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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 21 年度 第２回肉用牛分科会 

 

平成 22 年 3 月 3日（水）鉄二健保会館５階 

 

１ 開 会（13：30） 

 

２ 挨 拶 

・開会の挨拶〔石原副会長〕 

委員の皆様には年度末の大変お忙しい中、御出席を賜りまして、誠にありがとうございます。 

また、農林水産省から畜産振興課の菅谷課長補佐、黒崎係長、環境省動物愛護管理室の今川室長補

佐にもおいでいただき、ありがとうございます。 

ご案内のとおり、農畜産業振興機構の助成事業の家畜生産新技術有効活用総合対策事業の中で、平

成19年度から4年をかけて家畜ごとのアニマルウェルフェアの考えに対応した飼養管理指針を検討し、

肉用牛につきましては、来年度末に飼養管理指針を取りまとめることになっております。 

本分科会は、第 1回目を 7月 23 日に開催し、分科会の進め方や飼養管理指針の作成について、そし

て諸外国におけるガイドラインの策定状況のご報告、飼養管理の実態調査を実施することなどをご説

明し、ご検討いただいたところでございます。 

今回は、科学的知見や飼養管理実態調査等の中間取りまとめの報告をさせていただき、それから飼

養管理指針に盛り込むべき事項、比較試験等についてのご検討をいただくことにしております。 

特に、飼養管理指針に盛り込むべき事項について、ご意見をお伺いしたいと考えておりますので、

限られた時間ではございますが、ご検討のほどよろしくお願いいたします。 

 

・来賓の挨拶〔菅谷課長補佐〕 

本日は、お忙しい中お集まりいただきましてありがとうございます。先ほど副会長からご挨拶がご

ざいましたように採卵鶏、豚については、非常に先生方に大変ご苦労をおかけしながら飼養管理指針

を 2年でまとめていただいて、現在、座長の先生や畜産技術協会、そして私どもで手分けしながら、

去年の夏以降いろいろなところで勉強会等を二十数カ所以上させていただいております。「アニマル

ウェルフェア」という言葉が動物愛護や有機畜産と一緒ではないのかというようなご意見など、考え

方にさまざまなものがあるので、この指針の説明をしながらご理解していただくということで、今、

頑張っているところでございます。 

また、乳用牛については今年度 3月に取りまとめを行うということで、事務局に作業をしていただ

いているところなのですが、乳用牛についてはカウコンフォートという考え方がございますので、今

日議論していただく盛り込むべき事項の検討の際にも非常に活発なご議論をいただいて、こういうこ

とも考えていった方がいいのではないかなど、いろんな項目についてご意見をいただきました。今日

も専門家の先生方からぜひこういうことも書くべきではないかといった提案をいろいろいただいて、

またそれを踏まえて事務局で検討していただきたいと思っておりますので、限られた時間ですが、ご

検討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〕 

本日の委員の出欠状況でございますが、資料 2に準備しております委員名簿のうち、佐藤委員がご

欠席でございます。 

また、本日オブザーバーとして、ご挨拶いただきました農林水産省の菅谷課長補佐をはじめ、環境

省、農畜産振興機構、そして飼養管理実態アンケート調査で非常にお世話になりました社団法人全国
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肉用牛振興基金協会からもお越しいただいております。どうもありがとうございます。 

出席者紹介後、配布資料の確認を行った。 

 

４  議 事 

〔藤岡座長〕 

藤岡でございます。第 1回目の 7月 23 日の分科会で座長を命じられましたので、引き続きよろし

くお願いいたします。 

本日は、先ほど石原副会長からのご挨拶にもありましたように、第 1回分科会以降に行われた諸

外国における科学的知見の収集結果並びに肉用牛の飼養実態アンケート調査結果が出ておりますの

で、この 2 項目について報告をしていただいて、その後、メインになる資料 6「肉用牛の飼養管理

指針に盛り込む事項（案）」をご検討いただくこととしております。 

終了時刻は 4 時半を予定しているということでございます。途中、3 時ごろに休憩時間を挟みな

がら協議を進めていきたいと思いますので、ご協力をお願いいたします。 

 

（1）諸外国の規則等について 

〔藤岡座長〕 

それでは、議事(1)「諸外国の規則等について」ということで、事務局からご説明をお願いします。 

〔事務局〕 

事務局から資料 3「諸外国におけるアニマルウェルフェアに関する基準等の策定状況について」

をもとに、諸外国での規則、基準等の策定状況、規則等の目次・構成、規則等の記載内容の概要等

について説明があった。 

また、資料 4「諸外国の基準の基となっている肉用牛の科学的知見（中間とりまとめ）」をもと

に、「取り扱い（ハンドリング）」、「床構造」、「敷料」、「飼養面積」について、諸外国の基

準の基となっている科学的知見とそれらの項目の考え方等について説明があった。 

〔藤岡座長〕 

ありがとうございました。海外における基準並びに科学的知見については中間的な取りまとめと

いうことでご説明していただきましたが、これについての御質問等ございましょうか。 

〔林委員〕 

3 ページの「床構造」のＵＫのところで、最後に「急勾配にせず、約 10％程度」とありますが、

この 10％というのはどういうことでしょうか。 

〔事務局〕 

床の勾配、傾斜の度合いになります。 

〔林委員〕 

何か 1ｍで 10 ㎝だとすると、ちょっと厳しいのではないでしょうか。 

〔近藤委員〕 

昔のカウンタースロープ牛舎だとそのぐらいでしたね。12 分の 1 から 10 分の 1 でそれ以下にな

ると牛によっては上がれないし、大きい牛は 10 分の 1になると肢を痛めてダメだという話が、もう

20～30 年前にカウンタースロープ技術がはやったときにありました。 

〔藤岡座長〕 

よろしいでしょうか。ほかにございましょうか。 

〔池田委員〕 

牛舎構造のところは、床面のことがほとんどで屋根等に関してはほとんど記述がないわけですね。 

〔事務局〕 

海外の規則を見ていると、風よけのためのシェルターをつくりましょうといったものはあるので
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すが、畜舎の構造として、きちんとこうしなさいということまでは余り書き込まれていません。 

〔近藤委員〕 

熱環境も出てきていませんか。断熱については必ず入ってくると思います。 

〔事務局〕 

熱環境や換気のところで、換気がきちんとできる状況が必要であるとか、日影になる休息場所を

つくりましょうとか、どちらかというと海外は放牧を主体に考えた基準になっているようです。 

〔藤岡座長〕 

もし、屋根とか熱関係のものがあればそういう観点からも整理してもらうということで、とりあ

えず現時点では海外の場合は放牧中心だから記述が少ないということにさせてもらえればと思いま

す。 

〔近藤委員〕 

牛舎や床構造、また先ほど質問のあった屋根などは、アメリカの基準はみんなミッドウエストプ

ランサービスというところのものをよく使いました。たしか面積なども全部出ています。1 頭当た

りこのくらいの面積にしろとか、床はこういう構造にしないと危ないとか。何年かごとにアメリカ

の中西部の各州の大学が集まって、アイオワ大が中心だと思いましたが、牛舎の基準をつくってい

る、そんなパンフレットですけど、それでウェルフェアをどう扱っているのかと思って、もしそこ

で扱っているとしたら大きな基準になっていると思うので、まだその基準が出ているのかどうかを

確認してもらえればと思います。数字を見たらそのときのものと余り変わらないような気がするの

で、その辺もどなたか担当に当たっている人にちょっと話していただければと思います。 

〔藤岡座長〕 

その点も 1つのポイントとして、よろしくお願いしたいと思います。 

ほかございましょうか。―よろしいですか。 

 

