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はじめに

現代の畜産業において、生産高にも増して、家畜の健康とアニマルウェルフェア(以下、
AW とする)を優先する考えが、世界的潮流となってきている。獣疫の世界的蔓延を防ぐ目
的で作られた OIE（国際獣疫事務局）は、2003 年に名称を世界動物保健機構と改め、獣
疫の防御には、予防獣医学的な家畜健康の保持が重要との認識に至り、その必要条件（リ
スク管理）として AW の重要性を指摘し、その国際的責任機関となった。そして、2004
年に AW 基準の「方針と原則」を採択し、2005 年には、陸生動物健康規約に「海上輸送」
、
「陸上輸送」
、
「空路輸送」
、
「食用と畜」、
「病気制御目的の殺処分」の節を採択した。2012
年には、
「AW と肉用牛生産システム」という飼育管理に関する AW が初めて採択され、
2013 年以降、まずブロイラーと乳用牛の節が続く予定である。その後、順不同ではあるが、
ラクダ、産卵鶏、アヒル、野生種動物飼育（シカ、アンテロープ等）、ブタ、ウサギ、乳用
緬山羊、肉/毛用緬山羊、毛皮獣（ミンク等）、七面鳥に関する AW と家畜生産システムが
作成されることとなっている。既に整備された章も、毎年改定されるので常に注視する必
要がある。
OIE は、WTO（世界貿易機関）の準拠機関であることから、OIE が作成した国際規約
は、特に貿易（生体及び畜産物）に際して影響力を持つこととなる。従って、畜産物をほ
とんど輸出しない日本、韓国、中東、北アフリカ等においては OIE 国際規約への対応が遅
れているのが現状である。しかも、数値目標は状況に応じて設定すべきと規定されている
ことから、一見、何の拘束力も無さそうに見える。しかし、2012 年 10 月に ISO(国際標準
化機構)は AW の国際基準作成を決め、2013 年 10 月までに完成させるとしている。ISO
は OIE と国際基準作成で協働することを 2011 年 6 月に合意していることから、OIE 基準
は、ISO 基準を通して拘束力を持つこととなると思われる。ISO 基準化には、アメリカも
積極的に関わってきており、これが世界標準となる可能性は大いに考えられる。
我が国は、畜産物の輸出国ではないことから、国内の消費者を対象に、AW の世界的潮
流の蚊帳の外で畜産を営んできている。しかし、望むと望まずとにかかわらず、輸入畜産
物は着実に AW 世界標準をクリアしてきているし、その動きは益々加速される。従って、
国内消費者が家畜の AW にも関心を示した場合、AW を無視した国内生産は、足元をすく
われる可能性がある。そのリスクに対して、どのように対応すべきかを今こそ見定める必
要がある。

そのような問題意識の中で、まず世界の主たる鶏肉輸出国である USA、中国、ブラジル、
EU、及びタイのうち、AW 先進国である EU への輸出を大規模に行なっているタイにおい
て、AW が貿易の中で如何に求められ、それに対して如何に対応してきているのかを調査
した。次いで、貿易障壁を乗り越えて輸入された AW に関する同等畜産物に対し、国内生
産の畜産物の競争力をどのように確保しようとしているのかを英国において調査した。
EU は AW 畜産を世界で最も先導的に実施しようとしている国々である。AW 化による畜
産の高コスト化を、研究開発、農業補助金（貿易障壁）、付加価値化による商品の高価格化
により、吸収しようとしている。OIE や ISO の目指す AW を世界共通の基準とみなし、
EU はその上位システムとして付加価値化しようとしているのである。
本調査報告書が、TTP 等の貿易自由化の流れの中で、食鳥産業は今後どうあるべきかを
考える一助になれることを期待している。
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Ⅰ．タイの状況

日程：2012 年 7 月 6 日から 13 日
7 月 6 日（金）移動日：成田(日本)からバンコク(タイ)
7 月 7 日（土）Charoen Pokphand company（チャルーン・ポカパン社：以後 CP 社と
する）の契約養鶏場調査並びに関連施設会社訪問
7 月 8 日（日）スーパーマーケット等での鶏肉販売の状況調査
7月9日
（月）
タイ王国農業協同組合省畜産振興局(Department of Livestock Development;
以後 DLD とする)訪問
7 月 10 日（火）タマサート大学 Rangsit Campus にて、タイの応用動物行動学の現状を
調査
7 月 11 日（水）SAHA 社の食肉処理場及び生産農場調査
7 月 12 日（木）カセサート大学 Kamphaeng-Saen Campus にて、企業への教育コース
調査
7 月 13 日（金）移動日：バンコク(タイ)から成田（日本）

調査者
家畜福祉学寄附講座教授 佐藤衆介
同助教 親川千紗子
同客員研究員 小原愛（株式会社イシイ）
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１．タイのブロイラー産業の概況
タイのブロイラー産業規模は、1960 年代の市街化現象や社会資本整備に対応して発展し
たといわれている。1970 年代になり、Charoen Pokphand company（チャルーン・ポカ
パン社：CP 社）が集約的養鶏を開始し、1980 年代には、タイ国内で雛生産が始まったと
いう(Heft-Neal et. Al., 2008)。1975-1980 年までは年率 36%で生産が伸び、1980 年以降、
高病原性鳥インフルエンザ（以後、HPAI とする）発生の 2004 年までは年率 7.3%で順調
に発展してきた。その間の最大の技術革新は、蒸散冷却システムの採用という。2004 年の
HPAI 発生により、6,400 万羽が殺処分され、前年の 33%の減となった。しかし、その後
も年率 10.7%で回復し、2011 年には生産高 142 万ｔで 2004 年当時に回復してきている
（USDA, 2012)。2004 年を境に、Department of Livestock Development(以下、DLD と
する)により飼育基準（Farm Standards）が作成され、輸出の如何に関わらず、その遵守
が求められ、企業養鶏では開放鶏舎から閉鎖鶏舎へ、また庭先養鶏では、他の畜産（アヒ
ル、ブタなど）あるいは作物生産への変換が進んだといわれている。
現在の飼養羽数に近い 2003 年のデータであるが、ニワトリの総飼養羽数は 2.5 億羽、
内ブロイラーが 65.4%、産卵鶏が 9.6%、在来種が 25%である。在来種とは、ほとんどが
ブロイラーとの交雑種といわれている。在来種は、暑熱耐性、病気抵抗性、残飯・残渣利
用性（自然の昆虫、種子、汚染米、くず米、食料残渣）、並びに味の良さを持つことから、
自家用、補助収入、闘鶏という飼養のインセンティブは未だ消えてはいない。しかし 2004
年以降、販売用の在来種飼養は減少傾向にあるといわれている。5-50 羽程度飼養の庭先養
鶏が 98%を占めるが、2%の企業養鶏のシェアが 90%を占める(Heft-Neal et. Al., 2008)。
国内消費も順調に伸びている。
理由は、
鶏肉価格に対する豚肉価格比が 2010 年に 1.45 倍、
2011 年には 1.53 倍で鶏肉の価格優位性があることと、スーパーマーケットや Quick
service restaurant(QSR)での宣伝が要因と言う(写真 1)（Preechajarn, 2011）
。

写真 1. ドライブインやデパートでの鶏肉販売
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2002 年のデータであるが、タイの農業は、労働力の 60%、GDP の 13%を占め、輸出の
15%は農産物で、その内の 8-10%が鶏肉であり、しかも食肉輸出の 78%が鶏肉という
（Bowles et al., 2005）
。2011 年現在、46 万ｔが輸出量であるが、その内 44.5%が日本、
42.8%が EU に輸出されている(Thai Broiler Processing Exporters Association, 2012)。す
なわち、タイの輸出系の鶏肉産業は、日本並びに EU の消費者の意向を反映せざるを得な
い。しかし、日本輸出の競争国は中国及びベトナム、EU 輸出の競争国はブラジルで、い
ずれもタイよりも低コスト生産であることから、競争力確保のための戦略は高付加価値化
にならざるを得ないし、それを目指している。ちなみに、タイでのニワトリ生体の農場価
格（1 バーツは約 2.5 円）は 48.77 バーツ/kg、生産コストは 39.50 バーツ/kg（2011 年上
半期）という（Preechajarn, 2011）
。また、タイでは遺伝子組み換え作物の使用は禁止さ
れている。養鶏用の飼料は、国内産のトウモロコシ、国内産及び輸入の大豆、そして魚粉
である。飼料輸入が逼迫する中で、代替飼料が模索されている。
EU は国内農業を守るため、クオータ制度を採用している。クオータの 35%はタイが所
有している。非調理塩鶏肉のクオータへの関税は 15.4%、それ以外の輸出には 1,300 ユー
ロ/トンである。調理鶏肉のクオータへの関税は 8%、それ以外の輸出には、1,024 ユーロ/
トンである（Preechajarn, 2011）
。生鶏肉は 2012 年 6 月 30 日まで禁止されていたが、EU
に対しては再開され、日本とは現在交渉中である。

２．視察概要
1)Daehn Dao Farm（写真 1, 2）

写真 1.鶏舎内部（15 日齢ではあるが、

写真 2.鶏舎外観（ウィンドレス鶏舎で、

飼育密度は低い）

蒸散冷却システムが設置されている）
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BOP 規約に沿った Charoen Pokphand company（CP 社）、Golden Foods Siam の
Kanchanaburi にある契約農場(subcontractor)である。いわゆる調達契約農場であり、出
入の価格が契約で決まっているシステムである。出荷価格は、飼料要求率等の成績のもと
で契約される。コントラクター会社から 1 回/週の獣医師巡回があり、国は出荷ごとに獣医
師が点検しに来る。2004 年に鶏舎を建て、養鶏を開始するが、Highly Pathogenic Avian
Influenza(HPAI)の発生により、多くの農家が継続の危機に曝された中、継続を決断し、
2006 年並びに 2012 年に鶏舎を増設した。建設費は、200 万バーツ/棟であった。HPAI 発
生後、多くの農家が開放鶏舎から閉鎖鶏舎に移行した。J. Popp-Kristensen(写真 3)という
デンマーク人が技術部長として指揮を取っている。鶏舎が 6 棟あり、それぞれに雇用１人
で管理している。

写真 3. 鶏舎は四方が有刺鉄線で囲われている
(右から小原、技術部長、佐藤、親川)

16m×120m の鶏舎で、23,000 羽の Arbor Acres を飼育している（写真 1）
。12 羽/m2
となり、出荷時の飼育密度は 26-27kg/m2 である。鶏舎は温湿度（写真 4、前後２ヵ所に温
度計、中央区に湿度計設置）
、飼料タンクをロードセルにて計測することによる飼料給与量
（写真 5）
、飲水量（写真 6）
、体重の自動モニター（中央区、１回/週は人為的に体重測定
している）
、そして風量、evaporate cooling system（写真 1）
、gas heating system がコ
ンピュータによる自動管理となっている。自動管理とはいえ、ニワトリの摂食量・飲水量・
死亡・淘汰・行動の 3 回/日の記録をみて、手動で調整する。
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写真 4. 温湿度、光線の自動管理

写真 5. 飼料タンクの足に設置されたロードセル

同じ施設、同じ餌、同じ管理をしても、ニワトリの反応は異なることから、それに対応
した管理が不可欠であることを強調してい
た。雇用者の教育コースは、企業が実施す
るという。雄雌鑑別し、別々に飼育してい
る。サイズを一定にしたい屠場の要請でも
ある。屠場への移動時間は、4-6 時間で、
２ヵ所を確保している。飼料輸送車すら敷
地内には入れない。１管理者１長靴/棟、鶏
舎侵入時には、手と足を消毒させている。
写真 6. 飲水量管理システム

メスの出荷日齢は 41 日、出荷体重は 2.4kg、飼料効率 1.85、死亡率 4%、オスの場合は、
それぞれ 38 日齢、2.7kg、1.65、6%である。年間 5-5.5 回の出荷数である。メスは暑熱に
対しても耐性が高いことから、午後の早くに出荷し、続いてオスを出荷する。暑熱最盛期
には 38-40℃に達するので、それへの対策が最大の課題と言う。20-30%は接触性皮膚炎に
罹患する。カニバリズムの発生は無い。敷料はモミガラで生菌製剤を投与することで、ア
ンモニアレベルも低く抑えられている。暗期の設定は 4 時間連続、計 6 時間であり、一発
転換で明暗周期を設定しているが、問題は起きていない。ニワトリには休息が必要だが、
休息後の過剰な飲水が無いことから、4 時間で十分と考えている。Cooling pad システム
でも、その周りの敷料が湿りすぎる問題は起こる。
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体の汚れはないし、敷料はさらさらしている様子であった。数羽にパンチィングが見ら
れたが、羽数は１羽/10 羽程度で、多くはな
かった(写真 7)。
消費者の要請は、高品質で妥当な価格、有機
畜産、トレーサビリティ、低炭素排出、アニ
マルウェルフェア、労働者ウェルフェア、社
会的責任であると技術部長は強調した。それ
を確保するため、英国の ACP スタンダード
（年間認証）及びタイ王国輸出認証を受けて
写真 7. 鶏舎内部がガラス越しに監視できる

いる。

2)KSP 施設・設備会社（写真 8, 9）

写真 8. KSP の工場外観

写真 9. KSP の工場内部

CP 社の分社の１つで、施設・設備を CP 関連農場を中心に販売している。アジア、東
ヨーロッパ、南アフリカを中心に展開し、ニワトリを始め、ブタ、養殖エビ用の飼育シス
テムを主に扱っている。ブロイラー用の給餌・給水システム、産卵鶏用のケージ、採卵シ
ステム、給餌・給水システム、ブリーダー鶏舎用の巣箱（写真 10）、人工芝、給餌施設、
給水施設の他に、蒸発冷却システムも提供している。蒸発冷却システム(写真 11)とは、排
気ファン、ファン側と反対側に設置される湿式パッドからなる(KSP 社のパンフ)。室内温
度の冷却と空気循環を、効率よく達成し、電気代は 80%以上の節電。
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写真 10. ブリーダー用の巣箱

写真 11.

