
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 3 回豚分科会 

 

平成 20 年 3 月 18 日（火）鉄二健保会館 

 

１ 開 会（14：00） 
 
２ 挨 拶 

・開会の挨拶〔山下会長〕 

本日は、議事次第にありますように、収集しました科学的な知見についてのご報告をするという

ことと、もう一点は、お手元にお配りしている飼養管理実態調査の結果についてご報告を申し上げ

ることになっております。併せて、今後の管理指針に盛り込むべき事項につきまして、委員の先生

方からご意見をいただくことを考えておるところでございます。 

この事業は単年度事業で、本年度の事業は今回の会合でもって終わりということでございますが、

引き続き農畜産業振興機構の事業として盛り込んでいただいております。しかし、事業実施主体は

公募になっており、当然のことながら当協会はこの公募事業に応募しているところでございますの

で、今年度で終わりということではなく、いよいよ 2年計画の指針をつくるということで作業を進

めさせていただいておりますので、よろしくお願い申し上げます。 

 

・来賓の挨拶〔北池室長〕 

先ほど会長からお話がございましたように、私どもは 2年間で指針をつくっていく計画ですが、

今日は、飼養管理実態がどんな状況にあるのか、それから先生方に非常にご尽力いただきました科

学的知見で、諸外国はどのようなことをもとに指針をつくっているのかにつきまして紹介させてい

ただきながら、特に我が国のガイドラインにどういうことを盛り込んでいくべきかということにつ

いて忌憚のない積極的なご議論をお願いしたいと思っております。 

今年度は、当初計画よりは進みが少し遅い面もございますが、本日は実態調査あるいは科学的知

見の報告がありますので、従来にも増してより深いご議論を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〕 

委員の出席状況でございますが、高田委員が欠席ということでございます。 

本日オブザーバーとして、今ご挨拶をいただきました農林水産省から生産局畜産振興課の北池室

長を初め、ご担当の皆様方がお見えになられております。また、環境省からもご担当の方にお越し

いただいております。また、今回の飼養実態調査でご協力いただいた社団法人日本養豚協会から小

磯部長がお見えでございます。 

配付資料の確認ですが、資料というナンバーがついているものが 1から 7の 7種類、参考資料が

1 と 2 の 2 つの計９種類でございます。資料 1 が議事次第、資料 2 が委員名簿、資料 3 が諸外国の

基準の基となっている豚の科学的知見（中間とりまとめ）、資料 4が豚の飼養管理実態調査の結果

（中間とりまとめ）、資料 5は諸外国のおける豚ガイドラインの策定内容、資料 6が本日のメーン

の豚飼養管理指針に盛り込む事項（案）、資料７が豚の試行試験についてです。参考資料 1 は豚の

飼養管理実態調査でお配りした養豚基礎調査票、参考資料 2は諸外国の規則等についてです。 

何か不足等がございましたら事務局までお申し出願えればと思います。 



それでは、これからの会の進行を木下座長にお願いしたいと思いますので、よろしくお願いいた

します。 
 

〔木下座長〕 

今日は 3回目ということで、前回に引き続き議論をお願いしたいと思います。 

先ほど事務局からの説明がございましたとおり、本日の議事につきましては科学的知見、飼養

実態調査、指針に盛り込む内容、試行試験ということでございます。5 時までということでござ

いますが、非常に中身が盛りだくさんでございますし、皆様からもご質問、ご意見を出していた

だきながら議事を進めさせていただきたいと思っております。 

本日は議事として、議事次第のとおり (1)「諸外国の基準の基となっている科学的知見につい

て」、(2)「飼養管理実態調査の結果について」を終えてから休憩に入り、(3)以下の「飼養管理

指針に盛り込む内容について」ということで意見交換させていただきたいと思っております。よ

ろしくお願いいたします。 

 

４ 議 事 

（１）諸外国の基準の基となっている科学的知見について 

事務局から、資料 3「諸外国の基準の基となっている豚の科学的知見（中問とりまとめ）」を基

に、ストールでの飼養期間、繁殖豚舎、育成・肥育豚舎の１頭当たりの飼養スペース、歯切り、断

尾、去勢について科学的知見分析グループが収集した項目諸外国の基準の基となっている科学的知

見の説明が行われた。 
 

〔木下座長〕 

取りまとめを行っていただいております科学的知見グループの委員でもあります佐藤委員、田

中委員から補足的なご説明を…… 

〔佐藤委員・田中委員〕 

特にございません。 

〔木下座長〕 

諸外国の科学的な知見を専門グループで調べていただきましたが、皆様方からご質問を。 

〔竹延委員〕 

これを拝見させていただいて、ＥＵの文献というのがたくさん載っているのですが、アメリカ

の文献というものがかなり少ないのではないかと。私の理解では、どちらかというとヨーロッパ

のアニマルウェルフェアというのは情緒的な部分がかなりあり、どちらかというとアメリカは科

学的なデータをもとにいろいろなことを考えていると理解しているので、もう少しアメリカ的な

ものがないのかなというのが素直な感想です。 

それと、科学的な知見に基づきながらいろいろなものを考えていこうというのがこの会の方向

性だと理解している中で、例えば 5 ページの実験データを見ますと、真ん中のあたりの実験概要

に「6週齢の子豚を 0.5，1.1，1.7，2.3 ㎡／頭で飼養」とあるのですが、ヨーロッパの基準でも

例えば 30 ㎏までだったら 0.3 ㎡ということなのですが、我々経済動物を飼う側からしたら基準以

上のとんでもなく広い面積でやったような案件で、動物行動的なことでは意味があるのかもわか

らないですが、生育にどう影響があるかという科学的な知見に関しては、こういうものをもとに
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考えていいのかどうか。 

また、下のデータでも「0.65，0.93，1.20 ㎡／頭で初期体重 55.5 ㎏から増体率測定」とあり

ますが、要は、動物の行動がこう変わりましたというデータで飼養面積を決定するのか、科学的

にこういう生育が疎外されたからということなのか、ここに採用されるデータというのは、いか

なるデータを採用して、いかなるデータは採用しないという考えなのかがわからないので質問し

ます。 

〔佐藤委員〕 

アメリカの文献ということですが、Journal of Animal Science というのはアメリカの畜産関

係の雑誌ですので、それはかなり入っていると思います。文献収集の部分は、ウェルフェアの基

準が各国にあってそれの根拠ということで調べたものですから、この基準の根拠となったものは

行動学的な知見が多くなっているのだと思います。 

近はアメリカでの調査が多くなっていますが、それはプロダクションとの関係のものが非常

に多いです。それは、アメリカでも生産者団体から自主基準みたいなものが出てきて、それが本

当にプロダクションとどう関係するのかということで、実態調査から入っているものがかなり多

くなっていると思います。少なくとも私の分担のところは、その部分を抜いたということはあり

ません。 近の文献も入れました。 

今竹延委員がおっしゃった科学的の意味するところが、竹延委員の場合はプロダクションとの

関係ということなので、ちょっと違いがあるかと思います。 

〔竹延委員〕 

動物行動学的に生産は同じで増体しても、変わった行動をすればストレスを感じているから科

学的であると。 

〔佐藤委員〕 

そういうことです。 

〔竹延委員〕 

私の理解としては、アメリカ的な、どちらかというと生産を疎外するということは減らしてい

かないといけないけれど、生産が変わらないのであればそういうストレスは許されるのではない

かと。 

〔原課長補佐〕 

今回お示ししているものは、各項目とも科学的知見グループの委員の方に集めていただいたも

のを一応すべて載せて整理させてもらっています。 

そういうことで、今後、この内容を吟味することは確かにご指摘のとおりで、快適性あるいは

生産性の面からいろいろ検討していく必要がある中で日本としてどのようにやっていくかという

ことではないかと思いますので、その辺は次回以降もうちょっと整理してご意見を伺いたいと思

います。 

〔竹延委員〕 

例えば面積でも 0.5 ㎡と 0.6 ㎡というと、我々生産者からしたら 2割も違うわけで、減価償却

費という部分が 2割変わってくるのは大きなことで、先ほど例を出したものであれば、0.5 と 1.1

とかあり得ない面積の違いであって、どちらかというと 0.5 とか 0.6 とかの 1 割、2 割の世界が

生産コストを左右しますので、0.5 だったら大きくならないけれども、0.6 なら大きくなるとか、

そういうものをお示ししていただければそれなりに納得することもありますが…。 
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〔北池室長〕 

私どもも、先生方にお願いしたときは、基準の数値があるものについて、その数値の基準をど

ういう形で決めたのか、例えば 0.5 が何で 0.5 である必要があるのかというところをある程度探

していただくことをお願いしたわけです。その結果、必ずしもその数字が入っている文献ばかり

ではなく、佐藤委員からお話もございましたが、新たな文献も出ているようなので、その辺を先

生方にご相談しながら、新たな知見があればまた加えていただき関係をより明確化していきたい

と思っています。 

ただ、結果を見たとき、数値とぴたっと合っている感じではないというところが結構あると思

っております。 

〔山下会長〕 

これは、実験を設定したときにこういう基準で実験をしているということであって、このこと

が基準そのものに数値として取り上げられているわけではないということなので、決めるときは

こういういろいろなことを参考にしながら決めるということで、絶対的なものは、多分ＥＵであ

れ、アメリカであれどこにもないと思っています。 

〔竹延委員〕 

この会で決めるのか、決めないのかというのは後の議論だと思うのですが、仮に 0.7 に決めた

となったときに、私が「0.6 だったらだめなのか」と質問したら、ある先生が「0.8 だったらだめ

なのか」と言ったときに、そのおさまりどころというか、何かの合意をするときにはそこはどう

やって出てくるのか。 

そうなってくると、私も納得するようなものでないといけないでしょうし、違う立場の方も納

得できるようなものでないといけないとなったときにどうするのかなと。 

それで、科学的な知見を集めているのではないかと思っていたわけですが。 

〔佐藤委員〕 

面積については 3ページの上にありますように、Petherick というのが 1983 年に体重と体高と

体尺をはかって、写真を撮って、どういう面積になるのだろうかという調査をしています。この

アロメトリー式というのは体重でサイズが決まってくるということですが、これがどこの国でも

基準になっています。体重によって横になったときのサイズはこうだ、伏臥したときのサイズは

こうだということがあって、そこに体がきっちりおさまるというところの話で、これがすべての

面積のベースです。そして、それ以上面積を広くするとどうなるという話を大体やっています。 

〔木下座長〕 

次に、我が国の飼養実態の報告を出しますが、先ほど北池室長からもございましたように、外

国が定めている基準に一体科学的根拠があるのか、ないのかを含めて調べてもらってこういう整

理ということでございます。 

今後、さらにわからない部分、議論のある部分については新しい年度でさらに知見を深めてい

きたいと思っておりますので、事務局の皆様方よろしくお願いいたします。 

それでは次に、豚の飼養管理実態調査の結果がまとまったということですので、この説明をお

願いします。 

 

