
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 回推進委員会 

 

１ 開 会（10:00） 
 

２ 挨 拶 

・開会の挨拶〔山下会長〕 

アニマルウェルフェア（以下「AW」とする。）に関しては、消費者も含め、国内外ともに関心が高

まっておりますが、元々、AW はペットやコンパニオンアニマルから始まったもので、現在は家畜にも

AW の考えが取り入れられております。国際的に見ても、古くから AW に取り組んでいるイギリスだけ

でなく、EU とその加盟国、さらには、米国、カナダ、豪州等の先進国においても、それぞれ形は異な

るものの家畜の飼養に関する基準あるいは規則、ガイドラインが定められております。国際機関であ

る OIE でも家畜のと殺や輸送に関するガイドラインが定められ、家畜の飼養についても、AW に配慮し

た視点からのガイドライン策定に向けて検討が行われています。 

一方、我が国においては、動物の愛護及び管理に関する法律があり、昭和 62 年に産業動物の飼養及

び保管に関する基準が定められておりますが、かなり年数も経っており、新しい基準作りの必要性も

いわれているところです。このようなことを受け、当協会では、平成 18 年度より農林水産省の助成を

受け、学識者や畜産関係者に集まりいただき「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、今後、家畜の AW に対してどう取り組んでいくべきかについて検討し、報告書を取りまとめま

した。その結論として、家畜の AW は、家畜飼養の実態を踏まえ、家畜の快適性を追求しながら生産性

の向上を図っていく必要があり、そのためには、家畜毎に具体的な検討を行い、消費者も含めた関係

者に理解された家畜毎のガイドラインを作成することが重要であるということとなりました。 

こうしたことを受け、当協会では、本年度から独立行政法人農畜産振興機構より助成をいただき、

先般の勉強会の報告を踏まえ、家畜毎の飼養管理指針を検討することとなった次第です。 

内容やスケジュールについては、後ほど詳しく説明があると思いますが、それぞれの畜種の飼養管

理の実態調査を進め、AW に関する科学的知見の収集・整理をし、それらを踏まえて、家畜毎の飼養管

理指針を策定することとなっております。畜種については、まずは採卵鶏と養豚から始める計画で、

具体的な作業については、それぞれ分科会を開催し、検討することとしております。これら全体の作

業としては、本日各界からおいでいただいております推進委員の皆様からご意見等をいただきながら、

取りまとめていきたいと考えております。 

・来賓挨拶〔釘田課長〕 

先ほど山下会長から詳しく会議が開催される経緯や背景等の説明がありましたが、役所としまして

は、畜産業、食の安全・安心という面で関わりがある農林水産省、動物愛護管理法を所管している環

境省の両省の関わりが深いと考えております。特に農林水産省では、家畜を所管しており、家畜の AW

に関しては関わりが深いと思っておりますので、このような会議の中で十分ご議論いただきたいと思

っております。本日の会議は多くの傍聴の方々もおられ、この問題の関心の高さを改めて感じている

ところでございます。 

AW に関して、自分の経験も踏まえてお話させていただくと、AW の問題は、古くて新しい問題といえ

るかもしれません。特に欧米においては、家畜との付き合い方が日本とは全く異なっているため、古

くからこのような考え方があったのかもしれませんが、十数年前にヨーロッパに駐在していた時期に

EU では AW が大きな議論を呼んでおりました。当時は、家畜の輸送問題が大きな問題であり、各国の

首相がブリュッセルに集まり、侃々諤々に議論を行っておりました。どうして家畜の輸送問題が、政

治問題になるのか、理解に苦しむことがありましたが、EU でこういった議論があるということをレポ

ートにして報告した記憶があります。そういった流れの中で、国際機関である OIE が初めて家畜の輸
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送やと畜に関するガイドラインを策定いたしました。OIE は、家畜の病気を取り扱う機関であり、直

接 AW がこの機関の担当ではありませんでしたが、家畜の問題を扱う国際機関として も AW に近い国

際機関であろうということで、何年か前にやっとガイドラインが策定されたという経緯があります。

私も当時その会議に出席しており、非常に熱気あふれる議論がなされていたことを記憶しております。 

ヨーロッパでは家畜の長距離輸送が頻繁にあり、その中での動物虐待等の問題が背景としてあるこ

とをそのときに感じました。いずれにしても、国際機関の中で、2 年前にガイドラインを策定する動

きが出て、この動きは今後さらに加速していくものと考えております。こういった国際的な状況もあ

る中で、我が国においてもこの問題を放っておくわけにもいかず、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、ご議論していただいた結果を報告書として取りまとめており