蒸発冷却システム

3)Department of Livestock Development での聞き取り調査
畜産物査察・認証部門の獣医専門官である Dr. Pennpa Matayompong 並びに上級獣医
官の Opart Wongnitipat と 1 時間会談（写真 13）し、ブロイラー産業に対する行政の対
応を調査した。。

写真 13. DLD にて会談
右奥が Dr. Pennpa Matayompong 女史、
右手前が Opart Wongnitipat 氏
左手奥が、タマサート大学の Dr. Pipat
Sompern 准教授

タイでは、1991 年にペット、展示動物、実験動物、産業動物に関わる Animal Welfare
の包括法が成立した。その下で、家禽保護の規則(regulation)が 1999 年に作成され、2011
年に改正された。別表１、２、３に、畜産局規定(DLD regulation)の「飼養施設における
家禽の保護及び安全管理に関する DLD 規定」、「輸送時における家禽の保護及び安全管理
に関する DLD 規定」
、
「殺処分並びにと畜時の家禽の保護に関する DLD 規定」の全翻文を
提示した。これらの規則は、DEFRA の Code of recommendations for the welfare、UK
の Assured Chicken Prodution scheme, EC directive などを参照して作られたという
(Somyanontanagul, 2008)。飼育に関しては、防疫（ヒトの出入管理、害獣管理、餌管理）
、
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病鶏の隔離・淘汰、記録、2 回/日の監視、3 日齢から出荷前 3 日までの光線管理、暗期 4-6
時間、敷料 2cm 厚さ、飼育密度 33kg/m2、雛 box は 21cm2/羽、15 分毎に孵化トレイのご
みや発生停止卵の除去などが規定されている。輸送に関しては、ストレスをかけない捕獲
の訓練、羽や頸をもって掴まない、怪我鶏や病鶏は輸送せず、即淘汰、捕獲 9 時間以上絶
食させない、水は止めない、搭載から降載まで 12 時間以内などが規定されている。と畜
に関しては、shackle 場所は減光か青色光、shackle 後 2 分以内に気絶、気絶と放血は 10
秒以内などが規定されている(Somyanontanagul, 2008)。全工程を監視できる充分に責任
を持てる人員を雇用するのは必須となっている。この規約の下に、DLD の家禽獣医部門と
カセサート大学の共同による所有者・管理者向けの教育コースが設けられている。企業の
獣医師が中心であるが、参加資格は設けていないので、企業によっては飼養管理者が受講
する場合もある。一般には、教育を受けた企業の獣医師は、企業内で飼養管理者へ教育す
るという。2004 年の HPAI 発生後、開放鶏舎は激減しているが、禁止ではない。また、
輸出企業養鶏だけが対象の規約ではない。
DLD は、
また 3 年間有効の GAP 認証をしている。
この認証農場のみ輸出許可が下りる。
毎年、認証の確認査察を実施している。タイの肉用鶏農家の 2%が企業養鶏であるが、現
在その内の 90%程度、6,735 農場（22,700 万羽）が GAP 認証を受けている。ちなみに、
肉牛 555 農場、乳牛 6,656 農場、養豚 3,594 農場が GAP 認証を受けているという。日本
と EU への輸出に関しては、ブラジルや中国と競合しているが、高品質化で差別化する戦
略であるという。認証の手順を別表 4 に示した。
前述したように、肉用鶏農家の 98%は庭先養鶏であるが、それらへの指導は公衆衛生省
や DLD の地方獣医師が教育したボランティアに依頼している(Heft-Neal et. al., 2008)。
ワクチン接種(ニューカッスル病など)、飼育管理、栄養管理などを DLD の指導の下に実施
している。病気の蔓延を防ぐため、囲いの中で飼育することも規定した。輸出ブロイラー
産業振興のため、EU の要請に応える形で AW 規則を作成したが、それは国内消費を目的
とした鶏肉生産の AW 改善にも貢献しつつある。AW とは、家畜の健康を守るリスク管理
であるとの認識を DLD も持っている。また、DLD 獣医官は、市民感覚としても、動物に
優しく接することは仏教信仰にも繋がり、受け入れやすいことにも言及した。
2006 年 1 月 5 日付け欧州委員会の指針書「輸入要件と食品衛生並びに公的な食品規制
に関する重要課題」では、食品衛生に関する新規則の施行である 2006 年 1 月 1 日より、
輸出をしようとする第 3 国は EU 認証を受けなければならないとされている。それには、
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第 3 国の所轄官庁の認証、HACCP 認証、FVO の査察などがあり、AW に関しては、屠畜
指令(Council Directive 93/119/EC)の確認が要請されている。
2010 年 8 月 17 日に出された「第 3 国からの生体並びに畜産物に対する EU への輸入及
び経由規則に関する一般的指針書」
（EC, 2010）では、
「欧州委員会はヨーロッパでの食品
供給は世界で最も安全であること、食品安全に係る基準は原産地に関わらず適用すること
を確認すべく動く。食料の最大の輸出・輸入国であることから、EU は国際組織と蜜に動
き、第 3 国の輸出入相手への支援と助言を提供する。」としている。これは欧州委員会の
採択事項でも認証事項でもなく、情報としてのみ提供していることが謳われている。続け
て、EU への輸出を希望している国の監督官庁は、EU の全ての対応する法律に適合して
いるかを確認する責任があるとする。そして、その法律リストの 1 つに、
「肉用鶏の保護
最低規則」
（Council Directive 2007/43/EC）も含まれている。すなわち、規制ではなく、
推奨ということであろうが、貿易障壁になっていることは言うまでもない。

4)タマサート大学(写真 14:左図)
タイで唯一の応用動物行動学者であ
るタマサート大学科学技術学部農業技
術学科の准教授 Dr. Pipat Sompern を
訪ねた。タイの 1975-2010 年における
行動学公表論文数は、139 報(3.9 報/
年)であり、内 30 報程度が家畜行動学
論文である。その内、ウシ・スイギュ
ウ論文が 20 報、ブタ 5 報、ヤギ・ヒ
ツジが４報、その他 1 報であり、ニワ
トリの行動研究は無い。すなわち、タイでは、行動学研究無しの AW 推進であることが明
らかとなった。

5)SAHA Farms
タイ最大の冷凍・加工鶏肉の輸出会社である。DLD と連携し、世界の要請に応える生産
を目指している。DLD が研修を行い、施設を点検し、世界に出荷するシステムを 10 年以
上実践してきている。現在、SAHA Farms には DLD の獣医師 8 名が派遣され、会社では
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300 名の獣医師を雇用し、運転している。EU も、2 年に 1 回、残留農薬も含め、調査し
にきている。来年 1 月 1 日より施行される EC の理事会規則(Council Regulation EC No
1099/2009 on the protection of animals at the time of killing)に基づき、来年 1 月からは、
さらに厳しい調査となる予定で準備が進められている。本理事会規則第 2 章 12 項では、
輸出国にも適用されることが明記され、同等である証明が必要とされることとなる。しか
し、万事対応済みで、OIE の会長も視察に来て、賞賛していったとの紹介もあった。
当社は、ブロイラーのインテグレーション企業であり、飼料工場、GP 育種農場、PS 育
種農場、孵化場、ブロイラー農場（直営農場が主、預託農場は 10%程度）
、食肉処理場を
全て含んでいる。エネルギー飼料のトウモロコシは、全量国産で、山岳地帯で作付けされ
ている。垂直的インテグレーションとトウモロコシ自給は、タイ鶏肉に国際競争力をもた
せる主たる要因となっている。蛋白源は大豆で、魚粉は全く利用していない。40 万羽/日
の処理能力のある処理場を 2 箇所有し、現在それぞれ 35 万羽/日を処理している。2 交代
制で毎日稼動している。処理場は生産農場から 100km 以内にあり、ほとんどは 30-35km
以内にある。
そのうち、Khao Laem, Chai Badan, Lop Buri と Kan Chu, Bueng Sam Phan
にある２処理場と Rawing, Mueang Phetchabun, Phetchabun にある compartment と認
定されているブロイラー飼育農場を訪問した。最初の処理場では、会長である Panya
Chotitawan 氏から説明を受けた。Cobb 原種鶏を飼養している。SAHA Farms(写真 15)
には、写真 16 のような、会社全体を示すジオラマが展示されている。そして、ジオラマ
のそばには写真 17, 18 のような情報が表示されている。１処理場で 40 万羽/日の処理が可
能と記されている。また、１つのブロイラー飼育農場の規模として、290 万羽飼育、年間
2,031 万羽出荷と記されている。

写真 15. SAHA 社本部

写真 16. SAHA 社全体のジオラマ
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写真 17. 1 処理場の規模が記された看板

写真 18. ある養鶏場の規模を示す看板

「世界の食卓」を目指し、AW（写真 19）、食肉安全(写真 20)、家畜健康を中心的価値
観においているという。写真 19 に見るとおり、農場内に「５つの自由」を掲示するとと
もに、獣医師による社員教育も実施している。仏教の教えでは、親切(Metta)、慈悲(Karuna)、
同情の喜び(Mudita)、平静(Upekkha)は基本的心の気高さと教えられてきており、1 羽 1
羽を大事にすることに従業員全員に抵抗はないという。農場内でも「殺したくない」とい
う気持ちは、タイ人には強く、ニワトリを大事にする方法を教育している。

写真 19. SAHA 社本社の壁に表示された AW の基本概念である「５つの自由」
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写真 20. SAHA 社食肉処理場内の衛生検査室と検査項目

鶏舎はコンパートメントとして運営している。コンパートメント(Compartment)とは、
OIE の陸生動物健康規約第 4.3 章に規定されている概念である。国全体を疾病フリーの状
態にすることが困難な場合、小集団を自然あるいは人工物により隔離し、適切な管理のも
とに区別することで特別な健康管理状態を維持することをいう。疾病の制御と輸出を目的
にその小集団内で特別な健康管理状態を保っていることを各国が認証することをゾーニン
グあるいは区画化(compartmentalisation）という。Biosecurity に関わる施設・管理が主
たる手法である。貿易相手国の認証も含む。訪問したブロイラー農場は、DLD が認証し、
2 年間有効というものであった。棟ごとに獣医師を配し、さらに全てを統括する獣医師も
配している。ゾーニングも区画化も全疾病について適用されるものではなく、それぞれの
疾病について行なわれるものである。SAHA Farms では、病原菌を運んでくる南西風から
防護すべく山を配置し、集落から離れた場所に立地させているという。外部との接触は、
ヒナと飼料の運搬だけという。

写真 21. SAHA 社のブロイラー飼育鶏舎の外観
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SAHA Farms の鶏舎の最新システムは、14m×120m、高さ 6.5m の部分が 4 部分一体
となり１棟となっている（写真 21）。2.5m 高に天井が付いている。１棟に 10 万羽を収容
している。1 コンパートメントは 1,280ha 程度で、8 棟からなる農場 4 つからなり、合計
320 万羽収容している。１キーパーが１棟を管理し、最低 2 回/日点検し、データを提出し、
そのデータから問題点を専門家・獣医師が指摘し、キーパーに改善を指示する。家畜健康
に関しては、トリを 3m 以内に接近して定期的に点検するとともに、特に胸たこ、足裏損
傷について注意を払っている。温度を 25-30℃、湿度を 50-70%とし、粉塵密度を 15mg/m3
と規定している。5cm 厚にモミガラを敷き、敷料の汚染程度を 5 段階で判断し、収容密度
を 30kg 以下/m2 にすることから、接触性皮膚炎は冬に 10%程度しか発生しない。暗期は
最低連続 4 時間、合計 6 時間とする。暗期から明期への移行時には、青色から普通色に照
明を変え、自然の音に近いタイの音楽を徐々に高く鳴らし、摂食を促進している。アンモ
ニアレベルは、20ppm 以下、二酸化炭素レベルは 3,000ppm 以下とする。各鶏から 4m 以
内に給餌施設がある。出荷前 9 時間以降絶食する。カニバリズム等の異常行動は発生した
事がない。

写真 22. 食肉加工場内部

処理場での AW の実践としては、丁寧に捕獲し、プラスチック輸送カゴに規定密度にて
収容し、8 時間以内の輸送としている。荷受場所は室内であり、日光は入らず、気温 27℃
以下で空調され、青色光で照明される。30 分から 2 時間の待機時間があり、と畜前検査と
して、記録の点検、パンティングの有無、健康状態を獣医師が点検し、当日にと畜する。
輸送カゴから丁寧に取り出し、両手で持ってトリを懸垂し、電気で気絶させ、開眼してい
ることから死鳥は 1 羽もいない。
気絶していないニワトリは、頸の脱臼処理で気絶させる。
従って、HALAL と畜としても認定されている。懸垂鶏が極めておとなしいことを確認し
13

た（写真 22）
。写真 20 に見るとおり、と畜前並びに後に、認証を受けた検査施設において、
様々な菌の検査を行ない、部分肉にカットし、調理される（写真 23）
。

写真 23. 食肉加工場内部

6)カセサート大学農学部、獣医学部（写真 24）
カセサート大学獣医学部は、DLD 及び企業とともに、3 年前より養鶏 AW の教育コース
を開講している。教育コースの内容は、別表 5 の通りである。他の畜種では開講されては
いない。DLD では担当の養鶏 AW に関する公務員が 340 名もいる。教育システムは、英
国 Bristol 大学の指導で構成されており、8 時間/日を 3-4 日で行なう。座学であるが、5-10
名でグループを作らせ、
討議をさせる形式が多い。
タイ養鶏獣医協会がスポンサーであり、
受講料は 2,000BT に抑えられている。Bristol
大学では、Animal Welfare Officer and Poultry
Welfare Officer Training という教育コースが
開講されており、これが基になっているようで
ある。

写真 24. カセサート大学にて、関係する獣医学部教授より教育コースの説明を受ける
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３．おわりに

写真 25. タイの代表的な養鶏方式
タイの養鶏飼養農家の 98%は、写真 25 に示すような自家消費や近隣のマーケットに卸
す前近代的な庭先養鶏である。一方、2%の企業養鶏は、2004 年の HPAI の発生を期に、
ヨーロッパの最先端の飼養・処理施設、そして biosecurity や AW の発想と技術を取り入
れ、OIE のコンパートメントとして超近代的養鶏を作り上げている。企業養鶏は、輸出を
主たる目的とした養鶏であり、国家（DLD：農業協同組合省畜産振興局）の支援体制も確
立している。輸出の中心は日本と EU であり、それらの要請に対し、極めて敏感、そして
従順である。EU の要請は、EU 生産物との同等性であり、食品の安全と AW に関する EU
規約の遵守である。タイでは、EU に DLD 職員を派遣して規約の遵守方法を習得させ、
その職員が企業の獣医師を指導し、企業の獣医師が家畜管理者を指導する体制が 3 年前よ
り確立されている。AW の関しては、1991 年に法律として整備し、1999 年には養鶏に関
する基準を作成し、2011 年に改正されている。すなわち、施設、インテグレーション、人
（獣医師、管理者）
、法律、国家支援体制が確立しているとの印象を持った。

