
 - 1 -

アニマルウェルフェアに対応した家畜の飼養管理に関する検討会 

平成 20 年度 第１回豚分科会 

 

平成 20 年 9 月 17 日（水）鉄二健保会館 

 
１ 開 会 

 
２ 挨 拶 

・開会の挨拶〔山下会長〕 
分科会は、昨年 3 回開催させていただき、昨年度の最後は年度末の 3 月 18 日で約半年経過して

おります。これはご承知のように、本年度は新しくブロイラーと乳用牛の分科会が立ち上がったと

いうことと、この分科会も 2年目に入り、いよいよ基準の中身につきましてご審議をいただくこと

になり、その素案を作成するという作業がございました。そのようなこともあって、若干時間があ

いたということになりました。 

いずれにしましても、本年度で豚と採卵鶏についての基準を作成するというスケジュールになっ

ておりますので、当初のスケジュール通り進めていきたいと考えております。今日は素案をお示し

しまして、それについてのご議論をいただけたらと思っております。 

また今後のスケジュールにつきましても、後ほど事務局の方から申し上げたいと思いますので、

何とぞひとつご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

 

・来賓の挨拶〔菅谷課長補佐〕 

会長からご挨拶がありましたように、この指針は 2年間で作成するということで、皆さんにご協

力いただきながら、事業を進めているというところですが、今日素案を示していただき、これを年

度末に向けて推進委員会や採卵鶏分科会などとも並行しながら取りまとめていく作業をしていただ

くことになりますが、よろしくお願いします。 

この指針ですが、皆様の専門的な見地からいろいろご議論いただき、生産者の方にもまた消費者

の方にもわかりやすい、こういうことに取り組もうとしているのだなということがわかるようなも

のにしていただけたらと期待しておりますので、よろしくお願いします。 

 
３ 出席者紹介、配付資料の確認〔事務局〕 

本日は委員全員が出席である旨の説明を行った。また、昨年度は畜産草地研究所から高田氏に委員

をお願いしていたが退職に伴い、後任として勝俣委員に参加していただいていることを説明した。 
なお、オブザーバーとして出席の農林水産省、環境省、日本養豚協会の紹介を行った。 
出席者紹介後、配布資料の確認を行った。 

 
４ 議 事 

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

れた。 
 
（1）豚の飼養管理指針（素案）の検討 

〔木下座長〕 
それでは、議事の（1）「豚の飼養管理指針（素案）」について、事務局から説明していただき

ますが、資料が 15 頁にわたるということですので、区切りながら進めさせていただきます。 
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第１ 一般原則 
〔木下座長〕 
まずは一般原則についてご議論いただきたいと思います。これにつきましては、畜種共通的なも

のになりますので、私どもの親委員会になる推進委員会で主としてご議論をいただくことになりま

すが、指針の基本的考え方ということで、事務局から説明をお願いします。 
〔事務局〕 
豚の飼養管理指針（素案）の「第 1 一般原則」1～3頁を読み上げた。 

〔木下座長〕 

この一般原則につきましては、最初にご説明を申し上げたとおり、親委員会などの全体の場で議

論をしていただきたいと思っておりますが、皆様方からこれについて意見を言いたいというのがご

ざいましたら、お願いしたいと思います。 

〔佐藤委員〕 

2 頁の参考の「5 つの自由」の件ですが、⑤「正常な行動ができる自由」、これについて 3 段落

目で生産性との関連がはっきりしていないので今後の検討課題ですという書き方になっていますが、

もう少しこれもアニマルウェルフェアの 1つのポイントだということが感じられるような書き方に

できないものかという感じを持ちました。例えばここの 3段落目のところで「例えば、豚における

ルーティング等は、豚の中に強い行動欲求があることが知られているものの」とありますが、ルー

ティングというのは転化行動として尾かじりに発展する可能性がある。動機が一緒だと考えられて

いますので、その関連などを指摘できるような文章に変えられないかということです。「行動要求

があることが知られており、尾かじりの衝動」あるいは「尾かじりの動機とも考えられているが、

生産性との関連は必ずしも明らかでなく」というような感じで書けないかという意見です。 

〔木下座長〕 

ありがとうございました。そのほかよろしいですか。ここのところは親委員会でまた議論をして

いただくということですので。 

 

第２ 豚の飼養管理 

１ 管理方法 

〔木下座長〕 

では、次に進めさせていただきたいと思います。私どもの分科会で本日議論いただきますのは、

各論の部分、第 2 の豚の飼養管理のところからでございます。この最初の「1 管理方法」につい

て事務局から説明をお願いします。 

〔事務局〕 
豚の飼養管理指針（素案）の「1 管理方法」4～7頁を読み上げた。 

〔木下座長〕 

説明のありました管理方法について、ご意見あるいはここはわからないといったことも含めて、

自由にご意見をいただければと思いますが……。 

〔吉村専門官〕 

資料の訂正をお願いしたいところがございます。7 頁の⑦ですが、そこで「安楽死の方法につい

ては」以下「動物の処分方法に関する指針に準じて行う」ようにと書いてございますが、この告示

が昨年改正されており、文言だけなのですが「処分方法」のところが「殺処分方法に関する指針」

というふうに変わっております。改正されたのが平成 19 年 11 月 12 日の告示第 105 号になります。

これによって、巻末 14 頁の付録にこの全文が載っておりますが、これも新しい指針に訂正をお願

いいたします。変わったところは「処分」の前に「殺」という一文字が入り「殺処分」と変わって

おり、中に 20 カ所ぐらいあります。 
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これは動物の愛護及び管理に関する法律に基づいて、保管動物の処分というところがあるのです

が、この保管動物の処分の方法としては、もとの飼い主に返還することとか、新たに飼い主になろ

うとする方への譲渡、そして殺処分、その 3通りを包含して処分と言っております。ここでは殺処

分する場合の指針ということで、そこを明確にしたということになります。 

〔木下座長〕 

「動物の殺処分方法に関する指針」ということですね。ありがとうございます。 

それでは、項目がずっと分かれておりますので、順次ご意見をお伺いしたいと思います。今日は

本当にフリーというか、皆さん方から意見をいただき、それを踏まえて必要な修正等があればまた

改正案を事務局からお出しするということになりますので、最初の豚の観察・記録のところについ

て何でも結構ですので、お願いいたします。 

〔岡崎委員〕 

細かい部分ですが、①の下から 4行目「可能な限り迅速に分離する」ですが、それがどれにかか

っているかというと、「処置または処分を行うため」に分離するのだと、さらに上を見ると、3 つ

あって、けが、病気、死亡ということですが、死亡の場合は「可能な限り」ではなくて迅速に分離

するべきですが、病気とけがについてはその程度、内容により処置を行って、その程度によっては

治療だけを行って、同じ豚群に置いておくというケースもあり、あえて違うシックペンに動かすと

いった管理だけではないと思いますので、分離の部分に全部がかかってきている文章なので、少し

工夫があった方がいいのではないかと思います。 

①でもう一点、5 頁目の下から 3 行目「飼料及び水の消費量」ですが、今畜産現場においては水

の消費量をチェックすることが病気の状態、豚の状態を見るのには非常にいい指標になるというこ

とで、先進的なところは水道メーターを個別につけて測っているのですが、水の消費量を見るとい

うのは生産現場ではまだ一般化していないはずですので、あえて「水」の部分は触れなくてもいい

のではないかと思います。 

〔木下座長〕 

ありがとうございました。そのほか、今回初めてこういう形でボディコンディションの図をお出

ししていますが、アメリカではこういう形で出ているのですが、竹延委員は何かございませんか。 

〔竹延委員〕 

特にないのですが、ボディコンディションの判定方法というところの中に母豚ということが書い

てありますが、我々生産者としたら常識ですけれども、文中にも「母豚の」ということを加えた方

が一般の方も見られるときにはわかりやすいかと思います。それと、その母豚をあえてここにうた

うというのはどういう考え方からなのか。普通の豚には書かないで、母豚にのみスコアを書かれて

いる意味というのは何か特別な意味があるのか。悪いことではないので反対はしないのですが、何

か意味がれば教えていただければ。 

〔山下会長〕 

母豚というのは非常に神経を使って管理をしなければいけないと、そういうことからこれをいれ

させていただいております。 

〔竹延委員〕 

やはりストールとか群飼とかそういうことが言われている中でということで、大切だと。はい、

わかりました。 

〔岡崎委員〕 

今のことであえて言うつもりはなかったのですが、少し唐突感があるような気はします。アニマ

ルウェルフェアの管理指針という中で、飼養管理、生産性の 1つの目安というものをここで入れる

のは、ちょっと違和感があるなという印象です。 

〔鹿又委員〕 
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関連して、ボディコンディションスコアについては、日本飼養標準の中にも繁殖性との関連で母