（２）飼養管理実態調査の結果について 

事務局から、資料 3「豚の飼養管理実態調査の結果（中問とりまとめ）」を基に、豚の飼養管理
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実態調査の説明が行われた。 
 

〔木下座長〕 

一気に説明しましたので全部読むのに時間がかかるかもしれませんが、ある意味では本邦初の

調査ということでございます。小磯部長から何か補足はございますか。 

〔小磯部長〕 

かなりボリュームがあるものを今日初めてお出しし、ちょっと見にくいところもあるかと思い

ますが、集計をした全体の印象としては、ＥＵ等数字が出ているところの項目を照らし合わせて

見ていただきますと、例えば 4ページでは、ＥＵのステージごとのところで、離乳～10 ㎏のとこ

ろでいけば0.2以上が95％以上とかなり数字が集まっているような状況で、日本の豚の飼い方も、

豚を苦しめるようなひどい飼い方はしていない、ヨーロッパ、アメリカ並みのちゃんとした飼い

方を当然しているという実態の結果が出たように思います。 

これから注意していく点としては、4ページのところで、111 ㎏以上で 1.0 未満が約 5割入って

いますので、これが 0.9 なのか、0.8 なのか、細かいところは再度 0.1 刻みでこの 612 の回答の

再集計をやっている 中です。 

それから、事故率との関連でいろいろ集計をさせていただいておりますが、日本の場合、10 ペ

ージですが、去勢は 8日過ぎているのが 51.8％と出ています。ＥＵやアメリカですと大体 7日以

内にやれ、8 日以降にやる場合は保定しろとか獣医がやれということが書いてありますので、こ

のあたりが今後ガイドラインを策定していく上でどうなっていくのかということにつながるかと

思います。 

ただ、先ほど説明がありました 19 ページ、去勢の時期についてですが、生後 8日以上では 6.8％

と事故率が上がりますので、日本でガイドライン等をつくる場合は、やはり 7日以内の方が事故

率も低くなるよとかそういったコメントを入れてつくるのがいいのかなと、集計をした人間とし

て感じたところでございます。 

〔木下座長〕 

前回、この分析については事故率等も含めてクロス分析をしてほしいという要望がございまし

て、お答えできているかどうかはわかりませんが、この数字と先ほどのヨーロッパ、アメリカの

状況を踏まえてここはフリーにご意見をいただきたいと思います。 

〔竹延委員〕 

15 ページの 1頭当たり収容面積別というところの意味が全然わからないのですが。 

〔木村部長〕 

表題と中が違っております。これは、調査項目をそのまま書いたものですからこういうふうに

なっておりますが… 

〔竹延委員〕 面積になるのですか。 

〔木村部長〕 体重別です。 

〔田中委員〕 

面積が横軸に入るのではないですか。タイトルは合っていて、横軸が間違っているのでは。 

〔竹延委員〕 

そうですよね。密飼していていたらたくさん死んでいるかとか、それが一番知りたいですよね。 

それだったら、これは 5つあるので、面積が 4つか 3つの区切りになっているから合わないな
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と思ったのですが。 

〔木下座長〕 

そのほか、お気づきの点とか何でも結構ですのでどうぞ。 

〔大井委員〕 

歯切りは、母豚の乳房の問題よりも哺乳豚の授乳中事故という問題の方が大きいような気がす

るので、できれば授乳中の哺乳豚事故の数を知りたいと思います。 

要は、歯きりの有無で離乳成績とかが違ってくるのかどうか。事故率の数字が離乳後の事故数

で処理されているのですが、離乳後の事故率ではなくて、哺乳中の事故、歯を切ったことによる

影響というのは恐らくかなり早い段階の影響だと考えるので、できれば哺乳中の事故率というこ

とも教えていただければと思います。 

〔木下座長〕 

今事務局が調べますので。そのほかに。 

〔岡崎委員〕 

これは、今後いろいろな方面で使える貴重な資料になっていくだろうと。いろいろな部分で少

し足らない部分もあるし、見づらい部分もあるので、そこは今後手を加えていかれることになろ

うかと思います。 

1 つ確認ですが、クロス集計の中で、生産方式、つまり 2 サイトでやられているとか連続式と

か云々とのクロス集計というのは調査の中に盛り込まれていたと思っていたのですが、勘違いで

しょうか。それが今回載っていないような気がするのですが。 

〔竹延委員〕 

2 ページに生産方式がありますよね。 

〔北池室長〕 

それのクロスがされていないということですね。 

〔岡崎委員〕 

ここと面積の分が生産サイドとしては非常に重要になってくる資料ですし、生産方式と事故率、

床面積と事故率というのが、アニマルウェルフェアの指針にも非常に大きくかかわるところなの

で、ぜひそことのクロス集計に焦点を当てた形で進めていっていただきたいなと。一番重要なと

ころが漏れているのではなかろうかと思いますので。 

〔木下座長〕 

そこは要望なのでぜひお願いします。 

〔佐藤委員〕 
18 ページの上から 2 番目の図ですが「行っている」の中身が先端から 1/3、先端から 2/3、根

元からの 3つですが、平均して合計が高くなるということは普通ないと思うのですが。 

〔竹延委員〕 

トータルのところで議論したらいいことなのですが、例えば 18 ページの断尾のところでしたら、

梅雨の湿気の多いときだったら豚のストレスが結構たまって尾かじりが出ることが多いので、正

直言って、私のところの農場ですと根元から切っています。それは、根元から切ってやると尾か

じりがなくなるから根元から切ってやるわけです。それを先端から 3分の 2とか 3分の 1にしま

しょうとなった場合に、尾かじりがふえて事故率が高まる可能性はないのかと。 

このデータを見ると、根元から切る方が事故率は低くなっています。でも、アニマルウェルフ
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ェア的には、尾を切ると動物がかわいそうだということになると思うんです。 

それは、飼養面積が 2㎡も 3㎡もある中であったら切らないですが、ヨーロッパ、アメリカ並

みの飼育面積で考えて尾は根元から切ってはだめですよと規定した場合には、かえって動物虐待

になる場合も出てくるのではないかと。これは今議論することではないかもしれませんが、そう

いう難しい問題もあります。 

〔木下座長〕 

まさに科学的知見とか我が国でもそういう知見を調べていただき、この差は本当に有意差があ

る数字なのかどうかも含めて。 

〔竹延委員〕 

あとは、規模別とか。今の中では、例えば 50 頭しか飼っていない人のデータも 1件としてカウ

ントされているので規模別の状況についても我々は知りたいですね、この場以外でもね。岡崎委

員がおっしゃった、すごく有意義なデータというのはそういう視点だと思います。 

〔木下座長〕 

これは、まだコンピューターに入っておりますのでいろいろな加工はできると思います。 

〔鈴木委員〕 

やはり面積の話になるのですが、111 ㎏以上という肥育の欄がありましたが、今のところです

と、恐らく皆さん 0.8 ㎡とか 0.9 ㎡で、だんだん出荷体重が大きくなっているようですから 115

㎏以上で出荷している人は多いと思います。そうすると、前は 105 ㎏とか 110 ㎏以下で設定して

いたのが大きくなっていますから、肥育豚舎の面積は、結局一番大きい体重に合わせて何㎡とい

うことになりますので、この面積については肥育の 115 ㎏というのがどれぐらいになるのかなと

思っておりました。 

あと、養豚場の規模によって全く違いますので何とも言えないのですが、母豚の群飼とストー

ルでは、ストールに関していろいろな数字が出ておりましたが、意外と群飼の方が有意であると

いう数字ではないように見えました。規模によって大分違うと思いますが、3,000 頭でストール

を使わない人はいないと思いますので、特にこのストールについては、ストールではなくして群

飼にするのか、それとも先ほど 1.3 ㎡とかありましたが、個別で飼うけれども、1 頭当たりをゆ

ったり飼うとか。今だと恐らく 1.2 ㎡以下だと思うのですが、そういった方向になるのか、群飼

の方が母豚にとっていいのか、そういった数字が規模別に出ると非常にわかりやすいなと思って

おりました。 

本当によくできたグラフといいますか、わかりやすいので、あとは規模別が出ると私たちも非

常にわかりやすいと思いました。 

〔小磯部長〕 

先ほどご指摘があった、18 ページの上から 2つ目の棒グラフですが、下のタイトル、全体、行

っている、先端から 1/3、これが左に１個ずつずれていまして、行っているが 88.6 で一番 後が

全体の数字でした。一番右側にある 88.5 という数字が全体になっています。 

タイトルの位置がずれてしまっていたことによりますが、これはすぐに訂正いたします。失礼

いたしました。 

〔岡崎委員〕 

グラフを直すというのは 初の表も直さないといけないということですか。 

〔小磯部長〕 
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はい。歯切りが全体におかしくなっています。訂正したものを事務局に再度提出させていただ

