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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 回推進委員会 

 

平成 20 年 6 月 10 日（火）全国家電会館 

 
１ 開 会（14：00） 

 
２ 挨 拶 

・開会の挨拶〔山下会長〕 

本委員会はほぼ 1年ぶりの開催ということになります。当初は年度内に 2回の開催を予定し、そ

のように申し上げていたと記憶しておりますが、年度内に 1 回しか開催できませんでした。その 1

つの理由として、実態調査を実施しておりましたがこれにかなり時間をとったということ、また、

年度末に開催しようと思ったわけでございますが、これも委員の先生方のご予定がなかなか合わず、

皆様においでいただく時間がとれなかったということ、さらに加えまして、新年度に入って早速開

催すべきだったと思うわけでございますが、この事業は畜産業振興機構から補助をいただいて実施

しておりますが、実は本年度から公募方式に変更となり、手続の関係でやっと本日着手できること

となりました。このような事情で、年度内に入ってからも開催が大変遅れまして、お詫びを申し上

げたいと思います。 

この 1 年間、分科会は採卵鶏、豚とそれぞれ 3 回ずつ、大体 7・8 月に 1 回、それから年内の 12

月あるいは 1月に 1回、また 3月に 1回とそれぞれ開かせていただきました。また、科学的知見の

グループについても同じように 3回、情報収集を進めるとともに委員会を開催させていただきまし

た。そのようなことで本日に至りましたが、当初から 2年計画で飼養管理指針つくっていくという

ことで、最初は採卵鶏と豚ということでスタートしております。 

本日は、これまで調査しましたことの簡単なご報告、あるいは科学的知見グループが集めました

情報等についてのご報告を簡単にさせていただきたいと思っております。そして、本論の採卵鶏、

豚の飼養管理指針に盛り込む基本的な考え方について、本委員のご意見を伺うということにさせて

いただきたいと思っております。 

本年度も、採卵鶏と豚の分科会をそれぞれ何回か開催しなければならないですし、本委員会も、

その検討の状況を踏まえながら、最低 2回ぐらいは開催させていただかなければならないと思って

おります。 

また、本日は 20 年度に新しくブロイラーと乳用牛、これも 2 年計画でスタートいたしますので、

これらについてもお諮りを申し上げたいと思っておりますので、限られた時間ではございますが、

何とぞご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

 
・来賓の挨拶〔北池室長〕 

この検討会をめぐる状況につきましては、山下会長からのご説明のとおりでございます。当初か

ら 2年計画で採卵鶏と豚からガイドラインを作成するということで進めているところでございます

ので、今回は、昨年来、豚と採卵鶏の分科会で精力的にご議論していただいた内容についてご報告

させていただくとともに、今年は 2年目で、飼養管理指針をつくる年でございますので、そういう

意味で方向性等いろいろな面の十分なるご議論をしていただければと思っております。 

また、今年度から新たに 2つ、ブロイラーと乳用牛も追加して検討を進めることにしております。

その面につきましてもいろいろな面でのご指導をいただければと思っておりますので、短時間では

ございますが、よろしくお願いしたいと思います。 
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３ 出席者紹介、配付資料の確認〔事務局〕 

出席者のご紹介でございますが、資料 2に委員名簿がございますのでご覧下さい。本日はこの中

で栗木委員、山根委員、山本委員の３名がご欠席ということでご連絡をいただいております。 

本日は、委員の他にオブザーバーといたしまして、関係省庁から今ご挨拶をいただいた畜産振興

課の北池室長、また環境省、さらに社団法人日本養鶏協会、社団法人日本養豚協会からもご出席い

ただいております。ありがとうございます。 

次に、配布資料のご確認をお願いいたします。 

一覧表がお手元にございますが、それをご覧いただければと思います ― お手元の方、よろ

しいでしょうか。もし何かございましたら事務局にお申しつけください。よろしいでしょうか。 

それでは、早速でございますが、本日の会の進行を信國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。 

 

４ 議 事 

〔信國座長〕 
それでは、会を進めてまいりたいと思います。 

今、国際的に穀物が非常に値上がりして、いろいろな鉱物資源とかそういうものも値上がりして

いるということで、産業としての畜産の存立が非常に難しい状況にあります。こういう中でこれが

検討されるということですので、先ほど挨拶にはございませんでしたが、遅れた理由には、恐らく

そういうことへの対応もあるのではないかと思っております。 

本日は、先ほど山下会長のお話にもございましたが、本来であれば昨年度中に一回まとめておく

べき事項の持ち越しの部分、また報告事項、それから 20 年度に具体的に計画されていることにつ

いてのご審議ということでございます。盛りだくさんでございますので、説明等を要領よくやって

いただいて、できるだけ皆さんからご意見をお伺いする時間をとりたいと思いますので、よろしく

ご協力のほどをお願いしたいと思います。 

 
（１）平成１９年度の事業報告について 

〔信國座長〕 

議事の（1）「平成 19 年度の事業報告について」ということで、事務局からご説明をお願いいた

します。 

〔事務局〕 

事務局から、資料 3－①「諸外国における採卵鶏の規則等について」、資料 3－②「諸外国にお

ける豚の規則等について」を基に、ＥＵ、アメリカ、豪州、カナダ、英国の規則等のタイトルと目

次、ガイドラインの策定内容についての説明が行われた。 

また、資料 4－①「諸外国の基準の基となっている採卵鶏の科学的知見（中問とりまとめ）」を

基に、ケージシステム、バタリーケージ・改良型ケージ・平飼いの１羽当たりの飼養面積、換羽、

悪癖防止（デビーク）について、資料 4－②「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、繁殖ストールでの飼養期間、繁殖、育成・肥育豚舎での 1頭当たりの飼

養スペース、管理方法として歯切り、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。 

さらに、「採卵鶏飼養実態アンケート調査報告書」及び「豚飼養実態アンケート調査報告書」を

基に、昨年度実施した飼養実態アンケート調査報告の説明が行われた。 

 

〔信國座長〕 
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どうもありがとうございました。今日の全体のスケジュールをお話ししていませんでしたが、で

きれば４時半ぐらいまでに終われればと思っております。説明が結構膨大でしたが、今までのとこ

ろでご質問があればお受けしたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

本当はこのアンケート調査を単独で説明するよりも、外国のいろいろな例と比較するというよう

なところに本当の意味があるのだろうと思いますが、そちらの話になると細かくなりますので、恐

らく分科会でも議論されていると思いますので、そのたぐいの話はここではスキップしたいと思い

ます。全体を通して何かご質問ございませんでしょうか。 

〔松木委員〕 

鶏と豚のアンケートの様式が若干違うのと、豚は企業意識の調査をされていますが、鶏の方はこ

ういうのは最初からやる予定はなかったのでしょうか。 

〔木村部長〕 

企業の意識調査は、日本養豚協会で独自にやっていただき、まとめていただいております。前半

の部分を飼養実態調査ということでやっていただいております。 

〔松木委員〕 

この調査結果について、分科会での何らかの評価とか議論などはまとめられてないのでしょうか。

これだと統計分析みたいなところで終わっており、我々研究者からすると、これからどう読むのか

というのが次の重要なことになるのですが。 

〔山下会長〕 

豚の分科会で出ておりましたのは、例えば事故率との関係だとかそういうものをもう少しクロス

分析して欲しいといったようなことですが、そういう話はいっぱいありまして、それはそれで、こ

こには出ておりませんが、できるものはやるということで分科会の方でやっております。 

〔松木委員〕 

今後、飼養管理指針を策定する場合のデータになると思いますが、1 つ重要なのは、この企業意

識の方にも少し反映されているように、アニマルウェルフェアを考えた上で、これからどのように

経営改善とか施設導入だとか、そういう方向に向かっていくのか、その辺が 1つの課題だと思いま

す。今後こういう調査を深めていかれると思いますが、我々も畜産技術協会の援助でヨーロッパの

事例などを調べましたが、平均的なものとモデル的なものとでかなり違っています。日本でも、こ

の飼養管理指針をつくる上で、それの上といいますか、十分それを満たしているようなモデル的な

ところが恐らくあると思うので、そういうところの実態を調べ、どういう問題点が出ているのか、

一般的にコストが高くなってなかなか採用しにくいのだということもあるのですが、既に導入され

ているところはどうかといった経営調査などを今後行っていけば我々としても大変理解しやすいと

思います。 

〔山下会長〕 

モデル的なというか、参考になるようなところをもう少し詳しく調査するという方法もあるので

はないかということは議論としてありました。まだそれをやるかやらないか、できるかできないか

というところまでは行っていませんが、議論としてはありました。 

〔木村部長〕 

一応、2 年目に農家の実態を調査するということも考えておりまして、調査するために計画はし

ております。 

〔兵藤委員〕 

飼養管理指針の作成ということで、このままいくと、分科会の方でかなりしっかりしたものが出

てきたやつをこのメンバーで見直して承認するかどうかということでしょうが、ガイドラインの落

としどころというのでしょうか、日本独自のものをつくり上げて独自を表現していきたいのか、あ

るいは欧州、ＥＵあたりの平均的なものをとるのか、そのもっと上をねらうのか、あるいは日本流
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に言ったらもっと下の実態のところを把握するのか、私たちはどのあたりをねらってこういう意見

