
 - 1 -

アニマルウェルフェアに対応した家畜の飼養管理に関する検討会 

平成 21 年度 第１回乳用牛分科会 

 

平成 21 年 10 月 16 日（金）鉄二健保会館 

 

１ 開 会（14：00） 

 

２ 挨 拶 

・開会の挨拶〔石原副会長〕 

畜産技術協会の石原でございます。9月 1日に副会長に就任いたしました。よろしくお願いいたし

ます。 

委員の先生方には、お忙しい中、ご出席を賜り、誠にありがとうございます。ご案内のとおり、農

畜産業振興機構の補助事業であります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

らアニマルウェルフェアの考え方に対応した飼養管理の検討を行っており、本年度はブロイラーと乳

用牛の指針を取りまとめることになっております。 

乳用牛につきましては、昨年度、2 回分科会を開催いたしまして、飼養管理指針に盛り込むべき事

項、内容等についてご検討をいただいたところでございます。本年度につきましては、指針の素案を

作成するのに時間を要したということもございまして若干遅れておりますが、昨年に引き続きご検討

をよろしくお願いしたいと思います。 

本日の分科会では、アニマルウェルフェアの考え方に対応した飼養管理指針（素案）について、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。 

なお、今後のスケジュールといたしましては、後でもう一度ご説明をいたしますが、もう一度ぐら

い分科会を開いて指針案の取りまとめをしたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

 

・来賓の挨拶〔菅谷課長補佐〕 

いつも大変お世話になっております。農林水産省畜産振興課でこの事業を担当している菅谷でござ

います。 

先ほど副会長のご挨拶にもございましたように、この事業では畜種別のアニマルウェルフェアの飼

養管理指針を作成するということで、今年の３月には委員の先生方に大変ご苦労をおかけしながら 2

年間かけて採卵鶏と豚の飼養管理指針を取りまとめることができました。それをベースにして、今回、

乳用牛の指針の素案を事務局につくっていただいたわけですが、前回 3月 10日の第 2回の分科会で

は非常に活発にご意見をいただきまして、そのご意見を踏まえてこの素案を作成されたということで

ございます。この素案について、専門的なお立場から、最終的に農家の方にわかりやすい指針という

ものをイメージしてご意見をいただければと思いますので、本日は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〕 

「委員名簿」の順に本日出席の委員の紹介を行った。（藤田委員、森委員が欠席） 

また、昨年度は独立行政法人家畜改良センター新冠牧場の櫻井氏、全国酪農業協同組合連合会の米

倉氏に委員をお願いしていたが、人事異動等の関係で、今回から新冠牧場の高橋場長、全国酪農業協

同組合連合会の三輪審議役に委員をお願いしている旨の紹介があった。 

また、オブザーバーとして出席の農林水産省、環境省、独立行政法人農畜産業振興機構の紹介を行

った。 
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出席者紹介後、配布資料の確認を行った。 

 

 

４ 議 事 

〔事務局〕 

それでは、会議を進めさせていただきたいと思いますが、この分科会の座長は小澤委員にお願い

をしておりますので、今回も小澤座長のもとで会議を進めていただきたいと思います。どうぞ、よ

ろしくお願いいたします。 

〔小澤座長〕 

引き続き座長を務めさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 

この後は、皆さん座ったままでのご発言ということで、私も座らせていただきます。よろしくお

願いいたします。 

今日の議事でございますが、先ほど副会長から話がありましたとおり、今までの分科会での検討

を踏まえて、今日、ご提出いただいている「アニマルウェルフェアの考え方に対応した乳用牛の飼

養管理指針」の素案をご議論いただくというのがメインの議題となります。 

なお、前回同様、今回もこの会議にはアニマルウェルフェアに関心のある方々が傍聴されていま

す。また、議事録は皆さんご存じのとおり、畜産技術協会のホームページで公表されるということ

になっておりますので、ご了解をお願いしたいと思います。 

今日の進め方ですが、この管理指針を分割しながら検討させていただくということで、終わりの

時刻を 5時ということで予定しております。特にご都合が悪くなければいっぱいまで時間を使いな

がら皆さんからご意見をいただきたいと思います。 

区切り方ですが、指針の目次で、最初に第 1の「一般原則」こちらの方は前回も一度見たような

気がしますが、もう一度きちんと乳用牛版ということで確認したいと思います。 

それから「第 2 乳用牛の飼養管理」の「1 管理方法」、①～⑩までありますが、これを 1グル

ープ、次に「2 栄養」の①～④まで、それから「3 牛舎」、最後に 4番と 5番のところと付録資

料もありますが、これらを一括してということで区切って検討したいと考えています。 

 

（１）乳用牛の飼養管理指針（素案）の検討 

「第１ 一般原則」 

〔小澤座長〕 

まず、「第 1 一般原則」について、事務局から最初に説明をいただきますが、これにつきまし

ては前にもお話があったかと思いますが、採卵鶏、豚の飼養管理でも共通で作成されているという

経緯もあります。この中に乳用牛のことを織り込んでつくられたということになります。 

それでは、事務局から読み上げて説明をお願いします。 

〔事務局〕 

「アニマルウェルフェアの考え方に対応した乳用牛の飼養管理（素案）」の「第１ 一般原則」

が読み上げられた。 

〔小澤座長〕 

お手元に薄い冊子で採卵鶏と豚の飼養管理指針というのが、準備されているかと思いますが、こ

の 1・2ページをご覧いただきますと、ほぼ同じ文章が載っております。 

採卵鶏の 2ページ目をご覧いただきますと、上から 7行目に「また」というのがあり、「⑤正常

な行動ができる自由」、例えば、採卵鶏におけるということで、採卵鶏の具体的な⑤に該当する内

容が記載されており、豚も同様に 2ページの 7行目に、豚のルーティングの話が載っているという

形になっております。 
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乳用牛では、前回の 3月に牛独特の行動というのは何かというご議論をいただいたときに、佐藤

委員から「牛における舐め合い」ということをご紹介いただいたので、それがここに入ってきてい

るということになっております。 

なお、この「一般原則」につきましては、親委員会である推進委員会でさらにご議論をいただく

形にはなるかと思いますが、乳用牛分科会として意見を提出することができますので、何かござい

ましたらご意見をいただければと思います。いかがでしょうか。 

〔佐藤委員〕 

同じところの 2ページの「正常な行動ができる自由」の話ですが、あの時、舌遊び行動という異

常行動の話をしました。こういう社会的な関係というのも非常に重要なのですが、あわせて反芻行

動というものも非常に重要で、粗飼料不足というものがそういう異常行動の誘発要因になっている

のです。反芻行動は個体維持にとって非常に重要な行動ですので、併せて「牛における反芻行動並

びに舐め合いによる身づくろい行動」と入れていただければと思います。 

〔小澤座長〕 

「反芻行動」が先に入った方がよろしいでしょうか。「反芻行動」の方がより代表的な社会的行

動だということですね。 

〔佐藤委員〕 

そうですね。 

〔事務局〕 

質問よろしいですか。反芻というのは、牛であれば自動的にというか、採食行動の後は、とめよ

うと思っても反芻をしてしまうという、通常の生理の一部ではないのでしょうか。ただ欲求で起こ

るようなものなのでしょうか。 

〔佐藤委員〕 

1 ㎝以上の大きい飼料片があると、それが刺激になって反芻は起こるのですが、１㎝以下の微細

な餌を食べさせているときも反芻をやりたがるのです。反芻が全くできないような餌を与えられた

ときに、偽反芻といって吐き戻すものは胃液しかないのに吐き戻してくちゃくちゃするという、物

理的な刺激がない場合にも起こる非常に欲求の強い行動です。何でそんなに反芻が重要なのかとい

うと、睡眠ととても関連しており、反芻しているときに覚醒の脳波と睡眠の脳波が同時に出たり、

交互に出たりして、覚せいを抑えてまどろみ状態になるなど、単なる消化というだけではなくて、

心理的な安定をもたらすためにも使われている行動のようなのです。微細な飼料を食べさせられた

場合でもやりたがるということで、強くプログラムされている行動だと行動学では考えています。 

〔事務局〕 

今、質問させていただいたのは、例えば、逆に人が人為的に抑制しようとしても起こってしまう

ようなことではないかと、そうすると正常な行動ができる自由で、自由を阻害のしようがないみた

いなところがあるのではないかなと思って、書き込むような用語にはもしかしたら当たらないので

はないかなという観点からなのですが。 

具体的には、切断長の長いものを食べさせないといけないということではないのでしょうか。 

〔佐藤委員〕 

そうです。それでもって正常な反芻を促進することが心理的安定や消化の促進にもつながると。 

〔犬丸委員〕 

基本的には微細なものを与えると反芻の減少または消失があると思いますが、現場の現状で考え

ると、そういう微細な餌を与えるというのは餌全体の中からすると、パーセンテージにするとすご

く少ないと思うのです。1 ㎝以下という餌の重量比またはボリューム。普通、酪農家の人は牛を健

康に飼いたいと思っている。病気をさせるような飼い方はできるだけ避けようと思っています。た

だ、食品の中で余っているものを上手に加工してリサイクルしてエコフィードというのをやってい
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るところではそういう微細なものを混ぜることによってコストダウンをして、計算上は栄養価が合

うようにしてやっていくこともありますが、普通の農場で考えると、反芻は減少してもなくなると

いうことはないと思います。ただ、熱発や胃腸障害その他もろもろのことではなくなりますが。だ

から反芻という行動をここに入れるということについては賛成ではありません。入れなくてもいい

のではないかと思います。 

〔三輪委員〕 

私も大体同じような考えなのですが、当然繊維が不足すれば反芻というのは停滞するわけですが、

それは後の「栄養」の方で書き込まれておりますので、そこのところできちんと守ればいいことで、

社会的行動のような形での制限というのとは意味合いが違うのではないかなというふうに感じます

ので、繊維の長さを維持するという重要性については重々認めるものですが、ここに持ってくるの

はなじまないのではないかと思います。 

〔佐藤委員〕 

アンケート調査報告書の子牛の粗飼料給与というところを見たのですが、そうしたら、4 週以降

での給与というのが結構あるのです。これは遅過ぎるというイメージなのです。粗飼料給与をこん

なにおくらせる意味ですが、こういうのは反芻行動に対する意識がかなり低いのではないかという

イメージを持ったからなのです。 

ヨーロッパのヴィール子牛などでは当然粗飼料は給与しません。その中ではすごく異常行動が発

達します。それに似たような飼育環境が実際にあるのではないかということで、反芻行動の重要性

というのは、単なる栄養だけの問題ではなくて、そういう心理的なストレスにもつながるというこ

とで、意識してもらう必要があるのではないかということです。 

〔犬丸委員〕 

佐藤先生のご説明で、生まれてから少しの間、粗飼料給与が足りないという農家があるというこ

とがアンケート調査報告書のデータとしてあるということですので、それは十分理解できました。

現状、私のテリトリーの中では粗飼料が不足するという状態のところは余りないので、私はそう発

言しました。基本的には佐藤先生の考えは理解できましたけれども、これはあとは皆さんのご意見

の中で取りまとめてほしいと思います。 

〔高橋委員〕 

ほ育期間中の乾草の給与については、私も表面的な勉強しかしていないのですが、原則的には 60

日未満の子牛には乾草の給与は不要だという、学説のようなものがあると思うのです。生理学的に

は、第 1胃の発達、絨毛の発達に必要なのはスターターであり、乾草を、余りやり過ぎるとスター

ターの摂取量が減少しかえって発育が悪くなるというような学説、論文もあると思うのです。乾草

は子牛の期間中に必要だというのはわかるのですが、純粋に栄養学的な視点で言うと、子牛のほ育

期間中の量としては通常の飼育管理の中で、遊びで食べるくらいで乾草の給与は十分だということ

もあると私は理解しています。ここは専門家の方々にお話をしていただきたいのですが、行動学的

なところと栄養学的なところでは違う議論があるかもしれませんけれども、純粋に栄養学的に言う

と、乾草が必ず生後 60 日未満の子牛には必要だという議論にはならないのではないかと、その事

実はどうなのでしょうか。 

〔亀田委員〕 

我々酪農家は時として指導者によってその説に従って飼養管理をしている面が多いので、乾草を

早目に与えるよりは、人工乳というか濃厚飼料的なものを先に与えなさいという指導が今は大半だ

と思います。だから今は余り乾草を早く与えるという意識は酪農家にはないような気がします。 

私も佐藤先生の言っていることはよくわかるのです。自分である意味行動学的なところを考えた

ら反芻ができる環境というのは、やはり乳用牛にとって非常に安楽的な環境でないと起きないので

す。危険な状態だとか、運搬とか移動中とか、そういった環境では反芻は起きづらいのですけれど
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も、そういう欲求というのは牛が要求しているものかどうかというのはなかなか難しいところだと

