
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 19 年度 第 1 回豚分科会 

 

１ 開 会（10：00） 
 
２ 挨 拶 

・開会の挨拶〔山下会長〕 

近頃、アニマルウェルフェア（以下「AW」とする。）についての関心が高まっておりますが、先進国

では、規則や自主的なガイドライン等とそれぞれそれ形は異なりますが、畜種ごとに基準が定められ

ております。国際機関である OIE でも検討が進んでおり、飼養に関しても AW に配慮した観点からガイ

ドラインを設けるということになっております。そういう中で日本も動愛法に基づく管理基準があり

ますが、昭和 62 年にできたもので、そろそろ改定をすすめる時期になっております。 

畜産技術協会は、このような現状の中、昨年度、快適性に配慮した家畜の飼養管理に関する勉強会

を開催し、報告書を取りまとめていただきましたが、その中でも、日本の畜産の現状や畜産の生産性

の問題、また、消費者の意向等をふまえながら、AW に基づく飼養管理のガイドライン的なものを作成

していく事が重要ではないかという報告をいただきました。 

そういうことを受け、本年度はまずは採卵鶏と豚についてガイドラインの作成を進めるというスケ

ジュールになっております。 

本分科会の委員となっていただいております先生方は、それぞれの分野で養豚に関連して学識をお

持ちの方ばかりでありますので、ガイドラインの作成に向けてより専門的なご検討をいただきたいと

思います。 
・来賓挨拶〔北池室長〕 

AW をめぐる動きについては、欧米でかなりまとまっており、国際的な機関においても基準を作成す

る動きが進んでいます。昨年、畜産技術協会で快適性に配慮した家畜の飼養管理に関する勉強会を開

催して取りまとめをしていただいたところでございますが、いろいろな方面からいろいろなご意見を

いただきました。また、昨日、この分科会の親委員会となる推進委員会においても多方面からいろい

ろなご意見をいただきました。 

我が国では、私どもの認識として、まだまだ生産者の方々も消費者の方々も AW についての関心が高

いといえるような状況ではないと思っており、多方面からの意見を反映させながらガイドラインも含

めた AW の普及を図っていきたいと思っております。 

そのなかで、私どもは、AW を考える上で、3つの問題点があると認識しております。 

1 つは、欧米で AW が進んでいますが、欧米と日本では気候風土や食文化等が異なり、必ずしも欧米

のやり方そのものが日本に必要ではなく、日本独自のものを考えていく必要があるのではないかと思

っております。 

2 つ目は、AW と生産性向上との関係について、いろいろな議論のあるところでございますが、基本

的に家畜にとってある意味快適な環境がなければ、生産性の向上はないのではないかと思っておりま

すので、両者の方向も基本的には同じ方向をむいていると考えています。そういう面で、当然、科学

的根拠に基づいて判断する必要がありますが、家畜の快適性を追求しながら生産性の向上を図るとい

う方向で展開できないかということに期待しています。 

3 つ目は、今回作成するガイドラインは、基本的に我が国の畜産では 低限これだけは守っていた

だくという基準をつくることを想定しておりますが、できたものをいかに普及させていくかという事

も重要な課題であると考えています。AW については、生産者の方、消費者の方もまだまだ関心が低い

と考えておりますので、情報の提供を積極的に行ないたいと考えております。 

本検討会では、昨年、快適性に配慮した家畜の飼養管理に関する勉強会で取りまとめた報告書を踏
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まえていただき、ベースとなるガイドラインを 2 年程度かけてまとめていただきたいと思っておりま

