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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回乳用牛分科会 

 

平成 22 年 3 月 18 日（木）鉄二健保会館 

 

１ 開 会（14：00） 

 

２ 挨 拶 

・開会の挨拶〔石原副会長〕 

委員の先生方には、年度末の大変お忙しい中、ご出席を賜り、誠にありがとうございます。 

平成 20 年度から 2年間、乳用牛分科会にお付き合いをいただき、皆様方のご尽力によりまして、飼

養管理指針の最終案を作成することができましたことに、感謝申し上げたいと思います。 

今回は、その飼養管理指針の最終案をもう一度検討していただき、取りまとめを行った後、3月 23

日に開催される推進委員会のご承認を得て公表することになっております。 

今後、生産者また行政機関などにおけるアニマルウェルフェアの取り組みに期待をしているところ

でございますが、この飼養管理指針がその一助になればと思っております。 

それでは、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申し上げます。 

 

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（犬丸委員、藤田委員、松山委員、森委員が欠席）。 

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。また、乳用牛比較試験を実施した帯広畜産大学の瀬尾先生の紹介も行った。 

出席者紹介後、配布資料の確認を行った。 

 

４ 議 事 

〔小澤座長〕 

前回の乳用牛分科会は 10 月 16 日に開催し、事務局原案である飼養管理指針をご議論いただきま

した。その後、11 月、12 月にかけて、ご議論いただいたものを事務局でさらにまとめて、メール等

で皆様方のところにお送りして意見交換させていただきました。私は、それをもとに昨年末、12 月

22 日、佐藤先生などにもご出席いただいた推進委員会で修正した案をご説明させていただいており

ます。なお、そのことについては、後ほど事務局から、説明があると思います。 

今日は、その推進委員会において、さまざまな方面の委員の先生方からご意見をいただきました

ので、お手元の資料は、さらに修正した案ということになっております。これについてご議論いた

だくということで、よろしくお願いいたします。 

なお、私どもの委員の任期は、委嘱を受けている期間が 3月末日までということなので、これが

最後の分科会ということになります。先ほどお話にありましたとおり、今日ご議論いただいて修正

等を行ったものについては、再度、来週の火曜日の推進委員会で説明させていただくという形にな

ります。 

今日は、4 時半終了を目途に会議を運営していきたいと思います。ただし、お手元の議事次第に

ありますとおり、議事は 2つありまして、飼養管理指針（案）の検討と、その後オブザーバーでご

出席いただいております帯広畜産大学の瀬尾先生にやっていただいた比較試験についてご説明いた

だき、意見交換をする時間もとりたいと思っておりますので、ご協力をいただければと思います。

よろしくお願いいたします。 
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（１）乳用牛の飼養管理指針（案）の検討 

〔小澤座長〕 

それでは、議事に入りたいと思います。「乳用牛の飼養管理指針（案）」について事務局からご

説明をお願いいたします。 

〔事務局〕 

第 1回分科会から修正された部分について、「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（案）」に沿って下記のとおり説明があった。 

・2ページ「正常な行動ができる自由」 

強い行動欲求として「舐め合い」を代表に挙げることに違和感があるとのご意見から、「親和

行動」に変え、具体的にどのような行動があてはまるかを列記する表現に修正した。 

・3ページ「①観察・記録」 

乳用牛は毎日搾乳し、その際に観察を行うことから 1日 1回という表現ではなく、観察のため

の時間をきちんと設けた方がいいとのご意見から、「搾乳時以外にも」という言葉を追加した。 

「牛の健康悪化の兆候」の部分は、明らかに外から見てわかる症状の下痢などを加えるととも

に、記述の順を病状等にそろえて考えた方がいいというご意見から修正した。 

「飼料摂取量、水が適切に給与できているかどうか」の部分は、水の摂取量の記録は難しいと

いうご意見から、適切な表現に修正した。 

なお書き以下の部分は、推進委員会において個体の管理をしっかり行うという観点から牛群検

定についての記述を加えてはどうかとのご意見があったことから事務局案として文章を追加した。 

・3ページ「②牛の取扱い」 

乳量等によって搾乳回数が 1日 1回になることもあるため、「通常」という表記に変更した。 

・3ページ「③除角」 

前回分科会で、攻撃性が低下するという表現が適切である。また、舎飼いで飼養密度が高くな

った場合にけんか等が起こりやすいというご意見をいただき修正した。 

除角を行う時期は、当初「2～3週齢」と具体的な数字を記述していたが、個体によっては角が

生える時期にかなり幅があり週齢等を限定するのは困難とのご意見から適切な表現に修正した。 

・4ページ「④断尾」「⑤蹄の管理」 

以前の記述から、より適切な表現に修正した。 

・4ページ「④搾乳」 

前回分科会で、過搾乳などを防ぐために作業者の人数や技術に応じた台数の搾乳機を設置する

というのが重要というご意見をいただき、文章を追加した。 

・5ページ「⑦乾乳」 

推進委員会において、乾乳期の管理は乳房炎予防の観点などから非常に重要で記述した方がい

いのではないかというご意見をいただき、事務局案として、乳房炎予防やボディコンディション

の維持というような観点から項目を追加した。 

・5ページ「⑧分娩」 

雌牛に合った種雄牛の選択について触れた方がいいというご意見をいただき、文言を追加した。 

・5ページ「⑨病気、事故等の措置」 

前回分科会で安楽死の記述についてご検討いただいた結果を踏まえ、記述を変更した。 

・6ページ「⑩牛舎等の清掃・消毒」 

前回分科会で、ふんの堆積はアンモニアの問題だけではなく、スリップ等の事故や蹄の膨潤化

等を引き起こす問題もあるというご意見をいただき、記述を追加した。 

・6ページ「⑪有害動物の防除・駆除」 
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有害動物の駆除等に関する項目のため、有害動物の侵入を防ぐということを記述した方が適切

ではないかというご意見をいただき、修正。また、「具体的に」以下は生産者にとってよりわか

りやすい内容にした方がいいとのご意見をいただき、文章を修正した。 

・6ページ「⑪管理者等のアニマルウェルフェアへの理解の促進」 

牛を丁寧に取り扱うことがアニマルウェルフェアにとってもっとも重要なことになるため、こ

の項目にも文章を追加した方がいいというご意見をいただき、記述を追加した。 

・6ページ「①必要栄養量・飲水量」 

推進委員会において、乳牛は分娩直後に急激な乳生産を行いエネルギー不足が起こりやすいた

め、分娩直後の栄養管理について注意を促す記述が必要ではないかというご意見をいただき、事

務局案として記述を追加した。 

「反芻行動は」という一文については、前回分科会で反芻行動が重要な欲求行動の１つである

というご意見や記述方法等についてご検討いただき、記述を修正した。 

・7ページ「④初乳、子牛の給餌」 

推進委員会において特定の疾病名を記述すると、風評被害を招くおそれがあるのではないかと

いったご意見や、風評被害も考えられるが、病名等を隠すのはむしろ問題があるのではないかと

いったご意見等をいただき、事務局で検討した結果、乳汁によって子牛に伝染する病気は多数あ

るため、伝染性の疾病と総称して記述した方がわかりやすいということで、事務局案として修正

した。 

・8ページ「3 牛舎」 

観察等が行いやすい構造であるとともに、管理に必要な照明等も必要ということで、事務局案

として修正した。なお、照明については 10 ページに「照明」の項目に同様の記述があるため、こ

こでは必要ないのではというご意見等もありますので、後ほどご検討いただきたい。 

・8ページ「①飼養方式」 

文章をよりわかりやすいものにするため「多くの選択肢があり」の場所を移動した。 

また、推進委員会において、放牧が自給率向上という観点から有用性が高まっていること。ま

たウェルフェアの面からも、行動の自由という面で有効であるため、条件が許せば管理の 1つと

して検討することが必要ではないかというご意見をいただき、事務局案して、「牛を放牧又はパ

ドックに放して運動させる」という文章を追加した。 

・9ページ「ウ 放牧方式」 

他の方式の記述と整合性がとれない部分等があるため文章を修正した方がいいというご意見を

いただき、加筆修正した。 

また、推進委員会において、放牧病として細菌病をあえて書く必要があるのかというご意見を

いただき、細菌を例に出すよりも、実際に問題になる可能性が高いと考えられる吸血昆虫の媒介

によるピロプラズマ症の感染を例として取り上げる方が適切と考えられるため修正した。 

・9ページ「②構造」 

前回分科会で、牛房と牛床を分けて記述した方がわかりやすく、敷料は清潔で乾燥したものを

使用することが好ましいといったご意見をいただき、それらを踏まえて修正した。 

・9ページ「③飼養スペース」 

1 頭当たりの床面積は、「草地開発整備事業計画設計基準」を出典とした方がわかりやすいと

いうご意見をいただき、付録Ⅴを差し替えた。 

また、ほ育期の飼養について、子牛の群飼についての部分は、初乳給与の部分にあったものを

この項目に移動させた方がいいというご意見をいただき、修正した。 

子牛の群飼の注意事項等については、前回分科会でいただいたご意見をそのまま追加した。 

・10 ページ「①熱環境」 
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推進委員会において、暑熱対策については下の部分に書いてあるが、乳牛は低温環境への適応

