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アニマルウェルフェアと栄養生理学の関わり

深澤充
（東北大学大学院農学研究科）

はじめに

2020年東京オリンピック・パラリンピックを控え、

実行委員会が示した「持続可能性に配慮した調達コ

ード」では、畜産物について「④快適性に配慮した

家畜の飼養管理のため、畜産物の生産に当たり、ア

ニマルウェルフェアの考え方に対応した飼養管理指

針に照らして適切な措置が講じられていること。」

が基準として設けられた］）。政府が進める畜産物の

輸出においても、日欧EPAでの豚肉の輸出に関して

「動物福祉、衛生面で難航」と報じられる (2017年

7月4日付日本農業新聞 2面）など、我が国の生産

現場においてもアニマルウェルフェアに配慮した飼

養管理が求められている。国際的にみると世界動物

保健機構 (OIE) は、アニマルウェルフェアを「動

物がその生活している環境にうまく適応している態

様」と定義し、疾病と切り離すことのできない関係

であり、食の安全と並ぶ優先検討事項であるとし

ている 2)。2011年から OIEは国際標準化機構 (ISO)

と組織間協定を結びアニマルウェルフェアの国際

規格づくりを進めており、 2016年に ISO/TS34700

Animal welfare management -General requirements and 

guidance for organizations in the food supply chain -(ア

ニマルウェルフェア管理ー食品供給網における組織

に対する一般的要求事項および指針 ※著者訳）を

作成・公表している。本稿では、アニマルウェルフ

ェアの考え方について紹介し、我が国の畜産業にお

けるウェルフェア向上に対する栄養生理学が果たす

役割について解説する。

アニマルウェルフェアとは

アニマルウェルフェアは 1960年代にイギリスを

中心に発達した。集約的畜産に対する批判の高まり

を受けて、イギリス議会は 1964年にロジャー・ブ

ランベルを委員長とする「集約的畜産下での家畜の

ウェルフェアに関する専門委員会」を設置し、集約

的畜産の虐待性と家畜飼育方法の基準化の必要性に

ついて検討させた。翌年公表された報告書（ブラン

ベルレポート）では、集約的畜産に潜む虐待性が指

摘され、飼育下の家畜には「立ちあがること」、「横

たわること」、「転回すること」、「身繕いすること」、

「四肢を伸ばすこと」、の 5つの動きができる自由が

必要であることが表明された 2)。アニマルウェルフ

ェアの基準についてはその後、イギリスの農用動物

福祉審議会において検討が続けられ、 1992年に以

下の「 5つの自由」が提唱された叫

1. 飢えおよび渇きからの自由

2. 恐怖および苦悩からの自由

3. 不快環境からの自由

4. 痛み、傷害および疾病からの自由

5. 正常な行動を発現する自由

EU諸国では 5つの自由に基づいて政策が進めら

れてきており、現在では畜産以外にも実験動物や伴

侶動物、展示動物など人の管理下にある動物のウェ

ルフェアを考える上での指針となっている。

山口はこれらの 5つの自由は 2つの思想のハイブ

リッドであることを指摘している叫上記 1から 4

番目までの自由(「...からの自由」）については、

苦しみからの解放を幸福と考える功利主義的思想に

基づいている。この思想は、我が国に伝統的な慈悲

の概念で読み替えることが可能であることと倫理的

配慮が経済的利益を増進することから我が国の畜産

現場でも受け入れられやすい。一方、 5つ目の「正
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常な行動を発現する自由」は、そのものらしさの発

