
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 2 回豚分科会 

 

平成 20 年 1 月 30 日（水）鉄二健保会館 

 

１ 開 会（14：00） 
 
２ 挨 拶 

・開会の挨拶〔山下会長〕 

第 1回目を 7月 27 日に開催させていただき、今回は第 2回目ということでございます。 

本日は議事次第にありますようにいろいろなことをご審議いただくわけですが、養豚の実態調査

については、本来ですとその中身をきちっとご紹介をするという手はずになっておりましたが、全

国調査ということで、調査自体は終わっているのですが、取りまとめの方が最終的にまだ十分まと

まってないというような状況で、現在鋭意進めているところでございますので、それらにつきまし

ては、現在の状況をご報告申し上げることにさせていただきたいと思います。 

また、（4）にある指針に盛り込むべき事項について、構成案をお示ししておりますので、それを

中心にご審議をいただきたいと考えておりますので、よろしくお願いを申し上げます。 

・来賓の挨拶〔北池室長〕 

今日は 2回目の会議ということで、先ほど山下会長からお話がございましたように、飼養管理指

針にどういうことを盛り込んでいくか、ある意味で項目整理でございますが、諸外国で今どういう

ことがされているかということもご説明させていただきますので、十分なご審議をお願いしたいと

思います。 

計画の中で豚につきましては約 2年をかけてつくっていくことを考えているところでございます

ので、十分なご議論をしていただいて、よりよいものをつくっていただくことをお願いいたしまし

て、簡単ではございますが挨拶にさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

 

３ 出席者紹介、配付資料の確認〔事務局〕 

本日の委員の出席状況でございますが、委員の先生方が全員おそろいということで本当にありが

とうございます。 

また、本日オブザーバーということで、先ほどご挨拶いただきました生産局畜産振興課の北池室

長初め、農林水産省は生産局畜産振興課の皆様方、環境省からもご出席いただいております。 

今回、特に飼養実態調査を昨年の秋以来ずっとご協力いただいております社団法人日本養豚協会

から小磯部長さんにご出席いただいておりますので、ご出席いただいておりますのでご紹介いたし

ます。あと私ども事務局でございます。 

出席者紹介の後、配付資料一覧をもとに資料の不足、落丁等の確認を行った。 

 

４ 議 事 

〔木下座長〕 

今回、前回の 7月 27 日に続きまして 2回目ということでございます。議事録・資料につきまし

ては、前回同様、畜産技術協会ホームページで公表することになっておりますので、ご了承いた

だきたいと思います。 



本日は、資料 1の議事次第のとおり、「諸外国の規則等について」、「科学的知見の収集状況

について」、「豚飼養実態調査の中間取りまとめについて」、それから今回の中心議題でござい

ます「飼養管理指針に盛り込むべき事項について」、あと意見交換ということでございます。 

5 時まで予定されております。皆様方大変お忙しい方ばかりでございますので円滑な議事進行

に努めてまいりたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

 

（１）諸外国の規則等について 

事務局から、資料 4「諸外国の規程等について」を基に諸外国（ＥＵ、米国、豪州、カナダ、英

国）の規則等の作成機関や構成、章立てについての説明が行われた。 

また、規則等の基準（数値等）の概要は第 1回分科会の資料として配布しているものを参照して

いただきたい旨の説明があった。 

 

〔木下座長〕 

ただいまの各国の項目は、後で議論になる資料 7の「飼養管理指針に盛り込むべき事項」の議

論と非常に関連がございます。 

今の説明について、ご質問等あればお出しいただければと思います。後でも十分議論する所が

ありますが、断尾や去勢のところについては、イギリスは管理のところに具体的に文言が書き込

まれていますが、ＥＵ、アメリカなど、他の国も項目の中には入っております。先ほどの説明の

とおり、中に書き込まれているということです。どなたかご質問ありますでしょうか。 

〔家入委員〕 

世界における飼養とか子飼いシステムとか、そういう言葉の意味は、いわゆる放牧養豚のこと

と考えてよろしいですか。 

〔事務局〕 

放牧養豚のことです。 

〔木下座長〕 

他に何かございますか。では、先に進めさせていただきます。 

 

（２）科学的知見の収集状況について 

事務局から、資料 5「科学的知見の収集状況について」を基に科学的知見分析グループの専門部

会の開催状況、情報収集項目、収集の進捗状況等についての説明が行われた。 

 

〔木下座長〕 

最初の挨拶等にもあったとおり、まだ知見収集のところは途中ということで、項目とスケジュ

ールを今ご説明いただきました。これについてご質問はございますか。 

〔竹延委員〕 

1 頭当たりの給餌スペースという項目があるのですが、これは離乳舎の例ですが、餌の形態、

加工状況によって結果が変わってくるものではないかと思います。というのは、ペレットなんか

の場合、食べる速度が速いので 1頭当たりの給餌面積は少なくて済むとか、要は豚の科学的なと

いうことであれば、食べる速度とかそういうことによって、ペレット飼料とマッシュの飼料では

必要面積というのは全く変わってきます。ですからどこまでそういうことについて考えられるか

ということも。例えば給餌スペースの面積というのは餌箱をたくさんつければ本当に成績が上が
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るのかとか、そういう見地でずっと我々は農場の仕事をやっているので、教科書に書いているこ

とと全然違うような結果が出ることはいっぱいあります。 

私のところが自分で持っている成績で、成績が変わらないのに例えばこういう指針がこれだけ

の餌箱を設置しないといけないなった場合、例えばマッシュとペレットだったら、ペレットは簡

単に食べられるので、餌を食べる時間や餌箱に向う時間が 3倍とかそれぐらい違う場合がありま

す。我々も生産者としていろいろなことを飼っている中で行っているので、こういう項目を選ば

れるときのきちっとした、生産者の声というのか、そのあたりも考えていただければありがたい

と思っております。 

〔北池室長〕 

今回科学的知見ということでいろいろ調査していただいているのは、国よっては、給餌スペー

スを定めている国もあるので、その定めている根拠、なぜＥＵとかがこれぐらいの面積にしよう

としたとか、どういうものが根拠になっているかということを中心に調べてもらっております。 

ですから、今おっしゃられた餌の形状とか、あるいはやり方によって当然異なるというところ

も含めて、なぜこういうふうな数字をつくったのか、また、考えているのかというところをでき

る限りの範囲で調べてもらっているので、そういう結果も含めてご紹介させていただいています。 

〔竹延委員〕 

わかりました。 

〔岡崎委員〕 

竹延委員からの質問は、餌の形態による条件の違い。その条件の違いによって、ヨーロッパな

りアメリカの今ある根拠に対してその根拠をひもといていく、つまり条件別にひもといていく、

こういうことになろうかと思いますが、その関連で言いますと、給水においてもリキッド給与な

りウエット給与、ドライ給与、それぞれ条件がありますので、その条件をしっかりとつかんでい

って、その根拠を見出していただきたいと思いました。 

それと、あと私の方から聞きたかったのは、飼育環境関係のⅤ番とⅥ番の照明、騒音の部分で

す。ここについては、今マニュアル等でも豚を飼う上でも意見の分かれるところです。つまり科

学的根拠を示すのがなかなか難しいのではないかと私自身は思っているのですが、このあたりで

何か進捗的なものがあるようであればご報告いただければと思います。 

〔佐藤委員〕 

科学的知見の委員会でやっているのは、研究データを集めているというところです。 

ですから、どういう条件でどういう結果だったのかという紹介だけですので、だからどうだと

いう話をやっているわけではありません。先ほどの餌の形状でどういう結果が出たのかというも

のを紹介するということです。 

同じように照明、騒音についても、こういう状況で行動がこうなりましたとか、この 5つの自

由の観点で結果が出ているものについて代表的なものをピックアップしているということです。 

〔木下座長〕 

科学的知見のところは、先ほど北池室長からもありましたとおり、諸外国はいろいろ基準を定

めているので、例えば面積だとかがどういうバックボーンで定められたかというのを調べていた

だいております。なかなかこれも難しいことで調べれば調べるほど難しい面もあるのですが、そ

の数字が各国でできた根拠について知見グループで今調べていただいております。これにつきま

しては、2月下旬に取りまとめて、次にお出しする予定ということでございます。 
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（３）豚飼養実態調査の中間取りまとめについて 