きます。 

〔木下座長〕 

それでは、これについては非常に重要なところなので、今要望のあったことについて、検討し

ていただきますようお願いいたします。 

〔竹延委員〕 

111 ㎏以上では割と 1㎡以下が多いことになっていると思いますが、私の解釈だと 20 頭いても

成長の早い豚は出荷されていきますので、例えば平均 100 ㎏の体重の豚群だと、トップの豚は 110

㎏を超えて出荷されるので、20 頭の中の 1頭が出たら 5％面積がふえることになります。それで

あればこのアンケートの答えは多分変わってくる。現実に飼われている現場ではもっとゆったり

と飼っているという解釈ではないかと思います。そのあたりは、アンケートですから実態とは違

った答えになってくるのではないかと。 

私は、111 ㎏以上だとこれぐらいの面積だと解釈して答えていますが、他の方は、20 頭いるま

まが 0.8 ㎡で飼っているんだったら 0.8 ということで 1㎡以下のところに丸をつけたりしている

のではないかと思います。同じことでも解釈の仕方によって変わる場合があるので、日本の場合、

丁寧に出荷しますからクリアしているのではないかと思っています。 

〔鈴木委員〕 

アメリカだと、何日で出荷しろと全部組まれていますので、どんどん減っていくという前提で

彼らはやっています。 

〔木下座長〕 

それはやっぱり実態を踏まえて、ただ紙の上というよりは実態の議論を踏まえていろいろな分

析が必要だということですね。 

〔平野委員〕 

そうですね。普通の飼い方でも、110 ㎏の時点で移動させる生産者はいないと思うので、竹延

委員が言われたとおり移動するとしたら出荷しかないので、それで飼養密度が変わるだけだと思

います。 

〔木下座長〕 

ただ間引かれていくということですね。その辺も踏まえてよろしくお願いします。 

それではここで 10 分ほど休憩したいと思います。 

 

＜ 休 憩（15：25～15：35）＞ 

 

〔木下座長〕 
予定しておりました時間になりましたので、これから会議を再開させていただきます。 

 

（３）飼養管理指針に盛り込む内容について 

〔木下座長〕 
それでは（3）の「飼養管理指針に盛り込む内容について」ということで、農水省の北池室長に

ご説明いただきます。よろしくお願いいたします。 

〔北池室長〕 

簡単に説明を差し上げますが、資料 5と資料 6を出していただけますでしょうか。 
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資料 6の豚飼養管理指針に盛り込む事項（案）につきましては、前回ご議論していただいた内

容をもう一度整理したものですので、今日はこれをベースにさらにこの中に、例えば豚舎の構造

とか飼養スペースとかと書いておりますが、構造であれば、この中にさらにどういうものを書き

込めばいいかという議論をお聞かせ願いたいと思っております。 

1 枚めくっていただけますでしょうか。一般原則（案）と書いてございます。この前の議論の

中で、このガイドラインがどういう性格のものかというところについてご質問があったところで

すので、私どもの考え方についてまとめてみました。性格付けはこういうガイドラインではどう

いうものを盛り込むかということについてご議論いただければと思っております。 

まず、指針の目的については、当初から言っておりますように、国際的なアニマルウェルフェ

アの動きに対応した飼養管理の推進を図るということで、その下の①から⑤については留意すべ

き必要があるものと考えています。 

①の安全な畜産物を安定的かつ安価に供給するということについては、今回、このガイドライ

ンを作成する際に十分留意する必要があるだろうということです。 

②として、我が国特有の食文化あるいは国民のニーズに合った畜産物の生産が継続できるとい

うことについては十分考えていかなければいけないと思っています。 

③として、今回のこういうガイドラインによって、家畜の健康とか家畜の持っている機能の一

層の改善あるいは発揮についても考慮していくべきだろうと思っております。 

④として、国際的な動きに対応するという考えから、国際的な共通の概念となりつつある 5 つ

の自由についても一定の考慮をする必要があるだろうということです。 

⑤としては、我が国は、アニマルウェルフェアに関しては、なかなか皆さん方の意識が高まっ

ていないこともございますので、そういう面で、生産者の方々あるいは消費者の方も含めてアニ

マルウェルフェアの意識を高めていくということを留意する必要があるだろうと考えています。 

それから、指針の位置付けですが、基本的に考えておりますのは、動愛法とか家伝法で一定の

基準がありますが、この基準を満たした上でさらに取り組むべきものであるという考え方です。 

ですから、今回策定する上でも、こういう産業動物の指針あるいは家伝法の衛生飼養管理基準

につきましては、今回の基準の中には基本的には入れない、全部入れないというのは語弊がござ

いますが、基本的にはある基準にお任せをするということで、それ以外のものについて定めてい

くというイメージです。それから、今回のものについては、ガイダンスというか、助言的なもの

でして、基本的に 低限守るべきものを定めていってはどうかという考え方です。 

また、これは、今後生産者団体の方々とも調整していかなければいけないところですが、本指

針を実行していく上で、生産者団体の方がこれをもとに自主的に基準を作成して実行していただ

くことを非常に期待しています。できた基準が広がっていくということについては必要なことで

あろうと思っていますので、そういう面で、やはり関係者の方々が自主的にこれを踏まえて対応

をとっていただくことができないかと考えています。 

行政サイドとしても、本指針を県とか関係機関の方々に積極的にお送りし、皆様方の理解も含

めて行政サイドからも積極的にやっていこうと思っておりますが、実際に生産者サイドの動きと

いうことについても積極的な動きを期待しているという状況です。 

それから、指針の作成主体は、検討委員会が作成するということでございます。 

指針の見直しというのは、新たな科学的知見が判明するあるいは国際的基準が変わるという状

況変化によって見直すということを前提にしたいと思っております。 

 9



指針の適用範囲でございますが、基本的に業として豚を飼っておられる方、この指針というの

は、あくまで飼養管理に関するものという位置付けにさせていただいて、屠畜とか輸送というも

のについてはこの指針の範囲の外であって、農場内で起こるということについて定めていただけ

ればと思っております。 

一般原則として、こういう形で指針を考えていただければと思っておりますので、後からご意

見等をいただきたいところでございますが、これを前提にしていただきまして、各項目について

盛り込む事項につきましてご議論いただきたいと思っております。 

次に資料 5をご覧下さい。 

参考に、諸外国の基準はどういうものであるかをざっと整理してみました。 初のところにつ

いては、序文や緒言、はじめにということで、アニマルウェルフェアの指針について、位置付け

とか性格あるいは対象をどうするかをいろいろな形で定めております。今回、この分科会でご検

討いただく場合も、 初のところにこういう性格付けあるいは対象の範囲というのを明確に書き

込んでいきたいと思っております。 

2 ページからが具体的なところです。 

前回ご議論していただきました豚の飼養管理の 1の豚舎ということですが、豚舎の中では、構

造と飼養スペースを定めていただくという考え方でして、構造について諸外国はどういうものを

定めているかという表でございます。 

①構造は、大きく分けると設計と床という形で分けられるかと思いますが、例えばＥＵであれ

ば、施設に求められる素材とか構造とかの要件です。その中に、豚がどういう状況になれるか。

横たわれるとか物理的な問題が書いてあります。米国を見ると、同じように要件とか隔離施設と

いう、施設の管理、質に求められる要件が書いてありますし、豪州では悪天候からの保護という、

基本的に豚の全体の施設的なものが書いてあります。 

それから、特徴的なのは床ですが、ＥＵであれば、群飼でコンクリートスノコを用いる場合に

もこういう設計それから排水口の設定、米国であれば、材質とか敷料、同じように育成豚のコン

クリートスノコの幅、構造、材質、カナダでは、選択する場合の留意点、敷料とかも入れてあり

ます。このように、諸外国では、構造全体の豚舎の設計と床に関する基準を盛り込んでいるとい

う形です。 

それから、②飼養スペースですが、これについては、科学的知見グループの中の基準のところ

に入っておりますが、基本的に大きさごとに飼養スペースを設定しております。特にＥＵでは、

種付け後 4週間～分娩後 1週間までの群飼を例外もありますが入れています。逆に米国ではそう

いう判断をせずに、群飼でも 1頭飼いの単飼でもという両方が可能な設定をしています。ただ、

必要なスペースに関する要件については定めているという状況です。豪州、カナダについても同

じように、飼養スペース、大きさについては体重設定ごとに一定の判断をしているという状況で

す。スペースに関しては、種雄豚も、育成～肥育についても、大きさごとに一定の基準を設けて

いるというのが諸外国の状況です。 

それから、その次の 2の豚舎環境のところですが、①熱環境ということで温度・湿度になりま

すが、ＥＵ本体そのものは定めておりません。英国等では温度範囲を設定しております。米国で

も有効環境温度の設定、豪州でも温度についての設定をしておりますし、カナダでも同様です。 

諸外国を見る限り、ステージ別に一定の範囲で温度設定を盛り込んでいる国が多いようです。 

②換気については、当然換気の必要性ということに関して各国うたっていますが、その中で、
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ものによってはアンモニアとか二酸化炭素などの濃度を具体的に設定している国もあります。必