思います。反芻を行えるような環境を整えるということは行動の自由につながるようなことだと思

うのです。だから、入れても入れなくてもどちらでもいいという気がします。 

〔松山委員〕 

自分も酪農家ですが、病気の牛が回復しているかどうかというときに反芻の回数を数えたりしま

す。1回の反芻について、45回とか 50回とか、ちゃんとしているかなと。それから、第 4胃変位

の手術をした後なども反芻を始めればオーケーだなと。そういう目安にはします。もう 1つは繊維

の切断長の話も出ていましたが、最初のこの集まりのときに、ちゃんと餌を食べているかどうかと

いう話になって、事務局長から日本の牛は腹一杯餌を食っていないのかという反論も受けたのです

が、粗飼料と濃厚飼料の比率というのも反芻を起こさせるために大切なことだと思います。同じ腹

いっぱいでも粗濃比を無視して、濃厚飼料を腹いっぱい食べさせたのではしっかりした反芻はでき

ないのです。 

また、先ほど亀田さんからあったように、牛が反芻している場合、立って反芻している場合は余

り見かけません、時としてありますが。しっかりと寝て反芻できる、そういう牛床の状態になって

いるかというのも含めて必要なのかと思います。 

それから、育成というかほ育時期の餌のことも出ていましたが、東北大学の梅津先生だと思いま

すが、学生のときにルミノロジー「乳牛の科学」というのを読んで非常に感銘を受けました。あの

本に書かれていたように、やっぱり最初は濃厚飼料でないと出生直後は半絨毛の発達を促せないの

で、要するにスターターをあげて、あわせて乾草あるいはそれに準ずるものを置いておけば牛が勝

手に食べていく。そんな莫大な量の粗飼料は要りませんから、そういうふうにしてできるだけ早く

4 つの胃をつくっていくという方向で育てていますが、まれに共進会目的で牛を大きくしたいため

に、長期間ほ育をするような方もいらっしゃいますが、それはやっぱりトータルの酪農の生産をし

ていくという上ではプラスにはならない。そういうふうな感覚でいますので、あくまでも牛が反芻

をしやすいような状況というのが牛にとっても酪農家にとってもいい状態だというふうに理解して

います。論点がずれたかもしれませんが、むしろ飼養管理の方に入る部分のことなのかなと思いま

す。 

〔小澤座長〕 

佐藤先生、他の畜種を見ますと、一応、代表的行動を 1つ書いて「など」としてあります。乳用

牛分科会としては、例えば反芻行動を起こす牛に舐め合いによる身づくろいみたいな形で提案する

ことは可能かとは思うのですけれども、例えば親委員会からどちらかにした方がいいのではと意見

が来た場合にはどちらを書いた方がいいかという意見を付して、事務局にあとは任せたいと思って

いるのですがいかがでしょうか。―やっぱり両方でしょうか。 

〔佐藤委員〕 

そうですね。私も舌遊び行動の調査をやりましたけれども、粗飼料だけ与えても舌遊びはとまら

ないのです。群飼いをするととまるのです。また群飼いしただけでもとまらないし、かなりどっち

も強い欲求なのだなという感じは持っていますので… 

〔小澤座長〕 

わかりました。では、一応「例えば、」の次に「反芻行動、」というのを入れるのをとりあえず

ここの分科会での意見にしてみたいと思うのですが、いかがでしょうか。先ほど犬丸先生からは反

対ということもあったのですが、佐藤先生やその他の方が、今いろいろご議論をいただいている中

で、やはり反芻ができるという環境がアニマルウェルフェアと非常によく結びついているのではな

いかというような意見が少し強かったように思うのですが、犬丸先生、いかがですか。最初から理

解はされているのですよね、佐藤先生のおっしゃっていることは。あとは、書くか書かないかとい

うところについては… 
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〔犬丸委員〕 

生後すぐのときの飼養管理のセクションでみんなの意見がある程度一致した部分があるから書か

なくてもいいのではないでしょうか。 

〔三輪委員〕 

アンケート調査報告書の 38 ページの子牛が 4 カ月以上粗飼料をというのは、恐らく牛はそうい

う欲求を、先生がおっしゃるとおり持っていますが、例えば粗飼料をたくさん与えると子牛の成長

が遅れる場合がある。実際に草ばかり食って、ほかに何も食べないという牛も出てくるので、ある

程度制限しなさいということを言います。そうすると子牛は自分である程度、敷きわら等を食べる

のです。という意味では自由はある程度ある。そういう意味では、確かに重要なことではあるけれ

ども、私としてはここの部分ではなくて、飼養管理の方で書くことかなというふうに思います。 

〔佐藤委員〕 

栄養学的な意味だけではなくて、反芻というのはそういう脳波なども変わり、心理的な意味もあ

るということで指摘をしておく必要があるのではないかなということなのです。 

〔事務局〕 

1 つだけよろしいですか。反芻というのは行動欲求などの欲求する行動に当たりますか。反芻が

重要でないと言っているわけではなくて、反芻が自然と起こってくるような安楽な環境が大切なの

は全く同感なのですけれども、ここの文章の中で、「行動等は牛の中に強い行動欲求がある」そう

いう行動欲求でくくるような内容なのかなというところで、少し質が違うのではないかなという気

がしたものですから最初に質問をしたのです。 

〔佐藤委員〕 

やれない飼育環境をつくっても、わざわざ行うということで強い動機があるということなのです。 

〔横山専務〕 

ではこれでくくっていい、行動なのですね。 

〔佐藤委員〕 

はい。 

〔事務局〕 

強い行動欲求に結びつけようとするとなかなか結びつかないかもしれませんので、もし入れるの

なら全体の文章をちょっと変えないといけないですね。 

〔菅谷課長補佐〕 

佐藤先生のおっしゃることが飼養管理の部分で十分に書けてないということがあるのだと思うの

です。もし可能であれば、ここの文章としては身づくろい行動にしている方が読みやすいのでその

ままにして、飼養管理のところできっちり書いた方がいいような気はしました。 

〔佐藤委員〕 

もしそうするなら、その中で単なる栄養的な意味だけではなくて、そういうものも加えればわか

りやすくなりますね。 

〔小澤座長〕 

わかりました。そういうことで、ここでは「牛における舐め合いによる身づくろい行動」という

のを代表にして挙げて、「など」と。それから、後ろの「栄養」のところですか。 

〔菅谷課長補佐〕 

「栄養」の「初乳、子牛の給餌」のところです。そこで行動的なことも書いていただければと思

います。 

〔小澤座長〕 

これも含めて検討していただくと。そういうことでよろしいでしょうか。 

〔佐藤委員〕 
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はい。 

〔小澤座長〕 

それでは、今は、とりあえず文章はこのままということで、後ろの「栄養」の子牛のところで行

動欲求のことについても触れて文章を整理するという方向でお願いします。 

それでは、第 1のところで、ほかにございますか。よろしいですね。 

 