豚のボディコンディションスコアが示されています。今回素案に出された判定方法よりはもう少し

簡便な形で出されています。全体的なバランスの問題かもしれませんが、もう少し簡便な形で掲載

されてもいいのかなとも思いました。やはり豚の健康状態というのを観察する上で、特にこういう

外観的な、いわゆるここで言うボディコンディションというのは大事な視点だと思いますので、取

り上げられることは意味があることだと思います。 

〔木村部長〕 

事務局としては、先ほど会長からもお返事がありましたが、母豚が非常に大切なものであるとい

う観点から、ぜひきめ細やかな観察をしてほしいという意味があって書き入れたのですが、皆様方

の意見を参考にさせていただいて検討させていただきたいと思います。 

〔木下座長〕 

恐らく 1～5 のどこに当たるかということを厳密にやるようなことではなくて、極端にやせてい

るとか極端に太り過ぎているといった、そういう異常な豚のために、実際の現場で使いやすいもの

をつくっていくためにという趣旨で、アメリカもたしか書いてあったと思います。そのほかは何か。 

〔田中委員〕 

先ほど 5頁の記録のところで、あえて水はなくてもいいのではないかというご意見がありました

が、これは指針ですので絶対にやれという話ではないですから、私は逆にこの辺は入れておいて、

その後、栄養のところでも水のことがいろいろ出てきますので、こういった記録にはこういうこと

がありますよという項目に水が抜けているよりはあった方がいいのではないかとは思います。 

〔岡崎委員〕 

確かにあった方がいいので、それを指針として出すのであれば、畜産現場にどうすればチェック

が簡易にできるのか、そういった方向を私どもは提示するとか提案するとか支援するという義務が

あるのでは、また、コストもかかる話になってくるので、そういう意味でございます。 

〔家入委員〕 

飼料については消費量でいいと思うのですが、水だと飲んでいるか飲んでいないかのチェックで

十分ですので、飲水の有無のチェックということをつけ加えたら、今の問題は解決するのでは。 

〔竹延委員〕 

例えばコンサルタントの先生に来ていただくとき、1 頭 1 頭の豚が水を飲んでいるかという確認

はなかなかできないので、やはり水が十分に与えられているかどうか、例えば離乳舎の場合 1分間

に 700cc とかということで、ピッカーをみて、これはちょっと出が悪いなとか、十分出ているなと

かいうこともあるで、メーターなどで、この豚舎は何頭いて、何 t水が出たとかそういうことより

も、きちっと水が提供できるような状態かどうかということの方がいいかもしれないですね。 

〔木下座長〕 

まだ進んでいませんが、8頁に水はきちんとしなさいよというのは出てくるわけです。 

〔竹延委員〕 

ただ、餌と水と空気というのですか、湿度とか温度とかいうのも空気ということで、やはりその

3 つというのはすごく大事なので、書き方の問題はありますが、やはりここでは田中委員と一緒で、

うたうというのはすごく必要なことかなと思います。書き方は、先ほど岡崎委員がおっしゃられた

ように。 

〔岡崎委員〕 

1 つは 8 頁に書いているわけですから、今ここで引っかかるのは水の全体の消費量ということで、

竹延委員が言われたように 8頁に書いている表現、給水器のチェック、水量が十分満たされている

か、新鮮なものがといった表現にしておけばよいのではないでしょうか。 

〔山下会長〕 
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さっき言われたように、5 頁のところの水の消費量というのは特に言わなくてもいいのではない

かということですね。 

〔岡崎委員〕 

そういうことです。逆に言うと後で小項目が来るわけですので。 

〔木下座長〕 

8 頁の表現みたいな感じで書いた方がいいのではないかということですね。具体的な数量とかで

はなくて、きちんと水が出ているかとか、飲んでいるかとか、どうしているかということですね。

わかりました。そのほかの方、何でも結構ですので。 

〔鈴木委員〕 

①の上から 8行目「換気が適切に行われているか等をチェックする」と書いてあるのですが、換

気が適切に行われているかというのはどのようなことをもってチェックするということになるので

しょうか。例えば後で出てくると思うのですが、開放豚舎とかウインドウレス豚舎とかがあります。

普通換気量をチェックするといいますと、ウインドウレスで適正に換気扇が回っていて、どれだけ

換気がされているかとか、入気口からきちんと空気が入っているかとか、そういうことをチェック

するというふうに思うのですけれども、開放豚舎ですと本当に換気されているかどうかといったも

のは感覚の問題でしかないというふうにも思いますが。 

〔岡崎委員〕 

私は豚の状態を見て、換気上アニモニア、硫化水素等で支障がないという、豚の状態でチェック

するという意図だととったのですが。豚の観察というタイトルですから。咳き込んでいないかとか、

発蕁が出ていないといったようなニュアンスだと受け取ったのですが。 

〔竹延委員〕 

ここは最高、最低温度とか湿度とかいうことが後に書かれているので、またその後にも鈴木委員

がおっしゃられるように豚舎ごとに細かく出ているので、余り重複しないようにしたほうがいいか

もしれませんね。 

〔木村部長〕 

環境は 12 頁にまた書いてありますので。全体的なまとめのようなかたちで書かさせていただい

たのですが。 

〔木下座長〕 

よろしいですか。後でまた全体として意見等をいただく機会、時間を設けたいと思いますので。 

続きまして、②豚の取り扱いに進みます。当たり前と言えば当たり前のことを書いておりますが、

豚の習性のところとか、不要なストレスを与えたり、けがをさせないようにとか、野犬などとの接

触、あと細かくいろいろ書いておりますが。 

〔田中委員〕 

現場などでは、ついつい耳や尻尾を引っ張るとかけっ飛ばしてしまうということもあるかと思い

ますので、その辺のところを文章化するかしないかだと思うのですが。ストレスを与えないように

というやわらかい話にしておくかどうか。 

〔木下座長〕 

どの程度まで、この中に詳しく書き込むかというのはあるのですけれども。よろしいですか。 

では、すみません、先に進ませていただきます。③新生子豚の管理ということで、ここで歯切り、

断尾。それと一連のことになりますので、④去勢、⑤個体識別のところまで。あと、少し違うかも

しれませんが、子豚の関係ということで⑥離乳までご意見をいただければと思います。 

〔佐藤委員〕 

先ほど言ったのと同じですが、断尾の 1段落目の最後のところに「断尾は有効な手段である」と

ありますが、推奨するような表現でなくてもいいのではないかという感じがします。1 行目にあり
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ますように、何らかのストレスを受けたときに尾かじり等が出ますということですので、事故等を

防止するためにはまずストレッサーを取り除くということ。そして、かじる行動が非常に生来的に

動機づけられているというところですので、かじる行動を刺激するもの、わらの給与、そんなもの

が有効ですと書いて、それでも制御できない場合は断尾ということも考えたらどうかという表現の

方がいいのではないかと思います。 

〔田中委員〕 

③新生子豚の管理の 2行目に「行う場合がある」とは書いてあるのですが、断尾にしても歯切り

にしても行うという前提で書かれているような気がするのですね。だからやはりそれはやらない方

が望ましいのだけれども、こういう場合は最小限こういうことに留意しながらやりましょうという

ことの表現、そういう書き方の方が指針としてはよろしいのではないかということです。 

それから、歯切りについても海外では、切るとかえって切り口によってけがをすることもあるの

で、手間と時間がかかりますが、磨くという方法もありますので、その辺のことも触れておく必要

があるのではないかと思いますが。 

〔木村部長〕 

わかりました。 

〔竹延委員〕 

断尾については、我々生産者からしたら常識のようにやっている場合が多いと私は認識していま

すが、例えば湿気の多い時期とか急に気温が変わるといったストレスがかかる場合、ヨーロッパな

どに比べて気候が多湿で高温というような状況の中で、1 頭当たり 0.7 ㎡とか 0.8 ㎡、場合によっ

ては 1㎡ぐらいの面積の中では、尻尾を切らないとかえって尾かじりが起こって、逆に事故率とか

豚にストレスを与えることが多くなるのが今の飼育の実態です。それが例えば 2㎡とか今の日本の

2 倍も 3 倍もの面積で飼っているような状況だと私も同意するのですけれども、ここでは事実だけ

申し上げておきます。 

〔山下会長〕 

ここ両先生が言われたように断尾と歯切りというのは、ア、イで手段の説明を文章の中にむしろ

入れて書いた方がいいのではないかということだと思うのですが。 

〔田中委員〕 

基本的には、切るということ自体は前提ではなくて、やらない方が望ましいのだけれども、逆に

切らないことが場合によっては、より福祉を損なうこともあり得るので、その場合は切らざるを得

ないということですよね。 

〔岡崎委員〕 

それはヨーロッパの考え方とアニマルウェルフェアからいくとおっしゃるとおりなのです。そこ

が入ってくるのですよね。でも私は逆に言うと、この歯切り、断尾の部分で行くときに事務局の案

として今まで検討された中で、歯切り及び断尾は「有効な手段である」というふうに切り口で入っ

たわけですね。そのときに論法の組み方としては、今の日本の畜産の現状を今竹延委員が述べられ

たわけですから、組み立てからいくと、「有効な手段である」というのをもとに持ってきておいて、

しかしそれを行わないためにはこういう方法があるという論法でご理解いただけるかどうか。日本

においては有効であるというのは、快適な生産性向上という論点から見たときには有効な手段であ

るというふうに一部委員では思っているわけですので、そこは少し表現の仕方でご理解いただける

のか。どちらを頭に持ってくるかで、入り方が大分違うと思うのですね。 

〔家入委員〕 

今の議論の原因になっているのが「事故等を防止する」という言葉がアとイ両方に、歯切りにも

断尾にも、防止するために何々は「有効な手段である」となっているのですけれども、そのような

事故が発生するような条件においては、はっきり言えば「断尾は有効な手段である」にすれば、初
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めに歯切り、断尾ありきという議論にはならないのではないかと思ったのですけれども。 

