
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 20 年度 第 2 回採卵鶏・豚合同分科会 

 

平成 21 年 3 月 9日（月）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、御多用の中、御出席いただいたことに厚く御礼を申し上げます。 
また、本日は農水省、環境省からもおいでいただき、日本養鶏協会、日本養豚協会からもオブザ

ーバーとして御出席いただき、誠にありがとうございます。 
採卵鶏と豚の 2 つの分科会は、平成 19 年度から 2 年間にわたりお付き合いいただき、それぞれ

19 年度に 2 回、20 年度は本日を入れて 2 回開催させていただき、委員の皆様からの様々な御意見、

御示唆をいただきながら採卵鶏と豚の飼養管理指針をまとめるために御尽力いただきまして、あり

がとうございます。 
昨年の 9 月に一応の案をまとめていただき、この案を昨年の 12 月末に開催した推進委員会に御

報告させていただきました。本日、御提示している案は、そこでの御意見を入れ、字句等若干の修

正を行ったもので、この後、3 月 23 日にもう一度推進委員会を開催させていただき、そこで御承

認いただいて公表するという手はずにしております。 
今後、この案をもとに生産者あるいは地方自治体等の行政機関等におけるアニマルウェルフェア

の取組みに期待をしているところでございます。 
御承知のように、科学的な知見等についてもできるものは収集をいたしましたが、なお試験研究

等を含め、さらに積み上げていく必要があり、課題として残されているのではないかというように

考えております。 
本日は、先ほど申し上げましたように、推進委員会に提示したものをもう一度チェックをしてい

ただくということと、その他についてお諮りさせていただきますので、御審議のほどよろしくお願

い申し上げます。 
〔事務局〕 

本日は、農林水産省畜産振興課から菅谷課長補佐がお見えになる予定でございますが、所用によ

り遅れておいでになるとのことでございますので、おいでになられた際にご挨拶をちょうだいした

いと思っております。 

 

３ 出席者紹介、配付資料の確認〔事務局〕 

続きまして、委員の出欠の状況でございますが、採卵鶏分科会は、坂井委員、米田委員が御欠席

でございます。豚分科会は、勝俣委員が御欠席でございます。 
ここで御紹介を申し上げますが、家畜改良センターの茨城牧場の場長であられた鹿又委員が人事

異動で交代され、後任の分部場長が本日から委員としておいででございます。 
〔分部委員〕 

どうぞ、よろしくお願いします。 
〔事務局〕 

続きまして、資料の確認ですが、お手元に配布資料一覧をお配りしておりますが、資料１から７

まで、７種類の資料がございます。お手元にない資料がございましたらお申しつけ下さい。 
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４ 議 事 

〔事務局〕 
今回は採卵鶏と豚の合同の開催でございますので、採卵鶏の飼養管理指針の検討につきましては、

進行を山本座長に、また、豚の飼養管理指針の検討については、進行を木下座長にお願いさせてい

ただきます。 
 

（１）飼養管理指針（案）の検討 
① 採卵鶏 

〔事務局〕 
最初に採卵鶏の飼養管理指針について検討したいと思いますので、ここからは山本座長にお願い

いたします。よろしくお願いいたします。 
〔山本委員〕（採卵鶏分科会座長） 

採卵鶏分科会の座長を仰せつかっている山本です。これから、しばし議事の進行役を務めさせて

いただきます。よろしくお願いいたします。 
先ほど山下会長からお話がございましたように、昨年、採卵鶏分科会で指針の取りまとめをお願

いして、それを推進委員会に説明して御意見をいただきました。それを今日取りまとめております。

最終の報告といいますか、事務局の方から御説明をいただいて、若干の意見交換をしたいと思いま

すので、よろしくお願いします。 
〔事務局〕 

事務局から資料 4「アニマルウェルフェアの考え方に対応した採卵鶏の飼養管理指針（案）」に

ついて次のとおり説明があった。 
・表 紙 

アニマルウェルフェアの何に対応したかを具体的に記入した方がいいという御意見を踏まえ

「アニマルウェルフェアの考え方に対応した」と修正した。 
・目 次 

悪癖というのは人間から見て動物の悪い癖となり、鶏自身が悪いわけではない。そのため「悪

癖」はやめて、現象そのものの「羽つつき」と書いた方がよいのではないかという御意見を踏ま

え、「悪癖」をやめて「羽つつき」と修正。 
・１ページ 

「第１ 一般原則 ３ 国際的な動向」で「基準」と「ガイドライン」の語句の使い方について

整理するべきではという御意見を踏まえ、OIE ではガイドラインという語句を使っているので、

「基準」ではなく「ガイドライン」とした。 
・2 ページ 

「4 本指針の活用」で消費者だけではなくてもっと幅広い範囲の人に対して情報を提供する

と読めるようにした方がよいのではないかという御意見を踏まえ、「消費者や食品流通業者等」

と修正。 
・3 ページ 

「１ 管理方法 ①観察・記録」というところで「暑熱時期等」とあり寒冷も含まれていると

考えられるが、寒冷についても明記した方がよいのではないかという御意見を踏まえ、「暑熱・

寒冷時期等」と修正。 
「観察する際には」というところで、最後のところに「羽つつき等の悪癖」とあるが、目次の

ところと同様の理由で「悪癖」を削除。その他の「悪癖」と書かれている部分についても同様。 
「②鶏の取扱い」というところで、野犬と明記するよりも、もっと幅広い動物を想定できるよ
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う「鶏以外」にしたらどうかという御意見を踏まえ修正。 
・4 ページ 

「ビークトリミング」というところで、消費者等の専門家でない方にも用語が理解できるよう

に、説明を加えたらどうかという御意見を踏まえ「嘴の先端を切り取ること」を追加。 
また、ビークトリミング等の外科的処置は診療に該当するものも含まれるのではないかという

御意見を踏まえ、治療行為とそうでないものを具体的に分けるのは難しいということから、今回、

誰がに当たる「熟練した者」という部分を削除した。 
なお、通常、鳥は「生後」とは言わず「餌付け後」というという御意見を踏まえ「餌付け後

10 日以内」に修正。 
「④誘導換羽」のところで「換羽を誘導することにより人為的に産卵を休ませ」と書くよりも、

「栄養制限により」休産が起こるという方が実際的ではないかという御意見を踏まえ修正。 
・8 ページ 

「③飼養スペース」のところで、白玉系や赤玉系では鶏の大きさが違うので書き分けた方がい

いのではないかという御意見を踏まえ検討した結果、科学的知見等による書き分けは難しく、ま

た、430 から 550 ㎠というスペースは白玉系、赤玉系ともこの幅の中に含まれると考えている。

また、品種等によって必要なスペースが異なることも記載しているが、この文章をもう少しわか

りやすくした方がいいのではないかということで、最後の方に書いておりました「鶏１羽当たり

の飼養スペース」を一番前に移動させ、このような文章に修正。 
「５ 鶏舎の環境 ①熱環境」のところで第２段落目に「羽翼を広げる動作」その後に「排せ

つ腔周辺の羽毛に青白い排せつ物による汚れ等」と書いているが、この部分は他の部分と比べ非

常に細かく具体的過ぎるため「羽翼を広げる動作等が見られ」に修正。 
 
〔山本委員〕（採卵鶏分科会座長） 

ありがとうございました。事務局から採卵鶏の飼養管理指針の修正部分とその理由について説明

がございました。この指針について、最後の機会ですので御意見を賜れればと思いますので、よろ

しくお願いします。―今まで十分議論をしていただいてきたので、大きく修正するところはない

と思いますが、せっかくですので御感想も入れながら各委員から、もし意見があれば、池谷委員な

にかございますか。 
〔池谷委員〕 

大変きれいというか、見事にまとまっていると思います。１点だけよろしいでしょうか。３ペー

ジ目の②鶏の取扱いの下から５行目、「暗くなると大人しくなる」というところですが「大人」と

いう字で表記されています。４ページ目の上から４行目には平仮名で「おとなしい」という表現に

なっていますので、どちらかに統一された方がいいと思います。 
〔神谷委員〕 

内容はよくまとまって大分洗練されてきたなという感じです。とりわけ飼養スペースのところは

うまくまとめていただいたと思います。これだったらいけるのではないかなというのが感想です。 
〔栗木委員〕 

私も神谷委員と同意見で、今までの意見を集約して、うまくまとめていただいたと思います。私

ども生産側としては、飼養スペースというのが、科学的知見やデータ上でもいろいろとあって、判

断が難しいのと、経営に直接関係するために今まで設備投資のときにこういうことを配慮してやっ

たものもあれば、余り配慮していないものもあると思うので、業界としては、余り強く出ると、一

挙に大変化というのは非常に問題があるのではないかと思います。そういう面からいくと、もう少

しいろいろな実験といいますか、いろんな科学的データも含めながら進める必要性があると感じて

いましたので、鶏群の大きさ等によって変動するとか、鶏の品種等によって大分違ってくるのだと
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いうこともありますので、これを受けてこれからよく研究しながら配慮していくということで、全