「第２ 乳用牛の飼養管理」 

１ 管理方法 

〔小澤座長〕 

それでは、第 2 に入らせていただきたいと思います。「1 管理方法」のところの「①観察・記

録」から「⑪管理者等のアニマルウェルフェアへの理解の促進」まで、事務局からお願いいたしま

す。 

〔事務局〕 

「１ 管理方法」が読み上げられた。 

〔小澤座長〕 

まず、目次では、①～⑩になっていますが⑪まであります。⑦には「分娩」が入り、今の⑦が⑧、

⑧が⑨、⑨が⑲、⑩が⑪ということです。確か、これは櫻井委員から分娩に関する項目も入れて、

これについてしっかり記述するべきだというご意見をいただいたものが反映されて加わったという

ことで、目次の方は最初の原案のままになっていたのだと思います。ということで、目次に「分娩」

という項目を加えておいていただければと思います。 

それでは、順番に①から皆さんのご意見を賜ってまいりたいと思いますが、その前にもう 1 つ、

ここに書いてないことの確認ですが、「去勢」についてどうするべきかといった議論が前回 3月に

ありました。これについては、肉用牛の方できちんと記載していただくということで、乳肉複合の

方については、乳用牛のものと肉用牛のものを見ていただいてやっていただくということが前提に

なっていますので、「去勢」は①～⑪までの間には入っておりません。それをまず確認しておきた

いと思います。 

それで「①観察記録」のところですが、前回の議事録を見ますと、特に佐藤先生から、他の牛群

から導入されたものについて、注意が必要ですということをどこかに書いてくださいということで、

①の中に「なお、闘争等の発生は」ということで入っているかと思います。 

それから、亀田委員から日ごろの観察や搾乳記録等が大事ですというご発言がありましたが、後

段の方の「また」以下のところに反映されているかと思います。 

ということで、①の項目について、特に何かお気づきのことがありましたらご意見をいただきた

いと思います。 

〔犬丸委員〕 

「牛の健康悪化の兆候としては、倦怠状態、速く不規則な呼吸、持続的な咳や喘ぎ、震え、食欲

不振」と書いてあって、全体のものと呼吸器症状等が書いてありますが、あと胃腸障害、下痢とか

明らかに外から見てわかる症状として、「下痢等」と 1つ加えてはどうかと思います。 

〔小澤座長〕 

下痢でよろしいですか。 

〔犬丸委員〕 

外から見て具体的にわかるものを。 

〔佐藤委員〕 

私も、もう少しサービスして詳しく書いた方がいいのではないかと思います。下痢だけではなく

て、鼻水とか。涙がすごく出るとか、被毛がすごく汚いとか。あるいは、行動的にだと、群飼いし



 - 8 -

ている場合だと群れから離れたりしますので、孤立化とか、歩き方の変化、歩様の変化とか、ここ

での書き方が随分あっさりしているなという感じを受けました。 

〔犬丸委員〕 

専門用語としては「跛行」とか、足を痛がることを「跛行」というのですけれども。そういうも

のを、明らかに外から見てわかるものを入れてはどうでしょうか。 

〔小澤座長〕 

外から見てはっきりわかる症状については、若干網羅的に、もう少し丁寧に書き加えてほしいと

いうのが佐藤先生と犬丸先生のご意見ということです。 

先ほどから鼻水、下痢、被毛の汚れ、孤立化、跛行ということで、今具体的に挙がってきたので

すが、特にこれだけは入れてほしいというのは何かございますか。 

〔犬丸委員〕 

それこそ佐藤先生が言われた反芻をしているか、していないか。ここに反芻を入れてもいいです

ね。そうしたらもう一言で健康かどうかわかります。反芻獣ですから。ここに反芻の有無とか何か

を入れたらすごく具体的でわかりやすいかもしれないですね。 

〔事務局〕 

消極的な意見をいつも言うようで申しわけないのですが、これ全体の分量というのもありますの

で、やはり代表的なところ、重要なところから幾つかの項目を事例的に挙げていくというようなや

り方をさせていただきたいのです。ページ数が増えると最初から最後まで読んでいただけるかどう

かがわからなくなってくるのです。そういうようなことにもご配慮いただければと思うのですが、

よろしくお願いします。 

〔小澤座長〕 

文章の長さもありますので、具体的に、どの兆候を書くかは事務局で検討していただいて。 

〔事務局〕 

重要なものから、先生方のご意見をいただきたいのですが。 

〔佐藤委員〕 

歩き方。歩かせてみれば、悪そうかどうかというのはわかりますからね。 

〔犬丸委員〕 

文章をプリントするときに、同じ書体ですから、どこを強調して見たらいいかとかいうのがわか

りにくい。強調文字で書いたり何らかの他の文字で書いたりすれば、目にぱっと写りますので、そ

ういうことをされたらいいと思います。 

〔亀田委員〕 

そこは強調することでもないのではと思うのですが、ある意味、アニマルウェルフェア的には次

の「愛情を持って牛と接し」なんていうのは強調した字で書いてもらってもいいと思うのですけれ

ども、下痢、跛行なんていうのは、我々生産者も一番気がつくところですので、入れるだけでもい

いと思います。 

〔小澤座長〕 

その辺のところを事務局で検討をして、代表的なものを、何にするかということで、文章の長さ

もあるそうですので、絞っていただくということで、もう少しここのところは検討していただきた

いということにしたいと思います。 

〔三輪委員〕 

今のところの文章ですが「倦怠状態」というのは、余り聞いたことがないのですが。恐らく現場

では、何を意味しているのかわからない文言です。 

〔小澤座長〕 

そういうものを外して、今のような下痢とか反芻の有無とか入れたらどうかということですね。
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その辺は検討させていただいて、成文していただこうと思います。 

〔猪瀬委員〕 

下の方に「牛の健康状態、病気・事故の発生の有無、泌乳の状況（泌乳量等）」と書いてありま

すが、これは現実的には、どの乳量を、1 頭当たりの泌乳量のことか、それともバルク等の総乳量

で見るのか、それとも乳検の数字で当たるのか、これは現実的にはできないですよね。 

〔小澤座長〕 

これは、どういうイメージでしょうか。 

〔事務局〕 

どの時点というのは、正直何とも言えないのですが、前回の委員会のときに犬丸委員が、バルク

の量全体を見れば、全体の状況もわかるというようなお話もされていたかと思うので、牛の状態が

わかるような形で何かしらの泌乳量というのを記録しておいた方がいいのではないかという形で入

れさせていただきました。漠然としていて申しわけないのですが、何かこういうところを見ればと

いうのがあれば、ご意見をいただければと思います。 

〔亀田委員〕 

泌乳の状況を毎日記録するかどうかは、乳検加入農家であれば月 1回記録は取っていると思いま

す。泌乳量を把握するということは、熱心な酪農家であれば必ずやっていることだと思います。そ

の牛の健康状態がどんな状態かというのが即座にわかるのは泌乳量の変化ですので、例えばオリオ

ンであれば毎日ミルクチェッカーをつけているとか、そういうことをやっているのが自然だと思い

ます。ですから、これは載せておいてもいいと思います。 

〔犬丸委員〕 

実際に診療依頼があった場合には、この牛は昨日 35㎏出ていたけれどもきょうは 10㎏も減った、

これはおかしいと言ってきます。具体的には農家は日々個体の乳量、それから乳房を拭いたときに

ぱーんと張っているか、張っていないかという、感覚ですね。乳量はともかく、張らないという感

覚で異常を見つけます。 

また、全体の乳量を上手にコントロールしているところはうまく飼養管理ができていて、乳量の

変化が毎日上下しているところは全体の飼養管理が下手であったり、または気候の変動があったり

するということを前回は申し上げたのですが、今回は、非常に大きなメガファームではない限り、

普通、農家は個体管理ですので、個体の乳量を把握することは重要なポイントです。乳房炎で熱発

して発見から数時間後に死ぬこともあるので、そういうときの対処の仕方とか、牛を飼っている人

にそれを把握してもらうことは重要なポイントです。それによって牛 1頭が助かるかどうかもある

し、1頭の損失は約 100万円になりますので。 

〔猪瀬委員〕 

ということは、個体及び全体の乳量把握と考えてよろしいわけですね。わかりました。 

〔小澤座長〕 

急ぐようで申しわけないのですが、大分渋滞していますので、先へ進ませていただきます。 

「②牛の取扱い」の記述については、いかがでしょうか。これについては、前回、佐藤委員、亀

田委員からいろいろご発言をいただいていたと思います。 

〔佐藤委員〕 

また 1つ多くなって困ると言われるかもしれないですが、2行目の後に、取り扱った結果として、

人と牛との心理的な関係を見る指標として、人の接近に対する回避距離というものが有効ですよと

いうようなことを解説してあった方が農家にはわかりやすいのではないかと思います。丁寧な取扱

いの効果だけでなく、これを評価する部分を 1つ入れた方がいいのではないかと感じます。 

〔小澤座長〕 

具体的にはどんな記述になりますか。 
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〔佐藤委員〕 

「人と牛との心理的関係を見る指標として、人の接近に対する牛の回避距離」です。それが有効

だというのはたくさん研究データもありますので。牛がすぐに逃げるような管理をしてはいけない

ということです。 

〔亀田委員〕 

それについては反論をさせていただきたい。管理者であればそういうことも言えるかもしれませ

んが、牛が見ず知らずの人に向かって近づいていくかというと、牛は意外と慎重ですので、めった

やたらに、幾ら優しい牛でも近づいていくことはまずしませんので、ちょっと当てはまらないかな

と思いますし、どう愛情を注いでも愛情をわかってくれない牛というのもいますので、今のままで

十分かなと思います。 

〔佐藤委員〕 

個体差はありますが、全体としてそういう反応性は、飼育環境が非常にいい状況になると楽観的

な牛になってくるのです。見知らぬ人が来ても、余り攻撃的な人ではないだろうというふうに思っ

てしまうという、そういう心理的な、楽観的な動物に変わっていきますので、見知らぬ人が来たと

きに全く違う反応をするというのは、やはり飼育環境に少しストレス性があるのではないかと思い

ます。 

〔亀田委員〕 

言わんとしていることはわかるのですけれども、私が前回発言したのは、酪農家は牛と一緒に、

毎日仲間という意識で働いている人が多いのですが、一部には牛を畜生的な取り扱いをしている農

家もあって、そういう農家の牛は、やはり生産性を欠いている状況なので、それらの環境を改善す

るためにも「愛情を持って」というような表現を使って、牛との接し方をしっかり書いた方がいい

ということで前回発言したつもりです。こういうことをまず掲げて、喚起を促すというのが今は重

要だと思っています。そうした結果、心理的に近づいてくるような牛になっていくのだと思うので

すが。まだそこまでは書かなくてもいいような気がします。 

〔松山委員〕 

私もこの表現でいいと思います。ついでに、我が経営のぼろを言いますが、私のところには中国

人の研修生が 2人います。ちょっと荒っぽいのが 1人いて、その人がいくと絶対に何もやらせない

という牛がいます。同じ牛でも 70 過ぎのおふくろが寄っていった場合はおとなしくしています。

結局、ここに書いてあるようなことがいろんな農場で実際に起きていて、今、亀田さんがおっしゃ

ったように、この最後の 3行というのはウェルフェアの観点からすると非常に大切なことであると

思います。 

〔亀田委員〕 

鶏、豚にはない「愛情」という表現がこの３行には入っていますので。 

〔犬丸委員〕 

酪農のイメージとして、何か夢みたいなものがあるのです。ミルクの生産やチーズをつくってい

る人がそれぞれ酪農ということに夢を持って牛を飼っていると思うのです。 

私たち診療をやっている獣医師もそこで一緒に夢を担いでみたいという気持ちがあるので今まで

ずっと続けられたと思うのです。だから、こういったところにちょっと夢みたいな部分が入ってい

てもいいのではないかなと思っております。 

〔佐藤委員〕 

だから、そういう態度について評価する部分を入れないと、自分はやっていますよと言っても、

その動物との関係がきちんと改善されてなければ意味がないわけで、それが生産性にもつながるの

で、評価の部分というのを入れる必要があるのではないですかということです。ただ、愛情を持っ

て接しましたというだけでは何の効果もなくて、その結果、改善されたのかどうかという関係が重
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要なのだと思います。 

〔小澤座長〕 

先生がおっしゃることはわかるのですが、そこまで書き込む必要があるかというところで、他の

委員の方と少し意見が違っておりますが、このままでよろしいですか。 

〔佐藤委員〕 

はい。 

〔小澤座長〕 

先を急ぎまして、次は「③除角」のところです。 

前回、ここは随分時間をかけて議論した部分です。松山委員、犬丸委員から「除角」についての

たくさんのご意見をいただいた上でこの文章になっているかと思います。何か変更が必要なところ

はございますか。 

〔高橋委員〕 

4ページの実施の時期のところで、具体的に言うと、うちの牧場は、実態として生後 2～3週間以

降での除角は実施していません。角根部を触って、わかったらすぐに、なるべく早くやるというこ

とになっていて、具体的には 1 週間ぐらいでやっています。ですから、ここにあえて「生後 2～3

週間以降に」と書く必要があるか、ということなのです。 

〔亀田委員〕 

前回、2～3週という時期的な議論はなかったような気がします。1週間でもわかりますので。 

〔小澤座長〕 

そうすると、特に時期は書かず、できるだけ早くといった感じですか。 

〔高橋委員〕 

こう書かれてしまうと、これに従わないことになってしまいますので、できればそうしていただ

いた方がいいです。ここは 2週間以降でないとだめだということにはならないとは思いますが、さ

っき言ったように「できるだけ速やかに」ということだと思いますので、そういう表現にしていた

だければと思います。 

〔事務局〕 

具体的に何週間からということは他の国の基準などにもなくて、畜産大辞典を見たときに「生後

３週間ぐらいから」と書かれてあったので時期を入れてみました。 

〔松山委員〕 

個体差があるので、むしろ「角部分が触れるとわかるように」でいいのではないでしょうか。 

〔事務局〕 

確かにイギリスでは「子牛の 2カ月齢前が、理想的には角の突起が見え始めるころに早く行う」

となっています。 

〔小澤座長〕 

それでは、「生後 2～3週間」という記述はとりやめておくということでお願いします。 

〔松山委員〕 

それと、除角の方法で焼きごての実施が可能なということは、その後になるとデホーナカッター

を使わなければならないという時期になります。デホーナカッターを使うということは血液由来の

病気の恐れにもつながります。その意味でも 2カ月以内あるいは 3カ月以内、要するに「焼きごて」

でという部分を強調されるべきだと思います。 

〔犬丸委員〕 

4 ページの一番上の最初の言葉で「負傷する」とありますが、実際は負傷ではなく「死傷」、死

ぬということも過去にはありますので「死傷」とした方がいいのではないでしょうか。実際に亡く

なった方がおられますし、角に突かれて片方の腎臓を取ってしまった人もいますので。 
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〔小澤座長〕 