を言えばよいのか。私たちは動物側に立っている団体ですので、動物側に立った理想的なものをつ

くってほしいと実は思っているのですが、経営も考えつつ、採卵鶏でもＥＵがバタリーを排除して

いくという中で、日本がそれに対処できるのかどうか、そこまで持っていけるのかどうか、あるい

はＥＵのそういうものを見計らってからガイドラインをつくっていくのか、そのあたりはどういう

方向で行くのでしょうか。 

〔菅谷課長補佐〕 

昨年も推進委員会でご議論いただいたと思うのですが、我々の基本的な考え方はこの後の資料 6

でもう一度事務局からご説明いたしますが、ミニマムスタンダードみたいな、皆さんが守っていた

だけるようなスタンダードをつくっていこうという基本的な考え方で我々は策定していきたいと考

えております。 

〔兵藤委員〕 

かなり日本流のものが出てくるという意味でしょうか。 

〔菅谷課長補佐〕 

そうですね。ＥＵなんかを見てみますとかなり高いレベルだと思うのですが、そういう面では日

本的な、日本独自の考え方でつくっていこうと。ＥＵと比べても、アニマルウェルフェアというの

はまだ定着していないところもあると思いますので、我々としては、一定の水準をみんなが超えら

れるようなものをつくって、それをまず推進していこうと考えております。 

〔兵藤委員〕 

わかりました。 

 

（２）採卵鶏及び豚の飼養管理指針（案）に盛り込む基本的考え方等について 

〔信國座長〕 

それでは、「採卵鶏及び豚の飼養管理指針（案）に盛り込む基本的考え方等について」というこ

とで、事務局から説明をお願いいたします。 

〔事務局〕 

事務局から、資料６－①「採卵鶏飼養管理指針に盛り込む事項」、資料６－②「豚飼養管理指針

に盛り込む事項」を基に、飼養管理指針の基本的な考え方や指針の目的、指針の位置付け、指針の

作成主体、指針の適用範囲等についての説明が行われた。 

 

〔信國座長〕 

ありがとうございました。先ほど一部議論が出ましたが、畜種ごとの飼養管理等の指針はそれぞ

れの分科会で議論されると思うので、全体として、この指針の持っているそもそもの位置付け、そ

ういうものについて共通的な基本的考え方ということで盛り込むべきだろうと。また、それを示さ

ないまま個別の議論をしても、どの範囲でどこまで議論していいかなかなかわからない、分科会の

中で具体的なやりとりがあったということも伺っておりますので、特にここは皆さんの意見を十分

承っておくべきだろうということで、特別に取り出して議論していただきたいと思います。 

ということで皆様のご意見をお伺いしたいと思うのですが、兵藤委員、先ほど事務局からそもそ

もどういうものをねらっているのかということの説明がありましたけれども、ああいうことでよろ

しいでしょうか。 

〔兵藤委員〕 

はい。 

〔佐藤委員〕 

この指針の目的の①に「国際的な動きに対応した」ということが書いてありますが、これの一番
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はやはり OIE のガイドラインになると思います。OIE の専門委員会が、今月の初め、第 1 週目に行

われたみたいで、その中でウェルフェアの再定義を行ったようです。Five Freedoms の中の正常行

動の発現というところ、innate behavior となっています。内的に動機付けられている行動という

イメージで、正常行動全部の中から特定の行動を意識したような表現になっています。 

これから OIE が飼養管理基準ガイドラインをつくるにあたって最初に再定義をしてそういう表現

をしたということは、その部分の規定が出てくる可能性があるのだと思います。それを少し意識す

る必要があるのではないかと。おそらく、鶏であれば砂浴びやつつき、あるいは巣づくりなどの話

だと思います。豚だと穴掘りや社会行動、あるいはチューイングをする行動とか、そんなところが

意識されているのだと思うのですが、考え方ではなくて、2 ページに書いてある具体的な飼養管理

の部分の中にほとんど行動のことが書いてないので「国際的な動きに対応した」というところと整

合性がとれるのかなという感じがしました。 

〔山下会長〕 

今、佐藤委員が言われた OIE のガイドライン、飼養管理に関するガイドラインというのはまだこ

れからではないかと。この間、OIE の総会があって、出席した当協会の藤田常務に聞きましたら、

OIE の方もなかなか飼養管理に関するガイドラインについては進んでおらず、まずは今までつくっ

た家畜の輸送や屠畜、あるいは防疫上の屠畜といったガイドラインをいかに各国に認知してもらい、

普及させるかということが一番の問題になっていて、管理の関係はもう少し時間がかかるというこ

とを言っておりましたけれども、今おっしゃっていた話というのは、それとの関係はどうなのでし

ょうか。 

〔佐藤委員〕 

今年の 10 月にカイロで行われる国際シンポジウムの中身を見ると、今までつくったガイドライ

ンをどう各国で守るのか、その手立てを検討するというような国際会議になりますが、一方で飼養

管理の専門委員会というのが開かれており、その中でウェルフェアというものを再定義したという

のは非常に大きなことではないかと思います。 

〔菅谷課長補佐〕 

OIE のこの前の総会でもコードの議論が行われましたが、その中では、各国それぞれプライオリ

ティがありますよという議論もあって、一応その作業は進められているのですが、正常行動の発現

の部分などはまだこれから議論があるところだと我々は認識しております。 

あと、佐藤委員がこれまでも分科会でおっしゃられているように、正常行動の発現の部分という

のはまだまだ日本にとってはチャレンジングな部分もあると思います。日本ではこういうやり方が

正常行動の発現に適しているとか、あとは生産性との関連とか、まだまだこれから研究される部分

もあるかと思いますので、その辺は今後指針をつくるにあたってはちょっと工夫して書かなければ

いけない部分かなと思っております。 

〔信國座長〕 

いずれにしても、結論が出ているものでもなく、また結論が出ているからそれをそのまま持って

くればいいというような性質のものではなくて、ここで「国際的な動きに対応した」というのは、

いろいろな動きが出た中で、それを受けとめる国内の何らかのものがないままには対応できないの

で、議論をするもとになる場所をこういう形でつくっておくという意味、今のところその程度しか

置けないのではないかなと思います。 

これはいずれ具体的に文案を出していただいて、それを議論するということで、OIE での議論等

も考慮しながら、そういう国際的な動きの中で日本としての基準といいますか指針を検討している

意味というようなものを少し盛り込んでいただいたらと思うのですが、佐藤委員、そういうことで

よろしいでしょうか。 

〔佐藤委員〕 
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私もそういう正常行動の話をされても多くの方が多分ぴんとこないと思うのです。しかし、そう

