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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 1 回事業推進委員会 

 

平成 21 年 12 月 22 日（火）全国家電会館 

 

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。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。 

当協会では、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まいりました。昨

年度は、豚及び採卵鶏についてご議論をいただき、飼養管理指針を取りまとめていただいたところで

ございます。本年度は、乳用牛とブロイラーの飼養管理指針について、取りまとめをすることになっ

ておりますので、昨年度に引き続き、本推進委員会におきまして、分科会で家畜ごとに検討したもの

について、多方面の分野から見てご指導をいただきたいと思います。 

今回は、畜種別委員会で取りまとめをいたしましたブロイラー及び乳用牛の飼養管理指針の素案に

ついて、ご議論をよろしくお願いしたいと思います。 

なお、本日ご議論をいただいた後、畜種別委員会の検討を経て、本年度中にもう一度本委員会を開

催いたしまして、2 畜種の指針の策定をすることにしてございます。それでは、ご検討のほど、よろ

しくお願いしたいと思います。 

 

・来賓の挨拶〔菊地室長〕 

畜産部畜産振興課の菊地でございます。よろしくお願いいたします。 

委員の皆様におかれましては、年末のお忙しい中、ご出席を賜りまして、ありがとうございます。

ご案内のとおり、本検討会は、平成 19 年度に立ち上げまして、アニマルウェルフェアを家畜の快適性

に配慮した飼養管理ということで位置づけをさせていただき、畜種別に飼養管理指針の検討をしてい

ただいているところでございます。今、副会長からお話がありましたように、昨年度は採卵鶏と豚の

飼養管理指針を作成していただきました。作成に携わっていただきました多くの関係者の方々、皆様

のご尽力に感謝を申し上げたいと思います。 

本年度につきましては、本日、ご検討いただきます乳用牛とブロイラーの飼養管理指針を作成する

ということになっておりますので、十分なご検討をよろしくお願いしたいと思います。 

我が国におけるアニマルウェルフェアにつきましては、生産者の方々におかれましても、まだまだ

理解が不十分なところがあるというような状況でございます。先般、19 日に日本獣医生命科学大学で

アニマルウェルフェアの普及啓発に向けたセミナーを開いていただきまして、いろいろ活発なご意見

をいただいたということをお伺いしております。本年度から、関係者の方々のご協力を得ながら都道

府県の行政の方々、流通関係者の方々への普及のための説明会も積極的に行っていきたいと考えてお

ります。そういった意味で、説明会の開催などにつきまして積極的にご協力をいただければと考えて

おります。委員の皆様方におかれましては、ぜひそういったいろいろな意見交換会の機会をつくって

いただければと考えておりますので、あわせてご協力、ご指導をお願いいたします。 

それから、本日はブロイラーと乳用牛ということですけれども、他の畜種につきましては、肉用牛

の検討も進められておりまして、来年度には肉用牛の飼養管理指針も策定していただくことになって
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おります。本日は、限られた時間ではありますが、よろしくご検討をお願いしたいと思います。 

簡単ではございますが、ご挨拶にかえさせていただきます。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」により委員の紹介を行った。（大森委員、田中委員、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、社団法人日本食鳥協会、社団法人全国肉用

牛振興基金協会、独立行政法人農畜産業振興機構の紹介を行った。 

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、ここからは信國座長に進行をお願いしたいと思います。どうぞ、よろしくお願いいた

します。 

〔信國座長〕 

信國でございます。それでは、前回に引き続き、座長を務めさせていただきたいと思います。 

本日は、5 時までということでございますので、活発なご意見をいただくとともに 5 時までには

終えるような形でやりたいと思いますので、よろしくご協力のほどお願いしたいと思います。 

本日の議事は、（1）乳用牛及びブロイラーの飼養管理指針について、（2）その他となっており

ます。飼養管理指針についてですが、皆様ご存じのとおり、昨年度は初めて畜種別の飼養管理指針

を作成するということで、個別の畜種の検討に入る前に、畜種共通となる「一般原則」の部分に相

当の時間を割いて議論をしていただきました。もちろんその後、採卵鶏と豚の飼養管理指針につい

てご議論いただいたわけでございますが、本日は、そういう面で、共通部分につきましては、もう

議論も済んでおりますので、関連の部分は若干触れる程度にして、乳用牛とブロイラーの個別の部

分について、ご議論をお願いしたいと思います。なお、先ほどお話がございましたが、本日いただ

いた意見を踏まえて、もう 1回、各分科会で議論をしていただき、その結果、第 2回の推進委員会

で最終案をもう一度議論し、それでよしということであれば承認という運びにしたいと思っており

ます。 

それでは、早速議事に入ります。先ほど申し上げましたように、今日は乳用牛とブロイラーの 2

つでございます。乳用牛、ブロイラーの順で、乳用牛の議論を一通り終えてからブロイラーに入る

という形で進めてまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

（1）乳用牛及びブロイラーの飼養管理指針について 

 ・乳用牛について 

〔信國座長〕 

それでは、乳用牛につきまして、小澤委員から素案の説明をお願いしたいと思います。よろしく

お願いします。 

〔小澤委員〕 

乳用牛分科会の座長を務めさせていただいた小澤でございます。よろしくお願いいたします。 

今、座長からご案内のありました資料 3「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（素案）」をご覧いただきたいと思います。 

まず、目次でございますが、第 1の「一般原則」、それから第 2の「乳用牛の飼養管理」という

ことで、ここにある項目について、以下、ご説明を申し上げることといたします。 

第 1の「一般原則」についてですが、先ほどご案内がありましたとおり、昨年度こちらの本会議

で議論をしていただいたものの中で、2 ページ目になりますけれども、⑤「正常な行動ができる自
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由」という部分について、乳用牛では、例示として、「牛における舐め合いによる身づくろい行動

等は、牛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、従前、採卵鶏・豚の表現と

は違う形になっております。この点だけが他の畜種のところと異なるかと思いますが、乳用牛の分

科会では、これを案として示させていただきました。 

前置きをしておりませんでしたが、乳用牛は、生産者の皆さんの中でカウコンフォートというも

のに非常に意識が高いこと、また乳業メーカーさんも含めまして、酪農現場での家畜との触れ合い

というようなことを通しての消費拡大を行っていることもあるため、非常に活発に議論が行われま

した。私ども乳用牛の分科会では、学識経験者の先生方のご意見を反映して、それぞれの文章には

さまざまな思いが含められていますが、今日は時間がございませんので、平板的に説明させていた

だくことを最初にお断り申し上げます。 

次に 3ページの「第 2 乳用牛の飼養管理」に入らせていただきます。まず、「1 管理方法」の

「①観察・記録」についてです。これは、採卵鶏でも豚でも同様の書き方がされているわけですが、

中ほどの牛の健康悪化の兆候について、具体的に下痢とか食欲不振、反芻の消失、早く不規則な呼

吸、持続的な咳や喘ぎ、震え、跛行などが挙げられていますが、こういったところを牛の場合での

表現に改めさせていただいております。また、乳用牛では、実際の現場において牛群検定という活

動の中で、毎日記録をつけておられる農家が多くありますが、そういう積極的な農家以外でも記録

は重要であるということで、具体的に牛の健康状態、病気の発生、お乳の出方、餌を食べているか

どうか、水がちゃんと摂取できているかどうか、また温度、湿度等についても記録をした方がよろ

しいですよというようなことが書かれています。また、他の畜種と全く違うところが「なお」以下

の 3行でございます。「闘争等の発生は、牛にとって大きなストレスとなる」ということで、外か

ら新しく個体を導入した場合に、その群の中に入った牛がいじめにあってしまう場合があることか

ら、畜主がいつもきちんと見ている必要があるということを書かせていただいております。 

「②牛の取扱い」に移らせていただきます。他の畜種もそうなのですけれども、牛というのは体

が大きくはありますけれども、非常にデリケートであるということで、丁寧な取扱いをしてくださ

いということを書いてあります。最後の 3行で、乳牛の場合には、搾乳を行うということで、管理

者、飼養者が愛情を持って牛と接し、信頼関係を築くことが重要であり、こうした良好な関係は、

泌乳量の増加をもたらすというような格好で、アニマルウェルフェアということが、実は生産その

ものにとっても益のあることであるということをここで書いてございます。 

「③除角」以降は、幾つか、牛に特徴的なことが記載されています。 

「③除角」、角についてです。牛は群れの中で社会的順位等を築くために角突き等を行うという

ことがあります。それが、実際上、牛同士のけがだけでなく、管理している人もけがをして死んで

しまったりすることがあり得るということで、そういった事故を防止するためにも除角については

それなりの位置づけをさせていただいたところです。次のページになりますが、しかし、除角とい

う行為が牛に必要以上の苦痛を与えてはいけないということで、具体的な除角の時期、それから方

法について記載させていただいております。また、除角をした後も化膿等がある場合には速やかに

治療をしましょうということを書かせていただきました。 

「④断尾」についてです。断尾につきましては、4 行目にありますとおり、基本的には実施しな

いことが望ましいということで分科会では意見が一致しております。しかし、やむを得ず実施する

場合には、獣医師と相談の上、実施すること。また、断尾につきましても除角と同じように、実施

後、化膿等していないかどうか、またそういった場合には速やかに治療をして、いつもチェックを

するということが重要だということを書かせていただいております。 

「⑤蹄の管理」です。牛にとって蹄というのは寝たり起きたりする上で重要でありますし、また

大きな乳房を蹄でけがをさせてしまうということもあります。そういう意味で、いつも正常に保つ

ということが非常に大事になります。そのために定期的に削蹄、蹄を削るということが大切になり
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ますけれども、それは定期的に行うだけではなくて、日常的にきちんと観察をして実施しましょう