（2）肉用牛の飼養実態調査について 

〔藤岡座長〕 

それでは、次の議事(2)「肉用牛の飼養実態調査について」ということで、アンケート調査の結果

を中心としてご説明願いたいと思います。 

〔事務局〕 

事務局から資料 5「肉用牛飼養実態アンケート調査（中間取りまとめ）」をもとに、アンケート

調査結果について説明があった。また、次のとおり補足説明があった。 

・本アンケート調査は、社団法人全国肉用牛振興基金協会のご協力を得て、全国 2,000 件に調査票

を配布し、1,576 件（78.8％）の回答があった。 

・本アンケートは、肉用牛として出荷もしくは飼養している農家という条件で調査をお願いしたた

め、酪農と兼業（乳用牛を肉用として出荷）している農家も含まれていることが考えられる。 

・最後の参考資料については、繁殖専業農家や肥育専業農家、育成専業農家、一貫経営に分類した

もの。アンケートの回答箇所から推測して形態を分類したものであるため、あくまで参考として

捉えていただきたい。 

〔藤岡座長〕 

ありがとうございました。設問項目ごとの説明と各区分での飼養規模等についてご説明いただき

ました。設問によっては繁殖経営と一貫経営が一緒になったりしているということですが、規模的

なものは最後の参考資料にあります。繁殖経営はどちらかといえば 1～100 頭ぐらいが中心で、肥育

経営は 30 頭から 500 頭ぐらいが中心になっています。そういった規模でこのアンケートが実施され

ているということになるかと思います。 

全体で 2,000 件にアンケートを配り、1,576 件の回答ということで、回答率が非常に高かったこ
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とに私自身びっくりしておりますが、この回答率が高かったことも含めて何か補足することがあれ

ば、全国肉用牛振興基金協会様から何かございますでしょうか。 

〔全国肉用牛振興基金 仁熊氏〕 

それでは、各県へのアンケート配布数の考え方ですが、なるべく多くの幅広い県から回答をお願

いしようということで、東京、神奈川、大阪を除いた 44 県に対して調査をお願いいたしました。 

アンケート 2,000 部の配分については、飼養戸数割合で、例えば 1万戸以上ある県、鹿児島、宮

崎の 2県ですが、それぞれ 165 部お願いすると、それから 3,000～1 万戸のところには 100 部、1,000

～3,000 戸が 50 部、500～1,000 戸が 30 部、100～500 戸が 20 部、100 戸以下が 10 部としました。

当初は 700 部ぐらい集まればいいのではというお話もございましたが、7～8割は何とか集めたいと

いうことで、回収期限も 12 月末まで延ばし、最終的には 1月初旬であれば何とか集計に間に合うと

いうことで、回収率の悪い県には、再三電話でお願いいたしました。そして、何とか 1,500 部強ま

で集めました。農家の皆さん方の 1つの基準になるのでということで各県に頑張っていただき、ご

理解、ご協力を得て、何とか達成できたという状況でございます。 

〔藤岡座長〕 

ありがとうございました。以上のような形でアンケート調査をされて、その結果ということでご

ざいます。これについて、質問等ございましょうか。 

この結果については、私も見させていただいて、500 頭以上の繁殖専業農家が 2 戸あったので、

少し驚いたのですが、畜産統計を見ると 100 頭以上の戸数が結構あったので、このアンケートの結

果は、大体の国内の飼養状況、実態を反映したものという形で見させていただいております。 

ご意見なりご質問はよろしいですか。それでは、次に進みます。 

 

（3）飼養管理指針に盛り込むべき事項について 

〔藤岡座長〕  

次に（3）「飼養管理指針に盛り込むべき事項について」ということで、本日のメインの議題にな

ってきます。まず説明をお願いします。 

〔事務局〕 

事務局から資料 6「肉用牛の飼養管理指針に盛り込むべき事項（案）」の一般原則の部分につい

て読み上げられ、一般原則は全畜種共通の考え方で、既に指針を出している採卵鶏・豚と同じ内容

になっているとの説明があった。 

〔藤岡座長〕 

ありがとうございました。この「一般原則」については、ほかの畜種と同じ内容になっています

が、4 ページの上から 3 行目の「⑤正常な行動ができる自由」は豚と採卵鶏のところにもあります

が、「例えば」という形で、豚の場合は「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おり」という形で正常な行動について書かれています。肉用牛についてもその

ような形で正常な行動について書かれると思いますが、それ以外は全部同じ形になっています。 

そういうことで、何か皆さんの方でこれについてのご意見やご質問等はございますでしょうか。

肉用牛についても骨子はこの形で、正常な行動ができる自由の部分については各畜種独特の部分を

挿入するという形になりますので、皆さんのご意見をお聞きしながら入れていくということになろ

うかと思います。 

ご質問等がないようでしたらメインの飼養管理のところに進みます。説明をお願いします。 

〔事務局〕 

事務局から資料 6「肉用牛の飼養管理指針に盛り込むべき事項（案）」に基づき、肉用牛飼養管

理指針の項目立て案及び各項目に盛り込むポイントの案について説明があった。 

〔藤岡座長〕 
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これと関連して乳用牛の指針についても、参考資料 2で紹介していただいた方がいいかと思いま

すので、説明をお願いします。 

〔事務局〕 

事務局から参考資料 2「乳用牛飼養管理指針の項目（案）」に基づき、現在検討が進められてい

る乳用牛の項目立て及び乳用牛と肉用牛の項目立ての相違点等について説明があった。 

また、乳用牛分科会から「去勢については肉用牛で取り扱ってほしい」との要望があったことが

説明された。 

〔藤岡座長〕 

それでは、一通り説明が終わりましたので、ここでちょっと休憩をとって、3時 10 分から再開し

たいと思いますので、よろしくお願いします。 

 

＜ 休   憩 ＞ 

 

〔藤岡座長〕 

それでは、時間が参りましたので、会議を再開したいと思います。 

先ほど、休憩前に説明がありました肉用牛の項目案についてですが、乳用牛の指針については、

これが最終段階のものとして固まりつつあるというふうに聞いております。こういったものも含め

て、皆さんからご質問なりご意見をお伺いしながら進めていきたいと思います。どなたでも結構で

すが、ございましょうか。 

〔近藤委員〕 

「除角」や「去勢」、「鼻環」の話と病気の回復の見込みのないものということがあるのですが、

獣医との関係はどうなるのでしょうか。例えば、欧米などでは、去勢とかそういったものは獣医の

立会いのもとでないとやってはいけないとかというのがあった気がします。その辺、どうだったで

しょうか。ある月齢以内であったらいいのか。ちょっと大きくなると獣医が承知しないとできない

ということになっていたかと思いますが、その辺、獣医の仕事との兼ね合いですよね。例えば、500

頭飼っているところで去勢のために獣医師を呼んでくるのかという話にはならないと思いますし。 

〔藤岡座長〕 

獣医療行為を行う場合には獣医師にやってもらうという、獣医師法との関係だと思いますが、こ

れについて何かほかの…… 

〔事務局〕 

海外では、例えば去勢ですと何カ月齢以上で去勢を行う場合は麻酔をしないといけないとか、そ

ういう書き方がされています。 

〔近藤委員〕 

そうですね。苦痛に対する軽減というものがかかってくるんですね。 

〔菅谷課長補佐〕 

海外では、獣医が行うと書いてある国もあるかもしれないですが、経験のある者が行うようにと

している国もあり、国によってどういう人が行うかというのはばらばらだと思います。この指針自

体は、一般原則にも書いてありますが、まずは農家の方にアニマルウェルフェアの考え方をわかっ

ていただくことが一番だと言う考え方で作成していますので、誰がというのは余り書かないような

形で整理してきております。 

〔近藤委員〕 

あくまでもガイドラインであると。 

〔菅谷課長補佐〕 

そうですね。治療行為に当たる場合や当らない場合について、その辺を書き分けるのは非常に難
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しい部分もありますので。 