事務局から、資料 6「豚飼養実態の調査事項等」を基にアンケート調査の概要や調査内容、有効

回答者の経営概況等についての説明が行われた。 
 

〔木下座長〕 

現在集計中ということで、集計状況だけの報告です。7,500 件に送付して、4,357 件、58％の有

効回答ということです。 

この主な調査内容につきましては、説明のとおりです。飼養頭数の平均規模の最大値、最小値

のところで最小値が 1頭というものもあるので、これらについてどういうふうに集計をしていく

のか、また、平均値なりの幅や異常値などをどういうふうに見ていけばいいか、集計に当っての

留意事項みたいなところの意見があると思いますので、今後集計するに当たり、集計表や項目等

について、こういうことを注意して欲しいという点がありましたらご意見を出していただければ

と思います。 

〔竹延委員〕 

我々生産者として気にしているのは、やはり飼養面積とかそういうところがすごく関心の強い

ところです。例えば飼養面積と事故率の相関関係、例えば飼養面積が 0.6 ㎡、0.7 ㎡、0.8 ㎡とあ

れば、出荷日齢がどう違ってくるのかとか、あとは事故率がどう違うのか。例えば過密に飼って

いると事故率が高くて、ゆったり飼っていると事故率が少ないとか、そういう切り口の集計があ

れば、面積とのかかわりというのが明らかになるので、可能であれば、今後日本の養豚にとって

も、このアニマルウェルフェアの問題だけではなくて他のことにも活かしていけるのではないか

と思いますので、そういう集計をしていただきたいと思います。 

また、個人的には、例えば 4番の「あなたの経営はどのような生産様式ですか」というところ

で、生産様式と事故率の関係、この統計というのはアニマルウェルフェアのためだけにやってい

るわけではないと思いますので、今後の生産を見据えるような形で集計をお願いします。 

アニマルウェルフェアというのは、事故率が少ないとか、たくさん大きくなるとか、そういう

こととがかかわっていると思うので、どちらかというと情緒的ではなくて、科学的な部分を、こ

ういうアンケートに頼るというのが必ずしも全てじゃないと思うのですが、お願いできればあり

がたいです。 

〔小磯部長〕 

竹延委員からのご質問ですが、養豚基礎調査票、今日皆さんにはお配りしていないのですが、

前回の 1回目で決めていただいた内容のもので調査しておりますので、項目同士の集計というの

は可能です。今日数字をお示ししていないのは、集計が遅れているということもあるのですが、

経年的に何年もやっている他の項目では明らかにこの項目でこの数字はないだろうという異常値

の設定というのを行っています。アニマルウェルフェアで今回新たに加わった部分でも、数字的

なものを聞いている項目については、その異常値、少なくともこの項目にこの数字はないだろう

という異常値を設定していただかないと、精度の高い答えが出せないのではないかなと思います。 

また、集計の状況として 4,300 件ほど出ていますが、無効の回答のほとんどが廃業という報告

があったということだけつけ加えさせていただきます。 

〔木下座長〕 
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その他、何かあれば。大井委員、お願いします。 

〔大井委員〕 

私は養豚の管理獣医師をやっていますが、獣医という立場からこの調査項目の中に入れていた

だきたいのは、各養豚場で飼われている豚が、適切な獣医師による診療の機会を平等に与えられ

ているかどうかということです。予防や迅速な診断・治療による痛み、傷害、病気からの自由を

考慮した時、管理獣医者の定期的な訪問を受けているとか、そうじゃないとか、こういうことも

適切な獣医療が農場の中できちんと行われているかどうかということもとても重要じゃないかな

と思うので、できればここら辺を入れていただければと思います。 

〔小磯部長〕 

次年度以降でそういうものが可能かどうかは、またご相談させていただきます。 

〔竹延委員〕 

生産者としては薬というのは獣医の処方がなかったら購入できないので、それを訪問なしに処

方されているということであれば、獣医師法違反とかそういうことになります。当然、法令順守

していて、獣医が農場を訪問して処方があって、はじめて注射とかそういうものをしているので、

そういう質問というのはいかがなものかと思います。 

〔大井委員〕 

定期的な訪問診療というのと、スポットで診療に行くのとはちょっと違うと考えています。定

期的な診療という中には、アニマルウェルフェアの中の例えば今回も入っている安楽死の部分と

いった部分もあり、当然定期的な訪問診療の中でその農場の生産状況を見ながら適切に行う必要

があると考えているのです。それが、例えば 1 頭のために始めて訪問した獣医師がそれを判断す

るというのは、なかなか難しいのではないかと思います。薬は獣医の診療のもとに指示書で流通

するというのは当たり前の事なのですが、なかなか適切に行われていないということがあるので、

この間も農水から獣医師会宛に文書をいただき、再度獣医法の 18 条をきちんと守るようにという

ようなことが何回も何回も言われてきているのですが、そう云う問題ではなくて、せっかくアニ

マルウェルフェアを考えようという機会なので、できれば定期的な獣医師の農場訪問できちんと

農場での状況を把握できるような形で、農場の方と一緒にこの問題を推進していければなという

ことで、ご理解いただきたいと思います。 

〔竹延委員〕 

わかりました。 

〔木下座長〕 

このアンケートにつきましては 8月までに発送しており、大井委員からあった件については、

今後のアンケート調査のときにどういうふうにするのかということにさせていただければと思い

ます。 その他、何かありますでしょうか。 

〔佐藤委員〕 

今後、もし調査をするということでしたら、妊娠豚のストールサイズ、これも 1 つ調べてみた

らいいのではないかと思います。竹延委員が言ったように、面積の話とストールサイズというの

は今度つくるガイドラインの中に出てくる項目と思うのですが、疾病率とか淘汰率とか、繁殖豚

ですと多分淘汰ですか、そういうものと関係するのかどうか、この調査を、もし来年もやるので

したらそんなものも加えていただければと思います。 

〔小磯部長〕 
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幅と奥行きを聞いておりますので、データによってそういう集計をしたいと思います。 

〔岡崎委員〕 

他の委員のご意見は全て事故率が生産現場におけるアニマルウェルフェアを打開する我が国の

最大のキーワードであるというのが根底にあるのかと思います。私も生産者団体の一員として、

それこそが一番重要なキーワードだろうと考えています。クロスさせてデータを見るという視点

は、当然異常値をはじかないといけないのですが、事故率というキーワードと今回の項目をクロ

スさせるような形のところにスポットを当てた形の集計をしていただければ、全てのものをクロ

スさせていくと非常に焦点がぼやけると思いますので、そういった形での取りまとめをしていた

だければと思います。それが生産現場でも一番いいデータとして使えると思いますし、ひいては

消費者の皆様方にもその実態を見ていただきながら、一番いいパターンを見られる畜産に近づけ

ると思ったので補足させていただきました。 

〔家入委員〕 

先ほど小磯部長がおっしゃったように、異常値というのは取り除かなければいけないと思うの

ですが、もう 1つ、日本全体の飼養の実態というかそういったものを調べるわけなので、対象と

なる農家として子取り用雌豚が 1頭で雄豚が 1頭みたいなデータが入ってきてしまっては、きち

っと全体のことを見ることができなくなるのではないかと思います。対象もある程度、さっきの

異常値と同じように、日本の平均的なものを代表するような範囲に収めるようにした方がいいの

ではないかと思います。 

〔小磯部長〕 

はじくことは当然できます。一応悉皆調査という前提で 7,500 件に出して 6割の回答というこ

とで、全国を網羅した回答を一応得たという状態だというふうにご理解いただいて、数字的なと

ころの精度の問題になれば、当然有効回答数を含めて異常値をカットすると、件数は減るが出て

きた数字はある程度現場に即した数字に近くなるとは思います。 

〔田中委員〕 

1 点確認なのですが、今の最後の表の飼養頭数のところで、最大値の一番下の数値 72 万頭とい

うのは、子取り用雌豚の最大は 9,000 頭でその後の子豚が 6万 3,000 頭と 5万 1,000 頭、ここら

辺は大体 9,000 頭に対しての理解できるのですが 72 万頭というのは、1 万頭の雌で 72 万頭とい

うのはちょっと、22 万ぐらいならわかりやすいのですが、どういうことになるのでしょうか。 

〔小磯部長〕 

申し上げたとおり、今は来たデータを全部突っ込んでいるだけです。事務局に一度確認をして

いる部分もありますが、わからないものもある。来た数字はわからないものも含めて、とりあえ

ずは入れてあります。カットはあとでできますので、入っていないと作業ができないということ

で入れてあります。 

〔木下座長〕 

委員の皆様から出された感じだと、主な調査項目の（5）ですか、その他のところの繁殖成績な

り出荷成績、それから事故率、こういうものと、この調査をできるだけクロス分析をしてほしい

というご意見だったと思います。大変かと思いますがよろしくお願いします。 

〔小磯部長〕 

持ち帰って担当と相談をして、後でご相談をさせていただきたいと思います。 

〔木下座長〕 
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アニマルウェルフェアだけというよりは、もともといろんな分析をするための調査の一環でご

ざいますので、それぞれの委員から出された指摘は非常に貴重な意見だというふうに思っており

ます。 

それでは、次に「飼養管理指針に盛り込むべき事項について」の議論を行いたいと思いますが、

ここで 10 分ほど休憩をさせていただきたいと思います。再開は 3時からとさせていただきます。 

 
 
＜ 休 憩（14：50～15：00）＞ 
 
 
〔木下座長〕 

それでは再開したいと思います。 

 

（４）飼養管理指針に盛り込むべき事項について 

事務局から、資料 7「豚飼養管理指針に盛り込む事項（案）」を基に以下の説明が行われた。 

 