写真 26. 高付加価値畜産物の陳列
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EU への輸出要件をクリアした高付加価値鶏肉は、EU のみならず、同等品が日本へ輸
出そしてタイの国内消費者へ供給されている。タイのスーパーマーケットでも、企業養鶏
からの産品は、家畜の健康を考えた飼育環境や食品の安全性を高付加価値として謳ってい
る（写真 26）
。日本への輸出に関しては、中国との競争に曝されており、その競争に打ち
勝つには高付加価値商品としての宣伝は不可欠になってくるという。2007 年 11 月に日本
タイ経済連携協定（JTEPA）が発行しているが、鶏肉（骨なし）の関税は５年で 11.9％か
ら 8.5％に、
鶏肉調製品の関税は５年で 6.0%から 3.0％にそれぞれ削減されることとなり、
現在に至っている(農畜産振興機構, 2008)。関税の低減化方向の中で、国産鶏肉が、EU の
同等品以上を目指すタイの高付加価値鶏肉と競争しなければならない状況を迎えており、
戦略的動きの加速が必要と考えられる。
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（別表１）
畜産局規定
飼養施設における家禽の保護及び安全管理に関して
2011 年
飼養施設において家禽を飼育する際、効率的に、そして家禽に傷害や苦悩を与えず、健康的に成長さ
せるよう、関係者は動物の安全規則に基づき、正しく家禽の安全保護のための行動を行う必要がある。
1991 年内閣において両党に規定された法律に第 32 条に基づき、2002 年内閣において規定された法（第
5 版）の加筆訂正をおこない、畜産局長は本規定を以下のように提示する。
第1条

本規定は｢畜産局規定

飼養施設における家禽の保護及び安全管理に関して 2011 年｣と称

する。
第2条

本規定は現時点より施行を開始する。

第3条

1999 年 11 月 15 日に公布された「畜産局規定

に関して
第4条

飼養施設における家禽の保護及び安全管理

1999 年」は廃止する。
輸出用家禽の生産過程に関して、万一輸入先国が飼養施設における家禽の安全面に関して

本規定と異なる場合は輸入先国の規定に従う。
第5条

本規定において、
「家禽」とは、鶏、アヒル、ウズラを指す。
「開放型畜舎」とは、自然に従って家禽の環境状態の管理を行い、及び家禽周辺の気候状態

により温度変化のある畜舎を指す。
「閉鎖型畜舎」とは、環境のコントロール、すなわち温度、湿度、換気、照明を家禽にとっ
て適切な度合いに設定し、野鳥や虫から保護することが可能な畜舎を指す。
第6条

畜産局長は本規定の施行に関する管理責任を負う
第1節
一般規則

第 7 条

家禽飼養者は、家禽飼育に関する深い知識を持ち、専門性を持たなければならない。及び、家

畜数に応じ、十分な数の家畜飼育者を用意しなければならない。
第 8 条

家禽所有者あるいは飼養者は、飼養情報、病気の治療、家禽の死亡率を記録しなければならな

い。そしてその記録は後で振り返って点検できるよう 3 年以上保管されなければならない。
第2節
畜舎
第 9 条

家禽の行動を制約してはならない。家禽にとって快適であるよう、そして不必要な怪我を負
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わせることのないよう飼養施設を十分に確保しなければならない。
第 10 条

畜舎を建築する際の資材は、家禽に危害を負わせる原因となるような突起があるものは用い

てはならない。及び使用資材は清掃や殺菌が可能なものでなければならない。
第 11 条

換気、塵埃レベル、温度、湿度、及びあらゆるガス濃度は、家禽に危害のない規定値内に保

たなければならない。
第 12 条

家禽の畜舎は一定の明るさを保たなければならない。自然照明が不十分な際は照明を施し、

そして家禽が休養をとれるよう暗期を各日ごとに設定しなければならない。
第 13 条

家禽は気候変動、野獣、あるいはその他健康に悪影響を及ぼす要因からの保護が可能な畜舎

で飼養されなければならない。
第3節
道具と設備
第 14 条

家禽の安全管理に必要な自動飼養設備は、日ごとに正常に作動するか点検しなければならな

い。万一正常に作動しなくなった場合は、直ちに修理するか、あるいは家禽の健康を保護できる状態に
し、家禽に新鮮な空気を与えることのできるよう換気が可能な状態にしなければならない。故障した時
に備えて、補充用設備を準備し、及び故障警報装置を設置し、常時それに従い検査のできるようにしな
ければならない。
第 15 条

照明設備は家禽に十分に照明が当たるように常時備え付けて設置する種類、かあるいは移

動可能式のものを用いる。
第16条

丈夫で健康で、安全な家禽になるように年齢、種類に応じて適切な量の餌を偏りなく摂取
しなければならない。給餌器と給水器は家禽に危害や傷害をもたらさないものでなければ
ならない

第 17 条

家禽は適切な時間帯に生理学的な重要性に基づいて餌を摂取しなければならない。

第 18 条

家禽は十分に水を摂取しなければならない。そして家禽の健康状態に危害をもたらす物質

が混合しないよう掃除をしなければならない。
第 19 条

給餌と給水に適した形の容器を用い、家禽に危害をもたらす化合物の侵入や家禽同士での

餌の奪い合いを保護するのに適した位置に容器を置かなければならない。
第 20 条

給餌は、餌の品質を規制する法律に基づいた品質のものでなければならない。病気を予

防し、あるいは病気を治療するために餌に薬を混入する場合は、獣医の責任範囲内で行わなければなら
ない。
第4節
家禽の安全点検
第 21 条

閉鎖型畜舎で飼養されている家禽は、1 日 2 回以上安全点検を受けなければならない。

開放型畜舎で飼養されている家禽は、間欠的にすべての安全点検を行う必要がある。
第 22 条

万一家禽が病気あるいは傷害を負った場合は、適切な方法でかつ素早く獣医によって対

処されなければならない。そして万一病気を理由として家禽を移動させる必要がある場合は、温度が暖
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かく、かつ乾燥した敷料を用いた場所に家禽を移動させなければならない。
第 23 条

家禽が障害を持った場合、あるいは病気や傷害の治療が不可能な場合は、家禽に苦痛を

与えぬ方法で殺処分されねばならない。

2011 年 1 月 24 日告示
プリーチャー

ソムブンプラセート氏
畜産局長
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肉用鶏を畜産局の規定通りに飼養するための
安全面に関するマニュアル
飼養施設における家禽の保護と安全管理に関して
2011 年

1.人材
肉用鶏飼養者は畜産局により保証されている飼養施設において肉用鶏の安全に
関する訓練を関連機関から受けなければならない。
2.畜舎
肉用鶏飼養施設の床
「肉用鶏飼養施設の床」は、肉用鶏が常時生息可能な敷料で作られている必
要がある。
開放型畜舎において－1 ㎡に対し、肉用鶏の体重が 20 ㎏未満
閉鎖型畜舎において－1 ㎡に対し、肉用鶏の体重が 33 ㎏未満
環境状況（閉鎖型畜舎において）
温度
肉用鶏の種類に応じふさわしい温度を測定し、畜舎内の温度を種類ごとに適
した温度に保つ。
換気
畜舎内において常時換気を十分に行うようにする。畜舎内において適した温
度と湿度を保護できるように風速、風量を維持する。
塵埃レベル
畜舎内部の塵埃量を最低限に保つ。
相対湿度
80％を超えてはならない。
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ガス濃度
アンモニア
炭酸ガス

20ppm 未満
3,000ppm 未満

照明(開放型畜舎及び閉鎖型畜舎において)
－ 照度は肉用鶏の目の高さで平均 20 ルックス（lux）未満。および照明は飼養
施設の床面積に対し 80％以上。
－ 生後 7 日以上の肉用鶏は、屠畜場に送られる 3 日前まで休息をとれるように
暗期を 1 日につき 6 時間以上設定しなければならない。そしてこの暗期は 4 時間以上継続
したものでなければならない。
敷料
乾燥しており、やわらかい素材のものでなければならない。肉用鶏を新しく導
入する場合に備え、交換が可能なように新しい清潔な敷料を用意しておかなければならな
い。
騒音
給餌装置や換気用の扇風機など、畜舎内で音を発生する設備は騒音が最小限に
なるように設計、組立、点検しなければならない。
3.道具と設備
3.1. 次の道具と設備は 1 日につき 1 回作動状況の点検がしなければならない。

3.2.

－

照明設備

－

給餌設備

－

給水設備

－

換気設備(閉鎖型畜舎においてのみ。開放型畜舎はある場合のみ。)

次の道具と設備は 1 週間につき 1 回以上作動状況を点検しなければならない。
－

警告装置

－

発電機

肉用鶏と直接接触する道具と設備は、肉用鶏と接触した後は毎回清掃をし、殺菌を
行わなければならない。
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4.餌と水
給餌
肉用鶏が常時食べられよう餌を与えなければならない。屠畜場へ送る肉用鶏
は屠畜する 12 時間前を過ぎれば餌を与えてはならない。
給餌器
受餌棚 一羽につき 2 インチ（5.08 センチ）～6 インチ（15.24 センチ）
小型鶏用の餌のケース

100 羽につき 1 ケース

大鶏用の餌のケース（自動式）
大鶏用の餌のバケツ
給水器

１,000 羽につき 18-20 ケース

1,000 羽につき 30 バケツ（閉鎖型畜舎）

適切な位置に設置しなければならない。水が敷料に滴り落ちるのを防止し、

また水は常時飲めるよう清潔な状態にしておかなければならない。
受水棚 1 羽につき 2 センチ
飲み口 10-15 羽につき 1 口
タンク 1,000 羽につき 14-16 タンク
5.家禽の安全点検
－1 日 1 回以上、肉用鶏の健康状態の把握と安全点検を行わなければならない。
－肉用鶏の安全点検を行う際、万一肉用鶏が怪我を負っている又は病気の症状が
ある場合は、適切な治療を行わなければならない。しかし、万一肉用鶏に重傷あるいは治
療が不可能な怪我はある場合は、直ちに苦痛を与えない方法を用いて殺処分しなければな
らない。
－飼養施設で肉用鶏の安全状況改善を行うために、家禽の検査結果や屠畜された
家禽の検査結果から鶏肉の安全面に対する情報の提供を常時行わなければならない。
6.情報の書類作成と記録
－農場には、飼養施設における肉用鶏の安全点検を行えるよう段階別マニュアルが
なければならない。
－肉用鶏の飼養記録を詳しく管理できる情報記録用紙を作成しなければならない
(形式 1)。及び、肉用鶏の畜舎内における道具と設備の作動状況の点検を行う記録用紙を作
成しなければならない(形式 2)。これらの記録は 3 年以上保管しなければならない。
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7.訓練
肉用鶏飼養者は畜産局により保証されている飼養施設において以下の事柄を含んだ
肉用鶏の安全に関する訓練を関連機関から受けなければならない。
－肉用鶏農場の管理規定
－肉用鶏の生理学的項目

特に給餌と給水の必要性、行動、ストレス要因

－肉用鶏の飼養方法、肉用鶏の捕獲移動の方法、肉用鶏の運搬方法
－緊急時の肉用鶏に対する行動方法
－苦痛を与えない方法での殺処分
－生物学的安全基準
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肉用鶏の飼養記録
農場
入場した肉用鶏数

羽

出場した肉用鶏数

羽

飼養施設
年
齢

日付

餌番
号

給餌量
(袋、kg)

鶏の産地

畜舎 No.

鶏の種類

鶏の入場日

ｃｘ餌の産地

鶏の捕獲日

㎡
摂餌量
(袋、kg)

最低
温度
(℃)

ページ No.

責任者
最高
温度
(℃)

時
間

死 亡 羽 死亡理
数(羽)
由
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殺処分
羽
数
（羽）

殺処分
理由

行方不
明羽数
（羽）

使用した薬
とワクチン

提言内容

責任者

形式２
肉用鶏の畜舎内の道具と設備の検査記録
農場
入場した鶏の合計

畜舎
入場日

羽
責任者

日付

注

照明設備

給餌設備

給水設備

換気設備

警報装置

発電機

警報装置（Alarm）と発電機は 1 週間に最低１回以上点検すること。
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改善方法

責任者

（別表２）
畜産局規定
運搬時における家禽の保護及び安全管理に関して
2011 年
家禽を運搬する際、効率的に、そして家禽に傷害や苦悩を与えず、家禽の肉の品質に問題をもたらさ
ないよう、人道主義の考え方に基づき、正しく家禽の安全管理を行うことを強調する。
1991 年内閣において両党に規定された法律に第 32 条に基づき、2002 年内閣において規定された法（第
5 版）の加筆訂正をおこない、畜産局長は本規定を以下のように提示する。
第1条

本規定は｢畜産局規定

運搬時における家禽の保護及び安全管理に関して

2011 年｣と称す

る。
第2条

本規定は現時点より施行を開始する。

第3条

本規定により以下を廃止する。
(1)1999 年 11 月 15 日に公布された「畜産局規定 運搬時における家禽の保護及び安全管理

に関して

1999 年」
(2) 1999 年 1 月 16 日に公布された「畜産局規定 運搬時における基準に関して 1999 年」

第4条

本規定は、鶏及びアヒルを対象種とした家禽の運搬の際に用いる。

第5条

輸出用家禽の生産過程に関して、万一輸入先国が運搬の際の家禽の安全面に関して本規定

と異なる場合は輸入先国の規定に従う。
第6条

本規定において、
「運搬」とは、輸送車を用いて出発地から目的地まで家禽を移動させることを指す。
「移動」とは、手あるいは何らかの設備を用いて動かす、あるいは出発地から目的地ま

で移動させることを指す。
「運搬ケージ」とは閉じ込める、あるいはなんらかの別の方法を用いて家禽を入れる資
材を指す。
「運搬車」とはモーター発電機、あるいはその他の力を用いて家禽を運ぶ際に用いる車
を指す。及びその車に付属する部品も同時に指す。
「出発地」とは、家禽を運搬車に乗せる地点を指す。
「目的地」とは、家禽を運搬車から下ろす地点を指す。
「道行」とは、生存中の家禽を出発地から目的地まで移動を指す。
「運搬者」とは、家禽を運搬する一個人あるいは一法人を指す。
「安全面に関する飼養責任者」とは、飼養施設あるいは屠畜場において本規定に対応
させ、家禽の安全を保護し養育する人を指す。
「管理者」とは、畜産局の獣医あるいは、畜産局長から任務を引き受けた者を指す。
「家禽」とは、生存中で健康状態の良好な鶏あるいはアヒルを指す。
第7条

畜産局長は本規定の施行に関する管理責任を負う
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第1節
一般規則
第 8 条

家禽を触ること、移動させること、運搬することによって、家禽の安全状態に対して怪我を

負わせたり、驚かせたり、苦痛を与えさせるといった悪影響を与えてはならない。
第 9 条

家禽の運搬ケージは家禽が自然な状態で過ごせるよう十分にスペースがあり、及び十分に換

気がされなければならない。
第 10 条

運搬車は家禽の安全に適した車でなければならず、及び家禽が安全な状態でいられるよう使

用されなければならない。運搬車の中は、十分な広さがあり、十分な換気がされなければならない。
第 11 条

家禽は運搬前に健康状態の点検を受けなければならない。運搬に不適切な健康状態である場

合は、獣医あるいは責任者に適切な判断を委ねなければならない。
第 12 条

運搬中、家禽に病気が生じるあるいは病原菌が拡散する可能性がある場合は、運搬前に家禽

は獣医あるいは責任者に診断を受けなければならない。
第 13 条

家禽の運搬許可を得るため、及び管理者が点検を行うことが出来るように、以下の内容を詳

しく記述した書類を作成する。
(1)産地
(2)出発地と目的地
(3)出発地点から出る日付と時間
(4)運搬されている生存中の家禽の数
(5)運搬者の名前と運搬車の登録番号
(6)運搬の所要時間
第 14 条

運搬者と運転手は畜産局により保証されている家禽の運搬に関する機関から訓練を受け、

そして管理者は本規定と一致しているか点検を行うために記録をとらなければならない。
第 15 条

運搬車に次のように行動させなければならない。
(1)本規定に従って家禽を運搬する。および本規定に従って書類を作成する。
(2)目的地に送れずに家禽を運搬する。
(3)運搬中の道路と温度状態にあわせて運搬中の安全を管理しなければならない。
/第 16 条...