ずしも設定せずに換気の必要性をうたっているという国と両方があるという状況です。 

それから 3ページの③照度でございますが、これについても各国一定の条件を入れています。

ＥＵでは、照明期間とか照度の設定を入れています。アメリカでは、基本的に作業面から豚の観

察とか農場の作業をされる方の可能な明るさの確保で一定の照度を設定しています。豪州も、カ

ナダも大体同じような感じで、すべての豚を適切に観察できるような明るさというものが必要で

はないかということです。 

④騒音については、豪州、カナダは定めていませんが、基本的に連続的な騒音あるいは突発的

に大きな音を鳴らすようなことはできるだけ避けるべきだと、豚の環境から考えて大きな音を鳴

らすのを避けるという設定をしているようです。 

その次の 3の栄養ですが、ＥＵは入れておりませんが、他の国では、必要な栄養量を適切に与

えるべきだという規準を定めています。 

それから、②飼料及び水の品質に関しても、安全性とか適切なものを給与すべきであるという

考え方で勧めております。 

③給餌・給水方法については、考え方として、群飼であってもすべての豚が十分飼料を摂取で

きるようにすべきであるという考え方です。米国では、給餌回数を設定しています。豪州、カナ

ダも回数を設定しています。すべての豚が適切に食べられるように飼養スペースを設定している

という国もございます。 

ただ、考え方としては、基本的にはすべての豚が十分に飼料を摂取するためにどういう条件を

入れるべきかという考え方かと思っております。 

水についても同じように、当然ながら必要な水の量が給水できるということで、そのときにど

ういう形で基準を決めるかと。当然、水分要求量を定める場合もございますし、カナダのように

ニップルの数とか高さの設定をしているという国もあります。 

４の管理方法はいろいろな項目があるわけですが、ＥＵは余り細かくはありませんが、他の国

は豚の観察の回数とか定期的に調べるとか観察時間を決めており、当然何か問題があったときの

ために記録を残しておこうと。 

②豚舎等の清掃・消毒については、徹底すると。当然、頻繁にきれいに清掃すべきであるとい

うことが書いてあります。 

③豚の取扱いに関しても、適切に優しく扱う。特に豚にとって敏感な部分へ悪影響を与えるこ

とは避けるべきであると。豚を丁寧に扱うことを定めています。 

④歯切りについては、前回に説明を差し上げましたが、各国いろいろなやり方の基準を設けて

います。 

⑤断尾、⑥去勢、⑦個体識別については、前回説明しておりますので繰り返しは避けさせてい

ただきますが、いろいろな形の基準を設けています。 

それから、⑧交配ですが、これについても交配方法あるいは交配の場所、広さ、床、カナダで

は雄 1頭当たりの交配頭数を制限するというものもあります。 

⑨離乳ですが、離乳については、ＥＵでは 28 日齢以下の離乳を禁止すると。授乳期間の選択と

か授乳の期間の方法を定めています。 

⑩疾病、事故に伴う殺処分については、迅速な対応をすると。状況に応じては安楽殺も選択す

るということが述べられています。 
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⑪衛生害虫等の駆除については、こういう項目でございます。 

⑫管理者のアニマルウェルフェアトレーニングについては、ＥＵも含めて各国定めています。

やはり、適切な訓練あるいは指示、指導が必要であろうということですし、それに向けてハンド

ブック等を使ったトレーニングの必要性が述べられているところです。 

それから、５のその他ですが、機械的な設備が養豚農家に設置されていますので、それがとま

ったときに困るということで、毎日点検するという必要性、それからもし何かあったときのバッ

クアップシステムを設置するというのを英国は盛り込んでいます。 

②緊急時の対応、火事等ですが、そういうときにどういう対応をするかということについては、

当然そこで飼養している豚の面から考えても適切な計画を設置すべきであるという形でアニマル

ウェルフェアの観点から盛り込んでいるという状況です。 

今ざっと説明をいたしましたが、こういうものをご参考にしていただきまして、我が国が定め

るに当たってこの項目の下にどういうものを盛り込んでいったらいいかということについて十分

ご議論をいただきたいと思います。 

 

〔木下座長〕 

実質的な中身は来年度になると思いますので、今回は北池室長から各国を横並びで見ながら、

こういうことが課題ではないかということでご説明をいただきました。 

それでは、この項目に沿って順次すすめたいと思いますが、2 ページの一般原則は、前回、皆

様方からこういう項目は盛り込むべきではないかというご意見があり、それを一応のたたき台と

いうか、案として出していただきました。5 つの自由の議論も 2 回目はあったように記憶してお

りますが、これにつきましてご意見をお願いします。 

〔佐藤委員〕 

鶏の委員会でもお話をしたのですが 2点あります。 

1 つは「 低限守るべき」という中身をはっきりさせた方がいいのではないかということです。

国際的な共通概念というのは 5つの自由ということでここに書かれることになるかと思うのです

が、この 5つの自由のうちの 3つの、餌、水をきちっとやれとか物理環境を整えろということと

病気、怪我に配慮しなさいということについては畜産とほとんど齟齬がないということで、多分

この部分が 低基準になるだろうというある程度のイメージをつくる必要があると思います。 

あと、5 つの自由のうちの 1 つが取り扱いの問題で、その取り扱いあるいは断尾等の種々のス

トレス性を減らすというのが 4番目です。これも、畜産の生産性改善につながる可能性があると

いうことでそれなりに推奨する部分だと思います。 

問題は、このアニマルウェルフェアの核心の部分の正常行動の発現ということですが、代替の

方法も日本では提示されていませんので突然そこにいくというのは無理でしょうから、それはチ

ャレンジ部分という感じで、ヨーロッパでシステム等が開発されていますのでそういう紹介も含

めて、5 つの自由の 低守るべき部分と推奨部分とチャレンジ部分という明記をした方がいいの

ではないかということです。 

もう一つは、 初の「安価な供給の実現」ということですが、この「安価な」ということにな

ると畜産の話にしかならなくなり、それ以上の話はできないと思います。やはり、フェアなプラ

イスで取引するということが重要ではないかと思っています。動物は、かなり高度な認知能力と

か複雑な社会行動をするものですから、そういう高等な動物を倫理的に扱いましょうというのが
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アニマルウェルフェアで、安価なものを生産するだけの存在として管理するということが問われ

ていますので、それはどうしてもそれなりのお金がかかるということですね。そういうシステム

で生産するならばそれなりのフェアなプライスが必要だということで、それは消費者の方にも認

識してもらう必要があるのだろうなと思います。その辺の明記をすべきではないかというのが私

の意見です。 

〔竹延委員〕 

まず、一般原則というのは、この分科会と鶏の分科会が全然違う一般原則になったらいけない

と思いますので、 終的には、鶏、豚、牛みんなに共通の原則じゃないといけない。ですから、

日本の全畜種で考えていかないといけない問題であると思います。 

もう一つは、ここに「我が国固有の」という部分があるのですが、ヨーロッパには毎年のよう

に養豚場を見に行くのですが、例えばオランダとかドイツとかデンマークに行けばそれなりにア

ニマルウェルフェアをしっかり考えてもいい設備で畜産が行われている場合が圧倒的に多いので

すが、この間ハンガリーに行ったとき、そこは隙間風のたくさん入るような豚舎でした。 

そういうことを考えたときに、ドイツに行けば、100 年前の畜舎ですが中は常にどんどん新し

くして快適に飼われていて、生き物はハンドリングするという歴史があって、隙間風はほぼ想定

されないような畜舎で飼われていて、また、秋になったら豚が屠殺されてそれを町の肉屋がソー

セージにするとか、より生き物に近いような感じを受けます。その中で、消費者が意見をたくさ

ん言っていきながらアニマルウェルフェアが構築されていったのではないかと。 

一方、日本の場合、例えばみかんの転作とか米がたくさんできたから、どちらかというと国の

補助を受けながら畜産団地ができていったとかという中で、今日見せていただいたアンケートで

も 58 歳ぐらいが平均畜主の年齢ということですから、代々やっているのではなくて一代目として

養豚をやり出した。また、10 カ所ぐらい養豚場へ行くと、これは隙間風で大変だなとかこんなと

ころで豚を飼うのはかわいそうだなとか思いますが、他の部分、例えば面積的にはクリアしてい

る場合もあり得ます。そうすると、アニマルウェルフェア的にはクリアしていても豚を飼うとい

うところから外れるような農場があるので、面積は 0.7 とか 0.6 といっているよりももっと根本

的なことの方が大事ではないかと思います。 

ですから、養豚のビジネスモデルというのが構築し切っていない日本という中で考えていかな

いといけないのではないでしょうか。方向性は正しいと思いますし、そういう国になっていかな

いといけないという佐藤委員の言われることは分かるのですが、そんなことより大きな要因で豚

がたくさん死んでいく場合もあり得るので、生き物を飼う歴史が浅いということも背景に置いて

いただきたいと、こういうものをつくったからよくなっていくのかという気がします。 

〔木下座長〕 

その部分については一応前回網羅的に盛り込んで、どう書くかは難しいところがありますが、

佐藤委員からは、5 つの自由の中でも 5 つを分解して、直ちに取り組むべきものと今後の課題と

していくべきものとそれぞれの性格分けをやった方がいいのではないかというサジェスチョンも

いただきました。 

〔岡崎委員〕 

座長がきょうの協議事項で言われたこの内容は、この項目に追加するものがあるのか、そうい

う視点ですよね。 

つまり、佐藤委員や竹延委員が言われたことは、今日ここに集まっている人も 3 回目ですし、
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自分の中でも十分検討しているし、 低限守らなければならない指標はいろいろある、でも多分