〔近藤委員〕 

わかりました。 

〔藤岡座長〕 

全体を通してだと、ちょっと漠としてしまいますので、項目を分けて、「1管理方法」について、

11 項目に分けてこういう形で整理してはどうかということで載っておりますが、「管理方法」につ

いて何か、ご意見等ございましょうか。 

〔有馬委員〕 

個体識別とか、耳標の装着とかはどうするのでしょうか。 

〔菅谷課長補佐〕 

乳用牛を検討するときに、実はこれは一番初めに事務局と我々でお話したときに、トレサ法で早

い時期にやらなければいけないということが決まっているので、個体識別についてはあえて書かな

くてもいいのではないかという議論をして、乳用牛では書かなかったという経緯がございますので、

今の時点では項目を落として提案させていただいています。 

〔藤岡座長〕 

特に強くこの中に個体識別を載せなくてはいけないというご意見でもないですか。 

〔有馬委員〕 

個体識別は当然するのですが、農家が別途耳標を付けるというのもあるので、そこの制限とかは

別に必要はないのかなと思ったのですが。 

〔菅谷課長補佐〕 

ここで書いた方がいいというお話であれば書いてみて、またご検討いただくということも。 

〔藤岡座長〕 

海外では個体識別というか、耳標で何かありましたか。 

〔事務局〕 

例えば、オーストラリアだと、耳標ではなく、焼印を押す場合は苦痛を減らすようにということ

がありますし、国によって、例えば法律的なものが決まっているところでは、法律で決められてい

るものは除くといった書き方にしているところもあります。 

資料 3の 4ページ⑦のところが個体識別でそれぞれ概要が書いてあります。苦痛を伴わない方法

で識別してくださいというのが一応の決まりになります。 

〔藤岡座長〕 

これは、焼きごてとかに対しては苦痛を伴うという形なので厳しい条件になっているけれども、

耳標について書かれていないということは耳標程度はという感じでしょうか。菅谷課長補佐が言わ

れたような形での整理ということで。個体識別については新たな項目としては設けなくてもよいと

いう判断でよろしいですか。 

〔有馬委員〕 

はい。 

〔藤岡座長〕 

それでは、肉牛で設けるのであれば何で乳牛に設けられていないのかという話にもなってきます

ので、項目として設けないということで整理させてもらいたいと思います。 

ほかに「管理方法」で何かございましょうか。 

〔鈴木委員〕 

管理方法のところなのか、どこにするのかというのはまだ私自身、頭の整理がつかないのですが、

資料 5にあったアンケートの結果を見せていただくと、私が思ったのは、まだ繋ぎや単房飼いが多

いいなというのが第一印象になります。それが諸外国と比べても日本の肉用牛飼養の一番特徴的な
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ところだと思います。それ自体は、肉用牛の歴史を振り返れば、畑や田んぼを耕すための生ける耕

耘機でしたから、大事にして 1頭ずつ飼ってあげるというところから来ている部分もあるかと思い

ます。基本的には自由を損なっているというような書き方ではなく、大事にしている飼い方の延長

線上にあると思うので、そこら辺の特徴に沿った書きぶりというのが日本のガイドラインであれば

何か要るのかなと考えています。管理方法なのか牛舎なのかは分りませんが。 

繋ぎっぱなしという結果も多いですけが、少し運動させてあげたりとか、また外につないで日光

浴をさせたりとか、そういうことはやはりこれからやっていかないと、いろんな生産性を上げる上

でも必要なので、そういう記述もやはり必要になってくるんだという気がしますので、どこかにう

まく書き込むことを留意する必要があるのではないかというのが、まず１点です。 

それと、日本の肉用牛の特徴としては長期にわたる肥育があるということ。世界的にいえばかな

り長期にわたる肥育があります。そこら辺のところの管理というのもやはりある程度記入しなけれ

ばいけない部分だと思います。それは栄養水準なのか、いろんな意味の栄養のコントロールという

ことか、飼養管理のコントロールの部分なのか、それについて何らかの記述を、項目立てまでは必

要ないのかもしれないですけれども、書き込む必要があると思います。健康な飼い方というのが必

要だと思うので、そこら辺のところを留意すべきなのかと思います。 

それと、あと 1点どうしても入れなければいけないのではないかと思うこととしては放牧です。

外国ではほとんど放牧されている。アメリカ、カナダ、オーストラリア、ニュージーランドは放牧

の項目立てがあるし、逆に言えばオーストラリアは放牧を前提にしたガイドラインで、フィードロ

ットとか人工的に子牛を飼うとか、牛舎で飼うこと自体が非常に人工的だと思うのですが、そうい

う場合はこういう飼い方をしなさいという書き方になっています。日本の場合もやはり肉用牛につ

いてある程度放牧というものがありますので、そこら辺のところ、最近は電牧もポピュラーになっ

ているので、そういうことの馴致なのか、あとは衛生的なことも必要だと思うし、放牧時の飲水は

書かれるのでしょうけれども、日陰林の確保みたいなところの記述をどこかに入れるのか、あるい

は放牧という項目が 1つ牛舎の後ろぐらいについていて、そういう飼い方の中ではこういうことに

気をつけましょうというのが要るのかなと考えています。それぞればらして、放牧の場合は何々と

いう書き方も管理方法とかの部分であるのかなという気もしますし、どちらがいいのか私自身も今

考えは分かれています。そういうところもちゃんと書き込むべきであろうと思います。特に放牧と

いう部分については今やられている方々が、要は耕作をきちんと、今まで牛を飼ってなかった方々

が牛を放牧するというパターンも非常にふえてきていると思うので、牛の適切な放牧の仕方という

のもやはり指針の中に含まれるのではないかと思うので、少しそういうふうなところは初心に返っ

て、何か当たり前のことでも項目としてまた書くこともいいのではないかと思います。やはり放牧

という項目立てをした方がすっきりするのではないかと、それは個人的な意見でございますので、

また持ち帰っていろいろ考えていただければと思います。アンケートも見させていただいて、実態

をよく考えればそういうふうなことが今私の頭の中にあります。 

あと、最後に中身と直接関係ございませんが、非常に頑張ってアンケートを集めて、集計してい

ただいたので、そのご苦労にまず敬意を表したいと思います。内容的に見ると非常に充実した内容

なので、これは我々がこの指針をまとめるに当っての参考資料というだけではなくて、何らかの形

で、日本の今の飼い方はこんなものですよということを畜産関係者にもお知らせすれば、有益な情

報になり得るかと思うので、何らかの形で日の目を見させるようなことも技術協会で検討されたら

いいのかと思います。 

〔藤岡座長〕 

ありがとうございました。4点ありまして、1点目が繋ぎ飼い、単房飼いについて、これはいろい

ろあると思いますが、諸外国の例からいくと「②牛の取扱い」の辺に入るのが一番いいのかなとい

う感じがします。 
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2 番目の肥育について、これにつきましては「2 栄養」のところの「①必要栄養量」のところで