〔木下座長〕 

私の感じとしては、最初に新生子豚の管理でまとめて書いてから各論のところに入っているので、

それぞれ歯切りと断尾のところに「子豚への過剰なストレスに……務めつつ、熟練した者」とかと

いう趣旨をそれぞれに入れていけば、少し違うと思うのですけれども。 

それと先ほど佐藤委員、田中委員からもありましたが、「有効である」というのと、「やむを得

ない手段」というのと、そこら辺のところがほかにどのような方法があるのかということも含めて、

これを防止する方法、例えば先ほどだったらわらを入れるだとか、いろいろありましたので、そこ

のところをどこまでそれができるのかを含めて検討してもらうと。決して積極的にどんどんやりな

さいということで書いているつもりではないということで、やる場合にはそういうストレスを与え

ないとか、化膿しないだとか、熟練した者で生後何日以内だとか、そういうことに注意してやって

くださいよと書いてあるのですけれども、佐藤委員のお話ではストレスの防止の手法みたいなもの

もここで書いてはという意見もあったような気がしたのですけれども。 

〔佐藤委員〕 

かじりたいという動機があって、それを刺激する状況、ストレスがかかったりするということが

あるわけですので、ストレッサーの状況というのをやはり最初に考えるべきではないでしょうか。

そういう方向に変えていくことがアニマルウェルフェアなのだと思います。今を肯定する、もちろ

んシステムを変えていくというのは難しいのはわかりますが、方向として実はこの尾かじりも何か

違うことをやれば防げるのだということを念頭に入れながらやっているというのと、もうこれは最

初から有効だよということで終わらせるというのとは全然違うのではないかという感じがします。 

〔竹延委員〕 

生産者としては、そういう方法があるのでしたら、例えば与えられた面積の中で尾かじりが行わ

れないような方法を逆に先生方からご提案いただき、こうやったら与えられた環境の中、例えば

0.8 ㎡とかそういう中で尾かじりが起こらないということをどんどん教えていただければ、取り入

れていきたいなと思います。もちろん現実の中で生産者も切らない方が作業も楽ですし豚に対して

もいいので、どんどんご提言をいただきたい。 

ただ、日本は場合によって高温時は 35℃、低温時は－5℃とかになるような環境の中で、それな

りの断熱、密閉もしないといけない、夏は暑いから風も入れないといけない、そういうかなり厳し

い状況の中で、季節の変わり目や本当に暑いとき、寒いとき、それを 1つの豚舎で管理していかな

いといけません。アンケートでもやはり 8割弱の方が断尾を実際に行っています。これは本当に尾

をかまれたらその豚は悲惨で、生死を、動物特有の行動以上に命を奪われることに直面しますので、

いい方法があればどんどんご提案していただきたいと思います。 

あともう 1つだけ、④去勢ですが、ここには「生後 7日以内に実施することとする」とあるので

すが、アンケートの 13 頁には、実際雄豚の去勢の時期は生後 8 日以上というのが 50％を超えてい

ます。私からみれば、去勢は早いうちに実施する方が傷口の治りも早いので、この 7日というのは

外国でも常識ですし、私どもも実際早く去勢するというのは普通だと思っていますが、このアンケ

ートを見ると 8日以上の方が半分以上を占め私も驚いています。私としては 7日以内というのは常

識なのですけれども、一応確認のために。 

〔大井委員〕 

去勢は多分頭数ベースで統計処理をしたら、7 日以内の頭数の方が圧倒的に多いのではないかと

思います。小規模のところがどうしてもおくれがちになるというケースはあるので、件数ベースで

やると半数ぐらいになっても、恐らく出荷される豚の頭数ベースでやったときには、8 割、9 割ほ

どになるのではないでしょうか。 

あと、ここのことだけに限らず、この指針は何となく冷たいなというイメージを受けます。とい
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うのは、やはりやむを得ず実施する場合にだれか専門家のアドバイスを受けるとか、そういう項目

が必ず加わっていいはずではないかと。もちろん私は養豚の獣医師という仕事をしていますし、常

に農家と相談しながら必要かどうかということをアドバイスするという立場にあるので、例えば歯

切りにしても断尾にしても、そうだと思うのです。やむを得ず認める。ではだれがやむを得ずと認

めるのかという話になると思うのですね。そこは、やはりきちんとした専門家が入るとか、実施す

る場合にもきちんとしたアドバイザーに相談してやるとかといった文が欲しいなと思うのです。 

それから断尾については、もし必要というふうに認められたら、やはりこれも早い日齢で済ます

ことの方が重要ではないかなと思います。それは豚に苦痛をかけないという意味では早い方がよろ

しい。ただ、それをだれが判断するか、それからどういうアドバイスをだれから受けるかというこ

とを明確にした方がいいのではないかと思います。 

〔木下座長〕 

ありがとうございました。日齢のところは 7日ですかね。 

〔木村部長〕 

日齢については、今まで分科会でいろいろご意見をお伺いして、これで大丈夫だろうという判断

をさせていただいたのですが、そのときにも大体常識的には 7日以内だというふうに聞いておりま

したので、こういうふうに書き入れさせていただいたところです。 

〔平野委員〕 

この歯切り、断尾、去勢というのは、農家の中では経験則でやってきているところなので、これ

を変えるというのは一般農家の人に対して普及させるところではかなり障害になる部分でもあると

思います。そうすると、それを変えるためには、今先生たちが言われたようにかなりの意識の変革

が必要だと思います。それはアニマルウェルフェア全体にもかかわってくるところだと思うのです

が、仕方なしにやっているのではなくて、多分現場の農家の人たちはそれが常識だと思ってやって

いる部分だと思うのです。それがこのアンケートの結果にもあらわれていて、優秀な生産者のよう

に勉強されていて早くやるのが当たり前だという形でやっている人と、逆に長年の経験則でやって

きている小さい農家の人がたくさんいるわけなので、そういう人たちのとの意識の統合性がないと、

逆にアニマルウェルフェア全体のこの指針が絵空事になってしまうので、その辺を現実との整合性

も勘案しながら進めていかないと、何かこの会議の中だけのことになってしまうので、その辺をい

かに含みながら進めていくかというのが大事だと思います。 

〔木下座長〕 

そうですね。科学的知見ということで、その実施の時期によってその豚が受けるストレスなどに

よって例えば発育の程度が違うとか、その後の事故率だとかが違うとか、そういうものがあれば非

常に説得力を持っていいのだと思うのですけれども、そこも含めて科学的知見で……。 

〔菅谷課長補佐〕 

オブザーバー的な立場なのですが、アンケートはアンケートとして、やはり早い時期にやった方

がアニマルウェルフェア的にはいいというのは間違いないのではないかと思っています。早くやっ

てできるだけストレスを与えないようにする方がいいと思うので、断尾についても 7日以内という

ことでできるだけ早くやることがいいのだということになっているのだと理解しています。 

〔竹延委員〕 

やはりお母さんのおっぱいを飲んでいる安心している時期にやると早く傷が治るということもき

きますし、小さいときの傷の方がストレスは少ないと。 

〔木下座長〕 

そういうことで、外国についてもやはり 7日だとか早い時期にということになっているのだと思

います。 

〔菅谷課長補佐〕 
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大井委員が前回の分科会で、尾かじりというのはいろいろな要因によって起こるので、抑制する

