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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回事業推進委員会 

 

平成 22 年 3 月 23 日（火）鉄二健保会館 

 

１ 開 会（10：00） 

 

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。 

昨年の採卵鶏、豚に続きまして、今回の委員会では乳用牛とブロイラーの飼養管理指針の取りまと

めを行っていただき 3月末に公表するということになっております。委員の皆様方の大変なご尽力に

よりまして、指針の最終的な取りまとめを行う段階まで来ることができましたことに、改めて感謝を

申し上げたいと思います。 

今回は、飼養管理指針の取りまとめがメインになりますが、それ以外に今年度実施した比較試験、

それから肉用牛飼養実態アンケート調査、科学的知見の収集等について、それぞれご報告させていた

だきます。 

今年度末には、乳用牛、ブロイラーの 2つと昨年の採卵鶏、豚を合わせて 4畜種の飼養管理指針が

公表されることになりますが、これが今後、生産者や行政機関におけるアニマルウェルフェアの取り

組みに活かされることを期待しているところでございます。 

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。 

 

・来賓の挨拶〔松本課長補佐〕 

本来でありましたら畜産振興課畜産技術室室長の菊地から皆様方にご挨拶申し上げるべきところで

ございますが、本日、行政刷新会議の事務局ヒアリングがございまして、室長はそちらに出席すると

いうことになりましたので、私の方で室長にかわりご挨拶させていただきます。室長の挨拶を預かっ

ておりますので、代読という形でご挨拶させていただきます。 

委員の皆様方におかれましては、年度末、ご多忙の中、ご出席いただき感謝申し上げます。ご案内

のとおり、本検討会は平成 19 年度に立ち上げ、アニマルウェルフェアを家畜の快適性に配慮した飼養

管理と位置づけ、畜種別に飼養管理の指針の検討をしていただいており、昨年度にはアニマルウェル

フェアの考え方に対応した採卵鶏及び豚の飼養管理指針を作成していただきました。本年度におきま

しては、アニマルウェルフェアの考え方に対応した肉用牛及びブロイラーの飼養管理指針を検討いた

だいており、関係者の皆様のご尽力により、本日は取りまとめに向けて最終段階を迎えることになり

ました。本日は、十分なご検討をいただくようお願いします。 

しかしながら、我が国におけるアニマルウェルフェアについては、関係者の方々は高い関心を持ち

つつも十分な理解がなされていない状況であることから、本年度から皆様方のご協力を得ながら、都

道府県の行政担当者、流通関係者への家畜の快適性に配慮した飼養管理の重要性について、普及啓発

のための勉強会等の開催を行っているところです。 

本年度においても、説明会の開催等積極的に行われればと考えておりますので、委員の皆様におか

れましても、ぜひいろいろな意見交換等の機会をつくっていただければと考えておりますので、ご協

力をお願いいたしたいと考えております。 

他の畜種については、肉用牛の検討が進められており、来年度には肉用牛の飼養管理指針を作成し

ていただくことになっており、関係者の皆様には引き続きご協力をお願い申し上げ、私の挨拶とさせ
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ていただきます。 畜産振興課畜産技術室長 菊地令。 

 代読、畜産振興課課長補佐、松本隆志。 

 

３ 出席者紹介、配付資料の確認〔事務局〕 

本日の出席者の紹介を行った（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、肉用牛分

科会座長、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 

〔信國座長〕 

本日は、議事にもございますように、まずメインとなる乳用牛とブロイラーの飼養管理指針の最

終取りまとめについてご検討していただきたいと思います。 

その後、今年度実施いたしました比較試験あるいは肉用牛に関する情報収集等について、事務局

から報告をいただきます。 

終了時間は 12 時を予定しておりますので、皆様方のご協力よろしくお願いいたします。 

 

（１）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について 

①乳用牛 

〔信國座長〕 

まず、「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について」ということで、その

うちの、乳用牛について、乳用牛分科会座長の小澤委員からご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させていただいております。小澤でございます。 

前回、12 月末にこの推進委員会において、委員の先生方からご意見をいただき、その後も乳用牛

分科会委員の方々からもさまざま意見が寄せられておりましたので、それらを整理して、お手元に

あります資料 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（案）」を成案

させていただきました。こまごまとした句読点や、てにをは の部分を修正したところもございます

が、そちらの方は文章を直させていただいたということでご了解いただき、今回はこの推進委員会

及び分科会で寄せられたご意見をもとに、前回から変更した点をメインにご説明させていただきた

いと思います。 

まず、目次のところで変更がありますが、「乾乳」のところについては、後ほど本文で触れさせ

ていだきたいと思います。 

続いて、「一般原則」の中の 2ページ目の上から 7行目に、牛における具体的な正常な行動がで

きる自由のところで文章を変更させていただいております。もともとの表現は「舐め合いによる身

づくろい行動」という形になっておりましたが、赤で表示してあるとおり、そのほかに「接触、体

の擦り付け合い」というようなこともございますので、これを親和行動というようにまとめて、括

弧の中で具体的に（接触、体の擦り付け合い、舐め合い）と表示させていただいております。分科

会で修正した部分になります。 

続いて 3ページ、「1 管理方法」の「①観察・記録」のところで、2行目に「搾乳時以外にも」

と入れさせていただきました。これは、前回の推進委員会において、搾乳のときだけではなくて、

観察のための時間をきちんと設けようということを書くべきではないかというご意見をいただきま

した。分科会で報告し、ここに「搾乳時以外にも」という言葉を入れた方がいいということでこの
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ような文章になっております。 

