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ブロイラーの家 畜 福 祉

竹内正博志

1 . は じめに

過去，筆者は次のように述べてきた。

鶏肉業界は，ブロイラーの家畜福祉(肉用鶏の福

祉)制度「農場検査制度(農林水産省)Jを，行政

と獣医師会の協力を得て，中長期的12012年頃(2017

年完全実施)Jに導入して，国際的な高病原性鳥イ

ンフルエンザ (HPAI)対策と消費者が求める「鶏

肉と生鳥への安全と安心への新しい価値観」に対応

していく方向性にある。

育種改良と飼料増産とともに発展してきた世界

の鶏肉業界は，サルモネラ， HPAI，新型イ ンフル

エンザ等の世界的問題に直面している。解決策とし

て，欧州連合 (EU)の企業と行政は肉用鶏の

福 祉を HPAIとサルモネラ対策(図1)，そして，

消費者は経済価値と位置付けようとしている。間接

的に，鶏種と養鶏場改善は国民の健康を守ることに

なる。そのために，育種(鶏種)と農場(鶏舎 ・飼

育設備 ・飼育管理)が取り組むべき課題となってき

た。 (今回， EUサルモネラ法政化を取り上げない

が，次回，この件について EUの法律と養鶏業界関

係者の動きを報告したい。)

この海外の動きに対して，農林水産省も平成 20

年度に「ブ、ロイラー飼育管理指針」の検討と翌年度

に指針の検証に動き出した。HPAIとサノレモネラ予

防の社会的責任を果たすための大型国家予算と消

費者の協力で，国産鶏肉業界も 2010年採択予定の

-ー

図 1 肉用鶏の福祉改善(企業と行政の鶏種 ・鮮
卵場・農場改善)による HPAIとサルモネラ対策

-株式会社イ シイ代表取締役社長(M田油廿oIshiil 

「鶏舎と飼育管理に関する OIE(世界動物保健機

構)動物福祉ガイドラインjに対応する「ブ、ロイラー

飼育管理指針jに沿って，育種と養鶏場の改善とと

もに IS022000導入準備を進める必要がある。

2. きっかけ

「肉用鶏の福祉」の法政化目的は HPAI予防にあ

る。振り返ると， HPAIはホンコンで発生後， 2003 

年にオランダで大規模に発生した。当時，オランダ

の現地で強烈なショックを受けた筆者は，価格や美

味しさ以外に消費者の新しい価値観(動物福祉)が

重要視されてくると強く感じた。一年後の 2004年 1

月に，ついに国内でも 79年ぶりに発生した HPAI

が地震同様に日本全体を揺るがした。

世界的に肉用鶏の福祉対策が根本的な HPAI予防

になってきた。2007年 5月7日の EU農相理事会で

EU肉用鶏福祉理事会指令が合意される数日前に，

ドイツで聞かれた第二回EUWelfare Quality (WQ) 

利害関係者会議に出席した筆者は，英国と韓国の農

務省関係者，育種関係者と理事会指令(案)につい

て意見交換を持てた。また 7月に開催された米国

獣医師年次大会の HPAI特別セミナールで 11つ

の健康と lつの医学」として 3つの分野(動物の健

康，人の健康，環境の健康)の統合が推進された。

米国獣医師会はこの統合国家戦略 (onehealth， one 

medicine)を理事会で承認して，医師と獣医師が共

同で人畜共通感染症の HPAI予防に立ち向かい始め

た。鶏肉輸出額 2，000億円以上になる米国は，回AI

と新型インフノレエンザが鶏肉業界と国家に BSEと

比較にならない程に経済的また人命的被害を与え

る可能性があると警戒を強めている。8月に，国産

食鳥推進委員会の韓国 HPAI対策調査団に参加し，

韓国鶏肉協会と加盟インテと HPAI対策について意

見交換を持てた。

毎年、会社では各事業部の海外技術研修を実施し

ている。2007年の研修課題は HACCPとサルモネラ

対策として，社員がカナダとヨーロッパの鶏肉関係
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事業所で海外研修を行った。こうした経験から言え