第 16 条

家禽の運搬中は、家禽の安全規定に従い、あるいは必要な場合は管理者の指示に従って、

緊急事態時の行動計画を行わなければならない。この場合の緊急事態とは、例えば運搬車に問題がある、
事故が生じた、運搬路線の変更などを指す。
第 17 条

出発地にいる管理者は運搬中、そして目的地で以下のような点検を行う必要がある。
(1)畜産局の規定に応じた書類を作成。
(2)出発地から、運搬中、そして目的地における家禽の運搬状況。
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第2節
ケージの基準
第 18 条

運搬ケージは移動や運搬に対して丈夫で耐久性のあるものでなければならず、家禽に怪我を

負わせる可能性がないように設計されていなければならない。清掃、殺菌が可能な資材で作られており、
状態が良く、十分に換気ができるものでなければならない。
第 19 条

運搬ケージの底は家禽の体重を十分に支えることができるほど丈夫でなければならない。穴

や空気孔が底にあるケージを使用する場合は、家禽に傷を負わせないよう、あるいは苦痛を与えないよ
うに用いなければならない。
第 20 条

ケージは家禽の逃亡を予防し、
運搬中に動物の安全状態を保護する構造でなければならない。

第 21 条

ケージ内における家禽の密度
種類

面積

(1)生後 1 日目の家禽の子ども

21～25 ㎠(1 羽につき)

(2)1.6 ㎏以下(1 羽につき)の家禽

180～200 ㎠(1 ㎏につき)

(3)1.6kg～3 ㎏未満(1 羽につき)の家禽

160 ㎠(1kg につき)

(4)3kg～4kg 未満(1 羽につき)の家禽

115 ㎠(1 ㎏につき)

注

家禽の運搬時のケージの面積は、運搬中の物理的状況、温度状況、時間を検討した上で、必要に

応じ適切な数値に変更される場合がある。
第3節
運搬車の基準
第 22 条

運搬車は家禽の体重を十分に支えることができるほど丈夫でなければならない。

第 23 条

運搬車は家禽の逃亡を予防し、運搬中の動物の安全状態を保護するために、運搬ケージが落

下するのを防止する構造でなければならない。
第 24 条

運搬車の構造と車内の床は清掃、殺菌が容易であり、汚物や糞尿が集積しない性質を持つも

のでなければならない。
第 25 条

運搬車は糞尿の地面への落下を制御するシステムを持つものでなければならない。

第 26 条

運搬車は運搬中の家禽に適した換気システムを持つものでなければならない。
第4節
捕獲と移動

第 27 条

家禽を捕獲し移動させる従業員は畜産局により保証されている家禽の運搬に関する機関から
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訓練を受けなければならない。
第 28 条

家禽を捕獲し移動する際、家禽に水を与えなければならない。

第 29 条

家禽の捕獲し移動する際、従業員は家禽を驚かしたり、怪我を負わせたり、苦痛を与えるこ

とを避けなければならない。運搬ケージの中にいる家禽を移動させる場合は、丁重に扱い、傾いたり、
振動したりしないよう、あるいは家禽が逃亡することのないようにまっすぐに運搬ケージを設置しなけ
ればならない。
第 30 条

運搬ケージの中に家禽を入れる際、第 21 条に従って入れなければならない。

第 31 条

家禽を移動させる場所は不適切な環境状況から影響を受けるところであってはならない。

第 32 条

運搬ケージは使用後に毎回すぐに適切な方法で清掃と殺菌がされなければならない。
第5節
運搬

第 33 条

家禽の運搬は家禽を驚かせたり、怪我を負わせたり、苦痛を与えるのを避けなければならな

い。そして運搬中家禽が逃亡しないよう、あるいは落下しないように予防しなければならない。
第 34 条

運搬中に万一家禽が怪我や苦痛を被った場合は、家禽に苦痛を与えない方法で殺処分されな

ければならない。
第 35 条

責任者は運搬中あるいは移動中、家禽のストレスを最小限にするために適切な運搬方法を計

画しなければならない。
第 36 条

家禽を屠畜場に送る場合は、屠畜を行う 12 時間前になれば餌を一切与えてはならない。

第 37 条

家禽のヒナを運搬する際、24 時間以内に餌を与えなければならない。及びヒナに孵化してか

ら 72 時間以内に運搬を終了させなければならない。
第 38 条

運搬中の家禽の死亡率が異常である場合は、運送者および

責任者は安全面の管理を行い、原因を追究して生じている問題の改善を行い、再度点検する際に備え管
理者に報告しなければならない。
第 39 条

家禽の運搬は最短時間で運搬しなければならない。

第 40 条

第 13 条に従って書類を作成し、運搬のたびに運搬車を管理しなければならない。

第 41 条

運搬車は使用後の度にすぐに適切な方法で清掃され、消毒されなければならない。
第6節
訓練

第 42 条

家禽の捕獲移動従業員、運搬者、運転手は理解を深め、自分の役割に応じた能力形成のため

に、畜産局により保証されている家禽の運搬に関する機関から訓練を受けなければならない。
第 43 条

運搬中の家禽の安全面に関する訓練カリキュラムは、次の事項を含む内容でなければならな

い。
(1)運搬中の動物の安全状態の基礎知識
(2)家禽の生理学、行動とストレス
(3)家禽の運搬計画、運搬準備、ヒナの運搬、肉鶏の屠畜場への運搬、運搬中の家禽の安
全状態の管理、家禽を運搬車への移す方法と運搬車から下ろす移動方法
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(4)運搬前の家禽の点検、家禽への人道主義の考え方に基づいた殺処分
(5)運搬による家禽の安全面及び肉鶏の品質への影響
(6)運搬時の緊急事態の際の行動計画
(7)家禽の運搬に関する書類の作成
第7節
書類と情報記録
第 44 条

運搬者は運搬中本規定に従うために、家禽の安全のための段階に応じた基準マニュアルを作

成し、行動指針として使用し家禽の管理を行わなければならない。
第 45 条

運搬中の家禽の安全状態に関する行動情報、改善方法の記録を行い、管理者が点検できるよ

うに目的地において 3 年以上保存しなければならない
第 46 条

運搬者は家禽の安全状態に悪影響を及ぼさないように適切に行動を行えるように、事故、車

の故障などの非常事態時の行動マニュアルを作成しなければならない。
2011 年

1 月 28 日告示

プリチャー ソムブンプラセート氏
畜産局長
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（別表３）
屠殺時及び殺処分時における家禽保護に関するタイ王国農業協同組合省畜産振興局（DLD）
B.E. 2554（2011）

規則

家禽の福祉に悪影響を及ぼさない殺処分あるいは屠殺を効果的に行うため、家禽は、ど
んな痛み、苦痛や苦しみも回避され、屠畜に伴う屠体や肉質の低下を起こさないように、
人道的に処理されなければならない。
No.1 から No.4 は、本規則の法的位置づけのため省略
No.5 輸出用家禽生産の場合には、輸入国に本規則と異なる殺処分や屠殺時の家禽の保護
に関する要件がある場合は、事業者は、輸入国の要件に準拠する必要がある。
No.6 から No.7 は、言葉の定義等のため省略
第 1 節 一般原則
No.8 殺処分あるいは屠殺の過程では、家禽は、あらゆる痛み、恐怖、苦痛や苦しみ、そ
してストレスを最小限にされなければならない。
No.9 殺処分や屠畜処理と関連する構造、ツール、機器、施設は、家禽の福祉に悪影響を
及ぼさないような方法で設計され、構成され、維持されなければならない。
No.10 殺処分あるいは屠殺に関わる人及び操作関係者は、家禽の福祉のための最適な条件
を確保するための職務能力を必要とされる。
No.11 事業者は、緊急時における家禽の殺処分あるいは屠畜の各段階に必要な機器を含む
操作計画を持たなければならない。
No.12 事業者は、家禽の殺処分あるいは屠畜の各段階で、家禽の福祉を監視しなければな
らない。家禽の福祉が損なわれた場合には、直ちに対応処置を取る必要がある。
第2節

屠場での家禽の保管

No.13 家禽の収容は、家禽の輸送から屠殺プロセスまでの家禽のストレスを軽減するため、
適切な温度、換気、環境でなければならない。
No.14 家禽の収容は、検査官が屠畜前検査を実行するのに適した設備を有さなければなら
ない。
第3節

屠場での家禽の輸送

No.15 家禽の輸送は、家禽から恐怖、痛みや苦痛を回避する方法で行われなければならな
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い。コンテナ内の家禽は、ケアと優しさで扱われなければならない。いずれにしても、コ
ンテナは直立した状態で移動と積層され、揺れを避けるべきである。
No.16 家禽の降載後、輸送車両及びコンテナを効果的に洗浄し、消毒しなければならない。
第4節

家禽の保定と電気水浴による気絶

No.17 屠畜前の家禽の拘束は、家禽の驚愕を避けるために適切な環境をもつ場所で実施さ
れなければならない。
No.18 気絶用電気水浴につながるシャックルラインは、それらに懸垂される家禽にあらゆ
る障害が無いように設計し、配置されなければならない。シャックルのサイズと形状は、
屠殺される家禽の脚のサイズに適合しなければならない。
No.19 シャックルは、家禽が保定される前そして気絶用電気水浴に導かれる前に濡れてい
なければならない。
No.20 家禽をシャックルに両足を持ってそっと掛けなければならない。
No.21 家禽が気絶用電気水浴に入るまで落ち着かせるため、適切な胸当てを、懸垂時点か
らシャックルラインに平行して設置しなければならない。
No.22 家禽が電気水浴に入るまでのシャックルラインの長さは、家禽が処理ラインから除
去する必要がある場合には、容易にアクセス可能なものにしなければならない。
No.23 シャックルから気絶までの時間は、最小限にとどめなければならない。
No.24 負傷したり死亡した家禽は、健康な家禽から分離されなければならない。苦痛の兆
候を示す家禽は、緊急殺処分されなければならない。
No. 25 家禽は、気絶後に屠畜されなければならない。
No.26 気絶用電気水浴器は、屠畜される家禽の種類にとり大きさと深さが十分で、入り口
に水のオーバーフローを防止するように設計、維持される電気的に絶縁された侵入傾斜路
を備えなければならない。水槽の高さは家禽の頭部が浸るように調整可能なものでなけれ
ばならない。浴中に浸漬される電極は水槽の全長まで延び、シャックルが水の上を通過す
るとき、電流の流れを止めるため、それが接地している摩擦棒と連続して接触している。
No.27 家禽は、完全に気絶させるため少なくとも 4 秒の最小持続時間の電流にさらさなけ
ればならない。
No28 電気水浴スタナーは、監視と記録のために使用される電気的指標を表示する装置を
備えなければならない。記録は少なくとも 1 年間保存しなければならない。
No.29 気絶したが、ラインの故障や遅延の結果として水槽に残った家禽の放血を可能にす
るように、電気水浴スタナーへのアクセスができるようにしなければならない。
No.30 気絶処理後にも意識が保持されている家禽は、福祉に悪影響を及ぼすことなく、適
切に処理されなければならない。
No.31 保定と気絶に使用される機器は、定期的にチェックされ、メーカーの指示に従い、
この特定業務のために訓練された人員によって維持されなければならない。
33

第5節

家禽処理場での屠畜法

No.32 気絶処理後遅滞なく、家禽が意識を戻す前に放血しなければならない。
No.33 家禽の放血を急速に行い、意識が回復する前に死に至らせるため、鋭利なナイフを
使い、首の両側の頸動脈と頸静脈を切断することによって放血させなければならない。
No.34

ネックカッターが効果的に血管を切断したかどうかを確認することができない限

り、家禽は、自動ネックカッターで屠畜されてはならない。ネックカッターが効果的でな
かったときは、家禽は直ちに屠畜されなければならない。
No.35 湯むき用タンクに入る前に、すべての家禽は完全に放血され、死んでいなければな
らない。
第6節

家禽福祉官

No.36 事業者は、屠畜場における家禽の福祉を監視および監督するために家禽福祉官を指
名し、情報を彼または彼女に報告しなければならない。家禽福祉官は、屠畜場の担当者が
これらの規制の遵守を確保するために必要な改善措置を行うことを要請する立場にあるも
のとする。
No.37 家禽福祉官の責任は、屠畜場の標準的な運転手順を定め、効果的に、関係職員の注
意を喚起しなければならない。
No.38 家禽福祉官は、家禽福祉業務の有効性を監視し、彼/彼女が実施する業務を実行する
屠畜場での家禽福祉を改善させるために取った行動の記録を保持しなければならない。
第7節

記録および文書化

No.39 事業者は、少なくとも 1 年間は家禽の福祉に関して行った行動と是正措置の記録を
保持し、管轄官の要請に応じて利用できるものとしなければならない。
No.40 保定装置と気絶処理機器の点検とメンテナンスの記録は、少なくとも 1 年間保存し、
管轄官の要求に応じて利用できるものとしなければならない。
第8節

訓練

No.41 家禽の屠畜と関連する操作に関わる家禽福祉官及び職員は、畜産振興局によって承
認された屠畜時の家禽の保護に関する研修コースに合格しなければならない。研修コース
には、少なくとも次に掲げる事項を網羅しなければならない。
（a）保定前の家禽の管理と取扱い
（b）気絶処理前の家禽の保定
（c）屠畜法と効果的屠畜の評価
（d）放血法
（e）緊急殺処分
（f）儀式的屠畜法
34