それから、17 行目に「なお、個体毎の泌乳量、乳成分等については、牛群検定に加入することに

より、詳細に把握することができ、個々の牛の健康状態をより正確に把握することが可能となる」

という表現を入れさせていただいております。前回の推進委員会において、個体管理をしっかり行

うという面から牛群検定についての記述を入れてはどうかというご提案をいただきました。分科会

でも検討した結果、このように修文させていただいております。 

続いて、5 ページの「乾乳」、先ほど目次の方で見ていただいた部分になります。前回の推進委

員会において、搾乳だけではなくて乾乳のところについてもきちんと表記すべきではないかという

ご意見をいただきました。具体的に読み上げませんが、「⑦乾乳」という項目を新たに設けて記載

させていただきました。乾乳の時期の管理は、乳房炎予防という観点からも非常に重要であるとい

うことで、分科会でもその間における栄養補給、乳腺回復を目指して乾乳をきちんと考えるという

ことで表記しております。 

次に「⑧分娩」について、「種雄牛の選択も含め」という言葉を入れさせていただいております。

これは、分科会で過大胎児による難産防止などの観点から、種雄牛の選択についてもきちんと触れ、

注意を喚起した方がいいのではないかというご意見があり、この一文を入れさせていただいており

ます。 

次に「⑨病気、事故等の措置」について、分科会で OIE コードの中で立てなくなった牛の移動に

ついてのことが触れられているということで委員からご意見があり、分科会でもそれに配慮した文

章を考えるべきではないかということで、随分いろんな文章を検討したのですが、この「病気、事

故等の措置」の中で「可能な限り」の後に「丁寧に移動分離し」という記述を追加し、その辺にも

配慮した記述に訂正させていただいております。 

続いて、6 ページ「⑪有害動物等の防除・駆除」の表現を分科会で訂正させていただいておりま

す。「有害動物の防除・駆除」の項目ということなので、「病原体を伝搬する有害動物の侵入を防

ぐ」と書いた方が適切ではないかという委員からの意見がありましたので、これを踏まえて修正さ

せていただきました。 

次に「⑫管理者等のアニマルウェルフェアへの理解の促進」のところで、前回の推進委員会で、

牛を丁寧に取り扱うということをきちんと表記してほしいというご意見がございました。この言葉

を受けて、分科会でも検討して、追加させていただいております。 

続いて、「2 栄養」の「①必要栄養量・飲水量」のところで、1行目の末から「牛の発育段階等」

ということで表記しておりましたが、単に牛が子牛から育成牛になり泌乳牛になるということだけ

ではなく、乳を搾っているときの乳量の多い段階や少ない段階など、これらにもきちんと配慮した

形での栄養供給ということが読み取れるようにしてほしいというご意見がございました。特に泌乳

直後の栄養不足、エネルギー不足にならないように注意する必要があるのではないかということで

したので、それがはっきりわかるように①の 2行目に「発育段階や泌乳ステージ」と表記し、それ

ぞれの泌乳の段階に応じたということがきちんと読めるようにさせていただくとともに、その後の

「特に、分娩直後については、乳生産に対して栄養摂取量が不足することに留意して飼料を給与す

る必要がある」ということも加え、ご意見を反映させていただきました。 

続きまして、7 ページの「④初乳、子牛の給餌」についてですが、前回の推進委員会において、

「牛白血病」という病名を出すと、人の白血病と混同して風評被害を招くのではないかというご意

見、それからその反対に風評被害というのもあるけれども、むしろ病名を隠すのは問題があるので

はないかというご意見、それから「初乳は健全なものとする」という表記では、非常に漠としてい

て読み取りづらいというご意見、多々いただきました。分科会で検討した結果、お乳によって子牛

に垂直感染する病気というのが、単に牛白血病だけではないため、「伝染性疾病」ということに包

括して記述する方がよりふさわしいのではないかということになりました。また、初乳についても
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伝染病の感染の恐れのない母牛等から得られるものとはっきり書いた方がいいということで、この

ように文章を修正させていただいております。 

続いて 8ページ目の「3 牛舎」の「①飼養方式」の文章のところで、なお書き以降の文章をつけ

加えさせていただきました。放牧の件についてですが、前回の推進委員会で、放牧は飼料の自給率

向上の観点からも非常に有用性が高まっており、ウェルフェア面から見ても「行動の自由」の発現

に有効であることから、条件が許せば管理方法の 1つとして検討することが大切ではないかという

ご意見をいただきました。これを踏まえて分科会で検討した結果、「牛を放牧又はパドックに放し

て運動させることは、蹄の正常な状態が保たれやすくなる、運動不足による関節炎等を予防できる

等、牛にとっての快適性だけでなく、生産性についても利点があることから、立地や環境、衛生面

等の条件が整う場合には、これらの実施を検討することとする」ということで、ご意見を反映させ

ていただいております。 

また、放牧の件については、次の 9ページ「放牧方式」のところの 4つ目に細菌や寄生虫の感染

という格好になって記載されていましたが、これはどちらかというと、細菌、寄生虫ということで

はなく、実際、放牧を行っているところでは、ピロプラズマというようなことが具体的には問題な

のではないかというようなご意見をいただきました。加えて、放牧している際には、実際に日射病

とか雨風で寒いとか、いろんなことで影響を受けやすいということも注意喚起した方がいいという

ご意見をいただきましたので、追記させていただいております。 

続いて、10 ページ「牛舎の環境」の「①熱環境」についてです。ここは、前回の推進委員会で、

乳用牛について、特に泌乳中のものについては高温のストレスの方が大きく、人間に合わせると、

牛にとってはどちらかというと暑過ぎるというようなことが現場において、問題になるということ

ですので、表現方法を改め「成牛の適温域は 10～20℃が目安となるが、泌乳中の乳用牛は他の畜種

に比べ、低温環境への適応力が強いと言われている」という形の表現にさせていただきました。 

次は、11 ページ「その他」のところで、設備のところで既に搾乳等自動化機器について触れられ

ておりますが、搾乳機械については、日ごろの管理が非常に重要だということをもっときちんと書

いて欲しいというご意見をいただきました。そこで、「搾乳機械については、故障が乳房炎発症に

つながることもあるために、特に日々の点検や、消耗部品の交換等の維持管理が重要である」とい

うような形で搾乳機械について特記させていただいたという形になっております。 

なお、付録Ⅰにつきましては、ロコモーションスコア、乳用牛の歩行スコアというのがありまし

たが、非常に直訳的で、読みづらいし、表の中の文章が理解しづらいというご意見がありましたの

で、事務局でもう一度訳し直しをしていただいて、わかりやすい表現に直していただきました。基

準が変わったわけではなくて、文章の表現がよりわかりやすくなっているかと思います。 

付録Ⅱ、付録Ⅲにつきましては、事務局から説明を追加していただきたいと思います。 

〔事務局〕 

それでは、付録Ⅱについてですが、前回の推進委員会において、安楽死の方法等について、もっ

と具体的な記述ができないかというご意見等いただきました。いろいろご検討させていただいたの

ですが、次のページに「動物の処分方法に関する解説」というものを載せております。外科的処置

などの部分でも具体的な手法等というのは表示していない部分になりますので、日本獣医師会から

「動物の処分方法に関する解説書」が出されており、一番下のところに「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」ということが書かれておりますので、情報提供を充実すると

いう意味も含めて、これを参考という形で追加して掲載したいと考えております。 

あともう 1つ、付録Ⅲのボディコンディションスコアについて、分科会の中で、ほかのものでわ

かりやすいものがあったのでそれを掲載してほしいという話がありましたが、それは版権の問題で

載せられないことが分りました。現在載せているものについては版権等の問題は確認が取れており

ますので、今回はこれを掲載させていただき、今後、ほかにもふさわしいものがあれば、版権等ク
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リアできれば別のものの掲載も考えさせていただきたいと思っております。 

〔小澤委員〕 

先ほど、言い漏らしましたが、「⑦乾乳」を加えましたので、目次の部分も変更になっておりま

す。以上で乳用牛の飼養管理指針の修正点について、ご報告させていただきました。 

〔信國座長〕 

ありがとうございました。分科会でも随分熱心にご討議されたことを推察いたしまして、頭の下

がる思いです。 ご質問、ご意見があればお伺いしたいと思います。 

〔池内委員〕 

前回の推進委員会の意見も踏まえていただき、全体的に大変よくなったなと思っております。 

1 点だけ、5ページの「⑧分娩」のところに「種雄牛の選択も含め」という言葉が入り、確かにこ

れは難産に関係する重要なことなのでいいと思いますが、畜産関係者はわかると思いますが、この

「分娩」のところで「種雄牛の選択」という言葉が入ってくると、一般の人にはわかりにくいのか

なという気がいたします。ほかのところは非常に丁寧に書いてありますので、ここのところについ

ては、今後、勉強会等を行われる中で補足して丁寧に説明された方がいいのかなと思います。 

〔信國座長〕 

文章は、これでいいということですか。 

〔池内委員〕 

そうですね。 

〔亀田委員〕 

文章的なことですけれども、7ページの上から 3行目、水の関係ですが、「大量の乳を生産する」

とありますけれども、大きい、大小ではなくて多い、少ないかなと。 

〔信國座長〕 

「多量の」ですね。―ほかにございませんでしょうか。 

〔信國座長〕 

私からも 1 点、6 ページの下の方の「分娩直後については」云々の部分、この「乾物摂取量が不

足する」というのは、これは分娩直後がいいのか、「泌乳最盛期」とかという書き方がいいのか。

「直後」と言うと、数日とかそんなイメージが出てくるので、「分娩後については」でもいいのか

なと思います。 

〔小澤委員〕 

微妙なニュアンスにとられますね。 

〔信國座長〕 

「泌乳最盛期には」というのが一番わかりやすいのではないでしょうか。 

〔亀田委員〕 

正しいのは泌乳最盛期ですね。 

〔小澤委員〕 

直していただいていいかと思います。 

〔信國座長〕 

「最」をつけなくても、「泌乳盛期」でもいいのかもしれません。盛んな期ということで。 

〔兵藤委員〕 

ちょっと教えていただきたいのですが、屠殺以外の殺処分の方法、今回のアニマルウェルフェア

の中では屠殺のところでは触れないのですよね。 

〔信國座長〕 

食肉センター等での処分については、触れないということです。 

〔兵藤委員〕 
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我々、動物福祉、アニマルウェルフェアと言うと、死に方まで範囲を広げているのですけれども、

