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世界の家畜福 祉 政 策 と 福 祉 品質(WQ)商品の開発動向 (2)

松木洋一*

2. 米国における家畜福祉政策の動向

1)最近の家畜福祉トピックスーフォアグラ禁止

欧米諸国では世界三大珍味の一つであるフォア

グラの生産方法についての非難が強くなっている。

フォアグラは，ガチョウやカモを狭い場所に閉じ込

めて運動できないようにした上に，蒸したトウモロ

コシを漏斗で強制的に詰め込む強制給餌を 1日に 3

回繰り返し，一ヶ月間肥育させた脂肪肝である。動

物愛護団体からその飼育方法が「残虐だ」とする批

判が一般消費者や食品企業に影響を与えてきてい

るのであるD

2012年 7月 1日，アメリカ合衆国カリフォルニア

州政府が，フォアグラの生産及び庖頭販売，レスト

ランで、の料理提供をいっさい禁止する法律を施行

したが，その法律の制定は 2004年 9月で 8年間の

猶予期間で周知が徹底された結果である。しかし，

この期間の 2006年にはイリノイ州シカゴ市議会が

世界の自治体ではじめてフォアグラの販売を禁止

する条例を施行したのであるが， 2年後の 2008年に

はその禁止条例は廃止された。このように，行政が

食生活を規制することについての市民の反応は流

動的であると云えよう。

2)米国の家畜福祉政策と市場の進展

米国の消費者市民の家畜福祉への関心の高まり

と運動によって州や地方自治体が家畜福祉に関す

る法律や条令を制定してきている。

その市民の家畜福祉意識についての世論調査で

は 1家畜福祉についての厳格な法令化に賛成する」

割合は 62%(Gallup世論調査)， 1家畜を虐待から保

護するために政府検査官の検査が必要と考えるJ市

民の割合は 72% (Zogby世論調査)と関心が高く

なっている。

フォアグラ禁止法・条例だけでなく，例えばフロ

リダ州では 2002年に繁殖雌豚の分娩ストール(枠)

飼育を禁止しており，アリゾナ州は 2006年に繁殖

雌豚の分娩ストール飼育と子牛のクレート(艦)飼
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育を禁止し，オレゴン州は 2007年に繁殖雌豚の分

娩ストール飼育を禁止しており，また従来型ケージ

養鶏禁止の州法は，アリゾナ州、1，カリフオルニア州，

ミシガン州，オハイオ州、|で制定されており，ワシン

トン州、ほオレゴン州が準備中である。

しかしながら，現段階では米国連邦政府の取り組

みは停滞したままである。米国連邦法には，家畜を

含む動物を州間移動させる場合家畜の輸送につい

ての 128時間法J(1906年制定)， 1人道的な屠畜に

関する法律J(1958年制定)，家畜は除外されている

「動物福祉法J(1966年制定)があるのみである。

そのような消費者市民の需要動向に対応するよう

に外食産業が独自のマーケティング戦略を進めて

いる。

ファーストフードの世界的多国籍企業であるマ

クドナルドは，アメリカ本国のハンバーガー販売額

の42%，鶏卵使用量の 3%(20億個)のシェアを占

めるチェーンであるが，アメリカ圏内で採卵鶏農業

者へのアニマノレウエノレフェアガイドラインを 2000

年 8月から開始している。そのガイドラインはケー

ジ面積を 322平方センチメートルからら 464平方セ

ンチメートルへ拡大すること，強制換羽を中止する

こと，デビーキング(くちばし切断)を段階的に廃

止することであり，その基準に基づいて農業者と取

引契約を行なうことに転換している。また，マクド

ナ/レドはそのチェーンの生産場面において繁殖豚

の分娩ストール飼育が皆無になるような経営政策

を強化しており，生産者との聞で家畜福祉飼育への

転換契約を進めている。

同様に全米第2位のハンバーガーチェーンである

ノくーガーキングは，取引農場にパタリーケイジから

ケージフリーの卵生産への転換を奨める方針であ

る。また，同社は繁殖雌豚の分娩クレート飼育をし

ている農場からの豚肉購入を中止した。

学校レストランでも取り組みが拡がっており，ハー

ノ〈ード大学，プリンストン大学，イェーノレ大学，カ

リフオルニア大学パークレー校など 160の学校が

0369-5247/14/￥500/1論文/JCOPY
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ケージ卵の使用を少なくしていく方針である。

