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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 2 回推進委員会 

 

平成 20 年 12 月 19 日（金）鉄二健保会館 

 

１ 開 会（14：00） 

 

２ 挨 拶 

・開会の挨拶〔山下会長〕 

本日のこの委員会は、本年度の第 2 回目でございます。第 1 回は、6 月に開催させていただき、

昨年度の各分科会等の活動の報告をさせていただきました。また、あわせて本年度の活動計画につ

きましてもお諮りをしたところでございます。 

今回、この第 2回目の委員会では、昨年度から継続して作業を進めていただいておりました採卵

鶏と豚について、それぞれの分科会で指針案をつくっていただいたところでございます。本日、そ

の案につきまして、両分科会の委員長から簡単にご紹介をしていただくということにしております。 

当初の予定では、2 年間で 2 畜種について指針を策定するということで、実際そのように作業を

進めております。 

本日は、この 2畜種についての指針案をご覧いただき、質疑あるいはご意見をいただくというこ

とでございますが、それぞれの指針案の中身は一般原則とそれぞれの畜種の飼養管理という大きく

分けて 2部構成になっております。一般原則については、各畜種に共通するといいますか、一般的

なことを記すということにしておりまして、そのような案を作成しております。 

分科会でも、ご覧いただいて若干のご意見はいただきましたが、一般原則につきましては、先ほ

ど申し上げましたように各畜種に共通する、あるいは基本的な部分でございますので、本委員会で

ご審議を賜りたいと思っております。 

また、今年度はこの 2つの分科会のほか、新しくブロイラーと乳用牛の 2つがスタートしており、

4 つの分科会に活動していただいております。さらに、科学的知見の関係については、各畜種に共

通する部分でございますので 1つの部会に活動していただいておりますので、トータルいたします

と 5つの分科会が活動しております。当初の予定計画でも 2年目というのは一番大変な年といいま

すか、いろいろ分科会を開いて検討をしていただかなければいけない、一番最盛期の年次に当って

おるかと思います。 

本日、この委員会でご議論をいただいた上、本年度中にもう 1回本委員会を開催させていただい

て、採卵鶏と豚の 2畜種についての指針を策定するということで進めたいと考えておりますので、

ご審議のほどをよろしくお願い申し上げまして、開会に当ってのご挨拶とさせていただきます。 

どうぞよろしくお願いします。 

 

・来賓の挨拶〔北池室長〕 

年度末のお忙しいときにご出席いただきましてありがとうございます。今日の会議の次第につき

ましては、先ほど山下会長からお話がございましたように、年度内の取りまとめにおきまして、十

分なご検討をよろしくお願いしたいと思っております。 

畜産をめぐる情勢につきましては、昨年来、非常に餌高だったわけでございますが、それにつき

ましては大分状況が変わってきておりまして、トウモロコシの市価相場も下がっています。フレー

トも過去最低水準、為替も非常に円高の状況でございます。そういう面で、一時の餌高の状況は大

分改善されたかとは思っておりますが、反面やはり景気の低迷による畜産物価格の低迷という、逆
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に厳しい情勢も出ておりまして、畜産情勢は非常に厳しい情勢というのはなかなか変わらないとい

うふうに考えられるところでございます。 

ただ、今日の主題でございますアニマルウェルフェアにつきましては、そういう状況ではござい

ますけれども、やはり徐々にでも、的確に進めていかなければならない課題であろうと私どもは考

えているところでございますので、今回取りまとめていただくこの方針に基づきまして、どういう

形で今後普及させていくのか、あるいはそれを広めていくかにつきましても十分検討をした上で適

切に進めていきたいと思っておりますので、まずこの指針につきましてご検討をよろしくお願いし

たいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

３ 出席者紹介、配付資料の確認〔事務局〕 

本日の御出席の委員を簡単にご紹介させていただきます。 

従来、独立行政法人家畜改良センターの技術部長として高橋委員が御出席でございましたが、異

動されたということで、後任の池内豊委員にご出席をいただいております。それから、本日は大森

伸男委員がご欠席でございます。 

そのほかの委員は、皆さんに御出席いただいております。どうもありがとうございます。 

また、オブザーバーとしまして、今、ご挨拶いただいた農林水産省の北池室長のほか、菅谷班長

にもおいでいただいております。また日本養鶏協会、日本養豚協会からもご出席をいただいており

ます。どうもありがとうございます。 

次に、資料の確認をさせていただきます。 

配付しております資料は、議事次第、委員名簿、アニマルウェルフェアに対応した採卵鶏の飼養

管理指針（案）、これの豚の飼養管理指針（案）。また、参考資料として諸外国の基準の基となっ

ている採卵鶏の科学的知見の概要、これの豚の科学的知見の概要。それから、乳用牛飼養実態アン

ケート調査とブロイラーの飼養実態アンケート調査の計 7種類を配付してございます。お手元に届

いていないというようなことがございましたら事務局に申しつけいただければと思います。 

それでは、この後の会の進行は、座長の信國委員にお願い申し上げたいと思います。どうぞ、よ

ろしくお願いいたします。 

 

４ 議 事 

〔信國座長〕 

それでは、これから私の方で進行を務めさせていただきたいと思います。本日は、先ほど山下会

長からお話がありましたが、議事次第にも書いてありますように「採卵鶏及び豚の飼養管理指針に

ついて」ということになっております。議事の進め方として、両方に共通する一般原則をまずご議

論いただいて、その後、採卵鶏及び豚の飼養管理、それぞれについて報告をしていただいて、それ

に対するご意見等を出していただくという手順で進めてまいりたいと思っております。 

それから、終了時間は 5時ということのようでございますが、できるだけ十分かつ効率よく進め

てまいりたいと思いますので、ご協力お願いいたします。 

 

（１）一般原則について 

〔信國座長〕 

それでは、早速ではございますが「一般原則について」、事務局から説明をお願いいたします。 

〔事務局〕 

事務局から、「採卵鶏の飼養管理指針（案）」についての説明が行われた。 



3 

その中で、異なる部分は、1 カ所目が 2 ページの「5 つの自由」のなかの「⑤正常な行動ができ

る自由」で「例えば、豚におけるルーティング（鼻先で土やワラ等を掘り返す行動）等は、豚の中

に強い行動欲求があることが知られており、それらが阻害されることにより、尾かじり等の悪癖発

生の要因となるものと考えられている。」というところ、2 カ所目が「業として採卵鶏を飼養する

者」が「業として豚を飼養する者」になっているところであると説明があった。 

 

〔信國座長〕 

ありがとうございました。それでは、一般原則につきましてご議論をいただきたいと思いますが、

どなたからでも結構です―― 

それでは、私から一言だけ。参考となっていた⑤の「正常な行動ができる自由」について、採卵

鶏あるいは豚という形でそれぞれの家畜に対応する表現がありますが、これは参考ということであ

れば、それぞれのところで書いていただければいいのかなと思います。一般原則というからには、

何か全家畜に共通したものの方がいいのかなとも思うのですが、これは参考だからこういう取り扱

いでよろしいでしょうか。それとも、参考の部分も含めて全畜種に共通するような表現を何か考え

た方がいいのではないかということが私としては気になったところになります。 

〔兵頭委員〕 

アニマルウェルフェアという表現についてですが、この一般原則の中で「福祉という言葉が誤解

を生じる」というような表現がなされているのですが、私たち日本動物福祉協会は 50 年の歴史が

あり、殺処分もやっておりますが、それについては国民的な理解は十分得られていると思っていま

す。むしろ誤解は 1つもございませんでした。動物の場合の殺処分、いわゆる犬や猫に対しての殺

処分は長い間の歴史があって、やむを得ない場合には苦痛のないようにとか、殺処分数を少なくし

ようということを含めて「動物福祉」というような言葉を使っています。これまでの委員会の中で、

再検討をお願いしたいということをお願いしておいたのですけれども、今日ここで発表された以上

は、再検討された結果、アニマルウェルフェアという言葉を採用しようというふうに考えてよろし

いでしょうか。 

〔菅谷課長補佐〕 

この文章については、私ども事務局ともいろいろ議論いたしましたし、以前に行われた勉強会の

取りまとめも踏まえ、特に産業動物のアニマルウェルフェアを考えたときに、アニマルウェルフェ

アとはどういうものかきちんと位置づけたい、また家畜福祉というより、まずは快適性に配慮した

家畜の飼養管理として、ミニマムスタンダードとして、アニマルウェルフェアはこういうものだと

いうことを言葉の認知も含めて推進できたらいいなということで、この指針ではこういうふうに表

現させていただくということを結論づけたところでございます。 

〔兵頭委員〕 

ありがとうございます。私どもも非常に家畜の福祉、アニマルウェルフェアについては手をつけ

ていただいたということで大変感謝をしておりまして、これが初めての取組ですので、生産者にと

っても消費者にとっても動物たちにとっても今後発展させてあげたい、発展させなければいけない

のではないかと思って、今後も見つめたいと思っていますので、よろしくお願いいたします。 

〔山根委員〕 

今後、この指針をもとに各生産者団体がガイドライン等をつくるということですが、ガイドライ

ンというのは自主的に取り組めるところからつくっていくということで、統一的なものではなく、

それぞれ取り組める地域によって特徴もあるのでしょうが、できるところからつくっていくような
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形になるのかという質問と、あと見直しというのは必要な時期にというふうに書かれていますが、