ることは，繰り返しになるが， EUの企業と行政は

「肉用鶏の福祉Jを田 AIとサルモネラ対策，そし

て，消費者は経済価値と位置付けようとしている。

3 国産食鳥推進協 議 会の

韓国 HPAI対策調査団

2007年 8月 28日から 9月 1日の日程で， 8名の

HPAI対策調査団員が韓国の国立獣医科学検疫院，

韓国鶏肉協会，協会員のハリム社(公開会社)とマ

ニカ一社(公開会社)を訪問した。調査目的は，渡

り鳥の防鳥対策， HPAI予防に関する新技術などの

情報収集，日韓の相互の協会で現状の意見交換と今

後の対策，大手インテグレーターの訪問による実際

のHPAIの影響と鶏肉加工状況や防疫対策の意見交

換等にあった。

韓国鶏肉協会も認めているように，業界の問題点

は出荷率(育成率)が悪いことにある。協会の資料

と関係者の話によると，過去 4 年間 (2004 年~2007

年)の協会会員 10社の平均飼育成績は次の通りで

ある。出荷率:94.7%，出荷日齢:34.7日，生鳥重

量 1.52。育成率低下の原因は韓国人の鶏肉消費構

造にもあるようだ。日本人が夏ばて防止にウナギの

蒲焼きを食べるのと同様に，韓国人は参鶏湯を食べ

ると聞く。冬場に比べて 2倍近く韓国鶏肉消費が増

える 2006年の夏場に，農家数 1，349が 2倍の 2，600

にも増えている。需要期の夏場に増加する農家は円

筒のグリーンハウスで肉用鶏を飼育している。

中長期的 HPAI予防対策として，韓国インテグ

レーターは委託農家の鶏舎改善と共に直営農場新

設と鶏肉輸出対策を取っている。たとえば，韓国最

大インテグレーターであるハリム社の全鶏舎の構

成比率はウインドレス鶏舎 12.5%，円筒鶏舎35.9%，

開放鶏舎 51.6%となっている。ハ リム社は鶏舎の新

設を進めており，現在の直営鶏舎比率はブロイラー

鶏舎の 5%，種鶏舎の 15%，原種鶏舎の 100%となっ

ている。また， 2番手のマニカ一社の輸出計画によ

ると，国策のもとに 2004年に始まった鶏肉輸出先

は，日本・台湾 ・香港 ・米国へと拡大を見込み， 2009 

年度鶏肉輸出額計画は2億 3千万円に達する。最近，

韓国は米国と結んだ FTAによると，現在の 15%か

ら20%の輸入鶏肉関税は 10年後に Oとなる。公開

企業の韓国鶏肉大手インテグレーター2社は， 20% 

鶏肉コスト削減と米国輸出を目標として，世界基準

に適合する鶏舎改善と飼育管理改善の主な対策に

より，世界市場へと動き出している。

4. EU Welfare Quality (WQ) 

利害関係者会 議

欧州では EU動物福祉検査認証制度の準備が WQ

(Welfare Quality)プロジェクトにより進んでいる。

EUのアニマルウェルフェア総合評価法の開発は

WQプロ ジェクトと呼ばれ，家畜福祉評価法は前の

3 年 (2004 年~2006 年)で完成予定とし，後の 3

年 (2007 年~2009 年)で家畜福祉モニターシステ

ム及び情報提供システムの改良を課題としている。

2007年 5月3日と 4日にドイツのベルリンで開催さ