体としては、非常にうまくまとめていただいたと思います。 
〔佐藤委員〕 

２点ちょっと気になったところがあったので、紹介させてください。 
１ページの「２ わが国の畜産とアニマルウェルフェア」のところの下から４行目からですが

「アニマルウェルフェアへの対応において、最も重視されるべきは、施設の構造や設備の状況では

なく、日々の観察や記録、良質な飼料や水の給与」ということで、ちょっとアニマルウェルフェア

という感じが弱いかなという気がします。行動の話は、確かに入れるのは難しいというのは理解で

きるのですが、鶏の取扱いについては、３ページでも「丁寧な取扱い」という文言が入っています

ので、「良質な飼料や水の給与」の後に「並びに丁寧な取扱い」と入れてはどうかというふうに感

じました。「丁寧な取扱い」というのは、科学的データもたくさん出ていて、それによって生産性

が向上するというのが鶏、豚、牛いずれでも評価されています。ヨーロッパでウェルフェアクオリ

ティープロジェクトが走っていますが、多分その中でも最初に「丁寧な取扱い」ということを推進

しようという方向のようですので、これの重要性というのは評価しておいた方がいいだろうという

感じがします。 
２点目は、闘争のことですが、３ページの下から６行目のところに「社会的順位を確立するため

に闘争する習性があり」とありますけれども、それだけではなくて、闘争はやっぱり資源競争、餌

と場所の占有をめぐっての闘争ということがありますので、その文言を入れておいた方がいいと思

います。「鶏は、餌や場所の占有をめぐって闘争するのみならず、社会的順位を確立するために闘

争する習性がある」という形で、単に新しく群をまぜるだけではなくて、飼育スペースとか餌箱の

割り当てのスペースとか、そういうものでも闘争がふえるというのは、この文章の中にも入ってい

ますので、その辺もひとつ入れておいた方がいいのではないかと思いました。 
〔竹下委員〕 

うまく生産者の立場、また消費者の立場、もちろん家畜の立場も踏まえてまとめていただいたと

い思っております。そういう中で、生産活動の中において、非常にキーポイントになる部分で数字

的なものを含めて提言されております。その中で卵については戦後一貫して栄養価値の高い商品だ

という認識と、長い歴史の中では、消費者の方は安価で栄養価値の高い物価の優等生であるという

認識が広がっておるというふうに思います。そういう中で、消費者や生産者の立場、それから家畜

の立場を踏まえてこのアニマルウェルフェアが健全な方向に進んで欲しいと思っています。余りに

も過度な制限になると、消費者の求める価格よりも卵の価格は上がっていくという状況もあるわけ

ですので、その辺を十分踏まえた中で今後、さらに上の段階でまとめていただきたいというふうに

思います。 
なお、２ページの４番目に「本指針の活用」ということで「今後、本指針を基に、生産者団体が

自主的なガイドラインを作成すること等により、アニマルウェルフェアに生産者が積極的に取り組

み、さらには、行政機関」ということが書いてありますが、ここについては、今後そういう認識の

もとでアニマルウェルフェアが我々生産者の手元にきちんと届く、啓蒙されるという認識でよろし

いのかという再度の確認と、もし先ほどのスペースの問題のように、生産者が今までのやり方と飼

育方法を大きく変えないといけない場合、一定の年数や、助成措置などを考えていただかないと、

余り過度的に、こう決まったからすぐにやりなさいとお願いしたのでは生産者もなかなか対応しか

ねる部分もあるので、そこら辺も引き続き配慮をしていただきたいという思いですので、よろしく

お願いいたします。 
〔田中委員〕 

一般原則については、ほかの家畜種も含めてほとんど同じ表現になると思いますが、そういう意

味でいうと、先ほど佐藤委員がおっしゃった前段部分、一般原則の２のところに取扱いのことも入
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れるべきではないかということもそうなのですが、先日のブロイラー分科会のところで森委員から

２ページ目の「５つの自由」の扱いについて、⑤の行動は、不明確だからという形だけで終わらせ

ておくと、ガイドラインとしても少し弱いので、せっかくこういうウェルフェアに絡めた指針をつ

くるのであれば、もう少しこの行動のところの書き方を考えた方がいいのではないかという御意見

があったと思います。特に鶏、豚の指針が一番先にできますので、そうすると一般原則については、

来年度以降決まるものについても一緒になると思うので、考えられるのであればそこら辺の表現を

少し変えた方がいいかなと思います。 
〔村上委員〕 

皆さんの意見と一緒で、よくまとまったものだと思います。現時点では科学的なデータを踏まえ

ていうとここまでだろうと思います。Ａが正しい、Ｂが正しいと言って、いろいろな意見があるの

ですが、きちんとまとまったところというのはこの辺くらいまでで、まずたたき台みたいなものに

はなるとは思うので、非常によくまとまっていると思います。 
２ページのところに「本指針の見直し」というのをわざわざ入れているところが非常にいいとこ

ろだと思います。これからデータなどが出てきて、きちんと一般的にそのことが正しいのであると

いうような項目が出てくれば、その分について、また追加していけるというような形をとっている

ので、非常によくまとまっていると思います。 
〔村田委員〕 

私も同様によくまとまっていると思います。機械を供給する立場として、かなりアニマルウェル

フェアに対する関心が高まってきて、特に飼養スペースの点がどういうふうに決まるのかというこ

とで、いろいろ問い合わせもかなり多く来ています。その辺はよくまとまっているなという感じが

あるのが１つと、具体的にこれから、２ページ目の「本指針の活用」のところになるのですが、こ

の指針をもとに生産者団体に云々というところ、これが具体的にいつごろどういうふうになるのか、

いつごろから飼養管理指針が具体的に生産者の段階に落とされてきて実行されていくのかという、

その辺の時期的な問題を聞かれるケースが多いものですから、その辺の見通しがわかれば、ぜひお

聞きしたいと思っています。 
〔山本委員〕（採卵鶏分科会座長） 

ありがとうございました。各委員から御意見なり今後の進め方について注文をいただきました。 
内容については、おおむねよくまとまっているのではないかという評価をいただけたのではない

かと思っています。 
〔岡崎委員〕 

豚の委員ですけれども、共通している部分があるので１つ意見を言わせていただいてもよろしい

でしょうか。 
４ページ目ですが、安楽死の方法ということについて、この場でそういうことを伝えておくこと

が重要かと思って言わせてもらうという前置きをしますけれども「動物の殺処分方法に関する指

針」に準じて行うと記載されています。「第３ 殺処分動物の殺処分方法」というところの２行目

「できる限り殺処分動物に苦痛を与えない方法を用いて該当動物を意識喪失の状態にして」という

ことと、その後の「社会的に容認されている」ということですが、当然豚においても苦痛を与えな

いやり方を、どうしても仕方のないものにはやっているのですが、表現的にそういったニュアンス

があてはまるのかということと、この「第４ 補則」の３行目の実験動物の云々ということで「適

切に措置するように努めること」という記載になっています。実験動物ということで、先般の豚の

後チェックしてみると、麻酔を使ってそういった状態にして行うというような記載になっておった

ので、ややこの部分が今後これをガイドラインに指針として出たときに、少し意見が出るところな

のかなというふうに思ったところですので、あえてコメントだけさせていただきます。場合によっ

ては、この「第４ 補則」の実験動物あたりというのは誤解を生むのであれば外すなり、先ほど言
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った「第３ 殺処分動物の殺処分方法」においても、例えば意識喪失という、ちょっと誤解を招く

ようなところが外せるのであれば外すということもきちんとイメージがしやすいのかなという意見

です。 
〔山本委員〕（採卵鶏分科会座長） 

皆さんから意見をいただいたのですが、内容につきまして、先ほど申しましたようにおおむねこ

んなものかなと思います。 
池谷委員から「おとなしい」という、確かにそのような表現は訂正させていただきます。 
議論した方がいいと思うのは、佐藤委員から１ページの「わが国の畜産とアニマルウェルフェ