力は強いということも記載するべきではないかというご意見をいただき、事務局案として文章を

追加した。 

・10 ページ「②換気」 

前回分科会で、乳牛の場合、アンモニア濃度が 25ppm を超えることはほとんどないため、具体

的な数字の記述は削除した方がいいとのご意見をいただき、修正した。 

・10 ページ「③照明」 

管理の際の明るさの確保が大切というご意見をいただき、記述を修正した。 

・11 ページ「①設備の点検・管理」 

前回分科会で、現在ほとんどの酪農家が自動化された搾乳施設、除ふん設備を使っているため

最近の牛舎に限定する必要はないのではというご意見をいただき、修正した。 

また、推進委員会において、搾乳機械は乳用牛の管理等を行う中で非常に重要な部分になるの

で、メンテナンスやチェックの重要性を特に強調して書いてほしいというご意見をいただき、事

務局案として文章を追加した。 

・12 ページ「付録Ⅰ」 

推進委員会において、全体的に直訳が多く、非常にわかりにくい表現になっているというご意

見をいただき、委員の先生のご協力をいただきながら全面的に文章を修正した。 

・14 ページ「付録の参考」 

推進委員会において、安楽死の方法について詳しく記述ができないかとのご意見があったこと

から、安楽死については付録Ⅰの「動物の殺処分方法に関する指針」（環境省告示）に加えて、

「動物の処分方法に関する指針の解説」（日本獣医師会発行）に若干具体的な方法が記述されて

いることから参考として掲載した。 

・15 ページ「付録Ⅳ」 

アロメトリ式の説明として、1 頭を収容できる必要最小面積と記述する方が適切であるという

ご意見をいただき、修正した。 

・16 ページ「付録Ⅴ」 

内容をよりわかりやすく説明するために、注釈の部分に文章を追加した。 

〔小澤座長〕 

前回、10 月 16 日の第 1 回分科会での議論を踏まえた修正についても説明していただきましたの

で、大体皆さん把握していただけたと思います。 

ここからの進め方ですけれども、以前と同じように初めから順番に進めていきたいと思います。

もう皆さんには、二度、三度ご覧いただいているので、それぞれの部分について検討し、修正が必

要であればその都度確認しながら進めるということで、よろしくお願いいたします。 

一番最初からといいますと、目次に第 2の 1の①から⑪までだったのが、先ほど話にありました

とおり、「乾乳」という項目を 7番目に入れましたので、ここの部分が変わっております。これは

後ほど乾乳のところで議論して、必要であるということで確認できれば、目次はこのままというこ

とになります。 

それから、1ページ、2ページは畜種共通で記載される部分で、その中の「5つの自由」について

の具体的なものとして、牛では何を書いたらいいかということで、先ほど説明がありましたとおり、

前回分科会では「舐め合いによる身づくろい行動」となっていたものを、ご関心のある先生方と事

務局とでご議論していただき、最終的に「親和行動（接触、体の擦り付け合い、舐め合い等）」と

いうような形で調整ができているということなのですが、この辺についてご意見いかがでしょうか。 

〔三輪委員〕 

この部分ではないのですが、全体として「乳用牛」、「乳牛」、「牛」という書き方が散見され
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るのですが、これについては使い方の区別みたいなことをある程度意識しておられるのかどうかと