ある程度定期的に普及の状態を見るとか、来年やってその後 5年後という感じよりは、一応 3年ご

ととかそういう決まりもあってもいいのではないかなということも感じるのですが、その辺はどう

お考えかという質問です。 

〔菅谷課長補佐〕 

一つ目のご質問については、山根委員のおっしゃるとおり、できるところからやっていきたい。

生産者団体にこれを見ていただいて、どういうふうにモディファイされるのか、いろいろ工夫があ

ると思いますので、そこはできるところからではないかなというふうに考えています。 

もう一つ、定期的な見直しの部分ですが、一番期待しているのが、科学的知見がどんどん積み重

なっていき、この部分はこんな知見が出てきたので見直していきたいというような形でやっていき

たいと思っています。ですので、知見の収集については定期的にずっとやっていきたいと考えてい

ますので、これはまた各委員の皆さんにもいろいろご協力いただきながら進めていきたいと思って

います。 

〔松木委員〕 

用語的なことで、今、菅谷課長補佐から「ミニマムスタンダード」という言葉がありましたが、

全体は飼養管理指針ということですね。そうすると、スタンダードを指針というふうに考えている

わけですが、1 ページのところの EU の国際的な動向のところのガイドラインは「基準」というふ

うにされています。英語ではスタンダードという、もう１つの言葉があります。本方針の活用の中

では生産者団体が自主的なガイドラインを作成するということで、英語のガイドライン、スタンダ

ード、指針というのと基準というのをどういうふうに使われているのか。 

それはただの用語上、形式的なものではなくて、いわばこの指針の位置づけというか、今後生産

者団体がガイドラインをつくるということですが、ヨーロッパなどは法令化によって基準にある程

度、何らかの規制なりを推進していくということなのですが、イギリスの場合などはリコメンデー

ション、勧告というのもありますが、段階的にどういうふうにしていくのか。将来は、何か法令的

なものを政府としてもつくって、例えば有機畜産みたいなＪＡＳ法に基づいたスタンダードといい

ますか、それをやられていく場合に、何か用語のはっきりした関係性というのを確かめておいた方

がいいのではないかというふうに思いますので、少し私もわかりにくいものですから、そこのご説

明をいただければと思います。 

〔菅谷課長補佐〕 

「基準」という言葉は余り使わなかったと思うのですが、基本的にはガイドラインあるいは指針

ということで整理しているつもりです。またガイダンスみたいな言葉も本当はあるのではないかと

いう気もしているのですが。言葉の整理が不十分であるとしたら、そこは再度見直したいというふ

うに思っています。言葉の使い方で問題があるかどうか、もう一度精査させていただきたいと思い

ます。 

あと、段階的なことを申しますと、少なくとも法令的にこれでどうこうというような形は考えて

いません。まず、我々がやらなければいけないことは、アニマルウェルフェアというものの考え方

を皆さん、生産者の方もそうだし、行政、あと消費者の方も含めて定着させていくということをし

て、その中で議論をしていただくことで、そこから先のいろいろな動きが出てくると思っています。

国として何か規制をするだとか、そういうことを考えて取り組もうとしているわけではございませ

ん。 

〔松木委員〕 
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そうしますと、例えば表題が「アニマルウェルフェアに対応した採卵鶏の飼養管理指針」となっ

ているわけですが、いわば考え方というふうにとらえた方がいいと。余り具体的に何らかの振興対

策の内容だとか、あるいは規制だとかが入ったものではなくて、日本の畜産業の中に初めてこうい

うコンセプトが入ってきて、その考え方を生産者なり消費者なり業界の人に理解してもらうと。あ

とは、具体的に生産者団体が自らアメリカのように行動基準みたいなものをつくるということを期

待するという、消費者団体なり食品業界が同じようなものをつくるということを促すという意味な

のですか。 

〔菅谷課長補佐〕 

「促す」という言葉は、ちょっと違うような気がするのですが、まずは生産者団体の方に見てい

ただいて考えていただきたいと思いますし、また議論もいろいろしていただいて、そこがスタート

かなというふうに思っております。基本的には松木委員のおっしゃる方向でやりたいと思っていま

す。 

〔松木委員〕 

僕らは大変期待しているわけですけれども、OIE のガイドラインだとか法令だとかというところ

までは行き着かなくても、こういうことを畜産業界の中で考えて、行政がそれにタッチするという

ことは物すごい進歩だという評価はしています。ただ、全体的に見ると、これを今「考え方」と言

われると大変すっきりするのですが、OIE のやっているような具体的な規制なり推進策を加味した

ようなところまでいっていないのではないかというのがあるのです。だから、考え方を第一歩とし

て進めていくという、最後の方にも見直すということが書いてありますが、表現として何らかの形

で「考え方」といった表現が入った方がわかりやすいのではないでしょうか。そうでないと、農林

省なり行政が指針というと、規制なり推進というニュアンスとして大変強く受けとめられると思い

ます。その割には内容が、我々からすると、このアニマルウェルフェアに対応したという、対応し

たのは恐らく OIE だとか国際的な情勢に対応したという意味だろうと思いますが、むしろそうでな

ければアニマルウェルフェアを目指すとか、そういう表現の方がすっきりするわけです。もし、

OIE だとか EU 等国際状況に対応したという「対応した」というところにあるとすれば、その辺は

余りにも内容が、別に「アニマルウェルフェア」とつけなくてもいいような飼養指針であると。で

あれば「考え方」とか「第一歩を踏み出す」とか、そういうニュアンスで書かれた方がわかりやす

のではないかなと思うのです。そういう意味で、指針とガイドラインと、基準というのは、2 ペー

ジのところに基準（ガイドライン）と書いてあるものですから、そういうふうに思いました。 

〔菅谷課長補佐〕 

OIE においてはアニマルウェルフェアに関する基準というのはなく、確かにここはガイドライン

が正確なので、直します。「基準」という言葉は不適切かなと思います。 

あと、OIE が今、飼養管理についても議論をしているところですが、そこでも非常に議論がいろ

いろあるようですが、「5 つの自由」をどこまで見るのだというのがやはりまだ収れんされていな

いところもあると思っています。 

我々は国際的な OIE の動きに対応したということで、ここで「対応した」という言葉を使ったつ

もりではなく、快適性に配慮した家畜の飼養管理ということで「対応した」という言葉を使わせて

いただきました。もしかしたら日本語としておかしいのかもしれませんが、ここは国際的に対応し

たという考え方ではないということだけはご理解いただければと思います。 

〔信國座長〕 

今の松木委員のご指摘ですが、むしろ日本語としての整理をもう少ししっかりした方がいいとい
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うことだろうと思いますので、アニマルウェルフェア、かみ砕いて言えば、アニマルウェルフェア

の考え方に対応した云々ということなのでしょうから、むしろアニマルウェルフェアを目指した採

卵鶏の飼養管理指針みたいな形なら松木委員のおっしゃった意味になるのかなと思いますので、そ

こはそういうぐあいにした方がこの指針の性格がはっきりするのではないかと思います。 

〔山下会長〕 

表題がそうなっているので「対応した指針」と。それぞれの部分の言葉を考えると今のようなご

意見になるのですが、全体がアニマルウェルフェアに対応した豚なら豚、採卵鶏の指針というもの

ですので、多分、そのガイドラインと指針と、英語を日本語にしたら多分ガイドラインは指針でも

あると「指針」と訳すのが普通ではないでしょうか。 

〔信國座長〕 

「アニマルウェルフェア」という言葉と対応ということの関係が確かに少し、先ほど私が申し上

げましたように「対応」というのは例えばさっきの例で言えば「OIE の基準に対応した」とかいう

言い方なら日本語として正確なのだろうと、ただ「アニマルウェルフェア」というのは一般名称で

すから、それに対応したというのはご指摘のとおり、かえって分りづらくなっているのでは。これ

は事業その他との関係もありますが、それが差し支えなければむしろ「アニマルウェルフェアを目

指した」とか「アニマルウェルフェアの考え方に対応した」という、「対応」するものが何なのか

というのをはっきりさせた方がいいのだろうと思います。そこは次回までにもう一度検討をしてく

ださい。 

〔松木委員〕 

今、山下会長からご指摘があったように、僕もその辺がはっきりしなかったものですから、なぜ

かといいますと、指針をガイドラインだというふうにしますと、このガイドラインとこれからやろ

うとしている生産者のガイドラインと、両方ガイドラインになり、そうするとどういう関係になる

のかなと。これからつくろうとする生産者のガイドラインに、このガイドライン、指針がどう関係

していくのかなという、形式で言えばガイドラインが 2つになってしまうわけです。だから、何か

その辺が、この考え方をもとにして具体的に各業界が自主的な行動規範といいますか、そういうも

のをつくろうという位置づけだということはわかるのですが、かなり重要な文書になると思うので、

恐らく議論していない人たちが読むと「ガイドライン、ガイドラインとあるのだけれども、こちら

のガイドラインとこっちのガイドラインの関係性はどうなのか」となってしまうのではないかとい

うことで発言させていただきました。 

〔菅谷課長補佐〕 

OIE のところを「基準」としていたり、明らかに間違っていたりする部分もあるので、もう一度

「ガイドライン」という言葉の使い方、「指針」という言葉の使い方を精査させていただきます。 

〔信國座長〕 

あと、これを基というか、ベースにしながら生産者の方々に肉づけなどをしていただき、よりよ

いものにしていただくと。ですから、そのときは、恐らく基準というようなことよりも、むしろみ

ずからお願いした申し合わせみたいな、そんな性格のものになってくるのではないだろうかと私と

しては思っております。「基準」とかというと、どうしてもきつくなるものですから、それは言っ

た途端に「それに違反しているではないか」というような指摘だとか「守られていない」とかとい

う指摘になるので、むしろ誘導の仕方としては、そういう申し合わせみたいなのがいいのではない

でしょうか。 

もう 1つ、先ほど松木委員のご指摘の中に、例えば JAS 法みたいな話が一部引用されましたけれ
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ども、今回設定する目的は、特別なものとしたのでは意味がむしろないので、全体にあまねくやら