のはなかなか難しいということをおっしゃられたのですが、そこは現場に行かれる獣医師的には、

簡単にこれをやったから尾かじりが防止できるというのはやはり難しいということになってしまう

のでしょうか。スペースだけでは難しいというようにおっしゃったかなと思うのですけれども。 

〔大井委員〕 

いや、確実にスペースをとるとでないです。例えば純粋繁殖をやられているような方々が、とて

も大事にゆったり飼われているとでないですね。ただ、生産性をどこまで犠牲にしていいかという

ことが必ず入ってくると思います。そういうふうな飼い方で飼われて 1頭 1頭のコストが相当高く

なってもそれでいいということであれば、しかし我々がかかわっているのは愛玩動物ではないです

から。ですから豚のそういう断尾がなされないで尾かじりが出るということを考えれば、豚をそう

いう苦痛から解放してあげるという一面もあるわけですね。そういうふうに考えれば、経済性の部

分と家畜の快適性というのは、ある部分では相反するけれども、どこかで折り合いをつけなければ

いけないというのはあるのではないかなと思っています。 

〔木下座長〕 

この部分については、どこの国においても異論が出るところでありますが、ほかに発言いただい

ていない方で、この部分についてご意見はございますか。 

〔大井委員〕 

去勢は生後 7日以内に実施することとなっていますが、これ以降にずれ込んだときはどうするの

ですか。 

〔菅谷課長補佐〕 

確認のためですが、この指針はまず事務局でまとめていただき、この指針をもとに生産者団体の

方なりが自主的な指針をまたつくっていただくなどして取り組んでいただきたいと思っています。

当然法律ではありませんので、これで何かを縛りたいということではなく、これでさらに議論を深

めていただいて、生産者自らがもっとこういうふうに取り組んでいこうというように進めていただ

きたいという気持ちで、この事業をお願いしているということを頭に置いていただけばなと思いま

す。 

〔木下座長〕 

ありがとうございました。歯切りと断尾のところはいろいろご議論をいただきました。去勢、個

体識別のところについてはもういいですか。では離乳のところもよろしいでしょうか。 

〔田中委員〕 

早期離乳というのはどこまでをさすのかというのが、一般的に動物の場合、母親と一緒において

いる時期の長さによって、成長後のストレス感受性が大分違うというようなデータも出ていますの

で、余り早く離乳したものはストレスに弱いというか、そういうことも豚ではないのですけれども

データが幾つか出ているので、その辺も実際はどの辺までならどうなのかというのがいるのかなと

思います。実際、我々がまだ研究していないところですが、現場でどんどん早くなっている部分も

あるので、そこら辺が難しいのかなというのは若干思っているところです。 

〔小堤参与〕 

簡単に諸外国のものをちょっと紹介しますが、例えば EU や英国等は、28 日以下の離乳は禁止で

すが、米国、カナダ等は 14 日以内の早期離乳を奨励しているというふうに、世界でも大きなとこ

ろで考え方が違いますので、事務局としては、日にちは書き込まない方がよいのではないかという

ことです。 

〔大井委員〕 

今、そんなに早い時期で離乳は奨励していないと思いますよ。 

〔小堤参与〕 



 - 10 -

規則の訳文では、14 日以内の早期離乳を考慮してくださいということで、決して 14 日以内にや

れということではなくて、そういう方法もありますので取り入れてください。またオーストラリア

でも、3週間の高度な基準でやっても構いませんよというようなことが書かれております。 

〔大井委員〕 

それは前回、竹延委員が言われたように、ある種の疾病をコントロールする意味でそういう方法

が可能ですよということであって、決して早い離乳を推奨しているわけではないと思います。 

〔小堤参与〕 

すべての施設とかが整っている場合に、やってもいいですよという条件つきです。 

〔竹延委員〕 

一般的には、やはり日本の場合でも 3週間ぐらいですよね、大井委員。 

〔大井委員〕 

3 週以上でもついています。今は 24～25 日が多くなっていますね。 

〔竹延委員〕 

ある病気を除去しようとか、病気のコントロールをしたいときに、母子の感染を防ぐようなとき

には、やはり短い期間でやっておられるケースがあります。ですから、余りここのところは長くな

いといけないとか、短いからだめだとかを書いてしまうと、例えばそれをもとにバイヤーやこうい

うものを見たスーパーが、これに書いているような飼い方をしていないのだからだめだとか、そこ

までいくと何か危険なような気がします。私の知っている種豚会社などでは、特殊な事例ですけれ

ども、例えば 10 日以内で離乳をしてある怖い病気を抜いてしまったとか、そうしたらそっちの病

気がないということの方が豚にとっては安楽な場合もあるのではないかと。 

〔木下座長〕 

具体的に書くというのは、なかなか今の段階では。 

〔山下会長〕 

こういう表現の方が妥当ではないですか。 

〔木下座長〕 

⑦病気、事故のところ、先ほど環境省から正確なところをご説明いただきましたが、このところ

はよろしいでしょうか。 

〔大井委員〕 

⑦のところは、前回の分科会でも特に私は強調してきましたが、けが、苦痛、障害または疾病か

らの自由というのは、5 つの自由の中にうたわれているわけです。その中で、けがや病気をした豚

の取り扱いはとても重要で、そこから当然安楽死に至るようなケースも出てくるわけです。それか

ら、どうかすると故意に放置するというケースも世の中ではあったりするということで、できれば

病気の豚のためのペンを設けるということをきちんと記載した方がよいのでは。これは⑧、⑨で、

農場のバイオセキュリティの問題だと思うのですが、病豚の放置も農場のバイオセキュリティ上は

非常に重要なことではないかと考えますし、尾かじりがあった場合も早く分離せよというふうにな

っているわけですから、病棟のまたは隔離ペンを必ず設けるということは必要ではないかなと思い

ます。 

〔木下座長〕 

ここは隔離ペンとかが明記されるべきではないかということですね。ほかの方よろしいですか。 

それでは、⑧から⑩までのところでご意見をいただいて。豚舎のところの具体的なところはまた

後にもでてきますがよろしいですか。 

それでは、7 頁までは一応議論していただいたということで、ここで 10 分ほど休憩をとらせて

いただきたいと思います。会場の時計で 30 分から再開したいと思います。 
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＜ 休 憩（15：20～15：30）＞ 

 
２ 栄 養 

〔木下座長〕 

それでは、再開をしたいと思います。8頁「2 栄養」のところからお願いしたいと思います。 

〔事務局〕 

豚の飼養管理指針（素案）の「2 栄養」8頁を読み上げた。 

〔木下座長〕 

栄養のところについて①、②、③、まとめてご意見をいただければと思います。 

〔勝俣委員〕 

①のところで、「飲水量は、……等によって影響されることに留意することとする」と書いてあ

りますが、飼料については書かなくてもいいのですか。もう当たり前だからか、また不断給餌なの

で、あるいは母豚の場合はふだん給餌ということはないと思いますけれども、何で水だけが書いて

あるのかなと。もちろん餌の食べる量もここに書いてある項目で変わりますので。 

〔木下座長〕 

水だけじゃなくて、飼料もいれるべきではと。 

〔勝俣委員〕 

特に飲水量を書く理由があるのであれば、餌の方は常識だからいいということなのか、それとも

ただ単に忘れただけであれば入れるべきではないかと。 

〔竹延委員〕 

日本飼養標準などにそういうことも書いているから、それを参照しなさいということでしょう。 

〔木村部長〕 

上の段落に飼料のことは詳しく書いてあるのでと思ったのですが。 

〔勝俣委員〕 

しかし、飼養標準は養分量や栄養素については書いてありますが、例えば 1日アミノ酸がこれぐ

らい要るから、全体の餌の量は何 gだというようなことはありますが、なかなか一般の方は計算で

きないので、これだけ書いてあったからすぐ幾らとわかるわけではないと思います。養分量や栄養

素についての給与量や、飼料摂取量、不断給餌にしたときの飼料摂取量は温度が 1度下がればこれ

ぐらい増給するべきであるとか、そういうことは書いてあるので、それを参照してやるということ

だと思いますが、私が言っているのは飲水量だけが書いてあるのはなぜなのかなということです。 

〔岡崎委員〕 

それが目立って浮き出たということですね。 

〔木村部長〕 

ご意見として、餌もぜひ書き入れろということなら書き入れますし、飲水量を書かなくてもいい

ということだったら、こちらの方を削減いたしますが。 

〔木下座長〕 

では、そこは事務局で検討していただくということで、そのほかに何か。 

〔岡崎委員〕 

それに関連して、③の下から 3行目「飼料は、少なくとも 1日 1回給餌」ということで、肉豚の

場合は勝俣委員が言われたような不断給与が基本的にベースで、直近では制限給与もありますが、

何となくここで妊娠豚のことをということもわかるのですが、ニュアンス的にもう少し考えた表現

にしてもいいのかなと思いました。何となくですが、竹延委員「少なくとも 1日 1回給餌」という

ことには違和感なかったでしょうか。 

〔竹延委員〕 



 - 12 -

肉豚は不断給餌だし、母豚は 1 日 1 回は餌をやらないと、2 日に 1 回のように横着したらだめで

すよと。いろいろありますよね。例えば自動給餌のラインがないような生産者の場合には肉豚の餌

でも、1 週間分まとめて入れてしまおうというよりは、袋でも 1 日 1 回は餌箱に入れて新鮮な餌を

食べられるようにしなさいとか、いろんな意味に私は理解しました。 

〔岡崎委員〕 

上の文で「可能な限り毎日同じ時間」にと言っている意味はわかるのですが、最後に「毎日新鮮

な水」とあるのと同様に、竹延委員が言われた毎日新鮮な餌を与えるというような表現にされた方

がいいかもしれません。いかにおいしくて新鮮なものをあげるかということで。 

〔竹延委員〕 

回数を入れるのではなくて、新鮮なものをやるということでやった方が。 

〔岡崎委員〕 

新しいものを与えるといった表現の方が、アニマルウェルフェアの指針には適切かと思います。 

〔木村部長〕 

わかりました。 

〔木下座長〕 

水と同じような表現にしてはどうかと。 

〔大井委員〕 

給餌・給水の表現で「豚に十分なスペース」ということだけになっているのですが、この辺もう

少し何か指標みたいなものが表現できないでしょうか。例えば餌は日本標準云々と出てきますけれ

ども、給餌・給水のスペースになると、いきなり十分なという。どこをもって十分なのかと。 

〔田中委員〕 

大井委員が言われたように、十分なというときに、もう少し具体的な表現をいれた方がというの

は気にはなっていたのですけれども、動物側から言うとウェルフェアと言われているのは、量だけ

が十分に全頭が食えるのではなくて、好きなときに食べられる。つまり弱いやつも強いやつに遠慮

せずに食えるというのが求められています。それから言うと、本当は全頭同時に食えるスペースと

いうのが理想なのでしょうが、それは実態としてなかなか難しいと思うので、その辺をどういうふ

うに表現したらいいのかなと思いながら、少し気になっていたのです。 

〔竹延委員〕 

個人的にそこのところは、例えばウェットフィーダーというのが出るまでは、1 つのえさのスペ

ースに 4 頭までとかがあったのですが、ウェットフィーダーが出ると 10 何頭までいいとか、技術

革新によっていろんなことがあります。また、社内でいろいろ試験をやると、ペレット状になった

餌とマッシュで粉状の餌だと、餌を食べる時間が違うので必要な餌箱が違います。そうしたら、そ

こまでもっと具体的に書くと、ペレットの場合はどうだとか、今度はその文献の餌を食べる行動の

研究までの論拠がないといけないということになるので、今の段階はこういう精神的なことにとど

めておくのが私はいいのではないのかなと思います。もしスペースを書くのだったら、ペレットは

どうだ、マッシュはどうだと、ペレットだと餌箱が 3分の 2のスペースであっても食べる時間がマ

ッシュのそれよりもうんと短いから、餌の必要スペースというのは従来言われているよりも少なく

ていいのですよね。だからその辺は、非常に……。 

〔岡崎委員〕 

そういう意味で条件が違ってくるというのはあるのですが、10 頁に飼養スペースがあって、一

般的には後段で床面積の構造で 1頭当たりの飼養スペース幾らかというのは出されていますよね。 

〔佐藤委員〕 

採食時の行動を見るようにとか、過剰な闘争行動が起こらないようにとか、何かそういう条件を

入れれば、もう少しわかりやすくなるかなと。 
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〔勝俣委員〕 