3) 米国のアニマルウェルフェア畜産システムへの

取り組み

生産者側においても家畜福祉を重視する消費'者

への対応からこのような家畜の自由を閉 じ込める

工場的畜産からアニマルウェルフェア音産への改

革が全畜種で進んでいる。とくに大規模農場が積極

的にアニマルウェルフェア畜産システムへの転換

を開始している。すなわち全米最大の養豚業会社ス

ミスフィーノレド ・フーズは 2007年に繁殖雌豚の分

娩ストール飼育を 2017年までに廃止すると約束し

たが，それに続き， 2012年 2月には大規模養豚業会

社ホ メル ・フーズも 2017年までに廃止すること

を宣言した。このホーメル ・フーズはアリゾナナI'i，

コロラド州， ワイオミング州の 3カ所の農場で 5万

4千頭の繁殖豚を飼育しており ，同社が分娩ストー

ル飼育を廃止することになった理由の一つは，全米

人道協会が 2010年に 100株の株主に成って経営に

発言することになったことの影響が大きい。また，

同社の農場のあるア リゾナ州では 2012年末に，コ

ロラドナ|、|では 2017年末において分娩ス トール飼育

が禁止される法律が制定されたなど，アニマルウェ

ルフェア畜産振興への社会的システムが進展して

いる。また，米国最大規模の子牛生産農場であるス

トラウス子牛農場とマルコ農場は子牛用クレート

飼育を今後数年間で廃止すると宣言している。

以上のような個々の大規模農場の戦略転換とと

もに，生産者団体の取り組みが始まっている。

全米鶏卵生産者組合 (UEP: United Egg Producers) 

は，最初の採卵鶏飼育のガイ ドラインを 1980年代

初頭に作成していたが， 1999年には独立したアニマ

ルウェルフェア科学諮問委員会(ミシガン州立大学

教授 Dr.Jeffrey Armstrong委員長，委員 ;行政官，

大学教授，専門研究者，動物保護団体代表者)を設

置 した。委員会は，採卵鶏の健康で豊かな成長に関

する研究資料の科学的分析 と今後の必要な研究領

域についての確認を求め，かつまた，アニマノレウェ

ノレフェア生産者委員会と 理事会へ勧告の提出も求

められた。科学諮問委員会は強制的な勧告ではなく ，

生産者が自主的に受け入れ実践することが大切 と

いう認識のもとで，2000年秋にコス ト高な大規模畜

産経営からの転換を勧告 した。UEP理事会はそれを

受け入れ採卵鶏農業者の自主的ガイドラインとし

て開始した。UEPは実需者の支持が必要なため，小

売!吉の協会とファーストフードのチェーン協会に

その科学的ガイドラインを提案し，支持を得る こと

になった。そこで 2002年 4月から UEP認証マーク

事業が開始された。現在では，このマークは全米鶏

卵生産量の約 80%につけられている。

向叫眠叫s.c..岨凶曲嶋 W総出~!"
脚明陶聞s"向由輔桶曲咽申yG岨融面臨

www.uepce州側ed.，叩m

(全米鶏卵生産者組合 UEP認証マーク)

全米人道協会 HPより
写真上 :従来型ケージ飼育システム
写真下 エンリッチ飼育システム

認証マークを使用する採卵鶏農業者は農場の全

ての鶏にたいしてこのガイドラインを実行してい

なければならなく，その実態評価はアメリカ農務省

の農業販売促進局 (AMS)の監査によって行われて

いる。ガイドラインは 1999年の第一次から 2006年

の第三次まで策定されており ，しかもケージ方式養

鶏システムとケージフ リ一方式養鶏システムそれ

ぞれに別々のガイドラインが策定されている。前者

の場合も鶏1羽当たりのケージ面積を徐々に拡大し

ていくというもので，2008年 4月 l日には各色レグ
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ホン穏では 68平方インチ，ブラウン種では 76平方

インチに設定しているようにケージ飼育そのもの

は禁止としないのが特徴である。ケージフリー方式

では 1羽当たり床面積の拡大をめざし， 2013年 1

月1日には全床面積のうちに占める巣箱占有面積を

0%にする目標である (2010年現在は 75%)。

2011年 7月には，全米鶏卵生産者組合 (UEP)と

動物愛護団体である全米人道協会 (HSUS: The 

Humane Society of United States)とが，今後 15年~

18年間において従来型ケージ飼育システムからエ

ンリッチ飼育システム(飼育スペースを 2倍増，止

まり木・巣箱・砂遊び場の設置;写真参照)への転

換をはかる歴史的な合意を結び，また両者が協力し

て州政府レベルの取り組みから連邦政府レベルで

の法令化を目指すことになった。

動物福祉的な観点などから豚の適切な管理，飼養

方法に関する「飼養標準jを作成し生産者に提供し

ている全米豚肉ボード NPB(National Pork Board) 