第9節

緊急殺処分

No.42 緊急殺処分は、適切な機器、設備、施設を有する場所で行わなければならない。
No.43 苦痛の兆候を示し、治療することができない負傷または病気の家禽は、管轄官の監
督の下で、できるだけ早く殺処分されなければならない。
No.44 病気のコントロールを目的とした家禽の殺処分は、許可された職員の監督の下で、
畜産開発局の関係法令に従って行わなければならない。
B.E. 2554 (2011)年２月３日告知
(Mr. Preecha Somboonprasert)
畜産開発局局長
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(別表４）

畜産農場基準認証取得のための流れ図
農場経営者
「経営者のための畜産農場基準」
の教育コースへの応募
畜産課地方公務員
経営者のリスト作成
家畜安全衛生局
DLDによる経営者訓練（最低8時間）
申請希望の
農場経営者

書類の書き直し

生産並びに孵化の農場基準認証
の申請
地方畜産課
書類と資格の審査

不許可

認可

DLDが
指名

地方畜産課並びに検査委員会

DLDが
教育

農場調査と検査

不許可

認可

畜産
経営者

畜産農場基準認証委員会
会議、討議、決定

再審査
要請

認定証発行

地方
畜産課

DLDの畜産農場基準と認証事
務局への報告

経営者へ
認定証発行
畜産経営者
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（別表５）

養鶏管理者の訓練
目標
家畜福祉、肉用鶏の輸送、及びと畜の訓練
養鶏管理官：DLD により卒業証書が発行される
農場におけるブロイラーの福祉
タイ
トル
1

2

3

4

スケジュ
ール
8.30-9.30

内容
総論
- 意味、概念、AW の基礎
-規則
-疾病との関係
- AW と肉の品質との関係
- 屠場からの情報の還元
- AW の改善(AW の展開)

時間
(分)
60

講師
Napa High
School
Department
(DLD)

9.30-9.40

クイズ(topic 1)

10

9.40-10.4
0

バイオセキュリティ

60

10.40-10.
50
10.50-11.
10
11.10-11.
20
11.20-12.
40
12.40-12.
50
12.50-13.
40
13.40-13.
50
13.50-15.
10

クイズ (topic 2)

10

休憩

20

クイズ 1, 2 の解答

10

獣医師が支援

農場の設計

80

クイズ(topic 3)

10

Chai 獣医学部
(DVM)
獣医学部

昼食休憩

50

クイズ 3 の解答

10

獣医学部

鶏の管理 – 購入、点検、機器・設備操作、輸送、 飼
料、水、光線、緊急時監視システム、人道的屠殺法、
記録(必要な場合: 断嘴、去勢の記録)

80

孵
卵
場
（Betagro）

15.10-15.
20

クイズ(topic 4)

10

สพ.ญ.อรวรรณ

15.20-15.
40

休憩

20

15.40-15.
50

クイズ 4 の解答

10
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Boston University の
獣医師が支援
(CPF)
獣医師が支援

สพ.ญ.อรวรรณ

タイ
トル
5

スケジュ
ール
15.50-17.
20
17.20-17.
30

タイ
トル

6

7

8

鶏の管理－機器・設備操作、飼料、水、換気、光線、
音、緊急時対策、人道的屠殺法、記録
クイズ (topic 5)

スケジュ
ール

時間
(分)
90

10

内容

時間
(分)

講師
孵
卵
場
（Betagro）
สพ.ญ.อรวรรณ

講師

8.30-8.40

クイズ 5 の解答

10

สพ.ญ.อรวรรณ

8.40-11.0
0

雛と卵（ブリーダー）

80

獣医師
(United farm)

10.00-10.
10

クイズ(topic 6)

10

獣医師

10.10-10.
30

休憩

10.30-10.
40

クイズ 6 の解答

10.40-12.
00

健康管理、歩様スコアの確認と管理の強調

12.00-12.
10

クイズ(topic 7)

12.10-13.
00

休憩

13.00-13.
10

クイズ 7 の解答

13.10-14.
50

捕鳥計画 (捕鳥前と最中の計画)、捕鳥方法、コンテ
ナへの挿入法、車への積載と輸送、輸送前の点検、
記録、 輸送
クイズ (topic 8)

100

สพ.ญ.สุพชั รี
ดวงแก้ว

10

สพ.ญ.สุพชั รี

15.10-15.
30

休憩

20

15.30-15.
50

クイズ 8 の解答

20

สพ.ญ.สุพชั รี

15.50-17.
30

評価

100

สพ.ญ.สมพิศ

14.50-15.
00

9

内容

獣医師
1.5

Chaiwat 獣 医 学
部(CPF)
Chaiwat 獣医学
部

Chaiwat 獣医学
部

10

17.30-18. 参加者による総括、テスト
00
備考：各論は動物生理学に基づく
38
39
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Ⅱ．イギリスの状況

期間：平成 24 年 8 月 27 日-9 月 2 日
訪問機関：
8 月 27 日

移動日：成田（日本）からロンドン（イギリス）

8 月 28 日

Banham Poultry Ltd（ACP 認証農場、舎飼）及び
Traditional Norfolk Poultry Ltd（Freedom Food 認証農場、放飼）訪問

8 月 29 日

Frogmary Green Farm（Freedom Food 認証農場、舎飼） 訪問

8 月 30 日

MoyPark Ltd Anwick Factory（処理場、KFC 社の取引先）訪問
Yum! Restaurants International （外食産業、KFC 社親会社）訪問

8 月 31 日

Farm Animal Welfare Committee（政府 AW 諮問機関）

9月1日

市場調査（Sainsberry, Tesco, Morisons）

9月2日

移動日：ロンドン(イギリス)から成田（日本）

調査者：家畜福祉学講座

客員研究員 小原愛（㈱イシイ）

調査協力者：日本ケンタッキー・フライド・チキン㈱

古賀涼司氏

㈱イシイ 竹内正博氏
元㈱アイピー通商、現㈱イシイ
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撫養信幸氏

１．イギリスのブロイラー産業の概況
イギリスの 2012 年間の家禽肉生産羽数は、約 19 億 2,000 万羽でそのうち約 12 億 3,100
万羽がブロイラー、約 1 億 3,000 万羽がカモ、ガチョウ、七面鳥である(DEFRA)。家禽肉
は英国の主要な精肉市場の約 40%を占め、利用可能な家禽肉の 88%は英国で生産されてい
る(DEFRA)。今回訪問した、英国ケンタッキー・フライド・チキン（以下 KFCUK とする）
の親会社である Yum International は、国産鶏 約 2,600 万羽を主力商品である 9 ピースフ
ライドチキンに使用し、その他のサイドメニュー等で国産と輸入品を各約 2,500 万羽使用
していた。よって KFCUK の国産鶏肉のシェアは約 6％であった。
イギリスを含め EU 加盟国は EU 指令（EU Directive、2007 年発令、2010 年施行；別表１）
に基づきＡＷに関する国内法を整備している(別表２)。AW 先進国であるイギリスでは 1911
年に Protection of Animal Act 1911 が発令され、その最終改訂版が 2006 年に動物福祉法
(Animal Welfare Act 2006)とされている。動物福祉法は一般法として、動物に不必要な苦痛
を与えないことが定められており所有者及び飼育管理者はこれらを保証する義務がある。
違反した場合は 20,000 ユーロの罰金などの罰則がある。さらに動物福祉法の下には畜種毎
のコード（The codes of recommendations）があるが、これは推奨であるので法的拘束力
はない。しかし動物福祉法を補完する形で改正された農場動物福祉(英国)規則 2010（The
welfare of Farm Animals(England) Regulations2010）にはコンベンショナル（従来型）
飼育のブロイラーの飼育について数値基準の含んだ項目が追加されたことからより明確な
法律となっている。
これらの規則は最低限守るべき基準で、鶏肉の品質保証としては民間による認証制度が
普及していた。Assured Chicken Production（以下 ACP と表記）は消費者と小売店に対し
て食品安全性、AW、環境への配慮を含めた品質を独立して評価、保障する認証制度で、適
用範囲は種鶏、種鶏産卵期、孵卵場、CM 農場、放牧飼育、その他の肉用鶏、捕鳥・輸送と
処理場に及ぶ。細かな記録の保管や衛生管理が義務付けられており、問題発生時にフィー
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ドバックできるようにデータベース化されていた。規程の飼育密度は 38kg／㎡。
一方 AW に特化した、Freedom Food（以下 FF と表記）認証は世界最大の歴史と予算を持
つ動物愛護団体で王立動物虐待防止協会（RSPCA：The Royal Society for the Prevention of
Cruelty to Animals）が認証団体である。正常行動を発現する自由を重要事項としており、
正常行動の発現を促進する環境エンリッチ資材（つつくものや止まり木など）設置を義務
付けている。規定の飼育密度は 30kg／㎡で AW レベルは最も高いと言われている。
認証を受けた商品にはそれぞれ下記のようなマークが付与されている。

COPY
図 2．APC 認証マーク

図 1．FF 認証マーク

２．視察概要
１）Banham Poultry Ltd（ACP 認証農場、舎飼）
APC 認証農場である Banham 社は全国に 6 カ所の生産拠点があり、種鶏場、孵卵場、処
理場をもつインテグレーションで、我々が訪問した Norfolk 地区の農場ではチャンキー308
とハバードを飼養していた。鶏舎は 34,000 羽収容の鶏舎（長さ 91.3m×18.3m）が 8 棟あ
り（写真１）
、鶏舎の中では仕切りを立てて前方区域（20m×18.3m）2 割でオスを飼育し、
後方区域（71.3m×18.3m）8 割でメスを飼育していた。雌雄の成長速度の違いから、オス
を先に出荷するため仕切りを設けて飼育しており、飼育日数は 38 日前後、出荷体重は約
1.8-2.2 ㎏であった。鶏舎内の設備については、適正な飼育密度や給餌・給水スペースを守
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るために、サービスルームから飼育領域に入るドアに飼育面積や給水器（6 列、2640 個）、
給餌器（4 列 1840 個）の数、飼料タンクの容量（20 トン×3 棟／2 鶏舎）が書かれていた。
また労働者への配慮も書かれており、
「ここで働く場合は必ずマスクをすること」などと書
かれていた（写真 2、6）
。見回り回数は 1 日 3-4 回（ACP 基準：少なくとも 2 回）、8 鶏舎
を 2.5 人で見回りし、見回りの時間、淘汰羽数と要因、照明プログラム、種鶏ロットおよび
ワクチネーション、鶏舎内外温湿度、アンモニアや二酸化炭素濃度など、水の消費量など
飼育管理に関するあらゆる記録が現場で付けられ（写真 3）、その後 PC へ入力してデータ
ベース化されていた。育成率は平均 95.5％とのことであった。農場の管理室や鶏舎のサー
ビスルームには AW の基本原則である Five Freedoms や EU 指齢の資料が置かれており、
いつでも AW 基準の原則を確認できるようになっていた。
鶏舎内の写真は残念ながら許可が下りず撮れなかったが、トリは 8 人の面識のない人が
入っても逃げることなく落ち着いていた。ACP 規定にはないが、鶏舎内にはつつくための
エンリッチメント資材として、木のチップと裁断した藁の敷料の入った袋（写真 4）が 1,000
羽に 1 個の割合で置かれ、突かれた袋は破れていた。規定になくても正常行動の発現の自
由を確保する工夫が施されていた。また、AW に大きな影響を与える床面の質を「1：サラ
サラ」から「6：大変湿っている」まで 6 段階でスコアリングしていた。鶏種によって床面
の湿りやすさが異なるようで、ハバードはチャンキーよりも敷料が湿りにくく、手で握っ
ても敷料が固まらず、スコアもハバードは「2」チャンキーは「4」とハバードのほうがよ
かった。AW 指標である足裏の接触性皮膚炎（FPD）はわずかに見られ、管理者は鶏のつめ
の先に着いた鶏糞を気にしていた。爪の長くなりやすい鶏種はつま先に鶏糞が付きやすく、
炎症の元になるとのことだった。処理場で FPD がスコアリングされ、その成績は農場にフ
ィードバックされる。先の敷料のスコアリングととともに対策を取るとのことだった。ま
た、照明について、明期中は 25lux で、1 週齢までと出荷前 1 週間前は 1-5 時間の暗期に設
定していた。餌には 3 ㎜のペレットが使用されており、14 日齢にサルモネラ検査、28 日齢
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でカンピロバクターの検査をしていた。サルモネラの主な原因となるのは飼料の汚染と考
えており、熱殺菌して対策をとっていた。
ACP 認証の監査は 1 年に 1 回、毎年季節の異なる時期に実施され、基準通りに飼育管理
ができていなくても 1 回で認証が取り消されることはなかった。また商品を納品している
スーパーの独自基準があるのでその監査にも対応していた。
たまたま出荷の現場に立ち会うことができた。補鳥は 5 名＋ドライバー1 人が１チームで、
8 時間で 2 万羽をつかまえており、若い男性従業員が要領よくかごに収納していた。片手に
多くても 3 羽のトリの足をもっており、取り扱いは丁寧であった。かご 1 段に 40‐45 羽、
重さにして 52kg 以下にしているとのことだった（APC 基準：160 ㎠／㎏以下）（写真 5）。
捕鳥前 3 時間前からフィーダーを上げ、給水しながら捕鳥していた（ACP 基準：捕鳥 9 時
間以上の断餌は不可、捕鳥まで給水は継続しなければならない）。処理場での待機時間は 3‐
4 時間とのことであった（ACP 基準：積込みから荷卸しまで 12 時間を超えてはならない）。

写真 1．鶏舎の周囲
写真 2．扉に書かれた飼育面積等
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写真 3．淘汰羽数と原因の記録