ということで記載させていただいております。また、最後の 2行で歩行スコア、これは付属資料の

11 ページに、その具体的な内容を記載させていただいておりますけれども、「ロコモーションスコ

ア」ということで、これを活用して牛の健康状態、変調の様子を見ることができますよということ

で、具体的手段を記載させていただいております。 

本文に戻りまして、「⑥搾乳」についてです。これが乳牛のメインの部分になりますが、搾乳は、

基本的に最低 2回は行われるというのが実態でございますが、牛に不快感を与えることなく、手早

くかつ、飲み物になるため、衛生的に搾乳することが重要ですよということの他、搾乳する場所が

滑りやすかったり、作業をする人の落ちつきがなかったり、また搾乳時間とか手順がいつも違うと

いうようなことが乳用牛にとってはストレスになるため、こういったことについて、気をつけまし

ょうということ。この他、搾乳をした結果、乳房炎になるというようなことがあり得ることから、

それを防ぐために、搾乳前に乳頭をきれいに清拭し消毒するということ、また薬液につけて乳房炎

を予防するというようなこと、また定期的に乳搾りの機械の整備をするということも書かせていた

だいております。 

それから、「⑦分娩」というのを挙げさせていただいております。乳搾りのためにはお産が前提

になります。問題なく分娩が行われるのが 1番ですが、乳牛の場合、大きな体に改良されている関

係もありまして、難産とか早死産ということ、また後産停滞というようなことが現場ではしばしば

発生するのが実態でございます。したがって、そのことを前提に置いて、分娩をするときには群か

らきちんと離して管理できるようにということについてもここで記載させていただいております。

また、分娩兆候があらわれて、異常な様子があれば獣医師の指導を受けながら介助を行うというこ

とが記載されております。 

「⑧病気、事故等の措置」につきましては、他の畜種でも記載されておりますが、乳牛では、特

に 5行目の、さらに、病気・事故の記録を残し、発生頻度の高い場合は、獣医師に相談して適切な

対応をとってくださいということを記載させていただいております。また、安楽死ということにつ

きましては、環境省の告示をきちんと参考にして、それに準じて実施してくださいということも記

載させていただいております。 

「⑨牛舎等の清掃・消毒」につきましても、豚等でも記載されているわけですが、乳牛では 3行

目のところ、排せつ物の堆積は、スリップ等の事故や蹄の膨潤化を引き起こすということで、酪農

家の現場で具体的に意識できるような内容を盛り込んでございます。 

「⑩有害動物等の防除・駆除」につきましては、他の畜種でも入っておりますが、4 行目の「具

体的には」のところにありますとおり、乳用牛ではダニ、アブ、サシバエ、ブユ等の昆虫に吸血さ

れることによって、ピロプラズマ等の疾病の伝播にも関係するということについて、具体的に記載

させていただいております。 

「⑪管理者等のアニマルウェルフェアへの理解の促進」というところは、他の畜種でも管理者、

飼養者が十分なアニマルウェルフェアの配慮ができるような知識の習得に努めてくださいというこ

とで書かれているわけですが、乳用牛では、後ろから 4行目の最後のところからですけれども、「こ

のことが、乳房炎の発生、蹄病の発生、繁殖障害等による廃用頭数の減少に寄与し、乳用牛を長期

間、健康に飼養することにつながることを常に認識することが重要である」ということをつけ加え

させていただいております。 

続いて、「2 栄養」に入らせていただきます。 

「①必要栄養量・飲水量」について、記載しています。当然のことながら、最初の 2行にありま

すとおり、「健康を維持するためには、適切な栄養素を含んだ飼料を過不足なく給与する」という

ところは、他の畜種とも同じでございますが、その次の 3行目からが乳用牛のところでは違えて書

いています。それは、粗飼料のことで、「高能力の泌乳牛の必要栄養を充たす濃厚飼料の給与は必
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要であるが、反芻動物である牛にとって、反芻行動は、正常な消化管内環境を維持し、飼料の消化・

吸収を促進するだけでなく、心理的な安定にもつながることが知られていることから、粗飼料を一

定の割合で給与する必要があり、その質、量には十分留意することが必要である」ということで、

草食獣である牛のことをここに盛り込ませていただいた次第です。なお、栄養の計算の仕方や成分

等につきまして、「日本飼養標準」等を紹介させていただくと同時に、粗飼料と申しましても北海

道でとれる草から沖縄でとれる草まで、品種もとれる量もいろいろ違っております。そういった成

分の変動というのがあるということで、粗飼料については、きちんと飼料分析センター等を通して

分析して栄養計算をしましょうということが書かれております。また、乳用牛の栄養状態につきま

しては、他の畜種でもありますが、ボディコンディションスコアを使うというのが酪農家で普及し

つつあります。13 ページの上段のところにそれが紹介されておりますけれども、これをチェックし

て健康状態を把握しましょうということでございます。水については、他の畜種と同様に書いてご

ざいます。 

「②飼料・水の品質の確保」でございます。これにつきましても全般的には他の畜種と同じこと

かとは思いますけれども、2 行目末から乳用牛の場合にはサイレージを使うということから考えら

れるということで、「また、変敗したサイレージに発生したカビの毒素による中毒」いわゆるカビ

中毒ということも、配慮しましょうということで記載させていただいております。7 ページの上か

ら 2行目には、放牧する場合には、牛にとって有毒植物に該当するワラビ等に飼い主の方がきちん

と配慮して放牧しましょうということが書いてございます。 

「③給餌・給水方法」につきましては、基本的に他の畜種と同様かと思いますので飛ばさせてい

ただきます。 

乳牛で、項目として特に起こさせていただいたのが、「④初乳、子牛の給餌」でございます。乳

牛の場合には、生まれた子牛に対してお母さんから免疫を初乳という形でうまく引き継がせてあげ

なければいけないということで、初乳のことについて、その中に含まれる免疫グロブリンが非常に

大事ですよということを書いております。ただ、近年ここに書かれておりますような牛白血病等が

垂直感染、お母さんから子供牛に対して感染する原因ともなり得るということが心配されていると

いうことで、ここのところにつきましては、牛白血病を代表として、そういった疾病を予防するた

めに、初乳は健全な牛からのものにするように留意してくださいということを特に書かせていただ

いております。それから、一方で、今、初乳の話をいたしましたけれども、子牛の第一胃をできる

だけ早く発達させるということで、最後の 2行「また」以下に「離乳後の正常な反芻行動を促す」

ということで、良質の固形飼料や牧草を給与しましょうというようなことも書かせていただいてい

る次第です。 

続いて、「3 牛舎」に移らせていただきます。牛舎を建設する際の基本的な話というのは、他の

畜種と、そう大きく違わないのですが、「①飼養方式」は、他の畜種と当然記載が違ってくる分野

であります。 

「①飼養方式」ですけれども、ここに記載されている以外に中間的な方式、いろいろと重ね合わ

せたような方式というのはたくさんありますが、繋ぎ飼い方式、放し飼い方式、いわゆるフリース

トールという方式もこの中に入ってきます。それから放牧方式ということで、3 つに分けさせてい

ただいて、それぞれの飼養方式の特徴を記載させていただいております。「放牧方式」は当然です

けれども、牛の行動が制約されず、「正常な行動ができる自由」が満たされやすいということにつ

いて、書かせていただいております。また、いい点だけではなくて、繋ぎ飼いにすると、当然です

が、個体管理は行いやすいけれども、運動不足になる、ストレスが生じるということ。また、放し

飼い方式では、牛が比較的自由に行動できるのですけれども、飼い主の方にとっては個体管理が難

しくなることや、また自由に行動してしまうので、けがの発生、また牛の闘争等もあり得るという

ことを書かせていただいております。また、放牧につきましても、放牧地の石などによるけがや、
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野生動物等との接触があるために問題もありますよということを書かせていただいております。 

「②構造」についてですが、乳用牛の場合には牛房、牛床そして敷料ということについて触れさ

せていただいているところです。牛房については、簡単ではありますが、突起物でけがをしたりす

ることがないように、また牛床については、滑ったりするような構造ではないようにということで

基本的なことを書かせていただいております。また、敷料については、使用する場合には清潔なも

ので、特にほ育牛に対しては、下痢などのことも配慮して、きちんとしたものを与えてくださいと

いうことを記載させていただいております。 

「③飼養スペース」につきましても、豚や採卵鶏と比べて、比較的簡単な記載になっているかと

は思いますが、牛の場合には、横になったり、立ち上がったりするときに、頭を前後に動かしたり

するということで、そういったスペースが十分確保されるようにということを書いてあります。そ

れから、1頭当たりの面積ということでは、13 ページの下段に、付録として EU での知見としてアロ

メトリー式であらわされる面積というのを記載せさせていただいております。また、14 ページは一

般的に日本国内で畜舎等をつくる場合に使われている基準として、農林水産省が設定しております

「草地開発整備事業計画設計基準」というものの中で具体的に畜舎等設置する場合には、これだけ

の大きさの牛について、これだけの面積を確保しましょうというものが示されておりますので、参

考として載せさせていただいております。 

なお、ほ育期についても記載させていただいておりまして、カーフハッチ、他の名前で、商品名

で呼ばれることもありますが、そういったもので単飼を行う場合、いわゆるロープで繋留、繋ぎ飼

いをするという場合に、牛が横になったり立ったりできるような長さというのをきちんと確保しま

しょうということを書かせていただいているとともに、群れで飼う場合には、へそや外陰部を舐め

たり、吸引したりすることによって、けが等が発生するということがありますので、そういったこ

ともきちんとしましょうということを特に記載させていただいております。 

「4 牛舎の環境」の項目としては、「①熱環境」「②換気」「③照明」「④騒音」ということで、

他の畜種ともよく似ているのですが、「①熱環境」につきまして、適温度帯は、皆さんご存じのと

おり、牛は、ルーメン、第 1胃で発酵を行っておりますので、他の畜種よりも若干低く、10～20℃

ということで違っております。また、5 行目から、牛は、先ほどお話しましたとおり、発酵胃を抱

えておりますので、暑過ぎるというところが特に日本では問題だということで、呼吸が増えたり、

食欲が減ったり、乳量に異常が見られたりというようなことがあった場合には、そういうことがな

いように、送風やミスト散布等きちんと維持管理できるように努めましょうということが記載され

ております。 

「②換気」については、ほぼ他の畜種と同じですけれども、送風というのは、ただ、牛に風を当

てればいいということではなくて、牛に、また牛舎全体に常に新鮮な空気を供給できるということ

を配慮するということをあえて書かせていただいております。また、採卵鶏と豚ではアンモニア濃

度 25ppm というのが書かれておりましたが、実際に酪農をやっておられる委員からのご意見で、

25ppm だと一緒に作業をしている酪農家の方が大変だということ、基本的にそういうにおいがする

こと自体も非常に問題だという意識の中で「25ppm」という文言につきましてはあえて記載しないと

いうことになっております。アンモニア、それに類するいろんな有害物質、臭い物質等については

牛にストレスになる、それから作業上も問題があるということを含めて、換気の徹底、ふん尿、排

せつ物の除去に努めましょうということが書かれております。 

それから、「③照明」については、豚とよく似た記載になっています。牛が正常に行動を行える

明るさ、それから搾乳したりする管理者がきちんと観察や機器等の操作ができる明るさを確保しま

しょうということで書かせていただきました。 

また「④騒音」につきまして、牛はびっくりすると大きな体を急に反応させるということがあり

ますので、そういったことのないようにということ、それから、常に騒音が発生していると乳量等
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にも影響があるということで避けましょうということが書かれております。具体的には、バーンク

リーナーやオートフィーダーの異常できーきー鳴る音というようなことが想定されるかと思います。 

「⑤その他」につきましては、他の畜種とほぼ同様で、日常的に整備の点検・管理をしましょう

ということ。また、酪農につきましては、特に今、機械化されておりますので、停電等があると搾

乳ができなくなって、そのことがひいては乳房炎を引き起こすとか、ふんが除去できなくなって、

先ほどのアンモニア臭等の発生等につながるということで、そういったことにきちんと対応できる

よう、事前に危機管理マニュアル等を作成しておくようにしましょうということについて書いてお

ります。 

付録については、途中飛ばしたのもありますが、ご案内したとおりでございます。 

以上でございます。 

 