そのあたりはどこでカバーするものでしょうか。そこのところはほかの屠畜場法みたいなところに

表現されているのですか。 

〔信國座長〕 

OIE とか EU では、むしろそこら辺からスタートした議論が多いですね。 

〔木下委員〕 

この議論の中での定義としては、農場の中のことで、家畜の輸送あるいは屠場でのそういう方法

については別のところで、特にこの委員会の中では議論はしてないですよね。 

〔兵藤委員〕 

屠殺以外で殺処分をする方法というのは、牛の場合にはどんな方法をやっているのでしょうか。

今回はそこのところは触れないということですね。 

〔信國座長〕 

はい。触れないというか、実際、大動物の場合は農場内で処理するというよりは食肉センターな

どに運んで依頼するというのが多いと思います。 

〔兵藤委員〕 

アニマルウェルフェアを考えると、どうしても生まれてから死ぬ寸前まで動物になるべく苦痛を

与えないようにしようという考え方があって、私たちもそういうふうに主張をしていますが、どこ

かでそれをフォローできないのかなというふうに思っております。今回はこれの範囲に入っていな

いということですけれども、ぜひどこかで何かのときに…… 

〔佐藤委員〕 

5 ページの「病気、事故等の措置」のところに「治療を行っても回復する見込みのない場合は」

ということで、安楽死の処置の記述がありますが。 

〔信國座長〕 

それは非常にレアケースとしてなので、むしろ最終的には食肉センター等で処理されているので、

その部分は言わないのかというのが兵藤委員のご意見で、それは出荷にあたるかと思います。 

〔松本課長補佐〕 

出荷に関しては、役所の所管の関係もございまして、食肉消費センターというと厚労省の話にな

ってしまうということもありまして、なかなかその辺について、農林水産省からの指導はしにくい

という部分があります。あと食肉センターで決まった形、例えば電気ショックとかで気を失わせて

から放血処理するというような形が通常とられていて、それが家畜にとって、それから、人にとっ

てもいい方法。当然屠畜して処理がうまくいかずに暴れられたりして、人がけがをしてしまうとい

う問題もありますので、なるべく家畜に苦痛を与えずに、即死するような形で食肉処理する方法と

いうのがこれまで行われてきているというふうに考えております。 

〔兵藤委員〕 

産業動物で、終末までみてくれる担当部署というのは農水省にはあるんですか。いわゆる省が違

うからここのところは見られない範疇ということですか。 

〔松本課長補佐〕 

見られないというか、食肉処理場の方では、先ほども申したとおり家畜が即死するような状態で

処理する方法というのが技術開発されています。 

〔兵藤委員〕 

せっかくアニマルウェルフェアができましたので、ぜひそのあたりの食肉衛生みたいなところと

協力し合いながら、ぜひ農水省の中に部署を設けて、これは今後の問題ですが、ぜひひとつ地なら

しをして動物のために、死ぬ寸前まで福祉の気持ちが行き渡るというところを表現してほしいと思

います。 
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〔松本課長補佐〕 

今回はあくまでも、農場の中でこう飼っていきましょうということで飼養管理指針をつくってい

るところですので、そこから先の部分に関しては、また関係省庁と連絡をとりながら、日本の中で

まだ「アニマルウェルフェア」についての共通理解が浸透していないような状況ですので、まず生

産する現場のところから始めていき、そういう考え方が広がってきた中で、食肉処理場の処理方法、

電気ショックを与えて、放血してという方法がどうなのかということも、アニマルウェルフェアの

考え方が浸透した中で関係省庁と連携しながら考えていく形になっていくものと考えております。 

〔松木委員〕 

それと関係するのですが、生産場面と出荷を含めて、次のステージのと畜まで考えるということ

になりますと、生産場面にとどまらず経営全体の問題になります。マーケティングなり出荷という

行為も含んで農業者は家畜と接していると思います。これまで何回か話したのですけれども、この

検討会が消費者などにも理解を求めていくという趣旨で行われているのですから、例えばフードチ

ェーンの概念だとか、経営の概念だとか、食の安全だとか、そういうものとどうつながっていくか

ということが大変重要だと思います。ですから、今後アニマルウェルフェアの考え方を広めていく

場合の橋渡しとして、経営概念というものをどういうふうにこの会で認識するのでしょうか。生産

技術のところだけ押えると限定してアピールするのか、あるいは食だとか、消費者にそういう理解

を得るために今後の普及活動も含めて、経営、それから安全な食品の供給という社会的なニーズに

照らし合わせてアニマルウェルフェアを扱うのかどうか。その辺のイントロダクションというのは

必要ないのかどうか。ちょっと広げ過ぎですか。 

〔信國座長〕 

それは、広げ過ぎだと思います。あくまでも生産現場において、まさに飼養管理についての指針

なので、それをまず普及して、それを受けて流通のところで何か考えられるというのなら、それは

それで別にやっていただくべきことではないかと思います。 

〔松木委員〕 

例えば、ここで生産性の向上とコストの削減だとか、そういう言葉も入ってくるわけですね。そ

のときには、経営概念も入っているわけですから、大変難しいとは思いますが、今後のスタンスと

して、何か取っかかりみたいなものをこの管理指針の中に入れるのかどうかというのは、農水省は、

その辺についてどう考えられているのですか。 

〔松本課長補佐〕 

恐らくおっしゃっているようなことは、アニマルウェルフェアに配慮した畜産物の表示とか、そ

ういうことですよね。それに関しては、今のところ、この場におられるような方は、アニマルウェ

ルフェアというものに関心が高い方ばかりですので、表示というものもあってよいのではないかと

考えられる方が多いと思いますが、実際のところ、一般の消費者の方にとって、アニマルウェルフ

ェアに配慮した畜産物というのはどこまで受け入れられるのか。それらの表示によって、例えば 1

割増し、2割増し、3割増しの価格でも買っていただけるのかどうかとかというふうな話になってく

るかと思います。また先ほどと同じような話になってしまうのですが、一般的にアニマルウェルフ

ェアの考え方というのをこの飼養管理指針で、生産現場に家畜に配慮した飼い方をまず第一歩目と

して示しましたというところから始めていきましょうということから広まっていって、一般的にア

ニマルウェルフェアに配慮した飼い方というのはこういうものだという認識ができてから、消費者

の方がどのような消費行動をとられるのかという部分になって、始めて消費についての話が出てく

ると考えております。だから、いきなり一足飛びに行ってしまうのはどうなのかと思います。 

〔田中委員〕 

松木委員あるいは兵藤委員がおっしゃることはよくわかるのですが、あくまでもこの委員会は、

先ほど座長もおっしゃったように、オンファームの話でということでつくってきて、特に今は、最
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終的に出そうとしている乳用牛の指針についての議論ですので、まず議事を進めていただいて、将