ないといけないと、そう考えると先ほど申し上げましたように、つくっていただくのは申し合わせ

という性格のものからスタートした方がいいのではないだろうかと思っています。 

〔松木委員〕 

GAP みたいな、ああいう行動基準、ヨーロッパではかなり GAP というか、それと同じように家畜

福祉行動規範というのができているのです。それで直接支払いの対象になっていますので、そうい

う今、やられている自主的な行動規範、申し合わせというような位置づけをもしされるのであれば、

そういうのをはっきり明示された方が将来展望はわかりやすいですよね。 

〔信國座長〕 

ただ、その GAP みたいな形で位置づけていくと、それに対する一種の保障というようなものがあ

るわけです。だから、それは相当義務がはっきりしてくると。いきなりそういうものまでにいく段

階ではないのではないかということがあるものですから、そういう面で指針とか、そういう言葉が

今の段階ではいいのではないだろうかと考えているのはそういうことでありますし、これから生産

者の方々につくっていただくものについての性格づけというのもそういうものでないと、がんじが

らめにしてしまうと、むしろ反発ばかりが出てきて定着していかないということがあるのではない

かと思っているのですけれども。 

〔菅谷課長補佐〕 

政策的に直接支払いというお話もあったかと思うのですが、我々の考え方として家畜の快適性と

いう視点で動物を飼うということがこれまでなかなかなかった部分であると思っています。かなり

委員会の中でもご議論いただいたかと思うのですが、日本の生産者の方は家畜を精密に飼われてい

るとは思います。ただ、そうでない方がもしいらっしゃるのであれば、こういうやり方をきちんと

普及啓発していって、より家畜を快適に飼うという視点で見てくださいということをまずやってい

きたいと思っています。なかなか政策的に GAP だとか規範だとかいう意識は、少なくとも今はあり

ません。 

〔亀田委員〕 

私が生産者の一人として、この一般原則を読ませていただいて、ある意味生産者の立場から大変

ほっとしております。というのは、やはりこのアニマルウェルフェアの定義づけもはっきりと、

我々生産者全体が目指すべき方向性を示すということで、全体がこのアニマルウェルフェアに対応

した管理をしていけば、消費者からそのことを認めてもらえるであろうと、一部の者が引っ張って

いくという方向ではなくて、全体をという形の方がむしろ生産者は受け取りやすいだろうと思って

おりますので、こういう考え方でよろしいのではないかなと。多分生産者が最初に一般原則を読ん

だら、きっと次に多少基準的な側面もあろうかと思いますけれども、それらも積極的に前向きに取

り組んでいこうという気になるのではないかなと思っています。 

〔佐藤委員〕 

分科会のときに言わなかったのでちょっと申し上げにくいのですが、私も言葉の点で 1つ気にな

ったものがありました。豚の 2ページ目、鶏でも第 2の方でよく出てくるのですが「悪癖」という

言葉。畜産では一般的に使われていますが、動物が悪い癖をということになるので、もっと現象そ

のものを、豚だったら「尾かじり」と書いてありますので、そういう不適切な行動とか、あるいは

ヨーロッパなどではそのまま「カンニバリズム」を使っているのでそれらを使ったらいかがか。 

しかし、カンニバリズムと言われてもちょっとぴんと来ないかもしれません。あるいは、鶏の場

合もつつきですので、わざわざ言いかえる必要もないかなという感じがしました。 



8 

〔信國座長〕 

そうしますと、これは具体的にはどういう表現が考えられますか。 

〔佐藤委員〕 

「不適切な行動」でいいのではないでしょうか。2 ページ目の「行動欲求があることが知られて

おり、それが阻害されることにより」という原因まで書いてありますので「尾かじり等の不適切な

行動、発生の要因」と、豚が悪いとわざわざ言わなくてもいいかなと。 

〔信國座長〕 

だけれども、どうなのでしょうか。その原因は管理が悪いからそういうのが出てくるのですよと

いう面では、むしろ悪癖ということは、この場合はっきりするのではないでしょうか。 

〔佐藤委員〕 

それなら科学的な用語で「転嫁行動」とか、かじる行動は、物とかにするのだけれども、それが

豚の尾に向けられるということで、専門用語としては「転嫁行動」になりますが。 

〔信國座長〕 

むしろ、その方がいいのかもしれません。それは、また議論していただくとして、むしろ「正

常」という言葉が実は、それ自体がかなり幅の広いあいまいなものだということをここでは指摘し

ているので、結果として何か非常に家畜にとってもよくない行動が出てくるという話だろうと思い

ますので、そこの用語は、もう一度、豚の分科会で議論していただきたいと思います。 

そのほかに何かございますか。 

〔栗木委員〕 

私は、本指針の活用というところで今、言葉のことなどが論議されているのですが、最後のとこ

ろの「わが国では、これまでアニマルウェルフェアについて深く議論されることが少なかったため、

アニマルウェルフェアに対する生産者、消費者等の理解は必ずしも十分ではない」と書いてあるの

ですけれども、これをこの上の「普及啓発することを期待する」ということとつなげて、我々、生

産者としては、また生産者協会としては、これを受けとめてどう行動するかということやどういう

方向に進めばいいのかということを考えます。我々は、自主基準を、これをもとにつくって、そし

て消費者の方、国民の方にわかりやすい認定みたいな、第三者認定みたいなことまで、諸外国で行

われているような業界の自主規制、自主認定みたいなことまでいけば、この指針が生きるのかなと

思いながら、これから我々は業界でこの指針を受けて普及させていくという意味で、そういう方向

が望まれるのではないかというふうに感じております。 

〔信國座長〕 

文章としてもこれでいいでしょうか。 

〔栗木委員〕 

これでいいと思います。受けとめ方がむしろ重要なのかなと思います。 

〔信國座長〕 

ここでの「期待する」というのは、その前の「生産者が積極的に取り組み」という文にもかかっ

ていると思いますので、そこはむしろそういう形で積極的に取り組んでいただく、まさにその期待

されているということだと思います。 

〔栗木委員〕 

指針としては、これでいいと思います。 

〔信國座長〕 

そのほかに何かございますか。 
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〔兵頭委員〕 

今までの歴史から見ると、生産性の向上とか収益を優先してきて、ここで EU とかほかの諸外国

からアニマルウェルフェアの考え方が出てきて、僕たちは大歓迎しているのですが、普通の小動物

いわゆる犬や猫の場合には国民が直接見ていますので監視が行き届きます。今の農場ですと、一般

の方が見るようなところでは、もう生産されていないということで、ぜひとも生産者の方にきちん

と教育をしていただいて、そして各農場でも理想的な標語等を張っていただいて、毎日見ていただ

いきたい。私たちの関心が行き届かないところでなされますので、そのあたりでは本当に期待して

いるところです。私どもが力の及ばないところで、生産者の方がぜひひとつスタッフを含めて教育

を進めていただきたいなと思います。動物側に立っての考え方がこの時代にやっと出てきたなとい

うことで大歓迎をしているところですので、生産者の皆さん、よろしくお願いいたします。 

〔松木委員〕 

今のと少し関係するのですが、鶏なり豚なり、この後、飼養管理の具体的な項目があるわけです

が、これについて、生産者の方たちが今後、先ほど栗木委員が言われたように、自主行動基準をつ

くって、消費者により国内産の畜産物の需要を拡大するようなインパクトを与えるという方向性は

大変望ましいと思います。2 ページの「本指針の活用」の中に「生産者自身がアニマルウェルフェ

アの考え方を十分理解するよう努めるとともに、消費者に対しては畜産の実態を含めて正しい情報

提供に努め、理解の醸成を図ることも重要である」という一文が入っていますが、これは大変重要

なことであって、重要な文章だと思います。 

食品の安全性とか偽装の問題とかいろんなことがあって、消費者の方はかなり国内産に高い評価

を持っています。しかし、お米だとか野菜の畑はよく知っている、田んぼは知っているのだけれど

も、畜産がどういうふうになっているか知らないわけです。だから、そういう意味では「正しい情

報提供」という言葉をもうちょっと「情報公開」とか、少なくともこの項目については、畜産農場

の人たちは、自分のところは、これについてはこうだよというようなことを公開するような積極的

なことを通じて理解の醸成を図るというように、少し強目にできないかという気がします。 

〔亀田委員〕 

私は酪農ですので、畜産サイドの中では最も情報公開が進んでいると思います。教育ファームと

か、そういった形で消費者に牧場を開放して牛たちとの仕事なり体験を通じて理解を深めていくと

いうことを、もう既に酪農の世界では先んじてやっておりますので、今後これが、衛生、伝染病等

の関係もあるかと思いますけれども、それらも踏まえて養鶏、養豚にも進んでいくものであろうと

思います。今の状況の消費者が求めているもの、また、生産者が今その消費者の求めに応じて進め

ようとしていることは自然な流れだと思いますので、それらについて一言ここに加える必要はない

のではないかと思います。加えてもいいのですが、そういう流れが来ていますので、私はそれでい

いと思っています。 

〔菅谷課長補佐〕 

また検討させていただきたいと思いますが、「公開」という言葉がどうなのかなという気もして

います。「提供」と「公開」がどう違うのかというのは今の時点でははっきりといえないのですが、

一般的にこう飼われているのだよといった基本的なことから情報提供していかなければいけないの

かなという認識があったものですから。私ども畜産物価格の理解、醸成といった話で、消費者の方

との会議などもやらせていただいていますが、基本的なところでまだまだ伝わっていない部分があ

るのかなと思っています。まずはいろんな情報を提供していくということを考えるのがいいのかな

と。「公開」という言葉のイメージがどうなのかというのが今の時点ではわからないので、検討さ
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せていただきたいと思います。 