いう国際的な OIE 等での議論の中では必ず出てきている話なので、補足資料でもいいので、今回の

最低基準の中でそれをどうこうするということではないけれども、こういう部分も議論されている

ということの紹介が必要なのではないかという意味です。 

〔信國座長〕 

わかりました。そういうことで、具体的に報告として出すときには、1 つそこをまた改めて議論

していただきたいと思います。他にございますか。 

〔松木委員〕 

この指針の目的の中に、幾つか関連しているのですが、いわゆる消費者の視点といいますか、そ

れなりに一般の世論といいますか、そういう動きがないとなかなか難しいと思うのです。 

ヨーロッパなんかを見ても、どちらかというと生産者は猛反対してきているわけで、現在でも生

産者の組合に行くと、依然として反対なのだ、だけどもということなのです。だけどもということ

はどういうことかというと、市民なり消費者が要求している、それに基づいて法的な基準ができて

いるから、我々としてはそこに向かって行かざるを得ない、そのためには、社会がそういう方に行

けというのだから、それなりの政策要求とかそういうものになってくるということで、それが絡み

合ってこういう基準が出てきています。 

日本の場合、どうもそういう環境がないのではないか。指針をつくるのはいいのですが、OIE の

ガイドラインに対応したものができたとしても、実際はどうなのかという究極の課題があると思い

ます。こういう世界的な動きに遅れて 10 年、20 年かかるかもしれない。そのときに、やはり国民

的なコンセンサスをどうつくっていくかという視点がないと、我々狭いところで指針をつくっても、

何かつくったはいいけれども実現性がない、あるいは、今度愛護法の改正もありますが、法的な根

拠にどう持っていくのかということも出てくると思うのです。その場合に、国民的な関心をこの飼

育指針に結びつけるツールというのをここである程度共通認識にするべきではないかと。今の行動

の問題もそうですが、行動というと大変難しいと思うのです。我々のような NGO で見ていると、そ

ういう意識を持っている人はいいけれど、一般の消費者はなかなかそこまで行かない。そのときに、

健康とか食の安全とか、そういうものにつながって、だから国民も関心を持つのだというストーリ

ーをつくるべきだと思うのです。 

ちょうど先週、国会において、ペットフードの法律の関係で、その材料になる畜産物の内臓とい

いますか廃棄物の利用というのがあって、民主党の国会議員の方が、厚生労働省の食品安全部監視

安全課資料ということで、屠畜頭数と処理羽数の統計がありました。一部廃棄の率をもって、ペッ

トフードであっても安全性が保障されにくい現状だということをお話しされたわけです。例えば豚

の場合だと、内蔵を使う場合に一部廃棄が 67％に上っている。それから牛の場合には 79％。こう

いう数字を出されると、これは健康のバロメーターと逆ですよね。だから、日本の牛なり豚は健康

に育っているのかということを問われかねない。そういうこととつなげながら果たして議論してい

くのかどうかというようなことです。 

〔信國座長〕 

それは皆さんで議論していただきたいのですけれども、1 つは、部分廃棄の部分というのがどの

程度のものなのかと思うのです。肝臓に病巣があるとかというような話。これは、例えば人間はど

うなのだと。人間は亡くなったとき火葬されますから、比べようもないのかもしれませんが、すべ

て健康であるというのは、理想かもしれないですが、部分的にあるからそれが問題の発端だという

のもいささか関連付け過ぎではないか。 

むしろ、前回のこの全体の持っていき方の中で、科学的知見というようなことをベースにしまし

ょうと言ったのは、ヨーロッパでも生産者が反対している。まして日本では今までそういう視点で

物を見たことがない。現に私もある席で、こういうことが検討されているということについて生産
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者側からの猛烈な反発がございました。結局、科学的知見ということをあえて冒頭に議論していた

だいているというのは、今言われましたように食の安全に結びつけるのかどうかは知りませんが、

少なくとも生産者にも非常に関係の深い、生産性を上げる観点と、アニマルウェルフェアの視点は

むしろ一致している場合がまだたくさんありますよと。だから、まずその辺から生産者の理解を得

ることで共通のものにしていって、それで次にいろいろ問題が出たときにそれをさらに直していき

ましょうと。いきなり理想的なものを持っていくよりは、最低この程度は守ってほしい、お互い守

りましょうというものとして、むしろ業界に自分たちの日常の飼養管理等を見直していく１つのき

っかけにもしていただくということでこういう手順を踏んでやっているということで、そこのとこ

ろはどこのレベルにするとか、なかなか難しいところはあるのですが、何か一気にアニマルウェル

フェアに基づいた一連のものが究極の目標みたいな形にすると、今言われましたようにむしろ実態

にかけ離れたものになりやすいのではないかと思います。 

消費者にもそれほど関心のないところで、むしろ行政の側からこういうことについて少し考えて

はどうかということを出しているという意味は、非常に問題の多いところから是正していきましょ

うと、こういう趣旨なのかなと思っているところです。 

〔松木委員〕 

その辺は全然異論がないのですが、要するに国民の世論を背景にしないと、法的な整備やいろい

ろな基準が実現するというのは難しいと思うのです。日本の消費者はほとんど畜産の現場だとかは

知りませんし、家畜についてもほとんど知らないで、食べ物として持ってきたものしかわかってな

いから、こういう問題につなげていくには、どこかでそういうキーワードというかコンセプトがな

いとつながらないと思うのです。それはやはり、人間の健康イコール安全な食品。畜産物の場合、

イコール家畜の健康というような、そういう直接的な論理、それだと結びつきやすいのですが、そ

ういった場合に科学的なデータでウェルフェアと廃棄物の関係が十分証明されているかどうかとい

うのはまた別問題ですけれども、そういうことが出てきているときに、やはり 7割以上のある意味

では不健康的な症状として出てくるような生産された家畜を飼っている飼い方が問われるというよ

うなことは一般国民なり消費者から当然出てくると思います。 

〔木下委員〕 

私は、今の畜産農家の家畜の飼い方が全否定から始まるのではなくて、先ほど座長からもお話が

ありましたが、基本的にある種の快適な環境を整えることによって当然生産性は上がると、例えば

農家個人が家畜を虐待して生産した場合、生産性は当然落ちると思うのです。乳牛における今のカ

ウコンフォートの動きというのは、まさに快適な環境をつくることによって生産性を上げていくと

いうことで、要するに両者は対立する関係ではなくて win win の関係になる。そのための基本的な、

床の構造やいろいろな飼い方をどのようにすれば快適な環境の中で家畜が持っている生産性を発揮

することができるかというところだと思いますので、余り抽象的な議論から入っていくのはどうか

と思います。 

やはり生産者の方としては、例えば実際の温度や隙間風、そういう実務的なところを詰めていけ

ば、おのずと一定の快適な程度というのは出てくるわけです。国際的に大きな議論になっている問

題というのは各国でも議論になって、どっちにもけりがつけられないとか、そういう状況なので、

そこのところは議論としては引き続き積み重ねていく部分だと思うのですが、家畜をどういう環境

で飼っていけば一番生産性が上がるのかというような科学的知見とかを踏まえた上で、生産者の実

態等も踏まえた議論をある程度積み重ねていかないと、机上でつくったものをさあこれでやれとい

うことになると、なかなか実態はそうならないと思いますので、実際飼っている環境がどうである

か、生産性を上げていくというか快適な環境にするにはどうしたらいいかという地道な議論も必要

ではないかと思っています。 

〔信國座長〕 
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問題は、アピールするために食品の安全にも非常に不可欠なのだと、例えばそういう言い方をす