私も餌箱の形式によってやはりスペースが変わるだろうなと。どちらかというとそれぞれに応じ

て変えた方がいいのかなと思っていましたが、今の話を聞いて、ここは「給餌方式に応じて十分な

スペース」というぐらいに書いておけば、いろんなケースでいろんなことを考えなければいけない

よということはわかりますよね。それは日々変わっていくということですので、これからも変わっ

ていくでしょうから、それは事細かに書くということは無理かもしれませんが、それぐらいは書い

ておいた方が親切かなという気がします。 

〔竹延委員〕 

どんな方法があっても変わらないというのは、例えば離乳間際の、母乳を飲むときは一斉に飲む

ので、離乳してすぐというのは、一斉に食べるという動物の行動があると思うので、どんな形状の

餌でもきっと変わらないとは思いますけれども。 

〔木下座長〕 

ここは具体的な数字というよりは、むしろ闘争しないで食べられるようなというような表現の方

が。先ほどのだと、ペレット、マッシュなどそれぞれについてスペースを変えなければいけないこ

ととなってくるので。 

〔岡崎委員〕 

先ほど飼養スペースの話をしたのは、マッシュとかペレットとか、一般的に我が国の養豚はそう

いう形で形態もほとんど決まってきているわけなので、一般的なところはもう文献として出ている

ので、後段で飼養スペースと同じように少し触れておいてもいいのかなと思っています。それは検

討してください。今のような「適切な」的な表現でもいいとは思いますけれども。重要なところで

もあると思いますので。 

〔木下座長〕 

そういうご意見をいただいたということで、事務局でまた検討して下さい。 

〔竹延委員〕 

この「飼料及び水の品質の確保」というところなのですけれども、例えば井戸水とか沢水とか、

いろいろな水を使われている場合があると思うのですが、そういうものの検査というのは余りまだ

書く必要がないのでしょうか。ここで言っているのは、そこまでも含んでいるのでしょうか。餌は

恐らく飼料工場から来るものだから大丈夫だと。水は大丈夫なのかというところは…… 

最近いろいろあるので、飼料工場からのものまで疑うというのはあまり必要ないでしょうけれど

も、例えば水なんかは結構、例えば南九州なんかだと地下水をつかわれたりするので、現実的に難

しいかなと思うのは、例えば規模が大きいと年 3回井戸水の検査をやっていても、一般的にはなか

なか大変ですよね。 

〔木下座長〕 

結構検査料などもかかりますよね。 

〔竹延委員〕 

ただ、ここで言っているのは、水とか飼料というのは水道水と飼料工場の餌の場合は問題ないで

すよということなのでしょうけれども。 

〔木村部長〕 

一応、水は安全だというふうに書いておりますけれども。 

〔竹延委員〕 

ただ、ここでは豚舎で何か雑菌とかが、例えばピッカーがカップのところにあって、そこが掃除

されてないからというように受け取れるのですが、水というのは沢水からとられたりとかいうのが

意外と多いですよね。 

〔家入委員〕 
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最近農家の方から相談の電話があって、井戸水を使っていて硝酸の問題で、人間に悪いけれども

豚には大丈夫かというような質問があったので、井戸水とかそういった、水の検査をきちんとする

ということをされていれば問題はないと思います。 

〔岡崎委員〕 

「新鮮な」という意味は、汚染されてないという言葉を含んだ上で書いているのだと私は思った

のですけれども、今の話からだと当然のこととは思うのですが「汚染されてない」と書くことも必

要では。今言われたように定期的に検査をしている農場もかなりふえていますけれども、そこまで

及ぶかどうかの判断ではないでしょうか。 

〔木下座長〕 

「汚染されていない新鮮な水を」といったような書き方で。 

〔木村部長〕 

わかりました。ありがとうございました。 

〔竹延委員〕 

ある程度、こういうものは生産者への啓蒙というのも必要でしょうし、例えばさっきの 7日以内

のしっぽ切りというのはそっちの方が病気は少ないとかいったことや、やはり水も新鮮で汚染され

てないというのは読んでいく中でそれはたまに検査もしなければいけないととらえる人がだんだん

ふえてくればいいことですしね。動物にとっても変な水を飲まされて病気になったらかなわんとい

うことですからね。 

〔木下座長〕 

それが生産性ということにもつながりますので。ではそういう意見をいただいたということで。 

 

３ 豚 舎 

４ 飼養方式 

〔木下座長〕 

では、「3 豚舎」「4 飼養方式」を併せてお願いします。 

〔事務局〕 

豚の飼養管理指針（素案）の「3 豚舎」8～9頁、「4 飼養方式」を読み上げた。 

〔木下座長〕 

それでは、「3 豚舎」「4 飼養方式」について、ご意見があれば伺いたいと思います。 

〔鈴木委員〕 

9 頁に「開放型豚舎」と「閉鎖型」という豚舎と 2 つに分けられているのですが、この閉鎖型

（ウインドウレス）という言葉ですが、今だと決して窓がないというイメージではなくて、断熱の

きいた窓なりそういうものをつけて強制換気、密閉はしますが全く光が入らない真っ暗なところで

豚がいるというイメージではありません。現実に窓もついておりますし、あかない窓もしくは非常

のときにあく窓とか、いわゆる自然の光も入るというようなことも考慮しながら密閉型の豚舎を今

設計しておりますので、何となくこう書かれると光が入らないところで豚が飼われているというよ

うなイメージが感じられますので表現を変えてはいかがかと。「窓を無くし」というのが少し。 

〔木下座長〕 

削除してはどうかと。 

〔鈴木委員〕 

要するに密閉しているだけで、真っ暗にするとか窓を一切つけないとか、そういう意味ではない

ということを申し上げたかったのですけれども。 

〔木村部長〕 

表現としてはどういうふうにしたらよろしいでしょうか。 
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〔鈴木委員〕 

この「ウインドウレス」という言葉が窓なしという意味になってしまいますので、表現が、「ウ

インドウレス」という言葉自体が適切なのかどうか、よくわからないのですけれども。 

〔竹延委員〕 

逆に開放型豚舎も窓なんかないですね。カーテンで閉めていて。 

〔鈴木委員〕 

開放型といっても何種類かあって、実際には、窓がついていて窓を開けたり閉めたりしている豚

舎もあるわけです。だから何となく、いわゆるカーテンで人間が開け閉めしている豚舎と、密閉さ

れて真っ暗な豚舎という 2つに分かれているような、イメージがちょっと違うような気がしている

のですけれども。 

〔竹延委員〕 

難しいところですね。一般的にはウインドウレスと言ったりすることも多いですしね。 

〔鈴木委員〕 

言葉自体が窓なしという意味になっていますから。ただ、実際は働く人のこととか、それから豚

のことを考えても、直射日光ががんがん当たるようでは困りますが、自然の光が入ったりする方が

作業をしている人にとっても豚にとっても環境としてはいいのではないかと思いますので「窓を無

くし」というのは非常に引っかかります。 

〔岡崎委員〕 

開放型の反対で書くからこういう表現になるのだし、一般的にはウインドウレスと呼ばれている

ので、それは専門家の鈴木委員が何かいい言葉を、みんなが聞いてわかる言葉をここでつくってい

ただければ。 

〔木下座長〕 

覆った密閉式のでも変ですね。「窓を無くし」を削除した、「密閉型の」とか、それでも……。 

〔鈴木委員〕 

要するに密閉型の豚舎とそうでない豚舎という分け方の意味だと思うので、あえて「窓」と書く

ことはない。 

〔竹延委員〕 

「天井、壁、床を断熱材等で密閉した豚舎であり」ということですかね。 

〔大井委員〕 

換気の違いじゃないですか。昔は自然換気型の開放豚舎。密閉型というのは要は強制換気型の密

閉豚舎という。 

〔鈴木委員〕 

それでいいと思います。 

〔木下座長〕 

自然換気型の豚舎。 

〔鈴木委員〕 

と、強制換気型の豚舎という分け方になるかと思うのです。 

〔木下座長〕 

ありがとうございました。ほかに何かどうぞ。 

〔佐藤委員〕 

9 頁の単飼（ストール）の表現ですが、この特徴のところに 3 つ書いてあって、一番上のところ

は敵対的な関係の話だけしか書いてないのですが、同じように豚というのはグループをつくりたが

る動物ですので、親和的な関係もできないということになります。だから社会行動ができないとい

うことが特徴で、別に敵対的な行動ができないということだけが特徴ではないということが 1つで
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す。 