来のこと、また今の話は何も乳用牛だけの話ではないですから、時間があれば最後にその他のとこ

ろでお話いただければと思います。 

〔松木委員〕 

それはわかっているので、ただ、1 つ、この会でつくった指針をもとに、将来、業界で実質的な

ガイドラインをつくってもらうというような、そういうお話がずっと来ているので、ぜひ乳用牛だ

けではなくて全体的な中で、そういうところをどうするのか、恐らく関連業界や消費者から聞かれ

てくると思うのです。その辺の議論をするような場をやっぱり全体として持っていただければと思

います。 

〔信國座長〕 

それは、田中委員からご発言がありましたように、乳用牛の飼養管理指針、各家畜のものを詰め

た後でその議論をしていただきたいと思います。 

乳用牛について、よろしいでしょうか。―それでは、次に進めさせていただきたいと思います。 

 

②ブロイラー 

〔信國座長〕 

次に、ブロイラーの飼養管理指針について、ブロイラー分科会の座長を務めていただきました岩

間委員からご説明をお願いします。 

〔岩間委員〕 

それでは、ブロイラーの飼養管理指針について、私からご説明させていただきます。 

3 月 11 日にブロイラー分科会を開催し、本推進委員会でいただいたいろいろなご意見を議論いた

しました。お手元にありますブロイラーの飼養管理指針案の赤の部分が検討した内容です。 

まず、2ページ「4 本指針の活用」をご覧下さい。（注）というのがありますが、これは、ブロ

イラーについて何らかの定義をした方がいいのではないかということで、いわゆるマーケットで一

番多い、大層を占めているブロイラーであって、長期間飼われているいわゆる「地鶏」と称されて

いるものは対象としていませんということをここで定義した方が誤解を生むことがないのではない

かということで、（注）として「本指針でいうブロイラーは、いわゆる地鶏を対象として想定して

いない」ということを入れました。日齢を入れるとか、いろいろ議論はあったのですが、前回のこ

の委員会でも説明いたしましたように、通常ブロイラーは 50 日齢前後で、出荷体重は 2.7～2.8 ㎏

が一般的ですが、それよりも長く飼うものもいますし、短い場合もありますので、日齢をあえて言

わなくても、いわゆる地鶏ということで長期間、極端に長く飼うものはここでは対象としていませ

んと言った方がわかりやすいということで、地鶏は対象にしないと（注）を入れました。 

続いて、3ページ「③病気、事故等の措置」です。これも前回の委員会でご指摘いただいた点で、

ブロイラーで治療をするということは余りなじまないのではないかというご意見をいただきました。

確かにそういう面もありますので、総称して「適切な処置を」ということに修正しました。しかし、

その下の部分では「なお、治療を行っても回復の見込みがない場合や」ということで、治療につい

ての部分を完全に切ってしまうというのではなく、場合によっては治療もありますので、実態に合

わせたような表現に変えさせていただいております。 

それから、次の 4ページ⑥の中ほどに青字がありますが、レイヤーですと長く飼いますので、羽

つつき、しりつつきという問題があるのですが、ブロイラーは 50 日齢前後ですので、羽つつきの問

題は一般的にはそれほどないので、羽つつきを文章から落としてもいいのではないかというご指摘

をいただいたのですが、全くないわけではなく、ゼロではないため、こういった事例が出るという

ことは、飼い方に問題があるという 1つの警鐘でもありますので、これは入れておいてもいいので

はないかという結論になったことから、そのままの文章になっていることをご理解いただきたいと
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思います。 

それから、次の 6ページ「②構造」です。「床は」云々と青字で線が引っ張ってありますが、こ

れは鶏がスリップしてけがが発生するというのは、飼養管理上大げさというか、表現としていかが

なものかというご意見をいただきました。まさにそのとおりです。また、そのすぐ下に敷料の管理

をしっかりしなさいということで、この消した内容が 2回出てくることになりますので、上の部分

はご意見どおり落とした方がいいということで、修正させていただいております。 

それから、「③飼養スペース」の 2行目の「死亡率」を「育成率」に直しています。ブロイラー

では、余り死亡率という表現は使わず、育成率と言います。一般的に使われている言葉にした方が

いいということで修正しております。 

次に、7 ページの「照明」です。分科会で 2 つの大きな議題があって、その 1 つがこれです。ブ

ロイラー分科会では、今まで暗期を設けるということは全く議論していなくて、推進委員会で初め

て委員の先生から OIE の議論の中に暗期を設けるという提言があるというご指摘をいただいて、早

速分科会で議論をしました。結論は、すぐやりなさいといった義務付けという内容ではなくて、効

果があると知られているという 1つの情報提供という意味で、実態としては、分科会の委員の先生

から一部で行われているというお話もありましたが、我が国のブロイラーの農家の中ではまだ暗期

を設けるということは事実上余り行われていないということで、生産分野の委員からは少し否定的

なご意見もあったのですが、大宗はいい情報を提供することによって、今後、いろいろな試験研究

も含めて、効果が出るということが実感として出てくれば、よりこういう方向に進んでいくだろう

ということで、効果があると知られているという表現での記入を受け入れるということでご了解い

ただいたということです。 

それから、議論となったもう 1点は、最終的には落とした内容ですが、それは非常に飼育期間を

短縮化したという、育種改良の成果でもあるのですが、その弊害と言っては言葉が悪いのですが、

いわゆる脚弱の問題で、初期の増体が余りに進むと、どうしてもその体重を支え切れない鶏が中に

は出て、脚弱や極端な場合は突然死と言われるような問題が一部に起きている事実があります。そ

ういう問題もあるということをどこかで表現してはどうですかというご意見を前回の推進委員会で

いただいております。これについて、一番時間をかけて、議論しました。結論は、結局出さなくて

もいいという結論だったのですが、その理由としては、そういった問題が起きているのはブロイラ

ー全般にわたるものではなく、今のところ一部の育種会社の鶏種に限定されているのではないか。

そういう対策として、それぞれの育種会社は飼養管理マニュアルをつくって、できるだけそういっ

たことが起きないような対応も講じていると。本ブロイラーの飼養管理指針というのは我が国の全

般的なことを示すもので、特定の鶏種に関するものを取り上げることはどうなのかということで、

この場では取り上げないということになりました。 

全体としては、以上のような概要になっております。 

〔信國座長〕 

ありがとうございました。処分方法に関する解説は、乳用牛と同様に入れるということですね。 

〔岩間委員〕 

そのとおりです。 

〔信國座長〕 

ただいまのご説明に対しまして、ご質問、ご意見があれば承りたいと思います。 

〔佐藤委員〕 

最後の段階で申し訳ないですけれども、ブロイラーの場合、観察の時に、1 日 1 回とか 2 回、必

ず群の中に入っていくので、そのとき鶏が一斉に逃げたり、鳴いたりする場面が結構多いですよね。

やはり人と鶏との関係というのは、生産性にも大きく影響するというデータも出てきていますので、

観察の際にもそういうことに注意すべきだということを一言入れてもいいのではないかと思いまし
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た。激しい逃避行動や発声を伴わないようにゆっくり移動して観察をしましょうといったような文