〔竹延委員〕 

例えば、ヨーロッパに行くと 200 年も前の豚舎といいますか、レンガ造りの建物があって、そこ

で豚を飼っていると。向こうは肉というのはたくさん食べますから、歴史的な流れの中で、豚が身

近にレンガ造りの豚舎で飼われていると、内部は近代化していても、豚舎というのはそんなに変わ

っていないというのが多いのです。その中で、やはりアニマルウェルフェアというのも皆さん、近

くに豚舎があって、その中で「ああ、あそこで豚が飼われているのだったら、それに対して」とい

う関心が日本などに比べてずっと強いと思うのです。今、日本だったら 20 年前、30 年前の豚舎と

いうのが一番古い、もっと古いのがあるかもしれないですが、そういう中で我々生産者もアニマル

ウェルフェアというものというのは、生産者団体でも「一体何なんだろう、アニマルウェルフェア

とは」というところから始まり、少しずつ理解していかなければいけないと。団体などで説明して

いるのは、例えば水はしっかり飲めているかというと、飲水器からどれぐらいの水が出ているのか

とか、餌箱はどれぐらいで 1つあれば豚が満足に食べているかと。私どものイメージからすれば、

そういうふうなことをきちんと考えていけば、結果としては豚に快適だと。まず、そこから皆さん

に理解していってもらうといいますか、少なくとも快適でなかったら豚は大きくならないですよと。

そうなってくると、先ほど兵頭委員から標語なんかが、例えばしっかり水が飲めているのかとか、

寒がっていないのかなとか、そういうところから一歩一歩進んでいけばいいのではないのかなと。 

一方では卵は自給率が 90％をうんと超えているのでしょうけれども、豚というのは何とか半分、

50％を超えるか下回るかというところで、まだまだ体質が強くない中で、恐らく消費者の皆さんは

国産の豚肉を食べたいなと思いながら、こういうアニマルウェルフェアということも考えていかな

ければいけないという、天秤みたいな中で、歴史の浅い養豚というのが少しずつ力をつけていきな

がら、豚にとっていい環境をつくっていきたいなと思っております。 

〔信國座長〕 

もう一度検討はしてもらいたいと思うのですが、実はこの間放牧畜産ということをひとつ推進し

ていこうというのでいろいろやって、こういうことを記帳していること云々というのを議論したの

ですけれども、どういう措置をしたとか、記帳だとかするのがむしろ当たり前になっていて、それ

を大変だなという人は、実はやるべきところまでまだ来ていないという、情報はいつでもきちんと

提供できるような状況になっているというのが一般的になるという方が本当はいいのではないのか

と。ですから、公開というようなことになると、何も隠すわけではないのですけれども、いつでも

提供できる状況というのが非常に重要だろうと。それを、こうですよ、こうですよというのは何か、

片一方でそのことを、自分のところの産物を有利にというのと裏腹の考え方ではないかという気も

しますので、ここは、私としては「情報提供」でいいのではないかと思います。最終の詰めのとこ

ろまでにそこは議論して整理しておいていただきたいと思います。 

〔松木委員〕 

考え方ということであれば、先ほどから生産者の方たちが自主的に進められていくという、生産

者のガイドラインの中に積極的に自分たちは情報を公開するのだとか、そういうことで実際に入っ

ていけば構わないと思います。ただ、何か少しインパクトを与えるような表現の方がいいかなと思

っただけですので。 

〔栗木委員〕 

今の論議の中で私も申し上げましたように、バイオセキュリティーの問題もあって、普通で考え

られるような公開というのはなかなか難しいと思います。しかし、理解を得られるとか情報を提供
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するとかいうことからいけば、何かしら見える形を示さないといけないというふうに思うのです。

そうすると、業界でこの指針に沿って自主基準なるものをつくって、その基準認定を行って、こう

いう基準で我々業界はやっていてそれをちゃんと認定していますよ、認定するのには、今座長がお

っしゃったように記帳するとか記録するとか、いろいろそういうものから判断や調査をして、そし

ていろんな基準に合致しているということを認定して、この産物は自主基準をクリアした認定され

た農場で生産されましたよというようなことがされていけば、それが情報としてちゃんと伝わるの

ではないのかと思います。そういうふうにやっている国も欧米ではありますので、そういうものも

参考にしながら、我々業界としては今後進めていく必要があるのかなという話し合いも業界内では

若干なされているという状況ですので、事務局の方に、そのあたりも酌み取っていただいて、次回

最終に決めるときに表現できればいいかなと思います。 

〔山根委員〕 

今のところで、私はこの文章でいいと思うのですが、情報提供と理解の醸成というところで「消

費者に対しては」ということで書かれていますけれども、私は消費者だけではなくてアニマルウェ

ルフェアをみんなで理解するのは流通販売業者、食品産業の人、外食関係の人、そういった人たち

も含めてみんなで理解するべきことだということだと思います。ただ「消費者」という言葉にすべ

てを含めて、だれでも消費者ということで、そこにいろんなかかわる人すべてを含めたという意味

であればそれでいいなというふうに感じています。 

〔信國座長〕 

それでは、次の各論に入る前に 10 分ぐらい休憩をとりたいと思います。 

では、あの時計で 15 分に再開したいと思います。よろしくお願いします。 

 

＜ 休 憩（15：05～15：15）＞ 

 

（２）採卵鶏の飼養管理 

〔信國座長〕 

それでは、先ほど申しましたように、各論の部分について、まず採卵鶏その後、豚ということで、

それぞれに説明していただいて議論していくということで進めたいと思います。 

まず採卵鶏につきまして、分科会の座長を務めていただきました山本委員にお願いいたします。 

〔山本委員〕 

採卵鶏分科会の座長をしております山本です。よろしくお願いいたします。 

採卵鶏の分科会で指針をまとめるという作業を承りまして、いろいろ議論を闘わせてまいりまし

た。その案がまとまっていますので、ここでご報告させていただきたいと思います。 

採卵鶏の飼養管理指針をまとめるに当って分科会で出てきた事項がまず 2 つございまして、1 つ

はこの指針を生産者団体の方々が受けとめて、自分たちのガイドラインをつくられるだろうと。そ

のためには、できるだけ採卵鶏を飼養管理するときのあらゆる領域をカバーできるものをこの指針

の中に取り込んでいこうということです。 

もう 1つが、いろいろと項目を書くに当ってできるだけ具体的性を持たせて、わかりやすくして

いこうと。数値としてあらわせるところは数値としてあらわしていこうという、その 2つを頭に入

れながら分科会で議論をさせていただきました。 

それでは、主な内容をご報告させていただきます。 

3 ページの「第 2 採卵鶏の飼養管理」ということで、1 つ目に「管理方法」という項を立てて
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おります。 

①観察・記録では、鶏が快適に飼養されているかどうかという確認をすることが非常に大事だと

いうことで、その確認をするときのチェックポイントを書いていまして、けががないか、飼料及び

水が適切に給与されているか、換気が適切に行われているかということをここで書いております。 

②鶏の取扱では、鶏に不要なストレスを与えたり、けがをさせたりしないように丁寧に取り扱い

なさいということを書いています。ケージから鶏を取り出す場合の留意点もここに書いております。 

③ビークトリミングでは、「しりつつき」を防止するための注意事項を書いており、どうしても、

しりつつきというのが防止できないときにはビークトリミングというのもやむを得ない手段である

のではないか。しかし、その場合も生後 10 日以内に限り実施するとか、その辺の注意事項を書い

ております。 

④誘導換羽では、鶏をできるだけ長く飼育して採卵鶏として飼っていきたいというときに誘導換

羽というのが行われる。しかし、その誘導換羽を行う場合でも 24 時間以上の絶食は推奨されない、

絶水は行わないというような手法を書いております。 

⑤病気、事故等の措置では、けがをしたり病気にかかったりしているおそれのある鶏は、可能な

限り迅速に治療や措置を行う。そして、著しい生育不良や虚弱な鶏は安楽死も検討することが必要

ではないかということを書いております。 

⑥鶏舎等の掃除・消毒では、鶏にとって快適な環境を提供するためには建物とか器具を洗浄し、

消毒を行い清潔に保つことが重要ですということを書いております。 

⑦有害動物等の駆除・防止では、病原体が侵入しないように、できるだけ清浄化することの重要

性、有害動物であるネズミとかハエの侵入防止、駆除に努めなさいということを書いております。 

⑧の種鶏の飼養管理では、種鶏の独特な注意点をここで書いております。雄の種鶏の場合、蹴爪

が生えたりとか、鈎爪が生えたりとかしますので、そういうときにほかの鶏を傷つけないように、

その辺の注意点を書いております。 

⑨飼養管理者等のアニマルウェルフェアへの理解の促進では、やはり何といっても管理者につい

て、アニマルウェルフェアということを頭に入れてもらわないといけないのではないかということ

で、特別に項を起こしました。鶏の管理者及び飼養者は、鶏の健康を維持する、快適な環境を整備

するということの重要性、必要性を十分理解してほしい。そのためには飼養管理方式、病気の発生

予防などに関する知識の習得に努めてほしいということを書いております。 

次は 2として「栄養」という大きな項目を起こしております。 

①必要栄養量・飲水量では、発育段階に応じて適切な栄養素を含んだ飼料及び新鮮な水を給与す

ることの必要性を書き、その場合やはり発育ステージ、成長段階に応じて必要な栄養量を与えなけ

ればならないということで、「日本飼料標準」というテキストが出ていますので、それを参考にし

ながらしっかりと餌を与えてほしいということを書いております。 

②飼料・水の品質の確保では、飼料及び水に汚染がないかどうかというのを定期的にチェックし

なさい、そして給餌器、給水器の掃除を行いなさいということを書いております。 

③給餌・給水方法では、給餌器・給水器については、鶏が十分な餌・水を摂取できるようにスペ

ースを確保してやることが大事ですよということを書いています。そのためには、常日ごろからし

っかりと鶏の観察を行ってくださいということをここで書いています。 

3 番に「鶏舎」という項目を起こしております。鶏舎の構造上どういうことに留意しなければな

らないかということで、温度・湿度が大きく変化しないようにしなさいとか、ハエとかの有害動物

の侵入を招かないようにしなさいとか、鶏の観察が行いやすいようにしなさいと、そういう留意点
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を書きまして、主に 2つ、主流となっている開放型鶏舎と閉鎖型（ウインドウレス）鶏舎のおのお