〔信國座長〕 

どうもありがとうございました。それでは、ただいまからご質問あるいはご意見を出していただ

きたいと思います。いわゆる「一般原則」そのものは共通でいいと思うのですけれども、2 ページ

目の「⑤正常な行動ができる自由」の例示として、乳用牛のことをこういうことであらわしたとい

うことですが、これについて皆さんのご意見を伺っておきたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

〔兵藤委員〕 

一番初めの「一般原則」の共通のところなのですがよろしいでしょうか。実はこの前も言わせて

いただいたのですが、動物福祉の概念についてです。ここでは Animal Welfare は、「動物福祉」「家

畜の福祉」と訳される場合があると書いてありますが、それでは、どのような訳をすればいいので

すかということについて非常に疑問があって、私の頭の中からぬぐえないのです。「動物福祉」「家

畜福祉」と書くと誤解を招くおそれがあるということで、私たちが「動物福祉協会」と名乗って活

動して 50 数年、あるいはセミナーなどでも「動物福祉」「家畜福祉」というのは頻繁に出ています。

当然人間の福祉とはまた違う意味なのですが、思いやる気持ちとしては動物も人間も変わらない。

国民は家畜に生活補助の給付金をくれるといった解釈は全くしていないので、他のところから説明

を求められたとき、私がしっかり説明をできるような返答をいただきたいのです。これは今後も共

通してずっとこのままのわけですよね。本文にこれが載ってきますと非常に誤解されますし、私た

ちが「動物福祉」「家畜福祉」ということで、いろいろなところで啓発事業をしていくについて、

誤解を招くようなところもあるので、お願いいたします。 

〔信國座長〕 

これについては、冒頭申し上げましたように、一度ご議論いただいて、既にこれを取り込んだ採

卵鶏と豚の指針はつくったわけですけれども、そこで、乳用牛からこの部分を変えるのかどうかと

いう話になると思うのです。 

〔兵藤委員〕 

「動物福祉」に触れなければ、この解釈を削除していただければいいのではないでしょうか。で

は Animal Welfare はどういう日本語訳があるのですか。「愛護」ですか。「愛護」だったら、ここ

で「愛護ではないですよ。家畜の福祉にしてください」と言うのですけれども。「愛護」でしたら

こういう定義でいいのですけれども、「動物福祉」という言葉は国民の中では十分定着していると

いうふうに理解しているのですけれども。日本語にしたときに「愛護」と訳すのでしたらこれでい

いと思いますが。「福祉」と「愛護」というのは違うというふうに私たちは思っています。 

〔菅谷課長補佐〕 

昨年、同じ回答をさせていただいているかと思うのですけれども、あくまでも「動物福祉」と訳

してはいけませんよということを言っているつもりはなくて、「本指針では」という形で、この指

針の中ではアニマルウェルフェアはこう考えましょうということで、絶対訳してはいけませんよと
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か、動物福祉という訳がおかしいですよとかという意味ではなく、まずこの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ではこういう考え方で定義して書きましょうと、「動物福祉」と

いう言葉を否定しているというつもりは全くございません。 

〔兵藤委員〕 

考え方としてはそのとおりでいいと思いますが、それであれば、その前段階を取ってくだされば

いいと思います。ここでのアニマルウェルフェアというのは、いわゆる「快適性に配慮した」とい

うところから持っていっていただければ、それでいいわけで、もう既に「動物福祉の概念」という

のは国際的にファイブフリーダム、いわゆる「5 つの自由」の中に概念的なことが出てきています

ので、その中の範囲でいわゆる動物の福祉活動を今までもやってきたつもりなのです。 

〔菅谷課長補佐〕 

これも昨年もお答えしたかと思うのですが、「福祉」という言葉やその活動を否定しているつも

りはありません。ただ、いろんなところでお話しさせていただくと、やっぱり「動物福祉」という

と今までのイメージやいろんな愛護動物や展示動物でのご活動の中で、いろいろ誤解を招きやすい

点もあるのかなと感じています。本当は佐藤先生などに語源からご説明していただくといいのかも

しれませんが、ここはあくまでも「この指針では」ということでご理解いただければと思います。 

〔兵藤委員〕 

これは長くなると思いますので、しっかり議事録におさめておいてください。 

〔信國座長〕 

では、誠に申しわけございませんが、議事録にはきっちり残していただくということで、先に進

めさせていただきます。 

先ほどの⑤の例示はこれでよろしいでしょうか。 

それでは、「第 2 乳用牛の飼養管理」に入ります。これも「管理」「栄養」それから「牛舎」

等ございますが、かなり範囲が広いので、まず「1 管理方法」の中でご議論をいただきたいと思い

ます。 

〔村田委員〕 

3 ページ目「①観察・記録」の記録の項目ですけれども、この項目の中に、これはブロイラーに

もあるのですが、体重測定というのを入れた方がいいのではないかという感じがしましたので、そ

の辺をご検討いただければと思います。 

〔信國座長〕 

体重記録等について、これは分科会では何か議論はあったのでしょうか。 

〔小澤委員〕 

特に体重のことはなかったのですが、現実的な話を酪農で考えると、例えば府県でも 50 頭から

60 頭飼われている方がいらっしゃいますけれども、そこで体重をはかるというのはかなり大変な作

業になると思います。 

〔村田委員〕 

そうですね。どちらかというと鶏の関係で、全部やるというのではなくて、採卵鶏もブロイラー

鶏も大体定期的に群の中から抜粋して、ある何％かの鶏の体重測定を定期的にやるというのが慣習

になっておりますので、牛に適当かどうということもあります。 

〔信國座長〕 

いわゆる群管理ではなくて、むしろ乳牛の場合は個体管理であるということ、それから先ほどボ

ディコンディション等があったように個体ごとに確認することに意味があるので、それは必ずしも

体重ということにはならないのではないか。また、牛衡機を必ずしも持っていない農家の方が多い

だろうとも思いますので、体重にかわるものとしてむしろボディコンディション等を把握していた

だくということでいいのではないかと思います。 
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〔村田委員〕 

わかりました。 

〔亀田委員〕 

現場の立場から言いますと、牛群検定で体重をはかるということはやりますが、それも簡易な方

法でのある程度の目安という意味です。ここではボディコンディションというのが、飼養管理には

大変重要な部分ですので、1 頭 1 頭サイズが違いますので、体重管理というよりはボディコンディ

ション管理の方が重要であると考えるべきだと思います。 

〔信國座長〕 

よろしいでしょうか。他にございませんでしょうか。 

では、私から 2、3あるのですが、まず観察ですけれども、少なくとも 1日に 1回は実施するとい

うことですが、乳用牛の場合は、一般的には搾乳等で常に牛に接しているので観察はしているとい

う意識の方が多いのではないか。だから、ここでの観察というのは、いわば観察のための観察とい

う時間をきっちり設けなさいということの方がいいのではないか。ちょっとくどいのかもしれませ

んけれども、牛の健康状態等を一番判断しやすい状況で見なさいというようなことがいいのかなと

いうのがあります。 

2 つ目は、毎日記録をつけるということで泌乳の状況ということが書いてありますが、まず泌乳

の状況をきちんと把握するというのは非常に重要なことなのですが、牛群検定等に入っていない方

が都府県ではまだ半分あるという状況からいうと、むしろそういうものに積極的に入ることによっ

て、個体の管理等がわかりやすくなるため、むしろそういうものを積極的に進めていただくという

ことではどうなのかという気がします。 

〔小澤委員〕 

おっしゃるとおり、乳牛の場合には 365 日、基本的には朝晩、昼の方もいらっしゃいますけれど

も、搾乳しているので、搾乳以外に観察の時間を設けてといったイメージですか。 

〔信國座長〕 

はい。例えば発情発見等も、そのための時間をきっちり設けて行う方が発情発見しやすいという

状況があったりするということからなのですけれども。 

〔小澤委員〕 

実は他の畜種とそう変わらない書き方にしてあるのですが考えてみます。 

あともう 1つ、泌乳のところについてはいろいろ議論がありまして、これは 1頭 1頭見るのか、

それからバルク乳量というか、その日の全体の乳量で見るのかという議論もありましたが、それら

を含めてできる方法で、基本的には牛の状況をいつも把握しておくということです。牛群検定のと

ころまで書くかどうかというのは、逆にアニマルウェルフェアのことをやっていく中で、そういう

ことまで書くかどうかということもあるかと思いますので、検討させていただきたいと思います。 

〔亀田委員〕 

観察については、分科会でも、酪農家は 1日に 1回ではなくて数回、常に観察する時間を設けて

いるよと、そのことで繁殖障害等々、繁殖を見逃さないということで見る機会はつくっているから

1 回では少ないのではないかという意見も出ましたが、特別にとか、そういったことは特に書かな

くとも、本来の酪農家であれば観察するということは定時のことだろうと思っていますので、この

ことにはあえて触れなくてもいいかなと思った経緯があります。 

それから、乳検についてですが、それがある程度、足かせになっては困るというところもあるの

で、少なくとも泌乳量の把握に努めるというところは、牛の個体観察なり健康管理の 1つの手段で

ありますので、乳検に入っている農家さん、入っていない農家さんであっても、大方この牛の泌乳

量を把握する努力はしていると思うのです。ですから、それをさらに高めていきましょうよという

ところの思いなのですが。 
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〔信國座長〕 

そこのところは検討いただきます。 

それから、ちょっと細かいことですが、11 ページの付録で、ロコモーションスコアの 4のところ

に「牛は一本あるいはそれ以上の数の脚／蹄を好む」とありますが、1 本の足をかばうために他の

ところに負荷をかけているということなのでしょうが、何か直訳調すぎてこれで意味がわかるかど

うか、そこの表現がどうかと思いました。 

〔小澤委員〕 

ロコモーションスコアの表現ぶりについては、事務局と相談させていただく形で再検討します。 

〔兵藤委員〕 

4 ページの「④断尾」について、お尋ねしたいと思います。今、乳牛の中でどれくらいの率が断

尾を行っているのかというのが 1点。ストレスの関係等からこれはむしろやめさせたいと思ってい

まして、一般の市民、国民が見て、これはと言うだろうと思う 1つの重要なところだと思うのです

が、「実施しないことが望ましい」という、非常にやわらかい表現なので、これを「実施するべき

ではない」とか「やめる」というような強い意識を持っていただきたいし、その次に、やむを得な

いときには獣医師の相談というのがありますけれども、これは多分尻尾の先が壊死したときに獣医

診断上の問題で断尾をするとかということかと思いますので、お乳をとるために尻尾を切るという

ことについては非常に強い意見でまとめていただきたいと思っているのですがいかがでしょうか。 

〔信國座長〕 

率はわかりますか。ほとんどないのではないですか。 

〔兵藤委員〕 

ないのでしたら織り込むのに絶好のチャンスだと思います。これが 30％、40％も行っていますと、

不可能なことになるのですけれども、ないのでしたら、やっていただきたい。これは牛のためにな

ると思います。 

〔亀田委員〕 

アンケートを全国で取った結果、断尾については、北海道の農家が断尾をしている率が高い。そ

れは、多頭数飼っている農家に多いということで、私も兵藤委員と同様に断尾で利はないと思って

いる 1人ではありますけれども、これから酪農家に断尾について考えてもらうためには、今なぜ断

尾をしているかというところ、これは多頭数飼育の中で乳房が汚れることを嫌って断尾せざるを得

ない状況にある農家がいるということも受け入れなければならないだろうということで、表現的に

は緩やかにはなったかもしれませんが、現実では実施している農家もありますので、この表現でい

いのかなと思っています。 

〔事務局〕 

アンケートでは、全国で 7.5％が実施しており、地域では北海道の回答が 256 件ですが、そのう

ち 41 件の 16％がやっているということです。規模でみると 75 頭以上のところ 183 件のうち、断尾

を行っているというのが 24 件で 13％という形になっています。傾向として飼養頭数の多いところ

の方がやっている率が高いという結果です。 

〔兵藤委員〕 

いわゆるアニマルウェルフェアを論じているのですから、あくまでも少し動物側に立った物の考

え方をして、生産をちょっと抑えてでも動物側に立ってあげたいなと思っています。そのためにこ

れをつくっているのではないかと思うのですが、今やらなければ、これが禍根を残して、これ以上

尻尾を切るのは合理的で非常に便利でいい、お乳を絞っても顔へ尾がぴしゃっと当たらなくてとて

もいいということが広がってしまわないうちに何とか手を打っていただきたい。この程度でおさま

ってくれればいいと思うのですが、全国的に尻尾を切ることが慣例になって、合理的でとてもいい

というふうになってきたときに、今日の議論は何だったのかなというふうに思われるので、もう 1
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回ここのところはご議論していただきたいなと思っています。 