先ほどの資料 4で、ＥＵ、アメリカ、カナダ、豪州、それぞれの項目の立て方、順番などご紹介

させていただきました。それぞれの整理の仕方などについていろいろ議論もあるかと思いますが、

それは 1つの参考として見ていただければと思います。 

この事項案では、大きく第 1、第 2としかなっていませんが、1が一般原則で 2が豚の飼養管理。

その中に、項目として豚舎、豚舎の環境、栄養、そして管理方法としております。この管理方法の

中にかなりいろいろなものが混ざっており、豚舎、豚舎の環境、栄養以外のものを入れる。その他

として、設備、緊急時のことということで柱立てをしてあります。子豚、母豚と分ける整理の仕方

にはしておりません。 

第 1の一般原則というのは、各国のアニマルウェルフェアの指針の状況を見ても、いろいろな書

き方ではありますが、緒言とか序文、あるいは前文といった感じで、この指針の性格づけ、例えば

豚の管理者あるいは飼養者の方の管理の指針であるとか、管理者の心構え、まｔ、作成するに当た

り、私ども畜産技術協会が事務局となっておりますが、国や県、研究機関、団体など関係各位の協

力のもとでつくるものであるとか、あるいはそれ以外のストール飼いについてなどがいろいろ盛り

込まれるのではないかと思います。 

次に個別具体的なことという意味で、第 2の豚の飼養管理があるかと思います。豚舎についは、

事故との関係ということだけではなく、構造としての豚舎の面積あるいは飼養スペースということ

や豚舎そのものの構造になると思います。 

2 つ目の環境に絡むものとして、熱の環境、温度、湿度、あるいは換気、照度、騒音。これは個

別に立てるというよりも、こうした内容であるということで見ていただければと思います。 

3 つ目は栄養で、これは必要栄養量、飼料、水の給与、給餌方法等を含めまして、そうした給餌・

給水の関係のことを 1つのくくりとする。 

4 つ目の管理は、施設、栄養と来ましたので、ここではターゲットを豚そのものの観察記録とい

うものにして、飼養者、管理者に言及する話、あるいは清掃、消毒、あるいは豚の取り扱いになる

と思います。あとは前回お話がありましたように、歯切り、断尾、去勢、あるいは個体識別という

ようなこと。また、ここで飼養者、管理者あるいは先ほどの話の獣医師とのかかわりみたいなこと

 6



についても、ここで出てくるのではないかと思います。次の交配、離乳、また飼養事項に関する殺

処分、これは安楽死その他との絡みもあるかと思います。また衛生関係については、害虫等の駆除

等という 1つの項目として立てておりますが、衛生管理者のこと。次に管理者としてのトレーニン

グについて。こうしたものを柱としております。 

その他については、ご覧のとおりです。 

以上のように、豚の飼養者、管理者アニマルウェルフェア、結果的に言えばそれを飼う管理者、

飼養者の適切な飼養管理をするというところですが、管理者、飼養者の皆さんにとっても、逆に言

えばこれをやることで生産性なりあるいは事故などが減るということがあるかと思いますが、いず

れにしましても項目の立て方、1 つの参考例でございます。各国によっても、項目の立て方、ある

いはその順番がいろいろありますので、これを 1つのベースとして見ていただければと思います。 

 

〔木下座長〕 

資料 7の議論に当たりましては、先ほどの資料 4の各国の項目を横に置いてご覧になりながら

議論を進めていただきたいと思っております。今回の飼養管理指針のところは、どういう項目を

盛り込んだらいいのか、あるいはこれは要らないのではないか、また、これが足りないのではな

いかということをご議論いただければと思っております。 

中身についてどう書くのかというのは、今日の段階では、後でこういうのを盛り込んだらどう

かというご意見を賜りたいと思っていますが、まずは項目立てについてご意見をいただければと

思います。 

日本以外の国では、何らかの形で、自主的ガイドラインなり法的なものとして、それぞれの国

で既にこういうものができ上がっているというのは事実です。そういうことを踏まえながらどう

いう項目を盛り込んでいけばいいか。我が国の養豚農家の皆様方はもともと豚を丁寧に扱って生

産性が最も出るような環境で飼育されていると思いますし、アメリカなどでつくられているのも

豚を飼育するときに当たり前のことをかなり書き込んでいるところが多いと感じておりますので、

そういう点でも、この項目について委員の皆様方からご意見を賜りたいと思っております。 

〔竹延委員〕 

これは一番根本的なところですが、この飼養管理指針というのは一体どういうものなのかとい

うことを改めてお聞かせいただきたいと思います。というのも、環境省で平成 14 年 5 月 28 日に

家庭動物の飼養及び保管に関する基準、平成 16 年 4 月 30 日展示動物の飼養及び保管に関する基

準、その次に平成 18 年 4月 28 日に実験動物の飼養及び保管並びに苦境の軽減に関する基準とい

うのができているのですが、指針というのはこれに対応するものなのか、全く別のものを想定さ

れているのかということをお聞きしたいです。今申し上げたこの 3つの基準には、飼養面積とか

栄養とかが一切書かれていません。もともと優先順位の高いものにそういう数値が書き込まれて

ないのに、最後に設けられるようなものに、なぜ飼養面積とかそういうことを入れるのか、です

からそのあたりのことをまずお聞かせいただければありがたいと思います。 

〔北池室長〕 

環境省がつくられている指針とは、別物です。今回飼養管理指針をどういう位置付けにするか

は、逆に委員の先生方のご議論をいただくところがあると思っています。飼養管理指針というの

を当初つくるときにもご説明をさせていただいたと思うのですが、我が国の養豚農家の方に基本

的にこの指針を守っていただく、この指針に沿った形で飼養管理を進めていただくというような、
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ある意味で最低限これぐらいは守っていただきたいというような意味での指針を考えております。 

また、この指針をどういうふうに活用するかについてもご議論のあるところだと思いますが、

できましたら今回も実態調査にご協力いただいている日本養豚協会や、生産者関係のいろいろな

関係団体の方にも、取り扱っていただければと思っています。ですから、繰り返しますが、これ

は動物愛護法と直接の関係があるものではありません。ただ、今日も環境省からご出席いただい

ておりますが、環境省でも、今後、動物愛護法の見直しということも検討されているということ

を聞いておりますので、直接的には関係ございませんが、今後の議論の展開で、今回の飼養管理

指針がベースになっていくことも考えられると思っております。 

〔松岡室長補佐〕 

動物愛護法の中では 7条の飼養者の保管基準ということで、よるべき基準という表現で、余り

強制するようなものではなく、飼養者の努力目標というふうな条文になっています。その中で人

間と密接な動物ということで 4種類あって、家庭動物は、この前も動物愛護部会を開催して若干

改正をしているところです。産業動物は、初めの全体会議でもご説明したのですが、昭和 61 年に

つくって以来触っていません。当時のまだ環境省になる前の総理府時代の古い議事録などを見て

いると、当然将来時代が来れば変えるべきだということを当時の審議した人たちも言っているの

で、環境省がつくった基準類の中では一番古いというのは十分認識をしていて、そういう中で、

OIE とかのいろんな動きがあって、農水省が業界と一緒につくっている動きもあるので、今その

状況を見ているところですが、いろんな動物ごとにつくられる最後まで待つのかどうかというの

も、今後農水省といろいろ話もしながら進めていくのですが、今の産業動物の進展は個別のこと

が書いてなく、単純に産業動物全体の大ざっぱなことしか書いていないので、それを今後こちら

で業界独自の自主的なものでいろんな動物でつくっていくものとどう結びついていくのかという

のは、動物愛護の部会なりでも検討することはあるし、こういうものを今検討されていますこと

を、いずれ動物愛護部会でも報告なりはしないといけないなとは、私はその動物愛護の部会の担

当もしていますので、考えているところであります。 

今回一般原則というのがあったので、農水省の法律体系を余り詳しくはわかっていないのです

が、動愛法というのはアニマルウェルフェアすべてではないのですが、動物の飼養管理というこ

とで一応うたっていますので、せめて一般原則の中で動愛法の趣旨に順守するとか、そういう表

現が少しでも入っていただいていれば、動愛法の方でもよるべき基準ということを言っているわ

けなので、そこでリンクが生きてくるのかなということを担当としては考えているところです。

それは、今後この次の段階でどういうことが文言になるとかというときに、いろいろ議論されて

いくのだと認識しております。 

〔竹延委員〕 

一昨年できたＪＰＰＡ、日本養豚生産者協議会という、自分たちで会費を募ってやっている大

体全母豚数の 4割ぐらいの参加の会があり、その中でもアニマルウェルフェアを勉強していこう

ということで、8 人ないし 9 人ぐらいのメンバーで検討しているのですが、諸外国の規制等とい

うところに、ＥＵはＥＵ指令、アメリカの場合でしたら養豚生産者の団体が自主的につくってい

るとか、法的なものから自主的なものまでいろいろあったのですが、生産者からみると、法的な

ものなのか、また、自分たちが日本の皆さんに豚を食べていただくときにこれを守ったらいいな、

こういうようなことでやってみたいなというものでは、大きく違うことですし、日本の場合には

アニマルウェルフェアというのは何だったか、一体何だというような生産者の方が多い中で、突
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然この面積で飼いなさいというようなことをいわれても大変なので、位置付けというのをきちん