いうことです。 

〔事務局〕 

たしか最初の分科会のときにもご意見をいただいて、事務局としては「牛」と「乳用牛」とで使

い分けをと考えております。「乳牛」と「乳用牛」は同じかと思いますので、これについては確認

させていただいて、再度チェックさせていただきたいと思います。 

〔小澤座長〕 

私もそのように覚えています。最初にかなり混乱して使っていた部分もあって。ただ、佐藤先生

にお聞きしなければいけないのですけれども、親和行動ということでは「牛」ということ、乳牛、

肉牛を分けて書かなければいけないということではないですよね。 

〔佐藤委員〕 

はい。 

〔高橋委員〕 

文章整理の話ですけれども、「（……舐め合い等）等は、」と等が続くので、どちらか 1つでい

いのではないでしょうか。 

〔小澤座長〕 

「等）等」になるので、後ろの方を消してもいいのでしょうか。これは佐藤先生……。 

〔佐藤委員〕 

括弧の中は接触とか体のこすりつけとか舐め合いということで動作が入っていますけれども、そ

のような親和行動だけではなくて、近接するという親和行動もあるという意味の「等」です。後の

「等」は、粉のような餌を食べさせると擬反芻を起こしたりしますので、長尺のものを舌を使いな

がら採食するという行動、そういう行動を制限すると異常行動の原因になることから強い行動欲求

であるということや、濃厚飼料等で採食時間を短くすると睡眠行動が減るなどといったことから摂

食時間の長さも強い行動欲求であるとの意味です。 

〔小澤座長〕 

この辺はまた調整が必要かもしれませんが、そういう意味では、親和行動の具体例として括弧の

中があるとすれば、この「等」はとっても、後の「等」でそういうものも含めていろんなものがあ

りますという意味で、後の方が大事なのかなという気がしたのですけれども。 

〔佐藤委員〕 

語呂が悪くてということでしたら、多分そちらを取る方が良いと思います。 

〔小澤座長〕 

最終的には私の方で預からせていただいて、ここは調整させていただきたいと思います。余り大

きな問題ではないかなと思いますので。 

〔亀田委員〕 

親和行動というのは相対するものへの行動でしょうけれども、牛は最初に、運動場へ放すと、ま

ずは自分の体をなめて、身づくろいとはなかなか言わないですが、まず体のかゆいところをなめる

というのが自然な姿なので「身づくろい」という言い方なのかどうなのかわからないですが、これ

が消えてしまうと何かよくわからなくなってしまうのでは、自分をなめるというのが、非常に正常

な行動のように映るのですけれども。 

〔三輪委員〕 

このガイドラインが出ていく意義として、酪農家の方にもう少し理解をということであるとすれ

ば、牛の正常な行動は何だと言える酪農家はそんなにいないのではないかと思います。そういう意

味では、正常な行動とは何かみたいなのを少し書かないと、正常な行動の自由と言っても何と思わ

れてしまうのでは。 
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〔小澤座長〕 

ここのところはかなりいろいろご意見があるかと思うのですが、概括しなければいけないという

ところでは、今までもいろいろな議論があった中で、まとめたということでご理解いただけたらと

思うのですが、亀田委員、やはり「身づくろい」というのは入ってないとまずいですか。その後の

「等」ということで許してもらえれば。 

〔佐藤委員〕 

強さから言えば摂食行動が一番だと思います。次に体をきれいにする行動、その次に親和的な行

動という、これが強い行動要求だと思います。それで当初、摂食行動の検討からスタートしました

が、分かりにくいということで、今の表現に落ち着いていると思うのですが。 

〔小澤座長〕 

たくさん書ければいいのですけれども、ほかの畜種も大体ワンフレーズという中で、乳牛は結構

長くなっています。この分科会では皆さんそれぞれのご専門の立場からたくさんご発言していただ

いて、なかなか一文にまとめるというのは難しいところはあるのですが、ここのところはひとつ親

和行動、括弧という、このところで。多分、この赤い方の「等」を抜いて、後の方の「等」を残し

て、今のような自分自身の身づくろいもここで読めますというような解釈にさせていただけたらと

思うのですが、よろしいでしょうか。 

―それでは、先へ進めさせていただきます。第 2の方に入らせていただいて 3ページですけ

れども、先ほど説明がありましたとおり、少なくとも 1日 1回というのは搾乳の時だけではないと

いう意味だというのは、この分科会でもたしか発言が出ていたような気がします。そういう意味で

は、こう書いてあることについて抵抗はないのではないかと私自身は感じているのですが、いかが

でしょうか。よろしいでしょうか。 

あと、青いところは先ほど説明がありましたとおり、第 1回目の議論を踏まえて具体的に記述し

た部分です。多分もう既に 2回ぐらい見ていただいているので、そんなにご異議のないところでは

ないかと思うのですが、何かありましたら。――よろしいでしょうか。 

次に、①の下から 5行目、「なお……」以下の部分ですけれども、牛群検定のことが記載されて

おります。これについては分科会で議論してくださいということだったのですが、具体的にこうい

う泌乳量や乳成分等とかを把握する手段として牛群検定がありますよということを書いてもいいの

ではないかというようなご意見だったかと思います。 

一方で、あえてここまでというご意見もありました。確かこの分科会でも泌乳量というのはバル

クで把握するのか、それとも個体ごとに把握していくのかというような議論もあったように思いま

す。何か具体的な手段を記載してあった方が、読む側としては解釈する上では具体性に富んでいい

のではないかと、私自身は意見を持っています。というのも、確かに牛群検定の中では餌の量など

も含めて把握できるというようなことで、具体的にきちっとした管理を行う上では大事な手段かな

とは思いますので、共感を得られるのではないかと思っています。皆様方いかがでしょうか。よろ

しいですか。 

〔亀田委員〕 

牛群検定は個体把握のために記録をつけるという意味では、長年やってきていることで、5 割に

近い農家が加入しているといます。今は乳成分の検査体制が整って、非常に細かいデータがそろう

ようになっていますので、ますますこの牛群検定は必要になるだろうし、消費者サイドから見ても、

それだけ個体を観察して記録できるシステムがあるというのは、非常に何か訴えるものがあるのだ

ろうと思います。 

〔小澤座長〕 

ありがとうございます。 

では、先へ進めさせていただきます。②のなかで「最低 1日 1回の搾乳」という記載を、後にも
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う 1 ヶ所出てくるのですが、「通常、1 日 2 回の搾乳を行うことから」というような表現にしてあ

ります。正確に言うと乾乳前は 1回になることもあるので、この辺は余りこだわりのない表現では

ないかと思うのですが、いかがでしょうか。よろしいですか。 

青字（下線点線部分）のところは、前回分科会にご意見をいただいて、やりとりしながら直した

ところですので基本的には飛ばしていきたいと思います。もし何かあれば声をかけてください。 

次は 5ページになりますが、先ほど目次でご覧いただいた「乾乳」が入ってきます。当然乳用牛

は、搾乳をしますので、搾乳の終わりのところで乾乳という現象が出てきます。そのことについて、

特に乳房炎に罹患していたり、もしくはその予防をしたりするということと、次の乳期に向けてき

ちっと配慮していく必要があるということで、私も事務局でご検討いただいたような記述内容であ

れば、適切ではないかなと思って今回皆さんにお諮りしているところです。この「乾乳」というの

は、酪農家の方々でそれぞれ対応ぶりが違っていたりするところではあるし、特に最近乳量が多い

牛では、ほとんど乾乳をしないまま次の乳期に入ってしまうといったようなものもあったりすると

いうことで、確かに難しいところではあります。基本的には乾乳期間を設けて牛の体力回復をした

方が牛そのものにはいいですよということを書いておくのが 1つの方向かと思うのですが、皆さん

意見としていかがでしょうか。 

〔亀田委員〕 

先ほど牛なのか乳用牛なのかという話がありましたが、ここに「母牛」という表記があるのです

けれども、これは「母体の回復や」でいいのではないかと思います。 

〔小澤座長〕 

ほかにご意見ございますでしょうか。 

〔須藤委員〕 

この「採食不足」という言い方ですが、意味は多分わかると思うのですけれども、食欲が落ちて

食べないわけではないので、飼料の「給与量の不足」という表現になるのではないかと思います。

ささいなことなので、このままでも意味は通じるかなと思いますけれども。 

〔三輪委員〕 

乾乳牛のボディコンディションの管理については、乾乳後期のボディコンディションが落ちると

いうよりは、乾乳期に太らせないという方が現実的だと思います。それを書くかどうかは別にして。 

〔小澤座長〕 

その辺は微妙で、経営者それぞれで管理が大分違っているところではないかと思います。 

〔亀田委員〕 

普通、ボディコンディションがオーバーコンディションになると、乾乳後期、分娩前に採食量が

落ちますね。適切なコンディションほど順調に食べていく。それが通常だと思うのですが、まさに

ボディコンディションの維持というのは大事、維持というよりは乾乳前に適切なボディコンディシ

ョンに整えて乾乳に入るというのが一番大事かと思います。 

〔小澤座長〕 

ここは書き出すと奥の深い世界ですよね。特に牛を実際に飼っておられる現場サイドから見ると、

難しい部分ではあるのですが、最大公約数みたいな形で書かざるを得ないので、このぐらいかなと

いう感じもするのですが。 

〔須藤委員〕 

私も誤解していたのですけれども、乾乳後期だから確かにおっしゃるように分娩直前の妊娠末期

ところですよね。そこでオーバーコンディションになって食べなくなってしまうということを意図

して書いたというような話ですね。最初読んだときは、乾乳のための飼料給与の制限を失敗して、

それを持続し過ぎないようにということかと思って読んでいたのですけれども、そうではなくて、

そういうオーバーコンディションを予防する。そうすると最終的に採食不足になりますよというこ
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とが言いたいというのであれば、読んだ感じとして「乾乳後期においては、採食不足にならないよ

う注意し」というか「採食不足を予防する」というふうな言い方にするべきなのではないかと。 

〔小澤座長〕 

実はあらゆるケースが想定されるので、どれかに限って表現したいということではないのですよ

ね。そういうことに注意してほしいということを促す表現にしたいのです。 

〔堂腰委員〕 

やはりちょっとわかりづらい。ここの「採食不足にならないように注意し」というのは削除した

方がすっきりするような気がします。 

〔小澤座長〕 

この「採食不足にならないように注意し」というのが邪魔してしまっていると。須藤先生の言わ

れるように、どう読むのですかということを、かえって喚起、惹起してしまうということでは、こ

れはない方がいいのではないかと。 

〔三輪委員〕 

そういう意味では、乾乳後期に限って言うのもおかしいと思います。 

〔小澤座長〕 

その前もとってしまって「また、適切なボディコンディションを維持するように努める」の方が

いいですか。 

〔佐藤委員〕 

「泌乳初期」はいいでしょう。「特に」からが要らないのではないでしょうか。 

〔小澤座長〕 

わかりました。そうすると、この「また、」以下の文章ですけれども、「また、泌乳初期にはエ

ネルギー不足に陥りやすいため、」で、その後「特に」のこの「、」までと「採食不足にならない

ように注意し」というところは除いてしまう。そして「適切なボディコンディション」につなげて

広く読めるようにするということでよろしいですか。ありがとうございます。では、そのように直

させていただきます。それと、最初ご提案いただいた「母牛」のところ、「母体」としておいた方

がよろしいでしょうか。 

〔亀田委員〕 

「母牛」という言い方は余りしませんね。 

〔小澤座長〕 

では、「母体」ということで、ここは直させていただきます。 

〔三輪委員〕 

乾乳用軟膏の注入を推奨していいのでしょうか。確かに治療のためには乾乳用軟膏を使うべきだ

と思うのですが、予防のために乳房炎の疑いのないものにも乾乳用軟膏を使うというのは、恐らく

現場では否定的だと思うのですが。 

〔亀田委員〕 

前分娩時に乳房炎経験のある牛には使います。全く乳房炎経験ない牛には全く使いません。無駄

だと思っています。 

〔小澤座長〕 

一応「新規感染による」というのは入ってはいるのですけれども。 

〔亀田委員〕 

新規感染を予防するのかということになると思います。乾乳用軟膏といっても、結局、効力は 4

週間という形で、むしろ分娩時の新規感染の予防には、乾乳用軟膏は余り予防的効果はないのでは

ないでしょうか。 

〔小澤座長〕 
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ここは、罹患しているものを治療するというのはいいけれども、その後の「新規感染による」か