す。時間的な制約もありますが、活発なご議論を頂き、まとめていただく事を期待しております。 
 
３ 委員紹介（10：10～） 

資料 2「平成 19 年度豚分科会委員名簿」の順に委員の紹介を行った。 

また、環境省及び農林水産省からのオブザーバー、事務局の紹介を行った。 
 
４ 座長選出 

満場一致で、木下委員が座長に選任された。 
 
５ 議 事（10：15～） 

司会から今後の進行を木下座長にお任せする旨の説明があり、木下座長の挨拶の後、議事が進行さ

れた。 
 
（１）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について 

①検討会の進め方について 

②家畜別飼養管理指針の策定について 

事務局から、資料 3「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要領」を

基に検討会の趣旨、検討内容、検討会の構成、運営等について、資料 4「アニマルウェルフェアに

対応した飼養管理指針の作成について」を基に家畜別飼養管理指針の策定についての説明が行われ

た。 
 
〔木下座長〕 

説明のあった、本検討会の要領及び事業の進め方等についてご質問はございますか。 
〔鹿又委員〕 

来年度、実施する試行試験についてですが、科学的知見分析グループで検討いただいた結果を

もとに、試行試験を実施するという流れになるのでしょうか。その関係についてご説明いただき

たい。 
〔原課長補佐〕 

今回、指針の作成については、諸外国の指針には数値基準といったものがあるので、これにつ

いて検討していただきたいと思っている。数値基準を考える場合、科学的根拠というものが必要

になるため、科学的知見分析グループにおいて、既存の欧米の基準やそれ以外の研究成果等を調

べてもらい、それを根拠として、裏付けデータとしながら指針の検討を進めていただきたいと思

っている。その中で不足する部分がでてきた場合、そういったものについて今後試験的なものを

行っていただくことを考えている。 

一方、分科会の試行試験については、今回の指針を取りまとめていく段階で、実際に現場で試

しながら行う必要があると考えているので、どういう形で行うかについてはこの分科会の中でも

相談しながら決めて行きたい。 

科学的知見分析グループと分科会では、目的がそれぞれ違っている。試行については、家畜改

良センターで行うということでお話したが、予算も限られている中で、大々的なことはできない

ため、既存の農場の中で実施することも考えている。 
 
（２）アニマルウェルフェアをめぐる情勢について 

①快適性に配慮した家畜の飼養管理に関する勉強会の概要 
事務局から、資料 5「快適性に配慮した家畜の飼養管理に関する勉強会（概要）」及び参考資料「快

適性に配慮した家畜の飼養管理に関する勉強会報告書」を基にこれまでの勉強会の概要等について
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の説明が行われた。 

 
〔木下座長〕 

これまでの勉強会の報告書として取りまとめられたもの説明でしたが、これを踏まえて、今後、

畜種ごとの具体的な議論を進めていくこととなっております。 
 
②動物愛護管理法（産業動物の飼養及び保管に関する基準）等 

環境省吉村専門員から、資料 6「動物愛護管理法（産業動物の飼養及び保管に関する基準）につ

いて」を基に以下のような説明が行われた。 

動物の愛護及び管理に関する法律は、我が国のペットを初めとする家庭動物や産業動物全ての動

物と人との関わり合いに関する も基本的なものを定めた法律であるが、その中で産業動物につい

て触れている部分があるため、その部分をかいつまんで説明させていただきます。 

1 頁目は法律の概要ということで全体の組み立てが書いてあります。2頁目が法律を抜粋したもの

ですが、第 1章第 2条で法律の大原則が述べられています。「動物が命あるものであることにかんが

み、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と

動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適性に取り扱うようにしなければならない。」これが

法律で述べている基本的な原則となります。その後、第 3 章第 1 節第 7 条に動物の所有者又は占有

者の責務等というものがあり、「動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占

有者としての責任を十分に自覚して、その動物をその種類、習性等に応じて適正に飼養し、又は保

管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努める」という努力規定があります。同

じ 7 条の 4 項に「環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、動物の飼養及び保管に関しよるべき

基準を定めることができる。」という定めがあり、これを受けて国の告知としてそれぞれの動物ごと

に基準が定められています。これが 3頁目にある「産業動物の飼養及び保管に関する基準」ですが、

このほかに家庭動物、展示動物、実験動物等に関するそれぞれの基準が告示として出されています。 

産業動物の飼養及び保管に関する基準については、ここに書いてあるとおりですが、一般原則と

して、「管理者及び飼養者は、産業動物の生理、生態、習性等を理解し、かつ、愛情をもって飼養す

るように努める」という努力規定があります。このなかの第 3 の 3 では「産業動物の疾病の予防及

び寄生虫の防除のため、日常の衛生管理」、「疾病にかかり、又は負傷した産業動物に対しては速や

かに適切な処置を講じなければならない」、4では「虐待してはならない」といったことが書いてあ

ります。これは先ほどの勉強会の報告等でもあったように、具体的な数値基準には、ふれていませ

んが、これが基本的なものであり、かつ も大切なことが書かれているものとなります。特に一般

原則である、愛情を持って飼養するということが動物を産業として利用されている方にとっては、

もっとも求められているものであるというふうに理解していただきたいと思います。この理念につ

いては、これが憲法という考え方で、この理念に基づいて、理念にはずれないような指針を動物ご

とに作っていただきたいと期待をしています。 
 
〔木下座長〕 

国際的に見れば OIE での飼養に関する検討があり、国内においては、動愛法の「産業動物の飼

養及び保管に関する基準」となりますが、20 年前にできているものということで、この改定がい

つということの明示はされていませんが、環境省では、同法が課題になっているという状況であ

るという背景もありますので、何かご質問がありましたら、お願いいたします。 

〔竹延委員〕 

質問ではないのですが、資料 5の 3の米国の情勢のなかで、「生産者団体等がガイドラインを制

定して自主的な取り組みを実施」とあり、その後に「全米 大の養豚企業が妊娠豚のストール飼

育を今後 10 年間で段階的に撤廃する」とアメリカのスミスフィールドのことが書かれています。
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事実としては間違いないが、このスミスフィールドはアメリカ 大の養豚企業ではあるが、パッ