ア」のところで、中段ぐらいなのでしょうけれども、「日々の家畜の観察」云々「良質な飼料や水

の給与等」で具体化されていないのでけれども、ここで鶏を丁寧に取扱うというような事柄を盛込

むべきではないのかと、後ほど３ページの方にも「鶏の取扱い」という項を起こしているのだから、

その思想を一般原則の方にも持ち込むべきであろうという御意見。 
もう１つが闘争のところで、ここの闘争は、社会的順位だけしか限定されていないのだけれども、

実際鶏がいろいろとやるのは餌の確保とか場所の占有の確保というような形でやっているのだから、

それも明確にした方がいいのではないかという御意見。 
あと大きなポイントとして、内容にかかわってくるのは、田中委員から一般原則で「５つの自

由」を書かれているのだけれども、これは他の分科会でも議論があり、行動の自由に対する考え方

というのをもう少し表現を工夫すべきではないのか、採卵鶏だけではなくて家畜全般の話になって

くるのでしょうけれども、その辺はどうするのかという御提言。 
あと特に内容に関わるものとしては、今後具体的に指針を公表されて生産者の方にいつごろスケ

ジュール的におろすのだろうというのが村田委員からございましたし、村上委員からは、これは適

宜機会があれば、データを集めて見直していくべきではないかという御意見をいただきました。 
主に今言った、佐藤委員の丁寧な取扱いということ、鶏の取扱い方をもう少し膨らますべきでは

ないかというのと、闘争のところでもう少し具体的例示を挙げればいいのではないか、それと田中

委員の「５つの自由」の中の「行動の自由」についても表現にいろいろ工夫を凝らすべきだという

点かと思います。 
それと、最後に岡崎委員から安楽死の方法のところで付録Ⅰで示されているところ。 

〔松岡室長補佐〕 
付録Ⅰは動物愛護管理法の基準そのものですので、これはできる限り余り変えてほしくないので

すが。 
〔岡崎委員〕 

当然、冒頭の文章の中に、それに準じて行うということがあったので、この文については経済動

物をやっている側からすれば、そういった意見が出る、誤解を与える部分ではなかろうかと、ペッ

トとかそういった実験動物とかというニュアンスのところを持ってきていますのでね。 
〔松岡室長補佐〕 

この会議の趣旨で、生産者の方でのいろいろな基準ということでわかるのですが、法律である動

物愛護管理法の中では産業動物であってもペットであっても差は設けていません。実験動物も含め

て。だから、これはできる限りこの形で、我々環境省の立場からしたらそのまま使ってほしいので、

それが不都合であれば前半の基準のところで何かするとか、いろんなことがあるのですけれども、

補則のところで触るのは少しどうかなというのが、基準を所管しているこちらの意見です。 
〔横山専務〕 

今の 11 ページの内容、補則のところは、それぞれの動物の区分ごとに基準が現に示されている

わけですよね。産業動物の場合は産業動物の飼養及び保管に関する基準というものを参考にしてく

ださいという意味になるのだろうと思うのです。実験動物の書き方が、こうだから産業動物にもそ
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れを適用するとかいう話になるのかなというような誤解はそんなに生じないのではないかと思うの

ですが、いかがでございましょうか。 
〔松岡室長補佐〕 

動物愛護の中では、その動物ごとに基準をつくっておりますので、ここに併記してあるからとい

って、私は、今思われている危惧は余り起こらないのではないかなと思っております。 
〔岡崎委員〕 

ということが皆さんで確認ができればと思います。 
〔山本委員〕（採卵鶏分科会座長） 

結論から言いますと、付録Ⅰの中身を変えることはできないので、おっしゃる意味は４ページの

⑤「安楽死の方法については」云々というところに「準じて行うこととする」ほかの方法がとれる

なら、何か表現的に工夫してほしいということでよろしいでしょうか。 
〔岡崎委員〕 

そういうことです。おっしゃるとおりです。 
〔山本委員〕（採卵鶏分科会座長） 

要望としてですね。 
〔岡崎委員〕 

はい。 
〔山本委員〕（採卵鶏分科会座長） 

次に、佐藤委員からの丁寧な取扱いと闘争のところのさらなる例示の追加ということですが、わ

かりやすくこの指針をまとめる上で修正を加えていくのは意義があるという気がするので、中身を

どういう表現をとるかは私、座長に一任させていただく形で取りまとめてよろしいでしょうか。 
〔田中委員〕 

それで結構ですが、佐藤先生がおっしゃったことは、やはりここに、一般原則の２のところでい

うと、どの動物についても同様に丁寧な扱いということを一言足す方がいいだろうと私も思います。 
それから、先ほどの３ページ目の闘争のことですが、これも佐藤委員がおっしゃったように、社

会的順位を確立するために本当に群を編成したときの話ですけれども、日常的にちょっとしたこと、

場所や餌で争いが起こって発展すると非常にひどいことになっていくわけですので、そこら辺は、

そのときだけではないということの方がむしろ大事だと思うのです。その関連でいうと、８ページ

目の上から３行目も、そこに「社会的順位を確立するための」というのがあるから、ここも少し同

じ意味で表現を変えた方がいいだろうと思います。 
〔山本委員〕（採卵鶏分科会座長） 

最後に残されたのは田中委員から発言がありました「５つの自由」になります。 
〔田中委員〕 

２ページの上になりますが、森委員がこの前の分科会で言われたのは内容的にはさっき言ったよ

うなことになりますが、具体的にどのような表現をされたかはちょっとあいまいです。多分記録が

残っているはずなので、この場で⑤についてきちんと決めろという意味ではなく、ここの表現をも

う少し考えた方がいいのではないかということです。 
〔菅谷課長補佐〕 

お忙しい先生方にお集まりいただいている中で、私のようなものが遅れてきて本当に申しわけご

ざいませんでした。ご挨拶も含めて何点かお話しさせていただきたいと思います。 
去年の４月からアニマルウェルフェアの担当者として参加させていただいていろいろ議論をいた

だいてきた中で、私も全然アニマルウェルフェアというものを理解していませんでしたし、これが

まだスタートラインだというふうに思っています。指針をつくって終わりというわけではなく、ま

だまだこれが本当にスタートだなという認識でおります。今後、皆さん方の御協力を受けながら進
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めていくことが最も重要だと思っていますので、今後ともよろしくお願いします。 
あと、田中委員のおっしゃられたというか、森先生がこの前おっしゃられたことですが、森先生

は若干強目に、逃げているとまではおっしゃっていないと思うのですけれども、非常にあいまいだ

というような御意見であったかと思います。この部分は、事務局で原案をつくるときに議論をいた

しまして、正常なことができる自由というのはまだまだチャレンジングな部分なので、どういうふ

うに書くかというのはかなり悩んで考えました。そこで、やっぱり消費者の方も含めて、あと生産

者の方も含めて議論が必要なのだろうというところが最終的な結論になりました。これをずっとな

いがしろにしたまま進めるという意味で書いたのではなく、今後さらに議論と研究が必要だという

ことが言いたかったということで御理解いただけたらなというふうに思っております。 
あと、村田委員がおっしゃられた今後のスケジュールですが、この議論の中では、大分理解が深

まったとはいえ、まだまだ生産者の方はそれほど、ちょっと失礼な言い方かもしれないですが、ま

だまだ理解はされていない、理解していただくのは、これからではないかと思っています。行政も

含めて、アニマルウェルフェアそのものの考え方がまだまだ浸透していないのが現実だと思います

ので、タイムスケジュール的なものはちょっと今の段階では明確に言うことができません。その点

は御理解いただけたらと思います。 
〔山本委員〕（採卵鶏分科会座長） 

ありがとうございました。 
それで、５つの自由のうちの「正常な行動ができる自由」について、非常にこれからも検討を重

ねていかなければならない、非常に頭を悩ませていかなければならないものだということです。 
それで、3 月 23 日に推進委員会で最終的な取りまとめの議論をするときに、このようなお話が

