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アニマル ウ ェ ル フ ェ ア へ の畜産施策の取り組み

原 宏

はじめに

近年，欧米などを中心にアニマノレウェルフェアの

取り組みが急速に進んでおり， 2002年度からは，国

際獣疫事務局 (OIE) においても検討が始まってい

る。海外では， 1960年代初頭，イギリスにおいて近

代畜産における家畜の取り扱いが家畜への虐待と

なっていること，また，抗生物質などの薬剤が多く

投与されることによって畜産物が汚染されている

ことが非難され，大きな社会問題へと発展した。こ

れをきっかけに，イギリスでは家畜に対するアニマ

ルウェルフェアへの関心が急速に高まり，徐々に西

欧全体，さらには，先進国を中心に世界的に広がっ

ていくこととなった。

わが国では，古来から農耕を主体とする農業が展

開されてきたが，明治時代以降，欧米の文化がわが

国に流入されたことにより，食生活が変化し，とく

に，第 2次大戦後は，経済の発展に伴う畜産物の需

要拡大に対応するため，家畜の飼育方法は，欧米と

同様より大規模で集約的なものへと変わり，家畜の

取り扱いも変化した。

近年，アニマルウェルフェアが世界的に議論され，

取り組みが急速に進められている背景には，このよ

うな家畜の取り扱いを見直すべきであるという声

が強まってきたことに加えて，食料の安全性が世界

的に高い関心を集めていることも関係しており，国

際貿易におけるルール作りも含めてアニマルウェ

ルフェアが検討されている。

一方，これらの取組方法は，国，地域によって異

なっており， EUのように家禽のケージ飼いや豚の

ストール飼いを禁止するとしづ現在の飼養管理方

法の変更を伴う厳しい基準を法令によって設定し

ているものもあれば，米国のように生産者や小売業

者などが科学的な根拠を基に家禽のケージ飼いや

豚のストーノレ飼いを認める基準を自主的に設定し

ているものがあるなどさまざまである。

わが国においても適切にアニマルウェルフェア
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に対応していくため，家畜の飼養管理について科学

的な根拠を基に検討を行い，わが国独自の取り組み

を構築していくこととしている。

なお，本稿では，とくに断りのない限りアニマル

ウェルフェアの対象を家畜に限定している。

基本的考え方および

今後 の 取 組 方 向

わが国では，主にベットへの虐待に対する批判な

どを背景に， 1973年に動物の保護と管理のための法

律が制定され，その後，同法は， 1999年に改正され，

動物の虐待防止などを明確化した「動物の愛護及び

管理に関する法律Jとして現在に至っている。この

法律に基づき，家畜についてもその飼養及び保管に

関する基準が策定されている。

現在，アニマルウェルフェアに関する取り扱いは，

この基準を基本に行なわれているが，わが国ではこ

れまでアニマノレウェルフェアが大きな問題として

議論されることが少なかったことから，欧米を中心

に発達したアニマルウエノレフェアの考え方に対し

て生産者，消費者の意識は必ずしも高くはない。

また，アニマノレウェルフェアの概念が個人の価値

観や情感などとも密接に関係することから， 一概に

整理し，対応することが困難である。

このため，昨年度 「快適性に配慮した家畜の飼養

管理に関する勉強会J (事務局:社団法人畜産技術

協会)を開催し，無用な混乱を起こすことがないよ

うアニマノレウェルフェアに関する国内外の情報を

収集，分析し，アニマルウェルフェアに取り組むた

めの基本的な考え方を整理した。

勉強会で整理した基本的な考え方と今後の取組

方向の概要は，次のとおりである。

(1)国際的な枠組みに対応した

わが国独自の取り組み

アニマルウェルフェアは， OIEにおいても家畜の

健康と密接な関係があるとして 2002年から検討が

開始され，これまで家畜輸送のガイドラインが示さ
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れるとともに，人道的なと殺についてもガイドライ