は， 2007年 6月「豚肉品質保証プラス (PQAプラ

ス)プログラム」を公表した。この新たなプログラ

ムでは，従来のプログラム「豚肉品質保証 (PQA)

プログラム」に家畜福祉を重視したプログラムを付

け加えたものになっており，①生産者教育，②肉豚

を飼養する施設の評価，③第三者機関による査察を

強化することを主要な柱としており，プログラムを

修了した生産者は， 3年間の「品質保証されたJP 

QA認定を受けることになる。

全米鶏肉会議NCC(National Chicken Council)は，

2010年 1月に家畜福祉ガイドラインの改訂版「全米

鶏肉会議ブロイラー・アニマルウェルフェアガイド

ラインと監査チェックリストjを公表した。ガイド

ラインは 5つの原則のもとで作られている。

第ーに，食用鶏の飼育は，恐れ，不快，ストレス，

苦痛，を予防ないし軽減する方法でされるべきであ

ること，第二に，福祉ガイドラインは，科学的知見

と倫理的・社会的価値観をもった職業的判断とを両

立させるものであるべきこと，第三に，一番大切な

ことは鶏自体のウェルフェアの状態であり，人間側

がどう飼育行動や環境条件について理解できてい

るかどうかということではないこと，第四に，鶏は

その一生において尊厳をもって扱われるべきであ

り，食肉として処理されるときや他の理由で安楽死

される時にも人道的になされるべきであること，第

五に， NCCアニマルウェルフェアガイドラインは2

年毎に正式に再検討されること，すなわち，まず

2011年にアニマノレウェルフェア科学諮問委員会で

検討され，続いて 2012年初頭に NCC会長によって

指名された特別委員会で審議され，理事会に対して

適切で必要とみなされる勧告を提出すること。

NCCガイドラインは「会社の責任J，r解化場運営J，

f飼育部門J，r生体輸送部門J，r処理加工部門」の

5つの部門で構成されている。このガイドラインに

沿って各個別会社の実態を監査するチェックリス

トが配布され，各会社は NCCと監査実施について

の契約を取り交わして，その評価点数をつけられて

いる(総合満点 785，うち会社責任 55点，解化場運

営 135点，飼育部門 255点，生体輸送部門 80点，

処理加工部門 260点)。

このように現在の米国のアニマルウエノレフェア畜

産システムは農業者，食品企業の自主的な家畜福祉

畜産基準の主導によって進展していることが特徴

である。そのような圏内と国際的な動向に対応して，

米国農務省USDAは2007年9月にr2020年の畜産~

畜産の未来 FutureTrends in Animal Agriculture 

(FTAA) J教育プログラムのセミナーを開催した。

そこで取り上げられている米国畜産が向かうべき

2020年目標像の柱は「家畜福祉の改善」に置かれて

いる。

畜産業者同盟 AnimalAgricultural Allianc巴 (AAA)

は，農業者個人，会社，農業団体など(45団体，個

人 150人)で 1987年に結成された。当初は，畜産

物について消費者の理解を高める目的で、あったが，

現在で、は工場的畜産についての消費者の意識変化

に対応することを重視して，アニマルウェ/レフェア

に関係する利害関係者へ OIE関係情報を配布する

ことや，農務省との話し合いを行っている。

以上のような生産者のアニマノレウェルフェア畜産

についての活動が高まったため，農務省は 2010年 1

月に家畜福祉調整官を設置し， 5月には AAAと共

催で円卓会議を開催し，その成果を OIEへの米国政

府のコメント作成に生かしている。また， AAAは

OIEの家畜福祉関連の国際会議には必ず参加する

など国際的ガイドライン策定の動きに積極的に対

応しつつ，アメリカ国内のロビー活動を活発化して

いる。
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3. OIEの世界家畜福祉基準の策定の現状

1) OIE第 5次戦略計画 2011年一2015年(第二次

案 2010年 2月)