あったということを推進委員会の方にも報告して議論をしていただき、最終的な取りまとめをさせ

ていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 
〔佐藤委員〕 

正常行動の件ですけれども、鶏のつつきも正常行動なのです。ただ、つつきの対象が、普通は地

面とかにやる。餌を食べるときに地面をつついたりするのが、それがないものだから多分転化して

ほかの個体にいっているのだろうと、行動学的にはそう理解されているのです。田中先生がずっと

研究されているものでも、つつく回数というのはどんな飼育方式にしても同じで、対象が違ってい

るだけなのです。だから、生産性と関係ないよという感じでばっさり切るというのはやっぱり抵抗

があるという感じがします。 
群飼にすればつつきの問題は非常に大きくなって、生産性に大きくかかわる話ですので、それは

豚の尾かじりにしても同じですが、豚が穴を掘っていろんなものにかみついてということを、放牧

なんかだとやれるのですが、それがない条件だと他の個体の尻尾をかじるわけで、それは悪癖でも

なんでもなくて、正常行動。方向が違っているというだけの話になります。 
〔栗木委員〕 

今、菅谷課長補佐からも話がありましたように、スタートラインといいますか、意識もまだ不十

分な中でこういうアニマルウェルフェアの考え方に対応したというふうに書いていただいているの

で、アニマルウェルフェアの問題で家畜の行動の制限という部分については確かに難しい問題があ

ると思います。余り具体的にここで詰めてしまうと、研究者はいろいろな研究があるだろうと思う

のですが、実際の現実の中でいくと、まだまだいろんな問題があると思うのです。ですから、今お

っしゃる意味はわかるのですが、ここはもう少し時間をかけていく必要があるのではないかと思い

ます。今回はこの表現として、第一歩にしていくということにしていただければと思います。 
〔山本委員〕（採卵鶏分科会座長） 

3 月 23 日の委員会のときに、いろいろな角度からの意見があるという御報告をして、また検討

してもらいます。それで、また取扱いについては御相談させていただきたいと思います。 
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今後、佐藤委員の御意見などについては、私、座長に一任させていただくということで、採卵鶏

の分科会は終了させていただきたいと思います。よろしいでしょうか。 
〔佐藤委員〕 

鶏の取扱いについては「「ストレスを与えるような突発的な行動を起こさないように」というこ

とだけしか書いてないのですが、同じように「取扱いに当っては粗暴にならないように」というも

のをあわせて書いた方が。これは、本当に全然施設設備とかお金がかかるような話ではなくて、そ

れだけでかなりウェルフェアは改善されますので、お願いします。 
〔山本委員〕（採卵鶏分科会座長） 

わかりました。 
そういう形でいろいろと、２年間にわたりまして、当初の目次から盛込むべき事項などいろいろ

と各委員から御提言、御示唆をいただきまして、本日最終的な御意見をお聞きして 23 日に運び込

む案までほぼ目鼻がついたという形でございます。本当に長い間、この指針づくりに御協力いただ

きましてありがとうございます。この場をかりましてお礼を申し上げます。 
それでは、採卵鶏の分科会を締めさせていただきます。 

〔事務局〕 
山本座長、ありがとうございました。 
ここで少し休憩をとりたいと思います。3 時 05 分まで休憩をとり、休憩が終わりましたら豚の

分科会を木下座長のもとで始めたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 
 

＜ 休 憩（14：58～15：05）＞ 

 
② 豚 

〔事務局〕 
それでは、再開いたします。豚の飼養管理指針について、木下座長、進行をよろしくお願いいた

します。 
〔木下委員〕（豚分科会座長） 

豚分科会を担当しております木下と申します。先ほどの採卵鶏の山本座長の場合と同様に、前回

９月 19 日に御議論いただきました飼養管理指針案に対しまして、親委員会であります推進委員会

からの意見をもとに修正案を出しております。これにつきまして、事務局から御説明をお願いしま

す。 
〔事務局〕 

事務局から資料５「アニマルウェルフェアの考え方に対応した豚の飼養管理指針（案）」につい

て次のとおり説明があった。 
・表紙 

アニマルウェルフェアの何に対応したかを具体的に記入した方がいいという御意見を踏まえ

「アニマルウェルフェアの考え方に対応した」と修正した。 
・１ページ 

「第１ 一般原則 ３ 国際的な動向」で「基準」と「ガイドライン」の語句の使い方について

整理するべきではという御意見を踏まえ、OIE ではガイドラインという語句を使っているので、

「基準」ではなく「ガイドライン」とした。 
・２ページ 

「５つの自由」の「尾かじり等の悪癖の発生」について、悪癖というのは人間から見て動物の

悪い癖となり、豚自身が悪いわけではない。そのため「悪癖」はやめて、現象そのものの「尾か

じり」に修正。 
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また、「4 本指針の活用」で消費者だけではなくてもっと幅広い範囲の人に対して情報を提

供すると読めるようにした方がよいのではないかという御意見を踏まえ、「消費者や食品流通業

者等」と修正。 
・４ページ 

「１ 管理方法 ①観察・記録」というところで「暑熱時期等」とあり寒冷も含まれていると

考えられるが、寒冷についても明記した方がよいのではないかという御意見を踏まえ、「暑熱・

寒冷時期等」と修正。 
「②豚の取扱い」というところで、野犬と明記するよりも、もっと幅広い動物を想定できるよ

う「豚以外」に修正。 
・５ページ 

外科的処置の歯切りと断尾、去勢、次の６ページの個体識別のところの「熟練した者により」

というところが、採卵鶏の「ビークトリミング」の部分と同様の理由で「熟練した者」という部

分を削除し、「治療を行い、その実施方法を再度チェックする」という形に変更。 
 
〔木下委員〕（豚分科会座長） 

ありがとうございました。それでは、事務局から説明をいただいた修正案について、御意見をい

ただきたいと思います。 
採卵鶏のところで出された意見の、丁寧な取扱いとか、そういうところは山本座長と同様の取扱

いをさせていただきたいと思っております。 
それでは、一応、分科会としてはこれが２年間の最終ということになります。無から有を生ずる

という大変な作業でございまして、委員の皆様方には大変精力的に御議論に参加いただきましてあ

りがとうございました。感想等含めまして、御意見をいただければと思います。 
〔分部委員〕 

私は、最初で最後の分科会でございますので、今までの経緯というものを詳しく存じ上げている

わけではございませんが、私ども家畜改良センターとしては茨城と宮崎と２つの牧場で実際に豚を

飼っております。アニマルウェルフェアについては、やはり全般的に理解がこれからという中で、

この指針をまとめていただいているわけですので、これが出発点になればというのは、生産者の立

場としては同じでございます。実際、宮崎と茨城と違う方式で飼っていまして、それぞれを飼養方

式、一長一短があるような状況ですので、今後は社会の情勢変化といいますか、皆さんの理解醸成

の中でいろいろ変わっていくべきものだと思っております。これがそういう形でまとめられている

ということですので、特段の意見というものはございません。 
〔竹延委員〕 

先ほどの鶏のお話を聞いている中で、飼養スペースについての文章がかなり変わっているように

感じたのですが、豚も鶏と同じような考え方で表現をしていただく方がいいのではないかなと思い

ます。というのは、鶏の方ではもともと「必要な飼養スペースは、飼養される鶏の品種や鶏舎の構

造、換気の状態、ケージのタイプ、鶏群の大きさ等によって変動する」ということがあって、最後

にこういう面積が推奨されるという案だったものが、まずこれぐらいの面積が推奨されるがいろい

ろなことによって変動すると。これは、かなり大幅な文章の変更になっていると思います。豚の方

も必要面積（㎡）＝ａ（係数）×Ｗ（体重（㎏））０．６７以上が推奨されるが、いろんな状況によ

って変動すると、これが同じような論理ではないのかなと私は理解します。 
それと、この間ドイツに行ったときに 20 頭ぐらいで飼っているのと 200 頭ぐらいで飼っている

のは、豚の場合もアニマルウェルフェア的にも面積が緩和されたりするので、鶏だけではなくて豚

もそういう面積が豚群の大きさによって変わるというところもありますので、豚も何乗以上の面積

が確保されることが望まれるけれども、最後に豚群の大きさとかいろんなことによって、例えばコ
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ンクリートスノコだけが多いような豚舎だと面積はたくさん要るでしょうし、そういういろんなこ

とを考えたときに、私としては鶏と同じような論理で文章を仕上げていただきたいと思います。私

は豚の生産者の委員として、立場的にお願いしたいと思います。 
〔鈴木委員〕 

１年以上になりましたけれども、出席させていただきまして、施設をつくる側としていろいろ意

見は述べさせていただきました。結果として、非常によくまとめていただいたというふうに感じて

おります。また、やはり一番気になるところは、今、竹延委員も申されましたように、面積や構造、

それからいかに環境をコントロールするかということが、実際には豚のアニマルウェルフェア、豚

が快適であるかどうかということが非常に重要な部分になるというふうに改めて理解させていただ

きました。これはガイドラインということで、今後これを運用されていかれると思いますが、施設

をつくる側としてぜひとも、豚が快適な生活をすれば当然おいしい肉になり、生産性も上がるとい

うふうに信じておりますので、今後ともガイドラインをさらに押し進めていただきたいと思います。 
また、群飼、単飼のことについても非常によくまとめていただき、今後どのような飼い方になる