ンが示されている。

また，OIEでは，現在畜舎及ひ'飼養管理について

検討されており， 2010年までに検討する予定となっ

ている。この畜舎及び飼養管理については，すでに

先進国を中心に各国 ・地域においてそれぞれ独 自に

基準の検討が行なわれ，取り組まれてきており，そ

れぞれ家畜の快適性について科学的な根拠を示し

ながら取り組み，国際的な枠組みへの対応に備えて

いる。

このため，わが国でも OIEが示す基準に適切に対

応するとともに，輸入畜産物に対する競争力確保等

の観点から，独自に科学的な根拠を基にしたアニマ

ルウェルフェアの取り組みを構築していく必要が

ある。

(2)日常の飼養管理の改善を基本と

し た取り組み

アニマルウェルフェアは，経済効率を優先した近

代畜産の問題がきっかけとなって，検討されるよう

になったことから，経済性を追求した既存の飼育方

法を否定し，家畜の快適性を優先するべきであると

いう考え方がある。しかしながら，性急に現在の方

法を大きく変更して生産現場を混乱させるよりも，

これまでの経験を踏まえて日常の飼養管理から見

直しし，家畜の快適性を追求していく方がより現実

的である。このような対応をとれば必ずしも飼養シ

ステムの大幅な変更や畜舎の改築など大幅なコス

トの上昇を伴う取り組みが必要となるものではな

し、。

(3)ペットなどと異なる家畜の役割

畜産では，畜産物を安定的かっ安全に供給するた

め，家畜をある時点でと畜したり ，疾病などにより

安楽死させたりするため，家畜を終生飼養すること

はない。一方，犬や猪などは，特別な場合を除き，

安楽死されることはなく，終生飼養される。これは，

飼養目 的が家畜とベッ トなどでは異なるためであ

り，命の扱い方について，両者を同等に考えること

は適当ではない。

(4)食 料 ・ 農 業 ・ 農 村 に 関 す る 施 策 と

の調和

畜産分野でのアニマルウェルフェアへの取り組

みに当たっては，食料 ・農業 ・農村基本計画など他

の農業政策とも調和を図りながら進める必要があ

る。とくに，食料需給の問題は，先進国でも最大の

輸入国であるわが国にとって，40%を切っている食

料自給率の増加が重要な課題であり ，また，国際需

給の上からも発展途上国の食料安全保障にも配慮

する必要がある。

表 l アニマノレウェルフェアに関する消費者アンケート調査の結果

l実施月日:平成18年10月15日(日)

2実施場所:r東京食肉市場まつり2006J及び「家畜改良センターふれあい祭り」

3調査数:来場者570名

4結果の概要:

(1)動物愛護に関心のある消費者は多い (82%:465人1570人)。

(2) r動物愛護Jから思い浮かべる動物

①動物愛護に対する関心の有無にかかわらず，動物愛護と聞いてペットや展示動物を思い浮かべる人が多い

②牛や豚などの家畜を思い浮かべる人は少なく (6%:50人1897人)，とくに動物愛護に関心のない人は
ほとんど思し、浮かべない

(3)日常で肉や卵を買う時に重視していること は

①鮮度，消費期限，価格，安全安心であり， 家畜の飼い方へは関心は薄い(2%:14人1844人)

(4)購買意識に関する設問

①ほぽ過半数の回答者(49%:277人1570人)が lパック200円の卵を貿うと答えているが，動物愛護に関心の
ある回答者は，放し飼し、された鶏の卵(1パック350円)を買う傾向が高い。

②lパック200円の卵を買う回答者で，動物愛護に輿味のない消費者は，家畜の快適さよりも価格を重視する
意見が高い。

③lパック350円の卵を買う回答者は，価格が高くなっても家畜の快適さを大切にすべきとの意識が高い。

注:社団法人畜産技術協会調査
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以上の基本的な考え方の下，今後のわが国におけ

るアニマルウエノレフェアの取組方向は，次の通りで

ある。

(1)家畜の 快適 性の追求と生産性の

向上の両立

アニマルウェルフェアへの取り組みは，国際的な

動向を踏まえながら，また，わが国畜産の実態も考

慮し，家畜の快適性を追求しながら生産性の向上も

図られるように進めることが重要である。

(2)国民の理解，意識の醸成

アニマノレウェルフェアの推進に当たっては，生産

者自身がアニマルウェルフェアを十分に理解する

ことが必要である。そのうえで，消費者に対しては，

畜産の実態を含めて正しく情報提供を行い，理解，

意識の醸成を図っていくことが重要である。

(3)研究の推進

欧米などと比較してアニマノレウェルフェアに関

する研究が遅れているため，自然科学だけではなく ，

社会人文科学も含めて研究体制を構築し，研究を推

進することにより，科学的根拠に基づいた取り組み

を進めることが重要である。

(4)わが国の実情などに応じた家畜

別飼養管理ガイドラインの策定

OIEにおける畜舎及び飼養管理に関するガイド

表 2 海外のガイドラインなどの策定状況

EU イギリス スイス 米国 カナダ 豪州

農業目的で飼

法律 養される動物 動物福祉法 動物福祉法 各州の法令 各州の法令 各州の法令
の保護に関す (Animal (Animal 
るw:州協定 Welfare Act) Welfare Act) 

家畜福祉規則 動物保護令

法律に基づく基準等 理事会指令 、(Welfare of (Animal 
Farmed Animal Protection 

法 Regration) Orders) 

律
採卵鶏 O O O 

畜
種 ブロイラー O O O 
31J 豚 O O O 
策
定 乳用牛

子牛のみ O O 
状 肉用牛
1兄

馬

ガイドライン等 動物(W福e祉Ifar規e約 各生産者団体 理家畜にの関飼す養る自管 モテ〉レ規則

Codes) により策定 主的行動規範
環境・食糧・地 生産者団体 註全議国家ム亙畜福祉 第一次産業省
盛聞盈主

(DEFRA) (構成) (構成)

策定者
政府，生産者政府，生産者

ガ 思隼 国佐
イ dfE通小売団 動物福祉団

ド 隼2強送園生盤2研究主

フ 加物福工祉団体団体，動等獣医師 等
イ
ン

畜 採卵鶏 O O O 
O 

種 ブロイラー O O O 
31J 豚 O O O O 
策

O O 定 乳用牛
O O 

状 肉用牛 O O 
況

，馬 O 

注:社団法人畜産技術協会作成
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ラインの策定作業に加えて，国内においては，動物