あと、行動が制約されて運動不足になるというのも、運動不足になって脚弱、足が弱くなるとか、

そういう形の方がいいのではないかと思います。 

もう 1点は、そういう行動が制約されることによって柵かじりとか、あるいは偽そしゃくとか、

わら等を与えないということもあるかと思いますけれども、そういう嗜癖と言われますか、そうい

うものが発達することがあるということも、ほかのところの方式でいろんな危険性があるというこ

とが書いてありますので、この単飼（ストール）にもそういう危険性があるということを記載した

方がいいのではないかと思います。確実に足が弱くなったりする危険性がありますので。 

〔木下座長〕 

運動不足だけじゃなくて。 

〔佐藤委員〕 

運動不足によって。 

〔木村部長〕 

運動不足によって、脚弱とか柵かじり等の嗜癖になる可能性があるということでしょうか、危険

性があるというふうに。 

〔竹延委員〕 

ただ、足はどちらが弱くなるかというのは微妙なところで、例えば群飼で 1.5 ㎡とか 1.数平米

で群飼している方が闘争によって足を痛めるので、むしろ 3㎡も 4㎡もあって闘争が起こらないよ

うな群飼であれば、足を痛めることは少ないのかもしれないですが、ヨーロッパやオーストラリア

などは群飼 1.4 ㎡と書いてありますが、それぐらいで飼うとむしろストールの方が足を痛めないと

いうことで、我々生産者は何でどんどんストールにしていったかというと、今までの養豚、豚を飼

う中では、むしろ闘争によって足をいためるので、先生のおっしゃられていることとはちょっと意

味が違う中で、狭い、我々は経済動物として飼っていく場合の中だと、むしろストールに飼ってい

る方が足の問題というのは起こりにくいと私は認識しているのですけれども。 

〔佐藤委員〕 

床の状態にもよるのだと思いますけれどもね。すごく硬い床、コンクリート床で飼うものだから、

そういうことが起こるのでしょうけれども。 

〔田中委員〕 

ストールがいけないという形にする必要は全くないと思うのですけれども、やはり佐藤委員が言

われたように、逆に言うと竹延委員が言われたようにストールになってきたのはそれなりの理由が

あってなってきたのですが、改めてストールを例えばヨーロッパなんかでは禁止しようという方向

になっている、その理由ですよね。それがあるわけですから、やはり行動上の制約などという、そ

ういうのが単飼だとこういう問題はありますよと。しかし生産あるいは管理上はこういう利点もあ

りますよと。そういう形をもうちょっと豚側からみるとこういう制約、問題もありますよというこ

とをもう少しここのウェルフェアの指針としては入れる必要があるのではないかと思います。 

〔木下座長〕 

メリット、デメリットをもっとバランスよく書いて欲しいということですね。群飼とストールの

ところのバランスが悪いということなのですかね。 

〔佐藤委員〕 

特にこの 1番のけんかの話だけが起こらないということなのですが、あわせてそういう親和的な

行動も起こらなくなるわけで、違う一面もちゃんと記載するべきだと思います。 

〔木下座長〕 

そこはもう少し検討を。 

〔木村部長〕 
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わかりました。 

〔竹延委員〕 

そこのところも難しいところがあると思います。例えば外国の事例、オーストラリアなどでした

らストールと群飼の場合はこういう面積と書いてあるのですが、私も昔、これぐらいの面積で群飼

をやっていたのですけれども、ストールとどっちが足を痛めるかというと、オーストラリアのぐら

いの面積だと確実にストールの方が足を痛めない。ですから動物行動学的なことと、実際例えばオ

ーストラリアとかに書いている事例であれば、群飼よりもストールの方が痛めないし、何を基準に

いいところと悪いところというのは、動物行動的にいいのか悪いのかということと、与えられた制

約の中でどっちがいいのかということは誤解のないようにしていただきたいと思います。すごく難

しいところのような気がしています。 

〔木下座長〕 

そこのところは、各国においてもやはりメリットとデメリットの中で議論がされているところで

すね。ヨーロッパはああいう形で結論をだしましたが、ほかでは必ずしもストールがだめというこ

とではなかったりと 

〔佐藤委員〕 

原因が違うのだと思うのですね。だから群飼で足が悪くなるというのは、当然硬い床ですごく動

き回ることによっていためる。ストールの場合は動かないことによって関節とかがおかしくなると

いうことで、現象としては似ているようだけれども原因が違うので、そういうふうにきちっと書い

てもらった方がいいのかもしれないです。 

〔竹延委員〕 

現実には、閉じ込められているから足を痛めるというようなことは余り起こってないのですけれ

どもね。1.4 ㎡とかそれぐらいの面積であれば、やはり豚の闘争とかそういうことによって痛めて

いる場合の方が多いような気がします。私もそんな細かい原因は探っているわけではないのですが、

私どもの認識では、群飼の方が、与えられた今までの我々の経済的制約の中では、はるかに足を痛

めるものが多いように思えます。それと、いろいろな豚の生産性から言うと、7 産とか 8 産ぐらい

で母豚としての役割を終える中では、足の問題というのは余り大きくはありません。 

〔木下座長〕 

ここのところは、事務局で検討していただいて、バランスというか、メリット、デメリットのと

ころで、だからどっちにするということではなくて、いろいろと言われていることについてはもう

少し書き込んで下さい。 

〔竹延委員〕 

方式のいいところと悪いところを。 

〔田中委員〕 

今竹延さんが言われたように、群飼でこのぐらいの面積だったらという、確かにそういうものが

事実としてあるのですけれども、それもさっきの給餌のスペースがどれだけあるのかとか、あるい

は 1 頭当たりどれだけでもその群の大きさが 5 頭なのか 10 頭なのかでまた違ってきますので、余

り具体的に書いていられないと思うので、その辺は要因が 1つではないですから、それぞれのメリ

ット、デメリットを並立させるしかないと思います。 

〔木下座長〕 

ではその辺、客観的に書くように少し考えて下さい。 

〔勝俣委員〕 

内容ではないのですが、飼養方式の単飼か群飼のところですが、単飼（ストール）方式の一番上

のところに、「繁殖雌豚における……特徴等を以下記す」となっていますが、例えば群飼のところ

を見たら「繁殖豚育成・肥育豚の飼養に用いられており」と書いてあるので、これは「繁殖雌豚に
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おける」は削除して、単純に「各飼養方式の特徴等を以下に記す」の方がいいですね。 

それから放牧のところですが、放牧の話が出なかったのですが、放牧はすごく健康的なイメージ

があるのですけれども、ふん尿はどうなるのかなということがあって、適正なストッキングレート

というのですか、それは注意するべきだとかいうことは書かなくていいのでしょうか。 

〔木下座長〕 

わかりました。放牧で密飼いしたら、ふん尿が汚染源となる。密飼いで放牧した場合にはという

ことですか。 

〔勝俣委員〕 

私もよくわからないですが、例えば草地で放牧する場合と裸地で放牧する場合だと、やはり条件

が変わったりしますから、その辺は何か規制があるのですかね。ないのですか。 

〔菅谷課長補佐〕 

適正なふん尿処理というのは当然、勝俣委員が言われるように気をつけなければいけないことだ

と思うので、ふん尿が問題になったらいけないと思いますので、そこは留意すべき事項かなと思い

ます。 

〔木下座長〕 

それでは構造と飼養スペースのところについてお願いします。 

〔鈴木委員〕 

①の下の方に分娩柵のことが書いてあるのですが、「子豚の圧死を防止できること」と書いてあ

りますが、これを特別書いているというのは、何かそういう構造にしなさいというような意味合い

にとれるのですけれども、具体的にはどういうことになるのでしょうか。一般的な分娩柵がそうい

う構造であるという意味合いかなと思いますけれども、「圧死を防止できること」と書いてありま

したので、特別何かそういう考慮をしなさいという意味かなと思いまして、ちょっと質問させてい

ただいたのですが。 

〔竹延委員〕 

実態は柵があるじゃないですか、あれは圧死を防止しようということで、2m の 1.8m とかがある

と、何もそこになくて豚がぐるぐる回ったりするのに対して柵があるということを意味していると。

あれによって、やはり圧死は防止できると、ないよりはあった方ができているということでは。 

〔木下座長〕 

結局、分娩用ストールのメリットとして、そうでないときより圧死のリスクが少ないということ

が言われているので、こういうことを書かないとメリットが出てこないということなのですが、完

全に 1頭たりとも圧死を防げるかというとあれなのですが、趣旨とすると、そういう可能性が減る

こととか、何かそういうことですね。そういうご意見があったということで。 

〔竹延委員〕 

この飼養方式のところに、雌豚の飼い方を〔単飼方式、〔群飼方式という、この〔の役割という

のが①とか②でなくて、これは何か別に意味が……。 

〔木村部長〕 

説明ということで〔にしたのですけれども。 

〔木下座長〕 

☆でも※でも何でもいいのですけれども、〔にしたと、これも検討して下さい。 

〔田中委員〕 

11 頁のその表のすぐ下の「EU で用いられている係数（伏臥時＝0.047）」とありますが、これは

伏じゃなくて横臥になります。行動学用語としては豚の横になっている状態を横臥と言います。伏

というのは伏せるということなので、それだと狭いですから、これは横臥が 0.047 だと思います。 

〔竹延委員〕 
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そうなってくると、さっきの繁殖雌豚はこの放牧方式があるのですけれども、育成豚とか肥育豚