カーが養豚経営を行っているというものであり、養豚農家が自主的にストール飼育をやめていく

というよりも、肉の販売戦略として行う意味合いが強いといった背景も伝えて欲しい。 

〔北池室長〕 

報告書としては出来上がっているものであるが、誤解を招く可能性もあるので、今後、説明の

際に、そのような背景もお伝えしていくこととしたい。 

〔木下座長〕 

動愛法の基準の改定スケジュールについて、具体的にご説明いただけますでしょうか。 

〔吉村専門員〕 

今のところ、この基準を改定する検討には入っておらず、スケジュールにものっていないが、

この告示が出てからかなりの時期がたっているため、改定するべき時期にあるという認識はある。

しかし、具体的な数値基準までのせるかどうかについては、種類によりかなり細かいものになる

と思うため疑問だが、ここでいう、一般原則で「愛情を持って飼養する」というところに、「動物

の快適性に配慮した」という文言を入れるかといったことについては、検討する必要があると思

っている。 

〔竹延委員〕 

愛玩動物であるペットに対する愛情と産業動物に対する愛情というのは少し違ったところにあ

り、産業動物を扱う場合、苦痛を伴わないように安楽死させるということも必要で、OIE でも安

楽死に対する規定を定めるなどしているが、環境省で法律を作られる際に、そのあたりについて

は、どのように考えられておられるのか。 

〔吉村専門員〕 

このへんについては、個人的な考え方にも関わってくると思うが、法律の考え方は、動物を目

的によって区別はしておらず、例え産業動物であっても、それを産業の用に供するために処分、

屠畜する場合など止むを得ず動物の命を奪う場合は、できる限り苦痛を与えない方法でやらなけ

ればいけないと述べており、産業動物であるから、あるいは、家庭動物であるからといって差を

つけるというような考えはない。 

〔竹延委員〕 
家畜の安楽死については、止むを得ない場合ということで理解して良いのか。 

〔吉村専門員〕 
そう理解してもらって構わない。 

 
③諸外国におけるガイドライン等の策定状況について 

事務局から、資料 7「諸外国におけるアニマルウェルフェアに関する基準等の策定状況につい

て」を基に、海外の AW の飼養に関する基準やガイドラインの策定状況や各国のガイドラインの策

定項目、豚舎等の基準の概要等についての説明が行われた。 
 
〔木下座長〕 

説明にあったとおり、EU やスイス等では法律、アメリカ等では生産者団体によるガイドライン

といったように、国によっていろいろなやりかたがあるが、いずれにしても欧米、オセアニアを

含めて、畜種ごとに何らかの AW に関するガイドラインが作成されているという状況で、国ごとに

それぞれ 1頭あたりの面積や給餌、給水、温度管理等について書かれている。 

これは、この分科会における豚の AW の検討に当たって大きな参考になる資料と考えているが、

農水省からの挨拶にあったように我が国の気候といったようなことも踏まえながら検討していく

必要もあると思います。先ほどの説明について何かご質問やご意見はございますか。 

〔家入委員〕 

去勢についてお伺いしたいが、EU・イギリスの畜種別の基準についてのなかに、「以下にあげる
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以外の豚を傷つける行為は禁止 切除以外の去勢」とあるが、外科的な去勢はだめということか。 

