの状況下で，鶏の補充は元の鶏群の 90%までが許

可される。この時に高い艶死率が生じた場合，養鶏

生産者は補充鶏の羽数及び新しい補充鶏の供給元

の鶏舎番号と鶏群番号を生産者の月報に記録しな

ければならない。

不 完全 な鶏群に対する補充

鶏舎に鶏群が完全に一杯に満たされていない場

合の対応については，全米鶏卵生産者組合証明に基

づいて一定の条件下でのみ新しい若メスを空いた

ケージに補充することが許される。しかしながら鶏

群の銘死率が高くなった場合には，さらに新しい若

メスの補充はできないこととする。そして，生産者

は鶏舎への若メスの補充記録を付けなければなら

ない。また，鶏舎の空いたケージには，当初の鶏群

と新しい補充若メスが混じり合わないように補充

若メスの受入は区別しなければならない。

2)く ち ぱしのトリミング (デピーク)

科学的知見によると，動物行動学的な見地から採

卵鶏の原々種鶏の選抜育種の段階でより温和でお

となししト鶏を選抜すれば，くちぱしのトリミングは

最小限にすることができる。この育種選抜でくちぱ

しのトリミングはほとんど必要なくなるか，あるい

は不要となることから，これが最も望ましい方法で

ある。 しかし，通常の管理下では， (たとえば，高

い強度の自然光を当てるなど)くちぱしのトリミン

グが必要となる。とくに，共食い(カンニパリズム)

が発生した場合には，矯正的なくちぱしのトリミン

グが不可欠となる。

くちぱしのトリミングの利点は，尻つつき，羽根

のむしり，カンニパリズムの減少により ，羽根の状

況を良くし，恐怖心や神経過敏症あるいは慢性的な

ストレス症を減らし，艶死率を減らせることである。

鶏の動物行動学やストレスの生理学的な測定の

研究成果は，神経伝達学ゃくちぱしの形態学と同様

に，動物福祉に合致したくちぱしのトリミングの基

準として利用することができる。加えて，鶏の動物

福祉はくちぱしの完全な鶏が尻つつきを行うかど

うかによって判断されるべきである。くちばしをト

リミングされた鶏の動物福祉への問題点は，トリ ミ

ングの後ですぐに飼料を摂取できない，短期的な痛

み，慢性的な痛み，さらに急性のストレスがあるこ

とである。

全米鶏卵生産者組合は，羽根むしりや尻つつきに

よるカンニパリズムを防ぐため必要であると認め

たときにのみ，くちぱしのトリミングを行うことを

勧告する。その場合，トリミ ングはよく訓練された

従業員により，適切な方法で実施されなければなら

ない。

第 1段階のトリミングガイドライン

1. ヒナのくちぱしのトリミングは，加熱した切

断刃を有した高精度の自動カムでくちぱしの

トリミングを行うが，その実施は少なくとも

生後 10日齢以内でなければならない。

2. くちぱしのトリミングを行う作業員は，よく

訓練され熟練度の検定を受けた者でなければ

ならない。

3. くちぱしのトリミングの 2目前から，そして

トリ ミング後は約 2~3 日間， ビタミン K

(5mg/f) ，また，ビタミン C (20mgl/) を飲

水投与するべきである。これは血液の凝固を

促進し，ストレスを緩和し，脱水症状を軽減

させるための措置である。

4. くちぱしの傷が治るまで，給餌と給水のレベ

ノレは増やすべきである。

5 くちぱしのトリミングを行ったばかりのヒナ

は，飲水器による飲水が困難な場合がある。

それ故，生産者はこうしたヒナが容易に飲水

できるように管理方法を改善するべきである。

たとえば，給水器(ニップル)の水圧を下げ

るか，あるいは数日間はカップ式のポータブ

ノレ飲水器で飲水させるかである。

6. くちぱしのトリミング、を行ったヒナには体重

の減少を最小限にするために，プレスター

ター，スターターあるいは高栄養のストレス

回復飼料を約 1週間は給与するべきである。

7. くちぱしの切断刃とトリマーガイドの穴は，

きちんと清掃されるべきである。

第 2段階のトリミングガイドライン

1. トリミングされたくちばしが元の状態に戻る

ことがある場合は，第 2段階のトリミングが

必要となる。第 2段階のトリミングは，すぐ
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に元の状態に戻らないようにしっかりとした