OIEは 1924年に動物の疾病流行を回避するため

の国際的な協同調整機関として設立されたが，その

後 90年経ってからその主たる目的が 3つの問題の

改善に置かれるようになっている。すなわち①動物

の保健改善，②獣医衛生の改善，③動物の福祉の改

善である。動物の健康を進めることが食品安全をと

うして，人間の健康の改善に積極的な利益を与え，

また最終的には経済の発展，貧困の軽減，とくに農

村地域住民の食料安全保障に寄与するという考え

に基づいている。この業務を遂行していくためには

国際的な協同と調整が不可欠で、あり，そのためには

動物の健康と公衆衛生へのリスクを科学的に評価

するとともに，動物福祉についての科学的な評価を

おこなう手段の開発を課題としている。

OIEは 1990以来事業のために 5カ年毎の戦略計

画を策定してきた。

第 5次戦略計画は 2011年から 2015年の 5カ年間

についてであり，前計画よりも経済的環境が悪化し

ていることも影響して新規取り組みは少ない。しかし，

新「科学的卓越性についての戦略基本方針Jと「水

性動物の健康」推進事業の強化が構想されている。

食料政策と食料安全政策は OIEの担当ではない

が，家畜(作物の授粉媒介者で、あるハチを含め)の

疾病の軽減をとうして食品の安全に寄与すること

を第 5次計画において第一の重要な柱としている。

第二の重要な柱は，“世界は一つ，健康は一つ:One 

World， One Health"マンハッタン原則の適用であ

る。この概念へ貢 献 す る た め に 2007年に

FAO， OIE， WHO， UNICEF， UNISIC，世界銀行によっ

て策定された「動物・人間・生態系の接触によって

生じる感染症のリスクを低減するための戦略的枠

組み Frameworkfor Reducing Risks of Infectious 

Diseases at the Animal-Human-Ecosystem InterfaceJ 

を第5次戦略計画に取り込むことである。すなわち，

野生生物，役畜，競走馬，愛玩動物，食料生産動物

における感染症の密接な関係性を認識し，それへの

対策を OIEの業務の重要な任務とすることである。

第三には家畜生産と地球環境との関係についてで

ある。動物の感染症による環境への影響について

OIEがいかに寄与できるかの課題とともに家畜生

産によるメタンガスの発生の軽減対策への課題で

ある。

OIEは以上でのべた①動物の保健改善，②獣医衛

生の改善，③動物の福祉の改善目的を実現するため

に，引き続き加盟国へ科学的な基準と指針を開発し

提供することをあげている。

2) OIEの世界家畜福祉基準の進展状況

(l)OIEの家畜福祉政策の導入

動物検疫関係の基準を作成する国際機関として

の役割を担ってきた世界動物保健機関 (OIE:旧称

国際獣疫事務局)は，最近の活動で注目されるのは，

2002年第 70回OIE総会で新しい目的として追加さ

れた「動物福祉」と「食品安全」についての基準作

成である。

OIEには，常設作業部会として野生動物作業部会

(1994年，野生動物の病気についての情報と助言提

供を任務として設置)，動物福祉作業部会 (2002年

第 70回総会において，動物福祉活動についての調

整と管理を任務として設置)，食品安全作業部会

(2002年，食品安全活動についての調整と管理を任

務として設置)の三つが設けられている。このうち，

動物福祉作業部会の勧告が 2003年の第71回総会で

承認され，専門家の特別グ、ループにより，輸送，人

道的屠畜，疾病管理目的の殺処分についての福祉基

準案の策定がなされた。

また， OIEは，動物福祉研究の必要性の確認，研

究センター聞の共同研究の推進，大学における動物

福祉意識の改善， OIE利害関係者や他の国際組織，

動物産業分野，企業，消費者グループへの動物福祉

専門家の派遣，動物福祉の会議を開催し OIEの提案

を非政府組織 NGOに説明するとともに NGOから

の提案を求めること，などを業務に加えた。特に，

OIEとしては，この複雑な問題にかかわる広い範囲

における利害関係者の関わり合いの重要性を認識

し，様々な NGOとの協働活動を行うために，大学，

研究所，企業，その他の関係団体との協働プロジェ

クトを虫台めている。

その一貫として， OIEは2004年 2月 23日から 25

日にかけて世界動物福祉会議をパリで開催し，福祉

基準原案を NGOに説明するとともに，また， NGO 

からの建設的な意見を受け入れ，今後どのように

OIEとパートナーシップを行えるかの提案を求めた。
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国際会議には， 70か国を超える諸国から 450名以上