ます。今年度の「AW に対応した家畜の飼養管理に関する検討会」においては、昨年度の報告書を踏ま

えて、さらに議論を深めていただきたく思います。特に家畜毎に検討していただき、種類毎の具体的

なガイドラインを策定することが大きな目標になると思います。 

そのような議論をするに当たって、まさに委員の方々からご意見をいただくところでありますが、

冒頭にあたって、私ども農林水産省としても問題意識を 3点ほど申し上げたいと思います。 

まず、1点目は、AW は欧米社会で先行して議論が進んでおりますが、今回、我が国における AW を議

論していくに当たり、欧米社会と日本では、気候風土や食生活、さらには宗教、歴史、文化等が異な

るため、そのようなことを踏まえた上でご議論いただくべきではないかと考えております。平たく言

えば、欧米で決まっているからといって、それをそのまま日本に持ってくるのは、必ずしも適当でな

い場合があると考えております。そういった意味では、欧米の事例を参考にしながら、我が国独自の

AW についてご議論いただきたいと思っております。 

2 点目は、畜産業を所管する私どもとしましては、これまで消費者に安定的に安全・安心な畜産物

を供給することが、畜産業で も重要なことである考え、そういった中で、家畜の生産性を追求する

ということを行っておりました。今回、AW についてご議論いただきますが、従来からの生産性向上の

取り組みと AW との関係がどのようなものになるのかは、様々な側面があり、様々な観点からご議論し

ていただく必要があると思います。生産性の向上と対立する場合と同じ方向を向いている場合との 2

通りあると思っております。一般的には、AW に配慮しすぎると、生産性の向上を阻害するのではない

かという感覚的な認識もありますが、必ずしもそうではないのではないかということもいわれており

ますので、これについては、色々な角度からご検討いただいて、我が国の畜産がきちんと消費者の期

待にそって存立していく上で、どのような裁量をする必要があるのかということをご議論いただきた

い。AW という問題と生産性の向上、さらにいえば安全、安心という問題を両立するようにご議論いた

だければと思います。 

3 点目は、AW は 近、色々なところで問題になっておりますが、一般国民の皆さんや畜産業に携わ

る人間も含めて、まだまだ理解が深まっていない状況ではないのかと思っております。まさに、ペッ

トにはこの動物愛護という言葉がぴったりではないかと思いますが、産業動物である家畜の AW はどの

ようなものが必要なのか、まだまだ十分な議論がされておらず、認識も十分ではない。一般国民の方々、

消費者の方々においては、畜産の現場をご存じない方がほとんどであり、そういった中で、あまり感

情的な議論になっても困るし、かといって、こういった基準を生産現場だけで決めたということでも

困るということになります。そういった意味では、我が国の畜産における AW に関する議論はまだまだ

未熟であるということをよく認識した上で、ご議論をしていただき、その内容を広く国民に公開する

中で、できるだけ多くの方々が議論に参加できるような形を取りながら、指針作りにむけた検討をし

ていただきたいと思います。 

まだまだ、色々な角度からのご議論をしていただかなければならないと思いますが、家畜における

AW の対応については、大変広い関心を集めている問題でもありますので、今後この検討会において熱

心なご議論をいただき、多少お時間はかかるかと思いますが、特別な成果が得られますことを期待し

ております。 
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３ 委員紹介（10：20） 

資料 2「平成 19 年度推進委員会名簿」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、信國委員が座長に選任された。 
 