れば非常に関心は呼ぶだろうと思うのですが、それが本当なのかという問題について、私は今の時

点ではちょっと離れていくのではないかという気がするのです。 

もちろん、根拠のあることならそういうものと結びついていくのもいいと思うのですが、今のや

り方は基本的に大いに問題があるのだというような形に位置付けるというのはちょっと行き過ぎで

はないかと思います。生産者も、そこまで言われるとかえってウェルフェアということ自体にアレ

ルギーを示すのではないかという気がするので、そこの扱いは、この文章を具体的に示した中でも

う一度議論していただいたらと思います。 

〔松木委員〕 

私は、むしろ逆に、例えばこういうウェルフェアに注意している生産者の生産物なり家畜という

のは一部廃棄とかそういうものにならないような結果を出しているよという積極的な面を評価して

いくということもあり得ると思うのです。だから、現状はこうだけども、ウェルフェアの飼育指針

が普及していくとそういうものが結果としてなくなっていくというようなことも考えられるわけで、

それは一方でちゃんと見てないと、その成果はどこで見るのだといったときに、その１つとしてあ

り得るのではないかと、プラスの面から言えばそういう位置付けもできないことはないだろうと思

っています。 

〔信國座長〕 

私も勉強会のときから議論に参加させていただいていますが、ＥＵが認証制度みたいなことまで

導入して、これは他のものに比べて特別いいのだというようなアプローチだろうと思うのです。そ

れだと本当の意味でのウェルフェアにはならないのではないか。むしろ全体のレベルアップが図ら

れないと、トータルとしてのウェルフェアにならないのではないか。たしか竹延委員から、JAS 法

での特定 JAS とそこのところは分けて、むしろ違うものとして位置付けてほしいという強い発言も

ありましたので、この部分は特に何か、例えば生理活性が高いのだとか、より安全だとかというこ

とに今の段階で結びつけるのは危険なのではないかなと私は思っております。 

今日はそこの議論ばかりするわけにいかないので、また最終的な取りまとめの段階で議論させて

いただきたいと思います。 

〔竹延委員〕 

生産者として、私どもは日本養豚生産者協議会ということでアニマルウェルフェアの議論をやっ

ているのですが、やはり最初は、アニマルウェルフェアというのは一体何だ、そんなものは動物愛

護の外国だけで行われていることではないのかというのが参加した人の認識でした。しかし、途中

からいろいろな情報をいただいた中で、我々は、いかに動物にいい環境を与えてやるかとか、例え

ば餌をきちんと食べさせ、水がたくさん飲める状態、温度もいい状態で飼ってあげると、そういう

ことによって生産性が上がってくる。そういう中で、我々もやっていけることはどんどんやってい

こうと。そういうものをつくってきちんと遵守することによって日本の豚の生産性が上がっていく

ことにつながればいいなと。 

アンケート結果からでもわかると思いますが、ＥＵやオーストラリア、アメリカの飼養面積と日

本の実態調査での飼養面積はほとんど変わらない状況です。これはあくまで豚を経済動物として飼

っている我々がもう既にやっていることと、科学的な中で各国が決めたものが余り変わらないこと

を示しているのではないかと、去勢やしっぽ切り、歯切り等いろいろあったのですが、去勢という

のは雄臭をつけないということで、我々は当然やっていることですし、歯切りやしっぽ切りという

のは、それぞれの経営の中で選択をしているのですが、私どもの経営の場合、作業性もありますか

ら、歯切りをやってもけんかが起こらなければ、歯を切ることに作業時間がかかるので、私の農場

だとしてないです。しっぽ切りは私どもの農場ではやっていますが、それというのは、ヨーロッパ

も日本もオーストラリアも飼養面積は一緒ですけれども、多湿な梅雨なんかの時期に肥育豚を
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0.75 平米で飼っていると、やはり何らかの不愉快な時間というのが日本特有の湿気なんかのとき

にはあるようで、やはりしっぽをかんだりします。そうしたら、これは切ってやる方が豚にとった

らしっぽのかじり合いが格段に減り、それによって豚が怪我をしないで済むからです。 

我々は自分のところで選択をするのですけれども、それは豚を快適にするという観点と大きく変

わってはいません。 

他にも、豚は急に大きくなるので、産まれて間もなく鉄を補強してやらないといけないのですが、

デンマークでしたら飲水で鉄を飲ませてあげられる。現場の作業員に聞くと、注射で鉄をするより

も関節炎とかの発生率が何％か少ないと。これも一種のアニマルウェルフェアだと思うのですが、

日本では飲水の鉄剤の許可がない。いろいろなことの中で進んでいくというのですか、やはり動物

に負担がない中で進んでいく。そういうこともあります。 

我々は生産者の立場ですので、経済性を伴いながら生産性が少しでも高まる環境を我々生産者が

提案していく、そういうものになればいいなと考えております。 

〔亀田委員〕 

私も生産者として、特に酪農ということで、一歩先んじてカウコンフォートという考え方が酪農

の世界では登場しておりますけれども、それに至った経緯というのは、生産コストを引き下げるた

め、生産性を上げるための技術が一定水準、一定レベルまで達したときに、あと何をやったら生産

性が上がるのだというところから考えられたもので、今まで無理を強いていた乳牛たちにもっと快

適性を与えたらさらに生産性が上がるのではないかということから生産者が行き着いたものです。

カウコンフォートという考え方が出てきてそれを実行していこうという自主的な動きが出てきたこ

とが、非常にいいことだと思うのです。結局この考え方もそうあるべきだと思い、私も、誰でもま

ねできる最低限のレベルをここで指針とし、さらにそれを農家に、こうやったらもっと生産性上が

るよといったような形で普及していく、その姿を消費者に理解を求めていくということが一番必要

だろうと思います。 

この指針の中のちょっと気になるのは、現状の情勢の中で、①の「安定的かつ安価な供給の実

現」ということですが、安い値段でずっと供給せよというのは、現実的には生産者に反発を食らう

部分かと思います。それと、今私が言った、こういう飼養指針を消費者に理解を求める、消費者理

解を求めるという文章も中に盛り込んでほしいと思います。 

〔信國座長〕 

そうしますと、例えば指針の目的の⑤をもう少し強化して、かつ生産者あるいは消費者という対

象を明確にしながら書いてほしいというような意見ですね。 

〔亀田委員〕 

そうですね。やはり消費者理解があって初めてアニマルウェルフェアも広がっていくものだろう

と思いますので、生産者だけが意識が高くても、消費者に何も伝わってなければ消費者に認めても

らえませんので、普及もしないということで、双方が同じ方向に向かうような形が一番いいのでは

ないかなと思います。 

〔信國座長〕 

ありがとうございました。 

〔兵藤委員〕 

こだわっていることが実はありまして、アニマルウェルフェアの訳なのですが、日本では「動物

福祉」というのが動かないところだと思います。私たちの協会も、50 年の歴史の中で、日本動物

福祉協会という社団法人として、全国で活躍して、会報も出しております。お隣の松木委員も農業

と動物福祉という言葉を使って活動している NPO の団体の方です。それから、今日の資料の中でも、

7－②の「豚における試行試験について」に「家畜福祉（アニマルウェルフェア）」と入っていま

す。国民的には動物の福祉というのは定着しているはずなのです。きちんとガイドラインを理解さ
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せるには、むしろ動物福祉を冠につけていただきたい。この方がはっきりします。ウェルフェアっ

て何だというのが、横文字が既に定着したり、あるいは訳したときに訳せないというのでしたら、

これははっきりわかるのですけれども、動物福祉という言葉が日本に定着しています。一番初め、

私、冒頭にも言ったのですけれども、余り説得力のない言葉で私は下がってしまったのですけれど

も、もう一度発言の機会を得て、分科会でも何でもいいですから、このあたりは動物福祉、家畜福

祉という言葉を使っていただいた方が非常にわかりがいいと私は理解していますけれども、いかが

でしょうか。 

〔信國座長〕 

これは勉強会のときからの議論の冒頭に、要するに家畜福祉という言い方にするのか、どうもそ

このところは福祉という言葉が非常に多面的にとらえられるので、勉強会ではアニマルウェルフェ

アで通しましょうと。勉強会の目的も、家畜の快適性に配慮した飼い方についての勉強会ですと、

中身をかみ砕いて表現したという経緯はございます。だから、そのままでいいかどうかについては、

提案でございますので、これはもう一回事務局の方で整理していただいて。 

〔兵藤委員〕 

ぜひ 1つ検討してください。変な横文字を使うよりもいい言葉があるんですし、もう定着してい

る言葉ですので。ここのところをどうしてあいまいにして、そんな横文字で表現しなければいけな

いのか。 

〔信國座長〕 

あいまいにといいますか、それは既にそういうことで使われた実績はあるのでしょうけれども、

片一方で、福祉と言ったときにちょっと違う概念でとらえられる可能性もあるからということでし

たので。 

〔兵藤委員〕 

それはありません。 

〔竹延委員〕 

私は、例えば愛玩動物と区別するために、やはり福祉というのは慎重に使っていただきたいと思

います。愛玩動物は安楽死というのは基本的にはさせない。ただ、OIE なんかでは、家畜動物は何

時間か立たなければ処分しないといけない。そうしたら、安楽死させるというのは福祉なのかと。

それをこの言葉で理解されるのであればいいですが、一般の方は理解できるかどうか。 

〔兵藤委員〕 

理解されています。もちろん小動物でも安楽死はあります。私たちも選択をします。だから、そ

のあたりは認識不足だと思っています。 

これは非常に定着している言葉で、各愛護団体、私たちは家庭動物を主にやっているのですけれ

ども、この会報の中でも福祉という言葉は十分出てきますし、ズーチェックの中でも、動物園の中

でも、「5 つの自由」の中でも、これは動物の福祉の中でフリーダムという言葉がきちんと出てく

るのですから、ここではやはり福祉でしょう。検討してください。 

〔信國座長〕 

わかりました。そのほか、まだ発言されてない方。 

森委員、いかがでしょうか。何か盛り込むべきこと、あるいはここはおかしいのではないかとい

う形でご指摘いただいたらと思うのですが。 

〔森委員〕 

直接関係しないかもしれないですが、現状をお知らせしますと、今、獣医学の分野では、アニマ

ルウェルフェアに関する教育を正規のカリキュラムにどのように盛り込むかということが非常に大

きな課題になっています。今年の 9月に日本獣医学会が宮崎大学で開催されますが、本会議に先行

して、2 日間、ウェルフェア教育に関するワークショップが開かれます。我が国には 16 の獣医系
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大学がありますけれども、ほとんどの大学から代表者が出席して、丸 2日間におよぶ勉強会をやる