ものにする。 とくに採卵鶏のある系統は，高

照度の条件下では尻つつきが発生しやすいの

で，若メスが 5~8 週齢の時点で第 2 段階のト

リミングが必要となることがある。

2. くちぱしのトリミングはヒナが 8週齢以降は

行うべきではない。

3. ヒナが出荷，移動，ワクチネーションなどの

ストレスの多い条件下にある場合は，くちぱ

しのトリミングは行うべきではない。また，

第 1段階のくちぱしのトリミング後 2週間は

第 2段階のトリミングは行うべきではない。

3)換羽

鶏や他の鳥類において換羽は一般的な現象であ

る。野生状態において，鳥類は寒気や渡り鳥に備え

て古い羽毛を脱毛し，新しい羽毛に更新する。しか

し採卵鶏の鶏は多少異なった換羽パターンを有し

ている。鶏は季節的な影響を受けぬよう高度に育種

され，温度と光の環境に対して反応するよう改良さ

れている。

採卵鶏に対する換羽の誘導は 1900年代の初期か

ら実施されてきた。とくに 1960年代には鶏の生殖

機能を若返らせ産卵寿命を延ばすため急速に換羽

は普及してきた。換羽の誘導は生産者の全ての鶏に

対して行われたが，これは自然に換羽するのを待っ

ているよりも産卵や卵質改善により効果的であっ

たからである。

採卵養鶏産業において，換羽を行うとそれを行わ

ない場合に比べて，卵の供給に必要とされる更新採

卵鶏は約 40~50%少ない羽数で済む。 また，換羽は

廃鶏の出荷，輸送，と鳥処理にかかる費用を著しく

低減させることができる。換羽を行わない場合の鶏

の産卵寿命は約 75~80 週齢である。 しかし，適切

な換羽誘導を実施すれば産卵寿命は 110週齢まで延

ばすことができる。

全米鶏卵生産者組合の科学的諮問委員会は，換羽

誘導の功罪の研究を 1999年に開始し， 2000年の秋

に採卵養鶏産業に対する勧告を発表した。その時点

では，換羽させるための鶏の絶食の期間はおよそ

4~14 日間であることが唯一の方法として勧告され

た。しかし，その後，科学的諮問委員会と研究者は

共同で絶食期間を設けずに換羽を誘導する代替方

法の研究を開始した。そして同委員会は絶食期間を

設けずに換羽を誘導する代替方法が開発と，最も短

期間の絶食で産卵能力の若返りと鶏の福祉を達成

する方法を開発することを勧告した。

アメリカの採卵養鶏産業界においても新しい換

羽誘導方法の必要性を理解し，全米鶏卵生産者組合

は科学的諮問委員会からの勧告を受けて，代替の新

しい換羽方法の開発に着手した。具体的には 5つの

州立大学，すなわちイリノイ州立大学，ネプラスカ

州立大学，ノースカロライナ州立大学，カリフォル

ニア州立大学，アーカンサス州立大学に対してこれ

らの研究を実施する研究基金を拠出した。

絶食なしで換羽させる代替方法が開発されるま

での聞については，科学的諮問委員会は移行期間を

含めたこれまでの換羽誘導のガイドラインを勧告

した。このガイドラインは採卵鶏群に対する全米鶏

卵生産者組合採卵鶏飼育ガイドラインの一部とし

て効力を持つが，発効は 2006年 1月 1日から、である。

2005年 12月 31 固までの換羽誘 導

ガイドライン

1.衰弱した鶏は，換羽誘導に入る前に鶏群から

除去すること。

2. 換羽誘導する鶏群は，艶死率および衰弱を最

小限にすること。

3. 換羽期間中は鶏の艶死率と体重減少を毎日モ

ニター(測定)すること。

4.鶏の体重が絶食開始時の 70%に減少した時に，

給餌を再開すること。

5. 絶食期間中の艶死率は1.2%を越えないこと。

6. 絶食期間中も常時給水を行うこと。

7. 絶食期間中も休息時間の確保のためウインド

レス鶏舎の点灯時間を 8時間以下に減らさな

いこと。また，開放鶏舎では日照時間に従う

こと。給餌再開後は，点灯時間は通常のプロ

グラムに戻すこと。

絶食なしで換羽誘導させる大学の研究プロ

ジェクト，あるいは生産者による野外の成績

のレビ、ュー後に，科学的諮問委員会は 2005年

2月にこのガイドラインの修正を勧告した。

この勧告に基づき，全米鶏卵生産者組合は以

下の“全米鶏卵生産者組合採卵鶏飼育ガイド

ライン"を定める。
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2006年 1月 1日発効の換羽誘 導