としておかないと、これも何回も毎回お話ししていることで恐縮なのですが、実験動物とか家庭

動物などの基準を見ると、だれもが反対しない、余り反対しないようなことで、実験動物ならモ

ルモットはどういう環境で飼うとか、あといろんな実験動物どうなのかといったら、それ 1 つご

とに、モルモットは 0.003 ㎡以上で飼いなさいとか、そういうものが本当に実験動物業界で行わ

れていてとか、そういうことのバランスというか、文化の違いとかいろんなことがある中で、産

業動物だけいきなり大変なことになると、我々が自分たちでもアニマルウェルフェアのことを考

えないといけないという中で、どう豚を飼えばいいかというのを考えるときに、今後非常に取り

組みにくいようなこともあると思っています。それだけ、ちょっと。勘違いしているところがあ

るでしょうか。 

〔松岡室長補佐〕 

今いわれたのは実験動物の軽減とかの基準だと思うのですが、その後に農水省でもそうなので

すが、文部科学省とか厚生労働省でも、もう少し詳細な基準をつくられて、その後日本学術会議

が統一ガイドラインをつくって、今各施設で自主的な基準をつり、自分で守りなさいという形に

なっています。だから日本のやり方としては、法律だと動物取扱業のように行政が中に入ってい

ろいろと直接指導するような形にはなってないのですが、自主的な取り組みを予測しているとい

うことで、第三者的な動きも少しは出ていますが、産業動物がどういう仕組みになるかはよくわ

かりませんが、実験動物についても自主的なそういう取り組みを促しているということではあり

ます。環境省は各省に対して普及啓発的な意味合いで、いろいろ基準をつくっていただいている

という形を、実験動物は平成 18 年 6 月 1日に同時にスタートしているというのが現状です。 

〔吉村専門員〕 

前回出席したときに、動物の愛護及び管理に関する法律の説明をさせていただきましたが、そ

のときにもお話ししたとおり、この法律は動物愛護という観点から言えば、憲法といいますか、

一番基本的なことを述べているだけですので、細かい具体的なことまでは書いてないのは当然な

わけです。実験動物についてもそれぞれが主体的に動物実験を進めている段階で自主的に基準を

つくられていますので、それを私どもは見守っている段階です。 

産業動物についても、このアニマルウェルフェアの検討会が始まったということから、私ども

はちょっと注目といいますか期待をして見守っている段階でして、この検討結果が動物愛護管理

法の趣旨に反するというか、あるいはその趣旨に沿っていないようなガイドラインができたとす

れば、今竹延委員が心配されているような法律あるいは基準というような形で強制力を持ったも

のにせざるを得ないかもしれませんが、そういうことにならないように私どもとしては期待をし

ているところでございます。ですから、この一般原則ですか、最初の第 1のところで、今ある法

律、食品の原料をつくられているわけですから、食品衛生法から豚舎の環境を守るための環境衛

生関係の法律から、それから動物の保護管理、こういった関係法律を順守するというコンプライ

アンスの建前を一般原則のところでまず述べていただければありがたいと思っています。 

〔木下座長〕 

そのほかの委員の皆様方、どうぞ。岡崎委員。 

〔岡崎委員〕 

私としては、アニマルウェルフェアと産業動物の養豚に関しては教育ができるものである、そ

ういう基本に立ってこの豚の飼養管理指針に盛り込む事項を検討していきたいと思っています。 
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項目の前に、項目の立て方について確認しておく必要があるかと思います。つまり考え方。豚

の飼養管理ということであれば、先ほどアンケートがありましたが、子取り用雌豚とか雄豚とか

いろいろありますが、それをまとめて繁殖豚と、それと子豚と肥育豚という 3つのステージに分

けて書く書き方と、飼養管理の項目から書く書き方などがあろうかと思います。 

ここに書いているような形で大きく項目をとらえた場合、例えば 3番の栄養だと、当然①の必

要栄養量は、繁殖豚はこうですが子豚はこうですという書き方になるかと思います。ここはこの

書き方でいいのではないかなと私は思っているのですが、そういう観点から見たときに、第 2の

豚の飼養管理のところに括弧書きで（離乳～成豚の基準を設定）という書き方をされている。そ

うなると、何かここを特筆しているような形で、やや矛盾を感じたので、項目の立て方はもう一

度みんなで確認した方がよろしいのではないかと思います。 

〔木下座長〕 

ここの括弧で入れた理由、趣旨というのは。 

〔原課長補佐〕 

基本的にすべてのステージを吟味していくということです。 

〔岡崎委員〕 

成豚は種豚という意味ですね。一部の人はもしかしたら肉豚で出荷する豚だというふうにとら

えるかもしれませんので。言葉の定義をはっきりしておいた方がいいと思います。先ほどのアン

ケート結果の項目とリンクさせるとか、言葉の定義を決めてからの方がよいのかと思います。 

〔木下座長〕 

基本的に、屠畜や輸送というのは含まないという意味でここに書いてあるのではないかと、も

っと雑駁な意味で、そういう意味では削除しても別に構わないのかもしれません。 

〔岡崎委員〕 

日本語の定義があいまいではないのかということで、だれが聞いても疑問のない書き方。私は

これを矛盾ととったので、私だけかもわかりませんが、確認したいと思ったのです。 

〔塩田事務局長〕 

ここの離乳、成豚という言葉があいまいということですが、一般的には新生児から始まって、

子豚から離乳あるいは育成、肥育、あるいは雌雄豚種付けとステージ分けする通常の言葉の整理

ではないかと思います。 

項目の立て方としては、それぞれの項目というのか、事項を立てて、その中で今言うステージ

ごとのものについて書き分けていく、あるいは同様であれば同様というような形で整理していく

といったイメージで考えています。 

また、特別なところ、パーツ的に個別に書かざるを得ないところ、そういうところがあれば特

筆するというような形で、こちらの方はステージごとの整理ではなくて項目的な整理で進めると

いうことで案を出させていただいたので、今言うどちらか決めというのもあるかと思います。 

〔木下座長〕 

海外の場合、例えば飼養スペースとか飼養、必要な栄養のところについては子豚のステージご

とにどうだとか繁殖豚はどうだとか書いてあることを、ここではそういう説明をしたいというこ

とで括弧書きしてある。だから、それぞれの項目に沿って各項目の中に書き込んでいくというイ

メージですね。 

〔岡崎委員〕 
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ということを確認できれば、私もそれに賛成です。 

〔佐藤委員〕 

1 つは確認ですが、この豚舎の構造の中には床構造や飼養スペース、ストールのサイズという

ものも含まれているのですね。 

もう一点は、最初の推進委員会で 5 フリーダムスというものから出発しましょうということを

確認したかと思うのですが、その中の正常行動の部分が、全くこの中には盛り込まれていません。

豚の場合だと、穴掘り行動、それと母豚の巣づくり行動というのはかなり行動欲求の強いものと

して認識されているのですが、そういうことで今のシステムの中にわらを入れるとか、そういう

のは非常に難しいとは思いますが、豚というのはそういう行動欲求を持っているということの紹

介は必要だろうと感じています。 

あともう一点は、社会行動もそうです。今のシステムではなかなか群飼いを採用することはで

きないし、ただ単に群飼いをしても喧嘩が多くなるだけで、かえってウェルフェアを阻害すると

いうこともありますので、群飼いするには極めて高度なテクニックが必要なわけですが、そうい

う群をつくりたがる性質も極めて強いというところ。そういう行動欲求の部分を少しは記述、そ

れを取り入れるかどうかは別にして、記述しておく必要があるのではないかと思います。 

〔山下会長〕 

この項目の中でそれというのを入れ込むというのは難しいかなと思いますが、一般原則みたい

なところへそういうものを入れるというのもあるかと思います。 

〔北池室長〕 

特にこの飼養管理の中に入れ込むのは少し難しい面もあるかと思いますが、どういう取り扱い

をするかについては検討をしていかなければいけないと思います。 

それから、5 フリーダムスの話につきましても、どう取り扱うかにつきましては今後検討する

べき課題と思っております。それは確実に入れ込むと決まったと私ども認識していませんが、例

えば一般原則の中でどういうふうな書き方をしていくかについては、委員の先生と十分ご議論さ

せていただきたいと思っています。 

〔鈴木委員〕 

施設をつくっているメーカーですが、どうしても豚舎という項目と、1 と 2 によって、今後の

施設の方向が決まっていくと思っています。 

1 番の豚舎の構造についてですが、最大の問題はスノコの面積がどれぐらいになるか。それか

ら実際にヨーロッパ、特にデンマーク、ドイツなどにはよく参りますが、そちらではスノコ部分

と土間で残しなさいという部分の定義。例えば完全にコンクリートの土間にしろとか、スノコで

もいいが開口率が 10％未満とか、規定のなかでそういったことを書いてある部分が、運用の仕方

や実際の内容についても年を追っていろいろ変わっていっている部分があるのではないかなと感

じています。今申し上げているのは、例えば離乳舎などで土間を残しなさいという話と、開口率

が 1割以下であれば、要するに尿が切れるとかそういう部分があれば、土間と認められるとか、

いろいろな解釈の仕方もあるようですので、できたら実際の規定の文言と運営のところがどうな

っているかを調べていただければ非常に助かると考えております。 

それから、飼養スペースの問題がいずれにしても施設の面から考えると最大の問題点かと思っ

ております。母豚の管理等は、ヨーロッパでは群飼いされております。それからストールで飼う

場合でも、後ろのスペースは 3ｍあけなさいとか、自由に出入りできるようにしなさいというよ
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うなことで、いろんな形態で群飼い、簡単に言うとストールでない場合ということですが、そう