当然、繁殖と肥育は違った形態になるので出てこざるを得ないだろうと思っています。新たに 1項

目設けたらいいのか、この 2の①で読み込んだらいいのか、これについてはまた皆さんのご意見を

いただければと思います。 

3 番目の放牧については、乳用牛ではどういう形になっているのか、事務局にご説明いただいて、

乳用牛よりも肉用牛で放牧をいった方がいいのか、そこのところ、またご意見をいただきたいと思

います。 

4 番目に言われた、このアンケートについて、ぜひともこの分科会で使うだけではなく、もう少

し幅広くというのは同意見でございまして、この分科会が終わった段階で、それ以降考えていただ

ければと思います。 

それで、どうでしょうか、1 番目の繋ぎ、単房のところは「1 管理方法」の②で取り扱うという

こと、それと肥育については 2の「①必要栄養量」のところで取り扱うという、この点については

どうでしょうか。 

〔事務局〕 

今、乳用牛の検討を行っているところなのですが、繋ぎ飼いであるとか、放牧等に関しては、「3

牛舎」の「①飼養方式」のところで取り扱っております。ここでは、例えば繋ぎ飼いだとこういう

メリットがあります、デメリットとしてこういうものがありますといったことを、それぞれの飼養

方式によって事実関係のメリット・デメリットの紹介を行っています。 

今までの流れや文化だとかでいろいろな飼い方というのがありますし、繋ぎ飼いであれば海外で

の文献等に関して少ない部分がございますので、ウェルフェア的なことや生産性のこと等、いろい

ろなことを含めて、今後考えていく必要があるので、そういうメリット・デメリットというのをご

紹介するという形で、今までの畜種では整理しております。 

〔藤岡座長〕 

乳用牛の放牧については飼養方式の中でうたわれるのですか。何か順序が反対なような感じもす

るのですが。放牧は放牧でやって、牛舎は牛舎でという感じになるのですか。乳用牛の場合はそう

いう整理をしているわけですね。 

〔事務局〕 

そうです。どちらかというと「一般原則」のところででも申し上げたのですが、施設設備よりも

どう取り扱うかとか、丁寧に取り扱ってあげようということを重要視するということもうたってい

ますので、放牧であっても繋ぎ飼いであっても基本的には餌でも水でもきちんと丁寧に管理してあ

げましょうということが基本になるので、飼養方式によって餌はこうしましょう、水はこうしまし

ょうというような個別具体的な書き方はほかの家畜ではしていないというのが状況です。 

〔鈴木委員〕 

「3 牛舎」という項目立てがありますが、そこで日本の肉用牛の特徴的な飼い方を紹介するとい

うことはいいことだと思います。それが一番頭に来るのが多分おさまりがいいと思います。それは

それでいいと思いますが、ただ、水や暑熱対策という表現を、放牧地の日陰林というのはそういう

ことになるんだけれども、そういうふうなところを散らばしてやるという考えであれば、それはそ

れで、放牧飼養の場合にはこういうこともやりましょうと、そういう書き方でも私は別に構わない

と思うので、ただ、やはり飼い方の違いでこういうことはしてあげなければいけない部分にはそれ

ぞれのポイントでちゃんと書くべきだと、それならそれでいいというふうに思います。 

〔菅谷課長補佐〕 

鈴木場長おっしゃっていただいたことというのは基本的にはやっぱり書かなければいけないこと

だと思っています。ただ、水の場合が２の③の「給餌・給水方法」のところに放牧時の水の管理と

か出てきたり、ちょっとばらつく面も実はあるのはあるのですが、ただ、放牧するときの留意点、
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例えば乳用牛などではワラビ中毒なども注意しなさいよとか、そういう御意見もあって入れたり、

そういうことはいろんなチェックポイントというか、留意点では３のところでいろいろ盛り込むよ

うにしたいと思っていますし、また先日の推進委員会の中でも放牧したりパドックで運動させたり

することがいいといったようなことも書くべきだという御意見もありましたので、乳用牛と同じよ

うに入れていく必要もあるのではないかと考えております。 

〔藤岡座長〕 

放牧のところについては、菅谷班長が言われたように、特に項目立てはしない形での整理という

ことでよろしいでしょうか。 

〔近藤委員〕 

いいのではないでしょうか。ＥＵの基準で乳用牛の場合、ウェルフェアの点数制みたいな、オー

ストリアの ANI2000 のようなものがそうなんですけれども、それだと放牧をやっている時間だけで

得点がはね上がっていくので、放牧を半日か、20 時間やったらほとんど基準をクリアしてしまうぐ

らい点が高くなってしまいます。ただし問題は海外の基準では放牧がなぜいいかということはまる

っきり言っていないんです。放牧は見た目でいいからでしょうね。だから、そういう意味で、今こ

こでこういうふうに 3ないしは第 2の 3で取り上げていくという形でも構わないと思います。 

〔藤岡座長〕 

放牧についてはそういう形での整理をさせていただくということにしたいと思います。 

2 番目に言われた肥育について、特にこれは肉牛に限ると思うのですが、私の方では 2 の①に入

れたらというか、当然入ってくるのではないかというようなことでちょっと申し上げましたが、こ

れについて特に項目立てする必要があるのか、した方がいいのか、ここのところの皆さんご意見は

どうでしょうか。 

〔近藤委員〕 

何度も済みません。先ほどの日本独特のという話になってくると、今みたいに 800 ㎏までもって

いくなんてことはＥＵでもアメリカでもないわけです。それから、格付けで霜降りを一番上に持っ

てくるというのもないわけです。それは、独特な飼い方をしているところから発生しているわけだ

し、それから鼻環だってないわけですよね。それらを取り入れていくということの特殊性をきちん

と整理しておかないと、そこのところをつかれて、800 ㎏まで飼って、脂肪をつけるという飼い方

がウェルフェア自体に反しているとか、鼻環つけるのに何の意味があるんだという議論になると、

それはもう我が国独特の文化なんだと言い張るしかないわけで、今の飼養管理も含めて、いかに必

要性があるかということを整理しておかないといけないのではないでしょうか。 

〔藤岡座長〕 

先生のご意見としては、肥育についても、鼻環についてもいかに必要性があるかということを書

くということですね。 

〔近藤委員〕 

北海道ではほとんど鼻環はつけませんからね。何のためにあるのかよくわからないという感じも

するんですけれども。 

〔藤岡座長〕 

肥育についても 1項目設けた方がいいのではないかというご意見ですか。 

〔近藤委員〕 

違います。そこのところを皆さんの理解を得た上で書いていかないと、欧米と比べてとか、欧米

にはないでしょうという議論になったときに困ってしまうだろうと。放牧だけで 510、1,000 ポンド、

1,100 ポンドで終わる世界と、何が何でも 800 ㎏まで持っていかないと、と場も受けてくれないと

いう世界とでは違うでしょう。消費者が求めるものが違うわけで、文化も違うということになると、

その辺のコンセンサスをとっておかないといつまでも向こうと議論できないということです。 
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〔藤岡座長〕 