目指すべきものは同じだと思っているのですが、その内容の吟味というよりも項目の吟味という

理解でよろしいんですよね。 

〔北池室長〕 

項目というか、今後さらに検討していく上で、この前は項目を検討していただきましたが、そ

の項目の中に大体どういうものを盛り込んでいこうかという肉付けですね。 

例えば「①構造」と書いてありますが、構造の中で我が国がつくるとしたらこういう項目を入

れていこうと。そういうのをいろいろと議論していただいて、それをベースにその次の案をつく

っていこうと思っています。それで今回ヨーロッパ等の状況を紹介させていただきました。 

〔岡崎委員〕 

そういう意味でいくと、個人の意見としてこの協議を進めるという意味では、先ほど来お話が

あるように、アメリカに日本は養豚を学んできており、兄貴分であることは言うまでもないこと

ですし、ヨーロッパは歴史が違いますし、そういう意味では、大項目、中項目は資料 5でまとめ

られたような流れで全然問題ないだろうと思います。 

その指針内容、数値目標的なものをどうするかは、座長が先ほど来年度と言われておりました

ので、大項目はこの項目で、中項目も同じように立てていただければほとんど網羅されていると

感じます。 

〔鹿又委員〕 

佐藤委員に 5つの自由を仕分けしていただきましたが、なるほどと思いました。 

今回策定する指針については国内で 初の取り組みでもありますから、まず大多数の生産者が

取り組める、これならやってみようかと思えるような指針であってほしいなと思います。 

まず、生産者の中にアニマルウェルフェアの認識が広く浸透すれば、その段階でさらに高いハ

ードルを設定して、それに向けて関係者、各機関が努力していくのではないかなと思いますので、

まずは一般原則との関連で、そういうふうな認識で具体的な項目あるいは内容の検討を進めてい

ってはどうかと思いました。 

〔木下座長〕 

資料 5の 2ページ目以降から、先ほど大項目、中項目という話がありましたが、内容のところ

で、恐らくこれは困るなというのもあると思いますし、具体的な数値基準はどうするのかという

のは今後の課題としてあるのですが、例えば乳牛の中では、カウコンフォートという、気持ちよ

く生産することが生産性も上がってという概念があり、畜種の中では比較的床の構造からスリッ

プしない構造等いろいろなことで機械施設を含めたそういう議論がありますが、アニマルウェル

フェアと生産が全く対立する概念ではなくて、快適な環境で豚を飼うことが生産性の増加にもつ

ながるし、安全なものをつくれるという面はある程度パラレルな面もあるだろうと思っています。 

そういう点で、例えば豚舎の構造にしても、先ほど隙間風の問題もありました。温度、湿度だ

とかスリップしない床の構造だとかいろいろなところで、そんなことは当たり前じゃないのとい

うことを外国でも取り組んでいて、文字にすると難しいのですが、あくまで豚の生産性を高める

前提には快適な環境をつくることがつながるという思想があるのだと思います。 

豚舎には構造と飼養スペースというのがありましたが、構造ですと設計、床、悪天候からの保

護、飼養スペースですと大きさごとにスペース、群飼、ストール問題、ストールの機械も入るの

かもしれませんがそういうことについて、さらにこのところで留意してほしい事項とかをヨーロ
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ッパやアメリカ等を見ながら何かあればご意見をいただきたいということでございます。 

〔岡崎委員〕 

あくまでも個人の意見という前置きをさせていただきますが、一個一個の項目をここで議論す

ると時間は限りなくなると思いますので総括して話しますと、米国の視点はやっぱり生産者協会

がつくっているので、今日本においてもこの分科会が進めているような形と同じ視点でとらえて

いるので、米国の視点が私たちの指標になるなという感じをすべての項目について受けました。 

それと、この中にはあえて数字的なものが端折られていますが、数字指標を出すべき項目とい

う意味でいきますと、収容頭数、何キロの豚が何頭ぐらいという視点がまず 1個あり、今後やっ

ていく場合そこの議論をきっちりした方がいいだろうなと思います。 

それと、温度は、米国も出していますし、当然ヨーロッパも出していますから、豚のステージ

に合った適正温度で飼うべきだという指標を出すべきだろうと。それとスリット幅。 

この 3点程度で、照度は何ルクスという視点はあえて盛り込む必要はないと思っておりますの

で、今申し上げた温度、頭数、床構造のスリット程度を数字目標でうたって、後は米国の指標を

参考にすればと。 

ただ、 後につけ加えますと、米国の右へ倣へは正直寂しい限りですが、そこは謙虚な気持ち

であえて米国という言い方をさせていただきました。 

〔木下座長〕 

大変具体的なお話をいただきました。 

全体をやると時間もありませんので、そういう感じでほかの委員の方もお話をいただければと

思います。 

〔平野委員〕 

やっぱり外国の指標の中で基準とすべきはアメリカなのかなというのが正直な感想です。 

それと、先ほどの説明の中で諸外国の科学的知見という資料がありましたが、それほど科学的

じゃないなというのが正直な感想です。それだったら今回中間取りまとめということで日本の実

態が上がってきていますが、データの件数からいってもこれの方がよっぽど科学的だと思います

ので、それをベースに組まれたら、その方がよっぽどこの日本のアニマルウェルフェアの方が科

学的知見に基づいて実施されると言えるのではないかなというのが正直な感想です。 

〔田中委員〕 

ストール、スペースの問題は先ほど佐藤委員が言われましたように、どのぐらい面積を占めて

いるかという計算式がベースになっていて、それは実際に、群飼すれば重ならない程度に並べた

ら 1頭当たりどれぐらいいるよという話ですので、海外で出ている数字は 低限で、日本でも、

先ほど実態調査があったようにそれよりも大体広めに飼われているので、 低限これであれば重

ならずにいれますよという程度の数字が 低基準になり、それ以上狭くすると押し合いになって

しまうという話だと思うので、そういうことでいけばそんなに問題はないだろうと。 

あと、竹延委員からもあったように広い範囲でやっているというのは、もっと広くすれば広く

するほどどうなるよということを行動学的あるいは生理的に調べているということであって、そ

れはプラスアルファの部分で、 低限という意味ではそんなに大きく違わない数字を出せば日本

の実態とも違わないだろうと思います。 

〔竹延委員〕 

繰り返しになりますが、この中にも「生産者団体が自主的に基準を作成し、実行すること」と
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ある中で、実行に移すということが今の段階では一番大事なことだと考えています。そう考えて

いる中で、アニマルウェルフェアとは一体何かと今はまだ大多数の養豚生産者が思っていること

なので、そのあたりをご配慮いただきながら、第 1段は実行できることで、そこで皆さんが、「こ

れだったら頑張ってやっていこうじゃないか」、そういうことが一番大事だと思います。 

それで、我々はそういうことに向かってやっていこうというのは、当然運動みたいな形でして

いかないといけないと思います。豚が少しでも快適に暮らしていけるために、我々は観察をたく

さんして、しっかり餌を与えるとか水の不足がないかとか寒がっていないかということはやって

いこうじゃないか、まずそういうところから始めるのが日本にふさわしいのではないかなと思っ

ています。 

それと、一般原則のところの指針の見直しというところで、「新たな科学的知見の判明」とい

うのは、冒頭のときに佐藤委員と解釈の違いで、科学的知見というのはだれもがデータ的に感じ

るような数字のことを科学的知見と思っていたのですが、例えば鼻を指でかいているのは普通の

行動なのか、違う行動かというと、90 人は普通の行動、10 人はおかしいとか、そういう微妙なと

ころはどうなのかと感じました。佐藤委員は異常行動とかも科学的なことであるとおっしゃった

のですが、そこのところをどう考えたらいいのかというのは意見が分かれていましたので整理し

ていただければと思います。 

〔鈴木委員〕 

項目の中で設備の項になるのですが、先ほどお話がありました温度の問題と、竹延委員からお

話があった、ヨーロッパの豚舎をイメージしたものと日本の現実の豚舎、さらに換気の問題、そ

れからアンモニア、二酸化炭素の問題、私は、デンマーク、ドイツはよく行きますが、あちら

は密閉された豚舎で排気の換気扇がついているのですが、日本の場合は、恐らく 80％以上がそう

いったものではなくて、いわゆる自然換気と言われる人間がカーテンをあけ閉めして換気をコン

トロールしているといったところで、温度をとるといっても実際にはとれず、寒い思いをしてい

る豚もいると。そういったところをどんなふうに考えていくのか。 

ヨーロッパ、アメリカの場合は強制管理していますので、ある程度温度、空気の濃度というの

は保てると思うのですが、現実では今現在の日本の豚舎では非常に難しいと思います。 

先ほど温度の話がありましたが、 低何度にしろといってもとれないところもあるかと思いま

すので、豚舎の中の環境をどのように考えていくか。日本は非常におくれている部分もあります

ので、その辺は皆さんでご議論いただきまして、決めていただきたいなと考えております。 

〔佐藤委員〕 

4 つ意見があります。1 つは、 初の 1 の豚舎、2 の豚舎の環境、3 の栄養、4 の管理方法の②

豚舎等の清掃・消毒あるいは⑨離乳、⑪衛生害虫等の駆除という部分は、畜産の方の精密飼育管

理という発想で書かれたらいいのだろうと思います。 

もう一つは、4 の管理方法の①豚の観察・記録ですが、これは死ぬ方向にいったり、重篤な傷

あるいは病気になりそうだという前兆をとらえられるようなチェックシステムの提示が必要では

ないかという気がします。 

3 番目は、4の管理方法の④、⑤、⑥、⑦というところは、苦痛性を和らげるということですの

で、その手技を宣伝することが重要ですので、そういうマニュアルみたいなものを提示すること

が必要だろうと思います。 

後は、付け加えてもらいたいことなのですが、やはりアニマルウェルフェアの核心部分は正
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常行動の発現ということで、特に養豚の中ではそれほどの農家の負担なくしてできそうだという