かわかりませんが、それぞれに一長一短があるという表現もありますし、また実際に実験を始めら

れて、その結果も出ておりますので、大変いいことだと思います。ありがとうございました。 
〔岡崎委員〕 

まずは、この指針をもって消費者及び生産者が双方に利益の出る指針のスタートを切るのだとい

う意識を強く持っておりますので、今後、私個人の業務におきましても、これを１つのたたき台に

し、それぞれのエリア、それぞれの生産者にこの考えをベースの部分で広げていきたいと思ってい

ます。 
少し余談になりますが、イギリスの今の養豚の実態をレポートしてくれということで、海外に行

った者の話を聞きますと、イギリスの方では養豚産業がものすごく衰退している、その背景は行き

過ぎたアニマルウェルフェアで生産者の生産性向上という概念をある意味阻害しているという声も

多々出ているようでございます。つまり、その努力に対して消費者が生産物を高く買うという最初

の約束が果たされていないという声があるということでお伝えしますので、冒頭申し上げたように、

双方の利益のためにこの指針を活用することをみんなで確認したいと思います。 
〔大井委員〕 

私も参加させていただいて、とても勉強になったことが多かった会議です。 
今回、お手元にある赤字で修正されたところは私の意見が多く入っているのですが、コンパニオ

ンアニマルについては、比較的動物愛護という観点から獣医さんがかかわっている、また獣医師に

目が常に光っているという部分があるのですけれども、今回の指針ではかなり生産者にある部分を

相当任せてしまうという部分が、少し危惧されることではないかというふうに思います。やはり何

かを進めるに当って、困ったときにはきちんと相談できるような適任者をつくるべきではないかな

というふうに感じています。その辺の文言をできれば一言入れていただけるといいのではないかな

というふうに思います。あくまでもコンパニオンアニマルと食用動物とは違うということは十分認

識していますが、そこの細かいところをだれがきちんとかかわって見ていくかということはとても

重要な仕事ではないかなというふうに考えています。 
それと、安楽死のところですが、動物の指針では「人道的殺処分」というような呼び方をしてい

ると思うのです。何か安楽死というよりは人道的殺処分というような形の方が、ほかのガイドライ

ンから見ても表現としては適正ではないかなということを１つ、意見としてつけ加えさせていただ

きます。この指針、とりあえずスタートラインに立ったというとらえ方をすれば、恐らく生産者団

体の方々が取り組む内容としては、進めていく中でこの指針をさらに上回るような内容になってく

るのではないかなというふうに期待をしていますので、指針としては十分ではないかと思っており

ます。 
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〔家入委員〕 
私もこの会議に参加しまして、本当に勉強になったと思います。最初、この会議で農家の側に立

って物を言うべきなのか、研究員の側に立って物を言うべきなのか、ちょっと迷ったところもあっ

たのですが、今回できたものは農家の方も、特に大規模な農家は日本の場合だとウインドウレスの

環境コントロールできるような立派な豚舎で豚を飼われている方もいらっしゃいますし、数十頭規

模の養豚農家の方もまたたくさんおられます。そういった人たちみんながある程度これをもとにア

ニマルウェルフェアの考え方を、まさしくタイトルが変わりましたが、考え方を理解していくため

のスタートにつくことができる指針になったのではないかと思います。大変よくできていると思い

ます。本当にこれがベースになって、もっと科学的に知見がどんどん増えていって、よりよいもの

になっていけたらいいのではないかと思っております。 
〔田中委員〕 

皆さんおっしゃいましたので余り言うことはないのですが、先ほど申しましたように、全般的に

はこの豚の方もよくまとまっていると思いますので、これがベースとなってうまく活用されればい

いなという感想です。 
〔佐藤委員〕 

また細かい話で済みません。歯切りの部分に、生後７日以内ということが書いてあるのですが、

これよりも、歯切りによっていろんな炎症の起こる可能性があるという視点からであれば、生後６

時間とか、初乳をちゃんと飲んだ後に歯切りをした方がいいというふうに、日にちを書くのだった

らそれの方がいいかなと感じました。 
もう１つは、10 ページに面積の話が載っていますが、引用されているのはＥＵのものです。Ｅ

Ｕの基準というのは、0.033 という係数で、妥協の産物というか、家畜側から出てきた仕切りでは

ないのです。0.033 以下になると、生産性にかなり影響するということがわかっていてその基準に

なっているのですが、参考という話だったら行動学者が提案した 0.047 というのがいいのではない

か。行動学者が提案したというのは、寝ているところから起き上がるとか、起き上がっているとこ

ろから寝るときに、写真をずっと撮ってどれぐらいの占有面積になるかということでやったのがこ

の 0.047 という、横臥の場合の係数と同じなのですけれども、写真で撮った動きの係数も 0.047
なのです。だから、参考なのだったら、そちらの方がいいかなという感じがしました。 

同じように 11 ページの方にも面積の話が書いてありますけれども、これも係数が 0.033 になっ

ていますが、0.047 の方がアニマルウェルフェアという観点からは、参考資料としてそちらの方が

いいのではないかという感じがしました。 
〔木下委員〕（豚分科会座長） 

ありがとうございました。全体としては、これはあくまでも我が国に全くなかったものを、まず

第一歩として進めていくということで、とにかく今後、科学的知見との関連でいろいろな修正を図

っていくのが前提で、まずはスタートしましょうということで議論をしてまいりました。面積のと

ころは、佐藤委員からもっと面積が多い方がいいのではないかという御意見がありましたが、振り

出しに戻っていくと、また何回も委員会を開かなければならないという感じがしております。座長

の立場で言わせていただければ、またここで議論を逆転させることになるので、まずスタートさせ

ていただいて、それで問題が起きるようであれば、また科学的知見の中で修正をかけていくという

ことでお願いできないでしょうかということでございます。 
〔佐藤委員〕 

これは、ＥＵの基準だということをきちんと明記していただければ、参考の表題、上記算式から

算出した１頭当りの必要面積ということで。 
〔岡崎委員〕 

今の座長の御意見はよくわかりますということと、竹延委員から今日鶏の指針を見たことによっ
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て飼養面積については表現形が違うのではないかという指摘がありました。豚の場合は具体的な数