〔木下委員〕 

参考資料で科学的知見や実態というのが説明なされていないのですが、外国の状況にしても、私

の感覚からいくと、いろんな畜種の中で乳牛が一番カウコンフォートという形で最も動物のことを

配慮した施設のつくり方なりがされているというふうに私は理解をしております。その中で断尾に

ついても「実施しないことが望ましい」ということまで書いているということは非常にすごい方向

性を出しているのではないかというふうに思っております。ただ、やられている方がいる現実は踏

まえつつも方向としては、よほどのことでない限りやらない方がいいよということを、この文章の

中に書かれているということは、非常にそういう意味では方向性を出されているのではないかと思

っています。 

それから、参考資料の科学的知見の中でもオーストラリアを含めて、やはり「やるな」と書いて

いるところはないというふうに載っております。除角も同じだと思いますけれども、除角の月齢 2

カ月あるいは国によっては 3カ月という中で、なぜ 2カ月にしたのかとか、そういうのを紹介され

た上で、分科会の中でいろんな議論があって最大限の方向性を出したということを説明していただ

ければ、個人的には断尾について「実施しないことが望ましい」とまでここで書かれているので、

良いのではないかと思っています。 

〔亀田委員〕 

現実的にも生産者段階では、当初これは汚れなくていいということで断尾が相当進んだ時期もあ

りました。だけれども、今はむしろカウコンフォート、快適性を追求するというときに、断尾にお

けるストレスというのは大きいということに気がつき始めている段階ですので徐々に減ってきてい

ると思っています。ですから、あえて強く言わなくても方向的には減る方向であるというふうに見

ています。 

〔兵藤委員〕 

わかりました。これから運用で見守っていきたいと思いますので、ぜひ今日発表された率よりも

上がらないような、0に近づいていくような運用でご指導していただくことを願っております。 

それから、もう 1つ、獣医師の相談の上、やむを得ない場合には実施するという文章のこのやむ

を得ないというのは何を想定したのでしょうか。これは、お乳をとる以外の疾病の際についてのや

むを得ないなのでしょうか。それとも断尾する場合は、獣医師さんのところできちんとやりなさい

という意味ですか。 

〔小澤委員〕 

単に尻尾を切るというのは残酷なので、実施する場合は獣医師にご相談して、絶対に病気になら

ないようにと。 

〔兵藤委員〕 

理解しました。 

〔信國座長〕 

他にございますか。 

〔佐藤委員〕 

乳用牛の場合、「②牛の取扱い」のところで丁寧な取扱いが非常に重要だと、詳しく書いたもの

ですから、あわせてこの「⑪管理者等のアニマルウェルフェアの理解の促進」の中でも、丁寧な取

扱いの重要性、必要性というものを加えたらどうかという意見です。 

〔小澤委員〕 

これも加えた方がよりいいのではないかと。これも分科会でもう一度検討させていただきます。 

〔信國座長〕 

他にございますか。―それでは、時間の関係もありますので、とりあえず先に進めさせていた
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だいて、もし何かあればまた戻っていただきたいと思います。 

「2 栄養」のところについて、どうでしょうか。 

〔池内委員〕 

意見というか、感じたこととして、①の中に「ボディコンディションスコアをチェックする」と

いうのが出てきますけれども、特に乳牛の場合は分娩直後に急激に乳を生産するということで、エ

ネルギー不足になりやすい。それでも体を削って、身を削って乳を生産する傾向があるいうことで、

そのことが、ひいてはその後の繁殖性にも影響するということが最近いろんな研究でもわかってき

ています。そういったことから、特に分娩直後の栄養管理については、極端なエネルギー不足にな

らないように特に注意するとか、そういった記述があってもいいのかなと思いました。 

〔信國座長〕 

関連しまして、私も①のところで「牛の発育段階等に応じた」とありますが、いわゆる泌乳ステ

ージによって、そこはすごく神経を使わなければいけないことなので、今、池内委員のおっしゃっ

たことを含めて「牛の発育段階・泌乳ステージ等に応じた適切な」というようなことを入れていた

だくと大分そこは生きてくるのかなという気がします。 

〔小澤委員〕 

単純に「等」で読み込むというのではなく、より丁寧に、今、池内委員がご発言になったように、

牛がもう体を削ってやっているということをきちんと考えて栄養を供給しましょうというご意見で

すね。これはまた分科会に伝えさせていただいて、議論をしていただいて、よりいい表現にできる

ようにと思います。 

〔亀田委員〕 

「④初乳、子牛の給餌」ということで、特別に設けたところなのですけれども、その中で「初乳

から広がるおそれのある牛白血病」とあえて病気の名前を出したわけですが、これは酪農家の生産

者段階でもまだまだ意識が不十分なところもあるし、消費者からすると、白血病という病気名が余

分な誤解を招くのかなという意味もあるので、この病気名を出すことと、それから出す場合には、

その説明を加える必要があるのではないかと思うのですが、いかがかでしょうか。 

〔信國座長〕 

消費者云々というのは、要するに人間が飲むことについて、特段問題はないのですという意味で

すよね。これは、逆に相当の議論があったところなのでしょうか。 

〔亀田委員〕 

あったのですが、素案として出したのはいいけれども、皆さんで再度見てほしいというところも

あります。 

〔小澤委員〕 

逆に読まれてどう思われましたかという。 

〔山根委員〕 

どういう事例があるのかはよく知らないのですが、確かに余計な不安を抱かせるようなことは控

えるべきということもありますけれども、ただ、逆にそういう情報というのは抑えないで、より広

く情報を共有して理解を深めるという方が大事ではないかと思います。それと、私がちょっと気に

なったのは、文章の問題かもしれませんけれども、予防するために「初乳は健全なものとするよう

留意」とあるのですが、これは最初意味がよくわかりませんでした。健全な母牛からのみ与えると

いう意味だとすれば、そういう書きぶりの方が理解しやすいかと思います。「健全なものとする」

というのは、例えば何か手を加えるとか、そういうこともちょっと想像したので。 

〔亀田委員〕 

この場合は、多分、乳房炎を発症している初乳とか、そういった意味も含まれると思うのですけ

れども、病気にかかっている母牛の初乳を飲ませるなということになってしまうと、ちょっと困っ
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てしまう場合もあります。ただ、乳房炎、炎症を起こしている乳房からとれた初乳は決してよくな

いというところだと思います。 

〔信國座長〕 

そこは、適切な初乳の確保とそれを飲ませるということで、そこは分科会で検討をいただけます

でしょうか。ここで結論を出すと逆に分科会の存在を否定してしまうので。 

それから、私からも 1つ、これはむしろ「1 管理方法」のところで言うのか、「2 栄養」のと

ころで言うのか迷うのですが、やはり乳用牛の場合、乾乳についての項目をどこかで起こすべきな

のではないかという気がします。相当の注意を要することには違いないと思いますので。これも、

また検討いただくということでお願いします。 

〔小澤委員〕 

そうですね。多分、入れるとすると搾乳の後に、搾乳と分娩の間ぐらいに入るのかなと思います

が、乾乳とおっしゃっている観点というのは。 

〔信國座長〕 

乾乳方法は人によっていろんな方法があるし、そこは栄養管理も一緒に含めてのことですし、そ

れからボディコンディションや周産期病の予防等というようなことも含め、乾乳の時期、乾乳の仕

方等、乾乳時期の飼養管理というのは非常に重要なのではないかということなのですけれども。 

〔亀田委員〕 

むしろ今、現場では分娩後の取扱いよりも乾乳期中の乳牛の管理が分娩後に影響する度合いが多

いということで、乾乳に相当気を使い始めている段階ですので、検討した方がいいかと思います。 

〔信國座長〕 

次に「3 牛舎」についてはいかがでしょうか。 

〔佐藤委員〕 

「牛舎」の最初の文章の最後から 2行目に「日常の飼養管理や牛の観察を行い易い構造にする」

とありますが、10 ページの「照明」でも牛舎の照明をちゃんと管理できるような明るさにしましょ

うということが書いてありますので、ここに「照明」も一緒に入れたらどうかということです。構

造と照明ですね。「観察を行いやすい構造と照明」という形で。 

〔信國座長〕 

そこは、また検討いただきたいと思います。 

〔木下委員〕 

「③飼養スペース」ですけれども、付録Ⅳの表のところだと、例えば 600kg の牛だと 1頭当たり

2.4 ㎡になりますね。それが付録Ⅴの育成牛の 360～520kg だと 5.5 ㎡になっていますが、そこのと

ころの関係がよくわからなかったのです。牛房の大きさと 1頭当たりの面積との関係なのでしょう

か。これだと搾乳牛より育成牛の方が面積は小さくていいということなのですか。 

〔事務局〕 

付録Ⅳは、家畜で使われているアロメトリー式というものから数字を出したもので、付録Ⅴは農

林水産省の設計基準等の数値なので、あくまでも付録Ⅳというのは、科学的知見などで使われてい

るアロメトリー式にあてはめたときはこの数字になりますよという形の参考で記載させていただい

ているということになります。 

〔佐藤委員〕 

付録Ⅴは群飼で、付録Ⅳは収容面積、最小の必要面積です。群にすれば、当然広げないと問題が

起こるということです。 

〔信國座長〕 

そこは、注の部分を工夫していただくということで、お願いします。 

〔木下委員〕 
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フリーストールをやっているときに牛が乗り合って、特に床面が滑って、それで股裂きになるな