それを 2の①の中で、我が国独特の牛肉指向、それに基づいた飼養形態、こういう形になってい

るということを、この 2の①の中で整理して書いた方がいいのか、別途肥育という項目を設けた方

がいいのかということの整理なんですよね。触れないといけないのは当然なんですが、肥育につい

ては 2の①で触れるということでよろしいですか。 

〔近藤委員〕 

今おっしゃったそのとおりでいいかと思います。 

〔藤岡座長〕 

わかりました。それでは、そういう整理ということでよろしいでしょうか。 

鼻環については、この「管理方法」の中で日本独特であるけれども、やはり去勢なり除角、蹄の

管理の他に鼻環も入れるべきではないかということで、これは項目として載せるということでよろ

しいですか。乳用牛にはないけれども、肉牛では出している。北海道では鼻環は少ないけれども、

内地ではかなりの部分がされていると、こういう現状を踏まえたらそれについては載せておいた方

がいいということで、そういう整理でよろしいですか。 

〔鈴木委員〕 

鼻環自体は、要は繋ぎとか単房飼いのためということや、個別の牛のハンドリングを容易にする

ためのツールという、昔は農作業とかいろんなものに使うので、そういうものが必要だったと思う

のです。要は、そういう肉用牛が、役用牛から役肉牛になって、今、肉用牛になっているわけです

けれども、そういう流れの中で、飼養管理も鼻環をつけるというが基本的にはあると思うので、要

はそういうことがちゃんとわかるように書けば、それはそれでいいのではないかと思いますし、つ

け加えれば 800 ㎏以上の、今 900 ㎏になるような肥育牛もいるけれども、そういう牛についてもち

ゃんと肢が大丈夫なように、肥育牛でもきっちりと蹄の管理はしましょうとか、そういうものもち

ゃんとちりばめて書けばいいのではないのかなと思います。それが抜けないように、いろいろな意

味での配慮をした上で記述をしていけばいいのではないか、またそうすべきではないかというふう

に思っているところです。 

〔藤岡座長〕 

そのほか管理のところで、特にここのところについてはこうすべきじゃないかということはござ

いますか。 

それでは、次の「栄養」のところでこの 4項目について述べて、その中で肥育についても取り込

むということで整理しておりますが、この辺について、特に皆さんで付け加えるもの、また内容に

ついてはこういうふうにしたらいいのではないかというご意見等ございましょうか。 

〔浅田委員〕 

肉用牛については、豚とか鶏、乳用牛と特に違うというのは、繁殖をやっている経営もあれば肥

育あるいは一貫というようなタイプがあることで、そういう面から 2の①の栄養量については、例

えば繁殖牛は繁殖牛としての項目づけ、あるいは肥育でも特にホルスタイン種から交雑、黒毛和種

までいろいろあるので、その辺を多少分けた形でのまとめをした方がいいのではないかなというふ

うに思います。 

〔藤岡座長〕 

そうですね。そこは当然そうなって。ホルスタインのところは入っていないのでしょうか… 

〔事務局〕 

ここでは分けていないです。例えば、豚の指針の 6ページ「必要栄養量・飲水量」をご参考にし

ていただければと思うのですが、基本的にどこのステージではどうという書き方はここではしてお

りません。ステージごとに書くと内容がどんどん細かくなってしまい、農家の方にお配りして、ア

ニマルウェルフェアというものを知っていただいたり、こういうことに注意して欲しいということ
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をまず広めて理解していただいたりすることが最初ということで、余り詳しいことを書いていくと、

ボリュームが増えてしまい、農家の方が手に取ったときに見るのが嫌だというほどの分量にはなら

ないようにということもあって、まとめられる部分はできるだけ簡潔に書くような形にしておりま

す。 

〔菅谷課長補佐〕 

繁殖牛についてのチェックポイントや重要なポイントとか、肥育牛についての重要なポイントと

いうのは多分きちんと書いていくべきだというのが浅田委員のご意見だと思うので、余りに漠と書

き過ぎてわかりにくくならないように留意してもらえればと思います。 

〔藤岡座長〕 

先ほど近藤先生も言われたように、日本の肥育は他国と若干違うところもある、そういった特徴

も活かしながら書く必要があるということの整理になるのではないでしょうか。そういうことでよ

ろしいでしょうか。 

そうしたら、次の「牛舎」並びに「牛舎の環境」について、先ほど放牧についても「牛舎」の中

の①の「飼養方式」の中で取り込むという説明がありましたが、それも含めまして「牛舎」、「牛

舎の環境」のところで特にご意見等ございましょうか。 

〔近藤委員〕 

輸送がこの指針に入らないにしても、そこに行くシュートは入れる必要があるのではないでしょ

うか。パドック、その他出荷用のシュート、追い込み柵等について。海外でもそのような基準があ

って、先ほどの科学的知見の中のテンプル・グランディンのフライトスペース等は、たしかシュー

トの話なので、構造物だからここに入るのかなと思うのですが。 

〔藤岡座長〕 

それは一部、構造の中に入ってくるのかどうか。 

〔近藤委員〕 

牛がけがをしない構造というものの中に入ってくるのかもしれない。 

〔藤岡座長〕 

やっぱり今も牛を移動するときにかなりストレスがかかっているという背景があるのですね。 

〔近藤委員〕 

輸送そのものが一番大きなストレスだと。それは、たしか入れないんですよね。 

〔事務局〕 

そうです。 

〔近藤委員〕 

積み込みのときに電気ムチを使ってはいけないとか、上らせる角度がどうだとか、そういったテ

ンプル・グランディンはワインディングさせた方がずっと追いやすいとか、そういうことはいっぱ

いあります。牛の取扱いの中に移動に関することは入っていないのですか。 

〔事務局〕 

近藤先生の言われた移動の際の電気ムチなどについては、取り扱いのところなどで海外の基準に

は多く書かれています。 

牛の取扱いの中でストレスを与えないように取り扱うというようなことはありますが、シュート

等に関しても先ほど言われたような、けがをしない構造というところで、うまく書き込む形なので

しょうか。 

〔近藤委員〕 

肉牛農家には牛舎に付随する構造物として、1 頭ずつ通して時間を確認して、できれば体重を測

ってトラックに乗せるシュートか何かが必ずありますよね。 

〔藤岡座長〕 
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小さなところにはないかもしれないですね。トラックの荷台から板か何かをおろして、綱で引っ