というのですか、それは放牧がなくていいのかということになってきますよね。これは種豚に限っ

ての。 

〔木下座長〕 

大体いつも議論になるのは、肉豚はストールで飼ったりはしていないので、そこのところは余り

論点を広げていくのもというのもありまして、母豚についてはそこにいろいろな議論がありますの

で、放牧も入れたということではないかと思いますが。面積とかストールの大きさとか、そういう

ところについては数値的に入っておりますが、よろしゅうございましょうか。 

〔勝俣委員〕 

算定式の出典は書かなくていいのですか。どこから持ってきた式かというのを。Ａ＝ａ×Ｗ0.67

の出典は出さなくてもいいのでしょうか。日本飼養標準であるとか、法律の名前とかが入っている

のにもかかわらず、ここはこの式をそのまま持ってきていいのですか。 

〔菅谷課長補佐〕 

この式というのは、アロメトリーといって、これはどこでもこんなふうに使われているというよ

うに聞いたものですから、特にどこから持ってきたというわけでもなく、世界共通のものというこ

とで認識しています。 

〔勝俣委員〕 

係数は EU のものを使っているというだけですね。 

〔竹延委員〕 

諸外国の科学的知見の 2頁目ですけれども、これはあくまで繁殖豚舎のところに書いているので

すが、EU で「これらの豚を 40 頭以上の群で飼う場合は、障害物のない床面積を 10％減少させるこ

とができる」とあるのですけれども、去年だったか一昨年だったか、ヨーロッパに行ったときに、

大群で肥育するようなところで同じ話を聞きまして、たくさんで飼うと面積は 10％ぐらい密飼い

というのか、そういうことをやってもいいというのを聞きました。それこそオートソーティングの

大群飼育、群でやるときについても同じことが書いてあるので、できたらそういうことがヨーロッ

パなどでも、動物行動的に 40 頭とか、その設備は最大 300 頭くらいを 1 群で飼っている場合に、

たくさんで飼えば 1頭当たりの飼養面積が少し狭くてもいいよというふうなことがあったので紹介

してもらえればと。 

〔木村部長〕 

たくさんであれば密飼いしてもいいというよりも、デッドスペースが減って有効に使えるという

ことで、多分そのようになっていると思われます。 

〔竹延委員〕 

そういうことですか。最近うちなんかでも離乳舎は大群で肥育しているのですが、何か頭数が多

過ぎて社会的な行動がわからなくなってストレスがそういう意味で軽減されるような感じもします

が。 

〔鈴木委員〕 

ヨーロッパでもみんな言っています。機材を売る人がそう言っているのかもしれませんけれども、

150 頭とかそれ以上になると、1 群の中で 150 頭の 1 頭のボスを決めるということではなくて、そ

の辺で認識できないというのでしょうか。自由に動き回れるので、例えば端から端まで特定の豚を

追いかけ回すとか、そういうことはなくなると言われているようです。これは聞いた話ですので、

先生方がいらっしゃいますので、実際そうなのかどうかわかりません。 

〔佐藤委員〕 

もともとそんなに大きな群れをつくる動物じゃないからね。 

〔鈴木委員〕 
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そうは言っていました。ですから 300 頭ぐらい入れてしまうと、闘争はしますが、追いかけて端

まで追いかけることもありませんし、比較的みんな穏やかにぺたっと寝ていますのでいいのかなと

は思いますけれども。 

〔木下座長〕 

オートソーティングみたいな技術が可能になってきたというか、管理ですか。全体に書いてある

のですけれども、知見が進んでくればいろんなことを反映させるというふうには言っていますので

今のご意見もどう書くかを考慮するということでお願いします。 

 

５ 豚舎の環境 

６ その他 

〔木下座長〕 

では「5 豚舎の環境」と「6 その他」をお願いします。 

〔事務局〕 

豚の飼養管理指針（素案）の「5 豚舎の環境」12 頁と「6 その他」13 頁を読み上げた。 

〔木下座長〕 

ありがとうございました。「5 豚舎の環境」と「6 その他」についてご意見をお願いします。 

〔岡崎委員〕 

多分間違いだと思いますが、12 頁①の下から 6 行目「豚にとって快適な温度域は、飼養目的に

よって差がある」というのは「飼養目的」ではなく「飼養ステージ」と直していただければと思い

ます。 

〔木下座長〕 

そのほかに、アンモニア濃度のところなどは、具体的に 25ppm とありますが。 

〔鈴木委員〕 

25ppm ぐらいの豚舎というのはよくあると思います。冬場になると多いのではないかと思います。

先ほど冒頭に先走ってお話ししてしまいましたが、例えば冬場の場合、開放豚舎、オープン豚舎、

そうした場合に本当に 25ppm 以下に保てるのかというのが非常に疑問だったわけです。結局、自然

換気の場合にはカーテンを開ける、窓を開ける以外に換気はできないわけですね。そうすると、ア

ンモニアの濃度は下がるけれど、温度ががくっと下がってしまうわけですから、25ppm 以下と書く

と、どのようにすればいいかという問題が起こるのではないかと思ったのです。私は北海道ですけ

れども、例えば、北海道で-20℃、-30℃になったとき、中を 25ppm 以下にしなさいと言われてカー

テンを開けると、カーテンのそばの豚はおかしくなってしまうことになるのではないかと思ってお

話をさせていただきました。 

〔岡崎委員〕 

そういうことだと、先ほどのウインドウレスとか密閉型、そういうことを推奨するということに

なってしまうのでは。確かに機械換気というのは非常に優れたものであるというのは認めるところ

ですが、西日本、九州等ではなかなかそういったところで難しい問題があるところなので、ここの

部分はどうするのでしょうね。例えば、今言った北海道の例で、ぱっと開けたら温度は下がるので

すが、どんと窓を開けて換気をして、すぐバーナーなどの暖房器で暖めてやる。急に寒いときがあ

りますが、そんな換気の仕方も片方ではあるわけで、そこは水道光熱費の観点から言ったら無駄も

ありますけれども、開放型豚舎というのが実態としてある中では、そこは指導する側といいますか、

そういうところが工夫をする部分だと私は思います。 

〔竹延委員〕 

25ppm と書くと、要は豚舎のアンモニア濃度を測定しなさいということになってしまいますよね。

数字を書くということは、あなたのところの農場は何 ppm なの、私どもは何 ppm ですよと。それほ
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どノーマルなことなのかということはありますよね。 

〔大井委員〕 

快適な環境を提供するという意味では、そういう意味なのでしょう。ただ、ではこれをどこで測

るかというのがとても重要だと思います。やはりあくまでも豚の居住空間で測らないとしようがな

いことだし、ただ単に 25ppm と言われても、ちょっと判断のしようがない。25ppm 以下のところを

探してとるということも可能ではないかと思いますが。 

〔木村部長〕 

推奨する意味でこういう数値を入れさせていただいたのですけれども、委員の先生方からこれは

外せばいいというご意見であるのなら、検討します。 

〔小堤参与〕 

あと、25ppm ぐらいになりますと作業者の目とか気管支等に障害を与えるということが一般的に

言われていますので、そういう意味も込めて 25ppm というのを入れています。 

〔大井委員〕 

そうすると、やはり測定するのはどこということは明確にした方がいいような気がします。 

〔小堤参与〕 

大体、人間が作業する高さの位置でというのが諸外国でもあって、豚の目線ではないのですけれ

ども。これは作業者の立場も守ってという意味合いが多分に含まれています。 

〔大井委員〕 

人のためですか、ヒューマンウェルフェアですね。 

〔岡崎委員〕 

アンモニアというのは、豚にとっても、当然人にとっても目やのども痛くなりますし、非常に重

要なキーワードになりますが、先ほど農家、生産者段階でもアンモニア検知管を持って測るという

ことに努めるということをやはりこれから推奨する、努めると。それと、今言った人間の部分も含

めて、私は漠然としたところからでもこういったチェックをしていくということを１つ数字として

示しておくことも重要かなと思います。 

〔木下座長〕 

豚がどういう環境で育つかというのは、生産性だとかというところにどう影響を与えるかという

ことも含め、この指針ができることによってやはり家畜を健康に飼うということが家畜の最大限の

能力を発揮する、効率を上げる面からも重要だという点では、この数値の扱いをどうするかという

のもまた議論としてあると思います。やはりそれなりのインパクトがあるのかなと思います。努力

事項ということにはなっておりますが 

〔竹延委員〕 

そういう時代になってきますね。参考までに、この間、うちにいらっしゃったコンサルタントの

先生は、炭酸ガス濃度、この方が簡単に測れるので、それが豚舎の中で 0.15％を超えていると余

りよくないと。自然界で 0.04 ぐらい、私はあまりよくわからないのですが、それをすぐに感知し

てデジタルで出てくるので、ここは 0.25 とか 0.3 になっているよとか、ここは 0.15 でいいよとい

うような、結果的には空気の入れかわりが悪いと豚が吐く炭酸ガスの濃度が高いから空気中の濃度

も高くなるのでこれぐらいを目安にやっていると、そんな時代になってきています。測定器くらい

は安いから買いなさいよといわれて、うちも買ったのですけれどもね。 

〔山下会長〕 

計器は幾らぐらいの値段なのですか。 

〔竹延委員〕 

数万円ぐらいでしょう。 

〔大井委員〕 
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かなりするのです。例えば皆さんご存じのようにユーレップギャップなんかではちゃんと細かく