ありがとうございます。「負傷する」ではなくて「死傷」ということですね。 

〔佐藤委員〕 

除角の 3ページ 3行目、「闘争心がやわらぐ効果」とありますが、表現が情動的な、心理的な表

現なので、もっと具体的に「牛の攻撃力が低下する」とか「攻撃性が低下する」という方がわかり

やすいと思います。 

〔小澤座長〕 

「牛の闘争心」という表現よりも「牛の攻撃力が低下する」という表現でいかがだろうかと。 

〔松山委員〕 

「温順」という言葉でいいのではないですか。そうすれば闘争もやわらぐもなくなるでしょう。

「温順化に役立つ」とかとすれば。 

〔佐藤委員〕 

牛がどういう気持ちなのかという情動のところはよくわからないので、具体的に、攻撃力が低下

しているということや攻撃行動が少なくなるということの方がわかりやすいです。 

あともう 1つ、群飼いでけんかがすごく多くなるというのは、密度が高いからなのです。だから、

舎飼いでの群飼いが問題なのであって、放牧して、放牧地が広くなれば、そこでの攻撃行動という

のはそれほど問題ではなくなります。一番大きな問題は、舎飼いで群飼いして角があるということ

で、放牧飼養の場合は、角をつけても余り問題ではないという話もあって、日本でも放牧している

牛に角をつけようという動きもあります。牛の場合は面積を広げていくと急激にけんかをしなくな

りますので。 

〔小澤座長〕 

ありがとうございます。この辺は検討してみます。 

実は、予定のまだ半分も進んでないのですが、15時 20分になっていますので、少し休憩を取り

たいと思います。10分休んで 15時半から、若干急ぎながらこなしていきたいと思いますので、よ

ろしくお願いします。 

 

＜ 休 憩（15：20～15：30）＞ 

 

〔小澤座長〕 

前回たくさんご議論いただいて書き込まれているところについてはさほど議論は要しないかなと

思いますので、ご協力をよろしくお願いしたいと思います。 

次は、「④断尾」についてです。これについては亀田委員、佐藤委員、犬丸委員から前回たくさ

んご意見をいただいて、基本的にこの 4行目にありますとおり「実施しないことが望ましい」とは

っきり書いてあります。3 行目のところに「やむを得ず断尾を実施する場合は」ということで、獣

医師と相談の上という形で前回の議論のニュアンスを踏まえて書かれているかと思いますが、特に

何かございますか。 

〔亀田委員〕 

5 行目「尾房の毛のトリミング」とありますけれども、「尾房の洗浄またはトリミング」、洗う

というのが基本だと思うのです。「尾房の毛」というのは、尾房というのは毛も入ってしまうと思

うのです。だから「毛」は要らないです。 

〔小澤座長〕 

「尾房の洗浄とトリミング」という形でよろしいでしょうか。 

〔亀田委員〕 

そうですね。 
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〔小澤座長〕 

次の「⑤蹄の管理」についてです。これについても佐藤先生、松山委員からたくさん意見をいた

だき、特に「蹄の管理」の最後の 2行にあるとおり「歩行スコア」という具体的なものを明記して

おくべきではないかということで記載されております。ご意見ありましたらお願いいたします。 

〔犬丸委員〕 

1 行目「起立や横臥を正常に」とありますが、「横臥」というのは横になるという意味ですけれ

ども、伏せた形から起立するということで、「伏臥」の方がいいのではないかと思います。その下

にも「横臥」とありますので。 

〔小澤座長〕 

何が一番ふさわしいかという言葉の検討をもう一度させていただきます。 

他にございますか。―なければ先を急がせていただきます。 

続いて「⑥搾乳」についてです。これにつきましては、前回 3月のときに、猪瀬委員から過搾乳

についても警鐘するようなニュアンスで書いた方がいいのではないかというご助言をいただき、ま

た松山委員からディッピングのことについてはっきり書いて欲しいという話があったと思います。

また、犬丸先生からも搾乳についていろいろご意見をいただいたものについて、それぞれそのニュ

アンスを踏まえ書かれていると思いましたがいかがでしょうか。 

〔堂腰委員〕 

5ページの 2行目の「搾乳する場所の床が滑りやすい」はわかるのですが、「立つ場所の面積が

小さい」というのがよく分かりません。これは待機室の密度が高いという意味の表現でしょうか。 

〔小澤座長〕 

事務局としては、搾乳のために待機している場所が狭いということか、搾っている場所か、それ

とも何か別の意味があるのでしょうか。 

〔事務局〕 

搾っているところの面積が狭いということをイメージしました。滑りやすいにもかかわるのです

が、狭いと不安定ではないかということもあります。 

〔小澤座長〕 

堂腰先生、ここの表現の仕方について、何かご意見ありますか。 

〔堂腰委員〕 

一般的には、パーラーまたは繋ぎ牛舎では、牛床の部分で搾るわけですが、そんなにここに問題

はないのではないかという気はします。 

〔小澤座長〕 

立つ場所の面積が小さいといった表現を入れておく必要はないのではないかというご意見ですか。 

〔堂腰委員〕 

はい。 

〔小澤座長〕 

実際に搾っておられる委員の皆さん、表現的にどうでしょうか。農家の方々がお読みになってわ

かるかどうかという部分だと思いますので、ご意見をいただければと思います。 

〔亀田委員〕 

立つ場所の面積が小さいというのはどういうことを言っているのか私もわかりづらいです。「作

業者の落ち着きがない」というのはわかります。これは大切ですね。 

〔堂腰委員〕 

ストールが小さいということであれば、後の方で書けばいいので必要ないと思います。 

〔小澤座長〕 

これも削っていいのではないかという方向で検討させていただきます。ありがとうございます。 
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〔三輪委員〕 

質問です。佐藤先生にお答えいただけるとありがたいのですが。搾乳というのは牛にとってはス

トレスなのでしょうか。それとも、快楽なのでしょうか。搾乳回数は多くした方がいいのかどうか。 

〔小澤座長〕 

佐藤先生へのご質問です。搾乳という行為そのものは牛にとってストレスなのでしょうか。搾乳

の回数というのは増やした方がいいのでしょうか、どうでしょうかというご質問です。 

〔佐藤委員〕 

昔、牛が自らパーラーに入ってくるかどうかの試験をやりました。餌を与えれば入りますが、な

しだと入らないということで、特に搾乳自体が報酬になっているということはなさそうです。だけ

れども、搾乳することがストレスになってコルチゾールが上がるといったことはありません。ちゃ

んとオキシトシンが出ていますので。オキシトシンは快適状況でないと出てきませんので搾乳自体

には問題ないと思います。 

〔須藤委員〕 

搾乳行動そのものがストレスにはならないと思いますが、乳房の中、乳層が張って、多分あれは

かなり痛みがあると思います。それでパーラーに入って搾乳するとそれがなくなるというのを学習

して、結果的には報酬みたいになっている場合もあるというふうに私は聞きました。 

〔三輪委員〕 

お聞きしたのは、搾乳回数が 3回または 4回といったところもあって、搾乳回数が増えることが

牛にとってはストレスになるのかという疑問です。逆に、睡眠時間を削ってしまっているのではな

いかという。 

〔小澤座長〕 

5ページの上から 3行目に「毎日の搾乳時間や回数が異なるなどは乳用牛にとってのストレスの

原因となるため」と書いてあるところに絡んでいますね。 

〔佐藤委員〕 

搾乳時間や回数を変えることが問題なので、いつも同じ時間にきちんと搾乳されるということを

牛も期待しますので、その期待と違うということがストレスになるのです。 

〔亀田委員〕 

もう 1点、乳房炎の予防からのところですが、過搾乳にもつながるのですけれども、作業者数に

応じた適正な搾乳器の台数と定期的な点検整備ということだと思うのです。パーラーでも 1人で相

当数の頭数を見たりしますが、やっぱり限界というのがあるので、そこも一言入れておいた方がむ

しろ乳房炎の予防ということの項目であれば必要だと思います。 

〔小澤座長〕 

検討させてください。ほかにございますか。ないようでしたら「分娩」のところに入っていきた

いと思います。最初にお話したとおり、「分娩」のところは、特に項目としても挙がっていなかっ

たのですが、やはり乳用牛の場合には分娩というのは非常に大事なので、項目としても文章として

も入れてくださいということで入った部分です。今の文章で表現上何か問題があることがありまし

たらお願いします。 

〔三輪委員〕 

1行目「後産停滞」としてありますが、獣医学的には「胎盤停滞」ではないでしょうか。 

〔犬丸委員〕 

病名上は胎盤停滞ですね。 

〔小澤座長〕 

一般的に使われる言葉がいいかなということで、多分この言葉になっているような気がしますが、

いかがですか。 
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〔亀田委員〕 

農家に向けてであれば「後産停滞」でいいのではないでしょうか。 

〔小澤座長〕 

獣医学的な用語やカルテにはそう書かれるのだと思いますが、この辺は、より使われる言葉でと

いうことでいかがでしょうか。 

それでは、特にほかにご意見がなければ、次に進みます。 

「⑧病気・事故等の処置」ということで、これは他の畜種でも入っている部分となります。 

〔佐藤委員〕 

いろいろ講演をしていると、安楽死はどうやってやるのかという話が出てきます。動物の殺処分

法に関する指針には、具体的な方法が何も書いていないのです。そのときは、殺処分の指針の解説

を読んでくださいと、日本獣医師会がこの殺処分の指針をつくった後に解説書を出しているのです

が、その中では実験動物や愛玩動物の殺処分の方法が書かれています。畜産動物については指針と

似たようなことしか書いていないのですけれども、そういうものに準じたらいいのではないですか

という話をしています。 

もう 1つ OIEで 2005年に殺処分のガイドラインをつくっていますが、何か具体的な方法をここ

に提示できないものでしょうか。 

〔事務局〕 

13ページの付録Ⅱの「第 3 殺処分動物の殺処分方法」には「化学的又は物理的方法により、で

きる限り殺処分動物に苦痛を与えない方法を用いて該当動物を意識喪失の状態にし」と書いてあり、

指針の解説には「何らかの理由で飼養続行ができなくなった動物などの処分方法は、その状況によ

って異なることはもちろんであるが、できる限り処分動物に苦痛を与えないという観点から、安楽

死用薬剤の投与、頸椎脱臼、断首等の処分方法を用いる」というふうに書かれています。 

指針の解説にも具体的にこうしなさいというようなことまでは書かれていませんし、ミニマムス

タンダードという形で考えるこの指針の中に具体的にどういう方法でということは、余りふさわし

くないのではないかというふうに考えています。 

〔佐藤委員〕 

ここには書けないでしょうけれども、獣医師がこれをやる場合、具体的な方法をいつかは提示し

ないといけないのではないでしょうか。 

〔犬丸委員〕 

実際に安楽死をしています。それは、まず食用にできない牛、それからポジティブリストができ

て休薬期間が明確にできたので、それを守るために休薬期間が過ぎるまで、座ったままの牛、豚、

馬とかを最高は 90 日を超す間、そのまま置いておくというのはなかなかできません。そのまま置

くこと自体が、アニマルウェルフェアというだけでなく、農家の人にとっては毎日がつらい日々が

ずっとあるので、我々獣医師はやむを得ず安楽死の選択をせざるを得ないということになります。

それから、一部では口蹄疫や法定伝染病の場合の殺処分の方法があります。法律に基づいての殺処

分、これは各都道府県で過去にも実施されましたので、詳しくは行政当局に聞いていただければい

いかと思いますけれども、一般臨床獣医は、個体に対しての殺処分は、麻酔または筋弛緩剤を併用

して苦しまないようにして行っております。 

〔須藤委員〕 

ミニマムスタンダードということであれば、具体的なことは書けなくても、今言ったように、獣

医師に依頼すればそういうことを前提とした殺処分をしてもらえるということだと思うので、勝手

に自前で適当な殺し方をするなというようなことがわかるように、獣医師に依頼して安楽殺を行う

のが望ましいとか、そういうふうな書き方にすればいいのではないでしょうか。 

〔小澤座長〕 
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文章そのものには「獣医師の指示に従い」とか、「相談し」とかいう格好では表現されています。 