のについて、その特徴を記載しています。 

4 番目といたしまして「飼養方式、構造、飼養スペース」という項目を起こしております。 

①飼養方式では、飼養方式にはケージ方式、平飼い方式、放し飼い方式がありますよということ

をここで書いて、ケージ方式、平飼い方式で、おのおのの飼い方の特徴をここで書いています。例

えばケージ方式だと、鶏の行動や運動が制約されるという欠点があるが、鶏の個体管理が容易であ

るとか、鶏と排せつ物が分離されるので衛生的に飼えるとか、そういうことを書いております。 

②構造では、簡単に掃除、消毒ができて、交換が容易な材料が用いられていることが望ましいと

いうことを書いております。 

そして、ケージの高さですが、成鶏の場合は 40 ㎝以上の高さにしてほしい、床は糞が下に落ち

るようにスラット床にしてほしい。ただし、スラット床でも鶏が体のバランスを保ちやすいように

常時縦横 2本以上の線を 1つの足がつかめるような構造にしてほしいということを書いています。 

また、ケージには産んだ卵を取りやすいように傾斜をつけているのですが、余り傾斜がきついと

鶏がバランスを保ちにくいということで 8度以下にしてほしいということを書いております。 

③飼養スペースでは、1 羽当りどれぐらいの飼養スペースをとったらいいのかということを書い

ております。また、飼養スペースについては管理者がよく鶏を観察して判断すべきだということを

書いておりますが、海外等の知見もここに載せて、1 羽当り 430～555 ㎠ぐらいというのが推奨さ

れますというのを書いています。 

次に 5として「鶏舎の環境」という項を立てさせていただいています。 

①熱環境では、採卵鶏にとって快適な温度というのは 20～30℃とされていますので、できるだ

け快適性に努めてほしいということで、鶏が暑過ぎた場合、寒過ぎた場合にとる行動の特徴をここ

で書いています。例えば、暑過ぎるとパンティング、口をあけてあえぐとか、そういうことが見ら

れます、寒いときには震えが出てきます、そういう特徴をここで書いています。 

②換気では、新鮮な空気を供給し鶏舎内をきれいに保つということが欠かすことのできないこと

ですというのを書いています。特に、アンモニア濃度は上がらないように注意してほしいというこ

とを書いています。 

③照明は、いろいろと重要ですが、鶏が飼料及び水の摂取の行動が正常に行えるように、常にそ

の明るさに留意してほしいということを書いております。 

④騒音では、鶏が音に驚くといろいろな事故を引き起こす誘引になりかねないということで、可

能な限り鶏舎内の設備から出る音は小さくしなさい、そして絶え間ない騒音や突然の騒音は避ける

ように努めてほしいということを書いています。 

最後に 6「その他」の項目を起こしております。 

最近、鶏の飼い方は、かなり自動化が進んできていまして、給餌器や給水器というもので機械的

に餌、水を与えるという形が進んでいます。そこで、その辺の機械類、換気扇などが正常に作用し

ているかというのを必ず 1日 1回チェックしなさい、もし機械がトラぶっていると鶏に対して適正

な環境を与えられない、その辺をしっかりチェックしてほしいということを書いています。 

②緊急時の対応では、鶏をしっかり飼うには緊急事態にも備えておく必要があるのではないか。

例えば、火災があったとか、大雨が降ったとか、そうした場合に備えて危機管理マニュアル等を用

意してほしい。常日ごろからこれを頭に入れて、いざ突発的な事故が起きたときにも飼養者が、的

確に対応できるように準備するということを推奨しております。先ほども申しましたように、自動

化が進んでいますので、停電というようなことがあったときには大変ですので、自家発電機とか代
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替システムを整備する等の対策をとることも必要ですよということで書いています。 

以上、各委員との議論を踏まえまして案としてまとめたものをご紹介させていただきました。 

〔信國座長〕 

どうもありがとうございました。分科会で議論していただいた案を出していただきましたが、皆

さんの方でこういう項目が抜けているのではないかとか、ここのところはおかしいのではないかと

いうことがあれば出していただきたいと思います。いかがでございましょうか。 

〔村田委員〕 

私は大体これでいいと思っているのですが、3 ページ目の上から 3 行目に「飼養環境が変化した

直後や暑熱時期」とありますが、この次に「寒冷時期」というのも入れた方がいいのかなと。これ

は、豚の方にも共通すると思うのですが。 

あと、もう 2 点あるのですが、8 ページ目の②構造で、ケージの高さが成鶏の場合 40 ㎝以上と

なっていますが、育成鶏もケージで飼育するケースというのは結構多いものですから、もしこの指

針を生産者団体の方に示したときに、育成鶏はどういう指針になっているのかとか、その点が記載

されていないので、これはちょっと検討の必要があるのかなということが 1つ。 

あと、③飼養スペースのところで、1 羽当りの飼養スペースが 430～555 ㎠になっていますが、

白玉鶏、赤玉鶏という種類があって、体重がちょっと赤玉鶏の方が大きい。白玉鶏も赤玉鶏も両方

包含してこのスペースにしてしまうのか、それを分けた方がいいのか、この辺の検討もちょっと必

要なのかなというふうに感じました。 

〔山本委員〕 

そうですね。次回の取りまとめのときの参考にさせていただきます。 

〔兵頭委員〕 

幾つか教えていただきたいのですが、鶏舎等の消毒とか有害動物の駆除、これは私たち一般的に

もわかるのですけれども、実際、鶏のことをよく知らないものですから、ちょっと教えて下さい。 

ビークトリミングというくちばしを取ることやいろいろな注意事項があったのですが、これはや

はり最終的にはなるべくなくしていく方法で検討しようということで、注意するところはこんなふ

うに注意してくださいという意味でいいのですか。 

〔山本委員〕 

そのとおりです。 

〔兵頭委員〕 

それから、誘導換羽というのがありますが、これも代替法について、下の方に書いてありますが、

代替法にするには現在どれぐらいの率でどのような状況になっているのですか。 

〔山本委員〕 

アンケートで実態調査をした結果では、代替法で誘導換羽をやっておられる割合はかなり低いで

す。強制換羽をやられているところは少なくなってきているのですが。普通ですと成鶏になると 1

年半ほどで自然と換羽を始めまして、産卵率が急に落ちてくる。しかし、長く飼っていきたいとい

う、比較的規模の小さいところは長く飼われるのですが、そういうところがこういう誘導換羽を行

っています。 

〔兵頭委員〕 

たくさん飼っているところでは代替法をやって、いわゆる誘導換羽、強制的な断食ですね、それ

はほとんどやっておられないと、現実では。 

〔栗木委員〕 
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誘導換羽というのは、今、委員がおっしゃったように、以前は断餌・断水ということで、水も与

えない、餌も与えない期間をもってやっていたのですが、今は断水するのがほとんどなくなって、

ほとんど給水して断餌をする。それから、今、餌を与えながら誘導換羽を行うという方式があるの

ですが、餌を与えながら行うというのがかなり今は普及をしてきております。これも急速に普及を

しておりますから、割と早い時期にかなりの普及率になるのではないかと思います。ちなみに私ど

もなどはもう数年前から全群餌を与えながらの誘導換羽をやっています。 

〔兵頭委員〕 

代替法というのは低カロリー、低蛋白の飼料を給与するものを代替というふうに理解してよろし

いですか。 

〔栗木委員〕 

そうです。 

〔兵頭委員〕 

それから、廃鶏になったときの実際の処分の方法等は。卵を産めなくなった鶏たちはどこへ行く

のですか。 

〔栗木委員〕 

全くブロイラーと同じようにアウト、鶏舎から出して、鶏の処理場といいますか、肉にする食鳥

処理場へ。 

〔兵頭委員〕 

ほとんど肉になっていくわけですか。そのために肥育はどこかでするとか、それはないのですか、

そのままですか。 

〔栗木委員〕 

肥育は特にしないで、卵を産み終えたらそのままブロイラーと同じように、ブロイラーは肉を取

るのが目的で育てられるのですが、卵を取るように育てられた鶏が卵を経済的にベースにならなく

なったところで食鳥処理場へ出荷すると、そしてブロイラーと同じように処理をされて肉になる。

肉の利用の仕方が若干違うというだけで、肉になるまでは大体同じです。 

〔兵頭委員〕 

どちらにしても処分される動物だからというところで手荒なことをぜひなさないような教育を、

愛情を持って。 

〔栗木委員〕 

それは手荒なことをして、例えば羽根の骨が折れたとか、何か事故が起きますと、食鳥検査でそ

ういう事故が起きた鳥は商品にならないということになりますから、経済的に損失があるので、で

きるだけそういうことのないようにやられております。ただ、中には終わったからといって手荒に

やる人もないことはないので、そういうことがないように啓蒙していくということだと思います。 

〔兵頭委員〕 

扱い方についても、ご指導していただきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

〔松木委員〕 

誘導換羽ですが、従来からいうと強制換羽という、これを誘導換羽と言われたのは、今言ったよ

うな内容が変わりつつあるからという広い意味で使われているということですね。 

〔栗木委員〕 

そうです。表現がその方がいいだろうと。 

〔信國座長〕 
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佐藤委員、ここは項目として「悪癖防止」と、ここはこう書かざるを得ないのかなとも思うので

すが。 

〔佐藤委員〕 

しりつつきとか、そういう行動自体の表現の方がいいのではないかなと思います。悪い癖という

のはちょっと。専門用語だと、先ほど言ったように「転嫁行動」なのだと思います。あるいは、過

剰な攻撃行動ということなのでしょう。 

〔山根委員〕 

ビークトリミングという言葉を全然知らなかったのですが、この言葉の説明が全く書かれていな

いので、括弧で何か日本語訳みたいのを書いていただくか、あとほかのところで見ると、付録の参

照というようなところもありますが、何かやっぱり日本語の意味が知りたいと思います。パンティ

ングとかクーリングパッドとか、そういった片仮名は全部括弧で説明があるので大変助かります。 

〔信國座長〕 

それは検討していただきたいと思います。 

この部分はどちらかというと生産者向けに書いてあるので、生産者の方は当然知っておられると

いうことのようなのですが、消費者の方にも実態を知っていただくためにそこは少し工夫していた

だいた方がいいかなと思います。 

〔兵頭委員〕 

先ほども「消費者」という言葉があったのですが、国民的な意識の高まりの中でこのアニマルウ

ェルフェアが出てきていますので、消費者に限定しないでと先ほど発言なさった方もおられますが、

ぜひひとつ国民的な高まりの中からという対応をしていただきたいなと、非常に国民も関心を示し

ているものですから。もちろん考え方によりますが「消費者」というとかなり限定された言葉にな

ってきますので、意識の向上というか、動物愛護というのが世界的に高まっている中でこういうこ

とがなされてきていますので、何かいい言葉があれば。 

〔信國座長〕 

どうでしょうか、そこは別なところで「国民に」というような、これはちょっとやっぱり大上段

に振りかぶっているかなと。むしろ、私はここで「消費者」というのは、生産者以外の方という意

味だろうと思っているのですが。 

〔兵頭委員〕 

生産者も１つの消費者ですよね。 

〔信國座長〕 

生産者も別な産品については消費者ですが、基本的には自分がつくっているものについては生産

者だろうと。だから、自分がつくっていない人については消費者だろうということで、そういった

方が逆にわかりやすいのではないかなと思うのですが。 

〔森委員〕 

私は佐藤委員と一緒ですが、悪癖というのがずっと引っかかっています。業界用語ならしようが

ないなと思っていますが、獣医学の世界で行動医学や何かでは「問題行動」という言い方をします。

問題行動というのは、正常な行動も含まれれば異常な行動も含まれて、非常に幅の広い、つまり飼

い主とか飼養者が問題と感じた行動を「問題行動」というのです。例えば犬が自分のテリトリーを

守って侵入者に対してほえるというのは、これは非常に正常な行動なわけですが、隣近所に気兼ね

をする飼い主には問題行動になると。だから鶏がつつくというのもある種正常な、彼らの社会的な

行動の 1つとも考えられるのですが、それをある状況でやられると困るという場合には、それは人
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間側の見方を主軸にして「問題行動」という言い方になります。我々がこれを書くとすれば悪癖防