ガイドライン

1 飼料給与中止なしによる換羽方法のみが 2006

年 1月 l日から許容される。

2.換羽鶏には適切な栄養と味の良い飼料が給与

されるべきである。

3. 換羽鶏の体重減少は鶏の福祉に充分かなうベ

きである。

4. 換羽鶏の艶死率は実質的に通常の艶死率を超

えではならない。

5.給水は常時可能で、なければならない。

6. 換羽期間中も休息時間の確保のためウインド

レス鶏舎の点灯時聞を 8時間以下に減らさな

いこと。また，開放鶏舎では日照時間に従う

こと。給餌再開後は，点灯時間は通常のプロ

グラムに戻すこと。

4)出荷，輸送 ， と鳥処理

白レグタイプの採卵鶏は，産卵後期には比較的に

弱し、骨となる傾向がある。その結果，と鳥処理場へ

出荷する際に骨折する危険性が高い。とくに出荷の

ための捕獲作業が骨折の主な原因となっている。

鶏の骨が弱くなり骨折するのは卵殻形成のため

にカルシウムを骨から奪うためである。

そこで，全ての鶏に対して骨が弱くならないレベ

ルで卵殻形成ができるようにするために，充分な量

のカルシウムとリンを給与することが重要である。

と鳥処理前の絶食期間の延長は，骨が弱化し骨折

の危険性が増加するだけでなく厳しい輸送環境に

耐える力を減じることとなる。これは生体およびと

鳥後における剖検診断から判断できる。

農場で鶏を安楽死させなければならないときは，

熟練作業員による首頚部の脱臼が容認された方法

である。二酸化炭素は鶏を大量に安楽死させる場合

に「炭酸ガスと鳥車 (MAK) J (密閉庫に炭酸ガ

ス噴出装置を備えた車)で用いる。

出荷，輸送，と鳥処 理のガイドライン

1.鶏の捕獲作業に携わる作業員は全員が鶏の捕

獲に熟練しており，鶏の扱いについての知識

を有していなければならない。そして作業員

はその通り作業を実施しているかどうか監督

されなければならない。捕獲のトレーニング

は，鶏の骨折や怪我の危険を大幅に減少させ

る。また，捕獲の際の鶏の逃亡や落下は最小

限にしなければならない。

2. 鶏は骨折やケガによる損傷を最小限にするよ

うに扱われるべきである。鶏の良い扱い方法

は以下の通りである:

ケージから鶏を取り出す場合は鶏のひざのところで

双方の脚をつかむこと。

給餌といの上を通して取り出す場合には片手で鶏の

胸部をサポートすること。

作業員は直立した姿勢で鶏を取り出せること。

3.作業員の安全を阻害することのないようにし

ながら照明レベルは可能な限り下げること。

4. 鶏舎からの鶏の運び出しゃと鳥処理場へ輸送

する際は運搬カートを用いて労力強度を最小

限にすること。 (吊り下げカートは使わない

こと)

5. ケージのドア，コンテナかごの開閉扉，そし

てトラックのパネルの大きさは，鶏が打撲や

ケガがなく通れるような十分な大きさである

こと。

6. 鶏は清潔で良く手入れされた輸送コンテナ及

び車両で運ばれること。また，輸送コンテナ

での収容密度は天候の状況に応じて適切であ

ること。輸送コンテナの開閉扉は，運搬中に

開いて鶏が逃げ出さないようにしっかりと閉

じること。

7. と鳥処理場との協調を図るとともに非難の的

となる骨折や健康問題のリスクを減らすため，

と鳥処理前には 24時間以上の絶食は避ける

こと。また，鶏舎から鶏を出荷する前に飲水

の中止は行わないこと。

8. と鳥処理場への出荷運搬時聞を最小にするた

め生産者，捕獲作業員， トラック運転手及び

処理業者との聞の連携協調をしっかりと図る

とともに輸送中の過度な高温や低温は避ける

こと。

安楽死

ヒナあるいは鶏の安楽死が必要とされた場合は，

養鶏産業界が認めた瞬間的で痛みがない最も良い

方法で行うこと。

農場全群淘汰における全米鶏卵

生産者組合採卵鶏飼育ガイドライン

背 景

生産者はと鶏処理場が休業などの理由で淘汰鶏
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を農場で殺処分せざるを得ない場合がある。そこで，