張って上げるというところが多いかもしれませんね。確かに移動のところは取り扱いの方で触れる

のか、もしくはこちらの「牛舎」の構造の方で触れるのか、どちらにしても触れた方がいいという

ことで検討させてもらうということでよろしいでしょうか。 

〔池田委員〕 

1 つよろしいですか。先ほど豚の方でちょっと気になったのが 7 ページにあったのですが、今さ

らかもしれないですけれども、②の「強制換気型豚舎」これに「床は断熱材等で覆い」というのが

あるのですが、床は断熱材では覆わないですよね。 

〔事務局〕 

例えば、子豚のところとかだと、保温するためのパネルとかそういうものを敷かれているので、

それらを想定しているのですが。 

〔池田委員〕 

分娩舎とか子豚舎は一部やったとしても全面を覆うということはまずないですし。肥育豚舎なん

かは全くそういうのはないところがほとんどです。壁と天井とには当然あるのですが、床に関して

は。それも断熱材ではないんですよね、表現的には。 

〔林委員〕 

コンクリートの床にファンヒーターとかで暖めておけばいいのですが、そうじゃないときにはゴ

ムマットを敷いて、温度が逃げないようにしているというのがあるので、私もちょっとわからない

のですが、そのことを言っているのではないでしょうか。 

〔菅谷課長補佐〕 

肉用牛の場合、強制換気とかといった感じでは書かないので、そこは今の肉用牛のときには考え

なくていいのかなと。 

〔事務局〕 

そういうゴムマットとかも含め、断熱材等という形でまとめたということでお願いできればと思

います。「等」という形で。 

〔林委員〕 

1 つよろしいでしょうか。「熱環境」のところで、「牛にとって快適な温度域」というのが、当

然快適というよりも生産性の高い温度域というのが絶対どの動物でもあると思うのですが、例えば

北海道と沖縄ではかなり温度の差があって、とてもそれは合わせられないということがあると思う

ので、さっきのアンケートを見ていたときに、寒冷については隙間風を防ぐとか、暑いときには扇

風機を回すとか、恐らくその日の間の温度差をなるべく少なくするというのが家畜にとって快適だ

と思うのです。いきなり暑くなったりいきなり寒くなったり、風がぴゅーぴゅー吹きこんだりとい

うのは恐らく熱環境で問題になると思うので、そこのところの書き方は悩ましいところですけれど

も、何度から何度というのは、特に牛舎では厳しいのではないかという気がしないでもないのです

が、どうでしょうか。 

〔藤岡座長〕 

夏と冬によっても違うし、また北海道と沖縄でも違うし。 

〔林委員〕 

アンケートでの農家の方の回答が現実的なことなので、やっぱりそういうのが一番いいと思いま

す。隙間風対策とか扇風機を回すとか、温度で記述するのではなくて、快適にするためにどうすれ

ばいいのかといったことが。 

〔藤岡座長〕 

温度域という形で整理しないでということですね。 

〔近藤委員〕 
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ただ、「熱環境」と書いてありますからね、温度域じゃなくて熱環境だから、家畜管理学でも最

初に教えるのは熱環境というのは温度だけではなくて気温と気湿と気流の 3つで動くという。温度

じゃなくて熱環境なんですね。だからそれをうまく書けばいいということですか。 

〔林委員〕 

温度域と言われると何か、それでいいのかなという印象が。 

〔藤岡座長〕 

今、近藤委員の言われたような方向で工夫してもらうということですね。 

ほか、ございましょうか。―よろしいですか。 

それでは、「その他」も含めて全体を通して特にご意見ございましょうか。 

〔池田委員〕 

「その他」のところで「停電に備えた自家発電機」、これは牛舎に必要なのかどうかと思います

けれども。 

〔近藤委員〕 

自動給餌器や何かがとまってしまったら、もう人が餌をやるにもやれないぐらいの大きさのミル

クロボットとかの場合ではないでしょうか。 

〔島田委員〕 

日本の場合は停電が起きたとしてもそんなに停電での影響はなくて、大地震でもない限り大丈夫

だと思います。 

〔近藤委員〕 

九州や北海道の山奥で電線が落ちたら、もう。 

〔福元委員〕 

「その他」のところの緊急事態の中に法定伝染病のことも加わるのですか。 

〔事務局〕 

法定伝染病等の家畜の飼養管理に関する法令等に関しては、「その他」の緊急事態の中ではなく、、

「一般原則」の「関係法令の厳守」という項目において、伝染病予防法に基づく「家畜飼養管理基

準」等を遵守することが必要と書いております。 

〔菅谷課長補佐〕 

家畜伝染病予防法に基づく法定伝染病が発生したときの措置というのは書き出すと多分すごくい

ろんなことを書かなければいけなくなると思います。そのまま書いてもすごい分量になってしまう

と思うので、この指針において、法令の遵守という面では家畜飼養衛生管理基準を例として取り上

げて整理しているということです。 

あと、先ほどのお話ですけれども、「停電に備えた自家発電機等の設備」というのは、最初に採

卵鶏とか豚でつくったものですから、どうしてもそこは記述せざるを得なかったのですけれども、

肉用牛の場合はなかなかちょっとぴんとこない部分もあるかもしれないので、その辺はちょっと、

実態を踏まえて書いていただければと思います。 

〔近藤委員〕 

ウェルフェアとしての問題ではなくて、それは管理上の問題になってくるでしょう。経営者が、

例えばロボット哺乳を入れていて30頭ぐらいのものを4つも5つも持っていて、電気がとまったら、

じゃあ全部バケツでやるのかという話にはならないですからね。それはもうウェルフェアの問題じ

ゃなくて、経営者が対応せざるを得ないという話になるのかなと思います。 

〔菅谷課長補佐〕 

ただ、緊急時の対応というのは各国のガイドラインにも出てきていて、OIE のコード案の中にも

出てきています。ウェルフェアの観点から、機械化したものがとまったりするとよくないというこ

とがどうもあるみたいなので、そこはやっぱり頭に入れておくべきなのではないかというのがこれ
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までの他の分科会の議論の中でもありました。 

〔事務局〕 

昨日、九州の農家に調査に行った際に聞いたのですが、日本の場合は外国の例とは大分違ってい

て、関東近辺だと電気会社に電話すれば 2～3時間で直る。九州だと台風が来て電柱がばたばた倒れ

るから 1週間くらい電気が来なくなる。そういう場合、発電機をリースで借りるといった対応をし

ていると。ただ、自分の家で全部買って管理するとお金がかかり過ぎるから、鉄工所とか何かと契

約していて 1週間分は借りられるということを言っておられました。そういうことも含め、日本的

に書けばいいのかと考えています。 

〔藤岡座長〕 

緊急時というのはわかるのだけれども、停電がそれに入るのかなという感じもちょっとしますね。 

〔菅谷課長補佐〕 

そうですね。停電ばかりでもないですね。最後のところの停電というのは特出しという感じで使

っているのですが、ここは肉用牛の実態を踏まえてちょっと書きぶりを考えないといけないと思い

ます。 

〔藤岡座長〕 

そうですね。そこはそうしてもらった方がいいと思います。ほかに、ございますか。 

〔島田委員〕 

④の「初乳、子牛の給餌」については、乳用牛の場合は子牛をすぐに離してしまって画一的な飼

い方をすると思うのですが、肉用牛の場合は、アンケートにもあるように、母親から分離する時期

というのが分娩直後から 6カ月までつけている場合が多いので、離乳する時期によって子牛に対す

るケアをそれぞれどういうところに注意しなければいけないということを盛り込んだ方がいいのか

なと思いました。 

〔藤岡座長〕 

初乳の方についてですか。 

〔島田委員〕 

そうですね。初乳についてはホルスタインと同じだと思うのですが、母親から離す時期によって

代用乳をやる回数などが違ってくるのかなと思います。 

〔藤岡座長〕 

初乳を母牛から飲んでいるのを確認するということも非常に重要ですから、そういった意味での

重要性ということも含んでですね。給与というか、初乳の重要性という意味であればわかると思い

ますが。そこも注意してもらいましょう。 

〔近藤委員〕 

もう 1つ、餌の方で、栄養の方は先ほどちょっとお話が出ましたけれども、牛の品種、それから

増体によっても餌を変えて、こういうふうにやれというのが飼養標準と成分表できちんと書いてあ

るので、それを参考にすればいいと思います。アンケートにも出ていましたけれども、ビタミンＡ

についての問題点というのは、単純に肥育の最後のところでビタミンＡを抜けばいいというふうに

はなっていないと思います。ちゃんとやっているところは、ある一時期に一定期間だけ抜くという

方法があって、このアンケート結果を見たときに問題がないと言っている農家はきちんとやってい

るんだろうと思うのですが、問題があるというところは、その辺のやり方を知らないでやみくもに

ビタミンＡを抜いているのではないかと。そうだとすると、肢が悪くなって目が見えなくなってく

るから、これは明らかにウェルフェア上の問題点になってくる。我が国の肉牛ということを考える

のだったら指摘しておく必要があるのかなと思います。 

〔菅谷課長補佐〕 

飼養標準にも書いてあると思いますので、それらを見ながら書き加えるようなことも検討させて
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もらえればと思います。 