止というのは「問題行動への対応」とか、そういう言葉を使うのだろうなというふうに思いながら、

でも業界で一般的であれば、それでもいいだろうという印象です。 

〔信國座長〕 

そこは分科会でもう 1回検討していただきたいと思います。 

そのほか、アドバイスを含めて何かございましたら。―よろしいでしょうか。そうしましたら、

もし必要であれば戻るということで、次の豚の方につきましても議論をしていただきたいと思いま

す。 

 

（３）豚の飼養管理 

〔信國座長〕 

では、木下委員、お願いいたします。 

〔木下委員〕 

豚分科会の座長の木下でございます。それでは、お手元に配付されております資料の第 2の「豚

の飼養管理」のところからご説明を申し上げたいと思います。基本的な構成は、採卵鶏の方と同じ

ようなものでございます。 

最初の第 2 の「1 管理方法」というところで①観察・記録を書います。豚が快適に飼養されてい

るかどうかを確認するためには、豚の健康状態を常に把握しておくことが重要である。少なくとも

1日 1回観察をするというようなことを書いております。 

それから、観察をする際には豚に健康悪化の兆候がないか、けがの有無、尾かじり等の、ここは

悪癖とありますけれども、これは修正が必要かもしれませんが、そういうことの発生がないかを確

認することに加えて、飼料とか水が適切に給与されているか、あるいは換気が適切に行われている

か等チェックするというふうに、全体としては非常に具体的に、実際に生産者の方がこのガイドラ

インで実行できるように、できるだけわかりやすい言葉で書くように気をつけております。 

母豚について、豚の栄養状態を示したボディコンディションスコアということで、豚の姿を、後

ろから 2枚目に、非常にやせているものから太っているものまでありますが、そういう絵でもわか

るようにしております。あと、記録のことを書いております。 

②豚の取扱では、豚は好奇心が強い反面、周囲の環境変化に敏感に反応するということで、不要

なストレスを与えたりけがをさせたりしないよう丁寧に扱うということで、具体的に豚がストレス

を感じないように、野犬等の動物との接触あるいは管理飼養者が突発的な行動を起こさないように

するとか、極めて基本的なところでありますけれども、そういうことも書いております。 

それから、豚を移動させる場合にパネルを使った方がいいとか、それから豚は社会的順位を確立

するために闘争する習性があり、これがけがだとかの原因となりますので、経営的には群の異なる

ものを一緒にしたりするケースがありますので、そういうときにけんかをしたりするので注意が必

要であるということを書いております。 

③のところは歯を切ったりしっぽを切ったり去勢したりということについて書いてあります。 

新生子豚の管理ということで、アは歯を切るということですが、これは生まれてすぐの子豚には

8 本の鋭い歯が生えているため、母豚の乳を取り合いする際にけんかをしてけがをさせて、母豚の

乳房を傷つける可能性があります。そういう問題がありますので、歯切りはそのような事故を防止

するための手段の 1つということで、その際に、子豚への過剰なストレスの防止あるいは感染症の

予防に努めるということで、生後 7日以内に実施するということもここに書いています。もし、実
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施した後に化膿とかが見られる場合は速やかに治療を行う。「なお」のところで、そういうストレ

スを軽減する手法としては、切るということではなくて「磨く」という方法も一部で実施されてい

るということを書いております。 

それから、断尾にいては、梅雨時期の多湿等から豚が何らかのストレスを受けた場合に他の豚の

尾をかじる行動等が見られるわけですが、特に尾をかじる行動が起きた場合は、その行動が群の中

にすぐ広まって、尾かじりをされた豚はストレスによって飼料摂取量や増体量が低下したり、けが

がひどい場合には死亡したりするケースもあるということで、いろいろなストレスの軽減によりあ

る程度の発生を減らすことは可能という意見もありますが、さまざまな努力を講じても尾かじりを

防止できない場合は断尾を行うことも手段の 1つということで、その際は、歯切りのときと同様に、

子豚への過剰なストレスの防止、感染症の予防に努めつつ、これも生後 7日以内に実施をする。化

膿等が見られた場合には速やかに治療を行うということを書いております。 

去勢については、雄の豚を去勢しないで肥育した場合には、豚に雄特有のにおいが生じて消費者

に好まれない豚肉が生産されるということですので、食用に供する雄豚は去勢することが必要であ

る。去勢は、前と同じですが、過剰なストレスの防止、感染症の予防に努めつつ、生後 7日以内に

実施をする。化膿等が見られる場合には速やかに治療を行うということを書いております。 

また、豚の 1頭 1頭を確認するために個体識別で耳刻、耳を切ったりするわけですが、その場合

も過剰なストレスの防止、感染症の防止に努めつつ生後 7日以内に実施する等書いております。 

⑤離乳についても、早期離乳が病気のコントロールという点で有効な手段ですが、弊害も起きる

場合があるということで、早期離乳は子豚の生理特性を十分に理解し、必要な設備及び技術を習得

した者により実施することが望ましいということを書いております。 

⑥病気、事故等の場合の措置では、けがをしていたり病気にかかったりしているおそれがある豚

が発生した場合は、可能な限り隔離ペン等に分離し、迅速に治療を行う。しかしながら、治療を行

っても回復の見込みがない場合、あるいは著しい生育不良や虚弱な豚は、環境省の告示にございま

す「動物の殺処分方法に関する指針」に準じて安楽死ということも検討するということをここに書

いております。 

⑦豚舎等の清掃・消毒ですが、豚にとって快適な環境を提供することは、病気の発生予防にもつ

ながることから洗浄，消毒を行うというふうに書いております。 

⑧有害動物等の防除・駆除ですが、豚舎内に病原体が侵入すると、全群に一斉に病気が広まる危

険性が高いため、病原体の伝播や飼料の汚染等の原因となるネズミ、ハエ等の有害動物の侵入防

止・駆除に努めるということを書いております。 

⑨管理者等のアニマルウェルフェアへの理解の促進は、採卵鶏のところと同様ですが、豚を実際

に管理される方、飼養者、これは豚にとっての快適な飼養環境を整備することの重要性、必要性に

ついて十分な理解をして、豚の異常を発見した場合には速やかに改善対策を講じるよう努める。そ

のために飼養管理方式や病気の発生予防等に関する知識の習得に努めるということを書いておりま

す。 

次に、2の「栄養」のところです。 

①必要栄養量・飲水量ですが、豚が健康を維持して正常な発育、繁殖等の活動を行うためには、

豚の発育段階等に応じた適切な飼料を給与する必要があるということで、ここは飼養標準等に言及

しております。また、水は汚染されていない新鮮な水を給与する必要があります。 

②飼料と水の品質の確保ですが、飼料及び水は、給餌器とか給水器に長期間貯留した場合には、

カビや雑菌による汚染等の問題が生じるため、定期的なチェック及び清掃を行う。それから、飼料
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及び水にネズミ、野鳥等の野生動物の排せつ物等が混入すると、病気が発生する原因となるので、

これらの動物の侵入防止に努める。 

③給餌・給水方法については、給餌器や給水器は、すべての豚が必要量の飼料や水を摂取できる

よう十分なスペースの確保に努めることとする。飼養者、管理者は、豚に過剰な闘争が起こらない

よう、給餌・給水方式に応じて十分なスペースが確保されているかどうかを観察する。それから、

すべての豚に毎日新鮮な飼料を必要量給与する。また、一番下に水は毎日新鮮で汚染されていない

ものを十分給与するということを書いております。 

次に 3の「豚舎」については、豚舎を建設する際には、豚舎内の環境が豚にとって快適であるこ

とに十分配慮することが必要であるということで、特に暑熱や寒冷等の気象環境の変動によって豚

舎内の温度・湿度が大きく変化し、豚の健康に悪影響を及ぼすことのないよう努める。それから、

豚舎の破損箇所によるけがの発生が生じないように豚を保護するとか、病原体の侵入、ネズミ、ハ

エなどの有害動物の侵入や発生を防止するように設計する等書いております。 

また、豚舎の形態として、自然換気型あるいは強制換気型豚舎がありますので、それの特徴を書

いております。 

そして 4の「飼養方式、構造、飼養スペース」になります。 

①飼養方式では、アはストール、1 匹 1 匹飼うというものと、群飼方式、それから放牧方式とい

うふうに書いております。それぞれについて、特徴、メリット、デメリットを記載しております。 

ストール方式ですと、社会的順位を確立するためのけんか、闘争等が発生しない。それから、個

体管理ができるということがありますけれども、その反面、行動が制約されることにより運動不足

となり、脚弱となる危険性があるとか、他の個体との親和行動が制約されるというメリット、デメ

リットがある。 

群飼方式では、豚の社会的行動や運動は制約されないけれども、飼料の摂取量の個体管理を確実

に行うことが難しいとか、あるいは社会的順位を確立するための闘争や、発情時の乗駕等によって

脚を痛める等のけがが発生する危険性があるというようなことを併記して書いております。 

放牧方式では、豚の行動が制約されないということの一方で、飼料の摂取量等のきめ細やかな個

体管理を行うことが難しいとか、あるいは放牧地の石等によるけがの発生や、野犬等の野生動物に

よる被害、細菌や寄生虫の感染等の危険性もあるということで書いております。 

②構造では、豚房やストールは、豚が足を滑らせたり、突起物等によってけがを防止したりする

とともに、簡単に清掃・消毒ができ、交換が容易な材料を用いることが望ましい。 

床についても、スリップ等によるけがの発生がなく、豚にとって快適で安全なものである必要が

ある。快適な床の素材はということで、次のように、排水がよく、床の表面が乾燥しやすいことと

か、スリットの幅とか滑りにくい構造であること、突起物がないこと等書いております。 

それから、分娩豚や泌乳中の母豚を飼養する施設は、次の点を考慮することということで、枠場

の棒または取りつけ器具に妨げられることなく、立ったり横になったりできること。支障なく飼料

及び水を摂取できること。それから、子豚の圧死を防止できること。子豚が母豚から自由に授乳で

きることと書いております。 

③飼養スペースでは「必要な飼養スペースは、飼養される豚の品種や体重、豚舎の構造、換気の

状態、飼養方式、１群当りの飼養頭数等によって変動するため、適切な水準について一律に言及す

ることは難しいが」ということで、重要なのは管理者、飼養者が豚をよく観察し、飼養スペースが

適切であるかどうか判断することということでございますが、アのところで育成・肥育豚につきま

しては、諸外国でも採用されておりますが、必要面積＝係数×体重の 0.67 乗ということで、これ
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に当てはめて参考として体重ごとの 1頭当りの必要面積を示しております。 