が参加した。会議では「陸路輸送J，r海路輸送J，r屠
殺J，r疾病管理目的の殺処分J，r動物福祉における

コミュニケーションJ，r獣医師の役割J，r動物福祉

研究J， r会議で提起された一般的問題」の八つの

テーマについてのワークショップが行われ，その討

議の結果が， 2004年第 72回 OIE総会に提出され

2005年第 73回総会で採決されたた家畜福祉基準

(f陸路輸送J，r海路輸送J，r屠殺J， r防疫目的の

殺処分」における動物福祉)に反映された。

OIEは家畜福祉基準の本丸である「畜舎の福祉基

準」と「飼育方法の福祉基準」については時聞をか

けて加盟国の承諾を得て 2010年までには完成して

いく戦略で、あったが，その後加盟国の取り組みに大

きな相違があり合意が取り付けない状況が続いて

いる。

そのため総括的な基準を作る方針から畜種別に

福祉基準を作成することに転換している。

2012年の第 80回OIE総会で肉用牛の家畜福祉基準

(資料参照)が採択されたが，ブロイラーは検討が

長引いている。

陸生動物の規約(コード)の作成と改正をおこな

う組織である陸生動物衛生規約委員会 (TAHSC，

コード委員会;専門家 6名)は，ブロイラー福祉基

準の第一次原案を 2009年 9月に加盟国に送付し，

加盟国からそれに対するコメントが出された。コー

ド委員会は，その第一次原案コメントと修正案を

2010年 2月にアドホックグループ。 (AHG特別専門

家集団)に送付し検討してもらい，第二次原案を作

成した。アドホックグ、ループは， OIE事務局長が特

別に設置している組織であり，コード委員会作成の

第一次原案と第二次原案における特定の科学的技

術事項を検討し，その検討報告書をコード委員会お

よび総会に参照として提出する権限をもっている。

2010年 5月の総会ではブロイラーの第二次原案は

正式に総会には提出されず， 6月にその第二次原案

についてワーキンググループ (AWWG家畜福祉作

業部会)が検討し修正コメントを提出した。 AWWG

は， OIE総会で承認された組織で，特定の分野に関

する情報の継続的な収集，分析普及を行うとともに，

AHGによって総会に提出された原案に修正コメン

トを提出する役割を持っている。 2010年 9月には

TAHSCは AWWGコメントを参照した第二次修正

原案を加盟国に送付し，加盟国のコメントが再度寄

せられることになる。 TAHSCが2011年 2月の会議

で加盟国コメントを検討調整した結果， 5月の OIE

総会に提案できず，再度 AHGへ返された。その後

2012年 9月までAHGの電子会合が行われ，コード

委員会が第三次修正案を作成して加盟国へ意見を

照会し， 2013年 2月にその意見を調整して， 2013 

年 5月の第 81回OIE総会にて採決された。

以上のように最近の家畜福祉基準策定プロセス

は， r9月コード委員会が第一次原案を加盟国に提示

司加盟国コメント提出司2月コード委員会第一次修

正原案作成+AHG検討=キ5月総会採決OR再度審議

=争再度審議の場合 6月 AWWG検討司9月コード委

員会第二次原案を加盟国に提示斗加盟国コメント

提出=抱月コード委員会第二次修正原案作成+AHG

検討=争5月総会」のような 2年間以上の審議過程を

経ている。

ブロイラーの家畜福祉基準(資料参照)の採択後

は，乳牛，豚，採卵鶏を対象として検討される予定

のようである。

(2) 2012年と 2013年に策定された肉用牛と肉用鶏

の福祉基準

前回で述べたように， OIE (世界動物保健機関)

による世界家畜福祉基準の作成は 2005年決定の家

畜の「陸路輸送Jr海路輸送Jr屠殺Jr防疫目的の

殺処分」における動物福祉基準の後，加盟国聞の論

議が続きやっと 2012年から畜種別の基準が策定さ

れている。すなわち「アニマルウェルフェアと肉用

牛生産システムjの基準が昨年つくられ， 2013年 5

月の総会では「アニマルウェルフェアと肉用鶏生産

システムJの基準が採決され，今後乳用牛，豚，採

卵鶏の基準が検討されている。

これらの基準の評価方法として重要な点は，両者

とも畜舎などの飼育手段の設計についてよりも，福

祉の状態を測る拠り所として肉用牛や肉用鶏の動

物の状態(飼育の結果に基づく評価基準)に置いて

いることである。

(i)肉用牛の福祉基準の特徴

「アニマルウェルフェアと肉用牛生産システムj

における福祉の基準を測ることのできるものとし

て次の 8つがあげられている。

①挙動:摂食量の減退，呼吸促迫，息、切れ，特定の

挙動の繰り返し，攻撃的，沈欝または異常な挙動
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②擢患率:疾患，肢行，術後合併症，負傷率を含む