〔事務局〕 

去勢のする場合は、7 日以内に外科的に獣医が行うということなので、ここは文章が「切除に

よる去勢」ということになる。 

〔木下座長〕 

それぞれの国の定めている内容は、例えば、去勢の場合、一元的にダメと表記しているのでは

なく、「極力避けるべきである」、「ある月齢までに」、「熟練した人が」といったようにいろいろな

表現があるため、個々の基準について、今後、具体的に議論していく必要がでてくると思う。 

〔事務局〕 

この資料については、各国のものを要約しているため、具体的な基準を作っていくに当たって

は、原文を確かめながら整理していく必要がある。 

〔北池室長〕 

この資料は、比較し易いように簡略化している部分があり、各国の基準が必ずしも正確に反映

されていない部分もあるため、各国の基準についてはもう少し詳しい資料を作る必要があると考

えている。 

〔竹延委員〕 

この会議では、去勢等のように肉の味がおいしくなるから、おいしくないからといったような

ことまで、議論にするのかどうか。 

〔北池室長〕 

基本的には、各生産者が守るべき 低限のものを考えるということで、例えば、付加価値を付

けるためにこういうことを行うというものではなく、非常に基本的な、スタンダードなものを考

えている。 

〔木下委員〕 

去勢の議論については、ヨーロッパにおいても雄の臭いに対する反応等の消費者への影響があ

るため、現状では基本的に「ある日齢以内に、獣医や熟練した技術者が行う」といった基準にな

っていると思う。 

〔北池室長〕 

基本的に去勢については、手法や実施する日齢等について基準を設けているので、そこの部分

について専門的なご意見をお聞きし、検討することになると考えている。 

〔原課長補佐〕 

消費者の方などは、なぜ行っているかなど理由を知らない方も多いため、メリットやデメリッ

トを知らせていく必要もあると考えている。 

〔平野委員〕 

去勢についての話だったので続いて質問ですが、国内では去勢をしてなければ格付けが等外に

なってしまうが、諸外国ではそのようなことはないのか。 

〔事務局〕 

スカンジナビア諸国等では、屠畜場においてホルモン検査を行い、その値が以上に高い場合に

その肉を除外するというようなことがあるが、その国の屠畜に関する方法や制度等に関すること

が含まれることを考慮する必要がある。 

〔木下座長〕 

去勢については、実施する日齢や手法等について、今後実施する実態調査の結果等により、我

が国の現状等を踏まえた上で検討する必要があると思われる。 

今後、我が国でどのように扱うかということは、他の問題も同様だか、個別にそれぞれ議論し

ていく必要があると思う。 

〔大井委員〕 
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初の挨拶にあった 3 つの問題の 1 つである生産性との関連性についてですが、私は養豚の現