５ 議 事（10：30） 

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

れた。 
 

（１）アニマルウェルフェアに対等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。 
 

〔信國座長〕 
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。 

〔山本委員〕 

AW に対応した家畜の飼養管理に関する検討会の概要を説明いただいたが、飼養管理実態調査に

ついては、推進委員会で内容を検討するのか、また、委員は実際に現場には行かず、報告を受け

るだけなのか。2 年目の試行試験については、分科会でどういう調査をするか内容を吟味してか

ら実施するのかといった点についてご説明いただきたい。 

〔竹延委員〕 

豚の飼養管理に関しては、例えば EU のある地域に行くと、かなり似通った飼養管理が行われて

おり、ビジネスモデルが確立されているが、日本の豚の飼養管理方法は、同じ地域であっても多

様である。どのような試行試験を行うかはかなり重要なことになるので、その点の判断を間違わ

ないようにしていただきたい。 

〔信國座長〕 

試行試験については、科学的知見分析グループの指導をいただきながら行っていくというイメ

ージでよろしいのか。 

〔事務局〕 

委員の方には有識者の方もおられますので、相談しながら進めていきたいと考えている。 

〔高橋委員〕 

2 年目の試行試験を受け持つ立場だと認識している。1年目の実態調査結果から、飼養管理の方

法や数値基準が作られると思うのだが、数値基準が設けられたら、その数値にあった豚舎なり鶏

舎を建て、実際にそこで飼育してデータを取るというイメージなのか。予算規模も含め、現時点

でのお考えを教えていただきたい。 

〔北池室長〕 

今、いわれていた試験の規模については、色々なパターンがあると思っている。ただ、どの程

度の規模で行うかについては、先ほど科学的知見分析グループの助言も求めながらやるというこ

ともいわれたが、例えば、評価法と関連付けながら進めていくことも考えているが、現段階では
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試験規模等の明確なイメージは固まっていないのが現状である。 

〔松木委員〕 

委員の方には、技術面での専門家や消費者、業界の方等がいらっしゃいますが、経済畑からの

意見として、1 つは、消費者視点や国民的理解と連動して進めていく必要がある。AW は他の商品

開発と異なり、評価が重要である。例えば、イギリスの FAI では、テスコやマクドナルドの他に

WSPA（世界動物保護協会）という保護団体も一緒に実験牧場の中で試験研究を実施している。従

来の飼育形態の中で、どのような改良の方法があるかについて民間レベルでの研究が行われてい

る。 

日本の試験研究の場合、家畜改良センターで行うとのことだが、福祉のあり方について初めに

きちんと検討しないと、福祉といっても生産者や保護団体、研究者の間でズレがあるため、その

調整を先にやるのか後にやるのかによって、議論が混乱する場合もある。 

〔信國座長〕 

その点については、全てを家畜改良センターで実施するのがよいのか、あるいは別の生産現場

を利用するのがよいのか、広がれば広がるほど、予算的にも無理が生じるので、設計段階で十分

な検討をお願いすることとしたい。 

〔佐藤委員〕 

家畜改良センターでモデルを作るというよりは、竹延委員もいわれたように、実際の現場では

様々な管理システムがあるため、生産現場で基準等を適用して問題を抽出するといった方がよい

のではないか。OIE のガイドラインの原則にも、システムよりは結果が重要だと書いてある。面

積がどうだとかいう施設面よりも家畜がどう反応したか、それこそが AW の本体だということであ

り、家畜を見るという観点からの検討を行った方がよいのではないか。 

〔兵藤委員〕 

AW という標記だが、現場で働いている方々に愛情を持って家畜を飼ってもらわないといけない

ので、横文字よりも動物福祉というように並列に書いていただいた方が早く理解していただける

のではないか。また、一般の方々にも家畜福祉の方がなじみ深いと思うがこの点については、以

前に何か議論があったのでしょうか。 

〔事務局〕 

この後ご説明させていただく予定でしたが、昨年度取りまとめた報告書の中に書いてあります。 

〔兵藤委員〕 

この検討会では AW とするのですか。それとも、動物福祉という言い方をしていくのか。個人の

意見としては、動物福祉の方がなじみやすいと思うのだが。 

あと、飼養管理実態調査を実施するとこのとだったが、ズーチェックといった動物園の項目リ

ストがあますが、項目リストの中で、例えば豚のしっぽ切りあるいは牙切りなどの意味やなぜ実

施しているのか等の説明をきちんとしておかないと、報告書として完成したときに、報告になっ

ていないといったこともあり得るので、どこを実際に見るのかということを事前に教えていただ

きたい。 

〔信國座長〕 

意見交換は後ほど時間を取って行いたいと思いますが、AW について申しますと、平成 18 年の

勉強会で、家畜福祉、動物福祉と表記すると、福祉の持つ意味からかえって混乱を招くという議

論になったため、学会でも用いられているカタカナ表記に統一しました。 
 

（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、OIE、欧州、米国の取組の概要
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及び我が国における今後の取組み方向についての説明が行われた。 
 

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 

環境省動物愛護管理室松岡室長補佐から、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」の説明が行われた。 
 