〔須藤委員〕 

はい。安楽死の処置をとることも検討するとありますが、安楽殺そのものを獣医師に依頼すると

いう前提で書けば、特に安楽殺の方法そのものを酪農家を対象としたガイドラインに細かく書く必

要はないのかなというのが私の考えです。 

〔亀田委員〕 

私もこの文章にはちょっと抵抗があります。最終的にここの文章は、今のように獣医師と相談し

て、獣医師にやってもらうということの中身が伝わればいいのですけれども、これだと酪農家自体

が安楽死をやるみたいな文章にも読み取れてしまったりするので少し抵抗があります。だから、今

のように獣医師に適切な処置をお願いするというような書きぶりに直してもらった方がいいかなと

思います。 

〔小澤座長〕 

これは、本当はおっしゃっているような気持ちで書かれているのだとは思うのですけれども、文

章の中に、いろいろと入れ込んだ格好にすると、長い文章になって難しくなるのだと思います。 

〔菅谷課長補佐〕 

他の畜種のところでも議論があったところだと思うのですが、基本的に治療は獣医師にやっても

らわなければいけないというのが当然で、それがこの部分全体にかかると考えているので、余りし

つこく書くのもおかしなような気がします。 

〔亀田委員〕 

現実的には酪農家自身が安楽死をさせているということは、まずあり得ないと思います。そこは

獣医師にお願いしますが、その決断をするのは酪農家です。獣医師も、積極的に、これは殺してし

まった方がいいということは言いませんし、畜主との相談によって安楽死の決断をして、速やかに

獣医師にお願いをするということだと思うので、その意味が伝わるような文章にしてほしいです。 

〔事務局〕 

そういう意味を含めて書いたつもりなのですが。例えば酪農家の方が安楽死をした方がいいとい

うふうに考えた場合に「適切な方法で」と書いたのは、そこで獣医師等に依頼をして安楽死の処置

をするという意味で書きました。 

〔須藤委員〕 

最後のところで、「安楽死の方法について」という文章が単独で出てくるので、そこで切れてし

まっているような感覚を持つのです。だから、強いて言うなら安楽死を、この場合は「獣医師に依

頼し、何々に準じた方法で行うものとする」というような文章にすれば支障はないのではないかと

思います。 

〔亀田委員〕 

その方がいいですね。 

〔小澤座長〕 

検討してください。これは、多分畜種の横並びで、ほぼ同じ表現で出てきています。だから、ち

ょっと横並びをとってしまうのかもしれませんが、その辺は、また親委員会での調整になるかと思

います。 

〔松山委員〕 

「治療を行っても回復する見込みのない場合」、要するに獣医師が治療をする以外で、ある部分

で水を運んだり、敷料を取りかえたり、あるいは内服薬を飲ませたり、あるいは食べる餌を見つけ

てきてあげたりというのも畜主の愛情だと思うのです。それがなかったら病気は治らないですよね。

最終的に安楽死を選択するというのは重大な決断ですが、それも愛情深く見たときの最終的な判断

だと思うのです。その辺のことを文章にしていただけませんか。安楽死を選択するのも愛情なんで
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す。 

〔小澤座長〕 

多分これは共通部分なので、この辺の表現の仕方も畜種だけに偏れないといったものが、出てく

るかもしれないので、ご意見としてお伺いしておいて、先ほどあった文章の長さとかも出てくるの

だと思いますので、検討していただくということでいかがでしょうか。 

〔犬丸委員〕 

多分、安楽死させるのは乳用牛が一番多いのではないかと思うのです。経済動物の中で 1頭当た

りの価値が一番高いので、和牛の成牛も高いですが、ある程度見切って経済動物だから出してしま

いますが、乳牛は、できたらもう 1産させてみたいとか、他の豚、鶏とは別な思いが、大切に思う

気持ちがみんなあるので、ここには、やっぱり織り込んでもらいたいと思います。乳用牛に対する

思いというのは、亀田さんや松山さんが言われたように、愛情というところが深いのではないかな

と思います。 

〔小澤座長〕 

ご意見をたくさんいただきまして、本当にありがとうございます。少し急がせていただきます。 

その次に「牛舎等の清掃・消毒」ということで、4行で書かれていますが、ご意見ございますか。 

〔佐藤委員〕 

ふんの堆積というのは牛にとってすごいストレスです。特にフリーストール等の通路の場合、歩

き方がすごく遅くなりますし、スリップの原因にもなります。単にアンモニア希散の話だけではな

くて、蹄が当然膨潤化するということと、歩行時のスリップの危険性ということからも除ふんを励

行しなければいけないということを入れてもらいたいと思います。 

〔小澤座長〕 

ちょっと検討させてください。 

それでは、先へまいります。「⑩有害動物等の防除・駆除」については須藤先生から別の飼料の

汚染の関係のところにも有害動物の表現があるので、こちらにまとめた方がいいというようなご意

見があり、調整しています。何かご意見がありましたらお願いします。 

〔亀田委員〕 

病名で「牛白血病」というのを入れたのはどういう意味でしょう。 

〔事務局〕 

畜産大辞典などでは、吸血昆虫などからも感染が成立するというような記述があって、前回のと

きにも白血病の話が出ましたので、ここに入れました。 

〔亀田委員〕 

我々の現場サイドでは、牛白血病の対策というのがまだ十分とは言えていない段階で、こういう

ところに「牛白血病」というふうに名前が出てくると混乱するのではないかなと思うのです。むし

ろ病気の感染というよりは、アブ、サシバエ、ブユで昆虫に吸血されることで生産性が損なわれる

といった方が現場では一番大きいかと思うのです。 

〔松山委員〕 

牛白血病の感染に関して、人畜共通ではないですが、アブとかサシバエが媒介するという学説は

確立されているのですか。ピロプラズマなどだったら確立されているみたいですが。 

〔須藤委員〕 

確か、吸血昆虫はわかっているはずです。全てではないのですが、特にアブとか口器が発達して、

血液を口器につけたまま次の個体に移動するということで感染が成立するということだったと思い

ます。もし、疾病の名前を具体的に何か入れたいということであれば、今言ったようにダニという

のを入れてピロプラズマのことにするというのも 1つの方法かなと思います。ピロの対策というの

も結構、集中的にやられていると思うので、わかりやすいと思います。 
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〔犬丸委員〕 

6 ページの一番上の「放牧牛では」とありますが、これは放牧牛に限らないと思います。牛舎内

でのアブ、サシバエ、ブユ、ダニも入れた方がいいと思います。サシバエの中の血液を調べると、

ウイルス抗体があったというデータもありますので、それが感染につながるかどうかの因果関係は

明確にされていませんが、最近ではサシバエでのそういう報告があります。 

食の安全を考えると、牛白血病、ヨーネ等、いろいろありますが、具体的に明確になった部分に

ついて、農家に伝達した方がいいのではないかと思います。 

〔三輪委員〕 

家畜のアニマルウェルフェアという観点で寄生虫のことを書くとすれば、やはり先ほどお話しに

なったように、ダニによるピロの方が家畜にとってはかなり大きな問題だと思います。「放牧牛で

は」というような書き方をして出すとすればダニよりピロという形で出した方がいいのではないで

しょうか。 

〔小澤座長〕 

今、問題点は 2つあるかと思います。1つは、放牧牛ということで限定されているのを外すかど

うかの話と、あとは具体的に「牛白血病」と書いてありますが、どちらかというとメジャーではな

いので、ダニも入れてピロプラズマを入れた方が、読んだ農家側にとっては何をしなければいけな

いかということがよくわかるという 2つのことだと思います。 

それでは、最初に「放牧牛では」というのを入れるか、外すかというところについていかがでし

ょうか。外していいですか。 

〔犬丸委員〕 

外した方がいいですね。 

〔松山委員〕 

舎飼いでもピロがうつることはあります。 

〔小澤座長〕 

では、分科会としては外す方で検討してくださいという意見ですね。 

あと、具体的な病名については「牛白血病」ではなく、ダニを入れて「ピロプラズマ症」にした

方がということについてはいかがですか。その方がよりわかりいいということで。 

〔松山委員〕 

「等」が入るのですか。 

〔小澤座長〕 

入りますね。したがって、牛白血病のこともよりわかるようになっていけば中に入るということ

を説明できるのかと思います。そういうことでよろしいでしょうか。 

〔松山委員〕 

はい。 

〔小澤座長〕 

では、この辺の文章を工夫してください。 

先へまいります。いよいよ⑪になりました。確か、前回、松山委員から、こういう理念のところ

は 1番に書いて欲しいというご希望はあったのですが、他の畜種でもこの部分は最後になっている

ので、乳用牛の場合も⑪に入ってきたということかと思います。この部分は、亀田委員、犬丸委員

等から廃牛の頭数を減少させるということも書いて欲しいことの 1つですということがあったのが

反映されて、下から３行目に「廃用頭数の減少に寄与し」ということで、乳用牛の特徴的なものと

して出てきていると思います。皆さんのご意見をいただきたいと思います。 

〔亀田委員〕 

いいと思います。 
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〔小澤座長〕 

よろしいでしょうか。では、先を急がせていただきます。 

 

２ 栄養 

〔小澤座長〕 

それでは、今度は「栄養」ですが、読み上げていると時間がなくなるので、今までやってきてい

るとおり小さな区分ごとに、最初に私がコメントをして、その間に皆さんに目で追っていただいて、

ご意見をいただくという形にかえさせていただきたいと思います。 

「２ 栄養」の「①必要栄養量・飲水量」についてです。ここでは、牛が健康を維持するために

は、過不足なく餌を与えるということで、これは前回可否の議論も少しありました。当然のことな

がら、ここにいる委員はみんなわかっているのですが、牛は反芻動物であるため、粗飼料を一定の

割合で給与する必要がある、質と量には十分留意することが必要だということが書いてあります。

前回、必要であればこのように書いたらどうかということで入っているのだと思うのですが、「日

本飼養標準－乳牛」それから「日本標準飼料成分表」等を活用してやってくださいということが書

かれています。 

また、犬丸先生からのご意見があったと思いますが、乳用牛の栄養状態を示したボディコンディ

ションスコア、BCSが一般的に農家でも利用されることを踏まえ、こういったものも参考につけた

ということです。 

「必要栄養量・飲水量」のところについてご意見があればお願いいたします。―よろしいでしょ

うか。それでは、先を急がせてください。 

「②飼料・水の品質の確保」となっております。この中では、飼料・水について、カビや雑菌に

よる汚染等の問題が生じるので、そういったことに配慮して、貯蔵状態にも注意するべきであると

いうことが書かれています。 

また、放牧については、ワラビ等による有害植物にも注意してくださいということが書かれてい

ます。これは、前回米倉委員からこういう毒性物質等の摂取についても注意を促すべきであるとい

うご意見があったかと、覚えております。―よろしいでしょうか。 

では、「③給餌・給水方法」にまいります。先ほどは品質的な話でしたが、こちらは方法のこと

について書かれています。全ての牛が必要な飼料の量や栄養素を摂取できるようスペースの確保が

必要であるというようなことが書かれていますし、よく観察して適切に対応しなさいということが

書かれています。 

それから、餌はちゃんと 1日 1回は給餌して下さい、可能な限り毎日同じ時間として、暑いとき

には餌を給与するのは避けた方がいいのではないかということで書かれています。水については、

新鮮で汚染されていないものを十分量給与するということが書かれています。 

〔亀田委員〕 

下から 3行目「飼料は、少なくとも 1日 1回給与する」とありますが、1日 1回給与しないと食

べられないということでしょうか。フリーストールなどだと 1日 1回給与でということをやられて

いる方が多いのですが、乳用牛的には多回給与の方がむしろ、飼料も新鮮に食べることができます

ので、多回給与というのを推奨すべきだと思うのですが、これ以上少ない回数はないので。 

〔三輪委員〕 

栄養学的な給与のやり方としては多回給与が一番いいと思いますが、家畜のウェルフェアを最低

限守るためにはという意味からすれば、少なくとも最低１回はという、ここで歯止めをとめるとい

う意味で、この表現でいいのではないかなと思います。 

〔小澤座長〕 

1より少ないのはないが、ゼロはいけないということですね。 
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では、次に「④初乳、子牛の給餌」ということで記載されています。「分娩直後の子牛は」とい