〔事務局〕 

今、飼養標準 2000 年版を見ているのですが、ビタミンＡのことは、例えば肉用種雌牛の肥育に要

する養分量ということで、要求量だとかそういうことも細かく載っています。 

〔藤岡座長〕 

2008 年に出た最新版の飼養標準でも触れていますので、それも参考にしながらビタミンＡについ

ては触れると、それは非常に大事なことだと思いますので、触れてもらいたいと思います。 

〔鈴木委員〕 

肥育牛については、ある時期になったらちゃんとビタミンを補給してあげてとか、そういうふう

な書きぶりをするということで対応されるのがいいのではないかと思います。 

〔林委員〕 

資料 4の 2ページの上から 3つ目の文献の人と動物との関係というもので、私が今読んでいて十

分に理解できないところがあって、取り扱いのところで不要なストレスを与えないように丁寧に取

り扱うことという流れで書いてありますが、この文献というのはちょっとよくわかりません。要す

るに質的な問題というのと頻度の問題というのがあると思うのです。大きな牛の農場ではなかなか

難しいですが、特に子牛だとか豚でも、動物と接する頻度の多い、声をかけろとまではちょっと言

いづらいところもあるんだけれども、よく畜舎を回っている農家というのはやはり何か牛や豚がか

なり慣れている。人慣れしているような気がします。それは私の経験であって、科学的根拠がどう

いうところに書いてあるのかよくわからないのですが、質的に丁寧に扱うというのと、もう 1つ、

人に慣れさせるという、それで恐らく、慣れてない農場に入ると豚とかが騒ぐんですよね。そうい

ったところというのは、ひょっとするとこのアニマルウェルフェアに関係してくるのかなという気

もしています。絶対にそれはやりなさいという話にはならないんだけど、そういうふうにすれば、

もしそういう科学的根拠があるならば、そういった部分というのを入れても、そういうふうに飼っ

た方が家畜は人になれて、驚かないですよみたいな、そういう推奨項目みたいのができたらいいの

かなという気はするんですけど、そういう文献はあるのでしょうか。 

〔近藤委員〕 

90 年代にアメリカで扱いのいい農家の方が乳量は高い。それから、繁殖にトラブルが少ない、乳

熱が少ないというものが出ていたのですけれども、それは獣医師が地方紙に書いたもので余りはっ

きりしないんです。それ以降、日本でも何度か酪農学園大学と麻布大学で若手が一生懸命実験をや

って、じゃあどこで人に慣れているか、慣れてないかを確認するのかというので、先ほどここに出

てきましたけれども、事務局から説明があったフライトですね。フライトゾーンとかフライトディ

スタンス、逃避回避距離とか接近許容距離と言いますが、どこまで近づいたら逃げ出すという距離

を農家ごとに測る。先ほど言ったように、もし一生懸命かわいがっている、もしくは常に見回って

いる農家だと人が接近しても逃げる距離が短いだろうという仮説を立てて、一生懸命黄色いレイン

コートを着て牛に近づいては逃げる距離をはかったという実験があるんですけれども、そのときも

一見傾向は出るのですが、そんなにシャープな結果は出ない。はっきりしているのは接近を許すよ

うな距離の牛が多い農家は繁殖成績がいい。それはどうしていかというと、いつもそばにいて牛を

見ているところだとやっぱり発情の発見も早いし、異常の発見も早いらしいと。しかし、乳量にま

で反映するところまではいっていないです。ヘンミセルロースとかボクシンとかといった欧米のウ

ェルフェアの研究者達がやっているのでも、環境をそろえていっても、構造物をそろえていっても

最後は人の扱いという問題にたどり着いてしまうので、そこのところで総説を書いていると思うの

で、これのエビデンスは余りないのではないかと思います。 

それから、先ほどの豚がというのもありましたが、豚は放牧で飼うと本来の行動である地面を掘

るということが明らかに出てくると、それが 5番目のナチュラルビヘイビアですが、そういうこと
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をさせた豚は物すごくおとなしいんですよね。と場へ出すときも人が入っても騒がない。これは、

人の扱いがいい、悪いじゃなくて、本来のナチュラルビヘイビアを十分に発揮させてやった豚はお

となしいというレポートが幾つかあります。ただ、牛についてはそんなに。 

それから、子牛をなでてやるという実験も幾つか出ているんですけれども、これも 90 年代から随

分やったんですが、あいつらは恩を忘れるんです。6 カ月ぐらいたつと差がなくなってくる。初め

はいいんですけど、だんだん。それから肉牛ですけど、生まれて放して触ってやるという処理を延々

と続けて、その後実験すると明らかにほかの牛より慣れている。じゃあ、終わったと言って親に戻

す。親と育って 6カ月で離乳してまたやると、もう全然もとのもくあみに戻っているというような、

この辺の実験もいっぱいあるんですが、きれいな一定した結論は出てないと思います。処理の条件

が揃えられないこともあると思います。 

〔鈴木委員〕 

ただ、ここに書いてあることは一応間違いないし、うちらの経験でも手をかけてやったやつは繁

殖牛になってもちゃんと寄ってきます。むしろうるさいぐらい、厄介なぐらい寄ってくるので、雌

牛は余り手をかけないことにしています。雄牛は婿入りするんでおとなしくなければ大変なので、

週に 1回ぐらいなでてやると、場長が行くと、ああ場長が来たと言ってちゃんとごあいさつしてく

れている、ちゃんと触らせてくれて、1 歳を過ぎた牛でも田んぼの中に入っていって触っても暴れ

るとか、そんなことがないぐらいまで牛はよくなつく。それは、やっぱりいろんな意味での危険を、

ここに書いてあるような、人にとっても危険がなくなるし、牛にとっても非常にリラックスして人

慣れするということでいいことだと思います。 

〔近藤委員〕 

でも、ブリーダーなんかは逆ですよ。雄牛は絶対かわいがらないです。どっちかというと殴りま

す。というのは、おっしゃるように 600 ㎏、700 ㎏、1,000 ㎏超す牛が人間にじゃれるんです。そし

て人を殺すこともあるんです。だから、人間は怖いものだと思わせて育てないと、雄牛は人を殺す

こともあるから本当に危ないですよ。 

〔鈴木委員〕 

2 歳になるようなときは、遊ばれたらこっちは飛びますから、スタンチョンをかけたり、そうい

うことをしますけれども、人に触られるとか、なでられることについて、非常におとなしくなると

いうのは事実だし、そういう意味でのハンドリングの容易さ、危険性を非常に軽減するというのは

人にとってもメリットがあることなので、ここの「牛の取扱い」というのは、不要なストレスとい

うことのほかに、加えてそういうふうなことがありますよと、総論的でもいいですからこういうふ

うな表現は書いた方がむしろいいんじゃないかと思います。 

〔近藤委員〕 

それは賛成です。おっしゃるとおりです。 

〔菅谷課長補佐〕 

やはり乳用牛のときも、乳用牛は特に搾乳するのでというお話があったのですが、愛情を持って

接するということが大事だということを書いてくださいというご意見があって、それを記載してい

ますので。肉牛の場合も、ざくっとした感じの書きぶりにはなるとは思うのですけれども、検討さ

せていただきたいと思います。 

〔藤岡座長〕 

搾乳牛だったら毎日触っているけれども、肉牛の場合はそれが少ないから、それが問題になって

いるから、やっぱりそれは触れてもらった方がいいと思います。これについては触れてもらうとい

うことで対処したいと思います。 

ほか、ございましょうか。 

〔小林委員〕 
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現場の方としては、さっきお話しされたのですけれども、うちもニュージーランドとかオースト