場に携わって 30 年以上になりますが、生産現場では豚にとって快適な状況を作ってあげる事が生

産性向上につながると生産者に言い続けてきた。経済効率から見た生産性と純粋に豚の発育生理

からの健康状態と生産性とは異なるものであると考えている。AW のガイドラインが策定され快適

性を考慮した飼育条件の中で生産性も改善されるということが想定できるような内容にならない

と生産現場ではなかなか受け入れられないと思う。 

さらに経済効率の部分では、AW ガイドラインを導入する事で今以上の経済的な圧迫、つまり生

産者の新たな経済的負担が出てくるかも知れないと云う事です。この事は生産コストと販売価格

との問題にもかかわるので消費者を含めた中で議論していく事が重要だと思う。 終的には家畜

に対する快適性を求めた AW が生産性と相反する様な結論にはならないと思っている。 

〔木下座長〕 

生産性問題と AW 問題は、対立概念ではなはないというご指摘でありましたが、その他、国際的

な比較等の部分について何かご意見はございませんか。 

〔鹿又委員〕 

事務局からの説明を聞いていて、関心事項は各国共通しているものであり、基本的に豚を健康

に飼うために 低限守るべきことというのは、各国のガイドラインに盛り込まれている。ただ、

各国の目指す水準のレベルによって数値目標にかなり厳しい基準を設けている国もあればそうで

ない国もある。 

そこで、私なりに考えていることを申し上げると、こういう行為はやめましょう、こういう行

為を促進しましょうといったネガティブな行為とポジティブな行為の仕分けがあり、例えばネガ

ティブだと、一番厳しいのは「禁止する」、そこまでは厳しくないが「避けることが望ましい」、

ポジティブな位置付けでは「なになにする」といった表現の仕方がある。文章だけでは生産者の

方々の解釈の仕方が振れてしまう。そこで基準を示して 低限これを守りましょうといったもの

については数値を盛り込むのではないかと思うが、数値目標はどういったものについて決めるべ

きかが難しいと考えている。 

〔鈴木委員〕 

ヨーロッパの資材・システムを輸入しており、特にデンマークとつながりが強いが、デンマー

クはイギリスに豚を輸出しており、イギリスが許可したものでなければ輸出できないことが実際

に起こっている。デンマークも EU に加盟しているが、AW については、特にイギリスが厳しいと

いうことは聞いている。 

施設面でいうと、資料の中で肥育 1 頭あたりの面積の部分では、110kg 以下と 110kg 以上に分

かれているが、110kg までが 0.65 ㎡というのは問題ないと思うが、110kg 以上について 1 ㎡であ

ると今の施設の 2割り増し程度になる。また、数値でいうと、分娩豚の 2.25 ㎡という数字がある

が、子豚の動く範囲を含めてであれば床面積としては十分だが、ストールの部分の話と一緒で母

豚の動ける範囲については 2.25 ㎡もない状況である。 

妊娠豚について、群飼ということでストール飼いがだんだん禁止になっていると思うが、そう

いった場合にどのような飼い方が一番母豚に関して良いのかということは検討されるべきだと思

っている。先ほどから豚がどのような状況で快適に暮らすかということも重要であるという話で

したが、特に今は空調、環境について施設のほうも力を入れて開発しているが、良い環境で健康

に育った豚が一番おいしく安全な豚肉になると考えているのでその点について皆様がどのように

興味をお持ちなのかと考えている。 

〔木下座長〕 

具体的な数値をあげていただき、我が国の実態を踏まえた良いご意見をいただきありがとうご

ざいました。次に高田委員ご意見はございますか。 
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〔高田委員〕 

20 数年間餌の研究を行ってきており、いかに成長を良くするか、豚が快適な状態で成長してい

くかということを研究している。この AW は基本的には 1頭あたりの話でいえば生産性をあげると

いうことにつながると思っている。そのため、一見、今までの生産性からはマイナスになるよう

なこともいくつか上がっているかもしれないが、一方では 1 頭あたりの効率を良くするようにな

れば、具体的に実験をしてデータを出すというのはきわめて難しいが農場全体でみればそのマイ

ナスを少しは軽減できるものではないかと考えている。 

例えば、効率と快適性というものを考えた場合、 近、豚の離乳時期について生後 2 週という

とても早いものであったが、もともと豚の生理からいうと異常に早すぎたということで、現場で

は遅くなってきている。オランダでは 5 週齢より早く離乳をしてはいけないということをいって

いるが、私は正しいことと思っている。そうすれば生産の回転が悪くなるということになってく

るが、この AW に関することでは、普通に考えていくと産業として確実にマイナスになっていくた

め、ある程度プラス面も考えながら実施し、全体である程度バランスをとりながら行っていかな

ければならないと考えている。 

〔竹延委員〕 

今の高田委員のお話に少し異論があります。前段は同意見ですが、我々生産を行っている者に

とって、養豚は経済行為であり、1 頭の豚が早く大きくなれば良いということだけを考えている

わけではない。例えば、豚の生産に一番コストがかかるのは餌代であるが 1kg の餌でどれだけの

豚肉を作れるかという飼料費や一人の人間でどれだけたくさんの豚を飼えるのかという人件費、1

㎡でどれだけたくさんの豚を飼えるかという設備費などを考えることによって少ないコストで生

産をしている。その中で、豚の快適性を阻害するようなことがあってはいけないと考えており、

そのために何らかの形でガイドラインを作りコントロールするということではないのか。 

誤解があってはいけないが、決して経済生産性だけを追求しているわけではなく、従業員でも

豚の寝顔やいびきなどを見て満足感を得たり、豚のつらそうな顔を見て自分もつらいという思い

を持ったりと、豚に愛情を持って普段の仕事を行っている。 

離乳日齢についての話もあったが、私どもは年間の平均離乳日数を 16 日で行っている。これは

APP という胸膜性の肺炎の発生を抑える目的で行っており、20 日以上の離乳よりも 16 日の方が 1

ヵ月早く出荷できるというようなデータもある。これは個々の経営方針や疾病の発生状況等によ

っていろいろ違うものであり、豚の生理においては高田委員のいわれるとおりかもしれないが、

疾病予防のことを考えた場合は早く離乳したほうが好ましい場合もある。アメリカ等で早期離乳

を見直した事例もあるが、これも経済性で天秤にかけたためであり、マルチプルサイト等の方式

をとることで早期離乳し、APP などのいろいろな問題がなくなったという事例も理解しながらそ

れが良いか悪いかということを議論する必要がある。 

この場が、 低限の基準を作成するということであれば、どの程度まで細かく基準を求める必

要があるのかと思っている。 

〔木下座長〕 

本日は、第 1回目の会議ということであり、フリートーキング的なものであるので、次回以降、

そのような点についても議論していきたいと思っています。次に田中委員何かございますか。 

〔田中委員〕 

諸外国の事例をご紹介いただきましたが、EU やイギリス、アメリカの現状を参考にするべきで

はあるが、諸外国がこうだから日本もこうしようとダイレクトにリンクさせる必要はなく、アメ

リカ、イギリスにおいてどういう根拠で数値が出されているのかということが大切であり、それ

が妥当なものであれば日本も同じような数値になるのではないか。また、この根拠の部分の考え

方も日本と諸外国で違う部分が出てくるのではないかと思う。 

数値については、数値目標がなければ分かりにくいという部分もあるが、数値だけが一人歩き
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してしまうと逆にそれさえ満たせれば良いということになってしまうので、何のためにその数値