うことで、子牛への配慮のことが最初に書いてあります。 

それから、初乳について、きちんと免疫グロブリンが子牛にうつっていくように給与しなさいと

いうことです。但し、前回議論があったとおり、牛白血病を意識した場合に、初乳は健全な母牛か

らのものを供給するということを留意するようにということで記載されています。 

それから、冒頭にいろんな議論がありましたが、子牛の場合には第 1胃が未発達だということで、

良質な乾草や固形飼料を給与するということが大切ですよということで書かれています。 

それから、ほ育期には、下痢とか肺炎とかが起こりやすいので、カーフハッチ等による単飼を奨

励しています。また、つないで飼う場合には、ちゃんと横になったり立ったりするスペースを確保

するという注意が書かれています。ということで、これについてご意見をお願いしたいと思います。 

〔佐藤委員〕 

ほ育期の話で「カーフハッチ等による単飼を行う」ということが出ていますが、最近、ほ乳ロボ

ットによる群飼もあります。その場合、不適切な吸引行動が起こることがあります。他の牛のさい

帯を吸ったり、外陰部を吸ったり、それを抑えるために空のニップルとか適切なおしゃぶり、こう

いうものを与える必要があるといったようなことを書くのもいいのではないかと思います。 

〔小澤座長〕 

今、ここには単飼ということしか書かれていませんが、群飼のことにも触れてということですか。 

〔佐藤委員〕 

群飼の大きな問題として、そういう他の個体をしゃぶるという行動がありますので、それを抑え

る何か方法が必要だということです。 

〔小澤座長〕 

何か適切な表現というか、簡単に言葉で言うと。 

〔佐藤委員〕 

ヨーロッパでよくやっているのは、空のニップル等、吸引行動を誘発するものを別に与えるとい

うことがありますので、そのようなことが方法としてありますという情報を提供しておいてもいい

のではないかということです。 

〔小澤座長〕 

ここは単飼のことだけが書かれているイメージになっています。横になったり立ち上がったりと

いうのも、どちらかというと単飼のイメージですから。「群飼の場合は」というのを追加してとい

う形になるのでしょうか。 

〔佐藤委員〕 

そうですね。群飼の場合にそういう問題が出てきます。単飼でも吸ありますが、ほとんど口同士

ですので、余り問題はありません。さい帯とか、外陰部を吸われると荒れたりして非常に大きな問

題になりますので、そういう他の吸える物を与えると、かなり抑えられます。 

〔小澤座長〕 

群飼の場合についての文章を簡単に加えるということで、またご相談させていただきます。 

〔犬丸委員〕 

「初乳は健全なものとするように留意することとする」というのはどうなのでしょう。母牛から

うつっていきますが、初乳を加熱することによって防ぐことができるので、今そういった装置もあ

ったりしますが、母牛が牛白血病かどうかということはなかなか全てわからないので、ここのとこ

ろはもうちょっと表現を考える必要があるのではないでしょうか。 

〔小澤座長〕 

今の加熱処理というのは、一般的にはどうなのでしょう。 

〔犬丸委員〕 
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一般的ではありません。 

〔亀田委員〕 

メーカーによっては今、初乳の低温殺菌をする器具を発売しているところもあるのですが、まだ

定着している段階ではないので、一般の酪農家段階では健全と思われる初乳を冷凍保存して、もし

初乳が十分飲ませられないときは、冷凍ものを使うということは行っていると思います。 

〔松山委員〕 

議論を戻してしまうようなのですが、牛群の中の 1 頭 1 頭の個体が、キャリアになっているか、

なっていないかということを畜主が把握することが一番の目的ですから、その意味ではこの表現で

いいのかなと思います。 

違うこともあったので手を挙げたのですが、「ほ育期には、下痢などの」からの文章ですが、敷

料のことも入れていただければありがたいです。要するに清潔で乾燥したものでないと、単飼にな

っていても肺炎を起こしたり、いろんな病気になったりします。 

〔小澤座長〕 

清潔で乾燥した敷料ということですね。 

〔高橋委員〕 

関連ですけれども、全体を見ていて敷料の議論がないのはどうかと思いました。外国の指針など

は、基本的には床の構造と敷料はセットで書いています。後で質問しようと思っていましたが、一

言、敷料の議論はしておいた方がいいのではないかなという意見です。 

〔小澤座長〕 

それは、今の子牛ということに限らず。 

〔高橋委員〕 

全体として「構造」のところで出てくると思っていたのですが、はっきりと文章で敷料の議論が

されていないと思ったのです。敷料というのは飼っている人たちにとって非常に大きな議論になる

と思うので、そのことがこの指針に一言も出てこないのはいかがなものかなと、最初に読んで思い

ました。ご検討いただければと思います。 

〔小澤座長〕 

敷料の話について、今、松山さんがおっしゃったのは、子牛のところの話として注意すべきこと

として、ほ育期のところには敷料についても清潔で乾燥したものということが含まれていなければ

いけないのではないかというご意見ですね。その話はまた後でします。忘れてしまったら言ってく

ださい。 

〔松山委員〕 

実際に自分のところの組合員の中で２万トンも生産している組合員がいますが、暮れの休みにか

けて作業員が、敷料を湿り気があるおがくずに全部取りかえたら正月明けには肺炎が多発したとい

う事例がありますから、やはり敷料については気をつけないととんでもないことが起きるというこ

とです。 

〔小澤座長〕 

工夫できるかどうか、検討させてください。文章の長さ、それから配置等いろいろあると思いま

すので。高橋委員からのお話は、もう一度後でお願いします。 

〔三輪委員〕 

最初に議論した佐藤先生からご指摘のあった、いわゆる粗飼料給与、乾草を子牛にどの段階から

給与するのだということですが、多分、栄養学的には乾草を給与する必要はないだろうと思うので

す。反芻欲求を満たすためには、やはりある程度の乾草を与えておいた方がいいだろうということ

をどこかで書こうという話になったかと思うのですが、それがここのところではないでしょうか。 

よくあるのが、乾草は必要ではないからといって、スターターだけを与えていると敷きわらを食
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べて下痢をするという例がよくあるのです。ですから、やはり何らかの形でそういうのを予防する

ためにも良質乾草は反芻欲求を満たすためにもある程度与えるべきだというのは書いておいた方が

いいのではないかと思います。 

〔小澤座長〕 

今、表現しているだけでは足りないですか。 

〔三輪委員〕 

良質乾草というのは栄養学的な必要性ではなくて、反芻欲求を満たすためという感じで書いたら

どうかと思います。 

〔小澤座長〕 

未発達であることと、反芻欲求に対応してといった感じですか。 

〔三輪委員〕 

そういう感じで入れるといいのではないでしょうか。 

〔高橋委員〕 

「良質の乾草や固形飼料を給与し」という、「良質の乾草」が先に来るのがちょっと疑問だとい

う人がいると思います。行動学的な視点から書くとどうなのかということだと思います。 

〔小澤座長〕 

反芻行動欲求をここに入れたらどうかということですね。だんだん置き方や表現の仕方が難しく

なってきますけれども。 

〔松山委員〕 

第 1胃が発達しなければ反芻行動は起きないのです。 

〔小澤座長〕 

その辺ですね。なかなか書き方が難しいですね。やっぱり区分して書かなければいけないでしょ

う。反芻胃の発達を促す話と、それから反芻欲求の話と。時間がかかるので、検討点ははっきりし

ていますので、先へ進めていきたいと思います。 

 

３ 牛舎 

〔小澤座長〕 

では「牛舎」に移らせていただきます。「①飼養方式」それから「②構造」「③飼養スペース」

になっています。 

7 ページの下には基本的なことが書いてあって、暑さ・寒さの変動によって舎内の温度・湿度が

いろいろ変化していくということが牛の健康に影響のないようにという話、それから野生動物や害

虫等の侵入等が防げるように設計、管理すべきであると、基本的なことが書かれていると思います。 

そして、次のページから「飼養方式」ということで「繋ぎ飼い方式」「放し飼い方式」「放牧方

式」ということで、放牧がより奨励されるべきではないかというようなご意見もあったのですけれ

ども、とりあえず今回の指針の中ではどれがいいというような書き方ではなくて、こういういろい

ろな飼い方があって、それぞれにこういう特徴のある飼い方なので適正に飼養管理をして下さいと

いうことです。まず「飼養方式」のところまでで、ご意見があればお願いします。 

〔須藤委員〕 

「放牧方式」というので、最初に具体的に出てくる文章が、「多様な行動が観察される」と書い

てあるのですが、他のものとトーンが合わないと思います。他のところは、こういうものがあって、

これはアニマルウェルフェアにとってプラスであるとか、管理にとってプラスである、もしくはマ

イナスであるという点を列挙しているので、ここで挙げるのであれば、例えば、牛の行動が制約さ

れずに牛の行動欲求をほぼ充足できると思われるみたいな書き方で、今のものは他とバランスがと

れておらず単に観察されるからどうだという客観的な事実を述べているだけなので、アニマルウェ
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ルフェアという点からもこれはプラスであるという書き方にしてはどうかと感じました。 