れた第2回WQ利害関係者会議に，筆者は東北大学

大学院の佐藤教授と出席した。世界から約 180名が

参加したこの会議は， WQプロジェクトの実施計画

の一環として家畜福祉評価法のプロジェクト経過

報告と利害関係者からの意見を聞く場となった。

印象に残った言葉は EU関係者の閉会挨拶の中に

あった。「今回，農家の参加者が少なかった。次回，

より多くの農家に出席して欲しいJまた，動物福祉

が経済価値を持つという EU関係者の認識を知る必

要がある。5月 3日にブライアンマーチャント獣医

師(EU関係者)が作業部会のまとめを発表した時，

動物福祉が畜産物の経済価値になると説明し，動物

福祉を無視する食品企業は消費者選択により淘汰

か廃業に追い込まれるとまで言われた。

また，獣医師は，筆者の意見を取り入れて「噌好

性は貿易を促進しているので，バランス良い鶏肉消

費は大切である。Jと総括時に全員の前で発表して

くれた。作業部会で筆者が述べた意見は次の通りで

ある。 r鶏肉貿易の課題は欧州、|と日本の鶏肉噌好性

にある。欧州のムネ鶏肉噌好と日本のモモ鶏肉噌好

は，欧州|ではムネ鶏肉相場がモモ鶏肉相場の約2倍，

反対に日本ではモモ鶏肉相場がムネ鶏肉相場の約 3

倍の価格差を生み出し，世界鶏肉貿易を促進してい

る。この不健全な鶏肉消費を直すために， EU27カ

国も国策で消費者のそモ鶏肉消費を進めて欲しい。

また，日本も消費者のムネ肉消費に努力する必要が

ある」
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5. EU肉用鶏福祉理事会指令

EUは HPAlの法政化を優先したために，中長期

的な肉用鶏の福祉法政化は 2年程遅れて， 2007年 5

月 7日の EU農相理事会で EU肉用鶏福祉理事会指

令が合意された。合意された最終指令は， 2005年 5

月 30日の当初案と比べ大きく次のように緩和され

ている。

①EU加盟国の実施期限が当初の 2006年 12月から

2010年 6月に延期された。

②遺伝的影響についての EU報告書提出が 2008年

12月から 2010年 12月に延期された。

③500羽以下の鶏舎，放飼鶏肉，有機鶏肉は適用除

外された。

④加盟国に害IJり当てられたデータ収集を担当する

行政当局設置が削除された。それにより，各国の

事務処理負担が軽減された。

⑤鶏の所有者が動物福祉の主な責任を持っと明記

された。

⑥飼育密度制限は残された。しかし，当初の飼育密

度(案) (①30kg/m2，②38kg/m2
)は最終指令(①

33kg/m2，②39kg/m2，③42kg/m2
) へと緩和され

た。

⑦足の皮膚炎のモニタリングと農場の福祉分類評

価 (0，1， 2) は削除された。 しかし公認獣

医師によるト殺後検査結果の評価」は残された。

③飼育施設の不適合是正処置は削除された。

5年後の 2012年に， EU指令は再度強化の方向で

見直される可能性がある。というのは， EU肉用鶏

福祉理事会指令の規約 6は「委員会から欧州議会並

びに理事会へ報告書提出Jを次の通りに指示している。