いった実態の何平米ということだけでなくて、どういった形態で実施されているとか、そういっ

たことも調べていただければ参考になるかと考えております。 

それともう 1 つ、2 番の豚舎の環境につきまして、ちょっとすいません、勉強不足で、海外で

どのような文章になっているかちょっとわからないのですが、この湿度、温度、それから換気と

いう問題ですが、これをどのような数字にするかというのは、実際の農場では結構大変な話だと

思っています。特にヨーロッパの場合と日本の場合は環境が全く違いますので、実際換気の設備

をつける場合も同じような状況にはなりませんし、外の湿度、温度、同じ日本でも日本海側と表

日本では環境が違うわけですが、そういったあたりもどのような国でどんな実態になっているか

ということもご検討いただければと思っております。施設につきましては以上でございます。 

〔北池室長〕 

今おっしゃられた豚舎の構造あるいは豚舎の環境につきましても、どういう基準をつくるかに

つきましては十分ご議論いただきたいところと思っております。 

といいますのは、先ほどおっしゃられた数値的な基準を入れる場合、定性的な表現という場合、

指針の一般原則に位置付ける場合が考えられます。科学的知見的なもの、あるいは我が国の実態

等も含めて、指針そのものをどういう方向に持っていくかというところにつきましても、十分ご

議論いただく必要があると思っています。くどくなりますが、諸外国もいろんなパターンがあり、

必ずしもこういう基準と決まっているものでもないようですので、その辺はいろいろ検討あるい

はご議論をしていただきたいと思っているところでございます。 

〔木下座長〕 

それぞれ委員の方からご発言を、ぜひ何でも結構ですのでいただきたいと思いますが。家入委

員の方から。 

〔家入委員〕 

この指針に盛り込む事項としてこれ以外に何があるかとか、こういったことを言っておいた方

がいいかと、そういうことだろうと理解して、私が思ったことは、放牧の話は、この中でどう扱

ったらいいのかということが 1つ。別に 1つ設けるか何かして、放牧養豚でもただ糞尿処理を簡

単にするために放牧されているような事例もありますので、そういったことがないような、きれ

いな環境で放牧することも必要ではないかと思ったのと、栄養の方で最近エコフィードというの

がどんどん利用されてきておりますので、水の品質とか飼料の品質の中に入るかもしれませんが、

その辺の項目も必要ではないかと思います。金属の異物をきちっと取り除かなければいけないと

か、そういった当然のことなのですが、タンパク質の材料の問題とか、そういったこともやはり

必要になってくるのではないかなと思います。 

それから管理方法の中で思ったのが、「疾病、事故に伴う殺処分」というのが書いてあるのです

が、産まれた虚弱児、そういったものをどうするのかというような問題もあるのではないか。あ

るいは里子の問題とか。あとは、交配の中に入ってくると思うのですが、人工授精の精液をとる

雄豚の取り扱いというか、精液の取り方とか、そういったことも必要なのではないかと思いまし

た。 

〔大井委員〕 

質問ですが、飼養管理指針に盛り込む事項ということで、4 番目の管理方法の⑫管理者等のア

ニマルウェルフェアトレーニング、これは具体的にどんなトレーニングでしょうか。①から⑪ま
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でのことをトレーニングするということなのですか、それともそれ以外に何か。 

〔北池室長〕 

私どもが考えておりますアニマルウェルフェアについてのトレーニングというのは、例えば手

法についてトレーニングするという意味ではなくて、アニマルウェルフェアの考え方あるいはこ

ういう仕組みについてご理解を深めていただくというような意味でのトレーニングです。 

〔大井委員〕 

この考え方を普及しようと考えた時、管理者のトレーニングが一番重要なことではないかと考

えるのですね。そうすると、その他よりももっと前にこの考え方を普及するという意味では、ト

レーニングはもっと重要な位置になるのではないかなと思います。 

〔北池室長〕 

一般原則の中にそういう趣旨のことを入れた上で、実際の方は個別にこちらに書き込むという

ようなイメージを考えていたのですが、わかりました。 

〔大井委員〕 

先ほど佐藤先生の方からもあったのですが、この 5フリーダムスをどう扱うかが定かでないま

ま議論が進むというのはどうなのかなと思うのですが、もう少し根本的なところをきちんと詰め

ていかないと、この飼養管理指針というのはうまくいかないのではないかなという気もするので

すが、この辺はどうなのでしょうか。 

〔北池室長〕 

そこは、今項目を出させていただいておりますが、もう少し一般原則も含めてトータルとして

ご議論していただきたいと思っています。ただ、ここに書いております飼養管理項目というのは、

基本的に豚に関するすべての項目を入れておりますので、イメージとしてはこういうすべての項

目について、中身の定め方はいろいろご議論もありますが、定めていった方がいいのではないか

という意味でのご提示をさせていただいているという感じです。 

〔大井委員〕 

農水省から、何年か前に飼養管理基準というものが出ていますよね。 

〔北池室長〕 

衛生のものですね。 

〔大井委員〕 

衛生のものですね。あれは実は罰則もあるのですよね。 

〔北池室長〕 

あれは法律に基づく罰則です。 

〔大井委員〕 

法律に基づいた、たしか 30 万円以下の罰金で、そういう法律では飼養衛生管理基準があって、

ある意味ではダブる部分がありますが、その辺の扱いというのはどういうふうに考えられている

のでしょうか。これと衛生管理基準と。 

〔北池室長〕 

そこは難しいところだと思っております。当然網羅的に飼養管理を全て入れれば衛生の基準と

ダブるところがあります。ただ今回の整理としましては、衛生の基準とのダブりというのはそん

なに多くなく、取り扱いの基本的な考え方でダブるところは当然ありますが、完全に別のものを

つくるというイメージは考えられないかなと思います。ダブる部分はやはりあると思っておりま
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す。ただ、法律に基づくものでございますし、位置付けが違うということはあると思っています。 

〔岡崎委員〕 

この指針を検討する段階においては、当然その内容によっては現場で試行をするものが出てく

るのではないかと感じています。これについては科学的知見の報告を待ってからかなと思ってい

ましたが、例えば 2番の③と④あたりは、どういうベースで我が国に当てはめていくのかなとい

うふうに強く思うところがございまして、この試行の方法、現場での確認の方法、我が国の畜産

の平均的な合意はどういうふうに確認していけばよいかということを、今日の場では確認をしな

がら、この指針の事項をさらに煮詰めてまとめていけばという感想を持ちました。 

〔木下座長〕 

先ほど言われたのは、照度と……。 

〔岡崎委員〕 

私としては照度の考え方、その科学的知見というのがヨーロッパでもアメリカでもなかなか明

確になってないだろうと思いますし、騒音についてもＢＧＭを流しておった方がいいみたいな言

い方もありますし、静かなところとか、そういったことが根っこにあるので、まだ科学的根拠と

いうのが明確でないと思っています。それ以外は、条件によってはかなり明確になっているもの

がございますので、大きな問題としてとらまえてないのですが。指針をまとめていく段階におい

ては、生産現場でも確認をしていこう、班として確認をしていこうという考え方はお持ちである

のかということを確認したかったということです。 

〔北池室長〕 

これは 2 年計画でやるということになっておりまして、2 年目においては、逆に言うと今おっ

しゃられた試行試験的な、実際こういう指針を使ってやればどういう結果になるかということを

する。逆にもう 1つは、こういうものが守られているといいますか、あるいは、ある意味におい

てチェックするとかを含めて 2年目に作っております。全体作業がおくれぎみなものですから、

どれぐらいできるかについては、いろいろまた検討させていたただきたいと思っています。 

〔岡崎委員〕 

わかりました。 

〔鹿又委員〕 

指針をつくった後の推進の方策といいますか、普及推進の方策、実効性をどうやって担保して

いくかということも、各論の議論と並行して進めなくてはいけないのかなと思います。具体的な

水準、レベルを決めていくに当たって、やはり何かしら拘束力のようなものを仕組むのかどうか。

ペナルティというのは極論かもしれませんが、動機付けですね。いわゆるインセンティブという

ことで、指針を守ろうとする動機付けをどうやって仕組んでいくか。それによって各論にもいろ

いろ影響してくるのではないかと思うのです。諸外国のいろんな例でも構いませんので、どうい

った仕組みが組まれているのか、その辺を紹介いただくと、コンセンサスをつくる上でいいのか

なと思います。 

あと、指針については単なる努力目標で終わるものではないと思いますので、3年後、5年後、

どの程度普及させていくのか。そういったビジョンも、今お話があったように必要だと思います。

基本的には豚にとっての快適性というのを現状からどうやって底上げするかというのが、まず当

面の課題として大事ではないのかなというのを私は感じています。 

〔木下座長〕 
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項目立てについては、大体こんなものでいいのではないかということですか。 