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、策定項目、採卵鶏及び豚に関す

るガイドラインの概要についての説明が行われた。 
 

〔信國座長〕 
全体を通して、何か質問はございますか。 

〔山根委員〕 

消費者にとってはなじみのない部分であり、どういう風に関わっていけばよいのか悩むところ

ではあるが、飼養や飼養管理とあるが、厳密な定義や範囲があるのかを教えていただきたい。単

純に考えて、妊娠・出産からと畜までと考えていいのか。 

〔亀田委員〕 

飼養管理とは、子牛が生まれてから、それを育てて、と場に送り出すまでの一連の流れ、牛と

つきあう全てが飼養管理だと思います。その中で快適性に配慮したものを考えると考えていただ

ければと思います。 

〔原課長補佐〕 

飼養管理の定義ということでは、そのとおりだと思いますが、今回の検討については、輸送や

と畜に関する部分を除いた、出荷前までの管理と考えている。 

〔木下委員〕 

採卵鶏や豚について議論をする上で、指針の性格によって今後の分科会でどのような検討を行

っていくのかが変わるため、今回の指針の性格と動物愛護管理法の産業動物の飼養保管基準の改

正のスケジュールについて説明して欲しい。 

〔原課長補佐〕 

今回、検討会で作成する指針の位置付けですが、今回はあくまで農林水産省の事業として実施

するため、畜産業の観点に立って、畜産振興の立場から AW にどう取り組めばいいかということを

検討していただきたいと思っている。この指針が直接、環境省の基準の改正に関わっていくとも

考えておりません。 

〔松岡室長補佐〕 

8 月 3 日に中央環境審議会の動物愛護部会を開催する予定であり、その会議では、家庭動物の

飼養保管基準についての中身を精査する必要があるということで、そちらを検討する予定である。 

産業動物の保管基準については、昭和 62 年に策定された告示であるという認識があるので、見

直すべき優先順位は高いと思っている。ただ、その内容としては、今の法律の内容との整合性を

見る必要もあると認識している。今回の検討会では家畜の種類別に策定するとのことだが、環境

省の基準はよるべき基準とあるため、全ての産業動物をカバーすることを考えると、この検討会

で作成される物とは、別のものではないかと担当レベルとしては考えております。近々着手する

ことは間違いありませんが、具体的なスケジュールについては決まっておりません。 

〔竹延委員〕 

生産者としては、法的な拘束力をもつのか、あるいは米国のように自主的なものなのか、望ま

しい飼い方なのか、それとも 低限の飼い方になるのか等、法律によって規制されるかどうかに
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よって大きく意味合いが変わる。結論が法律になるようなものであれば、議論の内容も大きく変