指定されていて、アンモニアが 20ppm、二酸化炭素が 5,000ppm、一酸化炭素は 30ppm、硫化水素は

10ppm、吸入するほこりまで 10ｍｇ/㎡と。規定されるからには、計測できる機械がかなり進んで

いるということです。 

〔竹延委員〕 

検知管だと邪魔くさいから、しょっちゅうはやれませんよね。 

〔大井委員〕 

吸う時間だとかで、気が短い人はすぐ引くから。 

〔木下座長〕 

そういうことに気を配っていくということの意味というか、象徴的意味ですね。わかりました。

ほかのところについてはよろしいでしょうか。騒音とかいろいろ細かに書いておりますが。 

〔竹延委員〕 

余り関係ないのですが、その他のところというのはすごく大事で、うちの農場も含めてですけれ

ども、本当に火事になったり、うちは火事はなってないのですが、停電で換気扇がとまって豚が大

量に死んだというのは、それこそ同じぐらいの規模の農場の人と勉強会なんかをやっていると、12

～13 軒の中の、例えばここ 5 年以内に 2 人とか 3 人がそういう事故、で例えば豚が何百頭死んだ

りとか、恥ずかしい話ですけれども現実に、議事録にのるから余りあれですが、そういうのは起こ

っているのですよね。換気扇がとまってしまって窒息死したとか。 

〔鈴木委員〕 

最近特に雷が鳴ったとかで停電になる。それからここにも自家発電機のことが書いてあるのです

が、自家発電機というのは大体灯油とか重油で回っていますので、数時間しかもたない。本当に非

常用なものですから、これがあるから安心ということでもなくて、今大きい台風が来ていますが、

例えば鹿児島に上陸した場合に 3～4 時間では済まないということも起きますので、それがこれと

どのような関係になるかわかりませんけれども、非常に需要であるし、豚舎をつくっている人間に

とってはそれが最大の心配事で、雷、台風が来ると朝電話が来ないことを祈るというのが現実では

あります。 

〔岡崎委員〕 

それはウインドウレスの場合が主ですね。 

〔竹延委員〕 

開放型はそういうことが起こらないのですが、だんだん空調コントロール、自分らの思いのとお

りに制御できる豚舎になればなるほど。 

〔鈴木委員〕 

先ほどの話とダブるわけですが、そういうふうにしようとするとだんだんそういう設備になり、

売る業者も相当責任があると思っています。ですから、今言いました、停電だから自家発電機があ

るというだけでも済まないし、停電になってもどこか開くとか、いろんな方策をちゃんとしないと

いけないということを、アニマルウェルフェア、豚の安全ということに関して言うと、非常に重要

な問題ではないかと思います。いろんな方法があると思います。 

〔木下座長〕 

ちなみに危機管理マニュアルというのは、大体モデルみたいなものをつくるということなのです

か。ひな型みたいなイメージが何かあるのですか。 

〔竹延委員〕 

例えば人間の家だと１つ漏電したら全部がガチャと、もとの制御盤でとまりますが、１つ換気扇

が漏電しても、全部がとまったらいけないのですよね。換気扇に１つの漏電ブレーカーがついてい

てそれだけがとまるとか、そのあたりがヨシモトポールさんみたいに専門の業者さんだったらそう
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いう失敗はないけれども、人間がきちっと漏電をまた解除できるとだといいですが、痛い目に遭い

ながらだんだんだんだん進んできていますよね。だから文言はこれで十分だと思うのですが意外と

ばかにならない。動物行動学的ではなくて、また別の意味の大事なポイントですね。 

〔木下座長〕 

わかりました。あと付録のところを事務局お願いします。 

〔事務局〕 

「付録Ⅰ」14 頁、繁殖雌豚の群飼システムのエレクトリックサウフィーディングシステム（個

体識別方式）を読み上げた。 

また、「付録Ⅱ」は、吉村専門委員から「動物の殺処分に関する」と「殺」が入るということと

改正の年月日が平成 19 年 11 月 12 日に、総理府告示となっているところが環境省告示第 105 号と

いうことで、次回までに訂正する旨の説明があった。 

〔木下座長〕 

これは参考ということで、「動物の殺処分法に関する指針」については、正確なバージョンに修

正したいと思います。 

それでは、何かご意見をお願いします。 

〔田中委員〕 

付録Ⅰで、こういう形でつくられているし言われているのですが、これも頭数とコンピューター

管理 1つで何頭も管理できるよとなっていますが、実際これをやってみると、それぞれ個体にちゃ

んと設定した餌の量しか出ないのですが、食いたいやつは餌が出なくてもそこを占領しようとする

し、弱いなつはなかなか入れないと、問題が出てくるのですよね。これは実際ウェルフェア上かな

り問題あるシステムという、使い方が難しいと思うのですが、その辺もちょっと記述が要るのかな

と思います。 

〔竹延委員〕 

全農さんの系列の農場が導入されたということをちらっと聞いたのですが。 

〔岡崎委員〕 

私どもの研究所でアニマルウェルフェアという概念ではないですけれども、妊娠豚、母豚の非常

に大切な一番重要なところですので、耐用年数といいますか、そういった視点を目的として研究所

に導入、設置を決めました。この中でいろいろ評価をしていこうと考えています。前回のこの会議

で、妊娠豚の大群飼育の部分については豚の試験ということで企画をされておりましたよね。これ

はどういうふうな方向に結論づけたのかなということと、今先生がおっしゃった部分は、ヨーロッ

パを中心に進んでいるこのシステムを国内で検証されたという意味で言われているのですか。 

〔田中委員〕 

大分前で、最新型のやつではないのですけれども。 

〔岡崎委員〕 

最新ではないのですね。昔のやつは全然だめでしたけれども、今は大分状況が、技術革新が全然

違いますので。 

〔菅谷課長補佐〕 

試行試験は、大きな群ではなくて、小さい群でしかやっていません。去年まではこの試行試験で

すべてのアニマルウェルフェアを証明しますみたいな説明をしていたかと思うのですが、時間的な

制約もあり、なかなかそこまでできず、最終的には来年度、最後にこの分科会が行われるときには、

こういった状況です、こういった試験をやった結果こんな感じでしたということを参考までにお示

しするような形になるかと思っています。 

〔木下座長〕 

先ほどの大群飼育のところについては、やはり世界的に今そういう技術開発が進んできている分
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野なのですかね。 

〔岡崎委員〕 

もう全然違いますね。10 数年前私どもが入れてやったものと、今のものは全然違います。妊娠

豚の話をしていますし、先ほど来出ている肥育豚の大群飼育の体重測定の機械についても非常に進

んでいますので、そこの評価をするのをこのアニマルウェルフェアとどう結びつけるかというのが、

くどいですけれどもストールに比べて妊豚 50 頭で母頭 1,000 頭クラスを大群で管理したらこんな

によくなったよということになれば、ストール批判のようにとられたくないような形で少し試験計

画を組もうと思っています。うまく表現できませんが、豚の試行試験をどういう形でやっていくか

というのは、アニマルウェルフェアの場合はいろいろあるかなと思うので、きちっともんだ上で試

験計画を立案するべきだろうなと思っています。 

〔竹延委員〕 

恐らく免疫が焦点にもなって、豚群が口と口でいろいろやったりしたら、豚群の健康状態が同じ

だから、移行抗体とか、恐らくそういうメリットもある。デメリットばかりではなくてメリットも

あるような気がするのですよ。だから興味深いのですよね。 

〔岡崎委員〕 

この機械もそうですが、ヨーロッパ式のシーソー式のストールでもう実際稼働が始まっていると

ころもありますし、もう明らかに初産豚の育成豚の状態がこんなにうちどもの種豚は伸びがいいの

かと思うぐらい母豚の状態が違ってくるような実態もある中で、それはストールでのストレスがど

うかというところでもあるわけです。これはこの委員会とは別に、先ほど来先生方と一緒の歩調で、

科学的知見を積んでいくというスタンスでアクションを起こしているというふうに理解してもらえ

ればと。 

〔木下座長〕 

わかりました。どうもありがとうございます。 

それでは、飼養管理指針につきまして今までの議論で言い残したところがあれば、全体について

何かございますか。まだよくできているかどうかという評価をいただく段階ではございませんので、

よろしいですか。では、今までの議論の中でご意見は出していただいたということで対応いたしま

す。 

 

（2）その他 

〔木下座長〕 

それでは、今後のスケジュールを事務局からお願いします。 

〔事務局〕 

今後のスケジュールについてご説明いたします。豚分科会につきましては、今日いただきました

ご意見をもとに指針素案を修正いたしまして、年内に開催されます親委員会の第 2回推進委員会へ

指針素案を提示いたします。その後 2月頃をめどに第 2回の豚分科会を開催いたしまして、推進委

員会で修正された指針案を検討していただき、飼養管理指針案の最終案を年度末に開催予定の第 3

回推進委員会へ提示するという予定でございます。 

〔木下座長〕 

年内に親委員会を開いて 2月をめどに次の豚分科会を開くということですので、またよろしくお

願いしたいと思います。では、閉会の時間になりましたが、皆様方には大変お忙しい中、貴重な意

見をいただきましてありがとうございました。 

 

５ 閉 会 