農場で鶏を淘汰する場合については次のガイドラ

インを適用する。その場合，生産過程における病鶏

あるいは事故鶏の安楽死のガイドラインと置き換

えることはできない。また，農場における淘汰と関

連して陶汰鶏の出荷，輸送，と鶏処理のガイドライ

ンと置き換えることもできない。これにはいくつか

の方法があるが，鶏群サイズにより実行可能な方法

は変わってくる。養鶏生産者は鶏群淘汰する場合，

ていねいに人間的な扱いで実施する責任があり作

業者は鶏を乱暴に扱ってはならない。また，生産者

は淘汰に従事する作業者の心理的な負担にできる

だけ配慮すべきである。

一般的基準

1. 農場で淘汰に従事する全ての作業者は訓練を

受け，ガイドラインに従った方法に熟練して

おり ，安全で情け深い方法でこの作業を実施

できる能力があることについての評価を受け

なければならない。訓練内容には鶏の痛みや

恐怖についての知識，淘汰鶏を捕獲する際の

骨折のリスク ，器具の適切な使用法，不良鶏

と死亡鶏の判別法，作業者の安全確保策，バ

イオセキュリティの手順，適切な死体処理法

を含むものとする。

2. 殺処分方法については迅速な殺処分法，気絶

させる方法，あるいはもし気絶に時間がかか

る場合における鶏に痛みや恐怖が生じないよ

うな扱い方法についての知識を有していなけ

ればならない。

3.農場における近代的な淘汰方法として許容さ

れるものは，改質(炭酸)ガス法，頭部脱臼

法，非貫通家畜銃，電撃法，マーセレイショ

ンによる気絶法がある。

4.プラスチック袋での窒息、法，車両の排気ガス

法，焼却法，オーバーヒート(高温)法，冷

凍法，餓死法，脱水法，溺死法は感受性のあ

る鶏に対する殺処分法としては許容できない。

5.鶏は投げつけたり，蹴ったり，つぶすなどの

虐待をしてはならない。

6.農場での淘汰作業中は鶏舎内で鶏に対しての

騒音やその他の恐怖撹乱は最小限にすべきで

ある。

7. 鶏は廃棄処分前に死亡を確認しなければなら

ない

8. 生産者は有料にて全米鶏卵生産者組合採卵鶏

飼育ガイドラインを厳守して鶏の家畜福祉に

合致するよう農場で淘汰を実施していること

を継続的にモニターし確認するため専門家を

任命するべきである。

9 家畜福祉に関しては慣例的に受け入れる前に

全米鶏卵生産者組合の科学的諮問委員会によ

り 評価された新しい技術と手順のものでな

ければならない。

10.一般消費者のショックやストレスを最ノト限に

するため，気絶処理，殺処理，死体の廃棄処

理は一般の目に触れないように実施するべき

である。

11.死んだ、鶏の廃棄処分は法令に従って適切に行

われなければならない。すなわち人畜の健康

と安全の規制さらには環境規制にも忠実に従

わなければならない

12.すべての生産者は獣医師のコンサルテーショ

ンで、作った緊急淘汰に対する標準運営方法書

(sop)を備えなければならない。これは病

気発生時あるいはその他鶏群の緊急淘汰が必

要とされる場合に備えたものであるが，適宜

新しいもの確認されたよりよい方法に更新し

ていく必要がある。sopは世界動物保健機関

(OIE)によって定められた動物福祉原則に忠

実に従ったものでなければならない。

炭酸ガス利用の淘汰

「炭酸ガスコンテナカート (MAK)J (密閉式

コンテナに炭酸ガス噴出装置を備えたカート)また

はそれと同等なシステム(たとえば台車に乗せた

樽)を殺処分に利用する場合は，次のガイドライン

に従い情け深い殺処理を実施すべきである。

1. コンテナを鶏のそばに移動させ，最小限の取

り扱いで鶏がコンテナの中に入れられるよう

にすべきである。

2. コンテナには鶏が入れられる前に気化した炭

酸ガスを充填しておくべきである。

3.鶏をコンテナに入れる時に炭酸ガスが漏れる

ので，炭酸ガスが時間の経過とともに階層化

する傾向がある。この場合は，炭酸ガスを再

度充分に満たせるようにするとともに死亡す

るまで気絶が維持できるようコンテナシステ
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ムを設計するべきである。