1. ヨーロッパ食品安全当局の科学的意見を基本

として， 2010年 12月 31日までに， 委員会

は欧州議会と理事会へ鶏福祉に悪影響を与え

る特定の不適合遺伝的要素の影響に関する報

告書を提出する。 必要なら，適切な法的提案

もその報告書と共に提出する。

2.略。

3.収集データと新しい科学的証拠を基に，委員

会は 2012年 6月 30日までに報告書を提出す

る。報告書は，福祉尺度の展開と共にこの指

令の適用と鶏の福祉への影響について述べる。

報告書は違った生産状態と方法を考慮する。

また，報告書は地域分野を含んで，この指令

の社会経済と管理関連を考慮する。

飼 育密度

EU肉用鶏福祉理事会指令の中で， 3段階の飼育

密度条件が注目されている。簡単に説明をする。肉

用鶏の管理について，飼育施設の要求事項(給水

器 ・給餌器・敷料 ・空調と暖房 ・騒音 ・照明 ・検査 ・

洗浄 ・記録 ・外科的処置)と処理場のモニタリング

とフォローアップが義務づけられている。この場合

の飼育密度は 33kg/m2以下に決められている。高飼

育密度の条件である追加書類 ・空調設備 ・空調基準

要求事項が満たされれば，飼育密度は 39kg/m2まで

増やすことができる。その具体的空調基準要求事項

は，鶏舎内のアンモニア (NH3)濃度は 20ppm以下，

二酸化炭素 (C02) 濃度は 3，000ppm以下，日陰の

外気温が 30"Cを越える時に舎内温度は外気温より

3
0

C以下， 10
0

C以下の外気温時に鶏舎内で測定した

48時間の平均湿度は 70%以下とされている。さら

に，飼育密度増加の規準が満たされれば，最高

42kg/m2までの飼育密度が許される。この規準は，

過去 2年間の艶死率が 0%+0.06%X日齢)以下，過

去連続 7回転の鶏群福祉検査が適合となっている。

このように高飼育密度の条件として，空調基準と艶

死率が重要な福祉評価項目となっている。

6. 農林水産省の動物福祉対策

特定 JAS地鶏の評価

農林水産省は 14年前の 1993年に特定JAS規格を

導入した。畜産動物の中で最初に地鶏肉規格が，特

別な生産方法を定めたこの特定 JAS規格として，

1999年に適応実施された。歴史的に，地鶏を含む国

産鶏の育種改良は鶏の福祉を考慮して行われてき

た。地鶏特定 JAS規格の飼育条件は， ①飼育期間は

僻化日から 80日間以上であること， ②飼育方法は

28日齢以降平飼いであること，そして，③28日齢

以降の飼育密度が一平方メートル当たり 10羽以下

であるとしている。2005年に実施された有機養鶏

JAS規格の鶏舎内飼育密度も， 一平方メートノレ当た

り 10羽以内と決められている。欧米より先行して

1999年に法的に養鶏分野で，肉用鶏の福祉対応が国

産鶏で始まっていた訳である。このことはあまり知

られていない。

有機養鶏も肉用鶏の福祉概念確立に重要な社会
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的役割を果たしている。2005年 10月 27日制定され