それから、繁殖雌豚につきましては、単飼、1 頭 1 頭飼う場合と群飼する場合で必要な飼養スペ

ースが異なるということで、ストールで飼う場合で必要な飼養スペースは、飼養される品種等によ

っても変動するけれども、間口を 60 ㎝以下に狭めると大型の妊娠豚は寝起きが不自由で、枠に腹

部が圧迫されたり、乳房を他の豚に踏まれたりする等の事故が起きるおそれがあるため、60 ㎝

（幅）×180 ㎝（奥行き）以上の広さを確保することが推奨されるということで、具体的に書いて

おります。 

それから、群飼方式で飼養される場合の考慮事項ということで、闘争を防止するためにできるだ

け同居豚の体重のばらつきを少なくする。豚房内のすべての豚が同時に休息できることということ

で、群飼方式で必要なスペースを、先ほどの計算方式に当てはめると生体重 200 ㎏で 1 頭当り

1.15 ㎡となりますが、群飼方式の場合は、闘争等が生じることから、より広いスペースを確保す

ることが必要であると。 

それから、雄豚はけんかをいたしますので、原則として単飼ということでございます。 

次に 5「豚舎の環境」 

①熱環境では、豚にとっての快適な温度域は、おおむね 10～25℃ということです。新生子豚は、

体温調節機能が未発達のために十分な保温対策が必要であるということで、保温箱等を利用して適

切に保温する。それから、豚にとって暑過ぎる場合にはいろいろ飼料摂取量の減少とか、呼吸数の

増加等が見られ、寒過ぎた場合には飼料摂取量の増加、震え等の行動が見られる。このような行動

が観察される場合には、断熱材の利用や、窓の開閉、換気、通気等を行って、可能な限り適温を維

持するように努める。特に豚は、汗腺がほとんど退化しておりますので、夏季の暑熱ストレスの防

止が重要であるということで、豚舎周辺への植木の植栽や散水等が有用であるということを書いて

おります。 

②換気では、豚舎内に常に新鮮な空気供給するとともに、舎内で発生したアンモニア、二酸化炭

素、一酸化炭素等の有毒物質やほこり、湿気等を舎外に出し、豚舎内の飼養環境を快適な範囲に保

つためには換気を行うことが必要であるということでございます。それから「特に」ということで、

換気不良によるアンモニア等の有害物質の豚舎内での滞留は、豚の健康に悪影響を及ぼすので、こ

れについて記載をしております。 

③照明では、豚は光に対して余り敏感ではないということですが、飼料及び水の摂取等の行動が

正常に行える明るさにすることを記載しております。 

④騒音では、過度な騒音は、豚が音に驚くことにより生じる骨折、流産等の事故を招くおそれが

あるということで、騒音は可能な限り小さくするとともに、絶え間ない騒音や突然の騒音は避ける

ように努めるということにしております。 

それから、採卵鶏のところと同じですが、豚についても自動化等が進んでいるところもあります

ので、設備の点検・管理と、それから緊急時の対応、火災とか停電とかいろいろあるため、危機管

理マニュアルをつくって習熟するというふうなことを書いております。 

駆け足でございますが、以上でございます。 

〔信國座長〕 

どうもありがとうございます。既に村田委員等から指摘されておりますが、暑熱時期、寒冷時期

ということ、それから悪癖防止という用語、言葉の使い方、これは養豚についても検討していただ

くということでございます。 

それでは各委員からご意見をお願いしたいと思います。 
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〔亀田委員〕 

6 ページの⑥病気、事故等の措置のところで「安楽死」という文言が出てくるのですが、安楽死

の方法についてはということで、これは鶏も豚も同じように付録の方に書かれているのですが、

鶏・豚は余りよくわからないのですけれども、乳牛の場合、生きている場合は、食肉のところでと

畜するということになるので、安楽死というのは意外とない。消費者が見たら非常にわかりづらい

と思います。この付録の中を見ても、保管までは出ているのですが、その後の処理、処置。例えば、

鶏舎、豚舎、牛舎で死んだ牛の処置の方法というところは触れないでよろしいのでしょうか。なか

なか生産者自身がここに書くというのは難しいところがあるのですが。一般の方にはちょっとわか

りづらい点だと思うのですが。食用と死亡畜の明確な処理の仕方というのがここにないと誤解が生

じやすいのではないかと思うのですが。 

〔菅谷課長補佐〕 

これは、あくまでもアニマルウェルフェアということなので「快適な家畜の飼養管理」という観

点で書いています。農場の管理とかという観点ではないので、そこはちょっと誤解のないようにし

ていただけたらと思います。家畜に快適性を与えるためのものだとご理解ください。 

〔亀田委員〕 

それはわかります。でも、ここに「安楽死」という言葉が出ている以上、安楽死または死亡、こ

れはどんな管理をしても死亡畜が出るのはやむを得ない状況というのはあるので、その死亡畜の適

切な処理というのはあると思うのです。そのことにも触れておかないと誤解が生じることはないで

すか。例えば、これが食用に回ってしまうという誤解が生じたら大変なことになると思うので。 

〔菅谷課長補佐〕 

違う観点のものをいろいろ入れていかなければいけないということになれば、家畜の快適性に配

慮する飼養管理という面とは、議論が違うことになってしまうのではないかなと思います。基本的

にそこは法令遵守ということで書いてあります。 

〔亀田委員〕 

関連法案というのは、ほかにはないのですか。それをもうちょっと参考資料に入れることは。 

〔菅谷課長補佐〕 

たくさんあります。たくさんあるので、また全然観点が違ってくるのだと思っています。 

〔竹延委員〕 

恐らく、OIE には安楽死があって、ちょっと細かいことは忘れましたが、例えば豚だと 2 日間、

何日間か立つことができないと、西洋の文化の中では安楽死をさせないと、今度は逆に動物のアニ

マルウェルフェアによくないみたいな考えが、この委員会だと日本的だから必ずしもそこまで強い

ことは書いてないでが、安楽死させるというのも 1つの考え方だと。牛の場合も日本ではされてい

ないということですけれども、おそらく OIE などであればきちんとそういうことは書かれていると

思うんです。逆に、ヨーロッパのアニマルウェルフェアだと、そうしないことには牛もよくないと。

むしろ、安楽死させてあげなさいよという、それが日本とヨーロッパの文化の違いといえば、そう

いうことがあるような気がします。 

〔菅谷課長補佐〕 

おそらく亀田委員が言われるのは、死んだ後の家畜の斃獣処理の話だと思うのですけれども、た

だ、それを言ってしまうと、今度は家畜排せつ物の処理とかも全部書かなければいけなくなるので

はないかと思います。例えば放牧養豚した場合に、家畜排せつ物が外に流れる可能性が高いという

ような議論も実は分科会であって検討したのですが、それはアニマルウェルフェアとはまた違うの
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ではないかという意見もありました。その辺は整理して書いたつもりなので、ご理解いただければ

と思います。 

〔信國座長〕 

むしろ動物の状態に応じて適切に仕向けなさいということだろうと思うのです。例えば、起立不

能になって、そのまま放って置くのではなく、まだ食肉として使えるなら食肉としての処理をしな

さいということだと思うのです。安楽死というのも、ここで書いてあるのは、その場で、処理して

しまわなければいけない場合があるので書いてあるのだろうと思います。 

ほかにございませんでしょうか。 

〔兵頭委員〕 

歯切り、断尾、去勢、個体識別を 7日以内に実施するというのは何か根拠があるのですか。2～3

日ということでも全然平気なものなのですか。 

〔木下委員〕 

各国の状況等も勘案すると、できるだけ早いうちにやった方が傷の治りが早いとか、ストレスが

少ないとかがあるのですが、やはり一定の上限の日を決めなければいけないということで、諸外国

におきます日齢等も 7日というのがある意味のインターナショナルスタンダードとなっているよう

です。 

〔兵頭委員〕 

では、外国から持ってきたということで 7日というのが出てきて、なるべく早い方が疼痛もない

し、出血もないと決まっているとしたら、2～3 日というふうに数字を置きかえたときに、何か非

常障害が出るものなのでしょうか。あるいは 7日といってしまうと、忙しかったときには、それ以

降に過ぎていく場合には疼痛、出血、化膿等が当然増してきますので、むしろ 2～3 日でよければ

2～3 日にしておいて、ちょっと忙しかったり出張していたり、いろいろなことがあると思います。

そうしたら、当然 7 日ぐらいになってしまう。1 週間の間に段取りがつけられるだろうということ

で、7日というのに根拠があるのかなということでお尋ねしてみました。 

〔木下委員〕 

国によっていろいろで、早ければ早い方がいいものと、一定のものはあると思うのですが、現実

的に余り遅過ぎて非常に傷の治りが遅いとか豚へのストレスが多いとか、そういう問題を防止する

ための上限の線として 7日と、分科会の議論の中で設定しました。ほかの委員の方からもし補足が

あればよろしくお願いします。 

〔田中委員〕 

おっしゃるように、早い方がいいという方が多いのですが、初めから 2～3 日としておいて、そ

の間忙しかったら延びてしまうということを懸念されているような言い方をされておられましたが、

そうでなく、やっぱり 2～3 日が望ましいものも多いのだけれども、最大でも 7 日以内にやりなさ

いということで 7日だと思うのです。外国のものでも大体 2日とか 3日が推奨されているのが多い

のでが、そういうことで最大で 7日、それ以上になると苦痛が大きいよということです。 

〔兵頭委員〕 

わかりました。一番いいのは 2～3 日だと。7 日以内にはやりなさいというような説明をしてい

ただけるような表現が出ればそれでもう結構だと思います。 

それから歯切りの件につきまして、これは比較的新生子豚に及ぼす影響の方が母豚に及ぼす影響

よりも大きいということを聞いているのですが、このあたりの比率はいかがなものなのでしょうか。

子豚が歯随炎になったり、それから化膿したりして正常な発育を阻害するというような考え方も一
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方ではあって、むしろその方が重大ではないかというふうに言われているところもあるのですけれ