〔鹿又委員〕 

はい。さらにということは今のところありません。 

〔木下座長〕 

わかりました。 

〔佐藤委員〕 

科学委員会では、こういう項目について 5フリーダムスと関係する実験結果を収集しています。

多分、岡崎委員のイメージは、生産性と騒音とか照度の関係だと思うのですが、その辺のデータ

は多分余りないと思いますが、休息行動がどうなったとか、そういうデータはありますので、そ

ういうものが出てくることになると思います。 

先ほども言ったように正常行動の部分が抑制されれば、それなりに畜産的に問題が起こってい

るわけです。豚の尾かじりとか、あるいは初妊豚の子豚のカニバリズムとか、ああいうのは巣づ

くりをさせるとかそういうことでかなり少なくなるといったようなデータがあります。あるいは

攻撃性なんかも、そういう遊ぶものを提示することによって攻撃性が落ちるとか、そんなことも

あるので、やはり少しは述べる必要があると思っております。 

〔鈴木委員〕 

先ほどもちょっと申し上げましたが、豚舎の構造について、どのようなことを主に検討するか。

当然先ほど申し上げたスノコの部分とか、そういうことが出てくるのだと思うのですが、もう少

しとこういったものを検討したいというのがあるとわかりやすいかなと思っています。 

例えば豚舎の構造で、温度の話と連動しますが、ある程度断熱のきいた素材を使えとか、そう

いうことが必要かどうかはわかりませんが、どういったことを構造と称するか、ご意見を皆さん

からお聞きしたいなと考えております。いずれにしましても、アニマルウェルフェアということ

で、豚が快適に当然育つということが大前提だと思いますので、そういった見地で施設のことも

ご検討いただければと思っております。 

〔高田委員〕 

この管理指針というのは、農家の方に基本的に守ってもらう内容、あるいは最低限ということ

で、何となく気になるのですが、ここの項目の中で今後出てくるであろう、飼養面積やストール

の大きさといった数字が出てくる部分は、最初のうちは多分どうってことはないのかもしれない

のですが、年数がたつとかなり大きな影響を及ぼすので、具体的な数値を決める際はかなり慎重

に決めた方がいいかと思います。 

アニマルウェルフェアというのを前提に考えたときに、例えば私の専門の栄養あるいは環境関

係を言いますと、栄養素要求量はステージごとに飼養標準できちっと出てしまっていますので、

それをしっかり守ってやりなさいというようにするしかないのかなという印象を持っています。

それと同じように、豚舎の環境でも、熱環境、換気、こういうところも快適な環境というのはほ

ぼわかっていますが、通常、春夏秋冬と飼育しているとそういう快適なところから外れるわけで

すが、ただ外れたときにできるだけよくした方がいいということなのか。つまりいろいろなとこ

ろで書いている飼い方みたいな、そういうことをこの辺は言うのかなという気がしていますが。

そういう飼い方についてであれば、さほど問題はないと思いますが、最初に戻りますが、数字が

出てくるところはかなり難しいというか、出さざるを得ないとは思いますが、かなり慎重に決め

ていった方がいいのかなという気がします。 
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〔竹延委員〕 

先ほど佐藤先生から巣づくり行動とかいろいろ話が出たのですが、分娩舎なんかで、全部コン

クリートのところにワラを敷いて豚を飼っているようなところというのは、10 年、15 年見たこと

はありません。というのは、そういう生産をすると、例えば母豚 1頭とか 3頭とかで飼っている

時代にはワラを敷いて丁寧にいつも掃除をやってあげる方がよかったのかもわからないですが、

今の我々の実養豚業の中で、何で皆さんそういうことをやらないかというと、そういうやり方で

あれば結果として下痢とか不衛生な状況が生まれて生産性が落ちます。 

効率的な養豚をやる中で、自動の除糞装置を使いスノコの上に豚を飼っていると、例えば子豚

が下痢をしてもそれが下に落ちて、むしろそちらの方がスノコの上に飼っていても自動除糞装置

でいつも床がきれいな状況で環境的にはいいようなこともある。 

例えば養豚の生産費などを見たときに、農水省がこの前出した統計では 1頭出荷するのに労働

時間が 3時間というのが日本の標準なのですが、実際に私どもが毎月何時間仕事をして何頭生産

しているかを見た場合、私どもの場合は 1.2 時間ぐらいで豚を飼っています。 

そういう中で飼養頭数が 3頭、5頭の時代と、1軒当たり平均 130 頭ぐらい母豚を飼っている今

の日本では、同じ動物を大事にするというときに、国際競争とかいろいろなことの中で、いろい

ろな条件が変わっている。だから、ワラを敷いてコンクリートの上で飼った方が、場合によった

ら成績が下がるということもいっぱいあるなと。 

先ほど鈴木委員からデンマークの話がありましたが、例えば今の時期でしたら、離乳舎だと 0.3

㎡ぐらいが一般的、例えば 0.25 ㎡ないし 0.3 ㎡でスノコの面積が 3分の 2で、3分の 1がコンク

リートの場合、11 月にデンマークへ行ってきたのですが、結構豚舎ではコンクリートのところを

どろどろに汚して豚が真っ黒になっているわけです。ただし、そういうことを日本でやったとき

に、コンクリートの上で糞がどろどろになっているというのはすごく悪臭を放つもとになるわけ

です。向こうの生産者というのは、そういうことを余り気にしないのですが、例えば日本だと養

豚場の近くに民家がある。国的にも日本は近くに民家なんかがあると悪臭問題というのはひょっ

としたらですが、豚のアニマルウェルフェアよりも地域の悪臭ということの方が皆さんすごく関

心が高い中で、例えば全面スノコの場合の方が臭いというのですか、すっきりとした地域環境に

対してはいいということもあるかもしれない。今、恐らく日本の標準的な面積は、肥育でしたら

0.8 ㎡。私もきのう豚舎へ入っていたのですが、0.8 ㎡、0.7 ㎡でしたら、全面スノコのところは

真っ白な豚で、豚舎の匂いというのはうんと少ないのですが、例えば 3分の 1がコンクリート床

の豚舎でしたら結構どろどろにして、寒い時期は、昼間は 12～13 度になって夜はマイナス 1度、

2 度になったときには、コンクリートのところを結構汚したりする豚舎も多い。ですから日本の

独自性というのは、前の委員会のときには、去年の報告書に、日本の独自性というところがある

のであれば、農場の環境というのですか、そういうことも何かあるような気がしました。 

あと、1 つ生産者が豚を飼うというときに、今大きなウエートを占め出しているのは、イギリ

スのところに載っていたのですが、バイオセキュリティということ、農場に病気を持ち込まない。 

例えば鳥インフルエンザが入ってくるとか、その中には、病原菌を中に持ち込まない。持ち込

む要因では、例えば豚を購入するときに一番持ってくるとか、屠場に車が持ってくるとか、そう

いう意味からしたら、動物のアニマルウェルフェアの中で、このバイオセキュリティ、どうやっ

て自分のところの農場の生物的というか、そういうものの安全保障というのが今の時代だと動物

のウェルフェアにとってはすごく大事なことなのかなと思います。型枠のことに関しては、あい
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まいには書かないと、温度差が一番、私どもでしたら毎回養場にはシャワーを浴びないと入れな