わるので、その辺をご説明下さい。 

〔原課長補佐〕 

ここで検討していただく指針については、当然、法的な拘束力を持つものではないと考えてお

ります。畜産の立場からどう取り組んでいくかを考えた場合、畜産に携わっている人が 低限守

るべき内容になると考えている。 

〔信國座長〕 

一言でいえば、自主基準ということで、自ら定めて、自らが守るものであるといえる。 

〔松岡室長補佐〕 

産業動物の飼養保管基準については、先ほどもいいましたように、動物を飼養する管理者の責

務であるということから努力目標であり、規制法ではない。 

〔佐藤委員〕 

昭和 62 年に産業動物の飼養保管基準が作られたとき、同時に解説本も出されているが、そうい

ったところにこのガイドラインが反映される可能性はあるのか。 

〔松岡室長補佐〕 

国の普及啓発という観点で、基準の改正等があった場合は、その解説本を出すことがある。産

業動物についても、普及啓発を行っていくので、基準等を改正した場合には解説本を出す可能性

があり、その際にはこのガイドラインの反映も検討されるであろう。 

〔大森委員〕 

飼養管理指針の策定にあたり、昨年度の勉強会の報告書がベースになると思っているが、3 点

ほど質問したい。 

1 点目は、竹延委員と同じ内容になるが、外国で基準ができているから、日本でも作る必要が

あるというのは大きな動機ではあると思うが、それを何に結びつけるのか。それを作って普及啓

発するのだと思うが、一方で動物愛護法との関係もあるため、その辺は前段でよく議論しておか

ないとこれから分科会で色々な基準を作るに当たり、迷ってしまうと思う。というのは、産業動

物の飼養保管基準が作られて 20 年になるが、2年前に動愛法が改正された時、家庭動物等他の基

準が改正されましたが、産業動物の基準のみがペンディングとなりました。おそらく、この検討

会での議論を含めた上で、環境省も見直しをしていくという考えもあるのではないかと思います

ので、そういうことも含めて、基準作りをするというコンセンサスを得た方が良いのではないか

と思う。 

2 点目は、｢国際的に共通する考え方に基づく取組に加えて、日本型の AW｣とあるが、国際的に

共通する考え方となれば、いわゆる｢5 つの自由｣を全て網羅した形で今後議論するのか、それと

もそこを含めて日本型という形を取るのか、その辺を整理されてはどうか。 

3 点目としては、普及啓発する上でも何らかのインセンティブがなければならないと思うが、

家畜改良センターで実証試験を行い、このような飼い方で飼養管理を行うと、こういったメリッ

トがありますというデータ提示をすることは考えておられるのか。有機畜産物と一線を画すとい

うことであれば、皆さんに守ってもらわなければならないので、ただ単に外国で作られたから、

日本でも作りましたということではなく、生産者にとっても利益があるということを基準の中で

普及していくことも必要ではないかと思う。 

〔原課長補佐〕 

おっしゃられるとおり、外国で取り組んでいるから日本で取り組まないといけないという単純

なものではなく、報告書にもあるように、家畜の快適性に配慮することによって、その家畜の健

康にも繋がり、ひいては食品の安全性にもつながるということが日本の生産者にとっても消費者

にとってもメリットになるということを主張していきたいと思っています。 

次に、共通する考え方「5 つの自由」ということですが、米国等では通常の行動を取る自由に
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ついて、まだ科学的には証明されておらず、説明できない部分があるということで、色々な議論

が行われているところだと認識している。そういった背景もあることから、共通するものがこう

であると決めてスタートするのは難しいと考えているため、分科会の中で具体的に議論しながら、

進めていきたいと思っている。また、課長の挨拶にもありましたが、気候や風土、歴史等も欧米

と異なるため、そういった事も議論しながら進めていきたいと考えています。 

〔北池室長〕 

一つ付け加えさせていただきますが、先ほど、海外の中で、「5 つの自由」が基本原則となっ

ており、OIE もそれを基本にしているということで、私どもも今後基準を検討するうえで一つの

目安になると考えています。 

ただ、各国での取り組みはバラバラであり、面積にしても必ずしも統一的なものではない。国

によって、家畜の飼養管理の方法も違い、目安となっている大きさについても異なっているので、

この部分については、科学的知見分析グループを立ち上げ、科学的知見を色々集めることによっ

て、我が国ではどのような基準で飼っていけばよいかを合わせて検討していきたいと思っている。 

3 点目の実証試験については、確かにどのような形で行うかについて、不明確な部分もありま

すが、こういう飼い方をするとどのような反応があるのか、家畜の反応を見ながら、一定の評価

をして行きたいと考えています。その結果についても、できるだけ公表し、生産者の方々にもご

理解いただきたいと思っています。 

〔兵藤委員〕 

「５つの自由」の位置付けは明確にしていただきたい。米国の豚だろうが、ヨーロッパの豚だ

ろうが、日本の豚だろうが、痛い、怖い、不快等についての行動は同じで、気候が異なるからと

いっても、気候が良いところの豚は痛い、怖い、不快がないのかといえばそうではない。どこの

国でも痛い、怖い、不快ということは同じである。 

もう少し優しい文言でも構わないので、それぞれの業界の中でまとめていただき、宣言のよう

なものを行い、生産農場の中で必ずそれが掲げられ、生産に直接関わっている方々がそれを見な

がら作業していただきたい。 

法律の中での努力目標ではあるが、動物虐待ということになれば虐待罪で訴えられる。 

例えば、これは告発事例になりますが、競走馬あがりの馬をもらい受け、飼養管理が著しく悪

いため体調不良にさせてしまい、それが原因で殺処分したという例がありましたが、こういう事

は家畜とはいっても絶対罪になる。あまりにもほっぽり出した飼い方で不快の念を与え続ければ、

法に触れることになります。犬でも庭先に鎖で繋いだままで飼っていたのが、日本の飼い方でし

たが、あれは気の毒な飼い方をしていたと日本人は非常に反省している。家畜についても生産性

重視でこれまで突っ走ってきていたのが、やっぱり動物のことを思って少し見てやろうという余

裕が我々にでてきた。人間のみではなく、動物に対しても少しスタンスを替えて、少しでもいい

ので動物側に立って飼養する感覚を現場の方々にもわかりやすい方法でまとめて欲しい。こうい

ったあたりがまとまればよいのではないかと思っている。各論については、まだまだ出てくると

は思いますが、大まかなところでこういったことを希望している。 

〔山根委員〕 

スーパーの店頭へ行くと、色々な商品が、こんなにすばらしい飼い方をしていてこれだけおい

しい安全なものができましたという差別的表示、強調的な表示がしてあり、消費者は、本当なの

か、何か根拠があるのかどうかも分からない。また、現場のことも分からない。その辺のことが

何か整理されて、正確な表示に結びつくようなこともあれば、消費者としてもありがたいのです

が、そこまではなかなか踏み込めないものなのか。 

〔信國座長〕 

勉強会でも表示について触れましたが、これは EU あたりでは輸入品に対して、一定基準をクリ

アしたものでないと輸入しないといった貿易面を強調したような話があるということでした。 
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一方、有機とは違うと言う話も出ましたが、有機や非常に安全なものですよという言葉は強調