ことで、妊娠豚の繁殖ストールを群飼にするシステムというのが無理なくできる一つの方法じゃ

ないかと思います。アメリカでも 3つの州が Chess Station Stall の禁止を決めていますので、

そういうシステムの提案というのがヨーロッパなり、アメリカから出ています。それは経済性も

含めて報告がありますので、すぐ取り入れろということは無理ですので、そういう方向もあるの

だということの紹介を 1 章つくっていただけないかと思います。群飼システムとかフリーストー

ルのシステムもヨーロッパではやっていますし、日本でも妊娠豚の群飼ということも試みられて

いるようですので、そんなものの生産性とか経済性の紹介も加えていただきたい、その 4点です。 

〔鹿又委員〕 

2 つありますが、1つは、数値基準というか、指標ですが、物理環境についてはいろいろな知見

の蓄積があると思いますので、幅を持たせるなり何なりの工夫は必要かと思いますが、数値的な

指標の設定ができるのではないかと思います。 

2 つ目がストールに関してですが、先ほど実態調査の説明がありましたが、その中でお聞きす

ればよかったのですが、資料 12 ページに、ストールの有無別にクロス集計の結果が載せられてお

りますが、ストールを使用していないが実数で 268 になりますが、これは規模的な分布を見ても、

いわゆるブリーダーの方々の比率が多いのではないかと思いました。そうしますと、ブリーダー

であれば個体の管理や目配りもききますし、繁殖成績もブリーダーは純粋種ですので、いわゆる

Ｆ1 母豚に比べて産子数も少ないと思いますので、そういったことが反映されているのかなと考

えているのですが、実際に取りまとめられた養豚協会で何かコメントしていただけるのであれば

お願いしたいと思います。 

〔小磯部長〕 

今おっしゃられたとおり、ブリーダーとか黒豚とか本当に規模の小さいところが多かったとい

う内容です。 

〔木下座長〕 

12 ページのですと、使用していないというところが全体の 268 で、そのうちの 137 が 19 頭以

下ですね。 

〔鹿又委員〕 

そのあたりの階層はブリーダーが多いのかなと思いました。 

〔木下座長〕 

全部を一緒に平均して比べてもという、 初の統計の議論と一緒ですね。 

〔鹿又委員〕 

結果をどう読むかなんですが、いろいろな要因が入っていると思いますので、それを読み解く

にはいろいろな情報がないとなかなか難しいのかなと。統計的に有意な差が本当にあるのだろう

かとも思うところですが。 

〔岡崎委員〕 

数値については、やっぱり数値目標というか、推奨するという視点でまずはスタートすべきも

のだろうと思います。これ以上ないとだめだとかここまでだとか、そういった視点であえてスタ

ートはこだわる必要は全くないと思いますので、それだけを補足させていただきます。 

〔大井委員〕 

初の一般原則の中で、明らかに産業動物のウェルフェアは食用動物のウェルフェアとは違う
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という本質的な違いを明確にするべきではないかと思います。その中で、できれば快適性に配慮

しつつ生産性も、衛生的なレベルの向上にもつながるような文言が追加されることが必要ではな

いかと思います。やっぱり明らかに違う概念だということを明確にすべきではないかというのを

原則の中に入れてほしいなと思います。 

それから、私は獣医師という立場でこの会に参加させていただいていると思っていますが、そ

の中で、前回も安楽死のことについてお話をしたと思うのですが、この 5 つの自由の中で、3 番

目に障害及び疾病からのフリーというのが入っています。この管理方法の中で、余りにも唐突に

「安楽殺」という言葉が出てくる。まず、安楽死の前にやることがあるのではないかということ

が抜けているような気がしてしかたありません。ヨーロッパあたりでもきちんとした病豚房を設

け、病気の豚のペンを確保しなさいということが言われています。これは、農場の衛生レベルの

向上ということについてもとても重要なことですから、傷害それから疾病にかかった豚の安楽死

という部分だけではなくて、そういう豚への取り扱いについても明記してほしいと思います。 

安楽死の方法についても、日本はかなり不利な部分があって、海外ではショットガンを用意し

ろとかライフルを用意しろということが主流ですが、その辺も日本の文化だと思うのですが、そ

の辺の違いもとても難しいものがあると感じています。 

もう一つ、スペースのことについて随分話題が出て、スペースが不足すると異常行動として尾

かじりみたいなものが出ることへのつながりだと思うのですが、30 年近く養豚の現場でずっと豚

を見ていて、尻尾をかじるという異常行動はそれほど単純なものでもないなと感じています。 

空間を科学的に検証するとどうしても増体ということが出てきますが、我々が農場に行って尻

尾をかじられている豚を見たときに、その農場に対する応急処置をしなければいけないわけです。

これ以上広げないためとか今後出さないためとなると、とてもとても空間のことだけでは処理が

おいつかない。それから、実際に起きている現場を解決する方法と考えると、給餌器の形態、給

餌器の数、もちろん空間もありますが、空間だけで考えると尾かじりが起きてもおかしくないよ

うな空間の豚舎でも全く尾かじりも無くすばらしい数字を出す農場というのは幾らでもあります。 

そういうふうに考えると、日本の気候風土もあるのかもしれませんが、やっぱり日本独自の基

準というのは別に考えるべきではないかと思うし、研究されている先生方に口幅ったい言い方で

すが、もう少しいろいろな観点から研究されることをお願いしたいと思います。現場に材料は幾

らでも転がっていますが、そういうところになかなか踏み込んでいただけないという部分がとて

も不満であり、こういうガイドラインをつくるのであればそういうことも積極的に国にはかかわ

ってほしいと思います。 

〔家入委員〕 

豚飼養管理指針に盛り込む事項ということで示されていることに対する意見ですが、先ほどか

らたくさんお話が出ていますように、日本の養豚農家の施設というのは、環境をきちっとコント

ロールできるような施設がないのがほとんどだと思います。 

一つは、もちろん先ほどからお話が出ているように海外との歴史の差かもしれませんが、もう

一つは、夏はものすごく蒸し暑くて冬はものすごく寒いような環境の中で、なるべく安く豚を飼

うということに対応する必要から、環境コントロールができにくい豚舎が一般的に利用されてい

ると思いますので、これを全部網羅して、例えば構造を 低こういうふうにしなさいというのは

なかなか難しいところがあると思っていますが、夏とか冬とかの季節的な問題も盛り込んでいく

ようなことも配慮できたらいいのではないかなと思いました。 

 18



それから、科学的知見の話がありましたが、米国の指針のように生産性というのをある程度基

準にしたものということも仕方がないとは思うのですが、アニマルウェルフェアの本当の目的と

いうのは動物の感じる苦痛といったものであると思いますので、科学的知見の中で、例えばこの

くらいの広さのときには豚がどの程度のストレスを感じているのか、そういった研究をぜひ奨励

していただいて、そういったものを将来的にはこういった指針づくりの中に生かしていけるよう

にしたらいいのではないかと思いました。 

それから、盛り込む事項の中の栄養のところでは、この間も申しましたが、エコフィードの問

題、それから 近では、高品質化のための低リジン飼料といったものも使われておりますので、

要求量が多い場合はわざと要求量を落として飼育されているものもあるんですが、そういったも

のとの絡みについても言及する必要があるのではないかと思いました。 

〔竹延委員〕 

日本の豚の行動学の専門家というのはどういう方がいらっしゃるのか教えていただければあり

がたいのですが。豚の動物行動だけを専門にやっていらっしゃる先生というのはいらっしゃるの

ですか。 

〔田中委員〕 

豚だけをやっているというか、豚を中心にやっている人は余りいないと思います。家畜行動の

中で豚もやっている、他もやっているという形でしかないかと思います。 

〔竹延委員〕 

ということは、アニマルウェルフェアは大事だと言っているけれども、日本でそういう豚を専

門に行動をやっていらっしゃる先生もいないのにこんなことを今つくるというのは… 

〔山下会長〕 

外国では、豚専門の行動学をやっているような方がいいらっしゃるのですか。 

〔佐藤委員〕 

多いと思いますね。行動学の中でも鶏と豚の研究者は多いですね。日本は牛の研究者の方が多

いですね。それは、やっぱり海外では企業からの研究資金も豚、鶏にいきますし、ウェルフェア

団体の研究資金も豚、鶏に集中していきますので。 

〔山下会長〕 

むしろ牛などの大家畜よりも中小家畜の方が多いのですか。 

〔田中委員〕 

スタートとか背景も違うので、日本の場合は放牧の牛から始まっていますから。ただ、本当に

豚しかやっていないとか鶏しかやっていないというのはそんなには多くはないです。どちらかに

重きを置いているにしても 1つではなくて両方の家畜行動をやっているという人の方が多いと思

うのですが。 

〔竹延委員〕 

田中委員はどのぐらいの割合で豚を 

〔田中委員〕 

もともとは鶏をやっていまして、その後、豚もやり出し、羊もやっているし、 近は犬もやっ

ていますが、一番ウェートが高いのは鶏ですね。 

〔竹延委員〕 

他にはどんな先生がいらっしゃるのですか。動物の行動とか、これが異常行動だとかそういう
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ことをやっていらっしゃる方は。 

〔田中委員〕 

今日、傍聴席におられる小針先生は、 近は豚の行動の研究をされています。だから、科学的

知見の豚の文献集めを彼も分担してやってくれています。 

〔佐藤委員〕 

学会もあるのですよ。応用動物行動学会というのがあって、家畜の行動をやっているのが 130

名ぐらい 

〔竹延委員〕 

というのは、こういう場で豚だったらこういうことが異常行動だとかそういうお話を専門家の

方に 1回お聞きしたい。科学的知見とか 5つの自由とかを考える時に、例えばスライドやＯＨＰ

で、こういうのが異常行動だとかそういうことを研究している方からお聞きしたいのですが。例

えば 10 分でも、20 分でも。 

〔北池室長〕 

この分科会に来ていただいて、どういう先生がおられるかというのをお聞きしながら、そうい

う方に説明していただくことは十分可能だと思います。 

〔竹延委員〕 

大事なのは、外国のデータよりも、先生が実際に観察されて持っているもので、日本でどれだ

け本当に考えている人がいらっしゃるのか。要は、日本全体がそんなことを思ってないのに外国

のデータばかり持ってきて、この国の豚のアニマルウェルフェアで行動学をやろうといってもニ

ーズがないのに事をつくっていこうとしているのであれば、おかしいのではないかと。 

そんな先生がいないのに、ヨーロッパの事例はこうでしたとかとスライドでやるのはいけない。

日本の先生が、日本の豚のこういうのが異常行動だということを勉強して、それで日本もやらな

いといけないというのであればわかるのですが。 

〔木下座長〕 

生産者の方からそういう意見が出てきたことは非常に重要なことだと思います。 

私も前に環境対策の仕事をやっていましたが、環境の専門家も実は余りいなくて、そういう意

味では、外国でやっているような生産者団体があれば、ある程度研究を共同してやるとかも含め

て、これからの一つの課題だと思います。 

快適に飼うということが生産性向上にもつながって、薬も余り使わなくていいとか経営のプラ

ス面も必ずこの快適性のところにはあるのだと思います。カウコンフォートはまさにそういうこ

とで、乳牛の世界ではそういう議論も進んでいると思っておりますし、非常にいいご意見だと思

います。ぜひ勉強会は企画していただければと思います。 

〔岡崎委員〕 

余分なことですが、竹延委員が言われる部分でいくと、生産者の方が一番知っていると思いま

す。だから、逆に言うと、本当に豚を日々飼っている現場の中に答えがあるのだと思います。 

ただ、竹延委員は知っていて言われているのでしょうが、日本の中でこの行動学は学問になる

のもなかなか難しいというのはみんなもわかるところではあるのですが、そういう意味では、海

外の事例というのをきちっと出してくれたというのは非常にいい指標になったというのは認める

べきだと思います。 

〔竹延委員〕 
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外国は、ニーズがあって研究者もたくさん出て、本当にそうやろうと思ってＥＵだったらそう