言を 1つ入れてもいいかなという感じがしました。 

〔信國座長〕 

それは、具体的にはどこになりますでしょうか。 

〔佐藤委員〕 

3 ページの「①観察・記録」のところです。「観察する際には、鶏に健康悪化の兆候がないか」

というところに「鶏の激しい逃避行動や発声を誘発しないように、ゆっくり移動しながら鶏の健康

悪化の兆候がないか、けがの発生等が見られないかを観察する」といった感じの文言が入ってもい

いのではないかと。毎日の作業にかかわることで、それによって人と鶏の関係が悪くなっていく可

能性がありますので。 

〔木下委員〕 

「②鶏の取扱い」のところの「鶏がストレスを感じないよう―管理者及び飼養者は、鶏舎内で

作業をしたり」云々という記載があるので、これに観察も含まれているような気がしますが、もっ

と明確にしろということでしょうか。 

〔信國座長〕 

②の「鶏に近づいたりする際は」というのは、当然観察の際に近づくというようなことも入って

いるということだろうと思いますが。 

〔事務局〕 

「観察・記録」のところは、観察したり記録をしたりする際のポイント的なこととして、観察

も含め家畜に近づいたりする際の取り扱いということで、全家畜とも同じような形で整理させて

いただいおります。 

〔佐藤委員〕 

移動を含めとか、実際に手をかけないまでも鶏舎の中に毎日入るものですから、そのときのゆっ

くりした移動が必要なので「移動も含め」といったものが何か入らないのでしょうか。手荒な扱い、

丁寧に取り扱うということにあわせて、別に何かやるわけではないけれど、鶏舎の中に入っていっ

たときの突発的な行動というのにかなり反応するので、我々管理者側の重要な行動なんです。 

〔信國座長〕 

そうしますと、ここは突発的な行動を起こさないよう静かにというのか、ゆっくり行動するよう

努めるとかというようなことでよろしいでしょうか。②のところの「鶏に近づいたりする際は」云々

で、今、佐藤委員が言われたことを入れるとすると、「努める」の前に「静かに」とか「ゆっくり」

とかというような言葉を入れれば入るのではないかと思いますが、この場合の「突発的な行動」と

いうのは、今の表現では人間のことを言っているのですか。 

〔事務局〕 

人の行動です。作業をしたり、鶏に近づいたりする際には、人が鶏に不要なストレスを与えない

ように突発的な行動をしないということです。 

〔信國座長〕 

人の行動を言っているわけですね。ですから、突発的なというか、急激な動きをしないよう努め

るとかというようなことで書けば、今、佐藤委員のおっしゃったとおりだと思うのですが、佐藤委

員よろしいでしょうか。 

〔佐藤委員〕 

「鶏の取扱い」の 4行目のところ「鶏舎内で作業をしたり」のところに何か説明を入れて、「観

察も含め」とか入れてもらってもいいかなと思いますけれども。 

〔田中委員〕 

例えば、「鶏舎内での作業や観察になど、鶏に近づいたり」云々と、そういうことですか。 
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〔信國座長〕 

そういうことですね。―「鶏舎内の観察作業時など、鶏に近づいたりする際は」というふうな

ことで修文したいと思います。他にございませんでしょうか。 

〔山根委員〕 

4 ページ「⑥管理者等のアニマルウェルフェアへの理解の促進」ですが、先ほどの乳用牛の 6 ペ

ージと比べてみると、同じ項目の文章ですけれども、乳用牛は「努めることとする」の後に「この

ことが―病気を減少させて―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 3行が入っているのですが、これはとても大事なことと思います。こちらにも似たよ

うな文章を加える必要はないのかどうかをお聞きしたいと思います。 

〔信國座長〕 

どなたか意見、どうでしょうか。乳用牛の場合は非常に何年にもわたってのことですし、ちょっ

とそこは違うのではないかなと思いますけれども。 

〔山根委員〕 

わかりました。そういうことでしたら結構です。 

〔大森委員〕 

冒頭に農水省からアニマルウェルフェア、非常に関心は高いけれども、なかなか現場での理解が

行き届いていない。今後、普及・啓発が必要だという話でしたけれども、やはり動物の飼育目的と

いうか、生産性の向上をできるだけ確保した上で、要は動物をいかに健康的に飼育していくかとい

うことがこの指針の大きな目的で、それは非常に単純でわかりやすいのではないかなと思います。

それで、今日、乳用牛とブロイラー、座長さんには大変ご苦労をいただいて取りまとめていただい

たわけですが、その辺のバランスの問題ではないかと思います。 

それで、今、畜産を取り巻く環境は非常に厳しいわけですけれども、今、現場でどの程度この指

針的な飼養管理がされているのか、乳用牛は従来から個体管理、ブロイラーは群管理ということで

しょうから、そういったことを踏まえて、この指針が出たときに、今現在どの程度対応されている

のかという、管理的な話でも結構ですけれども、どんな感じでしょうか。 

〔信國座長〕 

済みません。それは、この内容を詰めた後、最後に普及の動向等についての議題がありますので、

その中で議論をさせていただくということで、まず内容を 1つ 1つ詰めて確定していきたいと思い

ます。他にございませんでしょうか。―特になければブロイラー、先ほどの乳用牛も含めて若干

の修正が入りましたけれども、それで委員会として認めていただくということでよろしいでしょう

か。なお、松木委員あるいは大森委員のご発言につきましては、最後の普及のところの中で少し議

論したいということにさせていただきたいと思います。 

 

（２）比較試験について 

〔信國座長〕 

次は、議事の（2）「比較試験について」ということで、お願いいたします。乳用牛、ブロイラー、

は実際に行われたことの報告、肉用牛については、来年度の予定ということになりますけれども、

事務局お願いします。 

〔事務局〕 

事務局から比較試験について、以下のとおり報告、説明があった。 

① 乳用牛の比較試験について（資料 5） 

・帯広畜産大学瀬尾先生に比較試験を実施していただいた。 

・「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、現状、日本では子牛を牛舎で繋

留して飼うことも多く、この試験では子牛を繋留するロープの長さによってどの程度繋留のスト
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レスが変わるのかを行動学的な指標から調査した。 

・ホルスタイン雄子牛をカーフハッチで飼育し、つながない区（カーフハッチの前に 1.5m×1.2m

の運動ができる場所を設置）、ロープの短い区（70 ㎝のロープで繋留）、ロープの長い区（140cm

のロープで繋留）の 3区で比較を行った。ロープは、地上から 60 ㎝の高さで結んでいる。 

・行動、姿勢、ロープの張りや肢への絡みぐあい、起立、横臥動作等に関しての観察を行った。 

・「起立動作に要した時間(図 1)」は、ロープの短い区において、起立に要した時間が長い傾向が

あった。これは、ロープが短いために起立するときに頭を前に出す動作が制限されるため、起立

時間が長くなったのではないかと推測される。 

・「横臥時の姿勢」は、「頭を体に付けた横臥姿勢(写真 2)」の割合がロープの短い区において高

くなった(図 2)。これは、横臥時にロープが短い場合、首を引っ張られる場合が多く、頭を伸ば

すことが難しいためにこの姿勢の割合が多くなったのではないかと推測される。 

・「身繕い行動および常同行動の発現頻度」は、身繕い行動および常同行動が行動的ストレス指標

と言われており、過度に発現される場合、ストレスレベルが高いと判断されている。身繕い行動(図

3)については、ロープの短い区で発現頻度が高くなっている傾向がある。また、常同行動の発現

頻度(図 4)については、今回ロープをなめたりしゃぶったりする行動を指し、これについてもロ

ープの短い区において発現の頻度が高くなった。 

・「まとめ」としては、ロープの短い区が他の区と比べて行動が制限されている。ロープなしとロ

ープが長い区の間では行動的に差がないことが認められたことから、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 ㎝程度に長くすれば牛の行動を制限しないというこ