的な表示になり、他のものと違うということをいいたい訳ですが、AW はあまねく家畜に及ぼさな

ければならないということで、むしろ強調することに依存しすぎると却って混乱を招く恐れがあ

り、農家全体の格上げということが現段階では必要であるということを昨年度の勉強会で整理を

させていただきました。分科会で表示の議論をしていただいてもいいのですが、基本的にはまず

そういう整理をした上で、強調してよいものかどうかの議論をしていただければ良いと思う。 

〔松木委員〕 

OIE が 2010 年までに畜舎の構造や飼養管理のガイドラインを策定するという動きや、EU がウェ

ルフェアクオリティーブランド（WQ ブランド）を構築し、かなりの投資をして研究・開発等を進

めているという動きがあります。それらが貿易を通して、日本の消費者にどう影響を与えるのか

という側面を無視することはできない。生産者が外国産の畜産物が入ってくる市場状況のもとで

消費者のニーズに対応して、AW に特化した畜産物を生産するようになると思う。しかし、当面は

有機畜産物とは違って日本では AW の規格表示をするということを前提としないほうがいいので

はないかと思う。消費者はそういうことに敏感になるだろうし、貿易問題を含めてまずは広く関

係者の間で議論された方がいいのではないかと思う。 

〔信國座長〕 

表示しないということを前提にするのではない。ただ、我が国は畜産物の輸出をやっておらず、

輸入するばかりなので、先ほど大森委員からもありましたが、AW を一体どういうものに結びつけ

るのかといわれたときに非常に難しい面がある。輸入品と同様の飼養管理がなされていて、一方

の輸入品のみに表示があるのはおかしいのではないかという趣旨であり、必ずしも表示すべきで

ないということではない。要は全体のレベルアップにつながることを提示するほうがより説得力

をもつのではないかと思う。 

〔松木委員〕 

法律で 低基準を作るのか、努力目標として作るのかということですが、いわゆる政策的に指

針をどう位置づけて活用していくのか。例えば、こういうものを推進する補助事業で何らかのメ

リットを生産者なり消費者なり食品企業なりに助成していくことまで考えているのか。何らかの

イメージを持っているのか教えていただきたい。 

〔北池室長〕 

将来的に考えているのは、法律とかではなく、自主的な基準としてガイドラインを作り、生産

者の方に努めていただく 低の基準と先ほど申しましたが、どう普及していくかの手段について

は、手法として当然、補助事業として助成していくことも考えられますが、現時点では、今後施

策として取り組むのかについては何ともいえない。どちらにしても広く普及していくことは非常

に重要だと思っており、広く普及してきたいと考えている。 

〔村田委員〕 

愛護関係を議論するに当たって、重要なのが食料の自給率の問題となる。国際競争力の問題と

これらを切り離して議論はできないと思う。さらに、日本の国民の食の確保ということも前提に

考えないといけない。 

採卵鶏の飼育に関しては、ヨーロッパも米国も日本もほぼケージ飼育となっていますが、その

中で、ヨーロッパと米国の飼育形態が大きく違ってきているということをどう捉えていくか、日

本の AW に配慮した位置付けをどの辺に落としていくかで変わってくると思う。また、鶏に関して

は、鳥インフルエンザの問題やサルモネラの問題等、重要な病気の問題を含んでいるので、その

辺も含めて、生産者も納得できる形で落としどころを考えた方がよいのではないかと思う。 

〔栗木委員〕 

採卵鶏について、ヨーロッパも米国も先行して取り組みが進んでいるように受け止められます

が、歴史的に見るとヨーロッパから始まってかなり強い形での法律制定、そして段階的にかなり
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強化され、ケージ飼育を禁止するところまで行った。そういう問題を受けて、米国では生産者団