どいろんなケースが出てきたこともあったので、床の構造とかは非常に重要なところだと思います

ので、そういう点ではここに一緒に書き込んでいただいておりますのでありがたいと思います。 

〔信國座長〕 

①の「ウ 放牧方式」ですが、もう少し積極的に放牧というのは検討をしてもらってはどうかと、

というのも以前に比べて餌の関係等のこともあって、放牧の有用性というのはむしろ高まっている

ので、放牧を最初からあきらめている酪農家の方は多いのかもしれませんけれども、もう一度そう

いうものが可能かどうか、できればそちらの方向もまず検討してくださいみたいなことを入れてい

ただけると非常にいいのかなという気がいたします。 

それから、放牧のデメリットで、下から 2行目「細菌や寄生虫の感染等の危険性がある」という

のは、実際多いのだろうかというような感じがしますので、ちょっとご検討いただきたい。 

次に、9 ページの上から 2 行目「敷料を用いる場合は」と書いてありますが、敷料は基本的には

用いているのではないでしょうか。だから、「敷料は、清潔で乾燥したもの」という言い方ではだ

めなのでしょうか。何か用いない場合があるような書き方になっているのですが、よほどそういう

ものを組み込んだものがあれば別なのですけれども。 

〔亀田委員〕 

敷料については記述しておくべきだろうということで、あえて加えさせてもらったのです。敷料

を使わない管理をしている農家さんもありますので。ただ、敷料は重要だろうということで、その

敷料が清潔なもので乾燥したものと。「用いる場合は」というのは、用いてない構造の牛舎もある

ということも踏まえてのことです。 

あと、放牧については、アニマルウェルフェアを進める上では重要な管理方法だということは書

いてもいいかなとは思いますけれども。 

〔村田委員〕 

「清潔で乾燥したもの」に、「清潔、安全で」というのを入れた方がいいのではないでしょうか。 

〔亀田委員〕 

安全もありますね。乾燥した安全なもの。 

〔小澤委員〕 

表現ぶりについては検討させてください。ここに「安全」と入れるか、後ろの方で全体が「安全」

と受けるか、その辺は検討してみます。 

〔信國座長〕 

それでは、先に進めさせていただきます。「4 牛舎の環境」と「5 その他」を残った部分とし

て、付録を含めてご質問、ご意見をお願いします。 

〔木下委員〕 

1 点、参考資料の科学的知見のところに「去勢」というのがあって、こちらに入っていないのは、

乳牛については入れなくて、肉用牛のところに入るのだという理解でよろしいのですね。 

〔小澤委員〕 

実は、検討するときに、あえて私の方から提案させていただいて、去勢はいがかいたしましょう

ということで分科会に諮りました。私、先ほどちょっと説明を漏らしてしまったのですけれども、

今、木下委員からおっしゃっていただいたとおり、去勢というのは、実は酪農家のかなりの方がや

っておられることではあるのですけれども、乳用牛のジャンルで書くのではなくて、肉用牛、肥育

の子牛というジャンルのところできちんと書いていただくのがいいのではないかという議論はさせ

ていただいたところです。もし、乳用牛のところで書いた方がいいというご意見であれば、今度は

合わせるような形になるかとは思うのですけれども。 

〔信國座長〕 
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私は、それはむしろ入れない方がいいのではないかと思います。ここで言う「乳用牛」というの

は搾乳をするということ、いわゆる酪農経営ということを前提にやっているということにしないと、

逆に全部書き分けなければいけないという大変なことになるので、そういうことで整理した方がい

いのではないかと思います。 

〔竹内委員〕 

9 ページの「換気」のところですが、先ほど採卵鶏と豚にはアンモニア濃度の制限があるけれど

も、乳牛のところではないというご説明がありました。質問ですが、世界の各国のヨーロッパやア

メリカにはこういった基準というのはございますか。 

〔信國座長〕 

乳牛のアンモニアの基準というのはないのではなでしょうか。 

〔小澤委員〕 

そもそもそのような考えには至らないと思います。というのは、人間も同居して搾乳したりいろ

んな作業をしたりする中で、25ppm といったら相当高いものなので、数値がそこまで至らないので

はないかと私などは考えていましたけれども、どうでしょう。 

〔事務局〕 

今、確認しているところですが、基本的にどの家畜も 25ppm という数字があったかのように記憶

していますが、それはほとんど人間のための安全基準という面から 25ppm という数字になっていま

す。確認しますので少しお待ちください。 

〔信國座長〕 

私から、「換気」のところですけれども、10～20℃と書いてありますが、乳牛の場合はもっと寒

くても平気なので、特に冬の北海道あたりではむしろ密閉することの弊害が多々あるので、そこら

を考慮して、人間の感覚よりは大丈夫だということを、できれば書いていただいたらと思います。 

それから「その他」の設備点検のところでも書いてあるのですが、「搾乳等の―故障は」とい

きなり書いてあるけれども、故障に至る前に､やはり搾乳機器の点検というのは別の意味でいろいろ

やらなければいけないので、ここに一緒に書いてしまわないで、搾乳機器のメンテナンスといいま

すか、チェックの重要性というのは強調していただいた方がいいのかなという気がいたします。 

済みません。ここで議論はしないで、分科会の方でよろしくお願いしたいと思います。 

 

他にございますか。―それでは、時間が大分中途半端になったのですけれども、とりあえず乳

用牛はここでおしまいにしていただいて、ブロイラーに入る前に 10 分程度、休憩を取らせていただ

きたいと思います。もし、乳用牛でお気づきの点があれば、最後にまたもう 1回お聞きいたします

ので、よろしくお願いします。 

 

＜ 休 憩（15：30～15：40）＞ 

 

 ・ブロイラーについて 

〔信國座長〕 

それでは、議事を再開いたしたいと思います。ブロイラーの管理指針について、岩間委員から説

明をお願いします。 

〔岩間委員〕 

ブロイラー分科会の座長をしました岩間と申します。よろしくお願いいたします。 

先ほどの乳用牛と同様に、最初の「一般原則」では、2 ページ目に牛ですと、舐めるというお話

が出ましたが、鶏の例示として「砂浴び行動等は、鶏の中に強い行動欲求があることが知られてお

り」ということで、採卵鶏と文言は全く同じです。 
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続きまして、「第 2 ブロイラーの飼養管理」を説明させていただきます。 