現を幸福と考える卓越主義 (perfectionism) 的思想

に基づいている。この思想は、我が国に対応する概

念が無いことと倫理的配慮が経済的利益に必ずしも

結びつかないことから我が国の畜産現場では受け入

れられにくいことが指摘されている。畜産技術協会

の「アニマルウェルフェアの考え方に対応した肉用

牛の飼養管理指針」5)では行動発現の自由について、

その位置づけを今後さらに議論する必要があること

が述べられている。

本稿では上記「 5つの自由」の中で「飢えおよび

渇きからの自由」、「苦痛、傷害および疾病からの自

由」および「正常な行動を発現する自由」について

栄養生理学の関わりについて解説する。

「飢えおよび渇きからの自由」に果たす役割

「飢えおよび渇きからの自由」は栄養生理学が最

も直接的にウェルフェアの向上に寄与できると考え

られる領域である。家畜の成長や生産に必要な栄養

素を適正に給与することは畜産の基本であり、必要

な養分要求量などは主要な畜種ごとに「日本飼養標

準シリーズ」として取りまとめられている。例え

ば、 2017年版の日本飼養標準・乳牛6) では維持や

産乳に必要な養分要求量に加え、各成育ステージや

暑熱・寒冷など、養分要求量に影響する要因につい

て細やかに説明している。

人間が家畜の形質や能力を利用するために飼育す

る畜産業においては、死に直結するような激しい飢

えや渇きは現実的にありえない。しかし、管理上、

必要なエネルギーが満たされない「エネルギー不足」

(undemutrition) の状態や、特徴ある畜産物を生産

するために意図的にアンバランスな食物を与えられ

ることで一種類または数種類の栄養素が不足する

「栄養不良」 (malnutrition) の状態は畜産の現場でも

あり得る。

エネルギー不足の例としては、採卵鶏の換羽が挙

げられる。畜産技術協会の採卵鶏の飼養実態アンケ

ート調査報告書7) によると回答中66%の農家 (398

戸中263戸）で誘導換羽が行われており、そのうち

の85%が絶食（絶食法212戸、絶水絶食併用法 13戸）

をともなう誘導換羽であった。長期の絶食は鶏に対

するストレスが大きく、へい死をともなう危険性が

高い。愛知県では、ふすま等を主体とした低エネル

ギー飼料による誘導換羽の一連の研究 8)9) を行い、

絶食方式に比べて体重減少の緩和や処理後の産卵

率、ハウユニット、卵殻強度が改善されることを示

している。しかし、鶏種による反応の違いや換羽用

飼料の取り扱いが煩雑な点等の問題も挙げられてお

り、今後低エネルギー換羽飼料による換羽法の普及

に向けた技術開発が望まれる。また、高泌乳に向け

て育種された乳用牛では、泌乳ピーク時にはエネル

ギー摂取量と泌乳のためのエネルギー要求量の乖離

が大きくなり、一時的にエネルギー不足の状態とな

る。ある程度のエネルギー不足は体脂肪からの動員

で補われるため生理的に認められるが、過度の痩削

がみられるほどの不足は繁殖遅延や疾病を引き起こ

すため、アニマルウェルフェアの面からも家畜生産

の面からも問題となる。泌乳初期のエネルギー不足

の回避には、ボデイコンデイションスコアなどを指

標としたきめ細やかな飼養管理とともに、乳汁中物

質などによるエネルギー出納のモニタリング技術の

開発が望まれる。

栄養不良を引き起こすアンバランスな飼料給与の

例としては、ヴィール子牛生産における鉄分欠乏飼

料の給与が挙げられる。 EU指令 (2008/119/CE) で

は、血中ヘモグロビン濃度を4.5mnol/1以上に保つ

のに十分な鉄分を給与しなければならないことが明

記されている IO)。また英国王立虐待防止協会の基準

では、と畜時の血中ヘモグロビン濃度が9g/dl以下

の子牛が群の25%を超える場合には、原因を究明

して改善計画を立案・実施することが求められてい

る叫わが国で見られるアンバランスな飼料給与と

しては、脂肪交雑の高い牛肉生産のための黒毛和種

肥育牛に対するビタミンA制御技術が挙げられる。

ビタミンAは脂肪前駆細胞を脂肪細胞に分化するの

を抑制することから、血中のビタミンA濃度を低く

することで脂肪細胞数を増加させ、発育にあまり悪

影響なく脂肪交雑を向上できる技術として広く普及

した叫具体的には肥育前期には血中のビタミンA

濃度を 100から 120IU/dlに保ち、肥育中期には30か

ら50IU/dlに抑え、肥育後期には50IU/dl程度になる

ように給与する方法が示されており、 30IU/dl以下
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になると欠乏症が高い確率で見られるようになる 13)。