体が非常に危機感を持って、自主規制という形で、消費者の方々、愛護団体の方々の理解を得な

がら、問題をきちんと整理して進めている。我々、鶏卵生産者団体としては、米国の方を参考に

して、ここ数年、調査・研究をしてきました。米国の方式で非常に良い面は、生産者団体である

UEP がガイドラインを作っていますが、それには政府（USDA）も関与し、学者の先生方の学術的

な裏付けも取りながら進めてきた。我々としても、徐々に進んできているという感じを受けるし、

経済的な問題、安全安心の問題についてもしっかりとした、現実的な対応を行っているという感

じを受ける。それを普及するというところは、UPE の場合は、ガイドラインを守った生産物とい

うことをパックに表示し、買う側、特にオークマートという企業がそういう卵しか売りませんと

いうことで、70～80％の生産者がガイドラインを守るといったように普及している。補助金を出

すということよりも、国が業界にお墨付きを与える感じで、業界が自主的にガイドラインを作り、

それを我々がきちっと普及するという方向を示す方が非常にスムーズに進む感じを受けるので、

日本でも参考にして行ったら良いのではないか。 

もう 1 点ですが、養鶏、養豚を含めた畜産では、悪性の海外伝染病を撲滅するため、殺処分を

実施することがある。これに関してヨーロッパを中心に動物愛護の観点から、人間が勝手に殺処

分して、動物の病気を根絶するという考え方はどうなのかという論議がある。日本ではあまり論

議がされていないが、日本でも議論する必要があるのではないかと思っており、どこで議論すれ

ばよいのか、質問したい。 

〔田中委員〕 

今までの議論を聞いていて、やはりミニマムスタンダードを作るには、基本的に「5つの自由」

をベースに家畜サイドから評価する必要があると思うが、考え方については、その時、一つ一つ

を EU が考えているレベルでケージ、ストールを禁止するという目で見るのではなく、それを活か

した上で家畜の反応を見ながら科学的に良い方法を見つけ出していく必要があると思う。そうい

った観点から見れば、ほとんどの生産者が基準を満たしていると思うので、ごくごく一部の意識

の底上げになれば良いと思っている。 

〔佐藤委員〕 

外圧に対して行うのではないという意識が必要ではないかと思う。これを機会に飼育管理の精

密さとはどういうことかを考え、プラスの思考で我々の今の畜産の底上げになればいいなと考え

ている。この AW の動きが 2000 年から突然、世界的な動きになってきたのは、畜産物の安全安心

の根底に AW が関わるというところからである。そのため、施設がメインではなく、家畜がどうい

う状態にあるかということがメインであり、そういうところを議論したらいいのではないか。 

「5 つの自由」については、精密飼育管理ということを考えてきた研究成果をまとめたもので

あり、それなりに重みのある物だと思っている。一番難しいのが、正常行動を適切に発現させる

ということなので、この部分をどのように取り入れるかということが一番難しいと思っている。 

〔竹延委員〕 

豚をどう飼っていくかということをしっかり考えるというのは、養豚生産者として大賛成であ

る。私どもの会社案内では「豚も気分が良いと良く寝るのです。夜、グーグーいびきをかいて寝

ている時には、ああ今日も一日がんばって良かったなと思います」と。これは、豚の繁殖ストー

ルを担当している者の発言なのですが、作業が終わって豚がいびきをかいているのを見ると、今

日も頑張って良かったなと思うと、豚が辛そうにしていると自分も辛いと、生産者として、生き

物を飼っている中で「グットライフ、ジェントルデス」生きているときには良い状態で、豚が肉

にならないときには安楽死させてやる。例えば愛玩動物の場合、死ぬまで少しずつ水を与えると

か、 後まで見届けてあげるということになりますが、産業動物の場合、ただ餌を食べているだ

けで肉にならないときは安楽死させてあげる。面積等といったものだけではなく、ジェントルデ

スを考えなければいけない。 
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また、我々生産者は、常に病気との闘いで、病気が入ると豚が多く死んでしまうため、病気が