ら「推奨される」までのところの表現に問題があるのではないかということですね。ここのところ

でご提案があればと思うのですけれども。 

〔亀田委員〕 

「新規感染」から「予防するため」をとってしまえばいいのではないですか。乳房炎経験ある牛

は、乾乳のときにしっかりと治療をしなさい。乾乳用軟膏を入れておくとなおそれはいいでしょう

という流れになると思います。 

〔三輪委員〕 

一般的にやられているのは、少し乳房炎の気があるものについては、普通の乳房炎軟膏で治療し

た後に乾乳用軟膏を使ってから乾乳するというのは、恐らく推奨されていると思います。それを、

全然感染していないものについてまで、新規感染を予防するために入れるというのは余り普通では

ないと思います。ですから、「新規感染による」から「予防するため」の文章をとればいいとおも

います。 

〔小澤座長〕 

わかりました。新規感染についてするのは、現場でもそんなことは行われていないし、余り推奨

される話ではないと。どれにも使うというのは無駄ですよということですので、「乾乳期において

は、」のところからですが、「乳房炎に罹患している場合はその治療を行うとともに、乾乳用軟膏

の注入等を実施することが推奨される」ということでよろしいでしょうか。 

―ありがとうございます。まとめますとここでは 3つ直しがあったかと思います。最初の「母

牛」のところが「母体」ということと、「乾乳期においては」のところでは、3つ目の区切りの「新

規感染」によるから「ため」までを除く。それから、その次の行、「また」のところでは、「特に

乾乳後期においては、採食不足にならないように注意し」のところを除くという形で整理させてい

ただきたいと思います。後ほど全体通して何かあればということでお聞きしますので、先を急がせ

ていただきます。 

次に「⑧分娩」のところですけれども、「種雄牛の選択も含め」ということで、過大胎児の議論

についてもこの中に含めたということで、説明がありましたがよろしいでしょうか。 

〔佐藤委員〕 

OIE において肉用牛の飼養管理のコード案草案が出ているのですが、ダウナー牛の移動について、

動けなくなった牛を運ぶ際の注意というのが書かれています。多分これは乳用牛にも入ってくるだ

ろうと思うのですが、足や尻尾を持って引っ張って、引きずって移動させるのではなく、フォーク

リフトか何かで体全体を持ち上げろというような感じで書かれているので、それを入れる必要があ

るかどうか。普段どうやってやられているのか。OIE で検討されているので、そういうのは検討し

ておくことも必要かなと感じています。 

〔小澤座長〕 

それは分娩というところではなく全体にかかる話ですね。 

〔佐藤委員〕 

「病気、事故等の措置」のところでそういう状況は起こるのでは。完全に動けなくなって、ダウ

ナーになって、それを引っ張り出してどこかで治療するとか、あるいは殺処分するとか。殺処分は

その場でやるでしょうけれども。 

〔亀田委員〕 

ここは現場だけでとめておきたい部分ですけれども、自分自身もそうやって牛舎から引きずり出

すというのは通常行っていますが、長年、ともにした乳牛を引きずり出すというのは、決していい

思いではないので、ここに載せてしまうと非常に現場が苦慮するだろうなと思います。 

〔小澤座長〕 
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畜舎内で飼われているから、なかなか難しいのかもしれないですね。 

〔亀田委員〕 

そういうフォークリフト等が入れる状況にはないので、ロープを使ってという形になってしまい

ますね。 

〔石原副会長〕 

そのときは、下に敷きわらでも敷いて、できるだけ個体に傷がつかないようにされていますよね。 

〔亀田委員〕 

そうです。もちろん体に傷がつかないようにマットを敷いたり、水で濡らして滑りやすくしたり

して引っ張り出すという形はとっています。できるだけやりたくないことですので、文章上に載せ

るには、この時点ではまだ早いかなという気がします。施設がそういう施設になっていないところ

が大半だと思います。 

〔小澤座長〕 

文章全体としては、突然、足やしっぽが出てくると。私的には、⑫の牛を丁寧に取り扱うといっ

たところで、まず基本精神を表す形ではどうかという気がするのですけれども。そういうことがア

ニマルウェルフェアということではとても大事だということはよく理解できるのですが、並びの中

ではちょっと入りづらいなという気もするのですが。佐藤先生、書き込むとしたら何か具体案とか

はありますか。 

〔佐藤先生〕 

OIE の基準の中に多分入ってきますので、具体的なことを書かなくても、ダウナーの牛体を移動

する場合は、さらに丁寧に、けが等がないように丁寧に取り扱うとか何か、注意だけはちょっと入

れておいた方がいいのではないかなという感じはします。 

〔須藤委員〕 

「可能な限り牛体が傷つかないよう」とか、そのような言い方ではどうでしょう。 

〔亀田委員〕 

具体的に、足を引っ張っちゃだめ、しっぽ引っ張っちゃだめと言われると、非常に抵抗はあるか

もしれませんが、「可能な限り」という形であれば。 

〔佐藤委員〕 

抽象的に書けば入れ込められるのではないかと。 

〔小澤座長〕 

「可能な限り丁寧に取り扱い」といった感じですか。 

〔高橋委員〕 

やはり私も、ちょっと違和感があります。基本的には、この指針は新しい動きがあれば書き直す

ということが前提だったと思いますので、今の段階でよく分からないうちに書くよりは、OIE のも

のが出た後にきっちり書いた方が、あるいは追加する方が、見る方にとっては親切ではないかなと

思います。おっしゃることはそのとおりで、書ければ書きたいと思いますが、はっきり決まった後

で、関連情報なども含めてしっかりした情報を流す方がいいのではないかという気がします。 

〔須藤委員〕 

「分離し、迅速に治療を行うこととする」という文言があるので、入れるとしたらこの後ろかな

と思ったのですけれども。「起立不能になった場合」という形で一文入れて、その後に「治療を行っ

ても回復する見込みがない場合」と段階を踏んで、分離しなさいと。分離方法が来て、治療ができ

ないときは安楽死も考えなさいという、流れとしては余りおかしくないと思ったのですが。 

〔佐藤委員〕 

OIE のものは、足を引っ張るなとか、もっと具体的に出てくると思います。その前段階として、

こういうことも注意事項としてありますよというのはあってもいいような気がします。 
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〔亀田委員〕 