いとか、持ち込むものはすべてホルマリン燻浄しないと中に入れないとか、これは私どもの場合

なのですが、厳しいことではなくて、精神的には農場にはよそから豚に伝播するような病気を持

ち込まないようなことというのは、きちっと考えていかないといけないと思います。 

〔田中委員〕 

皆さんのご意見を聞いていますと、それぞれのお立場で少し違いますが、あくまでも産業動物

としての豚のウェルフェアをどう考えるかということは皆さん多分共通だと思うのですが、私は

今行動研究している者として、佐藤先生がおっしゃるように、豚がどういった行動欲求をもとも

と持っているのかということは、この中で書いておく必要があると思います。 

ただ、それが全部発揮できないとダメだと言ってしまうと全然話にならないので、そうではな

くて、当然彼らはそういう欲求を持っている中で、与えられた環境の中で、それをどう代償して

いるかということにもなると思うのです。 

だから、そういう欲求を持っている中で、産業生産として飼われているときに、ある行動を制

限されることで、いわゆる異常と言われるような行動が出てしまっているのであれば何らかの改

善が要ると思いますが、そういったところの行動とかをきちっと挙げておいて、そういうものを

見る目をトレーニングするようなことをこの中にも盛り込んでいただいて、それが出てなければ、

彼らは与えられた環境の中のどこかにその欲求を振り向けてちゃんと健康に正常にタンパクをつ

くっていっているのだと思いますので、そういう形であれば恐らく大きな問題はないのだろうと

思っています。そういう考え方をもとに、しかし本来そういう行動欲求を持っているのだから、

例えば繁殖豚でも群飼する、あるいは放牧するというやり方もありますよと。しかし、ただやる

だけだとかえって不衛生になるという大きな問題があるので、そこら辺のところは、放牧だとか

群飼のときのことについては別項なり何なりできちっと書いておくと、先ほどどなたかおっしゃ

っていましたが、ただ放牧することでウェルフェアとうたっているある農場で、ウェルフェアか

ら非常にほど遠い管理をされているところも中にはありますので、その辺、ただ自由にしていれ

ばいいよというのではなくて、今まで精密に飼うことを前提に改良されてきた動物、それをただ

野放しにしたらかえって迷惑だという話を含めた上で、ウェルフェアを考えていくべきであろう

と思います。 

〔平野委員〕 

先生が言われたように産業動物なので、特に養豚関係は今飼料の高騰とか、環境対策に関して

も非常にコストがかかっています。その上で動物愛護に関してはもちろん大賛成なのですが、そ

れが生産現場において確かにコンプライアンスやペナルティといった話もありましたが、コンプ

ライアンス不況と言われる業種もありますから、ただでさえ今きついのに、元気をなくすような

ものではなくて、動物愛護の考え方によって生産現場が元気になるようなものにしてほしいと思

います。そのためには、数字がひとり歩きすると非常に恐怖心を抱きますので、さっき他の先生

が言われたように非常にデリケートな部分は定性的にという話もありましたので、そういう形で

進めていき、生産現場に不安を与えるのではなくて元気を与えるようなものになるように会議の

方向を持っていってほしいと思います。 

〔木下座長〕 

ありがとうございました。今まで出されました意見について何かありますでしょうか。 

〔北池室長〕 
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非常にいろいろな難しい問題をはらんでおりますので、いろいろ検討させていただきたいと思

っています。 

〔吉村専門員〕 

余り発言してはいけないのかもしれませんが、先ほど来の話の中で、このでき上がった基準を

どう普及していくかということを考えなければいけないというお話がありました。それから、今

のご意見のように、アニマルウェルフェアが現場の生産者に元気を与えるものにしてほしいとい

う、それも私は大賛成で、この基準、ガイドラインができてもそれが絵にかいたもちにならない

ように、やはり普及していくということが大事だと思うのですが、実際できたガイドラインをそ

のまま忠実に実施すると、かなり生産性が低下する、あるいはコストがかかるということも危惧

されるわけなのですが、そうした中で普及していくには、このアニマルウェルフェアというもの

はどういうものであって、どういう飼い方をした食品であるかということを消費者の方にも理解

してもらって、場合によってはニマルウェルフェアマークみたいなものをつけた肉で、少し高く

なるかもしれませんが、有機野菜のように農産物でもやっていますが、農薬とか抗生物質を一切

使わないものは、やはりコストが高くなるし、それなりのメリット、デメリットはあるのですが、

消費者の方にも喜んで買ってもらえる、そういうものだったらちょっと高いが買ってみようかと

いうようなことが生産者にとってもアニマルウェルフェアを導入する動機づけになるのではない

かというふうにちょっと感じました。 

〔竹延委員〕 

今、差別化商品みたいなお話があったのですが、100 ある中の 5 のご議論であればいいのです

が、今回つくるような指針というのは皆さんがやろうということなので、皆さんが守っていこう

という中に、そういう高くても買っていただこうという概念が入るとちょっと違ってくるのでは

ないのかなと思います。自主的に有機農法何とかで 5％の商品がつくられるということは賛成な

のですが、特殊な差別化というのは 5％とか 10％の範囲というふうな、そういうイメージを私は

持っています。 

〔岡崎委員〕 

差別化をしてアニマルウェルフェアをそういった 1つの戦略に使うということは、当然諸外国

やられています。そこまでかなりの年数を踏んできたものですので、それをこの指針の中でリン

クさせていくというのは相当ごちゃごちゃすると言いうか混乱していくと思いますので、まずは

そこの入り口の部分は、竹延委員と私は考えを同じにしておりますので、ぜひそこの部分はひと

つまとめてこの指針の作成に当たっていただきたいと思います。 

〔北池室長〕 

そこにつきましては、多分一般原則で、この指針を普及する、養豚の現場のところで普及して

皆さんがやるという、豚に対していい環境でというのを、少しでもいい環境でやっていこうとい

うことがやはり基本だろうと思っています。そういう面で、先ほどもちょっと言いましたが、こ

の基準というのは養豚農家の方に広く普及というか、それを順守して、守っていただいて、ある

意味で最低限と言いましたのはそういう意味なので、特別の付加価値をつけたものというのは区

別して考えるというふうに、今のところそういうふうに考えておりますので、今後いろいろ案を

検討させていただく、たたき台の案でまたご議論していただければ思っております。ただ、基本

的考え方は特別の付加価値をつけたものというのは区別して考えるというところに置きたいとい

うのが考え方でございます。 
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〔岡崎委員〕 

賛成です。 

〔佐藤委員〕 

でも、差別化までいかなくても、やはり動物を飼うというのはこんなに大変なのだということ

を消費者に宣伝するというか、こういう行動欲求なんかもあってなかなか大変なのだということ

は情宣していく必要があるのだと思います。 

〔北池室長〕 

佐藤先生のおっしゃるとおりであって、生産者サイドの方に対するガイドラインもございます

し、アニマルウェルフェアにつきまして消費者の方々にも、こういう状況だ、あるいはこういう

ものだということのご理解を深めるような対策はやっていかなければいけないと思います。それ

はあわせてやるべきだと思っております。 

〔木下座長〕 

非常に議論が、ある意味の核心というか、そこのところは 3回目に先送りという形になります

が、今出されましたそれぞれの意見につきましては、十分踏まえた上で具体的な中身の議論のた

たき台を出していただきたいと思っております。大体今の議論はそういうことでよろしゅうござ

いますか。 

それでは、資料として前回の第 1回目のときに各委員の皆様方から去勢だとか歯切りだとかに

ついてのご質問などが出ていましたので、それについて宿題の部分をご説明するということで。 

〔北池室長〕 

資料 8についてご説明させていただきます。歯切りとか断尾とか、各国どういうふうに定めて

いるかということでまとめさせていただいたものです。極めて簡単に整理してございます。実際

は各国もっとたくさん書いてありまして、わかりやすい資料ということで簡略化したことだけは

ご容赦願いたいと思っております。 

ＥＵから英国まで書いてありますが、各国書き方がちょっと違うもので、ＥＵは、こういう行

為については獣医師または適切に訓練を受けた者がやる場合で、以下のこと以外はやったらだめ

ですよというような書き方です。以下のことというのは、例えば子豚がほかの豚とか母豚を傷つ

けた場合に、生後 7日以内に行う歯切りというのはいいですよと。逆に言うと、これ以降、歯切

りをやってはいけない。あるいは傷つけた場合に限るというような形。それから去勢につきまし

ては、断尾もそうですが、生後 7日以降に行う場合につきましては麻酔をして獣医師が行うべき

であるというような決め方でございます。ですからＥＵにつきましてはどういう者がやるという

ところまで書いてあります。 

その次は米国ですが、米国は歯切り、断尾ということで個別具体的に書いてございますが、他

の豚あるいは雌豚を傷つけないために、生後 24 時間以内に実施すべきと。ここのときは特段やる

者を限定していません。断尾に関しても、出生直後に子豚にストレスがかからない方法で実施し

ましょうと。去勢については、生後 7日以内に確実に実施しなさいよという形です。個体識別に

つきましては、こういう方法で実施しなさいというような形です。 

豪州の場合は、基本的に技術を有している者が、あるいは処置をしたことのある経験者の監督

のもとで実施しなさいというふうに書いてあります。逆に言うと、推奨法と書いていますが、で

きればこういうやり方が望ましいという書き方で、例えば歯切りで見れば、生後 3日以内に実施

しなさいと。断尾についても、尾かじりを防止するために生後 7日以内。去勢についても、必要
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があれば生後 2日以降 7日以内に実施しなさいというような書き方です。 