「1 管理方法」ですが、基本的には、既に委員の皆さんにご了解をいただいております採卵鶏を

ベースに、それぞれブロイラーの特徴的な文言が入っておりますので、既にでき上がっております

採卵鶏とどう違うか、そのあたりを中心に説明させていただきます。 

「①観察・記録」ですが、採卵鶏とほぼ同じです。観察のところに、採卵鶏の場合は、いわゆる

羽つつきの文言が入っておりますが、ブロイラーではほとんど羽つつきはがない。ないことはない

のですけれども、余り問題になっていないためここでは除いています。それから、毎日の記録、先

ほど村田委員から体重測定が入っていないというお話がありました。当然、農家は群から抽出して

体重の測定、記録はやっていると思いますが、ここは毎日の記録だということであえて言わなくて

もいいのではないかということで、ご理解いただければと思います。 

それから、「②鶏の取扱い」です。最初の数行は採卵鶏と全く同じで、その下の「また」以降、

「捕鳥の際は」とありますが、これはブロイラー特有の話です。鶏を捕まえる場合の注意点等が入

っております。採卵鶏の場合は、ケージからの出し入れや長期間飼育する場合のいわゆる社会的順

位、闘争行動、そういったことへの配慮も入っておりますけれども、飼養期間が採卵鶏の場合は 1

年半から 2年というのに対し、ブロイラーは通常 50 日前後ですので、社会的順位とか闘争行動とい

ったことについては必要ないということで入っておりません。 

次に「③病気、事故等の措置」ですが、採卵鶏では「②鶏の取扱い」と「③病気、事故等の措置」

の間に羽つつき防止と誘導換羽の項目が 2つ入っているのですけれども、ブロイラーにはそれらの

項目は入っておりません。ここの「病気、事故等の措置」では、3 行目に「可能な限り分離し、迅

速に治療を行うこととする」とありますが、採卵鶏の場合は「可能な限り迅速に治療を行う」とな

っています。ブロイラーの場合、具合が悪ければまず分離するといったニュアンスで多少使い分け

ているということでご理解いただければと思います。 

次の「④鶏舎等の清掃・消毒」は採卵鶏と全く同じです。 

それから「⑤有害動物等の防除・駆除」も採卵鶏と同じです。 

採卵鶏では種鶏の飼養管理の項目が入るのですが、このブロイラー分科会でも最初は種鶏の話が

項目として入っていたのですが、種鶏も種卵をとるためということで、採卵鶏と同様ですので、採

卵鶏の方に項目が入っていればブロイラーはいいだろうということで、種鶏の飼養管理の項目は入

っておりません。 

それから「⑥管理者等のアニマルウェルフェアへの理解の促進」も採卵鶏と内容は全く同じです。 

次に、「2 栄養」です。 

最初の「①必要栄養量・飲水量」。これも簡単に書いてあります。ブロイラーは 50 日間ぐらいで

出荷しますから、飼料もそれほど変化がない。採卵鶏の場合だと、ひよこの段階、それから成鶏の

段階でも前期・後期というふうに飼育期間に応じて飼料の内容はかなり細かく変わるのですが、ブ

ロイラーは最初の餌付けと最後の仕上げというような感じで、それほど変わりませんので、ここの

内容も非常に簡単になっております。 

それから「②飼料・水の品質の確保」これも採卵鶏と同じ内容です。 

「③給餌・給水方法」、ここもブロイラーの場合ですと、先ほども言っていますように、50 日前

後で 1 クール、飼育期間が終わります。2 行目に「日齢」と書いてありますが、採卵鶏の場合は、

ここは「週齢」になっていたと思います。採卵鶏は、先ほど言いました飼育期間が 1 年半、2 年と

長いですので、当然、鶏の移動ということもありますので、移動の際の注意とか、場合によっては

誘導換羽もやりますのでもろもろの注意事項が入っており、そういう違いがあるということです。

それから、ここの下で「飼料は、毎日給与することとし、と鳥前に衛生管理の観点から、一定時間

の絶食を行う必要があるが、輸送等のと鳥までの時間も考慮した上で、過度に長時間の絶食を行わ

ないこととする」とありますが、これはブロイラーの特徴的なことで、ブロイラーの処理場にもっ



 - 17 -

ていくため、鶏の出荷直前には餌を切る。これは、公衆衛生上の観点、鶏の側というより、むしろ

人間のために、ブロイラーの体の中に餌や何かが入っていると、肉の方に病原等が移行する可能性

もあるということで、できるだけそういったことを避けるという意味です。しかし余りにも長時間

餌を切らすということは、鶏の方にもいろいろ支障がありますので、ここは通常決められているこ

とを実行してくださいというようなニュアンスです。 

それから、「3 鶏舎」です。これも基本的には採卵鶏と同じですが、「①開放型鶏舎」、「②セ

ミウインドウレス鶏舎」、「③ウインドウレス鶏舎」としていますが、②セミウインドウレス鶏舎

はブロイラーのみで採卵鶏にはありません。余り採卵鶏でセミウインドウレスというのは聞いたこ

とがありませんので、採卵鶏との違いとしては②のこういった鶏舎がありますということです。「③

ウインドウレス鶏舎」ですが、採卵鶏では「閉鎖型鶏舎」としてあったと思うのですけれども、こ

この文言の中に「熱環境や照明等の舎内環境を安定的に維持することが可能である」ということで、

採卵鶏は、日長時間に応じて採卵行動はかなり影響を受けるということで、通常きめ細かい光線管

理というのが行われておりますので、そういった文言が入っておりますが、ブロイラーについては

ありません。また、羽つつき防止等で光源、照度とか、そういったことも採卵鶏の場合は配慮して

いるのですけれども、ブロイラーは通常そこまで細かく行っていないということで理解いただけれ

ばと思います。 

それから「4 飼養方式、構造、飼養スペース」です。 

「①飼養方式」については、ブロイラーの場合は、一般的にほとんどが平飼い方式です。「主に」

と書いてあるのは、これはアンケート調査でほとんどが平飼いだったのですけれども、中にはそれ

以外の飼い方もあるかもしれないということで、あえてここに「主に」というのを入れました。 

それから「②構造」で、特にブロイラーの場合ですと、敷料の話で「また、良好な飼養環境を維

持するためにも敷料を使用することが推奨されるが、その場合は、適切に水分等を維持・管理する

必要がある。なお、床面の悪化は、脚のけが（FPD）―病気の名前です―や胸ダコ等の原因とな

るので、快適性の維持に努めることとする」としています。分科会委員の先生から、快適性を把握

するのに病気、脚のけが、FPD の発生の有無が 1 つの目安になるということで、そういう文言をこ

こに入れております。 

次に「③飼養スペース」ですが、今回のブロイラー分科会で一番話題になったというか、議論の

中心になったのがこの「飼養スペース」です。私も何度もお話しているように、ブロイラーは特に

飼養期間が短いですので、先ほど言った動物固有の配慮しなければならない事項として、この飼養

スペースをどれぐらいにして飼うかということが経済性、それから鶏の快適性、この上の病気の発

生云々と共通しておりますので、皆さんの論点は、この飼養スペースを一体どれぐらいにするかと

いうところに一番の中心眼目がありまして、結果、皆さんの総意として、納得していただいたのが

この内容になります。端的に言いますと、坪当たり 55～60 羽、これは出荷時のものですが、これを

限度としてとどめることが推奨されるとしております。欧米等では現状で飼養スペースについて、

必ず基準値が出ておりますが、欧米の場合は、平米当たりの重量になっているので、それをわかり

やすく日本で使われている単位に置きかえた場合、坪当たりの出荷時羽数 55～60 羽というのが一番

わかりやすいのではないかということでこういう値にしております。ブロイラー分科会の検討を始

める前に、同時並行的に各畜種それぞれアンケート調査をやっていますが、ブロイラーについては、

生産から流通を網羅している社団法人日本食鳥協会が行い、私も驚いたのですが、アンケートの回

収が 80 数％、現在のブロイラーの農家が 2,400 戸ぐらいで、そのうち回答された方が 2,000 戸余り

ですので、ほとんどと言うとちょっとオーバーかもしれませんけれども、今回のこの事業に対する

生産者の意識というのはそれだけ強力というか、関心がある。特に、この 55～60 羽というのは、皆

さんが一番関心を持っていらっしゃる項目かと思いますが、今日も日本食鳥協会からオブザーバー

として出席されておられますし、生産者の代表として竹内委員にもご出席いただいて、大方のご理
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解をいただいているというふうに私も理解しております。 

続いて、「5 鶏舎の環境」です。 

「①熱環境」、これも採卵鶏とほぼ同じなのですが、ブロイラーのことについて言いますと、下

から 4行目ぐらいに、「細霧システムを導入する場合は、鶏舎内の湿度を適切に保つことに留意す

る必要がある」これはブロイラーのみなのですが、通常ブロイラー産地は鹿児島、宮崎という暖か

い地域なのですが、最近は、生産効率がいいのは寒い地域である。なぜかというと、夏が冷涼の方

がむしろ生産効率が上がるためです。結局、夏の暑熱対策として細霧システム、細霧冷房という細

かい霧状のもので曝気して、鶏舎全体の温度を下げるのですが、そのときに、どうしても細霧の粒

が大きくなって、結果的にブロイラーに水滴が当たって、ブロイラー自体が汚くなるというか、見

栄えが非常によくない。そういったこともあって、湿度をうまく調整しなければならず、そこに配

慮が必要になってくる。むしろ寒い時期の方が、そういう心配をしなくて済みますので、南九州の

皆さんは非常にこういったことにご苦労されているのではないかということになると思います。 

それから「②換気」です。敷料の乾燥を保つということで、敷料の文言は採卵鶏ではほとんどあ

りません、ブロイラーに限ったことです。最後の「換気や床面の改善」は、これもブロイラーのみ

の文言であります。 

それから「③照明」です。先ほど言いましたが、採卵鶏は日長時間と連動して、鶏の場合はどう

してもそれにかなり影響を受けるということで、照明の期間とか照度とか、いろいろ皆さん配慮さ

れるのですが、ブロイラーの場合は、4 行目にここで初めて羽つつきの原因として出ているのです

が、極端なことをやると、鶏が驚いたりして問題が出ることもあるということで、そういったこと

がないような対応をしていただければというような表現をしております。 

最後、次の 8ページ「④騒音」ですが、これは鶏だけではなく、他の家畜も同じですが、特に平

飼いで、広いスペースで飼いますので、騒音によって驚いた鶏同士が押し合い圧死することがある

ため、そういったことを避けるようにということです。 

あと「6 その他」、「①整備の点検・管理」それから「②緊急時の対応」これは先ほどの乳牛も

採卵鶏も豚もほぼ同じ内容になっております。 

最後の「付録Ⅰ」も先ほどと同様に、他の畜種と同じ内容になっております。 

説明は、以上で終わらせていただきます。 

 

〔信國座長〕 

どうもありがとうございました。採卵鶏との比較を中心にご説明いただきました。 

それでは、先ほどと同じように 2ページの「正常な行動ができる自由」の例として砂浴びが出さ

れているということで、これはよろしいでしょうか。鶏ということで、採卵鶏で既にご議論いただ

いたということです。 

それでは、3ページの「第 2 ブロイラーの飼養管理」からいきたいと思います。何かご質問ある

いはご意見がありましたら。その前に、もし竹内委員、まとめて何か補足していただくことがあれ

ばお願いしたいと思うのですけれども。 

〔竹内委員〕 

先ほど、岩間委員から説明していただいたとおりです。採卵鶏との違いについて、重点的に説明

があったと思います。その中でも飼養スペースの件、欧米と比較しまして、坪当たり 55～60 羽、非

常に適切な数字であると思います。どうしてもヨーロッパ、アメリカは骨付きでカットしたものを

フライドチキンとかで食べるため、子雛といいますか、2kg 前後で鶏肉の処理をします。出荷時の

大きさに非常に幅があり、平均が2kgですが、アメリカだと3.5kgを超えたり、また小さいのは1.5kg

だったりと幅があります。日本は、全量正肉解体ということで消費されますので、9割以上が 2.8kg

に集中しております。そこが非常に欧米と違うところで、欧米は重量ベースで 3つぐらいに分かれ
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ておりますが、日本の場合は幅を持たせて 55～60 羽という数字が出ていると思います。 

あとの点は、特に私から説明する必要はないかと思います。 

〔信國座長〕 

どうもありがとうございました。 

それでは、ブロイラーの飼養管理の「1 管理方法」について、いかがでしょうか。 

〔木下委員〕 

科学的知見のところに「ビークトリミング」という項目があるのですが、これに入っていないの

は、落とした理由というか、議論をされたときに何か理由があったのでしょうか。 

〔岩間委員〕 

まず、アンケートの中で「デビーク」というか、くちばしのトリミングを全くやっていないとい

う状況からして、あえてそこに入れる必要はないということで落としたということです。 

〔兵藤委員〕 

安楽死の方法が出てくるのですが、現場でなされていることと、いわゆる動物の殺処分の方法に

関する指針というものと比べ、このあたりの現場での矛盾はありませんでしょうか。 

〔岩間委員〕 

ここについては、議論は、余り出なかったですね。 

〔竹内委員〕 

各社まちまちだと思います。その件について、分科会で議論はほとんどなかったと思います。 

〔信國座長〕 

議論がなかったというのは、相当病気が重たいものを安楽死させるというようなことは余りない

ということなのでしょうか。変な話ですけれども、残念ながら死んでしまったものを処理するとい

うことはあるけれども、死にそうだから安楽死させるということはないという状況なのでしょうか。 

〔竹内委員〕 

鶏舎の中で、管理者が、これは淘汰した方がいいというときは、長く苦痛を与えないような方法

で処理するというか、それは各管理者がやっていることと思います。 

〔兵藤委員〕 

ブロイラーを今取り上げていますけれども、各動物、家畜に共通しています。この中で本当の安

楽死といわゆると殺場、と鳥というのをどういうふうに読み分ければいいのかというところもあり

ます。と場のときには、あれは通常安楽死と言えるのか、あるいはと場法による解釈をすればいい

のか、二通り読めるものですから、各家畜共通のところで、ここのところを整理していただいて、

分科会で議論をしていただきたいなと思っています。動物の意識をなくしてから筋弛緩剤を打って

というような、そういうテクニックはあるのですけれども、家畜の場合の現場、現状では、これが

どういうふうになされているかということについては、ひとつご議論をして、家畜の安楽死とか廃

鳥とかと鳥、いわゆるそのあたりの考え方の違いとか整理をして、ぜひ教えていただきたいと思い

ます。 

〔菅谷課長補佐〕 

安楽死の方法についても、これまでいろいろ議論をしているのですが、この指針自体の考え方と

しては、例えば去勢などのいろんな手法を含めて、この方法でないといけないということは提示し

ていません。これが一番ストレスの少ない方法なので、これをやるべきといったようなことを書い

てもらうのはなかなか難しいのが現実で、余り細かい方法までこの指針で言及するようなことは難

しいかというふうに考えています。 

〔兵藤委員〕 

動物の尊厳とか動物側からいくと、抽象的なことしか書けないのではないかと思うのですけれど

も、一歩、一歩進んでいきますと、やっぱりある程度のご議論あるいは整理ということが必要では
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ないかなと思います。いわゆる鳥インフルエンザのニュースが出ますけれども、国民は、非常に物