ことが決まっております。その 1つのきっかけは以下のとおりです。この会でも以前ご紹介しまし

た WSPA という団体がありまして、彼らはチャリティでアニマルウェルフェアの問題に取り組んで

きましたが、これまでの様々な取り組みを通じて、結局のところ獣医学教育を変えないことには全

体が動いていかないという結論に何年か前に到達しました。しかし、すぐにどこの大学でもそうい

う教育を始められるわけではないので、その授業のための資料を開発して、それを無償で配布しよ

うという活動が世界規模で開始され、何年か経て日本にもその波が押し寄せてきたという経緯が背

景にあります。 

そもそも獣医学というのは、動物の福祉の改善を通じて人類の福祉に貢献するというのが大きな

使命の 1つですので、それに対して我々が反対する理由は 1つもありません。ですから、そういう

ことをちゃんと教育の中に取り込んでいこうと皆が思うわけです。東京大学の場合には、今度から

5 年生の正規のカリキュラムの中に、動物福祉という名前ではないのですが、そういう正規のカリ

キュラム（動物生命倫理）を設けて、獣医学専修の学生たちにきちんとした教育をしていこうとい

うことが決まっております。 

ウェルフェアの考え方というのは、非常に細分化されてきた獣医学の知識を総合的に見直そうと

する 1つのパラダイムシフトではないかと私はとらえております。例えば免疫系だとか内分泌系だ

とか、特定のことだけに着目してそこを改善していく、治していくというとらえ方では、なかなか

病気は治らない。やはり Five Freedoms というのは非常に正しい考え方だと思うのですが、一方で

病気の治療をし、怪我の治療しながら、同時に動物の恐怖だとか苦悩だとか、メンタルな面にもち

ゃんと対応して、全体として健康な状態に持っていくという考え方がないと、ともすれば木を見て

森を見ないというところに獣医学も陥りがちです。これは医学も一緒だと思いますけれども。そう

いう意味では、もう少し全体的な見方をする、それから、いろいろな価値判断を短期的なスケール

で見るのではなく、もう少し長い目で見ていく、そういう見方を獣医学の中で教育としてきちんと

体系づけていくことが大切です。そういう意味では、ウェルフェアという問題が表に出てきたこと

は獣医学教育に携わる者にとってもありがたいことだととらえております。 

余計な話をして恐縮ですが、今、米国の獣医師会で問題になっていることがあります。それは過

激な動物愛護団体の 1つの戦略として、法律を変えていく作戦で、各自治体に働きかけて非常に小

さな村からはじめ、それをだんだん州まで拡大していくのですが、動物の管理者、飼い主のことを

保護者という言い方に変えていく。オーナーではなくて、ガーディアンということに法律を変えて

いくという戦略があって、ガーディアンになると治療の選択権がなくなるのです。飼い主はその時

点で可能な最善の医療を尽くす義務が生じてしまう。だから、飼い主はお金がないという理由で高

額な手術を拒否することができないし、獣医師も飼い主の意向にかかわらず治療を施さなければ法

律違反になるということで、大きな問題があちこちで生じています。小動物の世界でもそういうこ

とがあって、ではいったいどの時点どの次元で動物にとってのウェルフェアをとらえるかというこ

とは、小動物も産業動物も、すべての動物を通じて考えていかなければいけない非常に大きな課題

だと思っていますので、意見ではなくて感想なので、申しわけありません。 

〔信國座長〕 

なかなか本文には取り入れられないのかもしれませんが、例えば指針の位置付けの中で関係機関

に普及啓蒙というところで、獣医学等への波及というようなことで若干見ておくというような必要

性があるのかなという気はします。 

もう 1つ、急進的なものにどう向かうのか。急進的なことでかえって社会的な反発を受ける可能

性もあります。例えば、昔、実験動物を解放してしまって、それは確かにその個体についてはよか

ったかもしれないですが、いや、個体についても本当によかったかどうかというのもありますが、

人間の保護を受けていたものが受けられなくなったということが本当にいいのかどうかというので
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やはり急進的なものに対する歯止め、コモンセンスの必要性みたいな、そういうものがこういうも