とが認められた。ただし、ロープを結ぶ高さによってもロープの長さが影響するので、それらの

ことも今後、考慮しながら考えていく必要がある。 

② ブロイラーの比較試験について（資料 6） 

・家畜改良センター兵庫牧場に比較試験を実施していただいた。 

・この試験では飼育密度によって育成率、増体性などにどう影響するかを調査した。 

・試験期間は、6 月 3 日～7 月 29 日の 56 日間。通常ブロイラーは、50 日程度での出荷が多いが、

今回供試した鶏が白色コーニッシュ種と白色プリマスロックの 2元交配種のため、通常のブロイ

ラーと少し品種が異なることから期間が長くなった。 

・対象区は通常の飼養密度 1坪当たり 50 羽。低密度区は 1坪当たり 40 羽、高密度区は 1坪当たり

60 羽として 3つの区を設置した。 

・飼養管理は、3週齢までは温度をとる必要があるため全羽を集団で飼育。4週齢以降に 3つの区に

分けて飼養した。 

・温度、湿度、育成率、体重、増体量、飼料摂取量、要求量、試験終了時の外貌、経済性について

調査した。 

・「温度及び湿度」、「育成率（4週齢の飼養開始時を 100％として試験終了時の育成率を計算）」

は、統計学的な有意差はなかった。 

・「体重及び増体量(表 3)」は、8週齢で高密度区が他の区よりも有意に低い平均体重であった。 

・「試験期間中の増体量(表 4)」は、試験期間を通して差は見られなかった。 

・「飼料摂取量及び飼料要求率(表 5)」について、飼料摂取量は、7週齢のとき高密度区が他の区に

比べて有意に低い値を示した。総飼料摂取量は、低密度区と高密度区を比べたときに低密度区が

有意に高い値になった。 

・「出荷体重(表 6)」、「飼料要求率(表 7)」については、有意な差は認められなかった。 

・「試験終了時の外貌（脚弱、胸ダコ）」について、「脚弱」は処理区による差は見られなかった。

「胸ダコ」は高密度区で高い割合で発生していたが、判断する際の基準が難しかったため、今回

は胸がかたくなるような傾向があれば胸ダコとかなり厳しく判定した。 
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・「経済性」については、1坪当たり 50 羽の対象区が最も高く、高密度区が最も低いという結果に

なった。 

・「まとめ」としては、今回、育成率、増体量、飼料要求率については有意な差は見られなかった。

高密度区において、8 週齢時の体重、飼料摂取量が有意に低く、胸ダコの発生率が高いという結

果になった。今回の試験では、利用した鶏が開放式のもので、夏場の高温多湿の時期に実施した

ため、飼育環境は条件がよくない中で行われた。また、特殊な鶏種ということもあるため、飼養

方法、時期、鶏種等が異なれば違った結果が出てくると考えられる。乳用牛も含めて、今後いろ

いろな視点から幅拾い各種の試験を行い、知見を収集していくことが重要になると考えられる。 

③ 肉用牛の比較試験について（資料 7） 

・来年度、東北大学で実施予定の試験。肉用牛の多くが牛房で飼育されているため、パドック等で

短時間運動させることによって、どのように行動的な反応、生理反応が変わるかを調査。 

・試験の内容は、運動場へアクセスできる時間を運動場へ出さないもの、運動場へアクセスできる

時間が 1時間、3時間、6時間のものと４段階設定する。 

・9ヶ月から 10 ヶ月齢の去勢牛を飼養し、牛房は 5.5 ㎡、運動場も 5.5 ㎡の広さ。 

・調査の項目は、「行動についての調査」ということで、運動場へアクセスできる時間を含んだ 8

時間の維持行動、摂食、反芻、休息、移動、睡眠等の時間、エネルギーの消費量、社会行動、敵

対行動、親和行動の頻度を調査する予定。なお、「血中ホルモン濃度についての調査」として、

決まった時間の血中コルチゾール濃度とオキシトシンの濃度についても調査する予定。 

〔信國座長〕 

比較試験についての報告と予定でございます。ご質問があればお願いいたします。 

〔村田委員〕 

ブロイラーの比較試験ですけれども、管理指針の飼養スペースのところにもあったのですが、坪

当たりのキロ数とか羽数とか、あと平米当たりのキロ数、羽数、この辺が統一されていない。ヨー

ロッパや欧米は平米当たりのキロ数とか羽数になっていて、この比較試験は坪当たりの羽数が表示

されていて、括弧書きが平米数のキロ数になっています。ちょっと比較しにくい状況なので、この

辺はうまくわかりやすいようにやってもらうといいかと思います。 

〔信國座長〕 

それは、試験を実施されたところで、表現の方法もあわせて少し検討していただくと。 

これらの試験は、結局これでもって全てではなくて、アニマルウェルフェアを考えていく場合の

1 つの注目点としてこういう例がありますよということで、今後、いろんなところでそういう視点

からの知見を集めていただいて欲しい、その 1つの例示として受けとめればいいということですね。

―よろしいでしょうか。 

〔松木委員〕 

乳用牛の比較試験が子牛でやられていますけれども、成牛のデータというのは他にあるのですか。 

〔事務局〕 

今回試験をしていただいたのは、子牛についてですので、成牛等については、どういうものが国

内でやられているかということまで詳しく、把握はしていません。 

〔松木委員〕 

実は、乳用牛の飼養管理として、成牛をいかに放牧するか繋留するかというものの効果の比較が

重要だと思うのですが、そういうデータは他の研究ではあるのでしょうか。 

〔亀田委員〕 

乳用牛も飼養管理方法が細かく区切られていますので、繋留というのは結構多いとは思いますけ

れども、すべての生産者は運動させた方がよいと思っていますので、その辺を改善してほしいとい

うことは指針に入れ込んであると思いますが、比較試験をして、その有意差をどこに求めたかとい
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う試験は今までないと思います。 

〔松木委員〕 

ないのですか。 

〔信國座長〕 

ないというか、経営ごとに、牛舎だとか飼養管理方式だとかは全部違いますから、そういう中で、

いわば最大限のパフォーマンスをどういう形で求めていくかということだと思います。恐らくその

中で、例えばアニマルウェルフェアに反するような、非健康的なことをやれば逆に効率が下がると

いうことになると思うので、そういう中で経営者としてどういう方式を選ぶかということだと思い

ます。ですから、そういう面でのきちんとした設計に基づいた試験というのは余り見ないというこ

とではないでしょうか。 

〔佐藤委員〕 

カウコンフォートというのが最近言われていて、そういう研究は家畜管理学会でも結構出ていま

す。繋留の中で自由度を高めると睡眠姿勢や休息時間がどうなるかとか、そういう研究は結構たく

さんやられています。 

〔信國座長〕 

問題はそのことと、経営とはどう結びついていくかという話だと思うんです。理想の環境で飼え

ばいいということはわかっているけれども、ではそれが本当に経営的にもちゃんとやっていけるか

どうか、そことの兼ね合いだろうと思います。ですから、そこのところ、今、佐藤委員が言われた

話を飼養管理の中でどう考慮して、生産性と家畜の快適性をどう両立させていくか、こういうこと

だろうと思います。それは、まさに現場でそれぞれやっていただく、そのためのいわば出発点がこ

の管理指針だと思っています。 

〔松木委員〕 

ですから、もうちょっと聞きたいのは、子牛で比較試験をやられたのですが、乳用牛の成牛でや

る計画はないのかどうかということです。我々、農家へ行きますと、搾乳牛は放牧した方がいいの

か、舎飼で繋いだ方がいいのか必ず聞かれます。それがどうアニマルウェルフェアに関わるのか、

科学的データというものは結構求められます。だから、飼養管理指針が乳用牛でできた場合にその

辺、この子牛のように成牛にもあるべきと思います。学会の研究論文などにそういうものがあると

すれば、それを何かの形で提示していただければと思います。 

〔信國座長〕 

今後、乳用牛の業界でいろいろ議論される中でそういうのを生かしていただきたいと思いますけ

れども。この比較試験で 1から 10 まで全部行ってというような話ではないので。 

〔亀田委員〕 

ひょっとしたら比較試験をするまでもなく、乳用牛の場合には牛群検定がありますので、その中

で生産期間のデータもありますから、その生産期間と飼養管理の方法を調査すれば､その辺の生産性

がどう結びついているかというのはわかり得るのではないかと思います。 

〔松木委員〕 

個人的にはカウコンフォートの調査とかをしていますから、繋ぎをやめてパドックに出しただけ

でどう変わるかといったことを現場では結構聞くので、こういう場で科学データとして、子牛のよ

うな試験結果が出てくると、よりいいのではないかなということだけです。 

〔信國座長〕 

それでは、科学的知見などの情報提供を今後ともやっていただくというようなことが可能であれ

ばやっていただきたいなと思います。逆に今度、農水省での今後の施策の中にどう反映していただ

くかということだろうと思いますので、そこはお願いしたいと思います。 

この比較試験というのは、位置付けからいって、松木委員が言われたようなことを議論する場と
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してはちょっと異なるので、あくまでも例示ということで受けとめていただきたいと思います。 