今回、ウェルフェアの項目の中に、運搬や移動という項目がないので、ある意味そういう部類に

入るのだろうと思いますが。 

〔佐藤委員〕 

輸送の話ではなく、事故やけがをした動物の取り扱いということになると思います。 

〔猪瀬委員〕 

言うとしたら、「可能な限り丁寧に移動・分離し」というのが、順序的には通じますよね。 

〔小澤座長〕 

やはりそこでしょうかね。今のご提案は、「可能な限り」の後に「丁寧に移動」と入れる、それで

「分離」に続けるというご提案ですけれども。亀田委員、何か。 

〔亀田委員〕 

その牛は治療はしないのでしょうか。これには分離して治療する場合に隔離するという意味も入

るのだろうと思っているのですが。 

〔三輪委員〕 

ここで急に、具体的にダウナーについての搬出について書くというのはちょっと違和感があると

思うので、今言われた程度のいわゆる丁寧に移動しなさいよという表現をニュアンス的につけ加え

るぐらいしか思いつかない。それ以上具体的になってしまうと、かなり唐突な感じがしてしまいま

すし、現実的には現場では、そう簡単にできないと思いますので。 

〔小澤座長〕 

佐藤先生今の案でいかがでしょうか。もう一度繰り返しますと、「可能な限り丁寧に移動・分離し」

というような表現にさせていただくということで。 

では、そういうことでとりあえず進めさせていただきます。 

続いて 6ページ⑪番のところですが、これは有害動物の項目なので、それに適した表現方法にし

て、内容的には変えていませんというご説明でした。いかがでしょうか。―よろしいでしょうか。 

その次の⑫は、「牛を丁寧に取り扱うとともに」というところをきちっと入れようということです。

これには異議がないのではないかと思います。 

続いて、「2栄養」の①で、特に泌乳ステージでもって乳牛の栄養不足というのが生じるというと

ころについて、丁寧に書き入れたということでございます。いかがでしょうか。 

〔須藤委員〕 

ささいなことなのですが、確かに乾物が摂取できないのが問題なのですけれども、正確に言うと

すると、乳生産に対して摂取可能な栄養素量が不足するということ、要するに乾物摂取量だけが問

題なわけではなくて、必要なエネルギー量に対して摂取可能なエネルギー量が不足するということ

なので、正確に言うのだとしたら、「摂取可能なエネルギーが不足する」もしくは「摂取可能な栄養

素量が不足する」という表現の方が正しいのかなと思います。 

〔佐藤委員〕 

食べられなくなるということはあります。それが原因で栄養摂取が不適切になるということで、

ちょっと舌足らずなのだろうと私も思います。 

〔高橋委員〕 

重要だと思うのは、前の文章だと、急激に乳生産することによってエネルギー不足になると書い

てありました。これを無理に食べさせて栄養素だけ足りればいいのか、というように理解されると

いけないと思います。確かにわかりづらい部分もありますが、栄養素量が不足すると言ったら、で

は栄養素量を注入すれば大丈夫なのかという議論ではないという意図があると思います。 

〔須藤委員〕 

ここは必要栄養量という話だったので、栄養素量を過不足なく給与するという観点からの記述か
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なと思ったので。 

〔亀田委員〕 

ここでは、反芻動物であるということを入れようとしているのだと思うのですけれども。文章の

流れからすると、途中に反芻動物ということが入っているので、とりあえずこの青い点線部分を先

に持ってきて、赤線の「特に、分娩直後」のというのに続いて「高能力の泌乳牛の必要栄養素を充

たすために濃厚飼料の給与が必要であるが、」「粗飼料を一定の割合で給与する必要があり、その量、

質には十分留意することが必要である」ということになれば、文章的には非常にわかりやすくなる

ような気がするのですけれども。反芻動物である以上、反芻行動がとても大切だという意味合いの

ところで入っているのだと思います。 

〔小澤座長〕 

修正が加わったのは、先ほど少し説明したとおり、以前のままだと発育段階だけのことを言って

いるのだけれども、泌乳ステージのことをもっと気にしなければいけないのではないかというとこ

ろで、この修文が加わっています。「泌乳ステージ」を加えただけでは、きちっと意図が反映されな

いので、具体的に何に注意しなければいけないかということで今の「特に、」から「必要がある」ま

でが書き込まれているということになります。 

〔三輪委員〕 

そういう意味でいけば、この文章のままの方がすんなり行くのではないでしょうか。泌乳ステー

ジについても注意しなさいよ、なぜかというと、泌乳ステージ初期は乾物摂取量が落ちているから

特に留意していなければいけない。ただし高泌乳牛はそのために栄養不足に陥るのだから、濃厚飼

料がたくさん必要だけれども、反芻獣なのでそれをやり過ぎてはだめですよという、そういう意味

では、これはうまくつながっているのではないでしょうか。 

〔事務局〕 

亀田委員が言われたご意見は、「特に」というところを「必要な栄養素の種類とその量については」

の前に持ってきた方がいいのではないかというご意見ですね。 

〔亀田委員〕 

結局、「高能力牛」から始まる文章と、青い点線の以下から、「粗飼料を一定の割合」という文章

とが一緒になった方がいいと思うのです。その方が意味はわかりやすくなるような気がします。濃

厚飼料は必要なのだけれども、粗飼料も量、質ともに必要だということをくっつけないと、その間

に「反芻動物は」と入ると、意味合いが……。 

〔石原副会長〕 

真ん中の部分が長いのですね。後から足した分が長いから「反芻行動を正常にするためには」程

度の説明でいいと。 

〔小澤座長〕 

これはたしか議論して、書き込みたいというので後から入ってきた部分ですね。 

〔亀田委員〕 

反芻行動は乳牛にとってとりわけ必要だということで、この「反芻行動」というのを入れたと思

うのですけれども。 

〔佐藤委員〕 

前段の赤字部分がずっと長くなったので、「高能力」のところから段落を変えた方がいいのでは。 

〔小澤座長〕 

この黒字部分の中に青字が入っていて、それが本来言いたかったところを邪魔しているという話

で今議論になっているのだと思います。先生がおっしゃるとおり、中身として少し違う部分なので、

改行するということは 1つあるのですけれども、そのほかに、離れてしまった文章をどうしようか

というのがもう 1つあるかと思います。元に戻して、青の文章で一文にしてしまうというのはどう
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なのでしょうか。 

〔亀田委員〕 

一文にした方がわかりやすいのではないですか。 

〔小澤座長〕 

濃厚飼料と粗飼料はくっつけて、1つの文章にして、「反芻動物である牛にとって……知られてい

る」というところでまた一文にする。それで、よろしいですか。この辺、実際に直してみないとイ

メージがわかないところもあるので、預からせていただいてよろしいですか。 

他にご意見ありますか。他にこうした方がいいというご意見がなければ、これは確かに言いたい

ことが幾つかあって、できたらそれをそれぞれきちんと表したい部分なので、時間的な関係もあり

ますので預からせてください。とりあえずこれは第 1回目の指針だということで、最終的にはご了

解をお願いしたいと思います。 

いろいろ議論しながら、具体的な修正案がここの場合には今すぐ出ないので、申しわけありませ

ん、これはちょっとペンディングになってしまいました。 

先へ進みたいと思いますが、ここでちょっと休憩させていただいてよろしいでしょうか。３時ま

で休憩して気分を一新したところで、この後、「栄養」の②番目のところから始めさせていただきた

いと思います。 

 

＜ 休 憩（14：50～15：00）＞ 

 

〔小澤座長〕 

それでは、会議を再開します。 

先ほどの文章について、とりあえず仮案ということでご提案させていただきたいのですけれども、

6 ページの下の 2 の①です。今赤字の「特に」から「必要がある」までの文章が、やはり居場所と

してちょっと居づらいということで、この段落の終わりの「その質、量には十分留意することが必

要である」の後に、そっくり持ってくると、そうすれば全体を通して読むと解釈しやすくなるのか

なと思いますので、とりあえずそのように提案させていただきます。もしそれで、やはりおかしい

ということであれば、済みませんが明日中であれば大丈夫と思いますので、ご意見いただければと

思います。 

先へ進みたいと思います。7 ページですけれども、下の方に「伝染性疾病」というような形にな

っていますが、他にも病気があるということで、「牛白血病等」という表現はとりあえずやめておこ

うという文章になっております。よろしいですか。 

では、8ページへ参ります。「3 牛舎」のところですが、「照明設備等」というところに、「管理等

に必要な」ということを加えています。 

それから、①飼養方式で、元の文章を見ると「があり」「があり」というような格好でしたので、

直していただいております。 

その次、「なお」以下で、放牧のところは、推進委員会の方からもう少しきちっと書いて欲しいと

いうご意見があることを反映して、事務方でつくっていただいた文章です。実はこの語尾について、

「検討することとする」でいいのかどうか。というのは、「推奨する」と書いてほしいのではないか

という感じもするのですけれども、余りこればかり「推奨する」という形にするのもいかがなもの

かということで「検討することとする」で結んである状態です。ご意見いかがでしょうか。 

〔須藤委員〕 

この文章の中で、「生産性についても利点があることから」と書いてあるのですけれども、運動さ

せることがウェルフェア上好ましいということが一言も出てきていないので、まずアニマルウェル

フェアの観点から運動させることが非常に利点のあることであって、それに次いで生産性について
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も利点があるという文章の方がいいと思います。 