写真 4．敷料の材料

写真 5．輸送用の籠とトラック

写真 6．マスクと靴カバーをした管理者(右端)。

２）Traditional Norfolk Poultry（以下 TNP、FF 認証農場、放飼）
TNP は 25 年間にわたり特殊鶏を生産しており、処理羽数は週 6 万羽でクリスマスシ
ーズンには七面鳥を週 10 万羽処理する中小規模の企業であった。主な出荷先は、セインズ
ベリー、アスダなどのスーパーで、顧客の要望に応じて有機飼育やコーン給餌飼育に対応
し、一般の商品との差別化を強みとしていた。すべての農場が FF 認証を受けており、最低
でも ACP 認証は得ているとのことだった。経営者によると、ACP は年に 1 回の監査だけ
で大量生産向けの認証とのことだった。
AW 専門のスタッフが(写真 12)、2 つの農場を案内してくれた。1 軒目の農場は可動式鶏
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舎で放飼し、死亡率は全体で 4.5-5％、出荷日齢は約 72 日で、出荷体重は 2.2-2.4 ㎏、FCR
はあまり気にしておらず、極めて自然に近い状態で飼育されていた。電気牧柵で大きく囲
われた放牧場の中に可動式鶏舎があり(写真 7)、鶏舎内には止まり木やつつくものとして空
ボトルなどが設置されており、
正常行動の発現の自由を重視していることが伺えた(写真 8)。
FF 基準の飼育密度は放飼の場合は 13 羽／㎡、27.5 ㎏／㎡、運動場へのアクセス可能な鶏
舎では運動場１㎡／羽となっているが、それ以上のスペースで飼われていた。

写真 8．止まり木とつつくためのペットボトル設置

写真 7．可動式の鶏舎

された鶏舎内の様子

写真 9．運動場と出入り自由な鶏舎

写真 10．わずかな FPD
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写真 12．左から TNP 社 AW 専門スタッフ、

写真 11．大規模な環境エンリッチメントのある鶏舎

農場管理者、筆者

二軒目の農場には運動場がついた固定式鶏舎で 5 ㎝以上の敷料が敷かれていた（写真 9）
。
1 つ目の鶏舎は 56 日齢、約 2 ㎏で出荷する直前の鶏群で、FPD の炎症はわずかであった(写
真 10)。換気扇がなくアンモニア臭が少し感じられたが、まだ TNP での飼育を始めたばか
りの農場だったので必要であればこれから改良していくとのことだった。二つ目の鶏舎で
は Norfork

Black という新たなブランド鶏を飼育しており、環境エンリッチメントの設備

も大規模なものであった(写真 11, 12)。また、つつき用のエンリッチメント資材には鶏の興
味を引く赤い液体の入ったペットボトルがつるされていた。飼育期間は 10 週で出荷体重は
1.6-1.7 ㎏、死亡率は 3％とのことだった。

３）Frogmary Green Farm（以下 FGF、FF 認証農場、舎飼）
FGF での RSPCA（王立動物虐待防止協会）の Freedom Food 監査員によるスポット検
査に同行させてもらった。スポット検査は年に 1-4 回、監査員が抜き打ちで行うリスク評価
の検査で、問題点の多い農場は検査頻度が多くなる。検査員は検査のたびに異なり、農場
の AW 状態を目視や管理者に質問をしながら、
問題になりうる事項について確認していた。
規定項目を全てチェックしていく監査は年 2 回実施され、その他にも納品先のスーパーの
検査もあるとのことだった。また FGF は消費者教育として小学生などの見学を受け入れて
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おり見学者が多く来場するため、鶏舎内部を飼育領域外から見られるようにガラス張りさ
れた部屋があった。鶏糞などの臭いにも配慮しており、農場全体ほとんど匂わなかった。
FGF は年間 60 万羽のブロイラーを飼育密度 30kg／㎡で飼育し、体重約 2.2 ㎏、47 日齢で
出荷していた。見学した鶏舎では、ハバード種を飼育していた。
鶏舎内は正常行動を促進するためのエンリッチメント資材（乾草と小さなボールがつる
すための紐および止まり木）が設置されていた(写真 13、14)。また、新たに規定された自
然光を取り入れるための「床面積の 3％分の大きさの窓の設置」にも対応していた。自然光
は様々な照度で鶏舎内に入るのでトリの活動性を高める効果があるとのことで、実際にト
リが活発に動き回っている様子が分かった（写真 15）
。見学した鶏舎は 13 日齢であったが、
床面は乾燥しており足裏の皮膚炎も見られなかった(写真 16)。鶏舎は光を取り込むための
窓はあるが完全なウィンドウレス鶏舎で、見回りは 4-5 回(FF 基準：最低 2 回)、体重測定
は週に 1 回実施していた。FF 認証の監査では 42 日齢時の死亡率が 3％を超えていると対
策をとるように指導が入るようだが、FGF は大変優秀な農場でそういったことは一度もな
かった。今回のスポット検査のリスク評価としては、ワクチン接種や温度の変化などスト
レスが重なった時に羽つつきが起こるので留意するよう指示されていた。

写真 13．つるされた紐と止まり木利用の様子

写真 14．乾草をつつく様子
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写真 16：コンクリート床の上の乾いた床面

写真 15：明るい舎内で活発に動き回るトリ

これまで筆者は国内のブロイラー農場において AW 農場評価を試験的に実施してきた。
その際に OIE ブロイラー飼育管理指針の草案を参考にしており、その中には「管理者との
良好な関係」
を評価する項目がある。
具体的な評価方法は EU で開発された Welfare Quality
Project を参考にしている。
それは、
人がトリに近づいた際の逃避距離が長ければ長いほど、
トリは人を怖がっており AW レベルは低評価になるといった方法である。しかし、TNP 社
のように放飼システムの場合、トリは人との接触に慣れていないため、逃避距離が長く、
管理者とトリとの関係性が悪いという結果になる。それをどのように考えるか FF 認証検査
員 Sarah 女史に聞いてみると「他の畜種では逃避距離評価法を用いるが、トリではその方
法は使っていない。
」とのことだった。放牧は捕食の危険性や過酷な温熱環境になりやすい
ことなどから、福祉的でないと考える人も多く、FGF のオーナー（写真 17）もその 1 人だ
った。FF 認証では「正常行動を表現する自由」に重点が置かれているため、放牧は行動の
自由が保障されている点が高評価だが、鶏舎内でも環境エンリッチメントを施すことで対
応できるとれさ、この点が ACP 基準と異なる点
と考えられる。

写真 17．FGF の看板にて。左から農場オーナー
夫妻、筆者、FF 検査員の Sarah Culter 女史。
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４）Moy Park 社（処理場、KFC 社の取引先）
Moy Park 社の Anwick 処理工場は 1 日 32 万羽処理しており、従業員 1,500 人、週 6 日
稼働する大規模な処理場であった。Anwick 工場の商品は国内市場向けで、解体は機械と手
処理で行われていた。
場内の見学時には手洗いや長靴の消毒などの衛生管理は当然ながら徹底され（写真 18）、
チラー後では 3.5℃に商品温度を保つよう工場内は 5-6℃にされていた。商品は顧客の細や
かなニーズに対応しており、添加物のアレルギー対策のために処理ラインを分けたり、商
品の味付けごとにパッケージビニル袋の色を使い分けたりしていた。また RTC（Ready to
Cook）と言われる下処理済みの商品が多くあった。日本では見たことのない、二酸化塩素
のエアーチラーが採用されており、3 時間で 26,000 万羽の冷却できるとのことだった。

写真 19．青い光を使用した荷受けの様子
写真 18．手洗いおよび長靴の消毒の様子
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写真 20．ガススタンニングの機械

写真 21．胸ダコのないきれいな屠体

AW のポイントとしては、トリが落ち着くように荷受けでは青い光を使われており（写真
19）
、トリの鳴き声などほとんどなく静かに待機していた。スタンニングにはアルゴンと窒
素と二酸化炭素の混合ガスに 2 分 45 秒暴露していた（写真 20）。懸鳥時にはすでに鶏は死
亡していた。1 年半前までは電気バスによるスタンニングを使用していたが、ガススタンニ
ングのほうが鶏にも懸鳥するスタッフにも負担が少なく、さらに骨折や傷物率も減り AW
への配慮が実益にも結び付いたことだった。放血がちゃんとできるのか確認したところ、
放血（頭ごと切断）後 1 羽あたり 52mA の電流を流して筋肉を弛緩させることで、放血も
きちんとできるとのことだった。FPD のチェックは衛生管理チームの社員が行い、その結
果を農家にフィードバックしており、FPD は重要な AW の指標として用いられていた。胸
ダコの発症はほとんどなくきれいな屠体であった（写真 21）。皮膚炎の発症状況のチェック
とは別に、A－C まで格付けがあり、脚や羽の骨折の有無や 1 ㎝以上の内出血の様子をカメ
ラでスコアリングしているとのことであった。A グレードが丸どりや KFC に出荷され、B
や C グレードはカット肉として出荷されていた。
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５）Yum! Restaurants International

(KFCUK のグループ親企業)

写真 22．Yum! Restaurants
International の待合室

KFCUK グループ親企業である、Yum! Restaurants International のテクニカルマネー
ジャーの Mark Baxter 氏および、KFCUK の AW コンサルティングを行っている
rlconsulting 社の Paul Cook 氏に「農業保証制度」について話を聞いた。KFCUK では 1993
年に農業保証要綱を制定し、英国市場向けに鶏肉を生産している企業（英国、欧州、タイ、
ブラジル）において要綱を運用してきた。2009 年には Yum 国際コードに発展させ、2010
年には KFC 欧州、KFC 南アフリカ、KFC メキシコでも実施された。今後はブラジルの全
生産企業、アフリカでの実施が計画されている。要綱の適用範囲は種鶏(育成期)、種鶏(産
卵期)、孵卵場、飼料工場、ブロイラー農場、捕鳥・輸送、屠殺場におよび、監査は季節に
よる気候変動を考慮して 15 か月に 1 回実施される。要綱は、鶏舎タイプ（閉鎖または開放
鶏舎）
、気候、流行疾病、機械化、労働賃金など世界各地域で条件が異なるので、国際的に
適用できるよう適切な飼育環境基準を満たすことを重要としている。監査では餌、水、環
境、管理、管理者と鶏との関係、鶏群の健康性、衛生管理について、食品安全と AW の適
合度によって段階毎にスコアリングしていく。要綱の運用には、あらゆる飼育システム、
AW と倫理的な問題について理解があり、国際的に働ける実務経験のある技術者が必要であ
る。オリジナル規格は、AW と食品安全に関する項目についてスコアリングしサプライヤー
を評価する。その結果を示して自分たちがどの位置にいるか認識させるとのことだった。
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監査 1 回につき 3-4 日かかるとのことだった。
下記は照明におけるスコアリングの方法の例である。
スコア６：24 時間ごとに暗期が設けられている。明期の照度は鶏の高さで 20lux 以上、す
べての鶏舎の照明パターンを記録している。入雛 3 日間、出荷 3 日間を除く飼育期間
で 6 時間以上の連続暗期が設けられている。
スコア４：入雛 3 日間と出荷前 6 日間を除く飼育期間で少なくとも 4 時間の連続暗期があ
る。またはスコア６と同じだが明期の照度が 10lux しかない。
スコア２：入雛 3 日間と出荷前 10 日間を除く飼育期間で 1-4 時間の連続暗期がある。また
はスコア４と同じだが明期の照度が 10lux しかない。
スコア０：1 時間に満たない暗期しかない。

上記と同様に餌、水、環境、管理、管理者、鶏群の健康、衛生管理の項目にわけて総合
評価し、北半球、赤道付近、南半球に分けて目標値を定めていた。サプライヤーが AW に
取り組みやすいように指摘や問題提起だけでなく、現状把握をして自信をつけさせ目標値
に達成するように指導するとのことだった。
以前は品質保証とは「コストがかかるもの」であったが、現在は「利益につながるもの」
へと認識が変化しているとのことだった。南アフリカの例では、捕鳥や輸送時の丁寧なト
リの取り扱いにより、捕鳥効率が上がり 1 か月あたり＄84,000(１＄＝88 円、740 万円)の
コスト削減につながり、また屠体の傷物率が 0.1％から 0.04％に減少、農場から処理場に輸
送した際の鶏の死亡率は約 2 年で 0.24％減少、約 1 億 4,000 万円のコスト削減につながっ
たとのことだった。
この農業保証要綱を近い将来にはアジア地域にも適用させ、全世界の KFC で統一された
食品安全性と AW レベルを実現することを今後の目標としていた。
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６）Farm Animal welfare Committee （Defra: Department for Environment, Food and Rural
Affair のアニマルウェルフェア諮問機関） (写真 23)

Farm Animal Welfare Committee（以下 FAWC）の秘書 Richard Aram 氏から「FAWC
の働き：家畜福祉に関する政府への助言」について話を伺った。FAWC は 18 名の専門家や
実務者で構成され、政府の他に利害関係者、EFSA（European Food Safety Authority）
、
世界獣疫事務局（OIE）
、愛玩動物福祉委員(Companion Animal Welfare Council)、動物愛
護団体、メディアと連携して活動を行っている。毎年 3 ないし 4 つの報告書が発行され、
その内容は、採卵鶏のエンリッチドケージ・デビーク・骨折、乳牛の AW、羊の脚弱、自然
災害時の対応、養殖魚、魚の屠殺、遺伝育種についてなど多岐にわたっていた。主な問題
は、各地域の部局からあげられたもので、問題について FAWC メンバーが調査し科学的な
根拠や解決法を含んだ報告書が政府に提出される。FAWC は独立した機関であり、その内
容は干渉されない。報告書は HP で公開され、月 18 万のアクセスがあり、2 万回ダウンロ
ードされており市民の AW に対する関心の高さを裏付けていた。AW の問題性の高さは影響
する動物の数によるため、ブロイラーや鮭、ラムなどの問題が取り上げられることが多か
った。
イギリスは 2004 年に『英国の動物健康及び福祉戦略』として、動物の健康性の重視と人
道的な取り扱い、家畜を高い基準の健康性とウェルフェアで飼育することを定めた。これ
らを実現するためには、法律及び産業での実務、消費者の関心が必要であり、FAWC では
消費者教育として小学生の農場訪問活動を支援していた。協力農場が多くないため必修の
カリキュラムが組まれているわけではない。
AW 商品の差別化には AW 評価が重要であり、現在は農家、地方部局の検査員、機械（処
理場における皮膚炎及び傷のスコアリング機）が設備に関する項目、動物の状態に関する
項目、病気の発生に関する項目について評価している。近い将来には、質的行動評価法や
EU Welfare Quality プロジェクト 12 項目の評価方法も確立される予定である。農場の
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AW 査察は公的なものでは、法令の順守（最低基準と保証）の査察、政府主導の査察、獣医
研究機関（Veterinary Laboratories Agency）による動物の健康調査があり、私的なもので
は食品の安全保障のための農場管理に関する査察、マーケティング関連からの農場の利益
に関する査察、フードサプライチェーンの中の農場の責務についての査察、農場評価スキ
ームによる自己調査などがある。家畜福祉を守るためには、政府の明確な方針と実施機関、
公的な査察と情報の公開が必要であるとのことだった。