のの裏にはあるだろうと。ただ、指針の中でそこまで踏み込めないかもしれませんが、そういうこ

とも片一方で念頭に置きながら、どう書きあらわすかというのは、双方で留意しながらやらなけれ

ばいけないのかなと思います。 

〔森委員〕 

産業動物のウェルフェアについて論じていただくことは我々にとって非常にありがたいのです。

それは、今、産業動物に対する獣医学というのは、個々の個体の診療はもちろん大事ですが、それ

よりも、ハードヘルスですとかプリベンティブメ・ディスンですとか、総合的に見ていく観点が必

要だと。その中で、今ウェルフェアで議論されているような Five Freedoms ですとか、そういうも

のが非常に密接に直接的に関係してくるので、そういう意味では、余り急進的な方に走らない、も

う少し全体として大所高所から見ることができるような見方を養う上でもこういうことは大事では

ないかと思っています。 

〔信國座長〕 

大森委員、何か。 

〔大森委員〕 

誰もが守れる基準ということですので、そういった観点からすると、今日お示しいただいたこの

指針の①～⑤というのは、こういうことでいいのではないかと思っております。ただ、そういった

ことであれば、指針ですので、位置付けにも書いてあるように、既存の制度として動物愛護管理法、

家伝法、こういう基準が書いてありますが、少し気になったのは、先ほど松木委員もおっしゃった

ように、この目的の①で「安全な畜産物の安定的かつ安価な供給の実現」とあったときに、既存の

制度の中で果たして動愛法と家伝法の話だけでいいのかどうか。やはり食の安全についての最低限

の基準というのはありますので、後で消費者理解を得るということも念頭にするのであれば、その

最低限の食の安全の基準もベースに指針を設定するというようなことも概念として盛っておいた方

がいいのかなという気がします。 

それと、「5 つの自由」に関連してはいろいろ議論があると思いますが、今日もいろいろ分科会

での議論で出た個別の行為についての課題。これは生産性向上を図る上で必要な行為だと思います。

ただ、それをこのアニマルウェルフェアの中での位置付けるとなると、適用する条件だとか、方法

だとか、実施した後のケアも含めて何らかの包括的な考え方を、いずれまた指針をつくる中で触れ

た方がよろしいのではないかと思います。それをやることのメリットというか効果というようなこ

とも含めて、科学的知見分析グループの方も議論されているかと思いますので、その辺を付言され

たらよろしいのではないかなと思います。 

それと、最低限の基準ということなので、どうやってこれを実施していただくかということの中

で、生産性向上が図れるよということだけでいいのかどうかということです。それは食の安全とも

関係してくると思うのですが、今まさに食の安全がいろいろな意味で問われているという実態もあ

るので、そこはむしろ積極的に何らかの形で触れた方がいいのではないかという気がしています。 

〔高橋委員〕 

事務的な確認なのですが、全体会議なので最初に言っておいた方がいいのかなと思うので。分科

会でもいろいろ議論があったと思うのですが、やはりこの指針の対象を全体で確認しておく必要が

あると思うのです。採卵鶏と言ったときに何なのだ、雛から種鶏まで、その範囲のどこなのだとい

うことと、豚の飼養管理指針では、繁殖豚と肥育豚だと思うのですけれども、それはこの指針の中

では必要に応じてその必要なところで書き分けるという理解でよろしいのでしょうか。 

〔菅谷課長補佐〕 

基本的には高橋委員がおっしゃったとおりです。採卵鶏の部分については、種鶏についてどこま

で書くかというのは分科会でも議論になった部分もありますので、その辺はこれからご相談する部



13 

分もあるのですが、豚に関しては少なくとも繁殖、肥育と書き分けることになると思います。 

〔村田委員〕 

今日、アンケート調査などを見せてもらいましたが、日本の養鶏産業の歴史を簡単に言いますと、

日本は 1 羽飼いから、開放鶏舎で 1 羽飼い、2 羽飼い、3 羽飼いになり、養鶏産業がどんどん成長

して、やはり収益性、経済性、生産性の向上を追求することによって、育種の関係も個体育種から

欧米の集団育種がリードしていって、ケージシステムに関してもアメリカ、ヨーロッパの多段式の

ウインドウレスの鶏舎がどんどんどんどん日本に入ってきて、今、大手生産者の飼養では 4 段、6

段、8段、12 段というケージシステムができ始めているというのが実態です。 

これは生産性の追求をどんどんやっていくことによってそういう形になってきたのだと思うので

すが、例えば温度や湿度の問題、アンモニア臭の問題など、そういうこともクリアしながらどんど

んそういう形態になってきています。それを外見的にだけ見た場合、「5 つの自由」の中の「行動

の自由」を妨げている。そこで、動物愛護という観点からアメリカにしてもヨーロッパにしてもそ

の辺を問題視されてこういう形になってきていると理解していますので、生産者の立場からすると、

日本の養鶏産業は世界のトップレベルで一番いい状態で生産管理をやっていると考えています。そ

れはやはり快適性イコール経済性というイコールの観点からそういう形になってきていると思いま

すので、その辺のベースを十分理解した形でのガイドラインづくりというものをやってもらう必要

があるのかなと、そういう理解をしております。 

〔田中委員〕 

村田委員が今おっしゃられたように、現在のシステムというのは、長い畜産の歴史の中で、鶏に

しても、あるいは豚のストール飼育にしても、動物そのものの改良とともに飼育管理システムもい

ろいろな角度から研究がなされてつくり上げられてきたある意味非常にすぐれたシステムだからこ

そ世界的に普及してきているのだと思います。動物自身もそういうことで人間がつくり変えてきた

動物ですから、いわゆる野生動物そのままとは全然違うわけです。だからこそ、そういうシステム

の中で人間がきちんと、餌や水、あるいは空気や光を全部コントロールして、環境をきちんと設定

してあげて初めて彼らが十分にその能力を発揮しながら快適に過ごせるはずなので、どんな飼い方

してもいいということではなくて、見た目的にぎゅうぎゅう詰めになっているように見えるだとか

身動きとれそうにないからかわいそうだという発想のことが、逆に、先ほど何人かの方がおっしゃ

ったように、消費者の方にも、動物の扱いについてはこれだけ精密に考えてやられているのだ、そ

れが安心・安全な食の生産にもつながっているのだということを普及啓蒙していく必要があるのだ

ろうと思うのです。 

そういう意味で言うと、今の近代的な飼われ方というのは、恐らく Five Freedoms のうちで「行

動の自由」以外はほとんど全部クリアしている飼い方だと思うのですが、ただ、その「行動の自

由」も、そういう人間がつくった動物に対してどこまで必要なのかということをきちんと把握しな

いといけない、全く身動きとれないとすると恐らくものすごいストレスになって生産も十分上がっ

てこないでしょうから、この範囲だとこういう行動をとる、確かに自然状態に近い飼い方と比べる

とこういう行動はとれない、けれどもその分はどういうところで解消しているのだということまで

含めて説明できればいいと思うのです。そういういわゆる正常と言われる行動を全部発揮させるた

めにはどうしても設備の改善なりプラスアルファが要るでしょうから、そのためにはこれだけコス

トがかかるということで、それをもし全体に求めるのであれば補助政策なり何なりが要るでしょう

し、あるいはそういうことを選択することが個々にやられるのであれば、そのためにかかるコスト

を払えるという方がそう飼えばいいのであってということで、その辺のきちんとした情報を流して、

消費者側にもきちんとそれが理解されて、そして選択できるようなそういう形に持っていかないと

と思います。 

〔信國座長〕 
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どうもありがとうございました。大分時間が押しておりますが、今までお話の出たこと以外に、

どうしてもこれだけはということがございましたらお願いしたいと思います。一通りご発言はいた

だいたと思っているのですけれども、よろしいでしょうか。 

 
（３）平成２０年度の事業計画について 

〔信國座長〕 

それでは「平成 20 年度の事業計画について」について事務局からの説明をお願いします。 

〔事務局〕 

資料はございませんが、平成 20 年度につきましては採卵鶏及び豚の飼養管理指針を策定するた

め、採卵鶏及び豚の分科会を 3回程度開催させていただき、飼養管理に関する試行試験や先ほどご

意見の出た比較調査といったものを行いまして、飼養管理指針の案を十分に検討して、それを第 2

回のこの事業推進委員会、本委員会でお諮りして検討していただいて、分科会の採卵鶏及び豚の飼

養管理指針に反映させたいと考えております。 

試行試験につきましては、資料 7－①と 7－②で書いてございますが、家畜改良センターの協力

を得ながらやりたいと考えているところでございます。 

〔信國座長〕 

20 年度の事業計画のうちの①について説明がございました。今のような取り進め方でよろしい

でしょうか。 

〔竹延委員〕 

豚の試験なのですが、これはストールというのをいかに考えていこうかという試行試験だとおも

いますが、この②と③、群飼育方式とストール付き群飼育方式というのですか、それの面積が 3.0

㎡と 4.08 ㎡ということなのですけれども、群の場合の 1 頭当たりの飼養スペースは、この科学的

知見の 3ページにも、オーストラリアでしたら群飼育が 1.4 ㎡とかもっと狭い面積なので、このよ

うにゆったりとした面積で試験をするのはどうなのかと、外国の規制の一番厳しいあたりでやって

みてどうでしょうか。我々は今、1.何平米でストール飼いをやっているという経営が大多数で、養

鶏の場合でしたら、4 段飼っていたのを 8 段とか 10 段とか同じ敷地面積で羽数をふやすことが比

較的しやすいのですが、豚の場合、皆さん目いっぱいで飼っていて、ヨーロッパやアメリカとは違

って、敷地を 3平米にしなさいと仮になったときに、豚の数を減らすしかないということになるの

で、これの面積、何平米で試験するかというのは少し考えていただきたいのですけれども。 

〔信國座長〕 

この面積はどこから来ているのでしょうか。 

〔菅谷課長補佐〕 

これは今ある豚舎をベースにつくったところがあるもので、どの程度までできるか、まだ時間は

少しあるのでもう一回検討してみたいと思います。動物の行動の見方の参考になればという視点で

やっていますので、そんなに面積にこだわっているわけではありません。 

〔竹延委員〕 

これくらいだと問題なくいくのではないのかなと思って。逆に 1.4 ㎡とか、オーストラリアとか

のこれ以上で飼いなさいという一番厳しい条件のもとだとどうなるのかとか、そっちの方が私は個

人的には興味深いなと思っています。 

〔佐藤委員〕 

私もこれで大丈夫かなと。群飼は条件をそろえないとけんかでおかしくなるような感じがします。

やはり群飼すれば必ずけんかしますので、群構成を考えるとか、そういう他のことも加えないと、

多分うまくいかないのではないかなと思います。餌箱で必ずけんかしますし、そういうところでけ

んかを制限するようなことを考えるとか、あるいは群構成も、血縁とか顔見知りなんかを入れなけ
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れば確実にけんかします。 