侵入しないようにする必要がある。ヨーロッパでは、オールイン・オールアウトが当たり前です

が、日本ではまだオールイン・オールアウトやバイオセキュリティ等、発展途上である。そうい

った状況の中、AW が外国ですすめられているからそれを行うのではなく、まだまだ他にやるべき

事はたくさんある。病気に罹らないようにするには、どうすべきかを考えた上で、オールイン・

オールアウトやバイオセキュリティの問題等を含めた上で議論すべきではないか。 

さらに、注射の機会を減らすということを考えるとき、例えば、生まれた子豚には鉄剤を供給

するが、デンマークでは注射すると関節炎になる確率が少し高いということで、飲水で行ってい

る。日本では飲水による給与が禁止なので注射で行う。こういったときの薬の認可のことまで考

えていただければと思う。 

〔亀田委員〕 

多くの消費者は畜産現場を理解出来ないでいる、私は命や食についての学びを支援するために

教育ファームという形で、牧場を開放して受け入れを行っているが、その中で生産者がどういっ

た気持ちで家畜を飼っているのかを消費者に伝えていくことが大切だと思っている。特に、AW と

いうことであれば、動物と人間が共に暮らし、そこからお金をいただいていくという考え方なの

で、快適な動物の飼養管理がされてこそ、生産性が向上するという考えでよいのではないかと思

っている。 

たまたまうちにも、断尾している牛が 1頭います。断尾は、多頭飼育を行っている農場などで、

牛が汚れない、乳房が汚れない、乳房が汚れなければ搾乳時に管理しやすいといったことで実施

しているところもあるのですが、確かに牛は汚れておらず、その効果はある。しかし、乾草を広

げ始めると、それを口でくわえて四方八方に振りまいてしまう。というのも結局はストレスが係

っているということをその牛が教えているということです。それによってこのような方法はいけ

ないということを毎日その牛から教わっています。 

AW の快適性に配慮した飼い方というものこそ、別の意味の生産性の向上に繋がっていくのでは

ないかということが一般の牧場、家畜の管理者の中に自然に芽生えればいいなと思います。 

〔松木委員〕 

日本の生産者の一部はむしろ進んでいるなと感じる。EU の農業団体の方等は、EU の取り組みに

ずっと反対をしており、現在でも大変な不満を持っております。EU の中でも国によって、EU 理事

会指令の実施状況が全く異なるのが現状です。加盟国全体に平等に守らせるべきという意見が強

いとともに、大多数の養鶏農家や養豚農家は、高いハードルについてはいまだに反対しています。

こうした中で外食産業や小売業者が非常に力を持っていて、そういった人たちが、消費者への橋

渡しをして、消費者の意識レベルも高くなっている。 

今回の検討会に、流通業者や外食産業の方がいないというのは残念ですが、米国なりヨーロッ

パでは、大手の小売業者と外食産業がその辺を理解して、ギアとして機能している。日本の場合

も、生産者が業界の中で努力されることに期待しますが、消費者や流通の需要側の動きがないと、

なかなか進みにくいのではないかと思う。常に生産と流通が結びつくような体制を作らないとな

かなか動かない。EU はなぜ WQ プロジェクトにお金を出しているかという背景にはそういうこと

があるようです。つまり、チェーン開発をしないと、EU で決めた基準が普及しないため、流通側

の働きを大変重視しています。可能であれば、流通や小売業者の方に委員として入っていただき、

そういった議論もしていただきたいと思う。 

〔木下委員〕 

今後の分科会の検討では、勉強会報告書のⅢの 1 の（2）「アニマルウェルフェアへの取組は、

必ずしも生産方式の変更や畜舎の改造等により行うべきものではなく、日常の飼養管理の改善等

による快適性の確保をおこなっていくことが大切である」に縛られた形で議論を進めていくので

しょうか。 
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それともう一点、生産者は虐待した管理をすると生産性が落ちるので、生産しやすい状態で管

理していると思うのです。諸外国の業界が自主的にガイドラインを作って進めているという点か

ら見ても、我が国において、生産者自身の自主的な取組みは必要ではないかと思う。 

ガイドラインに書かれている中身は極端なものではなく、基本的なものが多いので、海外のガ

イドラインを良い点は参考にし、受け入れ難いものはどうするか議論する必要がある。 

生産者が快適に家畜を飼っているということは大いにアピールしていくべきだと思う。 

〔原課長補佐〕 

勉強会の報告書にある今後の方向性を参考にして議論していただければと思うが、これに必ず

しも縛られず、さらに広げたものを議論していただきたい。 

今回の飼養管理指針の位置付けとしては、先ほども申し上げたように、畜産業としてどう取り

組んでいくかということで生産者の自主的なものとして進めていきたい。 

〔信國座長〕 

今回、いただいた意見は、分科会で活かしていただいて、年度末にもう一度、推進委員会を開

催する予定となっております。 
 

（３）今後のスケジュールについて 

事務局から、日程の決まっている豚分科会、採卵鶏分科会の開催日の案内があった。 

 

６ 閉 会（12：15） 
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