写真 23．DEFRA の入り口にて

７）市場調査
市場調査は、比較的高級なセインズベリー、庶民的なテスコ、同等のマリソンズで行っ
た。セインズベリーの売り場はユニオンジャックの国旗が至る所に装飾され、国産を押し
ていた。鶏肉に関しては国産の扱いしかなかった。FF とセインズベリーがコラボレーショ
ンして開発した特殊鶏の高級プライベートブランドや FF の中でもさらに有機商品や飼料
にコーンを多く配合した「Corn fed」など、高級商品のラインが充実していた。肉の価格を
比較すると ACP 商品より FF 認証商品が 4 割ほど高かった（写真 24、表 1）。農場調査で
訪問した Frogmary Green Farm はセインズベリーに商品を卸しており、セインズベリー
は AW 商品の販売促進のため、他の商品との価格差をなくすキャンペーンを行う場合もあ
ると話していた。
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(円/100g)

表1．セインズベリーの鶏肉価格

ムネ肉
ホール
モモ肉

ACP

FF

111
38
―

153
63
42

FF+コーン給
FF＋高級PB
与

172
40
64

191
63
108

有機
222
―
―

写真 24．セインズベリーの ACP 認証
（左）と FF 認証（右）のムネ肉とそ
のラベルの拡大
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表2．テスコの鶏肉価格

ムネ肉
ホール
モモ肉

(円/100g)

ACP

輸入

99

94

―

―
―
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表3 ．マリソンズの鶏肉価格

ムネ肉
ホール
モモ肉

(円/100g)

ACP

FF

151
51
47

―
41
―

テスコは 3 つの小売店のうち最も価格が低く、商品のラベルにも「Everyday Value」と
記されているように庶民的であった（写真 25、表 2）。他の小売店は国産しか置いていなか
ったが、オランダからの輸入品もあった。そのラベルにも AW に配慮していること書かれ
ており、さらにテスコオリジナルの AW 改善をうたったシールも張られていた。このこと
から AW が絶対的な商品価値となっていることを感じた。

写真 25．右下：テスコ（左）と ACP 認証（右）のムネ肉、左及び右上：そのラベルの拡大

マリソンズの鶏肉価格は表 3 の通り、一部 FF 認証商品は扱っていたが主に ACP 認証商品
であった。調査時は FF 認証商品が特価で売られており、価格が国産よりも安くなっていた。
下記(写真 26)のラベルにもイギリスの国旗と「高い AW 基準で飼育している」ことが明記
されていた。
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写真 26．右：マリソンズの ACP 認証
ムネ肉と、左：そのラベルの拡大

小売店によって基準は異なるが、AW への取り組みをここまで商品にアピールしているこ
とが衝撃であった。2-3 年前には FF 認証商品はあったが、どの商品にも AW がうたわれて
いるということはなかった。他のヨーロッパ諸国も同様なのか、UK だけが盛んなのか今後
も動向を追っていく必要がある。またいずれの小売店においても、タイやブラジルからの
輸入品は見られなかった。これは EU が Commission Regulation(EC)No 949/2006 規則に
よって、輸出国に対して冷凍脱骨鶏肉の塩漬けを義務付けており、関税がかけることで国
産品と競合しないように取り決めたことの影響と考えられた。
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３．おわりに
AW 先進国であるイギリスの生産現場では、AW の基本概念である五つの自由が鶏舎の管
理室に貼ってあったり、従業員への教育が行われすでに浸透していた。イギリスでは「正
常行動を表現する自由」を確保することが高く評価され、放牧システムや鶏舎内飼育でも
正常行動の発現を誘発する環境エンリッチメントの充実が多く見られた。FF 基準ではそれ
らを規定しているが、ACP 基準はそれを明記していないにもかかわらず、農家が自主的に
取り組んでいる点が印象的であった。
処理場においては、AW に配慮し待機場の照明やスタンニングの方法を変更したことが、従
業員の負担を軽減や、傷物率を減らす実益につながっていた。KFCUK でも、食品安全と
AW の品質保証がコストアップから実益を生んだ実例の紹介があった。
流通では、FF 認証鶏肉が高付加価値商品として部分的に流通しており、多く流通していた
のは、EU 指令及び英国規則にほぼ準拠した ACP 認証商品であった。ACP 基準は日本の「AW
の考えに対応したブロイラー飼養管理指針（(社)畜産技術協会）
」と「正常行動の発現の自
由」について明言していない点で、同等であると考えられる。国内においては本指針に基
づいたブロイラー飼育の実施とその成績評価が期待される。

なお本報告書で報告した ACP は、現在あらゆる食品の認証制度を担う Assured Food
Standards (AFS)の中のレッドトラクター家禽農場保証スキーム（The Red Tractor Farm
Assurance Poultry Scheme）として統合されている。
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(別表 1)
【仮訳】
EU 指令（COUNCIL DIRECTIVE 2007/43/EC）
肉生産のために飼育される鶏の保護に関する最低規則

第１条
主題と適用範囲

１．この指令は食肉生産のために飼育される鶏に適用するものとする。
しかし、以下のものには適用しないものとする：
（a）500 羽以下を飼育するもの
（b）種鶏だけを飼育するもの
（c）ふ化場
（d）家禽の特定の市場基準に関する Regulation(EEC) No 1906/90 に詳細な規定を
盛り込んだ Commission Regulation(EEC) No 1538/91,1999.6.5 の付属書 IV の
（b）
、（c）、(d),（e）に言及されている広域的屋内及びフリーレンジ鶏及び
（e）農産物の有機生産物に関する Council Regulation(EEC) No 2092/91,1991.6.24
に従った有機鶏。

２．この指令は種鶏と CM 鶏を飼育しているところでは CM 鶏に適用されるものであ
る。
加盟国はこの指令がカバーされている範囲よりも厳しい評価基準を採用するかは自由
であるものとする。
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動物福祉の第一義的な責任は動物の所有者あるいは飼育者にある。

第２条
定義

１．この指令の目的のために以下のような定義を適用するものとする。
（a ）「オーナー（所有者）
」は鶏が飼育される飼育場を所有している個人または
法人を意味する。
（b ）「キーパー（飼育者）
」は常時雇用、一時的雇用に関わらず、契約または行動規
範によって鶏の
管理に責任のある個人または法人を意味する。

（c ）「コンピーテントオーソリティ（当局）」は動物福祉、獣医学的及び畜産学的
チェックを実行する
中央当局または地域、地方またはその他のレベルで認められたその他の当局を
意味する。
（d ）「オフィシャル（公認）獣医師」は Regulation(EC) No 854/2004,付属書 I,
セクション III, チャプターIV(A)で適格とされた獣医師で、その能力で活動し、
当局から任命されたものを意味する。
（e ）「チキン（鶏）
」は肉の生産のために飼育されるニワトリを意味する。
（f ）「ホールディング（飼育場）」は鶏が飼育されている生産の場所を意味する。
（g ）「ハウス（鶏舎）
」は飼育場の鶏群を飼う建物を意味する。
（h ）「ユーサブルエリア（利用可能領域）」は鶏がいつでも利用しうる床面領域を
意味する。
（i ）「ストッキングデンシティ（飼育密度）」は利用可能領域の１平方メートル
当たりの生鳥の総重量を意味する。
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（ｊ ）「フロック（群）
」は一つの鶏舎におかれている鶏の１群を意味する。
（k ）
「日毎の死亡率」は一つの鶏舎内で同一時に病気または他の理由で死亡・
淘汰した鶏の羽数をその日に現存する鶏の羽数で割って 100 倍したものを
意味する。
（l ）「累積死亡率」は毎日の死亡率の合計を意味する。

２．非敷料床面領域に関する前項の（h ）
「利用可能領域」の定義は第１１項に言及さ
れている手続きに従って完成されてもよい。

第３条
鶏の飼育のための要件

１．加盟国は以下のことを保障するものとする：
（a ）すべての鶏舎は付属書 I の要件に従う。
（b ）要求されている査察と監視及び付属書 III に挙げられている追跡調査は当局
または公認獣医師によって実行される。

２．加盟国は飼育場あるいは飼育場の鶏舎における飼育密度は平方メートル当り
33kg を常時超えない。

３．特例として、もし所有者または飼育者が付属書 I に加えて付属書 II の要件に
従うのであれば、加盟国はより高い飼育密度での鶏の飼育を許可してもよい。

４．加盟国は前項に基づく特例であっても、飼育場あるいは飼育場の鶏舎における
最大の飼育密度は平方メートル当り 39kg/を超えてはいけないことを確保する
ものとする。
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５．付属書 V にある指標が満たされる場合、加盟国は前項の最大飼育密度に最大
平方メートル当り 3kg まで増加することを許可してもよい。

第４条
鶏を取り扱う人の訓練と指導

１． 加盟国は飼育者個々人が彼らの任務に対して十分な訓練を受けること及び適切な
訓練コースが利用可能であることを確保するものとする。

２． 前項にいう訓練コースは福祉事項及び特に付属書 IV に挙げられた事項をカバー
するものとする。

３．加盟国は訓練課程の法規制及び認定のためのシステムが制定されることを確保す
るものとする。鶏の飼育者は関係する加盟国の当局によって認められた証明書を
持つものとする。それは訓練課程の終了あるいは同等の経験を証明するものであ
る。

４． 加盟国は 2010 年 6 月 30 日前に獲得された経験を研修課程に参加したものと
同等なものとして認めることができ、同等なものとして証明書を発行するものと
する。

５． 加盟国は前項 1 から 4 の要件が所有者にも適用するものとすることを規定する
ことができる。

６．所有者または飼育者は、関連する動物福祉の要件に関する指示とガイダンスを
鶏舎での淘汰方法を含めて鶏の世話、捕獲、搭載する従業員あるいは関与する人
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に提供するものとする。

第５条
鶏肉の表示

2009 年 12 月 31 日を期限として、委員会はヨーロッパ議会と理事会に動物福祉基
準の順守に基づいた鶏肉、肉製品及び調製品のための具体的で強制力のある標識計画
の導入の可能性に関する報告書を提出するものとする。

その報告書は社会経済的な意味合い、共同体の経済的パートナーへの影響及び標識計
画の WTO ルールへの順守を考慮するものとする。

その報告書は適切な法制定の提案と自主的な標識計画における加盟国の経験を盛り込
むものとする。

第６条
委員会によるヨーロッパ議会及び理事会への報告

１．

ヨーロッパ食品安全局の科学的意見に基づき、委員会は 2010.12.31 までにヨ

ーロッパ議会及び理事会に鶏の低福祉の原因となる特定された欠陥の遺伝的なパ
ラメーターの影響に関する報告書を提出するものとする。

２．

加盟国は委員会に最低一年間にと殺された鶏群サンプルの代表例のモニター

リングに基づいた収集データの結果を提出するものとする。関連分析を可能にする
ために、サンプリングと付属書 III に
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言及されているデータの要求項目は科学的根拠に基づき、客観的で、比較可能であ
り、第１１項に言及されている方法に従って書き記すものとする。

加盟国はこの指令の目的のためのデータ収集に対して共同体の財政上の分担金を要
求してもよい。

３．

有用なデータ及び新しい科学的知見に基づき、委員会は 2012.6.30 までにヨ

ーロッパ議会及び理事会にこの指令の適用及び鶏の福祉に対するその影響に関す
る報告書と、同時に、福祉の指針を提出するものとする。その報告書は異なった生
産状況と方法を考慮するものとする。
また地域状況を含んだこの指令の社会経済及び行政的影響をも考慮に入れるもの
とする。

第７条
査察

１．当局はこの指令の要件の順守を検証するために非差別的な査察を行うものとする。

そのような査察は加盟国内で Regulation (EC) No 882/2004 の関連する規定に従い
飼育されている動物に対して適切な比率で行なわれるものとする。他の目的のための
検査と同時に行ってもよい。

加盟国は飼育密度の決定のために適切な手順を整備するものとする。

２．加盟国は毎年 6.30 までに前項にある査察の前年の年次報告書を委員会に提出する
ものとする。報告書には検出された主な福祉に関する問題に対し当局がとった関連
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行動のリストを付けるものとする。

第８条
適正管理実施基準の指針

加盟国は指令の順守を含む適正管理実施基準の指針の作成を奨励するものとする。そ
のような指針の普及と利用は奨励されるものとする。

第９条
罰則

加盟国は指令に従って導入された国の規定の違反に対する罰則を定めるものとし、そ
れが実施されることを保証するあらゆる手段を講ずるものとする。罰則は効果的で、
公正で、制止力のあるものとする。加盟国はそれらの規定を少なくとも 2010.6.30 ま
でに委員会に知らせるものとし、その後の改定も遅滞なく知らせるものとする。

第１０条
施行権限

指令の均一な実施を保証するために必要な手段は第１１項に言及されている手順に従
って採用される。

第１１条
委員会の手順
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１．

EU 委員会は 2002.1.28 の欧州議会と理事会の EC 規制 No 178/2002（ヨーロ

ッパ食品安全局の設立に向けた食品法の一般原則と要求項目及び食品安全に関す
る手順を規定）に基づき設立されたフードチェーンと動物衛生に関する常設委員会
によって支援されるものとする。

２．本項対しては決議 1999/468/EC の 5 及び 7 項が参照されるものとする。

決議 1999/468/EC の 5(6)項に言及されている期間は 3 ヶ月に設定されるものとする。

第１２条
移項

加盟国は少なくとも 2010.6.30 までに指令に応じるために必要な法律、規則および管
理規定を実行に移すものとする。

第１３条
強制力（本指令の）

EU の公式ジャーナルに発表された日（2007.7.12）

第１４条
加盟国への伝達

ルクセンブルグ、2007.6.28
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付属書 I

飼育の要件
共同体の他の関連する法律の関連する規定に加え、以下の要件が適用されるものとす
る。

飲水器
１．飲水器は流出が最小限になるよう設置し、維持されるものとする。

給餌
２．

餌は継続的あるいは決まった給餌時間に与えるものとし、予定されていると

殺前、１２時間以上断ってはならない。

床面
３．すべての鶏は表面が乾燥し、柔らかい床に常にアクセスできるものとする。

換気と暖房
４．オーバーヒートを避けるために換気は十分なものとする。必要なところでは、暖
房システムに余分な湿度を除くシステムを付け加える。

騒音
５．音のレベルは最小限とする。換気ファン、給餌機械またはその他の設備は最小限
の騒音を引き起こす方法で組み立てられ、設置され、作動され、維持されるものとす
る。
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照明
６．全ての鶏舎は鶏の目線で少なくとも 20 ルクスの明るさであるものとする。利用可
能領域の少なくとも８０％以上照らすものとする。照度の一時的な低減は獣医師の
アドバイスに従い必要ならば許容できる。