4. コンテナには炭酸ガスの補充ができるような

装置を付け，鶏の死亡前に炭酸ガス濃度が

30%以下にならないようにするべきである。

5. 生産者は使用した炭酸ガス量と殺処分羽数の

記録を取らなければならない。適当な量の炭

酸ガスの追加なしにコンテナを利用すること

は許容されない。

6. 炭酸ガス供給システムはコンテナに均等に分

配されるように設計されなければならない。

7. 炭酸ガスはコンテナに凍らないようにゆっく

りと供給されなければならない。

8. コンテナは中を開けなくても鶏が外から見え

るように窓あるいは透明な扉を有していなけ

ればならない。

9. 殺処理を実施するために，炭酸ガス濃度は鶏

の投入後少なくとも 2分間は 55%を維持しな

くてはならない。この場合. 2段階システム

(A2フェーズシステム)が採用されるが，こ

れは 30~40%の濃度の炭酸ガスで気絶させ，

次いで 55~80%の濃度の炭酸ガスで殺処理す

るものである。

10.コンテナに入れる鶏は次の鶏が投入される前

に気絶させて置かなければならない。

11.コ ンテナは中に意識のある鶏がし、る聞ははた

いたり落としたりしてはならない。

12.コンテナ底の傾斜は意識のある鶏が壁際に山

積みとならないように大きなものであっては

ならない。

13.鶏はコ ンテナから取り出される前に死亡が確

認されなければならない。

5)実施に向けたスケジュールと手順

採卵鶏 1羽当たりのケージ面積に関しては，即時

の変更が強要されると市場が必要とする鶏卵の供

給が混乱するであろう。それゆえ，段階的な導入が

混乱を避けるために必要である。また，鶏卵生産者

には若メスが大きくなるまでの期間を含めて，採卵

鶏の更新サイクルを確立するまでの猶予期聞が許

容されなければならない。目標となる鶏の許容面積

基準の段階的導入スケジュールは次の通りである。

これは生産者と市場の双方に対して活躍の場を造

るものでもある。この許容面積は.18~20 週齢の採

卵鶏 l羽当たりの平均ケージ面積の基準である。

ヒナの日齢

ヒナの鮮化日

2002年 4月 1日

2003年 10月1日

2005年 4月 l日

2006年 10月 1日

2008年 4月l日

l羽当たりの許容ケージ面積

白レグ鶏 ブラワン鶏

56平方インチ
(361. 3 cm2) 

59平方インチ
(380.7 cm2) 

61平方インチ
(393.6 cm2) 

64平方インチ
(412.9 cm2) 

67平方インチ
(432.3 cm2) 

63平方インチ
(406.5cm2

) 

66平方インチ
(425.8 cm2) 

68平方インチ
(438.7 cm2

) 

72平方インチ
(464.5 cm2

) 

76平方イ ンチ
(490.4 cm2) 

最終日的は，このガイドラインの鶏舎およびケー

ジ面積の章で示した基準である l羽当たりの最低

ケージ面積を満たすことである。それゆえ鶏舎の新

設あるいは鶏舎の改造においてはこの最低基準面

積を満たすべきである。

くちぱしのトリミング，換羽，出荷と輸送のガイ

ドライン導入の実施時期は鮮化時期のいかんにか

かわらず 2002年 7月 1日から発効する。

全米鶏卵生産者組合証明のコンブ

ライアンス (法令 遵 守 )