た有機畜産物の日本農林規格(農林水産省告示 1608

号)の第 2条に有機畜産物生産の原則がある。肉用

鶏の福祉が有機肉用鶏の原則の 1っとして法的に明

確化された。2005年度農林水産省委託事業として，

有機畜産物の生産行程管理者ノ、ンドブックが 2006

年2月有機畜産検査員講習会テキストとして作成さ

れた。筆者も編集に携わった検査員講習会用テキス

トから同じ原則の説明をそのまま引用する。

~JAS 規格では，有機畜産物の生産の原則として，

次のような生産により飼育された家畜 ・家きんより

得られた畜産物であることとされている。生産の目

的は農業の自然循環機能の維持増進を図る。生産の

方法は，①環境への負荷をできる限り低減して生産

された飼料を供給することを基本とする，②動物用

医薬品の使用を避けることを基本とする，③動物の

生理学的及び行動学的要求に配慮、して飼育する。こ

の中で，③について，動物福祉という言葉に置き換

えられる。有機畜産物の生産の原則の中で特徴的な

事項である。有機畜産物の原則は「環境保全J (有

機飼料生産と家畜の有機飼料消費を通して自然環

境保全)と「動物福祉J (①畜舎，②飼育管理，③

輸送，④屠殺での動物福祉配慮)の 2つのキーワー

ドに集約できる。このうち動物福祉分野において世

界動物保健機構 (OIE)は動物福祉ガイドライン(③

輸送と④屠殺分野 r2005年 5月採択J，①畜舎と②

飼育管理分野「近い将来採択J)を設けつつあると

いう動きがある。概要編で詳細は記載しないが，次

項以降の個々の項目において単に JAS規格を満た

せばよいという考えでなく，原則にのっとり ，常に

動物福祉の視点からはどうあるべきかを年頭にお

いた管理方法を定めるべきである』

アニマルウェルフェアに対応した

家畜の飼育管理に関する検討会

2005年 5月に開催された OIE総会で，家畜の輸

送と屠殺福祉ガイドラインが採択された。当時，開

催された農林水産省「家畜福祉に配慮、した家畜の取

扱いに関する検討会Jで，我が国は，ほぽ OIE家畜

の輸送と屠殺の動物福祉ガイドライン並に配慮さ

れた取扱いがなされていることを確認している。同

時に， 2010年に OIE総会で採択予定の「畜舎」と

「飼育管理J福祉ガイドラインについて，今後人材

育成を含めた検討準備の必要が指摘された。

前述の EUの動きに対応する為に， EUと多少異

なるが， 2007年に 4カ年計画が日本でスタートした。

農林水産省は養鶏に関係する家畜生産新技術有効

活用総合対策事業(1億 8.800百万円)のうち，新

規事業の「新たな家畜飼養管理国際基準等対応の推

進」として，国際基準が検討されている家資の動物

福祉に対応するために，平成 19年度から 22年度ま

での 4カ年計画で(社)中央畜産会と(社)畜産技

術協会を実施主体として，わが国の家畜飼養の特徴

や経済性を踏まえた科学的根拠に基づいて採卵鶏，

豚，ブロイラー，肉用牛，乳牛牛，馬の日本独自の

飼育管理指針などを作成する。7月 26日に開催され

た「アニマルウェルフェアに対応した家畜の飼育管

理に関する検討会」の平成 19年度第 1回推進委員

会の資料によると，ブロイラーの飼育管理指針の検

討と実態調査の実施が予定されており，ブロイラー

の飼育管理指針の原案が平成 20年 (2009年 3月)

に作成される見込みである。また，翌年 (2010年 3

月)に最終案が決められる。

7. 国産鶏肉業界の対応

人材育成

輸入原料(種鶏・飼料 ・鶏肉)をハードとし，養

鶏場(鶏種 ・鶏舎 ・飼育設備 ・鶏の飼育管理)をソ

フトとすると，ソフトがハードより 重要となってき

ている。養鶏農家の世代交代が進むとともに，養鶏

場も更新時期を迎えている。現在，育種会社が飼育

環境と管理マニュアルにより農家指導しており，ま

た飼料会社 ・薬品会社 ・鶏舎施設会社等もサービス

業務として個別に農家指導に参画している。今後の

重要な課題は，世界に通用する鶏種改善と養鶏場改

善とともに，世界的福祉制度と鶏の行動学を理解で

きる人材育成にある。人材教育について，大学の獣

医部門での動物福祉教育が期待されている。

飼育技術

日本とヨーロッパの肉用鶏の飼育実績を坪羽数

と艶死率で比較する。仮に日本の平均飼育日齢が 52

1 坪羽数が 55羽，生鳥体重が 2.9kg，艶死率が

3.7%とすると，飼育密度は 48kg/m2 (55 3J5J/坪ム

3.3m2
/坪X2.9kg/羽)となる。ドイツを例に取り上

げると，ドイツの平均生烏体重は1.8kg/羽(カット

と丸と体とムネ肉主体消費)，飼育密度は 35kg/m2

とすると，坪羽数は 64羽 (35kg/m2
--;-1.8kg/羽×
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3.3m2/坪)となる。同様に， EU肉用鶏福祉理事会