擢患率，また死後検査は家畜の死因を確定するた

めに有用

③死亡率:年月日単位に定期的に記録すべきである

④体重と身体の状態(栄養状態):悪いボディコン

ディションスコア BCSと顕著な体重減少は，福

祉が損なわれているかどうかの指標となり得る。

⑤繁殖効率:悪い繁殖成績(発情休止期あるいは産

後期間の延長，低受胎率，高流産率，高難産率)

から動物福祉の問題が示唆される

⑥外見:外部寄生虫の有無，異常な被毛の色調また

は感触，糞や泥による過度な汚れ，脱水，衰弱

⑦不適切な取扱い時の反応:保定枠または誘導路を

出る早さ，保定枠内または誘導路における挙動ス

コア，滑るまたは倒れる動物の割合，電気式の追

い棒により移動する動物の割合，固いや門にぶつ

かる動物の割合，管理中に負傷(角，肢の損傷，

裂傷など)した動物の割合，保定中に声を上げる

動物の割合

③通常の管理手技に起因する合併症:術後の感染や

腫脹，ハエ姐症，死亡率

これらの動物福祉の状態を測る指標に関連して

評価する推奨事項として「防疫措置と動物衛生J.

「環境J，f管理j があげられている。

(ii)肉用鶏の福祉基準の特徴

「アニマルウェルフェアと肉用鶏生産システム」

における肉用鶏の福祉状態をはかる所見として肉

用牛と同様に「結果から福祉の状態を測るJ方法が

とられている。

それがより良い指標とされるのは，複雑に相互作

用される変数(例えば，飼養者の経験及び態度並び

に疾病状況)を反映するからであり，同時にこれら

は生産システムの設計に焦点を当てた指標に頼っ

た場合見過ごしされてしまう可能性があるからと

している。状態を測る場としては，農場で計測でき

るもの(例えば，歩行状態，死亡率そして，罷患率)

と，食烏処理場で計測すること(打撲，翼の骨折及

び損傷の有無)が最適であるとしている。

そして，次の 11の指標を挙げている

①死亡率(死亡，淘汰)及び擢患率

②歩行状態

③接触性皮膚炎

④羽毛の状態

⑤疾病，代謝疾患及び寄生虫感染の発生率

⑤行動:恐れを示す行動，群がることなどの空間分

布，浅速呼吸と羽翼を広げる行動，砂遊び，採餌，

飲水及びついばみ，羽根つつきと共食い

⑦水と餌の消費

③生産成績:一日当たり平均増体指標，飼料要求率，

生存率

⑨損傷率

⑩目の状態

⑪鶏鳴:気分の良し悪しを示唆

これらの動物福祉の状態を測る指標に関連して

評価する推奨事項として「防疫措置と動物衛生J，

「環境及ひ、管理」があげられており，特に「管理」

における緊急時の飼育者の救護計画の策定責任を

規定している。

(iii)推奨事項としての「管理」における「緊急時の

計画」について

日本の東日本大震災下の家畜の人道的救護に関

連して注目されるのは， OIEの肉用牛と肉用鶏の家

畜福祉基準が「非常時の計画」ないし「緊急時の計

画j の必要性を挙げていることである。

電源喪失時には水や飼料の供給、ンステムが動物

福祉を脅かす可能性があるので，生産者はこのシス

テムをカバーする非常時計画を「農場管理計画」に

含ませる必要があるとしている。このような通常起

こりうる機械装置の異常や熱ストレス，疾病発生な

どとともに，干ばつ，吹雪などの自然災害や日本の

ように地震，台風や洪水被害の常習地域で、は緊急的

な非常事態に対処するために，農場段階と国段階で

の計画を統合した体制が要求されている。

今後の課題として，とくに人為的な大災害である

日本の原子力発電所事故による放射能被災時の家

畜の避難計画も重要な対象として適用されるべき

であろう。
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