証明

全米鶏卵生産者組合証明に参加を希望する鶏卵

生産者は「証明申請書」を提出し，紛争解決の免責

事項を定めた書類に署名をし，監査を受け，年間の

管理費及び広報関係費用の負担をしなければなら

ない。監査が無事に完了することにより，生産者は

完全に証明され，全米鶏卵生産者組合は年間の証明

を発行する。この状態を維持し次年の監査をパスす

るようにするため，生産者はガイドラインの全てを

遵守し続けなければならない。

監 査

採卵鶏飼育ガイドラインの道守を確実にするた

め，全米鶏卵生産者組合により証明された各生産者

は全米鶏卵生産者組合が承認した独立の監査機関

(USDA/AMSあるいはその他の認証機関)の監査

を毎年受けなければならない。監査機関により開発

された監査ガイドライン，監査点数シート，点数シ

ステムが全ての監査に適用されるが，これにより全

ての参加生産者に対しての一貫性を確保できる。監

査を受ける生産者は監査実施の7目前に通知を受け

る。監査の結果は，全米鶏卵生産者組合と監査を受

けた生産者に直接提供される。監査結果のコピーは
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生産者による書面による承諾なくして他のいかな

る者にも分けることはできない守秘義務がある。

監査の合格点は 200点満点中 170点以上の達成が

条件である。また，参加生産者は次の必須の遵守事

項を満たさない場合には監査は不合格である。すな

わち，ガイドラインの基準として示した最低ケージ

面積の要件を満たすことができない場合，空きケー

ジへの鶏の補充の証拠があった場合，証明された鶏

卵と証明されていない鶏卵を混じり合わせていた

場合は監査の総合点数を満たしていたとしても不

合格である。

全米鶏卵生産者組合証明のロゴ

マーク

“United Egg Producers Certified (全米鶏卵生産

者組合証明)"の鶏卵生産者によって生産された鶏

卵であることを消費者が小売庄で識別できるよう

に，証明シールが開発されており生産者は鶏卵パッ

クなどに使うことができる。

全米鶏卵生産者組合証明のロゴは全米鶏卵生産

者組合が証明した生産者によって生産された鶏卵

及び鶏卵製品のみに使用することができる。小売業

者は全米鶏卵生産者組合証明の生産者により生産

された鶏卵に対してのみロゴの使用が認められる。

鶏卵パックに全米鶏卵生産者組合証明のロゴを

表示する際は， www.UEPcertified.com のウエブサ

イトの表示とパッケージに「全米鶏卵生産者組合採

卵鶏飼育ガイドラインを遵守して生産」というタグ

ラインを表示しなければならない。この全てはロゴ

の最も近い場所に印刷されなければならない。たと

えば，ロゴの真下，あるいは真上や両サイドでも良い。

全米鶏卵生産者組 合 証 明 の 鶏 卵 の

マーケテ ィン グ

全米鶏卵生産者組合証明を受けた鶏卵生産者あ

るいは証明は受けていないが許可ライセンスを受

けて契約協定に署名した流通業者のみが， “全米鶏

卵生産者組合証明"鶏卵あるいは鶏卵製品としてこ

の鶏卵を販売することができる。

鶏卵販売の許可ライセンスは，自分の鶏を所有し

ていない会社，契約農家あるいは全米鶏卵生産者組

合のスケジュールで、定めたケージの許容スペース

を満たす 100%ノレールを遵守しており，鶏卵のト

レースができる設備を有している会社に対して承

認される。毎年の監査は許可ライセンスの条項に

従って実施される。

全米鶏卵生産者組合証明

プログラムへの復帰

全米鶏卵生産者組合証明を過去に受けた生産者

あるいはプログラムから離脱した生産者は全米鶏

卵生産者組合が定めた許容ケージスペースに合致

し，その他の全てのガイドラインの遵守と監査を受

ければこの証明プログラムに復帰することができる。

追 記

全米鶏卵生産者組合証明を受けた

鶏 卵生産者に対する要件

全米鶏卵生産者組合理事会は，全米鶏卵生産者組

合証明を承認するに際して，鶏卵生産者に対して次

の追加要件を決定した。

1.全米鶏卵生産者組合証明を受けた鶏卵生産者

については，自分の農場，契約農場あるいは

密接に関連する農場(分場や支場)を含めて

(100%条項という)，鶏卵がどこにあるいは

し、かに販売されるかにかかわらず，採卵鶏飼

育ガイドラインに適合していなければならな

い。この「密接に関連」の定義は，経営する