字を出しているために、本来の目的よりもそういった、言葉は悪いですけれども、そういった部分

での大意とは違うところの議論になっているような気がするので、ここは場合によっては、そうい

う意味で竹延委員の考えを盛込むならば、鶏と同じスタンスにして、鶏があえて指標を今回は出し

ていないわけですから、具体的な数字という意味では、そこからスタートして同じ歩調で入ってい

けば議論をしなくてもよいのではないかと思いました。 
それと、大井委員が言われた「人道的殺処分」という表現ですが、個人的に「安楽死」という表

現に違和感があったので「人道的殺処分」に変えてもらうと生産者サイドも、場合によってはこれ

を見る消費者サイドも非常にすっと落ちるのではないかという意見です。 
あと、個人的な意見としては、佐藤委員が言われた歯切りの部分。これは、実はいろんな要因が

あります。先生が短い時間のことを言われましたけれども「原則として」というような言葉を使っ

ておけばスタートとしてはよろしいのかなと。当然、その後の断尾、去勢も同じではな以下と思い

ます。 
〔菅谷課長補佐〕 

面積のところについて、内部での検討内容をお話しすると、この前の推進委員会で村田委員から、

卵の赤玉と白玉を分けた方がいいのではないかというご意見をいただいて、検討の結果、今回のよ

うに変えたのですが、それを変えるときに、どう書こうかと考えて参考にしたのが実は豚です。豚

の方はこういうふうに算出されるのだけれども、係数は変動しますということがちゃんと書いてあ

ったので、それに似た形で直させてもらいました。だから、「一律に言及することは難しいが」と

いう表現があって、その後で個別にいろいろ書いているということで、基本的には豚を参考にして

書いたというのが今回の検討結果です。 
〔竹延委員〕 

そうすれば、「で算出されるが係数は気象条件や床の構造、豚の群の大きさにより変動する」で

いいのですよね。そうしたら鶏と同じで納得できます。ただ、鶏の場合には最後「変動する」が結

論ですよね。これぐらいが推奨されますが、いろんな形で広さは変動すると。豚の方も「気象条件

や床の構造―私は「豚群の大きさ」というのもここに入れてほしいのですけれども―により変

動する」で終わると。それだったら私も理解できるのですが、豚の場合はその後に「確保すること

とする」ということで、それをきちんと守りなさいということが書いてあります。鶏の場合には推

奨されるけれども、いろいろな状況によっては変動すると、そこのところは読み方によって意味合

いが大きく違ってくるわけです。私は、豚の場合も「変動する」で終わるのであればそれで納得で

きます。 
〔菅谷課長補佐〕 

実は余りそこまでこだわったつもりでもないので、そこは合わせてもいいと思いますが、１群当

りの飼養頭数のことは豚の飼養スペースの一番上のところでも書いています。書き方が採卵鶏の場

合と、豚の場合は育成、肥育豚とか、繁殖豚とかばらばらになっているので、採卵鶏と書き方を変

えただけで、そこに他意があるわけでは全くございません。 
〔竹延委員〕 

それであれば、できれば鶏の方の主述関係に合わせていただく方が、私ども生産者としたら、ス

タートラインとしたらありがたいと思います。 
それと、先ほど佐藤委員がおっしゃられたのですが、「参考」というのは、私は 0.033 という係

数が参考であるとは理解していなくて、30 ㎏とか 70 ㎏とか 110 ㎏の場合に 0.033 であればこれ

ぐらいの面積になるという理解です。0.033 というのは分科会のときには、それはＥＵであったっ

てオーストラリアであったってどこであったって大体 0.033 を使うのですという中で、ここの参考

の部分というのは体重によってこれぐらい、それをやったらこれぐらいの面積になるという意味で

13 



読んだらいいのではないかなと思います。 
〔木下委員〕（豚分科会座長） 

我々の基本的なスタンスは、家畜を快適に飼うことと生産性の向上というのは、要するにイコー

ルであって、やっぱり密飼いはやってはいけないとか、豚が最大の能力を発揮する１つの基準とし

てやはり飼養スペースなどがあるので、それが全くどうでもいいのだということで、あとは条件に

よってどうにでもなるんですよといったものでは、せっかく議論したものがここでわけがわからな

くなってしまうので、もう少し具体的に―。 
〔竹延委員〕 

ですから、鶏と同じように「変動する」ということでとめていただくのであれば私は構わないの

ですが、その後に「それぞれの飼養条件に応じ必要な―変動する」と。 
〔木下委員〕（豚分科会座長） 

例えば、10 ページの育成・肥育豚の上から４行目の「確保することとする」がきついというこ

とですか。 
〔横山専務〕 

書く順番の話をされていると理解して、それ以上のところは置いておくことにしてお話をします

が、採卵鶏と豚の指針が今回最初に出るので、書きぶりとしては、今後ほかの畜種にも及んでいく

だろうという観点からすると、やはり、論理の流れとか出てくる事柄の順番であるとか、そういっ

たようなことは比較的、同じように書かれていた方がいいのではないかということで、今回、採卵

鶏が前回までの書きぶりの順番を変えて書いたのだから、豚もそのように書いてはいかがかという

御趣旨と思いますが、それであれば両座長と事務局と相談しながら、適切な書きぶりについて原案

をつくって次の親委員会でお話をしたらいかがかと思いますが、いかがですか。 
〔竹延委員〕 

正直いいまして、豚だけを単独で見たらこれでいいなと思っていたのです。ただ、鶏を見て、少

し表現が変わっていたので、そうしたら畜種によって、そのあたりの一番根幹の面積とかそういう

ところは同じような流れにしていただきたいということを申し上げているだけで、決してこの考え

方に反対すると言っているのではありません。 
〔菅谷課長補佐〕 

特段こだわっているわけでもないのですが、よく全体を見ていただくと豚と鶏と基本的には同じ

ことを書いているつもりです。繰り返しになりますけれども、豚の場合と鶏では区分がそれぞれ違

うんですけれども、よく読んでいただけると「適切な水準ついて一律に言及することは難しい」と

か、その辺も含めて実は同じように書かれているつもりです。とは言え、特段そんなにこだわって

いるわけではないので、そこは事務局で案をつくってもらって調整させていただきたいと思ってい

ます。 
〔木下委員〕（豚分科会座長） 

では、そういうことで、座長の方で事務局なりと相談をさせていただきまして、鶏との整合性を

とっていくことも含めて検討するということでよろしいでしょうか。 
〔竹延委員〕 

はい。 
〔木下委員〕（豚分科会座長） 

人道的殺処分というところについて、環境省の御意見は。 
〔松岡室長補佐〕 

環境省の方でそういう言葉を使っていないので、人道的かどうか、そういうパブリックコメント

とかは入れていただいていますけれども、あくまでもここに書いてあるような表現が今使っている

表現になります。意見としてはいただいていてもいいのですけれども。 
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〔木下委員〕（豚分科会座長） 
という、動物愛護法所管の環境省の御意見ですが。 

〔岡崎委員〕 
本文の中も表現も大井先生の表現の方が。 

〔松岡室長補佐〕 
定義やまた人道的にということがどうかというのは何を根拠にされておられるのでしょうか。 

〔大井委員〕 
人道的殺処分というのは、安楽死と結びつくのですが、安楽死がいきなりあるのではなくて、人

道的殺処分すなわちこういうふうな方法で安楽死をという。 
〔松岡室長補佐〕 

現状では、まだ動愛法の中で、そこまで人道的がどうといったことまで定義しているわけではな

いのです。 
〔大井委員〕 

実験動物ではもう既に「人道的殺処分」という表現がとられていますよね。 
〔松岡室長補佐〕 

そういう言葉が基準の中ございますか。 
〔大井委員〕 

あると思います。もう既に験動物を使って試験をやられる事業系の施設などではそういうふうな

ことにのっとって実際に飼われていると聞いています。 
〔木下委員〕（豚分科会座長） 

多分、ヨーロッパを含めて英語の訳で、たしか出ているんでしょう。 
〔松岡室長補佐〕 

我々が使っている基準内容の中ではそういう言葉を使っていないので、多分施設がつくられてい

る基準だとかの中でではないでしょうか。人道的というのがここで出てくるのは、その定義である

とか何かもう１つはっきりすればいいのですが、今回、動愛法の基準を根拠というか、準じる扱い

にされている以上、ここに全部引用されていますけれども、その中には人道的云々というのは入っ

ておりませんので。 
〔岡崎委員〕 

わかりました。例えば、養豚経営者の竹延委員、生産サイドにおいては、この「安楽死」という

言葉に違和感は余りないのですか。 
〔竹延委員〕 

私は特にないです。自分の会社の説明会などでも学生に、やはり愛玩動物を飼っているのと我々

が飼っている経済動物というのは違いますよという中で、やはり肉にならないもの、２日以内に回

復の見込めないものというのは安楽死してもらうんですよと言っています。 
〔岡崎委員〕 

「安楽死」という言葉を使うのですか。 
〔竹延委員〕 

その方がわかりやすいので。私は使います。 
〔木下委員〕（豚分科会座長） 

ここのところは「安楽死と」いうことにしておいて、これを受けて各生産者団体等でつくるとき

にいろんな説明とか何かをやっていただくということでいいのではないでしょうか。この文章、ガ

イドラインでは「安楽死」を使わせていただくということで。 
〔岡崎委員〕 

わかりました。 
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〔木下委員〕（豚分科会座長） 
それでは、いろいろ御意見をいただきまして、この場で結論が出なかった部分については、座長

の方で事務局の方と調整をさせていただきまして、親委員会の方に提案をさせていただきます。 
〔大井委員〕 

これについては、実際に指針が出た後で解説書みたいなものが出るということでよろしいのです

か。そんな予定はないのですか。 
〔菅谷課長補佐〕 

これだけわかりやすく書いていただいたので、特に予定はありません。 
〔大井委員〕 

お願いがあるのですけれども、例えばハサップのガイドラインなどの説明書でも、ハサップは７

原則 12 手順ということで、それぞれの項目に書かれているのです、これは何を指していることで

すよという意味合いが。このアニマルウェルフェアを進めるに当って、やはり「５つの自由」とい

うことを、最後の５番目のところが少しあいまいな部分もありますけれども、広く知らしめていく

という意味では、実際に指針に書かれている項目が実はアニマルウェルフェアの「５つの自由」の

これに対応している部分なのですよというようなことが入るとさらにわかりやすくなって理解が進

むのではないかなというふうに思っています。HACCP、ハサップの解説書は、そんなふうな形に

なっていて、とても７原則 12 手順というのがわかりやすくなっているので、できればアニマルウ

ェルフェアもそんな形になると理解がさらに深まるのではないかなというふうに感じています。 
〔木下委員〕（豚分科会座長） 

ありがとうございました。本指針の活用ということで具体的にどういうふうに使ってほしいとい

うことを書いております。あとは、これを受けて具体的にどういう取り組みを生産者団体なり行政

組織でやっていただけるかということだと思いますので。 
〔大井委員〕 

それぞれの項目は、こういうことを意識して書かれたものですよというのがわかればいいという

ことです。 
〔菅谷課長補佐〕 

説明の際は、もう少しわかりやすく説明するような資料をつくっていかなければいけないと思っ

ています。ハサップは結構わかりにくい部分があるので、解説書があるのではないかと思いますが、

この指針は非常にわかりやすくまとめていただいたと思っています。まずこれをもうちょっと簡単

にして、こんなことが書いてあるのだということがよくわかるような資料をつくって、これから御

説明していきたいなというふうには思っています。 
〔大井委員〕 

お願いします。 
〔木下委員〕（豚分科会座長） 

どうもありがとうございました。 
以上で豚の管理指針について、宿題が少し残っていますが、一応の集約とさせていただきます。 
この２年間、活発な御意見をいただきまして、我が国で初めて豚のガイドラインができるという