ラリアから牛を導入していますし、アメリカの牧場でちょっとバイトをしたこともあるんですけど、

基本的に向こうの牛と日本の牛は全く違っていまして、向こうの牛はもう触らせない、野生動物に

近いんですね。ニュージーランドとかから素牛を入れたときに、全然触れない。触るとすごい勢い

で蹴ってきたりして、人間が近づくこと自体がストレスになっているような状態です。日本はやっ

ぱり子牛のときから人間の近くで飼っているので、人間が近づくことはそんなにストレスではない

んです。だから、例えばどこかの牛舎、こっちからこっちへ移動させるときに、知らないところへ

行くよりは人間の方に近づいてくるのが日本の牛で、海外の牛は、人間に近づきたくないんです。

それよりは、ちょっとわからないところへ行った方がましというような感じなので、これは同じベ

ースで話をすること自体にかなり無理があると思います。アニマルウェルフェアを比較すること自

体もかなり無理がありまして、日本でも先ほどのアンケートが、大半はもう 100 頭以下の小さいと

ころ、いわゆる餌をやるのでも、だれが餌をやっているのか向こうは見ている状態です。海外の場

合はトラックで走っていって、横から餌を出しているという、だれに餌をもらっているかわからな

いということもありますので、ここの辺がやっぱり海外のウェルフェアと違って、説明をしなけれ

ばいけないときに、かなり補足が必要になってくるのかなと思います。単純に同じ土台で話をする

こと自体にかなり無理があるのかなと。日本では本当に牛と対面して育てていますから、海外と比

べてかなり丁寧に動物を扱っていると思います。 

〔藤岡座長〕 

昔、十勝種畜牧場でアンガス、ヘレフォード、シャロレー、それと和牛を飼っていたら牛の気性

が全然違うんですね。アンガスなんかまさにおっしゃるとおりで、シャロレーは追い詰められたら

人だろうが何だろうがぶつかってくる。和牛はそういったところはまずないですね。やっぱりそう

いった昔からの役用から飼ってきたものと、肉専用で飼ってきた、そういった品種的な違いという

のはやっぱり底辺にあると思います。そこらの点もちょっと触れてもらっておいた方がいいですね。 

〔近藤委員〕 

国際的なグローバリゼーションの中でこれを私どもはつくろうとしているわけで、いつかこれは

農林水産省が英語版をつくらなければいけないだろうと思っています。共通の言葉を使わないとい

けないと思います。日本独特で我々はこうしている、あなた方はこうしているけど、我々はこの文

化でこうやっていて、子牛についてはいつも母ちゃんか祖母ちゃんが面倒を見ているからいつもお

となしいんだというようなことを共通の言葉で語れないと、向こうとけんかできないですよ。 

〔藤岡座長〕 

そこらのところもちょっと工夫していただければと思います。 

〔菅谷課長補佐〕 

私も実は当然アンガスとかと接したことがあって、すごいなというのが印象なんですけれども、

基本的には日本は 1頭 1頭きちんと精密に牛を管理していて、その前提の上でこの指針ができてい

るということで書きたいと思っています。もう全然違いますといったことはなかなか書きづらいも

のがあるので、1 頭 1 頭きちんと精密に飼われているという前提で書きたいというふうに思ってい

ますので、そこは事務局にお願いしたいと思います。 

〔藤岡座長〕 

ありがとうございます。ほか、ございましょうか。 

〔近藤委員〕 

1 つだけ共通認識として、ここで論文を書いている方々、子牛の育成などのウェルフェアでラッ

センとかアンマリーなんかが随分書いていますが、この間、話をしてびっくりしたんです。欧米の

哺乳子牛の死亡率は平均で 7～12％もあります。もし、日本でそんなに殺したら肉牛農家は絶対に

やっていけないですよ。乳牛だって 3％も殺さないと思います。北米は物すごく死亡率が高い。実
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は初乳も飲ませていないし、扱いはもっとひどくて、ウェルフェアは海外に学べと言っている人も

いるようだけれども、子牛については日本の方が断然いいんです。全然レベルが違う取り扱いのよ

さで、間違いなくいいです。それも踏まえて、そこは考えて書いていった方がいいと思います。 

〔藤岡座長〕 

それも踏まえてですね。確かに、そこら辺の数値というのは私もそれを聞いてびっくりしました。

日本で和牛を 10 頭飼っているところでそんなに高い死亡率だったら経営はやっていけないという

事態になるでしょうね。ありがとうございます。 

大体よろしいでしょうか。もう１つ課題があるので先に進みます。 

 

（4）比較試験について 

〔藤岡座長〕 

それでは「比較試験について」ということで、説明をお願いします。 

〔事務局〕 

事務局から資料 7「肉用牛における比較試験について」に沿って、来年度実施予定の比較試験に

ついての説明があった。 

〔藤岡座長〕 

ありがとうございました。この試験結果は最終的な報告の中に反映させていくという形ですか。 

〔事務局〕 

国内において行われたデータがあまりないということもありますので、この結果 1つを指針に反

映させるということはできないことかと思いますので、こういう研究もあるというような事例の 1

つとして調査をしたいと考えています。 

〔藤岡座長〕 

報告書の中に反映できるものがあれば反映していただくということで。これについて何か質問な

どございましょうか。よろしいですか。一応こういうことで佐藤委員のところでやっていただくと

いうことでございますので、進めていただきたいというふうに思います。 

〔島田委員〕 

パーセンテージは少ないですけど、肥育牛でも繋ぎ飼いがいるみたいだし、せっかくやってもら

うなら結果がよりクリアに出た方がいいと思うので、繋ぎ飼いと、1時間、3時間、6時間でどれだ

け差が出るかちょっとわからないですが、もしできるのであればどこかの区を繋ぎ飼いにしてもら

った方がいいのではないでしょうか。 

〔近藤委員〕 

繋ぎ飼いを増やしてはどうかと。採血もしやすいから。 

〔鈴木委員〕 

非常に知的好奇心がくすぐられる試験ですので、みんなが後でなるほどと思えるような、そうい

ういい試験になるように、しっかりした実験計画を立ててやっていただきたいと思います。なかな

か興味深い仕事だと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。 

〔藤岡座長〕 

ありがとうございました。その点、佐藤委員に伝えて対処方よろしくお願いします。 

 

（5）その他 

〔藤岡座長〕 

これで本日の予定の議事については終わりましたが、特に皆さんの方でご意見等何かございまし

ょうか。それでは事務局で何かございますか。 

〔事務局〕 
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今回、こちらでご報告させていただいた項目等については、3月 23 日に開催される推進委員会で

ご報告をさせていただくことになっております。 

今年度のこの分科会については、今日の 2回目で終わりということになるのですが、今日いただ

いたご意見をもとに、先ほど何回か出ましたが、指針のたたき台、原案を作成させていただいて、

来年度、7 月か 8 月ぐらいになってしまうかもしれないのですが、そのときに原案をお示しして、

また再度ご議論、ご検討等いただきたいと思っております。 

〔藤岡座長〕 

ありがとうございました。事務局からは以上でございます。 

全体を通して何か皆さんの方でご意見ございましょうか。―特にございませんか。 

本日、委員の皆さんから貴重な意見をお聞かせいただきましたので、事務局におきましては、本

日の議事概要をまとめて後日ホームページ等で公表するというふうに聞いておりますので、よろし

くお願いしたいと思います。 

また、次回の開催については、事務局から追ってお知らせするということでよろしくお願いした

いと思います。 

 

５ 閉 会 

 