いう制度をやろうとしている。日本はニーズが少ないし、豚もあまり研究されていないと。実は、

ニーズは少ないのではないかと。 

〔岡崎委員〕 

ニーズというよりも、生産者サイドからの視点があるように、そこは消費者サイドの視点とい

うのも十分見ていくと、そういうニーズが今後出てくるという視点を持って生産サイドも動かな

いといけないという視点になるわけです。 

〔竹延委員〕 

それはわかります。そのとおりです。 

〔田中委員〕 

向こうで家畜行動学が発達した要因の一つはアニマルウェルフェア運動があるわけです。それ

がニーズなんです。それが日本ではまだまだなかったからこそ研究者も少ないのだと思います。 

だから、今こういう形で日本でもニーズが出てくれば、研究者もふえてくると思います。 

〔竹延委員〕 

ただこれも、例えばＯＩＥでもいろいろなことが出てきてから日本も何か同じようなものをつ

くらないといけないみたいな、今現在はそういう要素が強いというのも事実じゃないですか。 

〔佐藤委員〕 

そうはいってもこの分科会が始まる前、畜産技術協会が消費者の方にアンケートをしましたが、

家畜を飼う場合に何を重視したらいいのかという 4択の質問だったかと思いますが、価格と家畜

の快適性のバランスを考えてくれというのが 74％だったのですね。19％が価格よりも家畜の快適

性が重要だと。これだけ消費者の意識というのは変わってきているのですね。だから、無下にそ

ういうことを無視してやっていくと、消費者が離れる可能性だってあると思います。 

〔竹延委員〕 

私もそう思います。 

〔木下座長〕 

議論が大変いい方に入っていきましたが、もう一個だけ議題が残っていますので、説明をお願

いします。 

 

（４）試行試験について 

原課長補佐から、資料 7「豚の試行試験について」を基に、試行試験の説明が行われた。 
 

〔木下座長〕 

試行試験は家畜改良センター茨城牧場でやるかどうかはまだ決まっていないのですね。 

〔原課長補佐〕 

まだ決まっていないです。 

〔木下座長〕 

ただいまの案につきましてご意見なり、ご注文なりお願いします。 

〔竹延委員〕 

普通は群だと 20 頭とか 30 頭で喧嘩をするとか何かがありますが、本当に 5頭というのが群と

いえるのか。一番恐れるのは、20 頭とか 30 頭だったら喧嘩して足悪が出たり、廃用になったり
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するのですが、5 頭ぐらいだったら、Ａちゃん、Ｂちゃん、Ｃちゃん、Ｄちゃん、Ｅちゃんと簡

単に順位付けをして喧嘩もしなくなるとか、5 頭というのは本当に群といっていいものなのかと

いうことです。 

あとは、うちでしたら、1 人 500 頭ぐらいの割合で妊娠豚の面倒を見ているのですが、そうい

うことの中でかける時間というのを、例えば 5 頭チェックするのであったら、妊娠していなかっ

たら 100％すぐ気がつくとか、流産とかでもすぐ種のつけ直しということをやりますから、それ

によって余り差が出なかったと結果をもって群飼は大丈夫でしたとか。人が手間をかけて観察し

てやっていくのでしょうから、そういう意味では、こういう試験をやって本当にこれで群は大丈

夫だということがわかるのかなと。 

〔北池室長〕 

頭数に限りがあるのはご理解いただけると思うのですが、同じ試験を 3 回やるということで 5

頭になっています。田中委員にもご指導いただきたいのですが、同じ試験を 3回やることによっ

て精度が上がって結果の判定が容易になるということでしたので、これをもっと大きくして 1群

15 頭ぐらいにすれば確かに近づくのですが、その辺はまたご指導をいただければ。 

〔田中委員〕 

そういう比較もできるのでしたら、当然群の大きさも何通りかでやった方がいいと思いますが、

今、竹延委員が言われたように、あるデータでは大体 5、6頭だとお互いが個体意識を完全にでき

るから逆に群れが安定して、余り喧嘩せずにフレンドリーに群として飼えるというデータはあり

ます。 

〔竹延委員〕 

でも、実際の現場では…… 

〔北池室長〕 

そこは、全体でどのぐらいできるかという議論もありますので、田中委員とも相談しながら検

討させてください。 

〔岡崎委員〕 

先ほど佐藤委員が言われたこともありますし、この部分はうちの団体もかなり調査をしました。 

アメリカでは、母豚が 750 とか 1,000 頭で群飼をやっていると。それで、成績をとっています

し、佐藤委員もデータをお持ちだと思います。うちのグループの中でも今検討しているグループ

はあるのですが、それはさておき、むしろこの視点を持った場合はストールという視点になって

きているので、今のストールでやっているのを簡単に転換するには床構造の問題があるので、農

家に多大なコストを伴うケースが出てくるのでそれは少し問題があるという視点を今は持ってい

ます。この試験を調査するのであれば、むしろ肥育豚の子豚を頭数、密度、必要面積当たりのデ

ータをとった方が今回のアニマルフェアの指針に近い使いやすいデータになるのではなかろうか

と思って、逆提案をさせていただきます。 

〔北池室長〕 

逆にこの繁殖関係のデータというのは、今おっしゃられたようにかなりデータも蓄積されつつ

あると。 

〔岡崎委員〕 

アメリカなり、ヨーロッパでも常識化していますしね。 

〔北池室長〕 
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日本でもやられておられるようなお話がありましたが、そういうデータもある程度ご提供いた