ビタミンAは視覚をはじめ多くの生物機能の発現に

不可欠な物質であり、欠乏は夜盲症や筋肉水腫（ズ

ル）、筋炎（シコリ）の発生につながる。筋肉水腫

の発生率は鹿児島県での調査（平成 12年から 14年）

では約 12.5万頭の黒毛和種の枝肉の 6.3%14)、京都

府の調査（平成 4年から 15年）では約9万頭の和牛

の枝肉の 1.3%に認められた 15)。夜盲症については

直接的なデータはないが、平成27年の家畜共済統

計では、肉用牛の傷病事故別件数で感覚器（眼、耳）

病が5653件で全体（約 105万件）の0.54%となって

いる。これらの疾病や瑕疵の発生は生産者にとって

経済的な損失が大きいことから、眼や関節、歩行な

どの臨床症状、血液検査などにより欠乏が生じてい

ないかモニタリングを行っている 12)。 しかし、いま

だ数％の発生があり、個体の状態の精密で即時的な

モニタリング技術とより安全な肉質改善法の開発が

望まれる。

「苦痛、傷害および疾病からの自由」に果たす役割

安価な輸入濃厚飼料の多給は反すう家畜の健康に

大きく影響を及ぽしている。京都市食肉検査部門の

調査では、平成4年度から 20年度の 17年間で処理

された約 15万頭の牛のうち、臓器などに廃棄のあ

った牛の割合はほぼ半数であった 15)。A,B等級にお

いては、肉質等級が高いほど臓器廃棄率が高い傾向

にあったことが報告され、肥育期のビタミン A欠乏

や濃厚飼料の多給などの偏った飼料給与が臓器の病

変や枝肉の瑕疵につながっている可能性が指摘され

ている。本来粗剛な草資源を利用するウシでは、濃

厚飼料の多給は急激に発酵を引き起こし、ルーメン

内pHが著しく低下する。顕著な臨床症状が見られ

なくともルーメン内のpHが下がった状態が続く亜

急性アシドーシスでは、低pHによってルーメン内

のグラム陰性菌が死滅することで、エンドトキシン

が産生される。産生されたエンドトキシンは血中に

取り込まれ、摂食量の低下や蹄葉炎などの疾病を引

き起こす 16)。そのため、特に反すう家畜においては

濃厚飼料多給による影響を減らす飼養方法の開発や

ルーメン内の状況をモニタリングする技術の開発が

求められる。

一方、家畜の健康を増進する飼料の開発も有用で

ある。例えば鈴木ら 17)は育成豚への海藻、 f]グル

カンおよび酵母の給与は羊赤血球特異的IgG産生量

の増加など、免疫能に影響を及ぽすことを示してい

る。今後そのメカニズムを解明し、効果的な疾病予

防手段の一つとして確立されることが望まれる。

「正常な行動を発現する自由」に果たす役割

動物の摂食行動は複数の動作の組み合わせで構成

されている。例えばウシの摂食行動は、ただ単に食

物を口から消化管に送り込むことだけではなく、自

身の生理状態を維持・改善するための食物を移動し

ながら探し、喫食し（くわえる、舌で巻き取る）、

咀しゃくして照下するまでの一連の動作の総称であ

る。

ウシは自らの状態に合わせて摂食物を選択する。

基礎飼料中の粗濃比を変えて飼育したウシに、柔ら

かなオーチャードグラスと粗剛なススキの葉をカフ

1600 

1200 

， `  Oil 

塁
!$ 800 

塁

400 

゜

y
 

xy 

60%~ 
苓
~ 

x
 

c
 

◇_＿竺
3
芸
廷
正
廿
k
k
9
唸
コ
リ
云
安
l
I

正
春
3
雰莱

5
 

％

％
 

4

0

2

0

 

00/o 40% 80% 

基礎飼料中の濃厚飼料のTON割合

□オーチャードグラス □ ススキ

図 1. 基礎飼料の濃厚飼料由来 TDN割合の違いがオーチャー

ドグラスとススキの選択摂食に与える影響

ラテン方格法により黒毛和種3頭に濃厚飼料由来 TDN

が異なる基礎飼料で 1週間飼育した後にオーチャード

グラスとススキを 6時間提示して選択摂食をさせた時

の摂食量を示す。

参考文献 18)から一部改変し転載。

a, b, c: 異符号間で処理間のオーチャードグラスの摂食

量に有意差あり

x, y: 異符号間で処理間のススキの摂食量に有意差あり 。
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エテリア方式で選択摂食させると、基礎飼料中の濃

厚飼料が増えるにつれて粗剛なススキの選択割合が

増える 18) (図 1)。栄養価が高く、嗜好性が高いと

言われる牧草を給与した場合でも、ウシの状態によ

って栄養価の低い粗剛な野草との摂食割合が変わ

る。舎飼いであれ、放牧であれ、摂食物の種類が少

ない場合には家畜が本来持つ「多様な摂食物を選ん

で食べる」行動の発現を制限している可能性がある。

実際の放牧においても 、オーチャードグラス主体

牧草地、ススキ主体野草地およびスギ主体林地を組

ススキ主体野草地
(30a) 