〔小澤座長〕 

「運動不足による関節炎等を予防できる等」という格好で具体的に家畜にとっていいということ

は書いてありますが。 

〔須藤委員〕 

もし、蹄の状態や運動不足による関節炎というのをウェルフェアという意味で見るのであれば、

生産性についてもというのではなくて、「アニマルウェルフェアの観点からも、また生産性について

も」というような言い方をすべきなのではないかと。「牛にとっての快適性のみならず、生産性につ

いても利点がある」というような表現になりませんか。 

〔小澤座長〕 

ほかにご意見ございますか。それでは、この文章については、2 行目の「生産性」というところ

の前に「牛としての快適性だけでなく」という言葉を入れさせていただいて整理したいと思います。 

次が、9ページの「ウ 放牧方式」のところですけれども、ここでは、「細菌や寄生虫の」となっ

ていたところを、より放牧で課題となる「吸血昆虫が媒介するピロプラズマ症の」というような格

好に変えてありますということと、自然の「影響を受けやすい」ということを文章として加えてい

るということですが、この辺いかがでしょうか。 

〔須藤委員〕 

「野生動物等との接触の機会が多いことから」という文章が「細菌や寄生虫の」にかかっている

と思うのですが、「細菌や寄生虫」を除いて「害虫によるストレスの増加」というのを入れるなら、

青で入れたところは要らないのかなと思ったのですけれども。 

〔小澤座長〕 

今のご提案は、前回の議論の中で「細菌や寄生虫」というのがあったから「野生動物等との接触

の機会が多いことから」という具合に文章を加えたのだけれども、「細菌や寄生虫」を消したという

ことであれば、特にこの青で加えた文章は要らないのではないかということです。ほかの委員の皆

さんは、ご意見いかがでしょうか。この辺はどのくらい多く書き込むか、どのくらいの量を書き込

むかというようなことかとは思うのですけれども。須藤先生からのご提案での修文でよろしいでし

ょうか。それでは、そのように直させていただきたいと思います。 

次は「牛舎の環境」の「①熱環境」のところです。先ほどのご説明のとおり「ホルスタイン種」

は、「低温環境への適応力が強いと言われている」という部分の表現を若干直しております。 

〔堂腰委員〕 

この部分がどうして入ったかはわからないですけれども、北海道において子牛は、寒冷のときに

ストレスを受けているということが考えられます。そういうことを考えると、どうしてもここの文

章は違和感を覚えます。北海道では子牛のために伝熱ヒーターを用いて温めたり、牛に保温するた

めの毛布みたいなものをかぶせたりすることもあるのです。そういったことで対応している部分が

あるので、単純に低温環境への適応力が強いというのは、ちょっと合わないのではないでしょうか。 

〔小澤座長〕 

その辺の子牛のことについては、「飼養ステージ」のところで読み込めるのではないかと思います。

あえて言うと「ホルスタイン種」と言っているのを「ホルスタイン種成牛」か何かにするというよ

うな感じではどうでしょうか。子牛のことを考えると、必ずしもダイレクトには言えないので、成

牛についてというようなことを断れば、より適切な表現になるかと思うのですけれども、いかがで

しょうか。 

〔三輪委員〕 

私もこれを読んだときに、子牛に対する配慮がないなという感じの違和感を覚えたので、ぜひと

もそこは何らかの表現で、子牛は違うということは述べておくべきだと思います。 
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〔佐藤委員〕 

泌乳中で乳を生産しているから低温域が広くなるので、これが乾乳期であれば別の話になります。

成牛の適温域でいいのですけれども、「乳用牛は他の畜種に比べ」とありますが、それは泌乳中の乳

用牛の話で、泌乳してなかったら余り変わらないです。 

〔小澤座長〕 

ここは「泌乳中の」と入れる方がいいということでしょうか。 

〔佐藤委員〕 

はい。 

〔小澤座長〕 

より正確を期するということで。案として「泌乳中の」ということで、いかがでしょうか、ほか

の先生方。よろしいですか。 

〔亀田委員〕 

ホルスタインをここに出したのは何かあるのですか。 

〔事務局〕 

畜産大辞典などを参考に調べていると、乳牛ではなく、ホルスタイン種と書いてありましたので、

こちらの方が適当より正確な表現ということでホルスタイン種にさせていただきました。 

〔亀田委員〕 

突然品種が出てくるので違和感があったのです。放牧というとジャージーが表へ出たり、ブラウ

ンスイスもいたり、ここだけホルスタインというのが出てくるとちょっと変な感じがします。10～

20℃と幅があるので、同じ乳牛であれば、そんなに変わらないと思うのですけれども。 

〔小澤座長〕 

「ホルスタイン種」をとって「成牛の」と言ってはどうでしょうか。今の話だと文献的に根拠が

あるということですが。 

〔石原副会長〕 

ただ、日本の場合はホルスタイン種がほとんどですから、「成牛」とただ書いてもわかりそうな感

じがします。今後ほかの品種がだんだん増えるということになってくると、吟味しなければいけな

いと思いますが、成牛＝ホルスタインの成牛という意味ならば、成牛だけでも余り問題はないと思

います。逆にここに一つだけ品種が出てくるのも特に問題はないと思います。 

〔高橋委員〕 

ここだけ品種が出てくるのは、全体のバランスという意味では確かに違和感がありますね。 

〔須藤委員〕 

正確な数字は覚えてないのですけれども、日本国内で飼養している乳用種であれば、「目安として」

という言葉もあるので 10～20℃であれば大丈夫だと思います。「至適温度」という言い方になると、

もうちょっとタイトになると思うのですけれども、「適温域」で「目安」という言い方なので問題な

いのではないでしょうか。 

〔亀田委員〕 

品種を限定しなくても大丈夫だと思います。 

〔小澤座長〕 

では、乳用牛分科会では「成牛」ということでつくらせていただきます。何かありましたら「ホ

ルスタイン種」と最終的に括弧で付け加えることがあるかもしれませんが、とりあえず今「成牛」

ということで書かせていただきます。それと、先ほどありましたとおり「乳用牛」の前に「泌乳中

の」ということを入れさせていただきます。 

〔高橋委員〕 

8 ページの最初のところ「3 牛舎」で改めて照明のことが出てくるのですが、「4 牛舎の環境」
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にも「③照明」が出てきます。3 のところの牛舎全体の大きな流れのところに照明が出てきている