指令 (EU指令)の最高飼育密度が 42kg/m2の場合，

坪羽数は 77羽 (42kg/m2x 3. 3m2
/坪-;'-1.8kg/羽)と

なる。鶏の日齢は 38日とすると， ドイツと EUの

坪羽数は，0~38 日飼育期間に 2 割弱(ドイツ) ， 

40%程 (EU)，日本よりそれぞれ多くなる。EU指

令で許可される最高飼育密度時での艶死率 4.1%

(52日XO.06%+1)に比べて， 日本の平均艶死率

3.7% (2005年度実績)は少ない。

個人的意見を述べると ，飼育密度は坪重量ベース

で良いか疑問を感じている。中抜きが多いという理

由で，欧米の飼育密度の考え方は坪重量から発想さ

れている。一方，日本の飼育密度の考え方は坪羽数

からきている。鶏の福祉の観点からみて，最高飼育

密度の設定をする場合に日本の坪当たり 55羽と EU

の 77羽はどちらが鶏にストレスが多いか科学的に

検証されるべきである。

以上のように日本の飼育環境は悪くない。しかし

世界的な動きへの対応として，①鶏種育種改良，②

最高飼育密度の設定，③艶死率改善，④鶏舎と飼育

設備改善(とくに空調，管理システム等)，⑤飼育

管理改善(日齢短縮と坪~5J数減等)が今後の課題と

なってくる。

将来， EU肉用鶏福祉理事会指令は輸入鶏肉と輸

入加工鶏肉にも適用される。

圏内鶏肉消費の約 40%が輸入に頼っている。日本

へ鶏肉輸出元のブラジル，加工鶏肉(焼き鳥と唐揚

げ等)輸出元の中国とタイ，この 3カ国の鶏の飼育

環境(鶏の生活)が，鶏種・鶏舎 ・空調 ・飼育設備 ・

飼育密度 ・艶死率等の公開情報を基に消費者から評

価を受けることになる。消費者はブロイラーに関し

てどの国の生活を望むのだろうか。

輸出産業

過去，鶏肉業界は輸入産業であった。韓国鶏肉協

会の大手インテグレーターと同様に，国産鶏肉業界

も諸外国と FTA交渉を通して国産鶏の鶏肉輸出を

考えても良いのではないか。国産飼料米開拓，兵庫

牧場の国産鶏種育種改良，艶死率対策として鶏舎と

飼育管理改善，農場への IS022000導入等を通して，

兵庫牧場の原種から育った国産鶏肉と飼育管理技

術が海外で評価を受けるかも知れない。

8. まとめ

育種改良と飼料増産で発展してきた世界の鶏肉

産業は，サルモネラ， 田 AI，新型インフノレエンザ

等の世界的共通問題に直面している。この解決策と

して，先行する EUの企業と行政は，①食の安全，

②環境保全に続いて，③肉用鶏の福祉(鶏の健康に

つながる鶏の生活改善)を HPAIとサノレモネラ対策，

そして，消費者は経済価値と位置付けようとしてい

る。現在， EU肉用鶏業界の課題は EU肉用鶏福祉

理事会指令と EUサルモネラ法政化対応にある。今

回， EUサルモネラ法政化を取り上げなかったが，

次回，この件について EUの法律と養鶏業界関係者

の動きを報告したい。この動きに対して，農林水産

省は平成 20年度にブロイラー飼育管理指針を検討

し，翌年度に指針の検証を行う予定としている。

過去，食鳥検査制度により，鶏肉の安全性が専門

家に確認されてきた。今後，農場検査制度により，

「生きている鶏の生活Jが世界共通飼育基準で消費

者に確認されることになる。日本へ鶏肉輸出元のブ

ラジル，加工鶏肉(焼き鳥と唐揚げ等)輸出元の中

固とタイ，この 3カ国の鶏の飼育環境(鶏の生活)

が，鶏種 ・鶏舎 ・空調 ・飼育設備 ・飼育密度 ・銘死

率等の公開情報を基に消費者から評価を受けるこ

とになる。消費者はブロイラーに関してどの国の生

活を望むのだろうか。

過去，国産鶏肉業界は輸入産業で、あったが，将来，

輸出産業の可能性に歩み出そうとしている。FTA交

渉，国産飼料米開拓，兵庫牧場の国産鶏種育種改良，

艶死率対策の鶏舎と飼育管理改善，農場への

IS022000導入等を通して肉用鶏の福祉対策」

が鶏肉輸出と飼育管理技術輸出のきっかけになる

かも知れない。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