６． 鶏が鶏舎に導入されてから 7 日以内、またと殺が予定される 3 日前までの照明は
24 時間のリズムに従わなければならず、少なくとも総計 6 時間の暗闇、一回は少
なくとも 4 時間連続の暗闇を含まなければならない。薄暗い期間は除く。

観察
８．飼育されている全ての鶏は少なくとも 1 日 2 回観察されなければならない。動物
福祉及び健康が損なわれている徴候を示している動物には特別な注意が払われなけ
ればならない。

９．著しく損傷した鶏または健康異常の徴候を示している鶏、例えば、歩行困難、
重度の腹水症または重度の奇形及び病気の鶏は適切な治療または速やかに淘汰す
るものとする。必要なときは獣医師に連絡をとるものとする。

洗浄
１０．鶏が接触する鶏舎、設備または器具のパーツは最終出荷が行われるごとに、新
しい鶏群が導入される前に徹底的に洗浄し消毒するものとする。最終出荷が行われた
あと、全ての床を除き、きれいな床を備えなければならない。

記録
１１．所有者または飼育者は飼育鶏舎ごとに以下について記録を取るものとする：
（a ）導入された鶏の羽数
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（b ）利用可能領域（飼育面積）
（c ）もし分かるなら、鶏種
（d ）管理ごとに、死んだ鶏の数と原因、もし分かるならば、同時に淘汰した
鶏の数と原因
（e ）販売あるいはと殺のために除いた後の残った鶏の数。

これらの記録は少なくとも３年間保存するものとし、当局の査察あるいは他の要求
に対して利用できるようにしておくものとする。

外科的介入
１２．治療または診断以外の理由での全ての外科的介入は禁止するものとする。外科
的介入は結果として体の感覚部位のダメージまたは損失または骨格構造の変化を
引き起こす。

しかしながら、ビークトリミングは羽つつきや尻つつきを防ぐ方法がなくなってし
まった場合、加盟国によって正当化することができる。このような場合、ビークトリ
ミングは獣医師に相談し、アドバイスの基で行われるものとし、10 日齢以下の鶏で熟
練したスタッフによって行われるものとする。加えて、加盟国は鶏の去勢を正当化す
ることができる。去勢は獣医師の監視下で、特別な訓練を受けた人によって行われる
ものとする。

付属書 II
より高い飼育密度のための要件
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通知と記録
次の要件を適用するものとする：

１．

所有者または飼育者は平方メートル当り 33kg 以上の飼育密度で飼育したい

意向を当局と協議するものとする。
所有者または飼育者は正確な数字を示し、少なくとも鶏群の導入 15 日前までに飼育
密度の変更を当局に通知するものとする。
もし当局が要求した場合、通知はポイント 2 で要求されている記録に含まれる情報
を要約した書類を添付するものとする。

２．

所有者または飼育者は生産システムを詳細に記述した書類を鶏舎に保持し、

利用できるようにするものとする。特にその書類は以下に示す鶏舎と設備の技術的
詳細を含むものとする：
（a ）鶏によって占有される表面の面積を含む鶏舎の計画
（b ）設置場所を含めた換気、もし関連性があるならば、冷房と暖房システム、
換気計画、空気の質のパラメーターの詳細な目標、例えば空気の流れ、
空気の速度、温度。
（c ）給餌・給水システムとその位置
（d ）動物の健康と良好な生活のために欠かすことのできない自動あるいは
機械的な施設の故障に際しての警報システムとバックアップシステム
（e ）床のタイプと通常使用している床面

書類は要求により当局が利用可能であるものとし、最新なものとする。特に換気と
警報システムの技術的検査は記録されるものとする。
所有者または飼育者は鶏の福祉に影響を与える鶏舎、施設及び手順の記述の変更を遅
滞なく当局に報告するものとする。
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鶏舎の要件、環境パラメーターの管理

３．

所有者または飼育者は飼育場のそれぞれの鶏舎に換気、必要ならば暖房と冷

房システムが以下に示すように設計、構築および機能するよう備え付けられている
ことを保証するものとする。

（a ）鶏の頭の位置で測定された場合、アンモニアの濃度が 20ｐｐｍ、二酸化炭素
が 3000ppm を超えないこと；
（b ）外気温が日陰で 30℃を超えている場合、鶏舎内気温は外気温を 3℃以上
超えてはならない；
（c ）外気温が 10℃以下の場合、48 時間鶏舎内で測定された平均相対湿度は
70％を超えてはならない。

付属書 III

屠場でのモニターリングとフォローアップ

１．死亡率
１．１．飼育密度を平方メートル当り 33kg にする場合、群に付属している書類は所
有者または飼育者によって計算された日毎の死亡率及び累積死亡率並びに鶏の交
配種または品種を含むものとする。

１．２．公認獣医師の監督のもとに、これらのデータと同時に到着時の死亡数は記録
されるものとし、飼育場と飼育場の鶏舎を標示する。データと累積死亡率の妥当
性はと殺されたブロイラーの数と屠場に到着時に死亡したブロイラーの数を考慮
に入れながらチェックされるものとする。
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２．死後検査
Regulation (EC) No854/2004 により、公認獣医師は飼育場あるいは飼育場の鶏舎由
来の低福祉の状態の可能性、例えば異常なレベルの接触による皮膚炎、寄生虫感染症
及び全身性の病気を確認するために死後検査結果を評価するものとする。

３．結果の伝達
前項１に言及されている死亡率または前項２に言及されている死後解剖検査の結果
が、低い動物福祉にもし一致するならば、公認獣医師はデータを所有者または動物飼
育者及び当局に伝達するものとする。適切な行動が所有者または飼育者及び当局によ
って取られるものとする。

付属書 IV

訓練

第４項（２）に言及されている訓練コースは少なくとも鶏をまもる共同体の法律を
カバーし、特に以下の項目をカバーするものとする：
（a )付属書 I 及び II
（b ）生理学、特に飲水と餌の要求、動物の行動及びストレスの概念
（c ）鶏の注意深い取り扱い及び捕獲、積み込みと輸送の実際的な側面
（d ）鶏の緊急的ケア、緊急殺及び淘汰
（e ）予防的バイオセキュリティ

付属書 V

増加された飼育密度を用いるための指標
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１．指標

（a ）最近の 2 年以内の当局による飼育場のモニターリングがこの指令の要件に対し
ていかなる不備もない。そして
（b ）所有者または飼育者によって飼育場のモニターリングが第 8 項に言及されてい
る適性管理基準によってなされている。そして
（c ）少なくとも 7 連続において、1 鶏舎の調べられた鶏群の出荷日齢までの累積死
亡率が１％＋0.06% 以下である。

もし、飼育場のモニターリングが最近の 2 年間当局によって行われていなければ、
少なくとも 1 回のモニターリングが（a ）の要件を満たしているかをチェックするた
めに行われなければならない。

２．例外措置

１（c ）の逸脱処置として、所有者または飼育者が高い累積死亡率の性質に対し十
分な説明を提供した
時または制御の範囲を超えた原因がある時、当局が飼育密度の増加を決定できる。
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(別表２)

【仮訳】
2010No.
動物、英国、
アニマルウェルフェア

農場動物のウェルフェア（英国）（改正案）
規定 2010
修正事項

略

一覧表 5A
従来型肉用鶏の飼育に適用される追加条件
第1条
解釈
解釈
1.

一覧表内―

「チキン（鶏）」は、従来型飼育されている肉用鶏を意味する。
「キーパー（飼育者）」は、常時雇用・一時的雇用に関わらず、契約または行動規範によって
鶏の管理に責任がある個人または法人を意味する。
「オフィシャル（公認）獣医師」は、Regulation(EC) No 854/2004 と同じ意味を有する。
「Regulation(EC) No 853/2004」は、Regulation(EC) No 853/2004 の欧州議会及び動物由来
の食品のための衛生に関する規約（a）の制定議会を意味する。
「Regulation(EC) No 854/2004」は、Regulation(EC) No 854/2004 の欧州議会及び人消費用
の動物由来商品の公的管理機関に関する規約（a）の制定議会を意味する。

第2条

一般追加条件

訓練
2．－（1）飼育者は COUNCIL DIRECTIVE 2007/43/EC の第 4 条（3）または（4）（訓練の受
講、または同等の実務経験の承認）の目的のために加盟国長官に承認され続けなければなら
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ない。
（2）加盟国長官は、前項（１）の目的のために加盟国長官が適切と認識した方法とそ
の時々に承認リストを公表しなければならない。
飼育密度の制限
3．－（1）
（2）を適用する飼育密度は利用可能な面積 1 平方メートル当たり 33 ㎏を超
えてはならない。
（2）第 5 項に適合する場合は、飼育密度は利用可能な面積の 1 平方メートル当たり 33
㎏以上 39 ㎏以下にすることができる。

飼育密度の通知
4．－（1）飼育者は、鶏舎ごとに飼育密度を利用可能な面積の 1 平方メートル当たり
33 ㎏以上にする意向がある場合、加盟国長官にその意図を通知し保障されなければな
らない。
（2）通知は加盟国長官に求められた方法と書式に従って行われなければならない。
（3）通知（いかなる変化の通知を含む）は飼育密度が変わるまたは少なくとも 15 労
働日より前に、行われなければならない。
（4）本項の「労働日」とは土曜日または日曜日、クリスマス、聖金曜日またはイング
ランドおよびウェールズ地方において銀行が休みの日、または財政取引活動 1971（a）
を除く日を意味する。

高飼育密度のための要求事項
5．－本項の要求事項を飼育者は厳守しなければならない
（a）加盟国長官が要求した場合、生産システムを詳細に解説した証拠文書、詳細な技
術情報を使用できるように保持する特に鶏舎の設備を下記を含む、
（ⅰ）鶏が利用する表面積の寸法を含む鶏舎の設計図；
（ⅱ）換気及びこれらに関する冷却及び加温システム（配置を含む）、換気方法、
空気の質の指標（気流、風速や温度）及び目標値の詳細；
（ⅲ）給仕器および給水器のシステムとその配置；
（ⅳ）鶏の健康および快適性に不可欠な装置の異常が発生した際の、警報とバック
アップシステム；
（ⅴ）床面の種類と敷料の日常的な使用；
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（ⅵ）換気及び警報システムの技術的検査の記録；
（b）
（a）項に関する証拠書類を日々の更新し続ける
（c）換気扇のある鶏舎ごとに
（ⅰ）鶏の頭の高さでアンモニア濃度は 20ppm、二酸化炭素は 3000ppm の濃度を
超えてはならない。
（ⅱ）避陰された外気温が 30℃を超えるとき、鶏舎内の温度は外気温と 3 度以上の
差があってはならない
（ⅲ）外気温が 10 ℃以下の時、鶏舎内の平均相対湿度は 48 時間連続で 70％を超え
てはならない。

給水と給餌
6．－（1）飲水器は流出を最小限になるよう設置し、維持されるものとする。
（2）餌は継続的あるいは決まった給餌時間に与えるものとする
（3）予定されていると殺前、１２時間以上断ってはならない。

敷料
7．すべての鶏は表面が乾燥し、柔らかい敷料に常にアクセスできるものとする。

換気と暖房
8．－（1）オーバーヒートを避けるために換気は十分なものとする。
（2）必要なところでは、暖房システムに余分な湿度を除くシステムを付け加える。

騒音
9．－すべての鶏舎において、（a）音のレベルは最小限とする。
(b)換気ファン、給餌機械またはその他の設備は最小限の騒音で組み立てられ、設置され、作
動され、維持されるものとする。

照明
10．－（1）全ての鶏舎は鶏の目線で少なくとも 20 ルクスの明るさであるものとする。利用可能
領域の少なくとも 80％以上照らすものとする。
（2）照度の一時的な低減は獣医師のアドバイスに従い必要ならば許容できる。
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（3）鶏が鶏舎に導入されてから 7 日以内と、予定されると殺の 3 日前まで、照明は 24 時間のリ
ズムに従わなければならず、すくなくとも総計 6 時間の暗闇、一回は少なくとも 4 時間連続の暗
闇を含まなければならない。薄暗い期間は除く。

観察
11．－（１）飼育されている全ての鶏は少なくとも 1 日 2 回観察されなければならない。
（2）動物福祉及び、また健康が損なわれている徴候を示す動物には、特別な注意が払われな
ければならない。
（3）著しく損傷した鶏または健康異常の徴候を示している鶏、（例えば、歩行困難、重度の腹
水症または重度の奇形）及び病気の鶏は適切な治療または速やかに淘汰するものとする。必
要なときは獣医師に連絡をとるものとする。

洗浄
12．－最終出荷が行われるごとに、新しい鶏群が導入される前に、（a） 鶏が接触する鶏舎、
設備または器具のパーツは徹底的に洗浄し消毒するものとする。
（b）最終出荷が行われたあと、全ての敷料を除き、きれいな敷料を備えなければならない。

記録
13．－（1）所有者または飼育者は飼育鶏舎ごとに以下について記録を取るものとする：
（a ）導入された鶏の羽数
（b ）利用可能領域（飼育面積）
（c ）もし分かるなら、鶏種
（d ）管理ごとに、死んだ鶏の数と原因、もし分かるならば、同時に淘汰した鶏の数と原因
（e ）販売あるいはと殺のために除いた後の残った鶏の数。
（2）これらの記録は少なくとも３年間保存するものとする。

第3条

屠場でのモニタリングとフォローアップ
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フードチェーン情報及び鶏の着死
14．－（1）
（フードチェーン）Regulation(EC) No 853/2004 の付属書Ⅱのために、利用可
能な面積の一平方メートル当たり 33 ㎏の飼育密度の鶏群の日毎の死亡率及び累

積死亡率並びに鶏の交配種または品種を含む情報は食品の安全性にかかわる情
報として扱われる。

（2）食品業界のオペレーターである屠場は―
（a）公認獣医師の監督のもと、着死の羽数を記録する
（b）公認獣医師の要求に応じて情報を提供する
（3）本項において、
「累積死亡率」は、日毎の死亡率の合計を意味する。

「日毎の死亡率」は、同じ日に鶏舎内で死亡していた鶏の羽数に、病気や他の理
由で淘汰した羽数を足し、その日の鶏舎内に存在した羽数で割って、100 をかけた
ものを意味する。

低福祉状態の認識とフォローアップ
15.－（1）Regulation(EC) No 854/2004 のもと公認獣医師により実施される死後検査は、Regulation

(EC) No854/2004 により、公認獣医師は飼育場あるいは飼育場の鶏舎由来の低福祉
の状態の可能性を予測しなければならない。
（2）鶏の死亡率や死後解剖検査の結果が、低い動物福祉によって引き起こされた場合、
公認獣医師はデータをその鶏の飼育者及び当局に遅延なく伝達されなければなら
ない。
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