その横のカナダも同じような書き方ですが、カナダの場合、歯切りは訓練を受けた者が生後 24

時間以内に実施しなさい。断尾に関しては、生後 24 時間以内。去勢については、未去勢の雄は屠

畜場で受け入れないから、生後 2週間以内に確実に実施しなさいというような書き方です。個体

識別の場合は、必要に応じて入墨とか耳票とかこういうものを適切な者が実施してくださいとい

うことです。 

英国の例を見ると、子豚、他の豚等が何か問題を起こしたとき、傷つけた場合に、獣医師また

は訓練を受けた者が 7日以内に実施しなさいと。断尾に関しても同じで生後 7日以内です。去勢

に関しては手法を限定しておりまして、そういう手法により獣医師または訓練を受けた者が実施

する。個体識別についても、こういう手法で訓練を受けた者が実施という形でして、各国やり方、

手法、あるいは時間を限定しているのもありますし、者を限定しているものもあるというような

形で、定めている内容につきましては各国この内容のような状況でございます。 

〔木下座長〕 

ありがとうございました。簡単な紙にしておりますので、詳細にはそれぞれの細かい文章があ

るのですが、前回の委員会で宿題となっておりましたので、これはご報告ということで、ご質問

等がございましたら。 

〔竹延委員〕 

最後に一言だけよろしいですか。例えば去勢なんていうことは、性を無視したようなことをや

るということは、本来からすれば巣づくりとかそういうことよりもはるかにアニマルウェルフェ

ア的でないことなのですが、肉がおいしくならないという人間の欲望がまさっているから行われ

ていることであって、アニマルウェルフェアの本質というのは、経済的なそういうことの中で行

われているということはきちっと理解しないといけないのでは、我々がおいしい肉を食べるとい

うことが場合によってはアニマルウェルフェアを上回るようなことがあると。ある面では人間の

都合でここまではいいとか悪いとかいうのが決められているというのを、私最後この説明を聞き

ながら感じました。 

〔木下座長〕 

これは各国とも、ヨーロッパの一部の国については去勢というのは、それについては出荷重量

が非常に低い段階で、雄の臭いが出ない段階でやるとかいうことで、各国ともここは苦慮してい

るというか、結局、経済的な消費者の嗜好とかそういうこともあってこういう形で日齢だとかや

り方、誰がやるとかいうことは国によっていろんな規定ぶりはございますが、定めているという

ことでございます。ほかにご質問ございますか。 

〔佐藤委員〕 

今の意見についてですが、そういう開き直ると、私は消費者から信頼を得られなくなる可能性

があるのではないかと思います。時代はアニマルウェルフェアの方向に動いてきていまして、食

育なんかで消費者や子供たちが入ってきて、何でこんな飼い方なのと言われたときに、いや、こ

れは食うためだからこれでいいのだなんていう、そういう開き直りをやったら私は非常に危険だ

と思います。この際、今できる範囲でそういう方向を向いているのだということを示すことの方

がはるかに生産者にとっても正しい方向、受け入れられる方向なのではないかと思っています。 

〔岡崎委員〕 

何で歯を切らなければいけないの、しっぽを切らなければいけないの、去勢しないといけない
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のと、言葉の持つ印象というのは当然おっしゃるとおりだと思うので、ぜひここの部分は佐藤委

員がおっしゃいましたが、何のためにやるのかというのをまずきっちり書いて、今回の指針は最

低限といいますか、原理原則を書くのだというところで、それから余りにも逸脱したことをやっ

ている部分は、やはり指針から外れているし、それは除外していくのだと。我が国が全体的にア

ニマルウェルフェアの考えを取り入れて前に進んでいこうということであって、私は両委員の意

見を聞いたとき、双方違ったような意見の言い方はありましたが、基本のところはある意味同じ

ことを言っているのではなかろうかと感じたので、少し意見を述べさせていただきました。 

〔竹延委員〕 

開き直っているわけではなく、私が申し上げたかったのは、人間のそういう優先順位。去勢の

玉つきの豚ばかり食べることができるかといったら、やはりまずくて多分食べられないと思うの

です。そういうことの中で、こういうことを決められていることも、言ってみたら人間の勝手さ

の部分もありながら、その優先順位を決めているということを申し上げたかったのであって、要

は詰め込んで豚を飼って経済的にうちは儲かるのだからいいと、そういうことを申し上げている

のではなくて、ある面では矛盾があるようなことの中で人間が決めていることであるということ

を私申し上げたかったのです。もし誤解があったら、そう意味で言わせていただきました。 

〔佐藤委員〕 

わかりました。 

〔木下座長〕 

先ほどの、なぜそういうことをやっているのかということについては科学的知見グループの中

でも、分析していただいていると思いますが、なぜそうしているのかということについては、や

はり明確にやっていかなくてはいけないと思っております。 

時間がまだありますので、その他のご質問、今の資料 8についてのご質問なり、あるいはもう

ちょっとこういうものを調べて欲しいとかがあれば言っていただければと思います。前回、離乳

時期とかいうものもあったような気がしますが、それは次回また含めてひとつ。よろしゅうござ

いましょうか。 

それでは、今日の審議につきましては委員の皆様方全員からこの指針についての項目立てなり

その中身に入ったご議論をいただきました。これを踏まえまして、次は恐らく 3 月ごろになると

思いますが、次の委員会で何がしかのものが出てくるということになるかと思います。 

日程につきましては、また追って調整をさせていただいて、事務局より連絡をさせていただき

たいと思っております。事務局におかれましては、本日の議事概要を取りまとめていただきまし

て、後日ホームページでの公表ということでお願い申し上げたいと思います。 

本日の委員会は終了させたいと思いますが、どうしても何か一言というのがあれば。 

〔吉村専門員〕 

ホームページでこの検討会の内容を公表されているということなのですが、その公表された内

容について、一般の方、消費者を含めて何か反響といいますか、ご意見等が寄せられているかど

うか。もしあれば、このような意見が寄せられていますということをご紹介、ご披露していただ

けるのならばお願いしたいと思います。 

〔事務局〕 

まだほんのわずかして来ておりませんので、ある程度まとまってからゆっくりご紹介させてい

ただこうとは思っております。きちんと名前を書いて住所も書いてある形で事務局の方にしっか
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りしたものをつくってください、検討してくださいというような感じの激励と、こういうことを

禁止するのはちょっと問題ではないかといったものもありますが、少数なものですから、まだこ

の委員会で発表するほどではないというふうに考えております。 

〔木下座長〕 

私もホームページを見ましたが、極めて詳細に書かれていました。私がしゃべったものも全部

書かれておりますし、資料も包み隠さず出されておりますので、そういう意味では透明性は非常

にとれているのではないかと思っております。今回の議事につきましても、そういう形で包み隠

さず公表を、皆様方に公表してご意見をもらうなりということをしたいと思っております。 

〔鹿又委員〕 

1 つ要望というような形ですが、できれば実態調査の取りまとめ結果、それから科学的知見の

収集の取りまとめについては、次回第 3回目の分科会の前に拝見できればありがたいと思います。 

〔北池室長〕 

できる限り努力はしたいと思っていますが、確実にそうできるかはちょっとお約束はできかね

ますが、努力させていただきます。 

〔鹿又委員〕 

事前にいろいろ検討もしてみたいと思いますので。 

〔木下座長〕 

できるだけ努力を、事務局もよろしくお願いします。 

〔大井委員〕 

お願いがあるのですが、このアニマルウェルフェアの普及ということで考えて、私は獣医とし

て何ができるかなというふうに考えて、5 つの自由の中の痛み、それから負傷及び疾病からの自

由というところはやはり獣医がかかわる部分だと考えております。今回、外科的処置の諸外国の

規定内容を参考資料としていただいたのですが、できれば、本来獣医の仕事としてこれがどうな

のかという意見はあるのかもしれないのですが、安楽死ということに対して諸外国の規定内容を

調べていただけるとありがたいと思います。 

〔北池室長〕 

わかりました。 

〔木下座長〕 

それでは、今日の議事はこれで終わりたいと思いますが、あと事務局の方にバトンタッチをさ

せていただきます。 

 

（５）その他 

〔事務局〕 

分科会のスケジュールについて簡単に説明させていただきます。豚の分科会については、今日

いただきましたご意見をもとに指針のたたき台を作成するとともに、3月の上旬ごろをめどに第 3

回分科会を開催いたしまして、飼養管理指針の原案をつくるとともに、また来年実施する試行試

験の方法についてもご議論いただきたいと思っております。 

また採卵鶏分科会につきましては、第 2 回を 12 月 19 日に開催しております。2 月下旬に開催

するとなっておりますが、ちょっと難しそうで 3月の上旬に第 3回の採卵鶏の分科会を開催する

予定でございます。 
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またこの 2つの分科会が終わった後に、推進委員会を開くことになっておりますので、推進委

員会につきましては豚及び採卵鶏の分科会の終了後、第 2回推進委員会を年度末に開催しまして、

採卵鶏と豚の飼育管理指針原案を議論する予定にしております。以上でございます。 

 

５ 閉 会 
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