だけるようなことは？ 

〔岡崎委員〕 

やられているケースも出てきていますが… 

〔北池室長〕 

課題をどこに設定するかでしょうが、ストールというのは大きな課題の一つであって、もう一

つは、おっしゃった肥育豚のスペースの問題も大きな課題ではあるのですが、どちらかといえば

こちらの方が大きい課題だと認識しておりますのでこういう試験設定しているわけです。 

〔岡崎委員〕 

先ほど言ったアメリカの指標でいくと、ストールについての指針はアメリカは持ってきてない

ですよね。ストールについてはそこから入るべきだと思います。 

〔北池室長〕 

両方いいということですよね。明確に明らかな差が出てないという認識ですよね。 

〔岡崎委員〕 

一部のほとんど豚を飼っていないようなところの州あたりでは法律ができていると佐藤委員は

言われるわけですが、圧倒的に豚を飼っているところでは、アメリカでもまだ法律として決めら

れていないことですし、アメリカのガイドラインはそういうふうにうたっていませんので、むし

ろ日本がそこに先に入っていくよりも、くどいですが、肥育の密度のあたりで私たち生産者サイ

ドが頑張らないといけない部分がまだあるのではなかろうかと。 

当然竹延委員が言われるようなことはあるのですが、豚を殺さないためには肥育豚の密度とい

うのを今後生産者はもっとスポットを当てないといけない部分で、逆に言うと、獣医の先生方か

らの助言もいただきながら、豚が死ぬのを抑えるためには太りを早くして豚舎の密度を少なくで

きるような工夫はいろいろあるので。 

だから、両方とも重要かもしれませんが、天秤の重さがあると思ってそちらの方で試験を組む

べきだろうという提案でございます。 

〔竹延委員〕 

近、養豚雑誌に母豚の群飼用の機械のコマーシャルが、例えばイワタニケンボローとか掲載

され出しましたよね、ようやく。広告を出しているということは、買った人がいるかもしれない

ので、逆にそういうところに協力をお願いしてもいいのではないかと。 

岡崎委員のところにもそういうのがあるのだったら、日本で実際にどうだったかというその結

果を… 

〔北池室長〕 

データが確保できるのであればやりたいですし、逆に言いますと、試行試験だけではなくて実

態の調査をかける手もあると思います。実際に委員の先生に見に行っていただいてどういう状況

かという判断をいただく手もあるので、そういうところをご紹介いただけるなら、こういうとこ

ろで、どれぐらい飼われているかというのを教えていただければありがたいです。 

〔竹延委員〕 

コマーシャルが載っているので多分どこかに、当たってみますか。 

〔鈴木委員〕 

確認しているところはないと思いますね。 
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〔岡崎委員〕 

発注しているところもあるし、アメリカのピーターソン農場あたりは、片方はストールで母豚

750 頭やっていて、新規農場ではこれを入れて、2つのピッグチャンプのデータでどうかというも

のまで全部出ていますから、海外を調査すればすぐわかることですし、そのデータを持ってきて

日本でも既に発注かけているところも出てきているんですが、私が言いたいのは、もう一度言い

ますが、それをやるのは床構造の問題があり、やれる人が限られるということをまず理解してほ

しいんですよ。全部はやれないですから。 

〔竹延委員〕 

それと 1.5 倍の面積。今、60 ㎝×2m のスノコで 1.2 ㎡あればいいのが、例えば 2.5 ㎡要るよう

になったときに、豚舎を建て増しできるような敷地があるのかと。それは、例えば 10 年とか 15

年の猶予とか……。さっきのオーストラリアでもそうでしたよね。7年度で 17 年とかね。 

〔岡崎委員〕 

そういう意味でいくと、さっきの佐藤委員の言葉をかりると、そういった先進の事例を紹介す

るという形で指針の中につけ加えることは、調査をすればすぐ集まると思います。 

ただ、改良型ストールというのはヨーロッパのことを多分指していると思うのですね、シーソ

ー型のストールということだと思うので、そこもうちのグループでも着手しているところはある

のですが、そこは視点がちょっと違うので… 

〔竹延委員〕 

一方では、家入委員がおっしゃったように日本の設備は貧弱な設備がまだ大多数を占める中で、

そっちに先にいってしまうのかと。やっぱり隙間風のないきちっとした設備をやることの方がト

ータル的にはウェルフェアの優先順位からすれば高いというのも事実ですよね。 

〔岡崎委員〕 

そういう意味で、10 年先のこともやらないといけないですが、目の前でやらないといけないと

いう部分を、一番事故が出るところの必要面積という意味でやることを強く提案します。それな

らばこれぐらいの頭数でも、子豚だったら群と密飼して 1 ペン、2 ペンで何反復かするというの

はできますよね、密度のストレスという意味では。種豚じゃないわけですから子豚は幾らでも調

整できると思いますので。むしろ、案外そういうデータがないので、海外を見ても割と少ないん

ですよね。再考していただければと思います。 

〔鹿又委員〕 

今密度というお話が出ましたが、そこは佐藤委員、田中委員から何かコメントをいただければ

とも思うのですが、先ほどの科学的知見の取りまとめの中にも育成・肥育の段階での 1頭当たり

の面積に関する試験というのは大分やられているように思ったのですが、4、5、6、7ページまで

とかなりあります。これがすべてではないと思うし、さらに知見を積み重ねる必要があるのかど

うかというのは、明るくないのでわかりませんが。 

〔岡崎委員〕 

そこについては、密度が濃くなった密飼のデータがないと思っておるんですね。今現場の中で、

どうしても私たちの仲間の中でも異常的に豚を飼っている人もいる、2段重ね、3段重ねで飼って

いる人がいないとはいえないです、本当に一部ですが、そういったところの問題点という意味で

のデータづくりという意味でございます。極端に広い放牧的なデータは確かにあるわけですが。 

〔家入委員〕 
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飼育密度に対する試験というのは、日本でもかなり昔から、何㎡で飼ってどうだったというの

はたくさんあると思います。 

〔竹延委員〕 

佐藤委員のＥＵの文献の説明で、寝ころがったりというお話がありましたよね。そういうもの

で、ＥＵにしても、アメリカにしても、オーストラリアにしても、それを基準にしてつくってい

るのであれば、どこまでが耐えられるかというのではなくて、アニマルウェルフェア的であれば

各国で余り違いはないですよね。そこをどこまで過酷にという試験をするのではなくて、それこ

そ佐藤委員がおっしゃった、これは寝られるというものからはじき出されたものであったら、新

たに試験をやるというよりも、佐藤委員がおっしゃっていることは正しいと思いますので、ウェ

ルフェアとして寝ることは当然大事なことだし、各国の差もないから、そこまでは過酷に詰め込

むということまでは考えなくてもいいのではないですか。 

〔岡崎委員〕 

そういう意味でいくと、今回試行する目的をどこに置くかでしょうね。出てきたものをどう活

用するかという視点でしょうね。 

〔竹延委員〕 

将来にわたってストールをどう考えていくかという視点でしょう。 

〔北池室長〕 

私どもの認識といたしまして、改良型ストールも含めまして日本で余りやられた例がないとい

うこともあってこういう試験をいっそ取り組んでみてはどうかと。基準にどう盛り込むかという

議論ですが、ＥＵ、アメリカと比べたときにＥＵがそういう提案をしておりますので、我が国の

知見としてないところをやってみてはという考え方です。 

〔家入委員〕 

先ほどのお話の中で、外国の科学的知見じゃなくて日本にデータはないかという話もあったの

で、こういうことをやることで、きちっとコントロールされた条件の中で、規模は小さいかもし

れませんが、一応ちゃんとコントロールできる条件の中でデータを持っておくことは十分意義の

あることだと思います。 

〔北池室長〕 

ご指摘のあった規模の大きさとかはもう一度相談させていただいて、もう少し拡大できるかど

うかも含め、あと正確性の反復の関係も先生ともご相談しながら、どちらにしましてもやるのは

来年度でございますので、詳細のところを相談させていただきたいと思っています。 

ただ、おっしゃった海外の比較等あれば、教えていただければ参考にさせていただきたいです

し、日本にこういうところがあるというのであればよろしくお願いいたします。 

〔竹延委員〕 

その辺の情報はないかと聞いておきます。 

〔佐藤委員〕 

アニマルウェルフェアの中で核心の部分というのは正常行動の発現というお話をしたのですが、

これの話はストールシステムか、群飼かという一番のポイントだと思うのですね。だから、それ

は実験的にやってもらうのもあれですが、もし日本であるならば実態調査をぜひ入れてもらいた

いと思います。 

外国での実態調査の例は、システムとして採用できそうだというところまであると思うのです
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が、国内での調査を入れ込めないかと思います。 

〔竹延委員〕 

15 年ぐらい前に、京都でＮＰＤというイギリスの豚を入れたところがそういうことをやったの

ですが、ほどなくやめてしまいましたが、今の機械は発展したり、ノウハウが充実したりとかで

どんどんレベルアップしていっているでしょうしね。 

〔木下座長〕 

オートソーティングシステムとか、繁殖豚についてもヨーロッパとかこれにも出ているので、

そういう知見も集めて。 

実際に変えるとなったらコストも出てきますし、どういうシステムがいい、悪いというメリッ

ト、デメリット論と科学的に詰めていかなくてはいけないですから、とりあえずそこは、今年頭

数がご不満との意見もあるのですが、試しにやってみるということで。 

〔北池室長〕 

中身はもう少し詰めさせていただきます。 

〔吉村専門員〕 

先ほどから活発な議論を聞かせていただきまして、大変参考になりました。 

1 点だけ、ぜひ今後ご議論していただきたいと思っているところがあったのですが、去勢の問

題ですが、資料の中でＥＵや米国、豪州のすべて去勢をする実施時期が生後 7日を過ぎてからは

獣医師により行うとか、米国でも 7日以内、豪州でも 7日齢前に去勢することを推薦していると

いうことですが、実態調査の結果を見ますと、我が国では生後 8日以上というのが半数以上とい

う実態がありますので、欧米の推奨と日本の実態とがかなりかけ離れていることがありますので、

その辺について今後ご議論していただければと思いました。 

〔佐藤委員〕 

そういうのも、できれば手技の宣伝みたいなところの実証試験みたいなのをやってもらえると

よりいいと思います。 

〔北池室長〕 

必要性があるのですが、全部に手が回るかどうかというところもありまして。 

〔竹延委員〕 

恐らくですが、規模別にやると、大規模な所は 3日以内で必ずやっていると思うんですよ。実

を言うと、3 日以内が世の中の常識です。ただし、日本は昔からの迷信みたいな、ちょっと豚が

元気になってからした方がいいとかね。でも、確実に小さいころに傷口をつくってやった方が早

く治ります。 

我々生産者が集まったときにこの話をしたことがあったんですが、例えば去勢のときには衛生

的な鋭利なもので注意しながらやるのが望ましい程度で、日齢は入れないで、 初はきちっとし

た消毒をして鋭利なもので豚に負担を少なくやるとかその程度の方がまとまりやすい。 

全部がんじがらめのものがいいのかに関しては、今日はそんなことまで話をする場ではないと

思いますが。 

〔家入委員〕 

アンケートはあくまで回答者数でしかないから、実際頭数で見たらほとんど 3 日、4 日以内に

やられているのがほとんどだと思います。 

間違っているといけないので規模階層を含めてもう一度整理してみます。 
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〔木下座長〕 

貴重なご意見、ありがとうございました。 

 

（５）その他 

〔木下座長〕 

それでは、これで議事を終わらせていただきまして、あとは事務局からお願いします。 

〔塩田事務局長〕 

今年度の分科会は終了させていただきました。本来、親委員会といいますか、事業推進委員会

に報告するということになっておりますが、年度中は委員の先生方のご都合で開催は難しいとい

うことで来年度に開くということでございますので、そういうことでご了承いただきたいと思い

ます。 

また、 初に会長が申し上げましたように、農畜産業振興機構から助成をいただいてやってい

たのですが、それにつきましては応募する方式に変わっておりまして、今応募しております。 

ですから、事業主体として来年度は私どもがやるということは決まっておりませんが、万が一

そういうときには引き続き皆様方にはご尽力あるいはご協力を賜りたいということでご理解いた

だきたいと思います。 

本日、いろいろご意見いただきまして、いわばアニマルウェルフェアを一つの起点に生産者の

考え方あるいは研究、その他それぞれの役割の熱き思いをこのアニマルウェルフェアに結集しな

ければいけないという意味でこの分科会はうまく進められたと思っております。 

いずれにいたしましても、来年度以降につきましてもよろしくお願いしたいと思いますが、私

どもがそういう事情であることをお酌み取りいただきまして本年度を締めたいと思います。 

どうもありがとうございました。 

 

５ 閉 会 
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