〔竹延委員〕 

あとは餌のやり方もね、2.5 ㎏とかぎりぎりの量をやると、床まきにしてやらないとうまくいか

ないでしょう。 

〔佐藤委員〕 

ただ面積だけでこれをやっても、多分ストール飼いがいいという話になるようなイメージを持ち

ました。噛む行動とか、普通、群飼いの場合は、わらを投与するとかしてそういうものをコントロ

ールしないと、多分酷いことになるのではないかなという危惧を持ちました。 

〔村田委員〕 

採卵鶏の試行試験についても、羽数が余りにも少ない状態でやられる関係で、1 羽の成績次第で

いいようにも悪いようにもデータがぶれてしまうと思います。あくまでも参考データという範囲だ

と思いますが、これが余り重要視されるととんでもない方向に行ってしまう可能性もあるので、そ

の点は、当然そう理解していいのだと思いますけれども、注意してもらいたいと思います。 

〔菅谷課長補佐〕 

去年の推進委員会の際に、これをベースに施設の基準みたいなものを決めるのだという説明をこ

ちらからしたような気がしていますが、そこは訂正させていただきたいのですけれども、我々が考

えているのは、動物をどのように見たらいいかというところも含めてやってみたい、こういうとこ

ろをチェックしてやってみましたということも含めて指針の中で参考として紹介するようなことを

考えているということでございます。竹延委員ご指摘のとおり、いろいろ面積、やり方はあるので

しょうけれども、できればこのやり方でやりたいと思っています。 

〔竹延委員〕 

あとは、家畜の改良の度合いによって、田中先生がおっしゃられたように、品種によってもかな

り違ってくることもあると思いますし。 

〔信國座長〕 

海外の知見の中で私もおやっと思ったのは、デビーキングについて、改良によっておとなしいの

をつくればそういうものの必要性が低くなると書いてあったので、なるほどそういうものの難しさ

といいますか、単純に今いる家畜をそのまま持ってくるだけではダメだという側面もあるのだなと。

とは言いながら、改良の中でそれをどこまでやれるのか、今すぐやれる話でもないしと思いながら

見ていたのです。そこらは、高橋委員がおられますので、よろしくお願いしたいと思うのですが。 

〔高橋委員〕 

家畜改良センターとしては一生懸命やらせてもらいますということだと思うのですが、私も本委

員の立場で言うと、予算と期間の制約がある中でやらなければいけないということでありますし、

基本的に茨城牧場と岡崎牧場の施設を利用しながらやる１つの事例だなということで、個人的には、

群が 5頭でいいのとか、羽数はこれでいいのとか、繰り返しの試験設計はいいのかという感じはし

ないことはないのですけれども、そこは分科会の議論を踏まえてこういう試験設計になったという

ことなので、これを踏まえてやらせてもらうということだと思います。 

私が一番心配するのは、先ほどから言っている正常行動とは何かということも含めて、私どもの

職員がどこまでわかっているかというのはちょっと難しい面がありますので、それは引き続き分科

会の先生方あるいは科学的知見委員会のメンバーの皆さんにご指導いただきながら、やるからには

しっかりやりたいと思いますので、もしこの設計でどうしてもここはというのがあるのであれば、

早目に言っていただいて、常に観察の仕方、時間であるとかタイミングであるとか、その見方とい

うのもご指導いただきながらやらせていただければと思っております。 

〔松木委員〕 

私は経済学なものですから、技術的なことは大学とかで勉強したぐらいで、個人的には研究の対



16 

象外なのですが、日本的と言った場合に、私もいろいろ読んでいるのですけれども、日本の研究業

績というのはほとんどないのですね。外国の先ほどのまとめられたやつを見ながらこれから試験研

究されていくということなのですけれども、外国で既にもうわかっていることをやるのか、あるい

は、日本は特殊でこういう条件を加味しないとデータが得られないからやるのか、その辺の位置付

けを分科会でどのように検討されてやられているのか。何かどうも日本的というのは、風土とか気

象とかと言うのですけれども、それが果たして本当に科学的なのか。ほとんど施設型ですよね。そ

のときに、放牧は別としても、余り気候変動に差がないという前提で考えた方がいい場合に、あえ

てこの試験研究の位置付けをどのように考えるのかということが 1つだと思うのですね。その辺、

分科会の議事録を読んでもよくわからないところがあるので、その位置付け、今年の試験研究はど

のようにされているのかお聞きしたいのですけれども。 

〔菅谷課長補佐〕 

先ほども言い訳をしたのですが、去年お話ししたときは、この試行試験で基準を証明するといっ

たトーンでお話ししたかと思うのですが、なかなかそこまでの試験規模にはできなくて、先ほど村

田委員がおっしゃられたようにあくまでも参考的な位置付けとして、今ある施設で欧米のやり方と、

日本のスタンダードに近いようなやり方を比べて行動を見てみて、それを参考として付けさせてい

ただくというような形で考えていまして、高橋委員がおっしゃられたようにそれほどの反復数もあ

りませんし、これを試験研究として位置付けて発表して、これがどうだという、そういったもので

はない、あくまでも参考という位置付けでやらせていただく、試行試験という位置付けでやらせて

いただきたいと考えているところでございます。 

〔松木委員〕 

その場合、今回は外国の文献とか主要な見解をまとめられているのですが、最近日本の試験デー

タが結構出てきているので、そういうもののまとめもされるわけですか。日本の研究者が過去から

最近、どのように日本的な研究業績をつくってきたのかというようなまとめ方はされますか。だか

ら、ベースとして例えばこの 5～6 年の複数の研究業績があって、それと関連してことしの試験研

究はこういう位置付けにあるのだというようなことがしていただけると大変わかりやすいのですけ

れども。 

〔菅谷課長補佐〕 

科学的知見という面では、新村先生がやられたデータとか、日本のものも入れていますが、それ

とは全く別の試験として参考に試験をやったと。これをベースに基準をつくろうというものではな

いと、繰り返しになりますが、そういうことでございます。 

〔竹延委員〕 

今日のこの豚飼養実態アンケート調査の 6、7 ページなのですけれども、日本特有と言えばオガ

コ豚舎があるのですが、規模は別にして、意外にオガコの件数が多いのに私は驚きました。外国の

場合はスノコとかそういう豚舎がほとんどだと思うのですが、飼養基準の中でそのあたりの扱いを

我が国特有ということでつくるのか、こっちの方が広いから、それに対しては余りもう言わないの

か、どのように考えていくのでしょうか。件数がばかにならないですよね。 

〔菅谷課長補佐〕 

済みません、そこはまた分科会で、ご相談させてください。 

〔信國座長〕 

時間、それから規模だとかの制約の中で試行試験をどう位置付けるかということなのですが、文

献上の外国の知見等もいっぱい集めてある。それは当然業界なりこの委員会なりで最終的には具体

的な数字に言及すべきだろうし、せざるを得ない。そういう中で、それを単純に持ってくるわけに

もいかないだろうと。だから、それなりに持ってきた上で、やはりこれでは無理だ、もうちょっと

緩くすべきだとか、もうちょっときつくしてもいいのだという一種の値ごろ感みたいなものをチェ
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ックするというような程度の位置付けしか今のところできないのではないかと思います。当然これ