もう 1つ同じところで、最後の方に「放牧地の石等によるけがの」云々というところがあるので

すが、後ろの方で「細菌や寄生虫の感染等の危険性がある」と書いてあります。これは恐らく野生

動物とか土壌由来のものを想定して書かれたのだろうと思うのですけれども、細菌や寄生虫の感染

の危険性は別に放牧だから高くなるわけではないと思います。もし、放牧でのみ考えられるリスク

を書くのであれば、明確に「野生生物に由来する病原微生物に感染する危険性が高まる」とか、そ

ういう書き方をすべきなのではないかと思います。 

〔小澤座長〕 

今は細菌や寄生虫の感染等の危険性があるということだけが書かれているですが、それは他の放

し飼いであろうが、繋ぎ飼いであろうが同じではないかと、書くとすれば「野生動物由来による」

というのを頭につけた方が正確ではないかというご意見ですね。 

最初の「多様な行動が観察される」というところは、書きぶりが他のところと合わないのではな

いかという点について、ご意見があればお願いいたします。 

〔亀田委員〕 

ウェルフェア的には「自由な」でいいのではないでしょうか。制約されないから自由ですよと。 

〔小澤座長〕 

「牛の行動が制約されない」で切ってしまっていいのかもしれないですね。 

〔佐藤委員〕 

一般原則のところでわざわざ紹介してあるので、⑤の「正常な行動ができる自由」が満たされや

すいとかではどうでしょうか。 

〔小澤座長〕 

これも検討しましょう。それと、後段の細菌、寄生虫の感染等の危険性のところについてはいか

がでしょうか。何かご意見があれば伺いたいと思います。 

これを書いた時点で野生動物とか何とかというのは想定していたのですか。どちらかというと土

壌由来とか、そんな感じですか。 

〔事務局〕 

放牧地にある草などからという感じが強かったのですが。 

〔犬丸委員〕 

8ページの 6行目「ついてはさらなる研究が必要である」というこの言葉ですが、いろんなこと

が研究してわかるのでしょうが、「考慮すべきことがある」と書けばわかるけれども、「研究が必

要である」だと、だれが研究するのかということになる。研究している先生は、佐藤先生初めたく

さんおられるけれども。深く考えない方がいいのでしょうか。 

〔事務局〕 

各方式の特徴をかきましたが、それぞれ牛床の状態や繋留方法などいろいろなことについて、は

っきりとどうしないといけないと言えないので、家畜の快適性に関するいろいろな研究をしていく

ことが必要と意味で書きました。 

〔亀田委員〕 

これは、カウコンフォートの考え方ですが、牛の世界ではつい最近盛り上がってきたもので、も

っといい方法はないのかとまだまだ模索している段階だと思うのです。だから、これは研究を進め

るとか、そういった方向性は必要だと思います。 

〔小澤座長〕 

表現ぶりをどうするかというところですね。 

〔犬丸委員〕 

より快適になるように研究成果を望みたいといったような表現で何か。 
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〔松山委員〕 

これは、農家が研究するのですか。 

〔事務局〕 

これは、総論のところにもありますが、まだ緒についたばかりなので、改訂に当たってもいろい

ろな知見を集めていかなければならないという大きな流れの中で、部分的にはこういうところに出

てきたと受けとめていただきたいと思います。例えば、東北大学で研究するのだとか、そういう特

定した意味ではないというふうに私どもは考えているわけですけれども、必要なければ落とします。 

〔松山委員〕 

では、「研鑽」ではどうなのでしょうか。 

〔事務局〕 

研鑽とすると、言葉の意味が若干違うような気がします。努力をして体得をするだとか、技を高

めるというのとはまた違って、新しい知見といったようなものをさらに集めてくるとか、そういう

ような意味合いがここにはあります。ですから、この部分にこういうものが出てくると違和感があ

るのであれば、総論のところで述べていますので取ってしまうという考え方もあると思います。 

〔小澤座長〕 

よろしいですか事務局にお任せして。特にこうしてほしいとかはないですか。 

〔犬丸委員〕 

はい。 

〔佐藤委員〕 

繋ぎ飼いのアのところですが、3 番目の「行動が制約されることにより」は少し言葉足らずでは

ないかと思います。利点・欠点の話であれば、行動が制約されることによって睡眠が妨げられたり

運動不足になって関節炎の原因になったりしやすいとか、その結果どうなるかといったことを少し

入れてもらった方がいいのではないでしょうか。繋ぎ飼いの中で行動の制限というのは睡眠行動へ

の影響がすごく大きいのです。 

〔小澤座長〕 

先生が先ほどおっしゃった関節炎というのは。 

〔佐藤委員〕 

繋ぎ飼いにされると運動不足になりますが、このとき一番結果としてあらわれるのが関節炎とい

うことになります。 

〔小澤座長〕 

先生がおっしゃるのは単純に運動不足ということだけではなくて、より具体的に起こることを明

記しておくべきではないかというご意見ですね。 

〔佐藤委員〕 

そうです。あと、放し飼いの最後のところですが、フリーバーンに比べるとフリーストールの方

が個々の牛の休む場所が混み合わず清潔に保てるのですが、休む場所が決まっているので安楽性が

低いのです。もっと行動を自由にさせたくてフリーバーンにするわけですから、清潔なのだけれど

も、フリーバーンに比べれば安楽性は低いということになります。 

「社会的上位の牛」ということは当然ありますので、これはそのまま残して、欠点の部分も 1つ

入れておく必要があるのではないかと思います。 

〔小澤座長〕 

「安楽性」という言葉を使って大丈夫でしょうか。 

〔佐藤委員〕 

フリーストールに比べてフリーバーンの方が起きたり寝たりの動きがやりやすいということです

ので、大丈夫です。 
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〔堂腰委員〕 

関連してですが、この部分は「フリーバーンに比べ、フリーストールの方が」という表現がわか

りづらい。フリーストールにおいてもきちんとスペースを取ってあげれば問題なく飼えるのであっ

て、特にフリーバーンとフリーストールで違いがあるということではないと思うのです。 

また、フリーバーン、フリーストール、放し飼い方式で一番重要なのは、飼養密度が高くなった

ときにアニマルウェルフェア的に非常に問題があるということで、そこの部分を入れていただきた

い。具体的には 3 番目の「繋ぎ飼い方式に比べ」というのもここの部分だけ全部比べられていて、

ちょっと不自然だと思います。例えば、飼養密度が高い場合、牛同士の闘争が多くなる。床が滑り

やすい場合も特にけがの発生が多くなる。そのような表現にしていただきたいと思います。 

下の方は、特に後の方で適正な面積が述べられるので、ここの部分は削除してもいいのかなと思

います。 

〔小澤座長〕 

ご意見ありがとうございます。 

３番目でそのように書くと、4 番目に書いていることの意味が余りなくなってくるということで

すね。これは書き方ですが、各形態で 4つずつ書くということになっているのですか。 

〔事務局〕 

そのようなことはありません。 

〔小澤座長〕 

３番目がどう書かれるかで 4番目が、佐藤先生がおっしゃったようなところも含めて全く変わっ

てきますね。ここで時間をかけてというのは無理なので、また改めて相談させてください。 

〔高橋委員〕 

関連なのですが、8ページの一番下の「構造」のところで「牛房やストールは」で始まって、「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」という文章なのですが、「牛

房やストールは、交換が容易な材料を用いることが望ましい」というふうに読んでいいのでしょう

か。読んでちょっと違和感があったのですけれども。私はここで敷料のことを思い浮かべました。

敷料のことを言っているにしては少し言葉足らずなところがあって、ここは検討する必要があるの

ではないでしょうか。 

〔小澤座長〕 

ありがとうございます。「②構造」のところに入っていますが、最初の文章、８ページの一番下

の 1行と、9ページの一番上の 2行ですね。「牛房やストールは、牛が足を滑らせたり、突起物等

でけがをしたりすることを防止するとともに、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」と書かれているのだけれども、「牛房やストールは」というのが主語だとする

と変ではないかというのが今の高橋委員のご意見です。 

〔堂腰委員〕 

ここは、「ストール」という部分に違和感があるので、９ページの次の行「床は」のところを「ス

トール」にしていただいて、牛房は、牛が居住する部分ですので、「交換が容易な材料」というの

を削除して、牛床の「ストールの床はスリップ等の―快適にする」という表現は敷料も含めて考え

ていただいた方がいいのかなと思います。 

〔小澤座長〕 

今のご意見は、「牛房やストールは」と書いているためにおかしくなるので、最初の文章は、「ス

トール」というところを削って「牛房は、牛が足を滑らせたり、突起物等でけがをしたりすること

を防止するとともに、簡単に清掃・消毒ができることが望ましい」というような文章でどうかと。

そして、その次に続くところを「牛床は」として書き分けたらどうかということですね。いかがで

すか。読まれる立場、特に牛を管理されている立場から見て違和感がないかというところもあるか
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と思いますので。 

〔亀田委員〕 

こういうくだりになると、どうしても「敷料は新鮮なものに」というような文章がどこかに入ら

ないとおかしくなるのではないでしょうか。 

〔小澤座長〕 

2 つ目のところで敷料のことを触れると。これは、項目として敷料のことを加えた方がいいので

しょうか、文章として何かつなげていった方がいいのでしょうか。何かご意見ありますか。 

ないようでしたら事務局で検討していただいて工夫しましょう。 

それでは、先へ進ませていただきます。「飼養スペース」についてですが、品種、構造等によっ

ていろいろ変動しますが、牛にとってストレスの原因となるので十分なスペースを確保しましょう

ということで、具体的にここでは 1つの式で算出されるスペースを付録として加えてあります。 

それから、農水省の衛生マニュアルでの飼養スペースについても付録として記載したというよう

な形になっています。 

付録については、後ほどまた見ていただく形になるのですが、「飼養スペース」についての表現

はいかがでしょうか。 

〔佐藤委員〕 

2 段落目の２行目「頭を上下」ではなくて、「前後」ですね。前後に動かすから十分なヘッドス

ペースが必要ですということではないでしょうか。前に 1ｍか 90㎝ぐらいいかないとおしりが上が

らないですから。 

〔小澤座長〕 

「前後」ということで修正させていただきます。 

あとは「牛舎の環境」「その他」ということで書かれております。「牛舎の環境」の中では、「①

熱環境」、「②換気」、「③照明」、「④騒音」という順で挙がっております。 

9 ページに戻りまして、「熱環境」については、牛の適温が 4～24℃というのが目安として書か

れています。それから、文章の中には「快適性の維持に努める」ということで書かれています。 

その他にも、実は「換気」ともダブるところではありますが、気温が高くなった場合に乳用牛は

暑熱ストレスを起こすので、送風、散水、細霧システム等を導入して、暑熱対策に努めるというよ

うなことが①の内容になっていますがいかがでしょうか。 

〔須藤委員〕 

言葉の問題ですが、普通「暑熱ストレスを起こす」という言い方はしないと思います。暑熱スト

レスがかかるという状態なので、他の鶏と豚では単に「何々にとって暑過ぎる場合は」というふう

に書いてあって、なぜか乳用牛は「暑熱ストレス」という言葉を使っています。もしどうしても「ス

トレス」という言葉を使いたいなら、例えば「ストレスによって呼吸数の増加云々があらわれ」と

いう感じで、そうでなければ他と横並びにした方が適当なのではないかと思います。 

〔小澤座長〕 

「暑熱ストレス」という言葉を使うならば「によって」ということにつなぐか、もしくは他の畜

種と同様な表現形の方がいいのではないかということですね。検討します。 

〔佐藤委員〕 

あと 1段落目の 2行目ですが、「ただし、牛の快適性は」とありますが、これは前に「適温域」

と書いてあるため、熱環境の話のことだと思いますが、牛の適温域は温度だけではなくて湿度、風

速、換気、あと日射もかかわってくるので、「日射」を加えていただきたい。熱環境は、そういう

放射熱が非常に大きい話ですので。 

〔小澤座長〕 

ありがとうございます。続いて「換気」の方ですが、たしか前回のときに亀田委員から換気とい
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うのは、単に牛に風を当てるということではないとおっしゃっていただいたことを反映して書かれ