扱いしているというような印象に見えますので、そのあたりをどういうふうに国民が受けとめるか

どうかというところもありますし、テレビで全国的に映し出される。いわゆる圧死状態で、どんど

ん投げ込まれるという中で、あれが現実だと思っているのですが、もう少し動物、家畜側に配慮し

た扱いができるか、あるいは生産農家に教育するという、難しいとは思うのですけれども、ぜひひ

とつ、一歩ステップを上に上げていただきたいなというふうに思っております。 

〔佐藤委員〕 

安楽死の問題ですが、ブロイラーの場合は多分頸椎脱臼で殺していると思います。これは、安楽

死の方法としては妥当な方法だと思います。ヨーロッパでも同じような方法で淘汰していますので。 

いろんな家畜の肉生産のためのと殺等については、それほど問題の多い方法でやられているとは

私は認識していません。むしろ、3 ページの③の 3 行目のところに、「病気にかかったりしている

おそれのある鶏が発生した場合は、可能な限り分離し、迅速に治療を行う」と言うけれども、ブロ

イラーで治療をするのですか。これは、書かなくてもいいのではないでしょうか。分離して安楽死

しているのが、多分ほとんどではないかと思うのです。ここまで書く必要があるのだろうかという

感じがしました。 

〔信國座長〕 

これは、たしか採卵鶏のときも「治療」云々という言葉があって、現実的かという話があって、

たしか大森委員から問題提起をされて、議論した経緯があったと思います。そういう面では、ここ

は「可能な限り分離し、適切な処置を行う」みたいなことの方がいいのかもしれません。 

〔村田委員〕 

例えば、採卵鶏の雄雛の処理とか、あとヨーロッパなどでのインフルエンザで殺処分しなければ

いけない場合の安楽死の方法というのが今、CO2を使ってやる方法というのがかなり浸透しつつあ

るというような状況を聞いていますので、ブロイラーの処理とはまたちょっと違いますけれども、

そういうやり方でだんだんやられてきているというのは聞いています。 

〔信國座長〕 

たしか、CO2 を使う方法は、いわゆる正常な家畜の肉処理のときにも使われている方法ですね。

そういう方法が徐々に普及しているという感じですね。 

安楽死の問題については、畜種によって違うのも事実なのですけれども、これは片方で一種の公

衆衛生といいましょうか、全体として疫学的にやらなければいけない部分というのもあるので、こ

れをどうするかというのは、むしろ全体が終わった中でもし機会があれば、どこまで書けるかとい

うのもありますが、今、問題提起されたので、書けるかどうかの自信はないのですが、一度検討す

るということでやらせていただきたいと思います。 

〔木下委員〕 

1 点だけ。付録Ⅰにあるとおり、「動物の殺処分方法に関する指針」は、環境省のマターで、こ

こに「尊厳性を尊重することを理念として」と書かれているので、この指針の中で具体的にどうす

るかというのは、ここを引用しておく以外にないのではないかと思うのですけれども、ここで踏み

込んでいろいろ書くのはどうなのでしょうか。 

〔菅谷課長補佐〕 

今までの議論でもそういうことで、快適性に配慮したアニマルウェルフェアの考え方に対応した

飼養管理指針ではここにとどめようという整理にさせていただいたということです。 

〔佐藤委員〕 

この環境省の規定は、実験動物の殺処分などは詳しく書かれていて、家畜の場合の安楽死問題と

いうのは非常に検討が少ないということで、もし検討できるならば、私も検討していただきたいと

思いますが。 



 - 21 -

〔木下委員〕 

先ほど言われた、例えば鳥インフルエンザとか、そういうところの処分の仕方の問題は、ヨーロ

ッパを含めて議論をされて、病気との関連、病気に一刻も早く対処する必要性と動物にとって苦痛

のないやり方ということで、それぞれのところで、OIE でも恐らく議論されているのかと思います

けれども、そういった世界での議論も踏まえながら、ここは議論をしていく必要があるのではない

かという気がいたします。 

〔信國座長〕 

そこは、書き込めるのか書き込めないのかもありますし、これはあるところでも議論になったの

ですけれども、やはり鶏だとか養豚だとか大規模化したときにそういう疫学的といいましょうか、

病気が広がらないような措置との関係で言うと、いわば飼養規模の拡大自体が問題になる場面もあ

るだろうというような議論があったかと聞いております。環境省での取扱いと、ここでの取扱い、

どういうことにするのか、事業の最後の段階で、もし時間があれば議論をしておいた方がいいので

はないかと思いますので、そこはまた菅谷課長補佐と事務局で確認をお願いいたします。 

他にございませんでしょうか。全体を通じて何かございますか。 

〔池内委員〕 

質問ですけれども、さっきの「管理方法」の「⑥管理者のアニマルウェルフェアへの理解の促進」

の中に「羽つつき等の問題行動」という言葉があるのですが、先ほどのご説明だと、羽つつきにつ

いては特にブロイラーでは問題になっていない、デビークもやっていないということで、余り書い

ていないということですが、ここにだけ残している理由はどういうことなのでしょうか。ここだけ

書いて、後は出てこないのはなぜかなというふうに思ったりもするものですから、ここだけ残した

のは、何か背景とかがあるのでしょうか。 

〔岩間委員〕 

今、池内委員がおっしゃったように、どうかと思ったところもあるので、取扱いについては分科

会で皆さんと相談したいと思います。 

〔信國座長〕 

文脈から言うと、羽つつき自体をどうということではなくて、羽つつきが出てきたときは、飼養

管理を見直したらどうですかという趣旨だと思いますけれども。 

〔佐藤委員〕 

ブロイラーでは余り問題にならないかもしれないのですが、地鶏の中ではシャモ鶏がかなり入っ

ています。地鶏の群飼いでは羽つつきがすごく起こります。ですから、入っていていいのではない

かと思います。 

〔信國座長〕 

実は、そのことでマニュアル自身が「ブロイラー」となっている。そのことについても本当は説

明が要るのかなと。肉用鶏と言ってしまうと、さっき言われたような地鶏とかも入り範囲が広くな

って、区分けしながら書かなければいけないということなので、これはとりあえずブロイラーにつ

いて書きましたと、地鶏については、これをベースに採卵鶏の飼養管理等も含めて検討していただ

くというようなことを、「注」か何かで入れていただく必要があるのかなと。私もブロイラーで済

むのかと若干思ったところもあるので、ちょっとご検討いただいたらと思います。 

〔竹内委員〕 

さっき、座長がお話しされたように、ブロイラーはたしか農林水産省の統計では「肉用若鶏」と

いいまして、日齢で 90 日以内を言っていると思うのですが、その辺の説明が要るかなと思います。 

〔村田委員〕 

6 ページの飼養方式で「主に平飼い方式である」というのは、正しいと思うのですけれども、実

はヨーロッパを中心にしたケージメーカー、主に採卵の関係のケージメーカーがブロイラー関係の
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ケージ飼育という機械関係の開発もやって、もう完成されているメーカーがあるのです。今後、日

本でブロイラーのケージ飼いが普及するということがあったときに、アニマルウェルフェアの観点

から、採卵鶏のケージ飼いというのは、要するに行動を妨げるということで、ヨーロッパなどでは

禁止の方向になっているという現実がありますので、1 例ですけれども、1.5ｍ×2.412ｍのケージ

に、成体で 2.5kg の鶏ですと 72 羽、3kg だと 60 羽入れるのが標準になっているのです。これを計

算すると、坪当たり大体 55～65 羽というふうな換算になるので、分科会の方の数字の 55～60 羽と

いうのは大体適正かなという感じはしますが、問題は、今後ケージ飼いが、もう東南アジアに入り

始めてきていますから、日本にはまだほとんど入っていませんけれども、この辺を触れるのかどう

かということをちょっと検討してもらう必要があるのかなと。 

〔信國座長〕 

なかなか実態がない中で触れるというのは難しいので、それはむしろ、これはあくまでも基本の

ところでございますので、その部分は業界独自として、その中でまた全体の動向に合わせてご検討

いただくという形でとどめておくのがいいのではないかと思っております。 

〔兵藤委員〕 

ちょっと教えていただきたいのですが、出荷時期は、欧米ですと 2kg、これも大体 50 日ですか。

あるいは、日本の消費者ニーズというふうにここで書かれていますが、日本と欧米の消費者の間に

どういうふうなニーズがあるのでしょうか。2kg と 2.5kg の差はどれぐらいの日数を要するものな

のでしょうか。ちょっと興味深くなりまして、できれば教えていただきたいなと思います。 

〔岩間委員〕 

2kg ですと当然もっと早いですね。40 日前後でいくのではないかと思います。50 日でも最近は非

常に効率がいいので 3kg ぐらいになる場合もあると思います。先ほど竹内委員もおっしゃったよう

に、日本の平均が 2.7 kg か 2.8 kg、雄・雌の平均ですが。そうすると、今 50 日を若干切るぐらい、

49 か 48 日ぐらいでそれぐらいの生産性は十分あります。もう 50 日を超えることもないかもしれな

いです。それで、私も「50 日前後」と言っています。結局、欧米は小さいものから大きいものもい

ろいろ幅広いのですが、大体 2kg 前後で骨付きの消費形態、そのまま唐揚げとか焼いたりというこ

とで、ぶつ切り状態。日本の場合は、必ず骨を抜きます。正肉で焼き鳥に使ったり茶碗蒸しに使っ

たり使用形態、消費形態がバラエティに富んでいるので、その辺でどうしても肉量をたくさん取ら

なければいけないということで 2.7～2.8kg に、飼育期間も長く飼うということです。 

〔兵藤委員〕 

ありがとうございます。僕の意識の中では 60 日ぐらいでまだ出荷しているのかなと思って、今日

50 日あるいは割っているということで…… 

〔岩間委員〕 

これは育種会社が日々、世界でも競争していますから。 

〔兵藤委員〕 

すごいことですね。ありがとうございました。 

〔山根委員〕 

消費者ニーズは、どういうものがあってどう欧米と違うのかというのがよくわかりました。あり

がとうございます。 

もう 1つ、今回 55～60 羽が推奨という数字が出ましたが、それが実際の飼養スペースと生産性の

関係についてどう関係するかということの知見の集積が必要ということですが、今後、日本で独自

に調査や研究がスタートするということなのでしょうか。 

〔菅谷課長補佐〕 

まだとりまとめられていないのですが、家畜改良センター等に試行試験をやっていただいたりし

ています。そういったいろんな知見を業界等で集めていっていただけたらというふうに考えていま
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す。 

〔竹内委員〕 

今年の 10 月にアメリカの米国食鳥協会の副会長と話す機会がありました。参考資料の科学的知見

の 3ページに EU、米国、ニュージーランドの飼養面積の比較が出ております。米国では、これがで

きたのは 5年ほど前ですので、来年見直しをすると言っておられました。ではどうやって見直しを

するのかというと、先ほど山根委員が聞かれた、試験をしながら見直しをしたいと言っていました。

もちろん坪羽数とか、重量もかなり違ってきますので、そういった点で、本当にいろいろな試験が

必要かなと思います。 

EU は、最高限度で 42kg/㎡ですが、アメリカも同じように 42.9kg/㎡。これを生体重 2.5kg とし

ますと、大体 55 羽です。だから、ある意味で日本とよく似ている坪羽数だと思います。 

〔佐藤委員〕 

育種改良で飼育期間が短縮されているということですが、そのこと自体が脚弱なり、突然死なり

の問題につながってきているわけです。だから、その辺のことを栄養管理か必要栄養量のところな

どに書き込めないのでしょうか。初期の急激な増体というものが脚弱の問題なり突然死の問題を起

こしているわけで、どうしたらいいのかというのはちょっとわからないのですけれども、そういう

問題が起こっているということを書き込めないのかなという感じがします。乳牛も同じです。同じ

問題が起こっていると思います。 

〔信國座長〕 

それは、育種との兼ね合いもあるわけですね。その鶏種をみんな外国に頼っているということに

なるとなかなか難しいのでは。むしろ片一方で育種をやっておきながら飼養管理で育種の成果を生

かさないという飼い方というのは……。分科会でそこを触れられるかどうか、ご検討いただきたい

と思います。 

では、乳用牛を振り返ってこういうことが抜けていたということがあればお願いしたいと思いま

す。先ほどの外国の基準の中にアンモニアの記述があるかどうかというのは。 

〔事務局〕 

アメリカに 25ppm という数字があります。アメリカは全部の家畜が 25ppm という形で書かれてい

ます。 

〔信國座長〕 

ということですが、我が国の乳用牛の飼養実態から言うと、あえて書かないという分科会の議論

というのはそのまま尊重したいと思います。 

〔佐藤委員〕 

ブロイラーのことですけれども、6 ページの構造のところの 3 行目に「床は、スリップ等による

けがの発生がなく」と書かれていますが、ブロイラーではあまりイメージがわかないのですけれど

も、どういうことなのでしょうか。 

〔信國座長〕 

敷料は大体の農家で使っているということなので、スリップ云々ではないですね。鶏ふんで汚れ

たまま、湿潤なままだとスリップというのはあるのかもしれません。では、そこは 1つのご検討を

いただきたいと思います。 

〔岩間委員〕 

わかりました。 

〔松木委員〕 

2 つありまして、1つは、今 OIE からブロイラーの素案が出てきていますが、それとの比較検討と

いうのは分科会等でやられているのか、また、やられる方針はあるのでしょうか。 

それから、安楽死の問題で、先ほど座長から全体が終わった段階になってからもう一度全体で見
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直そうという方針が出ましたけれども、またぶり返すようですが、「一般原則」の 1の定義のとこ