は一度できたらそれでおしまいということではなくて、むしろ、こういうことを出すことによって、

先ほど森委員からもお話がありましたように、学会なり研究者あるいは業界で、そういうことにつ

いて、ここのところがおかしいのだとか、もうちょっとこういうことで検討してはどうかという知

見が整ったときにまたその次の検討をする。いわば、スタートとして設定するのに、スタートとし

てはこの程度でいいのではないかという目安を確認するようなものとせざるを得ないのかなと思っ

ております。 

実は、事務局から第 1回のときにはこの試行試験に基づいてやるのだという話があったときに、

私とすればちょっとそれは無理なのではないのということは意見としては言っていたのですけれど

も、限られた時間の中では、そういうものとして、分科会で 1つ、単に文献上から数字を持ってき

たということだけではなくて、実感としても何らかのベースを持つそのもとということでご議論い

ただいたらどうかと思います。 

〔信國座長〕 

では、今度新たに始めます「ブロイラー及び乳用牛の飼養管理指針策定について」ということで、

事務局から説明をお願いいたします。 

〔事務局〕 

資料 8をご覧下さい。昨年の推進委員会でもこの図でご説明しましたように、推進委員会、分科

会、科学的知見分析グループで今年もこのようにやりますということを示しております。 

次のページに、ブロイラーと乳用牛、平成 20 年から 21 年の 2年間をかけて採卵鶏と豚と同じよ

うに飼養管理指針を作成しますということを示しております。 

それから、資料 9に委員の名簿（案）を提示させていただいております。 

〔信國座長〕 

「ブロイラー及び乳用牛の飼養管理指針策定について」ということで、ご質問、ご意見はござい

ますか。―よろしいでしょうか。 

それでは、以上で一応本日予定された議題がございましたが、こういうことをちょっと言うのを

忘れていたとかいうことがあれば、お願いしたいと思いますけれども、よろしいでしょうか。 

〔松木委員〕 

この最後の検討会のスケジュールによると、ことしは豚と鶏の飼育指針の策定が完了すると考え

てよろしいわけですね。それと関連して、畜産政策といいますか、座長が最初に言われたように、

餌の問題とか畜産の環境が大変厳しい。農水省の畜産政策の中でこれをどのように扱われようとし

ているのか。省内でかなり議論されていると思うのですけれども。そのことが 1 点と、先ほどの

JAS 法の関連もありましたけれども、これは法的なり何らかの基準としてどのように具体化されよ

うとしているのか。特に、愛護法の産業動物の改正もありますから、法律関係との関連も出てきま

すので、ことし決めて、2010 年までですけれども、その間の法的な、あるいはいろいろな畜産政

策に及ぼす環境の変化というのがかなり激動しているわけで、その辺の政策的な取り組み方を教え

ていただきたいのですけれども。 

〔北池室長〕 

今おっしゃいました畜産政策というのですか、畜産に関しましては、私ども、1 つは指針という

ことで、酪農及び肉用牛の生産に関する基本的な指針、あるいは養豚に関する進め方、指針、養豚

問題懇談会の報告とか養鶏問題の報告を大体 5年ごとに見直してつくっております。アニマルウェ

ルフェアというのですか、家畜の快適な管理についてもその中で言及しておりまして、現在、その

中でこういう検討会等を設けてより具体化を進めているというのが現状かと思っております。また、

今言いましたような養鶏問題の懇談会とかそういうところで、アニマルウェルフェアについてこう

いう検討をしていますというのは現在報告しながら進めているという状況でございます。 
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動物愛護法の関係は、環境省の方でお答えいただければと思っております。 

〔松岡室長補佐〕 

環境省の松岡でございます。実は今日も環境委員会でアニマルウェルフェアの質問が与党の先生

から出ているところで、本当は私がその担当だったのですが、今日はこちらの推進委員会があった

ので、こちらに来ているという事情があります。 

非常に注目はされていて、他の委員会でも質問が出て、先生とかへのレク等に行っても、アニマ

ルウェルフェアのこの検討会はやっているのだけれども、環境省は動物愛護法を持っているのだか

ら独自に進めるべきじゃないかとかというようなことも言われているところであります。ただ、こ

こでこのような動物についての個別の飼養基準を日本独自であっても進められているのであれば、

動物愛護法のつくる基準というのは産業動物一本ですから、そこでどういうものができていくかと

いう骨格が出ていないとなかなか進められないというのがあって、その進捗も見ながら検討すると

いう感じの答弁や説明をしているところであります。 

ただ、分科会等でも説明を求められたときに、昭和 62 年にできた基準ということで、もう一番

古い基準になります。17 年に動物愛護法の改正をした際にこれについては手をつけていなかった

ということで、動管法時代から 2回大きな改正をしているのですが、積み残しになっております。

だから、かなり優先順位が高いものと認識しているので、動物愛護法は附則で 5年をめどに見直す

ということがあって、23 年には動愛法の見直しを検討しないといけないというのがあるので、当

然この問題についても主要議題として上がってくると認識しております。そこまで待つか待たない

かは、今お話があったようなこともあり、こちらには我々もずっと出ておりますので、その進捗な

りも見ながら慎重に検討していきたいと考えているところであります。 

〔森委員〕 

これは農林水産省あるいは環境省の担当官の方々へのお願いなのですけれども、メタアナリシス

をしていただけないかという希望があります。この試行試験については先ほど信國座長がおっしゃ

ったとおりで、私はそういう位置付けだということでいいのですけれども、少し前に松木委員生が

表明されたご懸念について、今回のものでも文献を非常によく調べてくださって大変貴重な資料だ

と思うのですけれども、試行試験の最終的な評価をする上でも、これまでの過去の研究の成果をも

う一回見直すというか、多分両省庁には統計学の専門家の方もいらっしゃると思うので、メタアナ

リシスにより過去の研究データの中から重要なファクターを抽出してくる。そのようなことができ

ると過去の研究が活かせますし、また今回やる試行試験の評価もより客観的なものに持っていける

のではないかと思います。それから、今日も冒頭にどなたかおっしゃっていましたが、膨大なアン

ケート調査の報告の中から何かを引き出すようなことを、多変量解析とか統計を駆使して何か因子

を引き出すとか主成分を分析するとか、そういったアプローチをどこかで補完的にしていただける

ようなことがあると非常に有効に活用できるのではないかと思います。できるかどうかは別にして、

ぜひご検討いただきたいというお願いであります。 

 
（４）その他 

〔信國座長〕 

それでは、その他ということで、今後のスケジュールをご説明いただきたいと思います。先ほど

ちょっと触れられましたけれども、改めて今後のスケジュールを説明していただければと思います。 

〔事務局〕 

今後のスケジュールにつきましては、採卵鶏及び豚分科会をそれぞれ年 3回程度開催いたしまし

て、試行試験等の結果も見ながら採卵鶏及び豚の両方の飼養管理指針の案を策定させていただきま

して、推進委員会を開催してその飼養管理指針の案を検討していただき、飼養管理指針の最終案に

反映させたいということでございます。 
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〔信國座長〕 

時期的に何月ごろと言えますか。 

〔事務局〕 

時期的には、はっきりはなかなか言えないのですが、豚と採卵鶏の分科会につきましては 8月と

11 月と 2 月の初めぐらいに開催し、できれば 2 月中下旬にこの推進委員会を開かせていただいて、

案の最終的な詰めをさせていただきたいと考えております。 

一方、ブロイラーと乳用牛の分科会の方は、昨年、豚と採卵鶏で行いましたとおり、7 月と 12

月と 3月ぐらいに開催させていただきたいと考えております。あくまでも予定でございますが。 

〔信國座長〕 

という予定で進めるということですので、また時期が迫ってまいりましたらスケジュール等につ

いて皆様方のご都合をお伺いすることになろうかと思います。よろしくご協力をお願いしたいと思

います。 

〔田中委員〕 

今の分科会の日程がありましたけれども、先ほどの試行試験の予定を見ますと、例えば豚ですと

7 月から始められるような予定になっていますよね。ということは、それ以前には分科会は開催さ

れないのですね。これでもし何か方法その他であれば、個々に相談や意見をということでしょうか。 

〔信國座長〕 

どちらかというと細かいところは分科会の方で見ていただきたいと思っております。 

〔田中委員〕 

分科会の方が後になりますので、実験が先に始まってしまうので、それで確認したのです。 

〔高橋委員〕 

田中委員がおっしゃっているのは、試行試験の中身なりやり方についてご意見があると思われる

のです。ですから、それは、申しわけありませんけれども、試行試験について全体委員会の委員の

皆さんから何かあれば、至急事務局を通して意見があったら出していただいて、茨城牧場と岡崎牧

場と相談してやらせていただければと思っています。 

〔信國座長〕 

わかりました。 

 
５ 閉 会（16：45） 

〔信國座長〕 

それでは、以上をもちまして本日の委員会は閉会にさせていただきたいと思います。 

〔塩田事務局長〕 

長時間、どうもありがとうございました。 

今日の先生方のご意見を分科会の方にも当然ながら反映いたします。分科会でまた詰めていくと

いうことで、予定どおり 3回ぐらい開いてから皆さん方にまたおはかりしたいと。また、試行試験

につきましても、本委員の先生方と、また分科会の先生方にもこの案を投げて、その意見を集約し

て、センターの方、実施場所と調整してやらせていただきたいと思います。 

いずれにしましても、いろいろご意見ございますが、そういう意味で、これから期間途中でも結

構ですが、何かございましたら、私ども事務局にご意見をお寄せいただきたいと思います。 

本日はどうもありがとうございました。 