ているかと思います。次の 10 ページの上から 2 行目、「直接牛体に送風を行うことのみを目的と

したものではないことに留意する必要があり」というふうな形で「新鮮な空気を供給できるよう設

計することとする」という形になっています。あとはアンモニア等の有害物質の滞留等についても

触れられているということです。アンモニア濃度については 25ppm というようなことで数字が載

っております。いかがでしょうか。 

〔亀田委員〕 

換気について非常に詳しく書かれているのでいいと思うのですが、最後の数値 25ppm という、

その根拠は何でしょうか。 

〔事務局〕 

これは、他の家畜も全部同じなのですが、人にとっても影響が出てくるところというので 25ppm

という基準がありますので、人に影響があるということはもちろん家畜にも影響があるということ

で、全ての家畜で 25ppmという形にさせていただいています。 

〔三輪委員〕 

アンモニアに対する注意喚起自体が農家にとってみれば、そんなになじんだ話ではないので、い

きなり 25ppm という数字が出てくるというのは、ちょっと唐突過ぎるのではないかと思います。

アンモニアの害を訴えることはもちろん必要だろうとは思うのですけれども。 

〔小澤座長〕 

この辺はどうなのでしょうか。私はかなり畜種横断的な何かが入っているのではないかなという

気がしているのですが。 

〔高橋委員〕 

各畜種共通ですね。私もそこがちょっと気になったのですが。 

〔佐藤委員〕 

25ppmというのは労働安全法か何かの基準ではないのですか。 

〔菅谷課長補佐〕 

乳用牛の場合は、余りそこまで上がらないということですね。 

〔犬丸委員〕 

25ppmというのは、相当な数字だなという印象を受けたのですが。 

〔高橋委員〕 

私もそういう感じがあったのですが、畜種共通で書いているということで理解しました。 

〔小澤座長〕 

犬丸委員のご意見は、酪農の場合 25ppm というのは書いてもなじみがないというか、そんなに

高くならないのでどうなのでしょうというご意見ですね。他の畜種の場合は、閉鎖型豚舎とか、閉

鎖型の鶏舎とかということで問題になることもあるけれどということですね。 

〔事務局〕 

親委員会での議論になるかと思うのですが、必ずしも入れる必要もないのかなと思います。他の

畜種で、入れる場合には数字を示す必要があるのではないかというようなことで、出てきた話です

から、酪農の場合にこういったものは全然なじまないという話であれば、この分科会からの意見と

して、こういったものは入れない姿で出すというのも決しておかしなことではないと思います。 

〔小澤座長〕 

それでは、消す方向で検討させてください。ただ、親委員会で何か共通的に入れるべきであると

いうようなことになったら私の方に提案が来ると思いますので、よろしくお願いします。 

急いで済みません。もう 5時になってしまいますので、「照明」に移らせていただきます。「照

明」については、わずかな行数なので私が読みますが、「牛は、長日照明によって、飼料摂取量の
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増加や体内のホルモン等の分泌が高まり、成長の促進や乳量増加及び繁殖性に影響することが知ら

れている。光線管理を行う際は、飼料及び水摂取等の行動が正常に行える明るさにするとともに、

管理者及び飼養者が牛の状態を十分に観察できる照明を整備することとする」ということでコンパ

クトに書かれているのですが、いかがでしょうか。 

〔須藤委員〕 

この文章では、前段と後段の 2つの段落の因果関係が私には理解できませんでした。前半は、長

日照明を、要するに人工的に照明時間を長くすることが生産にプラスになるということで、後半は

どちらかというと、ある程度の光線がないとだめですよと。多分、暗日ばかりの処理ではいけませ

んということを書きたいということだと思いますが、鶏などと一緒の書き方になっているので分り

にくいのではないでしょうか。もし、後半の方が主眼であるのならば前半に持ってくるのはこうい

うことではなくて、正常な行動には光が必要ということを書くのが妥当なのだと思います。確かに

うそは書いていなくて、プラスになる効果があることも確かなのですけれども、アニマルウェルフ

ェアという観点から言うのであれば、牛は昼行性の動物で、正常な行動を行うには、ある程度の光

環境が必要であるというような文章を最初に持ってくればいいのではないでしょうか。 

〔小澤座長〕 

ありがとうございます。関連して何かご意見ありますか。 

〔三輪委員〕 

私もこれを読んでいて、ナイトミルクのことを言っているのかなと思ったぐらい、光線管理とい

うのが実際の酪農の現場であり得ないだろうと思います。 

〔小澤座長〕 

大昔、ウインドウレスの牛舎というのを考えた時代があったようですけれども、それは全く酪農

では採用されませんでしたね。 

〔事務局〕 

項目として要らない。項立てとして要らないくらいでしょうか。 

〔須藤委員〕 

私は酪農の場合はなくても別に構わないかなと、取ってしまっても構わないと思います。 

〔事務局〕 

取ってしまった方が混乱がなければ、あと先ほど申し上げたように、通して読んでもらうために

は余り不要なものは載ってない方がいいような気もするのですが。 

〔松山委員〕 

むしろ、あえて言えば古くなった蛍光管を取りかえないで、点滅している蛍光管をそのままにし

ている方が問題なのです。あれは牛にとってかなりの拷問だと思います。 

〔事務局〕 

書くとすれば、かえってそういうようなことですね。 

〔須藤委員〕 

舎飼いにして、ウインドウレスではないけれども、実際に非常に暗い閉鎖環境で、劣悪な環境で

飼っているというような場合を想定して言うのであれば、光線管理云々ではなくて、ある程度光が

必要ですよということの一文だけ入れておくだけでもいいのではないかと思います。 

〔亀田委員〕 

要は、文章の最後の管理者、飼養者が牛の状態を十分観察できる照明というところが一番肝要だ

と思うのです。乳頭の先が見えないようなところで搾乳をしているという状態の農家さんもまだあ

りますので、牛の観察ができるという意味での照明というのが一番ここでは必要だと思います。 

〔犬丸委員〕 

牛舎の照明、パーラーも含めてですね。牛のいないところの照明もやっぱりきちんと、メーター
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を見たりするので、温度とかバルククーラーの温度管理とか、そういうところも含めて明るくして

ほしいなと思います。 

〔小澤座長〕 

そういう意味では、光線管理ではなくて、十分な照度というようなことですね。削ることも含め

て、今の表現を全面的に書き改めるとうことで、須藤先生いただいたご意見を反映する方向でいい

ですね。 

次に進みます。4 番目に「騒音」というのが出てきます。牛は特に敏感な動物だとうことで、ス

トレス状態に陥らないようにということで記載されていますが、いかがでしょうか。 

〔松山委員〕 

牛は言葉がわからないにもかかわらず、だれだれがホームランを打ったなんて、物すごい音量で

ラジオをかけながら作業をしている酪農家がかなりいます。音楽は牛にいいのだとはいっても、静

かなクラシックはいいのでしょうが、作業者が自分のために大音量で何かを聞きながらというもの

も騒音の中に入るのかなと思います。文章としては難しいでしょうが、考慮してください。 

〔小澤座長〕 

ありがとうございます。それでは「その他」に移らせてください。 

「整備の点検・管理」ということで、最近の牛舎の機械化というか自動化ということで、そうい

う機械類が故障すると牛の健康、それから飼養環境に悪影響があるのできちんと維持管理する必要

があります。1日 1回は、点検しましょうというような文章になっております。 

〔猪瀬委員〕 

その点ですが、「最近の牛舎」がどの程度のもののことを言っているのかということですが、パ

イプラインミルカーも自動機器なので、あれもやはり 1 日一度は見ていただきたいのが本音です。

そういう部分では、もし差し支えなければ「最近の牛舎は」は外して、あと除ふん等も自動化にな

っているものがあるので、それもやはり見てもらわないと困りますので、例えば「除ふん、搾乳等

の自動化機器設備の故障は悪影響を及ぼすため」というふうに直していただければと思います。 

〔小澤座長〕 

「最近の牛舎」という前置きで限定的するのではなく、ほとんどの酪農家は搾乳施設や除ふん設

備など、自動化したものを使っているため、「最近の」というのはかえって障害になってしまうの

で、その部分を除いて、全てについてきちんと管理してくださいという促しをした方がいい文章に

なるというご意見ですね。ありがとうございます。 

それでは、最後に「②緊急時の対応」これは全畜種共通的に入っているものかと思います。災害、

道路事情による緊急事態にきちんと対応できるようにマニュアル等を作成して習熟しましょうとい

うことですね。 

それから、酪農の場合、今の話と関連がありますが、搾乳とか除ふん等の設備が電化されていま

すので、停電時に備えて代替のものを必ず整備しておきましょうというようなことが書かれており

ます。 

〔犬丸委員〕 

緊急時の対応ですが、飼養管理の中で重要視されているのは伝染病の関係です。ここに家畜の法

定伝染病等が発生した場合ということも入れてほしいです。やはり口蹄疫や BSE といった疾病に

対する対応のあり方、その地域や国の施策はあると思うのですが、その中でやっぱり地域現場で生

かされる緊急の対応をするというのが食の安全につながります。これは、動物だけではなく、人間

を含めてですので、そういうところをぜひお願いしたいと思います。 

〔小澤座長〕 

ありがとうございます。ある意味畜種全体に関係する話ですね。 

〔菅谷課長補佐〕 
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法定伝染病関係については、他の畜種でも検討したのですが、各県ごとにきちんとマニュアルが

あるため、ここでは書かないことにしようと考えておりますので、そういう整理をさせていただけ

たらと思います。 

緊急時といったときに、普通考えるのは伝染病のことなのですが、ここではそういった観点では

なく、停電や火災といった緊急時を考えていただきたいと思います。 

〔小澤座長〕 

そういう経緯があるわけですか。 

あと、この付録資料のⅠからⅤですが、いずれも、これまでお渡ししている資料の中で情報提供

したものを抜粋したということです。 

〔堂腰委員〕 

付録ⅣとⅤのスペースについてはわかりづらい部分があります。できれば農水省の資料を出典と

して使うならば、土地開発整備事業計画設計基準という、牛舎を設計するときの基準がありますの

で、それをかわりに使っていただきたいと思います。1 頭当たりの床面積もそれと整合性がとれて

いない部分もあるかと思いますので。 

〔小澤座長〕 

計算結果の数値が合わないところがあるのですか。 

〔堂腰委員〕 

牛舎全体の床面積なのか、1 頭当たりの面積なのかというのも非常にわかりづらいですし、それ

についてはきちんと、そういったものがありますので。 

〔小澤座長〕 

いわゆる草地の設計基準ですね。 

〔菅谷課長補佐〕 

付録Ⅴの方を変えるということですか。Ⅳのアロメトリー式は紹介させていただけたらと思いま

すので、Ⅴの方を変えるということで考えさせてください。 

 

（2）その他 

〔小澤座長〕 

かなり時間が超過しておりますので、あと 1点、事務局から今後の予定の関係をお願いします。 

〔事務局〕 

今後のスケジュールについですが、今日ご意見いただいたものをもう一度事務局で整理して、委

員の先生方にお送りしてご意見等いただきたいと思います。 

その後に親委員会である推進委員会で案をもう一度見ていただき、出てきたご意見をもとにまた

事務局で手直しをして、次の第 2回分科会でまた議論をしていただきたいと思っております。 

第 2回分科会の時期については、整理等の時間もありますので、なるべく早い段階にとは思って

おりますが、またご案内等させていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

〔小澤座長〕 

それから、途中でいろいろと専門的なご意見をいただいているところがありますので、個別に委

員の先生のところに、あのときおっしゃっていたのはこういうことでよろしいでしょうかというこ

とで、事務局からまたご質問をさせていただいたりすることもあるかと思います。いろいろお手数

をかけますが、ひとつよろしくお願いいたします。 

座長進行はここまでということで、ご協力ありがとうございました。 

 

５ 閉 会 

〔横山専務〕 
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今日は本当にありがとうございました。よりよい指針をつくりたいというのは事務局も委員の皆

様と思いを 1つにしておりますので、引き続きご協力をよろしくお願いいたします。以上で終了い

たします。どうもありがとうございました。 