があるのか、例えばある行動が発現するのかしないのか、生理的にどうなのかという根拠の後に、

初めて目安としての数値が出てくるものであって、こういう飼育方法ならこういうメリットがあ

って、そのためには数値としてはこのくらいが目安になるというような形のものが必要だと考え

ている。 

〔平野委員〕 

現在、生産者としての一番の大きな問題は飼料高の問題である。また、環境規制でも新たな負

担を強いられている。それに対して、AW の問題は WTO や OIE の絡んだ外圧という感覚で捉えてお

り、農家として重要度は高くないものになっている。 

日本独自のガイドラインを作らなければならない状況の中で、現場がそれに対してどう対応で

きるかといえば、飼料高や環境対策で多くの農家は、投資が精一杯の状況にあり、AW を行うとき

にマニュアルで対応できるものであれば問題ないが、新たな施設投資が必要になると、普及させ

るという面で非常に困難になると思うのでそのあたりも考慮して話を進めて欲しい。 

〔野口委員代理〕 

いかに生産性をあげるかということでいろいろと研究しておりますが、AW という問題が出てく

るとプラス面とマイナス面の規制があり、それを十分考慮しながらどういう形で規制をかけてい

くのかと考えている。例えば、イギリスでは去勢をなるべくしないといった話があったが、イギ

リスではベーコンタイプの肉を作るために 90kg 以下での屠殺が多く、日本にそのままの技術を持

ってきても絶対に対応できないものである。いろいろと制度の違いがあるので日本での規制の仕

方については十分議論して進めていかないといけない。 

質問ですが、イギリスでは離乳についての規制があるが、デンマークやオランダ、ドイツとい

った他の EU の国ではどのような規制があるのか。どこかで 4週齢未満の離乳を行ってはいけない

ということを聞いたことがあるが、どこかの法律で決まっているのかどうか把握していれば教え

て欲しい。 

〔事務局〕 

離乳のことについて詳しくは分からないが、EU 加盟国では、あくまでも EU 委員会で決めた

低基準を基に 4 年以内に本国の法律等を変更することとあるので、ドイツなどでは 1 頭あたりの

飼養面積を EU 基準と若干変えているというようなものもある。 

〔木下座長〕 

各国の実態については、改めて、断尾や歯切りなどいろいろな項目があり、それぞれ定めてい

るところ定めていないところなどがあるので、この場では詳細をお答えするのは難しいと思う。 

〔北池室長〕 

もう少し背景も含めて諸外国の内容が分かるものを次回に向けて検討したいと思います。 
 
（３）飼養管理実態調査について 

事務局から、資料 8「飼養管理実態調査について」を基に目的、実施方法についての説明が行わ

れた。 

なお、実態調査は社団法人日本養豚協会に委託し、調査数をできるだけ多くするため、養豚基礎

調査の一部に実態調査を組み込むかたちで実施することとしたい。また、本来は本分科会で調査内

容を検討していただくところであるが、8 月 1 日付けで養豚基礎調査が実施されるため、事務局で

調査票の案を作成させていただき、回答率をあげるためにボリュームを多くせず、内容を簡素化し

ている旨の説明があった。 
 
〔木下座長〕 

説明があったように、8 月 1 日付けで行われる養豚基礎調査と一緒に行うということで日程的
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に厳しいものとなっていますが、ご意見、ご質問はございますか。 