ことでございます。これがまた世界的な動きの中の我が国としての第一歩ということで、非常に重

要なガイドラインを皆様のおかげでつくることができましたことに心からお礼を申し上げたいと思

います。どうもありがとうございました。 
〔事務局〕 

木下座長、どうもありがとうございました。 
ここからは、合同の分科会ですので、事務局で進行をさせていただきたいと思います。 
今、採卵鶏と豚の両分科会をやっていただきまして、この結果といいますか、本日いただいた御
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意見を踏まえまして、両座長と御相談をしながら３月 23 日に開催予定の推進委員会に報告をして

いくということになりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 
 
（２）試行試験について 
〔事務局〕 

本年度実施しておりました試行試験の結果について御報告を申し上げたいと思います。 
 

① 採卵鶏 
〔事務局〕 

まず、採卵鶏における試行試験の結果から御報告いたしますが、本日は米田委員が愛知県で鳥イ

ンフルエンザが発生した件もございまして、移動を自粛しているという御連絡をいただきましたの

で、ここにつきましては事務局から御説明を申し上げます。 
〔事務局〕 

事務局から資料６「採卵鶏の試行試験について（中間報告）」について次のとおり説明があった。 
・目 的 

我が国の気象条件などが欧州と大きく異なることから、欧州で推奨されている飼養管理方式が

我が国で行われている飼養管理方式に比べて、アニマルウェルフェアの観点から優れているかど

うか一概には論じられないと考えられている。 
実際に国内で科学的にそれらを比較したデータが少なく、今後さまざまなデータを収集してい

く必要があるため、この実験では我が国で一般的に行われているバタリーケージ方式と欧州で推

奨されている改良型福祉ケージ方式との生産性、行動等を指標として比較した。 
・試験内容 

バタリーケージ方式と福祉ケージ方式の２つの飼養方式を設定し、バタリーケージ方式につい

ては、日本の一般養鶏農家で用いられている 7.5 寸ケージに２羽飼養を対象区として、表にある

他の試験区との比較を行なった。なお、福祉ケージは、一般に欧州で市販されているものを試験

で使用した。 
・試験期間 

140 日齢から 284 日齢で行った。 
・供試鶏 

赤玉の交雑種、ロードアイランドレッドと白色プリマスロックをかけ合わせたもの 227 羽。 
・試験区の構成 

表のとおり A、B、C、D、E、F、G と７区に分けた。 
福祉ケージには砂浴び場、巣箱、止まり木、やすりが付属している。 

・調査項目 
①生産性として、飼料摂取量、体重、産卵率、破卵率。②卵質として、卵重、卵殻色、卵殻強

度、ハウユニット、肉斑、血斑。③安全性、快適性として、生存率、汚卵の程度、摂食、飲水、

行動の観察。④として体の状態を調査。 
・飼養条件 

セミウインドウレス鶏舎で照度は 15 ルクス程度。ケージ床面の斜度は７度。不断給餌。飲水

はウォーターピックであった。 
・結果（中間報告） 
①生産性 
飼料摂取量は 20~40 週、体重は 20 週齢と 40 週齢、産卵率は 20~40 週、破卵率は 20~40 週

で調査し、いずれも有意差はなかった。 
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②卵 質 
卵質には有意差があり、20 週齢の卵重は、Ｅ区（バタリー６羽）とＦ区（バタリー３羽）の

間で、また 40 週齢ではＧ区（対象区２羽）とＡ区（福祉 16 羽）及びＤ区（バタリー８羽）の

間で有意差があった。 
卵重増加量については、Ｇ区（対照２羽）とＡ区（福祉 16 羽）で 5.0％の有意差があった。 
卵殻色、卵殻強度、ハウユニット、肉斑、血斑については、いずれも正常範囲であった。 
今後、これらの結果をもとに統計処理を行う予定にしている。 

③安全性、快適性について 
生存率ではＧ区（対照２羽）とＡ区（福祉 16 羽）の間で有意差があった。斃死理由は、すべ

て羽つつきが原因であった。 
汚卵の割合は、Ａ区（福祉 16 羽）とＢ区（福祉 12 羽）以外の区で有意差があった。 
行動の観察では、福祉ケージでは砂浴びの割合が低く、敷料つつきの割合が高かった。また、

福祉ケージでは立位での休息と伏臥位での休息が同程度。バタリーケージでは伏臥位の休息が多

い等、ケージの種類による傾向が認められた。これも今後、統計処理を行って結果を出す予定。 
④体の状態 
右足の爪の長さ、爪の折れている本数、足の損傷スコア、羽毛スコア、いずれも差を認められ

なかった。これも今後統計処理を行う予定。 
・参考資料 

データ数値の詳細、羽毛スコアの測定部位と定義、観察記録表を添付した。 
 

② 豚 
〔事務局〕 

続いて、豚の試行試験について、分部委員からお願いいたします。 
〔分部委員〕 

それでは、資料７「豚の試行試験について（中間報告）」について御説明いたします。これは、

繁殖雌豚を用いての試験となります。 
調査項目としては「行動観察」それから「ストレス評価」「経済性及び生産性評価」となってい

ますが、種雌豚を用いていますので「行動観察」については、一般管理期に５回、周産期、分娩前

後に１回行っています。 
「ストレス評価」については、血中コルチゾール濃度を指標として、これを測定。一般管理期に

おける平常時、その時点での慢性ストレスを測り、ストレスを加えて、その上昇を見て急性ストレ

ス反応を見る。周産期の場合は分娩豚舎へ移動するので、その移動によるストレス、この３つを調

べています。 
「経済性及び生産性評価」では薬品費、飼料費を計算していますが、報告は中間とりまとめです

ので、飼料費の御報告は除いています。 
続いて、今回の試験の試験区と試験豚の状況です。試験区については、３区あり、群飼育方式区、

ストール飼育方式区、ストール付き群飼育方式区ということで、品種は大ヨークシャー種とデュロ

ック種それぞれ５頭を配置しました。ただ、未経産と経産が大ヨークシャー種の場合には入ってお

り、ここを全体でそろえるというができませんでした。 
「給餌時間」は、一般管理期においては１日 2.5 ㎏、周産期は 3.0 ㎏を、日に２回に分けて行っ

ています。 
「試験区の配置図」は、図のような形で施設をつくり、試験に供しております。 
「１頭当りの床面積」は、写真との間のところに小さな字で書いてありますが、ストール付き群

飼育区の場合、ストール面積が１頭当り 1.08 ㎡、共有部分が 2.25 ㎡と一番広くなっています。ス
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トール飼育区、群飼育区については、それぞれ 1.08、2.25 ㎡で、ストール付き群飼育区の場合は、

両方を足したような広さが用意されています。 
「行動観察」は、都合５回行い、３回目が２回ありますが、これは記載ミスで、11 月 26 日は４

回目となります。結果的にデュロック種のストール飼育方式区では、１頭淘汰があり欠測値が生じ

ています。 
「観察の方法」は、20 秒間のタイムサンプリング観察による個体追跡法で行いました。 
「観察項目」については、「維持行動項目」として、休息や飲水といったこと。「社会行動項