全ての農場，契約農場，密接に関連する提携

農場などにも適用される。たとえば 2つの農

場があり，閉じグループの株主によって所有

されている場合，もし関連性において本場，

分場の密接な関係がない場合でも関連性があ

ると見なされる。事業の関係性は契約的関係

性(売り主と顧客)でのみ分けられる。たと

えば売り買いがある場合には密接な関連性が

あるとは一般的には理解されていない。長期

間の固定価格での取引関係で供給者と需要者

の関係にある場合でも 100%ノレールは適用され

ない。

2. 2006年 6月 1日から発効する全米鶏卵生産者

組合証明を希望する生産者はプログラムを実

施するに当たり次の 2つの選択肢がある。

生産者は現在使っている鶏舎を全て空にし，基

準となるケージ許容スペースや他の基準に合致

するように鶏舎を改善した後，監査を受けて，

直ぐに全米鶏卵生産者組合証明の承認を受ける

ことができる。

(あるいは)

生産者は全米鶏卵生産者組合証明の及びその他
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のプログラムの基準に合致するような再導入鶏

舎を用意する。その場合，生産者は経営する全

ての農場，契約農場，密接に関連する提携農場

などを含めて 100%がガイドラインを遵守でき

なければ鶏卵を全米鶏卵生産者組合証明のもの

として販売できなし、。

ただし，非証明ライセンス協定の移行期間中

として他の全米鶏卵生産者組合証明を受けた生

産者が，その鶏卵を購入して全米鶏卵生産者組

合証明の鶏卵として流通させることを承認する。

3. 証明を受けた生産者は，毎月のコンブライア

ンス(道守)レポートを全米鶏卵生産者組合

に提出しなければならない。

4. 2003年 12月 31日までに設置された全ての鶏

舎のケージスペースは「鶏舎平均Jでカウン

トすることを許容する。しかし， 2008年 8月

l 日以降に設置する施設(購入，契約，建設

を含め)については鶏 l羽当たり白レグの場

合は最低で、も 67平方インチ(432.3cm2) ，赤鶏

の場合は 76平方インチ(490.4 cm2)以上でな

ければならない。

5. 全米鶏卵生産者組合証明を受けた生産者によ

り生産された鶏卵は，証明されていない鶏卵

を購入して証明ある鶏卵と一緒に混ぜ合わせ

て販売しではならない。

6. 全米鶏卵生産者組合証明を受けた生産者は

ケージの許容スペースをスケジューノレにした

がって遵守するとともに，全米鶏卵生産者組

合理事会で決定した年間の管理費および広報

関連費用を支払わなければならない。

結論

(採卵鶏 の アニ マル ウエ ルフ ェア

の科学的基準のあり方 )

採卵鶏のアニマルウェルフェアについての科学

的な研究蓄積はわが国では少ないのが実情である。

アニマルウェルフェアに配慮して健康で健全な生

産物 (鶏卵)を消費者に提供することは養鶏産業に

とっても最も望ましいことである。

したがって，わが国で採卵鶏に対するアニマル

ウェルフェアの数値基準を検討する場合は，わが国

の採卵鶏の飼養実態を踏まえ科学的な根拠に基づ

き検討されるべきである。

基本となるのは鶏に対して適当な飼料と水が与

えられているか，健康であるか，清潔で温かく，野

犬などの危害動物から保護された環境であるかど

うかである。アニマルウエノレフェアで評価する時，

適用すべき基準は鶏でなければならない。人間と同

じ様に鶏が感じるのかも議論されなければならない。

できるだけ自然に飼うことは望ましいが，鶏の自

然的行動は全ての鶏の福祉にとって最良ではない。

自然的行動による尻つつき，羽根つつき，共食い，

糞遊び，卵つつきなどの弊害がある。

アニマノレウエノレフェアの観点から見たケージ方

式の利点、と欠点，福祉ケージ(エンリッチドケージ)

の利点と欠点，放し飼い養鶏の利点と欠点について

冷静に科学的見地から評価していくことが重要で

ある。その場合，社会経済的な評価についても忘れ

ではならない。新たなアニマルウェルフェア数値基

準を設定した場合，どの程度コストアップになるの

か，経済的な負担は誰が負うのかも議論されなけれ

ばならない。

最終的には消費者がどういう飼養方式での卵を

求めるかの選択によって鶏卵産業は生産すること

になると考えられる。
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