 

（３）肉用牛に関する情報収集について 

〔信國座長〕 

少し時間も押しておりますので、続きまして（3）「肉用牛に関する情報収集等について」へ移ら

せていただきたいと思います。 

〔事務局〕 

「肉用牛に関する情報収集等について」として、今年度行った肉用牛に関する活動等についての

報告があった。 

① 諸外国の規則等について 

事務局から資料 8「諸外国におけるアニマルウェルフェアに関する基準等の策定状況について」

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

について説明があった。 

また、資料 9「諸外国の基準の基となっている肉用牛の科学的知見（中間とりまとめ）」をもと

に、「飼養面積」等について、諸外国の基準の基となっている科学的知見とそれらの項目の考え方

等について説明があった。 

② 飼養実態アンケート調査について 

事務局から資料 10「肉用牛飼養実態アンケート調査（中間取りまとめ）」をもとに、アンケート

調査結果について説明があった。また、次のとおり補足説明があった。 

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

を配布し、1,576 件（78.8％）の回答があった。 

・本アンケートでは、経営形態に関する設問がなかったため、アンケート回答から推測して事務局

で分類した結果、繁殖の専業農家が約 59％、肥育専業農家が 21％、育成専業農家が約 1％、一貫

経営が 18.6％となった。但し、アンケートの回答箇所から推測して形態を分類したものであるた

め、あくまで参考として捉えていただきたい。 

・肉用牛として出荷もしくは飼養している農家という条件で調査をお願いしたため、酪農と兼業（乳

用牛を肉用として出荷）している農家も含まれていることが考えられる。 

③ 飼養管理指針に盛り込む事項について 

事務局から資料 11「肉用牛の飼養管理指針に盛り込む事項（案）」をもとに、飼養管理指針の構

成案について説明があった。また、次のとおり補足説明があった。 

・今回の資料は、肉用牛分科会で議論が出た部分について、まだ反映することができていない。 

・基本的には乳用牛は同じ構成で「⑥鼻環」が肉用牛独自に追加している部分。 

・肥育技術等について、きちんと書き込んでほしいという分科会のご意見があった。 

・来年度末に肉用牛の指針を取りまとめるため、7 月をめどに指針原案を事務局で作成し、本推進

委員会、肉用牛分科会で検討していただく予定にしている。 

〔信國座長〕 

何かご質問、ご意見はございますか。―それでは、また案が出たところでご議論いただくとい

うことで、次に進みたいと思います。 

 

（４）普及啓発について 

〔信國座長〕 

続きまして、「普及啓発について」ということで、事務局から説明をお願いいたします。 

〔事務局〕 

事務局から資料 12「アニマルウェルフェアの普及啓発について」をもとに、セミナー、勉強会の
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開催についての報告を行った。 

〔信國座長〕 

ありがとうございます。大森委員、先ほど途中でしたので、この場でご発言をお願いしたいと思

います。 

〔大森委員〕 

これから普及啓発が当然必要になってくると思いますが、今日は乳用牛とブロイラーということ

で、大変なご苦労をして取りまとめていただいたと思うのですけれども、今現状において、相当努

力をしていかないとこれを普及するのは大変なのか、それともかなりの部分がやられているという

話なのか、その辺の感じをお聞きしたいのですが。 

〔小澤委員〕 

乳用牛については、先ほども「カウコンフォート」という言葉が出ておりましたが、特に酪農経

営の発表会等で若手の方は必ず発表の中で「私はカウコンフォートに留意しながら頑張っています」

という形で、優秀経営のほとんど方々はアニマルウェルフェアの下地になる部分を意識されている

状況にあります。したがって、将来的にはかなりアニマルウェルフェアを意識した経営になってい

くとは思います。はっきり言いますと、乳用牛については過半の方、6～7割は、今回の指針を提示

すると、そのとおりだということで議論に加わっていただけるような下地はあると思っております。

ただ、ごく一部には経営的にも悩んでおられて、まだそういう意識が低い方々もいらっしゃるので、

そういう方々にはこういう指針を提示することで一緒になって、より安全で品質の高いものを生産

することが経営的にも大事ですよということを普及していくとのは非常に大事なことではないかと

感じております。 

〔岩間委員〕 

ブロイラーについて、一番議論になるのはいわゆる飼養密度になります。それ以外の項目につい

ては、前回の推進委員会で提案がありました暗期を設けることで、通常薄暗い状況で飼っている中

で完全に真っ暗にするというのは余り一般的にはやられていないため、確かに皆さんちょっととい

うところもあるのですが、皆さんの意見を聞いてみると、これでないといけないというニュアンス

ではなく、こういう中におさまるようにしましょう。そうすることが結果的には鶏にとっても一番

いいし、経済性も収益点から見てもいいだろうということで、皆さんご存じの話も多いので、大方

のご理解をいただいていると思います。乳用牛で具体的に 6割といった話が出ましたが、ブロイラ

ーに関しては全体の理解度がどれぐらいかというのはちょっと言いにくいです。日本食鳥協会とい

う業界団体の中でも、大方ご理解をいただいているように聞いておりますので、そんなに問題があ

るということはないかと思っています。 

〔信國座長〕 

私からも申し上げますけれども、年 1回家畜人工授精師の技術発表大会が行われていますが、去

年の大会のときは、若い後継者が、農場を引き継いで、分娩成績や泌乳成績がどんどん悪くなった、

自分なりに牛群検定の成績を見て、例えば個体ごとの栄養管理が偏っていることが悪いと考え、そ

れを直したら両方とも非常によくなったというのがありました。それから今年の発表大会でも肉用

牛で、いわゆるリハビリ施設として長い間繁殖、受胎しなかったものを放牧すると改善した。その

ときに、例えば牛の行動を見ていると、最初は変なものばかり食べていたのに、他の牛と同じよう

になったときに体調がよくなって受胎したというような話で、要するに直接アニマルウェルフェア

というようなことは言わないけれども、成績であるとか行動だとかをじっくり見ることで成績がよ

くなっている。そういう視点からの見直しが必要だということは、かなり皆さん実感しているので

はないかと思います。 

〔大森委員〕 

健康管理ということですので、私ども獣医師会も最近、学会等において、こういった問題を積極
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的に取り上げていますので、そういう観点で私どもでも普及推進にお役に立てるところがあれば対