目」として、敵対行動で、受けたか、与えたかということ。「失宜行動項目」として、偽咀嚼、柵

齧り、バルブ舐め、それから尾かじりといったところを観察しております。 
「一般管理期の観察で分かったこと」ということで、５回の観察を合算したものを最小二乗分散

分析によって統計解析をしたところ、飼育方式というところで、それぞれの項目で差が出ています。

ただ、同じ項目で差が出ておっても大ヨークシャー種とデュロック種において、同じような傾向、

動きが見られるのかというと、そうでもございませんでした。維持行動における大ヨークシャー種

の特徴ですが、群飼育では摂食の割合が少ない。要するに、争いをして食べるので、摂食の時間が

少なくなっています。それから、ストールの中に入れると、大ヨークシャーの場合は、直立の割合

が多い。反対に休息の割合が少ないという結果が得られています。デュロック種では、これとはち

ょっと違い、群飼育方式区の場合は探索行動、これは、その辺を動き回ることが多い。そして、ス

トール区では、直立行動が少なくて、反対にストール付き群飼育区で多いというような、大ヨーク

シャー種とは違う傾向が見られました。 
共通項目としては、摂食の割合がストール飼育方式区で多い。これは、ストール飼育方式区は他

から影響を受けないのでゆっくり食べるということではないかと思います。それから、ストール付

き群飼育方式区では、移動の割合が多いという行動の特徴がありました。 
次に「失宜行動」で差がある特徴的なものは、大ヨークシャー種において、ストール区の場合は

偽咀嚼の割合とバルブ舐めの割合が多いということです。 
「社会行動（敵対行動）」では、これはデュロック種、大ヨークシャー種共通で、群飼育区では、

敵対行動の回数が多い。群飼育区というのは、餌を食べたりするときに全くフリーなので、競争し

ながら食べるというようなことの結果であると思っております。 
「周産期」では、それ以前の飼い方が３つに分かれていますが、分娩豚舎では、分娩柵の中に入

れるので、基本的にその時点では同じ飼い方になります。 
先ほどの一般管理の続きというような形で試験を行っていますが、＊マークが幾つかついていま

して、流産や淘汰等で欠測値がふえています。結果的に３頭になってしまった区も存在するという

ような中で行動観察を、１回行っており、これも同じような 20 秒間隔のタイムサンプリング方式

で行いました。結果としては、有意差が出たのは大ヨークシャー種における摂食のみのところで多

かったという点があるところです。 
「失宜行動」に関しては、飼育方式間等においての有意差というものはありません。 
「ストレス評価」については、まず鼻保定をかけて採血をするのですが、慢性ストレスについて

は、鼻保定をした後すぐに採血を行っております。急性ストレスの場合は、この鼻保定を５分間続

けて 15 分間放置する。15 分間でストレスがかかると血中コルチゾールが上がる、ピークを迎える

ということですので、その後に再度鼻保定をかけて採血をしています。統計解析の結果としては、

いずれにおいても有意差は認められていないという状況です。 
「行動観察」においては、いろいろ差が出ておりますが、ストレスの指標として今回見た血中コ

ルチゾールでは、数値上差は出てきませんでした。 
「移動によるストレス」では、分娩豚舎への移動に伴うストレスを測定するということで、移動

後に分娩ストールに収容した後に採血をしてコルチゾールを測定しました。統計解析の結果は、上
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昇率等に有意差はなく、顕著な差は認められていないという結果でした。 
「経済性及び生産性評価」では、まず経済性として治療費の件ですが、結果として、最後のとこ

ろに６つに分けて一般管理期における平均治療費が書いてあります。その中で大ヨークシャー種に

おけるストール付き群飼育方式区のところが 842 円、それからデュロック種におけるストール飼

育方式区で 1,155 円、ストール付き群飼育方式区において 1,046 円と、このあたりが高い値を示

しています。内容についてはここに示していませんが、ストール付き群飼育方式区では、これは両

方の品種で高いのですが、肢蹄の治療に治療費、薬品代がかかっています。それから、デュロック

種のストール飼育方式区では、背がすれて、そこが出血するために治療費がかかったということで、

体のサイズとストールの問題が若干あったのではないかということが推察されました。 
「生産性」について、飼料費は除外してありますので、分娩における状況となりますが、大ヨー

クシャー種の方がたくさん生まれるという形が通常の結果だと思いますが、今回の生存頭数あるい

は分娩頭数のところを見ていただきますと、デュロック種の方がたくさん生まれています。しかし、

育成率は、デュロック種が悪くなり大ヨークシャー種が高くなるといった結果が出ているため、こ

れだけでは生産性について、どの方式がいいということについて、今回の結果としては断じること

はなかなかできないと思われます。 
参考として、行動のレパートリーや、今回用いた観察をするための様式等をおつけしました。 

 
〔事務局〕 

分部委員、どうもありがとうございました。採卵鶏と豚の試行試験について報告をいたしました

が、これらについて何か御質問あるいは今後の科学的知見の集積に向けて御感想といったようなも

のがおありでしたら、どの委員からでも御発言をお願いいたします。 
〔岡崎委員〕 

豚のストレス評価、血中コルチゾールはこういう結果でしたが、これが十分評価をするに値する

指標だというふうに見られますか。採血するときのいろいろなストレス等々でなかなか評価できな

い項目ではないかという意見も耳にしたりするのですけれども、実際にやられてどんな感想でしょ

うか。 
〔分部委員〕 

今回は、差は出ていないですが、ほかに何か方法があれば、それで行ったかもしれません。ただ、

何か客観的な数字ではかれる可能性があるのであればということで採用したと思っておりますが、

これですべてを語れるのかと言われると、それは私どもとしても自信があるわけではございません。 
〔竹延委員〕 

豚の場合の一般管理期と周産期というのはどういう用語なのか教えていただきたいのですが。 
〔分部委員〕 

一般管理期というのは、雌豚舎にいるときです。 
〔竹延委員〕 

妊娠豚舎にいるということですか。 
〔分部委員〕 

はい。それから、周産期というのは、分娩豚舎にいるときで、今回の場合、こういう表現がいい

のかどうかというのもありますが、一般管理期から周産期への、要するに分娩豚舎への移動は、経

産豚の場合は６～９日前に移動しております。未経産豚につきましては、今まで分娩の経験がない

ということで、日数をずらすと結果に大きく影響するのではないかということを考えたので、未経

産豚については、機械的に１週間前に移動するという形で一般管理期から周産期に移るという移動

を行っております。 
〔事務局〕 
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ほかに何かございますか。初めての経験ということで、難しい調査であったかと思いますが、こ

こが出発点ということで、科学的知見を今後とも集積をしていくということになるのだろうと思い

ます。中間報告ではございましたが、試行試験について報告をいたしました。 
 
（４）その他 
〔事務局〕 

本日予定をしておりました議題は終わりましたが、この分科会は本日が最終ということで予定し

ておりますので、もし何か発言をしておきたいとお考えのことがあれば承りたいと思いますが、い

かがでございましょうか。―よろしゅうございますか。 
〔大井委員〕 

試行試験のことで、採血のストレスは問題となっていて、海外では唾液中のコルチゾールを測定

してストレスの云々というのをやっている報告があります。ですから、できたらそういうのも取り

入れてやっていただけるといいなと思います。 
〔村田委員〕 

試行試験は中間報告ということで取りまとめされていますが、これはいつぐらいまでの試験を予

定されているのですか。採卵鶏の方ですけれども。 
〔事務局〕 

中間報告と申し上げましたのは、試験の途中という意味ではなく、取りまとめの途中で、鶏のと

ころでも先ほど、統計的な解析の途中ですといったようなことを御説明いたしましたが、そういっ

たものを終了しましてまとめるということでございます。 
〔村田委員〕 

40 週齢で終わりということですか。 
〔事務局〕 

はい。 
〔分部委員〕 

豚の方も、今回のこの機会に間に合わせるためにまとめられる部分をまとめてきたということで

中間報告となっておりますが、つい先日、行動観察については終了しましたので、データは全部収

集しております。最終的な報告のために取りまとめを行っているというステージにございます。 
〔事務局〕 

よろしゅうございますか。それでは、最後に山下会長からご挨拶を申し上げたいと思います。 
〔山下会長〕 

大変御多用な委員の方々にお集まりいただき、２年にわたってそれぞれのアニマルウェルフェア

の考え方に対応した指針をつくるということで、まだ最終の整理というのが残されておりますが、

冒頭申し上げましたように、23 日の推進委員会にあげて御承認をいただくというような形にさせ

ていただきたいと思っております。 
両部会の座長さんには取りまとめていただきましてありがとうございました。また、この実態調

査を担当していただきました日本養鶏協会、それから日本養豚協会の皆様方に対しましても厚く御

礼申し上げたいと思います。 
いずれにしましても出発点ということでございますので、今後とも関係者の皆様方と協力、連携

をしながらアニマルウェルフェアについての取り組みを推進していきたいと考えております。当協

会でも、科学的知見の収集や OIE を初め各国のアニマルウェルフェアに関する国際的な動きとい

ったことにつきましてもなるべくフォローをしていきたいと考えております。 
２年間にわたりまして、本当にありがとうございました。 

５ 閉 会（16：20） 
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