〔竹延委員〕 

「Ⅴ．アニマルウェルフェア」となっていてⅠ～Ⅳまでの設問がどのようなものかは分からな

いが、日本特有のオガコ豚舎での肥育というものがこのアンケートの中に入っていない。全面ス

ノコの場合 1 頭あたりの飼養面積は 0.7 ㎡くらいだと思うが、オガコ豚舎の場合は 1 ㎡以上であ

る。 

また、日本の実態を調査する場合、経営規模というものが重要になると思うので、分析する際

に、規模別の区切りをきちんと行って欲しい。どのような形態で飼われていれば事故率が少ない

といったデータも実態として知れればよいのではないか。 

〔鈴木委員〕 

オガコ豚舎では 1 頭あたりの面積は 1.2 ㎡など 1 ㎡以上が普通になる。スノコの場合は 0.8 ㎡

程度なので、両者が混ざると変な数値になってしまう。 

〔北池室長〕 

この調査は、養豚基礎調査の一部として行い、この設問の前に経営形態はもちろん、飼養頭数

についても子取り用雌豚や育成豚など全て頭数ベースで聞き、出荷の形態等の詳しいことまで聞

くため、集計の際に区分することができる。 

また、飼養面積については、オガコ豚舎の場合とスノコの場合を分けて記入してもらうように

する。 

〔竹延委員〕 

スノコのスリット幅という設問もあるが、離乳舎（離乳から 30kg）では穴が開いているような

構造の床材があり、スリット幅ということでは答えにくいのではないか。 

〔事務局〕 

回答しやすいように設問の方法を考える。 

〔竹延委員〕 

豚舎の照明の所ですが、肉豚舎と妊娠豚舎などの豚舎によって照明時間を変えているが、どこ

の豚舎を答えることになるのか。 

アメリカのガイドラインには、推奨とあり、これはこのアメリカのガイドブック自体が AW に関

することだけでなく、生産者への飼養に関する指導書的な意味合いも含まれているため、ここは

豚舎を限定して聞くのが良いのではないか。 

〔北池室長〕 

アメリカでは各ステージで照明時間を分けているが、イギリスでは一つとばらばらである。 

ここについては、作業者の安全といった面もあり、ボリュームも増やせないことから、肥育豚

舎に限定して聞くこととする。 

〔竹延委員〕 

例年、アンケートの回収率はどのくらいになるのか。 

〔北池室長〕 

約 7割程度 5,000 件くらいである。 

〔木下委員〕 

取りまとめた結果について次回の委員会で報告することになっています。 

後に、次回以降の委員会の運営、飼養管理基準の設定に当たり、何かご意見はございますか。 

〔平野委員〕 

諸外国の規制と自らの現場とを比べた場合、特にストール飼いと去勢が問題になりそうだと感

じた。去勢は、外科的なものについては獣医が行うこととあったが、必ずしも獣医が良いわけで

はなく、熟練した人のほうが良い場合もあるのではないか。また、今回は、話題に上っていない

が、外科的な処置がダメなため、諸外国ではホルモン処理をしている国があると聞いたがその辺
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について何かご存知であればお聞きしたい。 