ので、「4 牛舎の環境」で細かい照明を出すのは、何となく座りが悪いのではないかなという気が

します。 

〔小澤座長〕 

ずばり言うと、8ページの「3 牛舎」の冒頭で牛舎全体について述べているため、赤字で書いて

あるところ以下の「管理等に必要な照明設備等」の「照明」という二文字を除いてしまった方がい

いのではないかということですね。 

〔高橋委員〕 

あるいは「管理に必要な設備等」でいいかもしれません。 

〔小澤座長〕 

後に「等」があるので、最初の「等」も要らないと。それで「等」は読めるのではないかという

ご提案ですね。 

〔高橋委員〕 

はい。文章上の整理でつまらないことかもしれませんが。 

〔小澤座長〕 

この辺は文章の整理の部分かと思いますので、高橋委員のご提案をそのまま受け入れたいと思う

のですけれども、よろしいでしょうか。では、そのように直させていただきます。 

それでは、最後になると思うのですが 11 ページ、搾乳機械については日々の点検が重要であると

いうところをきちっと書いたらということで修正しています。 

〔亀田委員〕 

もっと詳しく書いた方がいいのではないですか。交換というところが抜けている。搾乳機械につ

いては部品の交換というのがどうしても必要になります。維持管理の中に入っているという解釈な

のでしょうが、維持というよりもむしろ交換といった方が。 

〔小澤座長〕 

維持管理の方が幅は広いのではないでしょうか。そうでもないですか。読まれた農家さんの方が

どうとるかというのは意識しなければいけないのですけれども。 

〔亀田委員〕 

通常、我々は維持管理というよりもライナー交換とかを意識しますが。 

〔小澤座長〕 

おっしゃったのはそういうことですよね。ゴムライナーというか、ティートカップのところが一

番劣化して乳房炎の原因になりますので。 

〔亀田委員〕 

ティートカップの交換は、昔だったら半年に 1 回、2 回程度でしたけれども、今はうちも 3 カ月

に 1回ぐらいやっていますし、部品の交換ということはできる限り、相当まめにやっています。 

〔猪瀬委員〕 

あえてその辺を強く言うのであれば、重複するかもしれませんけれども「点検・消耗部品交換・

維持管理」ではどうでしょうか。並びとすれば余りよくないのですけれども、今おっしゃったそう

いう部分は強くイメージづけられるかと思います。 

〔小澤座長〕 

今のご提案は、「日々の点検・消耗部品交換・維持管理」という形にして、亀田委員のおっしゃっ

ている単なる維持管理じゃないと。乳房炎を予防するための交換ということをやられているので、

それを反映した表現でということですが、ほかの委員の先生方、いかがですか。 

〔事務局〕 

「特に日々の点検や消耗部品交換等の維持管理が重要である」という形ではどうでしょうか。 



 - 17 -

〔小澤座長〕 

亀田委員、「点検や消耗部品の交換等の維持管理が重要である」で十分ですね。 

それでは、先へ進ませていただきます。12 ページ以下は付録という形ですけれども、12 ページの

ロコモーションスコアのところは、先ほどご説明があったとおり、翻訳が直訳的だったのを、より

平易な読みやすい文章に変えた。特に表の中の説明文のところがぎこちなかったのを直させてもら

いましたということです。よろしいでしょうか。 

それから、13 ページ、14 ページは、畜種共通でといいましょうか、既に終わっている採卵鶏と豚

については、今から加えるのは難しいですけれども。この後出てくるものについては、14 ページを

加えるということを事務局で考えているということです。 

それから15ページも、1頭を収容できるということで、より正確な表現にしたということでした。 

16 ページは、以前は「群飼の場合」というのが入ってなかったので、この草地の基準の場合には、

あくまでも群飼の場合のトータルの面積として表示されているので、それをきちっと書いた、また

注釈について書き加えたというようなことです。それぞれ、より正確な表現にしていただいたとい

うことなので多分ご異議ないのではないかと思いますがいかがでしょうか。 

〔亀田委員〕 

ボディコンディションスコアの絵なのですけれども、ちょっとわかりづらいので、もう少しわか

りやすい絵、もっと差がはっきりしている絵というのがどこかにあると思うのですが。 

〔小澤座長〕 

全酪連の方で何かわかりやすい絵を使われている……。 

〔三輪委員〕 

私どもが使っている絵を使う場合には、大学にパテントを払わないといけないですよ。 

〔小澤座長〕 

パテント料を払わなければいけないのだそうです。その辺をご斟酌いただいて。 

〔石原副会長〕 

酪農家の方でしたら、もう大体おわかりになっていると思うのですが。 

〔亀田委員〕 

そうなのですが、これはいずれ現場に行くものなので、わかってはいるのですけれども、わかり

づらい図がこういうふうにあるのはちょっと……。金がかかるということになると微妙ですね。 

〔小澤座長〕 

とりあえず基本的にはこれでご了解いただいて、よりわかりやすい、要するにやせている度合い、

太っている度合いがもっと強調できているような絵で、ほかからお金を払えと指摘されないような

ものがあれば、かえさせていただくというようなことで、ご了解をお願いできないでしょうか。 

実はたくさんご意見をいただいたので、本当はここで復唱しなければいけないのですけれども、

多分そうすると 10 分以上かかってしまいますので、その場所その場所で確認をして、録音もしてい

ますので、私の方で最終確認をさせていただきます。その辺ご了解をお願いしたいと思います。 

 

（２）比較試験について 

〔小澤座長〕 

それでは、ここで 2つ目の議題の比較試験に入らせていただいて、最後に、今申し上げたとおり、

もう一度全体で何か思い起こしたことがあれば、皆さんの方からご意見をいただくということにし

たいと思います。 

今日は最初ご紹介があったとおり、帯広畜産大学畜産科学科の瀬尾先生に来ていただいておりま

す。お手元には瀬尾先生からのレポートも配られておりますので、瀬尾先生にまずご説明いただい

て、意見交換をしたいと思います。先生、よろしくお願いいたします。 
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〔瀬尾先生〕 

今年度実施された比較試験の結果について、資料「哺乳子牛の繋留によるストレスの行動的評価」

に沿って下記のとおり説明があった。 

①目 的 

EU では、理事会指令によって子牛の繋ぎ飼いが禁止されているが、日本では、いろいろな事情

でつないで飼育する農家が多くあるため、つなぐ際に自由度を高めればストレスを軽減できるの

ではないかという仮説のもと行った研究。哺乳子牛を繋留した場合のロープの長さの違いによる

繋留のストレスについて、行動的指標から明らかにすることを目的としている。 

②方 法 

大学の農場のホルスタイン子牛を使い、写真のようにカーフハッチで飼養。3 つの処理区があ

り、カーフハッチの入り口に囲いがついていてロープで繋留をしない区、70 ㎝のロープで繋留す

るロープが短い区（写真 1）、140 ㎝のロープで繋留するロープの長い区。3 つの処理区でそれぞ

れ子牛 5頭を飼育した。 

つなぎ方は、高さが 60 ㎝のところで繋留し、ロープの高さや長さは、事前に幾つかの酪農家を

回って実態調査をした上で決定した。 

③行動観察 

3 日齢と 1～6週齢の間に毎週 1回、合計 7回の行動観察を行った。観察時間は 9～17 時までの

8時間、1分間隔で記録し、行動、姿勢、ロープがどういうふうに張られているか、足にどう絡ま

っているかについて記録した。さらに、起立・横臥動作を連続的に観察し、その時間がどれぐら

いかかったかを計測した。 

④結 果 

・「起立動作にかかった時間」（図 1） 

縦軸に 1回の起立動作に要した時間を秒で示し、横軸は観察日、一番右にその全観察日の平均

値を示している。Ｃがロープなしの control 区、Ｓが short のロープが短い区、Ｌが long のロー

プが長い区で、統計処理をして差が出たところに※をつけている。結果は、2 週齢において、ロ

ープが短い区で起立に時間がかかるということがわかった。他の観察日でも、統計的に有意差は

ないものの、ロープが短い区で起立するのに時間がかかるという結果になった。これはロープが

短いので起立時に頭を前に突き出す動作が制限され、起立動作がしづらいため、時間がかかった

と考えられる。 

・「横臥時の姿勢」（図 2） 

頭を体につけて休むという特徴的な姿勢が見られた。結果は、体を頭につけて休むという姿勢

が、3 日齢と 3 週齢において、ロープが短い区で多くなった。他の観察日でも、ロープが短い区

でこの姿勢が長くなった。これは、ロープが短いと、横臥するときにロープで頭を引っ張られて、

それ以上頭を前に伸ばすことができないため、頭を体につけてコンパクトに休むという姿勢が増

えたと考えられる。 

・「身繕い行動および常同行動の発現頻度」 

「身繕い行動」は、通常でも見られるものの、転嫁行動という意味がある。転嫁行動とは葛藤

や欲求不満状態になると、その場の状況に適応するために普段行う行動とは別の関係ない行動と

して出現する。また、「常同行動」は、長期間の葛藤、欲求不満状態から出現することが認められ

ている。ここでの常同行動は、柵やロープを連続的になめるような行動を示している。これらの

行動が行動的ストレス指標とされており、この行動が過度に発現する場合にストレスレベルが高

いと判断される。 

図 3 が身繕い行動、図 4 が常同行動の結果となるが、身繕い行動は、4 週齢において、ロープ

が短い区が多くなった。他の観察日でもロープが短い区で多い傾向にあった。一方、常同行動は、
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3～6 週齢において、ロープが短い区で多く見られた。また、4～5週齢でも同様に多く見られまし