応していきたいと思いますので、何かありましたら言っていただければと思います。 

〔信國座長〕 

どうもありがとうございました。また、先ほどの報告の中で、この委員会からも複数の委員の先

生方にいろいろご協力いただいていることに感謝申し上げたいと思います。時間がおしております

が、普及について何かございますか。 

〔兵藤委員〕 

今後の進め方として、このアニマルウェルフェアをいわゆる生産者側あるいは消費者側等にアピ

ールして、どうやって位置付けていくかということについて、ぜひ今後、農水省だけでなく、厚労

省あるいは環境省あたりとどうタッグを組んでいけるのかというようなところも、ぜひ進めていた

だきたいと思います。 

それから、パンフレットの中で「5 つの自由」というのが表現されてきて、快適性ということだ

けではなく、ここに大きく載せていただいたということについては、大変敬意を表するもので、パ

ンフレットの中できっちりこれがうたわれていてうれしく思っておりました。 

〔竹内委員〕 

生産者の立場として、個人的な意見をちょっと、啓発に関しまして述べさせていただきたいので

すが、業界での自主的なガイドラインの作成については賛成です。また、経営的にどうなのかとい

うことで、大森委員が言われたあの指針と生産現場の関係ですが、ヨーロッパは理事会指令で加盟

国が法律を作ってやりなさいということで縛りをかけて、アメリカは生産者の自主的な規制で動い

ています。アメリカでは、2月 26 日にブロイラー種鶏の改訂版が出ております。5年ぶりに改訂さ

れたのですが、詳しく読んでおりますと、具体的には、アメリカの企業とか生産者たちにはメリッ

トがあるから、生産性が高まるから、利益が出るからアニマルウェルフェアにつながる飼育管理を

進めているような感じを受けます。例えば、ももの骨の折れとか、手羽先の折れでも具体的にパー

センテージが入っています。他にも経営者がアニマルウェルフェアの計画書を書きなさいと具体的

に盛り込まれています。できたら、私もこのアメリカの食鳥協会に行って、農場から処理場まで、

意見交換をぜひしたいと思っております。アメリカの、仮にブロイラーを例にとりますと、1999 年

からガイドラインをつくって生産者全体が一緒になってプラスになる方向、生産性、健康性がどう

かということで進めております。2005 年版が改訂になって、2010 年にも改訂され、私も正直びっく

りしました。かなりの内容に踏み込んでいるだけに、日本の業界団体の方でもつくっていただいた

ら必ずプラスになると考えております。 

〔木下委員〕 

全体の中で、畜種ごとに今までないものをつくって前向きな取り組みをそれぞれのところで進め

ていくという動きがあるので、今後の検討の中で、国際的な OIE における検討状況や環境省での動

き等も踏まえながら、この指針にある家畜を快適な環境で飼うことが、家畜の持っている能力を最

大限に発揮させて品質の向上に結びつくという点で、それぞれつくられた飼養管理指針が、それぞ

れの業界の中でどういう形で具体的に実践されていくのか、22 年度の予算でもアニマルウェルフェ

ア関係の予算も国の方ではつけられているようですので、この委員会でもフォローしていただけれ

ばと思います。 

〔信國座長〕 

私からもちょっと。生産者の方々にどう訴えていくかというときに、ともすると好きこのんでわ

ざわざ悪い環境で飼いたがっているわけではないということは理解していただく必要があると思い

ます。要するに、知らないでやっている部分というのもあるかと思いますが、結果としてやっぱり

よくしたいんだと。そのことが経営改善等にもつながっていくのだということを、やはり同じ方向

を向いているということでやらないと、何か変な議論になってくるのではないかと思います。昔、
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農政局にいるときに生産者と消費者に集まってもらっていろいろ議論をしたときに、消費者の方か

ら安全性、安全性と言われ、とうとう生産者の方がたまりかねて言われました。農薬を使っている

問題について「農薬を使っている私どもが一番危険なんです。好きこのんでわざわざ農薬を振ると

いう人はだれもいません」と。要するに、消費者が言われていることは、生産者も同じ考えでやっ

ているんだという理解の上でいろいろ議論しないと、生産現場になかなか定着していかないのでは

ないか、そこのところをよく理解していただいた上でやるのが、結局は普及する上でも近道ではな

いかと思いますので、この点はひとつよろしくお願いしたいと思います。 

〔松木委員〕 

農水省の方にお聞きしたいのは、農水省は HACCP 農場というのを今進められていますけれども、

それとの関連性はどういうふうに考えられているのでしょうか。 

〔松本課長補佐〕 

HACCP に関しては、あくまでも衛生管理の話ですので、ある程度ポイントを絞って、さっきも出

てきましたけれども、害虫、ネズミとかが入ってこないように、ネズミ返しをつけましょうとか、

空気の換気に気をつけましょうとか、そういうところの話で、アニマルウェルフェアと HACCP の部

分は、当然家畜の快適性とか病気にならないとかいうふうな部分でぶつかってくる部分はあるとは

思いますが、イコールとではなくちょっと違うものだと思います。 

〔松木委員〕 

HACCP 農場の認証の中にアニマルウェルフェアの思想や考え方が反映されるのかどうか、その辺

はどうですか、生産管理工程でやられているのですが、その中に家畜の健康管理をしていくという

視点から、今ここで議論しているような新たな視点が重要になってくると思うのですけれども。 

〔信國座長〕 

それは、多分アニマルウェルフェアの方が概念としては非常に広いと思います。HACCP というの

はむしろ出口をどこに求めるかによると思いますけれども、端的に言えば、例えば「生産物に薬物

が残留しない」であるとかにつながっていると思います。それは HACCP の中でいろいろ考えていた

だく必要はあると思いますけれども、方向とすれば、HACCP 的取り扱いを行うということは決して

アニマルウェルフェアに反することではないのですが、それはそれとして、いわば衛生条件をきっ

ちり見るという意味でやっていただいているのでしょうから、その範囲はその範囲としてきっちり

やっていただく。それをアニマルウェルフェアの全体の中でどう位置づけるかというのは、また農

水全体の仕組みの中で考えていただくということでいいのではないかと思います。 

〔松木委員〕 

まあ、そうだと思うのですけれども、農水の方でこういう会をやった成果がどういうふうに HACCP

の検討とドッキングするのか。要するに、生産現場は両方から来るわけですから、ちょっとその辺

を聞きたいと思ったのですけれども、またちょっと担当が違うとすれば別でしょうけれども。 

〔松本課長補佐〕 

HACCP というのは、衛生管理のための定点管理の話ですから、むしろこのアニマルウェルフェア

というのはこの場でご議論して整理いただいたように、家畜の快適性に配慮した飼い方という意味

で、もっともっと範囲が広い。むしろ HACCP よりもアニマルウェルフェアの考え方の方が広い概念

なのかなと。HACCP に入り込んでいくというよりも、むしろ逆なのかなという感じがするのですが。 

〔松木委員〕 

また、それは別個にということですね。 

 

（５）その他 

〔信國座長〕 

それでは、「その他」をお願いします。 
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〔事務局〕 

今後のスケジュールについて、簡単にご説明させていただきます。 

冒頭の挨拶でもございましたが、3月 31 日までに、本日ご意見をいただいたものも踏まえて飼養

管理指針、乳用牛とブロイラーを取りまとめて公表させていただく予定にしております。 

22 年度につきましては、肉用牛の飼養管理指針を取りまとめるということになりますので、今年

度と同様に推進委員会と分科会と連携をとりながら進めさせていただきたいと思っております。 

〔信國座長〕 

ということで、また引き続きご協力をお願いしたいと思います。ちょっと予定の時刻を過ぎてお

りますが、本日の乳用牛とブロイラーの指針については先ほどご了承いただきましたので、そのよ

うに進めさせていただくということで、あとアニマルウェルフェア全体をどう位置付けるか等につ

いては、何度も発言されましたけれども、今この場所で、この時点でということも難しいので、来

年度の討議の中でご議論いただくと同時に、農水省の方では政策等どう反映させられるのか、そこ

の経過等も含めて、折を見てお話いただければと思っております。 

それでは、本日の委員会を終わりにしたいと思います。 

 

４ 閉 会 