~ 三

オーチャードグラス主体牧草地

～斗ベ
苓

図2. オーチャードグラス主体牧草地、ススキ主体野草地お

よびスギ主体林地を組み合わせた放牧地（組合せ放牧：太枠）
と牧草地のみの放牧地（単純放牧：細枠）の見取り図

オーチャードグラス主体牧草地は一筆の草地を分割してそれ

ぞれの放牧地で利用した。牧草地は小区画に分けそれぞれの

放牧地で輪換利用した。組合せ放牧の行動調査および成分測

定用の血液採取は＊印の牧草地を利用、 3日目および最終日

(5日目）に行った。

み合わせた放牧（図 2: 組合せ放牧）では、放牧期

間を通じて野草地の摂食利用が見られ、平均では摂

食時間の約30%を野草地での摂食に費やしていた

（図3)。 また隣接する牧草地のみで放牧（図 2:単

純放牧）した牛と比較して、組合せ放牧では牛の血

中尿素態窒素の上昇が抑えられた（図 4)。表 1に

牧草地と野草地の可消化養分総量 (TDN) と粗蛋

白質含量 (CP) の経時変化を示したが、単純放牧

および組合せ放牧の牛の血中尿素態窒素は牧草地の

TDN/CP比と負の相関を示した（それぞれ-0.45およ

び-0.74)。 しかし、野草地のTDN/CP比は牧草地と

比べて高いことから、組合せ放牧では野草を摂食す

ることで摂食量全体のTDN/CP比が高まり、血中尿

素態窒素の値が低くなったと推察された。多様な植

物の摂取はルーメン内の微生物叢を多様にし、エサ

の変化に対してルーメン内の環境を短時間で適応さ

せることができると考えられている 19)。また、多様

な植物を摂取することができる放牧では、ミネラル

バランスの改善 20) や抗酸化能の上昇 21,22)が示され

ている。ただし、植生や放牧の方法は多種多様であ

り、多様な植物から選択して摂取することの意義と

利点については、今後さらに検討する必要がある。

喫食動作についても、多様な植物を摂食するため

に、高さや現存量などの摂食植物の物理的な状態に

合わせてウシは様々な喫食様式を示す 23)。多様な喫

食様式の発現がすべて満たされる必要はないかもし

れないが、摂食に関連する喫食動作が不十分なこと
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□ 野草地
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ーか野草地での摂食時間割合

図3. オーチャードグラス主体
牧草地、ススキ主体野草地およ

びスギ主体林地を組み合わせた
放牧における各地目における摂

食時間

栃木県那須塩原市のオーチャー

ドグラス主体牧草地、ススキ主

体野草地およびスギ主体林地の

組合わせ放牧地で去勢ホルスタ

イン育成牛3頭を放牧し、毎月

1回、 6: 00-18 : 00の行動調査

を行った。

a, b: 異符号間で調査月間の牧草

地での摂食時間に有意差あり

x, y, z: 異符号間で調査月間の野

草地での摂食時間に有意差あり。

-30 -



30 

0

0

 

2

l

 

(
I
P
/
l
l
 E
)
逐
喪
裳
薔
幽
棠
送
廿
吾

゜

図4. オーチャードグラス主体牧草地、ススキ主体野草地およ

びスギ主体林地を組み合わせた放牧（組合せ放牧）とオーチャー

ドグラス主体牧草地のみでの放牧（単純放牧）における去勢ホ

ルスタイン育成牛の血中尿素態窒素濃度の推移

栃木県那須塩原市のオーチャードグラス主体牧草地、ススキ主

-0-組合せ放牧 体野草地とスギ主体林地の組合わせ放牧地およびオーチャード

—●―単純放牧 グラス主体牧草地のみの放牧地で去勢ホルスタイン育成牛 3頭

および4頭を放牧し、各月に経静脈より採血した。マーカーと

誤差線は平均値と標準誤差を示している。

＊：同月で放牧方法間に有意差あり。

5月 6月 7月 8月 9月

調査月

表 1 組合せ放牧と人工草地のみの放牧におけるオーチャードグラス主体牧草地とススキ主体野草

地の乾物中の可消化養分総量 (TDN:%)および粗蛋白含量 (CP:%)の経時推移

牧草地 野草地

TDN CP TDN/CP TDN CP TDN/CP 

5月 53.3 16.9 3.16 52.2 13.5 3.88 

6月 50.7 11.5 4.41 45.7 9.0 5.07 

7月 54.9 20.6 2.67 44.9 5.6 7.98 

8月 50.2 17.3 2.90 45.5 4.6 9.95 

9月 48.1 16.6 2.90 43.8 4.9 8.96 

牧草地はオーチャードグラスとシロクローバが主体。野草地については優占種であるススキの値を

用いた。牧草地は組合せ放牧と単純放牧で成分が同じと考えた。成分は近赤外線で測定し、 TDNは

以下の式から推定した。

TDN=-5.45+0.89*(0CC+Oa)+0.45*0CW 

で「正常な行動を発現する自由」の面からウェルフ

ェアが阻害されることになり、多様な動作の発現が

実現される給餌環境の提示も重要である。

おわりに

アニマルウェルフェアの考え方は家畜生産と必ず

しも相反するものではなく、多くの部分ではアニマ

ルウェルフェアの改善が家畜生産の向上につながっ

ている。しかしアニマルウェルフェアの考え方と家

畜生産との間には、相反する点やその関係が不明な

点など数多くのギャップがいまだにあることも事実

である。栄養生理学はこれまで家畜生産の向上に多

大な役割を果たしてきており、今後アニマルウェル

フェア畜産が産業として成り立っていくためには、

それらのギャップを解明し、技術的な改善を図るこ

とが期待されている。
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