ども、このあたりの解釈をちょっと教えてください。 

〔木下委員〕 

国によっていろいろだと思いますが、少なくともメリット、デメリットのところについて、切ら

ない場合にはこういう問題が生じる、切った場合にはこういう問題が生じる。切り方とか、それを

グラインドするだとか、いろいろな改善の方法というか、今後の課題としてはどういうやり方がい

いのかというのはあると思うのですけれども、現在、この基準をつくって、実際に生産現場でも実

施をして、まず、わが国としてアニマルウェルフェアという観点から生産段階で取り組むというふ

うな観点からいくと、いきなり切らない選択肢とだけを言うと、実行するに当って、実際のアンケ

ート調査結果でも歯切りについて「切っている 88％」という結果ですので。 

〔兵頭委員〕 

アンケートは、現在日本で行われている畜産農家の方のもので 

〔木下委員〕 

確かに外国においていろんな議論がされていることも承知をしておりますが、分科会の議論とし

ては、まず上限の日齢の設定と過剰なストレスの防止ということで、まずそこからやっていこうと

いうことにしたわけでございます。 

〔兵頭委員〕 

わかりました。1 回やり始めますと、批判も何も考えなくて、どんどんいってしまうということ

があるのですが、これは科学的な根拠みたいなものはあるのですか、やったものとやってないもの

との比率でどんなような状況がうかがわれて、やった場合の生産性の向上とか、母体に及ぼす傷の

状況とかというデータはございますか。 

〔竹延委員〕 

私のところでは歯切りはしていません。ここでは歯切りについてお母さん豚のおっぱいを痛める

とあるのですけれども、実際は離乳して、お母さんから離れて子豚だけになった場合にけんかして、

歯で傷ができてそこからばい菌が入るとか、離乳時というのはお母さんから離れたときにすごくス

トレスがかりますので、その闘争で病気になるとか、そういうことの方が多いと思います。我々生

産者からすると、どちらかといえば発育とか死亡の事故率に影響がなければやりたくないわけです。

私どもの農場だと、データをとったときにその影響が少なく、変わらなかったからやめました。 

〔兵頭委員〕 

私もそういうような意見を聞いていたものですから、今日その発言をさせていただいたのですが、

そこのところはどうなのでしょうか。 

〔竹延委員〕 

ただ、一方では、歯切りをやめたら、闘争をして事故率がうんと増えたから、また切り出すとい

うところもあります。そのあたりは設備とか農場の衛生状態とかによって変わってくると思います。 

〔兵頭委員〕 

ただ、一番いけないのは、始まったら何となく機械的に進めて、生まれてきたらもうばちばちと

切るのが当たり前だというようなことになってしまうことで、せっかくのアニマルウェルフェアな

ので、そこは一歩とどまって、切らなくても同じだよという養豚の人たちもいるので、本当に切っ

たときがどうなのか、切らないときがどうなのかということを考えてもらいたい。 

〔竹延委員〕 

うちも 3年ぐらい前までは切っていたんですよ。それでいろいろやってみると、大丈夫だったか
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らやめていったんです。 

〔兵頭委員〕 

現実ではそういう考え方の方が出てきていますので、いかがなものだろうかというようなことで

ご質問させていただいたのですが。 

〔木下委員〕 

今後の科学的知見の中で、そういうところはまた引き続き、今のままで終わりではなくて、やは

りどういう形が一番望ましいのかということについては、そういう科学的知見も得ながら引き続き

必要な見直しをやっていくということも、全体に書いておりますので、そこのところは委員からの

お話を承ってまた今後の引き続きの課題だというふうにしたいと思います。 

〔田中委員〕 

確か分科会の議論としてでていたのは、歯切りにしても何にしても、最初の段階では、現状とし

てほとんどの方が切っているので、切ることを前提として、切るときにはこうしなさいといった話

だったものを、そうではなくて、切らない方がいいのですよと、でも切らなければならないことも

ありますので、そのときにはこうしましょうという表現にしようということで歯以外のところも手

直ししたはずですので、ここもよく読んでいただくと、こういう原因の可能性がある、だから切る

ことも手段の 1つと考える。そして、どうしてもやる場合にはこうしましょうと、そういう表現で、

切らない方が本来ですよというニュアンスを残しながら現場とその辺をかみ合わせてつくったのが

この文章だというふうに記憶しています。 

〔兵頭委員〕 

これからの教育だと思いますが、切らなくてもいいものであれば切らない方向で持っていって、

指導をしていただければいいことですので、ここでどうだこうだではなくて、今後の指導方法とか

科学的知見を応用していただくとか、そのあたりでもう 1回見直していただくということで考えて

いただければ、今回はこれで結構だと思います。 

〔信國座長〕 

ほかにございませんでしょうか。 

〔亀田委員〕 

同じような話ですけれども、断尾について養豚の世界では確率はどうなのですか。 

〔木下委員〕 

断尾をやっている方は 2,972 戸の調査で 77％という調査結果が出ています。切っていない人は

23％ぐらいということでございます。 

〔亀田委員〕 

何らかのストレスを受けた場合、アニマルウェルフェアに際しては何らかのストレスを軽減しよ

うという方向だと思うのですが、そこらへんは。 

〔木下委員〕 

飼養方式だとかいろんなファクターがかかってくるなかで、切らないで済めば、それはそれでい

いのですが、もし切らないことによって事故が生じた場合には、その豚が最後は死に至るほどやら

れてしまうということもあるので、ここは諸外国も含めてやはり大きな検討課題になっている分野

だと思います。どうストレスを減らしていくのか、どういう方法であれば尾かじりがなくなるのか

ということについては、今後も課題として考えていかなくてはいけないと思いますが、いきなり断

尾してはだめということになると、実態の話としては、現場段階では実施が難しい面もありますの

で、そこは今後、考えていかなければいけないと思っております。 
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〔竹延委員〕 

実は、私は酪農もやっているのですが、全然違います。 

〔信國座長〕 

酪農の断尾と耳刻は豚とは全く違いますよね。 

〔佐藤委員〕 

今のお話ですが、放牧すると尾かじりというのは全く出ないのです。だから、飼育環境の何かが

問題なのだろうということで、今後どんなことをやっていけば、畜舎内で尾かじりをさせないよう

なシステムがつくれるのかというのは、これからの研究課題だと思います。 

〔信國座長〕 

よろしいでしょうか。採卵鶏もそうでございますが、豚につきましても本日出されました意見を

一度、持ち帰って議論していただきたいと思います。 

そのほか、各論について何か事務局からございますか。 

〔事務局〕 

本日、欠席しておられる大森委員からご意見をいただいておりますので、ご紹介いたしたいと思

います。 

4 点ほどご意見をいただいておりますが、各論については項目立てに関することや、新生子豚の

処置等について診療に該当するものも含まれるのではないか等のご意見をいただいております。再

度、事務局で確認をさせていただいて、その取り扱いについて、分科会の先生方にまずご相談させ

ていただきたいと考えております。 

〔信國座長〕 

本日、ご出席できないため意見をきっちり表明しておきたいと、そしてしかるべきところで議論

していただきたいという趣旨だろうと思います。 

それから、各論については、例えば「改正動物愛護管理法の趣旨等に十分配慮したものとする」

と言われておりますが、兵頭委員もご存じだろうと思うのですけれども、改正動物愛護管理法の趣

旨というので、直に当てはまるものはなかったような気がしますので、具体的にどういうことがあ

るのかということを確かめた上で、必要であればまた３回目の中で議論したいと思います。 

〔菅谷課長補佐〕 

項目立ての件については、6 月の推進委員会で委員の皆様にご了解を得ながら進めたところもあ

りますので、項目を全部見直して変えるということはちょっと難しいかと思います。 

 

（４）その他 

〔信國座長〕 

その他について、事務局の方から説明をお願いいたします。 

〔事務局〕 

それでは、本年度から行っております乳用牛とブロイラーの分科会の進捗状況について、簡単に

ご説明させていただきます。 

乳用牛につきましては 7月 15 日に、またブロイラーつきましては 7月 18 日に第 1回分科会を開

催しております。現在、乳用牛とブロイラーともに、飼養実態アンケート調査を行っているところ

でございます。 

アンケートの内容につきましては、配布しております参考資料の中に入っておりますアンケート

調査票のとおりとなっております。どちらも分科会の委員とアンケート調査を実際に行っていただ
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いております日本食鳥協会及び全国酪農協同組合連合会とご相談し、作成したものでございます。

現在、調査及び取りまとめを行っているところですので、次回の委員会開催時に結果等改めてご説

明させていただきたいと思っております。以上でございます。 

〔信國座長〕 

よろしいでしょうか。 

それでは、予定していた議事は、これで終わります。 

〔事務局〕 

最後に今後の予定についてですが、本日ご議論をいただいた内容を踏まえまして、年明けに開催

予定の採卵鶏及び豚の分科会において、飼養管理指針最終案を取りまとめることとなっております。 

また、乳用牛及びブロイラーについても、先ほどご説明させていただいたとおりで、その経過に

ついては、年度末の第 3回の推進委員会であわせてご報告させていただきたいと思っております。 

以上でございます。 

 

５ 閉 会（16：35） 

〔信國座長〕 

それでは、本日は、これで終了したいと思います。どうもありがとうございました。 

〔横山専務〕 

本日は、用語の吟味等含めて、よりよいものをつくることに向けて議論を深めていただいたかと

思います。今、お話に出てきたように、最終版の作成に向けて引き続きご指導いただきたいと思い

ますので、どうぞよろしくお願いを申し上げます。 

本日は、誠にありがとうございました。 