ろです。先日、普及セミナーを聞いて、ちょっと引っかかっていたのですが、それを兵藤委員がご

指摘なさいました。私たちも「農業と動物福祉の研究会」という名前を使っていまして、「快適性

に配慮した家畜の飼養管理」という定義自体はいいと思うのですが、その前段の 4行というのがむ

しろ誤解を招くおそれがあるという感じがします。むしろ、参考のところの「5 つの自由」だとか

国際的な動向をこれだけ書かれて、これだけ理解されているのであれば、あえて最初の 4行で辞書

的に家畜福祉の定義としてこういう説明を入れる必要はないのではないかという感じがします。で

すから、今年の 3月に採卵鶏と豚が、この「一般原則」のもとにつくられたということもあります

けれども、全体が終了した段階で、具体的な今までの議論の成果を踏まえた上で、もう一度表現を

変えていくということもいいのではないかという感じがします。最初の定義のところが大変重要だ

と思いますので、全体が終わるまでの間に、検討されて、引っかかりがないような表現にしていた

だきたいと感じています。 

〔信國座長〕 

繰り返し出ていますので、検討も必要かと思いますが、逆に生産者自身の受けとめ方の中で、動

物の福祉を先にといった話が片一方で強調されると、「快適性に配慮した」という定義のもとで普

及させようとしていることと、バッティングするおそれがあるのではないか。今までの議論の背景

にはそういうのがあるということも考慮していただく必要があるのではないかなと思います。 

〔松木委員〕 

7～8 年ぐらい前から実際に農家の方たちと話すときに、そういう雰囲気があったことは確かです。

ですから、私は必ずヘルスアンドウェルフェアと話します。家畜を健康に飼うということが福祉な

のだという説明をすると、それほど抵抗がなく家畜の福祉というものを受け入れていただいた経過

があるのです。最近は、家畜福祉といわれても、それほど人間の福祉か家畜の福祉かということを

対峙的に捉える人は、恐らく少なくなっているのではないかなと思うのです。だから、時代の流れ

が進んでおり、今後普及セミナーを通して、この内容は十分理解できていくのではないかというふ

うに思いますが。 

〔菅谷課長補佐〕 

今年の 3 月に採卵鶏と豚を取りまとめていただいて、5 月ぐらいから行政を中心に説明を始めた

ところで、実際はまだまだ生産者にもなじみがない。松木先生はこれまでもいろんな方と接せられ

て、詳しい方もいらっしゃったかと思うのですけれども、まだまだなじみがないというのが現実か

なと思っています。私自身、いろいろなところに説明に行かせていただいている中で、実態として

は、とりあえずこういう説明をさせていただいて理解を得ていくことというのが必要なのかなと感

じています。 

〔信國座長〕 

そこで、最後に、全体が終わったところで、あえて議論を封ずるつもりはないのですが、つくっ

てしまった後、すぐにまたそこのところを、言葉は悪いですけれども、蒸し返すのもいかがかと。

それはむしろ、松木委員も言われましたように、全体の理解が深まった中でこの指針自体のある意

味改定みたいなことで議論をするということでやってはいかがかと思います。これは、どこに焦点

を当てるかということによっても違うのです。ですから、松木委員、兵藤委員のように、いわば時

代の最先端を行っている方、それから、先ほど乳用牛の中で言いましたけれども、例えば乳量の記

録というようなことが書いてありますが、経営的にも非常にプラスになるはずの牛群検定にさえま

だ入っていない方が過半数いるという状況の中でこういうものをどうやって普及していくかという

問題もございますので、松木委員等のご発言は尊重したいと思いますけれども、ここのところの議

論は、むしろ先に普及をきっちりやっていった上で行うというのはどうでしょうか。 

〔松木委員〕 
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僕もそういう意見ですけれども、ただ、中には話していくと、農家の方は、最初の 4行は読み飛

ばしてしまうと思うのです。こういうところにこだわらないということになると思いますので、で

きれば「一般原則」の最初ですから、格調高い方が、余り用語の齟齬みたいなものがあるとか誤解

を生じるとかという表現よりも、「5 つの自由」だとか、文章に書かれている特にストレスのない

ような、軽減するような健康な家畜の飼い方を目指すといった表現の方がいいのではないかなと思

うので、全体の流れの中でもう一度、ここを少し改良できるということであれば、していただきた

いなということです。 

最初の方の OIE のブロイラーの素案ですけれども、それについてのご検討はされているのでしょ

うか。 

〔菅谷課長補佐〕 

素案が出て、今いろんなところに意見が求められている状況です。今までのコードから考えても、

これから多くの意見が出て、内容的にどうなるのか全然わからないという状況なので、少なくとも

私が思っているのは、こちらの指針の方が細かくいろいろ書いてあると思うので、仮に OIE のブロ

イラーのコードが決まった後に何か取り入れられるところがあったら取り入れていけばいいと思っ

ています。これはあくまでも日本の平均的というか、普通にやられていることでどういうことに配

慮したらいいかということを考えていただいているので、まずはこれをベースに。あとは、OIE の

ものが出た時点で、それ見て参考になるところがあればというような考え方でいいのではないかと

思っています。 

〔佐藤委員〕 

OIE の基準の中で、ブロイラーが先行的につくられているわけですけれども、暗期の話がかなり

大きく取り上げられています。科学的知見の方でもまだデータがそろっていないようですけれども、

やはり暗期を設けることの効果というのは、かなりデータもそろっていると思うので、その辺の検

討は、このブロイラーの分科会の中で一度やっていただきたいなというふうに思っています。 

〔山根委員〕 

よろしいですか、一言だけ。ぶり返すようで悪いですけれども、先ほどの「一般原則」の最初の

ところについては、「誤解を招くおそれがある」という「誤解」という言葉が私も引っかかるので、

特にこの「誤解」という言葉はなくてもいいのかなと思っていまして、「考え方が十分に反映され

ないおそれがある」というだけでもいいのかなと思いました。 

それと、これを進めるに当たって獣医師との連携というのがとてもいろいろなところに出てきま

すし、重要になってくると思うのですけれども、獣医師の考えるアニマルウェルフェアというのと

イコールなのか、うまく連携して、十分に共有していけるのでしょうか。現場をよく知らないもの

ですから、これが指針としてできたら獣医師にも浸透していく、連携が進んでいくと考えてよろし

いのですか。 

〔菅谷課長補佐〕 

獣医師との連携という話、これは実はセミナーのときにも松木先生からかなり厳しくご指摘をい

ただきました。来年になってからなのですけれども、獣医学会等の集まりに呼んでいただく機会が

結構ありまして、そういった中でこういうものをお示ししながら議論をして、また獣医師としての

アニマルウェルフェアに対するアプローチ等を考えていただければと思っています。また、獣医教

育のカリキュラムの中にアニマルウェルフェアが直接入るかどうかというのは別かもしれないです

が、いろいろ検討もされているというのは今日ご欠席の森先生からも前にお話いただいたので、い

ろいろ今後検討されていくのかと思っております。 

〔亀田委員〕 

我々現場にとっての獣医師の立場をいうと、やはり指導者という立場が強いのです。したがって、

このアニマルウェルフェアを獣医師が理解した上で我々生産現場に指導を図っていくということの
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観点からも、獣医師との連携というのはそういった意味からも非常に強くなると思います。 

〔信國座長〕 

ありがとうございました。 

一応、これで議事（1）の「乳用牛及びブロイラーの飼養管理指針について」の検討を終えたいと

思います。それぞれ両分科会に、今日出た意見、質問等を持ち帰っていただいてご検討いただいた

らと思いますのでよろしくお願いいたします。 

 

（2）その他 

〔信國座長〕 

それでは、最後に議事（2）その他として、報告が中心になると思いますけれども、事務局から経

過等をお話しいただきたいと思います。 

〔事務局〕 

それでは、この事業で本年度行っている他の事項について、簡単にご説明させていただきます。 

まず、肉用牛の分科会についてですが、7月 23 日に第 1回分科会を開催し、参考資料におつけし

ております飼養実態アンケート調査の内容等についてご検討していただきました。 

アンケート調査の実施については、社団法人全国肉用牛振興基金協会にご協力をいただき、全国

2，000 件に調査票を送っています。昨日の段階で約 1，460 件戻ってきておりますが、最終的には

回収率としては 75％程度、1，500 件ほど集まると考えております。今、手元に届いているものにつ

いては集計中ですので、次回の第 2回委員会のときには単純集計等についてのご報告をさせていた

だきたいと考えております。 

そして、乳用牛とブロイラーの比較試験についてですが、乳用牛を帯広畜産大学、ブロイラーを

家畜改良センター兵庫牧場に委託して実施していただいております。これも現在、試験結果等を取

りまとめているところになりますので、次回の委員会開催時にご報告させていただきたいと考えて

おります。 

先ほど来、普及啓発のことも話題に上っておりますが、添付資料「アニマルウェルフェア普及啓

発セミナー」という冊子をお配りしていますが、これは佐藤先生と松木先生にご協力いただきまし

て、仙台と東京の 2会場でセミナーを開催いたしました。両会場で合計 200 名以上の方に参加して

いただいており、畜産関係団体を初め、食品流通業者や食品会社、一般の方など、多方面からお越

しいただいて、盛況のうちに終了することができました。今後、生産者を対象とした勉強会という

のを来年 1月から開催する予定にしています。今のところ養豚関係を 5カ所、養鶏関係を 2カ所程

度予定しています。 

また、アニマルウェルフェアについての関心はかなり高く、先ほどご説明させていただいた事業

として行っている普及啓発以外にも都道府県や研究会などから講演依頼等が来ております。本来で

すと事務局で講師をということになるかと思うのですが、無理を言って農林水産省の菅谷課長補佐

に講師をお願いしております。今までに終わったものだけでも 10 数カ所で講演していただきました。

来年、決まっているものだけでも 4つの依頼が来ております。 

簡単ですが、以上ご報告です。 

〔信國座長〕 

どうもありがとうございました。松木委員、佐藤委員にはいろいろご協力いただきありがとうご

ざいます。それでは、今のことについて、何かご質問はございますか。―なければ、あとは事務

局の方にお返ししたいと思います。 

〔事務局〕 

今後のスケジュールについてですが、冒頭のご挨拶等でもいろいろ申し上げましたが、この委員

会の 2回目を 3月末に開催する予定にしております。本日、ご議論いただいたものを 2月末ぐらい
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に開催する予定の乳用牛、ブロイラーの分科会でもう一度ご議論していただいて、飼養管理指針の

最終案というものを作成することになっております。その最終案をもとに第 2回推進委員会でご検

討いただいて飼養管理指針を策定していただくということになります。第 2回委員会では、その指

針の策定と、先ほども申しましたアンケート調査や比較試験等のご報告をさせていただく予定にし

ております。 

第 2回委員会の日程調整については、また別途ご連絡させていただきますので、よろしくお願い

いたします。 

〔信國座長〕 

どうもありがとうございました。あと、これはいつも委員会開催の後はホームページで公表して

いただいているのですが、そこは事務局の責任においてやっていただきたいと思います。 

 

5 閉 会 

〔信國座長〕 

それでは、本年、第 1回の推進委員会を閉会させていただきます。熱心なご議論、どうもありが

とうございました。 