た。身繕い行動と常同行動の結果から、ロープが短い区では、ロープで繋留してない区やロープ

が長い区よりもストレスのレベルが高いというふうに判断された。 

⑤結 論 

以上の結果から、ロープを短くしたＳ区では、つないでないＣ区やロープが長いＬ区よりも行

動が制限されて、ロープの繋留してない区とロープが長い区の間に行動的には差がないことがわ

かった。これらのことから、哺乳子牛を 70 ㎝以下の短いロープで繋留することは避け、繋留ロー

プを 140 ㎝程度に長くすれば、子牛の行動を制限しないことがわかった。但し、ロープを結ぶ地

面からの高さも考慮して、起立・横臥動作、それから適切な横臥姿勢を妨げないようにする必要

がある。 

〔小澤座長〕 

ありがとうございました。瀬尾先生から、「哺乳子牛の繋留によるストレスの行動的評価」という

ことで、比較試験をしていただいた内容についてご報告がありました。簡単にレポートをまとめて

いただいているので、委員の先生方から何か、この実験についてのご質問があれば受けつけたいと

思いますが、いかがでしょうか。 

〔亀田委員〕 

体重、増体量というのは。 

〔瀬尾先生〕 

増体量も調査しましたが、差はありませんでした。 

〔佐藤委員〕 

哺乳量や餌は、どんな設定になっているのですか。 

〔瀬尾先生〕 

スターターは自由採食で、乾草も自由採食です。粉ミルクも朝晩 2ℓずつです。普通の一般的な農

家でされている方法です。 

〔堂腰委員〕 

ロープの足への絡みぐあいは。 

〔瀬尾先生〕 

ロープが長い方が当然絡まりやすくなります。短い方は絡まることがほとんどありません。ただ、

ロープが長い方はきつく絡まるということがないので、絡まることは絡まっているのですけれども、

それが簡単にとれるという状態で、ロープの絡みぐあいに関して短い方と長い方で何かストレスの

レベルが違うということはありませんでした。 

〔高橋委員〕 

意地の悪い質問というか、現場で聞かれたときなのですけれども、何㎝だったらいいのだという

ことについて先生はどう思われますか。 

〔瀬尾先生〕 

この結果からだと、何㎝とは言えないです。 

〔高橋委員〕 

そこの検討はどうやって行うのでしょうか。なるべく行動を制限しない範囲で長い方がいいとい

うふうに言っていいのでしょうか。 

〔瀬尾先生〕 

今のところ、70 ㎝以下だと問題があるのではないかと思います。実際の農家だと一番短いところ

で 60 ㎝といったとここもありましたので、私から言えるのは、70 ㎝以下はやめてほしいというこ

とです。 

〔亀田委員〕 
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この写真に写っているのが、実際の実験で、1ページのものは 70 ㎝ですよね。結んでいる所の高

さはどのぐらいなのですか。 

〔瀬尾先生〕 

高さは 60 ㎝です。これは農家によっていろんな考え方があって、なるべく地面から低い方がいい

という考え方と、なるべく高い方がいいという考え方、それから中ぐらいの方が起きたり、寝たり

しやすいという考え方、いろんな考え方がありましたので、結局その中間の位置で試してみました。 

〔小澤座長〕 

ほかに質問はございますか。 

今回、事業の中で行われた比較試験ということで、あくまでもデータの 1つということで、今後

さらにいろんな大学、試験研究機関、また家畜改良センターなどでも取り組むことがあるような内

容なのかと思いますので、今回 70 ㎝とかといったある一定の数字が出てきたというのは、それなり

の意義があるのかと私は思っております。ということで、この後こういう実験というのは続けられ

るご予定はございますか。 

〔瀬尾先生〕 

予算があればやりますけれども、今のところはありません。 

〔小澤座長〕 

アニマルウェルフェアについてはだんだん関心が深まっていますので、先生には、またいろいろ、

これ以外の形でもデータのご提供や実験等をお願いすることがあるかと思いますので、ひとつよろ

しくお願いいたします。 

〔瀬尾先生〕 

私の方では、言ってみればつないでもある程度長くすれば大丈夫だという結論なのですけれども、

これは指針に反映されるでしょうか。 

〔事務局〕 

先ほど座長からもお話があったのですが、今回やっていただいた研究の結果をこの指針の中にま

で書き込めるかどうかと考えると、少し難しい部分があるのかなと思っております。今後、いろい

ろな知見が積まれていけば、見直しや書きかえのときにいろいろ考えていきたいと思っています。 

〔瀬尾先生〕 

わかりました。 

〔小澤座長〕 

関連して言いますと、この指針案の 9ページの「③飼養スペース」のところの一番下の段落で、

現在の表現では「なお、ほ育期には、必要に応じ、カーフハッチ等による単飼を行うこととするが、

ロープ等による繋留をおこなう場合は、容易に横になったり、立ち上がったりできる長さを確保す

るものとする」という形になっております。これも、実は第 1回目の議論のときに、特にヨーロッ

パ、アメリカ等の子牛への対応に関する考え方を記述しなければいけないのではないかということ

が議論されて、何センチということまでは入っていないのですけれどもこの文章が入っております。 

瀬尾先生に他にご質問なりご意見はありますでしょうか。 

なければ、先ほど申し上げたとおり、全体を通して皆様の方で何かご意見はありますでしょうか。

それから、私どもの任期は 3月末で終わりなのですが、事務局側に今後に役立つご提案等も含めて

何かあればお願いいたします。 

〔亀田委員〕 

私は推進委員の一人なのですけれども、乳用牛のこの分科会に限っては、他のところよりも随分

踏み込んだ形で検討されて、割と具体的に提示できたのかなと思っています。生産現場の関心が意

外と高くて、酪農家からアニマルウェルフェアについては今後どうなっていくのかというような話

も聞いています。その意味では、他の畜種から比べると細かく具体的に、踏み込んだ形で指針が示
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されたということは非常にいい方向で、乳用牛について、これだけの議論ができたというのはよか

ったなと思っています。 

〔小澤座長〕 

ありがとうございます。他にございますか。よろしいでしょうか。 

 

４ 閉 会 

〔小澤座長〕 

2 年間といいながら、実際にこうやってお集まりいただいた会議は、分科会の場合、年に 2 回、

そして先ほど亀田委員のお話があったとおり推進委員会を入れますと、私どもが 4回の会議に参加

するという形ではありましたが、今の時代は便利なインターネット、メールがありますので、メー

ルで事務局からお願いしたり、すぐにご意見を反映しながら原案を直したりというようなことで、

かなりスムーズに、たくさんのご意見をこの指針の中に反映できたのではないかと思います。 

ただ、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ということでは、あくま

でも本邦初公開という形になりますので、冒頭、事務局から説明があったとおり、これからさらに

検討が加えられ、また瀬尾先生のような大学また試験研究機関からいろんなご提案やデータが示さ

れたりして、さらに拡充していくものではないかと思っております。その節にはご一緒に議論をし

たり、また、外野におりましてもいろんな発言をしたりして、私自身アニマルウェルフェアに関心

を持って対応していきたいし、各先生方にも今後ともそのようにお願いできたらと思います。 

何よりも私としては、1回目にとにかく議論が尽くせず終わってしまい本当にご迷惑をおかけし、

座長を引き受けたのは失敗だったかなとも思ったのですが、私自身、昔に戻ってもう一度勉強し直

させていただいたり、また酪農現場に自分自身で行ってみたりということで、私自身も勉強させて

いただいたということで、ありがとうございます。また先生方から最新情報に基づくご意見をたく

さんいただき、本当にありがとうございました。座長としては余り上手ではなかったと思いますけ

れども、皆さんにこの席で感謝を申し上げる次第です。 

なお、最終的にはお手元のものを再度修正させていただいて、来週火曜日の 23 日の推進委員会で

ここでの議論された意見がどうであったかということを私の方からご報告させていただき、そこで

いただいた意見、また、それを踏まえた形で修文されて公表されるというような形になります。そ

のところはご了解をお願いしたいと思います。 

また、今日の会議につきましても、従来どおり議事録等については畜産技術協会のホームページ

で最終的には公表されるということになると思いますのでご了解をお願いいたします。 

どうも 2年間ありがとうございました。 

最後、事務方から何か。 

〔石原副会長〕 

小澤座長にほとんどの話をしていただきましたので、私から余り言うことはありませんが、2 年

間にわたってのご検討、本当にどうもありがとうございました。 

先ほど来お話ししているように、この指針も本邦初公開で、これからまたいろんな議論を踏まえ

て充実していくものというふうに考えております。最終的な形になるまでに何度かまた皆様方のご

意見なりをいただきたいと思っておりますので、今後とも、ひとつご指導のほどよろしくお願いし

たいと思います。2年間大変ありがとうございました。 