〔大井委員〕 

ホルモンではないがワクチンの一種で出荷前に 2 回接種することで睾丸が萎縮するというもの

で、肉質にも好影響という結果が出ているようだ。また、発育も去勢しないほうが良いという報

告もあり、近いうちに日本でも認可されるのではないかと思う。 

〔田中委員〕 

産業としてこれ以上負担を強いることは難しく、今ある産業をベースとした上で阻害を撤去し、

丁寧に精密に家畜を管理してあげれば家畜の能力も十分に発揮してくれ、経済的にも良い方向に

向くといったことを前提に行う必要がある。 

去勢についても、なぜいけないのかといえば、不必要な苦痛を与えないためということで、そ

れが本当に不必要なのかどうかということも含め検討し、産業として必要なものであれば、その

根拠をきちんと示し、この時期までの去勢は行っても良いとすれば問題ないのではないか。 

ストールにしても、決められたスペースになるため、ある行動が発現できないということにな

るかもしれないが、その環境に応じた行動をすることによってストレスにならずに快適に寝てい

るということが証明できればそれでも良いのではないか。 

〔竹延委員〕 

AW を考える際に、事故率というものが大切ではないか。例えば、どんなにゆったりとしたとこ

ろで飼育してもそこでたくさんの豚が死ぬのであれば、それは豚にとって快適ではないというこ

とになるのではないか。そういう観点から考えるときちんと病気をコントロールできるような飼

育形態が必要ではないか。生産者は、病気をできるだけコントロールし、新しい病気を持ち込ま

ないといった努力をし、地道な快適性の向上を図っているが、今の日本の現状では欧米諸国のよ

うに飼育形態やシステム等が成熟しておらず、生産者によって意識レベルや飼育形態がばらばら

の状態であるため、飼育の実態を把握した上で慎重に検討を行わざるを得ないのではないか。 

また、消費者の国産豚肉を食べたいというニーズを崩さない方向で進めていくことも大切では

ないのか。もちろん、できるだけ豚に苦痛を与えないということは生産者全員が思っていること

であり、風邪が吹きさらしの豚舎で豚が震えながら寝ているということなどはやってはいけない

と考えている。 

〔高田委員〕 

この問題は非常に難しい問題である。産業自体が成り立たないような話ではとんでもない話と

なるだろう。生産者にとって飼料高騰等の問題もあり産業としてかなりきつい時期でもある。今

後、慎重に議論を続けていくことが大切だと思っている。 

〔鈴木委員〕 

中国が大量に豚肉を輸入し始めており、今後、アメリカやカナダのロースなどの部分肉の輸入

量も増加していくだろうという話もある。そうなれば輸入品が入ってこなくなるということも考

えられる。こういう背景のなか、日本での豚肉の国内生産が半分以下という状況でどうやって国

内で豚を生産していくかということも重要になる。 

その中で AW では、単に 1頭あたりの施設を広くすれば良いというだけではなく、快適に育てる

とはどういうことか、快適な環境であればおいしい豚肉ができるのかといった方法も検討の対象

にするべきではないか。単純に何㎡あれば良いというのではなく、快適な環境をつくっていくこ

とが非常に重要なことになるので、そういった部分にも留意して検討して欲しい。 

〔鹿又委員〕 

豚にとっての AW と経済効率をどうやって折り合いをつけるのかが問題。また、世界の潮流とし

て AW があり、それに対応していくことを考えると、わが国だけ気候風土や条件が違うから特別だ

というのではやっていけないのではないか。 

そして、指針を出していく際に、AW を行うことで被る経済的なデメリットをどう補うかといっ
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た代替法についても必要な技術を一緒に提供する必要があると思っている。 

〔大井委員〕 

事故率だけが快適性に関係するという意見について少し異論がある。例えば、オガコ豚舎など

では、きれいに丁寧に飼育していても、事故率が高いところもあるので、一概に事故率が高いと

ころに問題があるということではないのではないか。 

また、ある生協と家畜の飼養管理指針を作っているが、動愛法の中に「人への危害を及ぼさな

い」ということがある。鶏の場合だとインフルエンザと平飼いをどう両立させるのかといったこ

とや、豚の場合でもインフルエンザが話題になり開放型で飼育しているから、人への影響はない

のかといったことが聞かれる。疾病による危害もあるが、これにより経済的な影響もあり、食生

活等にも影響が及ぶことになる。そういう意味で経済性を抜きにして家畜の AW の理論が先行する

と人の食生活や健康性にまで被害を及ぼすことも考えられるのではないか。 

〔家入委員〕 

九州ではオガコ豚舎が使われているが、高齢者の方で豚が好きなので飼育しているという人が

多くいる。そのような人もきちんと守っていけるような基準を作って欲しい。 

〔吉村専門官〕 

先ほどからの議論を聞いていて感じたことは、豚の分科会ということで仕方のないこととは思

うが、生産者の立場に立つ発言が多かった。この指針を作成していく上で、消費者や動物愛護の

立場に立った人との懇談の場やそういう人達への質問や疑問に答える意見交換会などの機会が必

要ではないかと感じた。 

例えば、作成して指針ができた時に、それが動愛法の理念にそぐわない、または、近づいてい

ないといったものである場合は、国として産業動物の飼養に関する基準を改めて、かなり強制力

のあるものにしなければならないのではないかと感じている。そのようなことになっても困るし、

そうなることがないようにするためにも、分科会か本委員会で消費者や動物愛護の立場に立った

人との意見交換の場が必要であると考える。 

〔竹延委員〕 

生産者であるが同意見である。 

〔木下座長〕 

その件については、本委員会である推進委員会の委員に消費者の方、そして動物愛護団体の方

が入っておられるので連携をとって進めて行きたいと思う。 

決してコンサバティブなものを創るというものではなく、いろいろな快適性に配慮した基準を

作りたいと思っているので、ご指摘の点については十分考慮したいと考えています。 

後に、事務局から今後のスケジュールについて説明をお願いします。 

〔事務局〕 

第 2 回目の本分科会は、アンケートによる実態調査終了後、取りまとめを行い、その後開催す

る予定のため、年明けの予定になる。 

また、第 1 回推進委員会が昨日（7/26）開催され、採卵鶏分科会が 8/9、科学的知見分析グル

ープが 8/31 に開催される予定である。 

〔木下座長〕 

アンケートの結果、諸外国の状況等を踏まえ、資料を提出していただき、次回の委員会の開催

となります。 

本日は、第 1 回目ということで積極的なご発言をいただきありがとうございました。より良い

飼養管理基準の策定に向けて今後も引き続きお願いいたします。 
 
６ 閉 会（12：35） 
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