愛護管理法に基づく「産業動物の飼養及び保管に関

する基準」の見直しが今後行われることとなってい

る。わが国の現行基準が海外のガイドラインなどと

比べて大きく異なる部分は，各国 ・地域のガイドラ

インなどが家畜別に設けられ，具体的に決められて

いるのに対し，わが国の基準は家畜共通の基準とし

てまとめられており，総論的な内容になっているこ

とである。

このため，生産現場で、アニマルワェノレフェアに取

り組んでいくためには，家畜別に具体的な飼養管理

を検討し，ガイドラインを策定するとともに， OIE 

ガイドラインや動物愛護管理法に基づく基準の議

論にもその考え方を反映させていくことが重要で

ある。

なお，これらの取り組みが国民に理解され，国際

的にも通用するものとするためには，国際的に共通

する考え方に基づき進めるとともに，国民に対して

は，情報開示に努め，積極的に普及に取り組んでい

くことが必要である。

2 ア ニマルウェルフェアに

対応した家畜別飼養 管理指針の策定

前述したように，欧米など各国のアニマルウェル

フェアへの取り組みは，国 ・地域によりさまざまで

あり，固などが法令により基準を設けて道守させよ

うというもの，あるいは，生産者や小売業者などが

ガイドラインやマニュアルにより自主的に取り組

みを進めようというものなどがある。また，その内

容も，それぞれ科学的根拠に基づき作成しているが，

国 ・地域で異なる内容のものもあり， 一概に整理す

ることは難しい。

わが国では，今年度から学識経験者や生産者，消

費者，動物愛護団体，施設関連企業など多方面の方

に参加していただき，勉強会報告書を踏まえて，家

畜別に飼養管理の検討を行っているところである。

(1)アニマルウエルフェアに対 応 し

た 家 畜の飼 養 管 理 に 関 す る 検 討

会の設 置

検討会の目的は，採卵鶏，ブロイラー，豚，乳用

牛，肉用牛，馬の 6つの家畜についてそれぞ、れアニ

マルウエノレフェアに対応した飼養管理を検討し，飼

養管理指針を策定することである。検討を効率的に

進めるために，全体のとりまとめを行う推進委員会

を設置するとともに，分科会を設置し家畜毎に検

討を行い，指針(案)を作成する予定である。また，

国内外の科学的知見を整理するため科学的知見分

析グループも組織している。

計画では，各畜種 2年間程度で飼養管理指針を策

定する予定である。

(2)圏内外の情報収集とわが国の

飼 養 現場での試行

検討会では，海外の取組状況を把握するとともに，

圏内の飼養実態の把握も行う。飼養実態調査は，全

ての畜種について生産者団体の協力をいただきな

がら，できる限り多くの生産者に対してアンケート

を実施し，飼養管理全般について家畜の取り扱いの

実態を正確に把握するつもりである。また，検討段

階において飼養管理指針(案)について生産現場で

の試行を行い，より適切にアニマルウェルフェアに

取り車且むことができるようとりまとめることとし

ており，試行の方法や実施についても検討会の中で

検討することにしている。

3今後の予定

(1)家畜別飼 養 管理指 針 の普及

検討会で作成する指針は，平成 22年度までに全

ての家畜について策定し，家畜毎に公表していく予

定である。国内外のアニマルウェルフェアに対する

関心の高さや取り組みの進捗状況から，わが国でも

アニマルウェルフェアを早急に進める必要がます

ます高まってくると想定されることから，飼養管理

指針は，畜産技術協会ホームページの他，生産者や

消費者の会合など多くの機会を利用して積極的に

普及していくこととしている。

(2)適性 農 業規 範 や畜産物の認証

など差別化への対応

欧米などでは，高度なアニマルウェルフェアへの

取り組みを行うことによって，アニマノレウェルフェ

アに配慮して飼育された品質の良い畜産物として

認証し差別化を進めようとするほか，適性農業規範

(GAP)にアニマルウェルフェアを加えて補助金の

交付要件とするなど，国内外との差別化を進めよう

と積極的に利用しようとしている。

アニマルウェルフェアに対応した畜産物に規格

や表示を設けて差別化し，消費者の選択肢を広げる
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ことや適性農業規範にアニマノレウェノレフェアを加

えることは，意義のあることではあるが，アニマル

ウェルフェアは本来全ての家畜に対して配慮する

ものであること，また，わが国においては，アニマ

ルウェルフェアの検討が緒についたばかりである

ことから混乱を生じないようにそのあり方を十分

検討した上で取り組むことが重要である。

お わりに

今回の検討会でも委員の方々だけでなく，できる

だけ多くの意見をお聞きしながら進めていきたい

と思っており，最近の国内外におけるアニマノレウェ

ルフェアへの関心の高まりを機会に多くの方がこ

の問題について考えていただければと考える。

また，畜産に関わっている方には，これを機会に，

一般の方にも畜産に関心を持ち，理解していただけ

るようにわが国の畜産を PRするなど是非ご協力い

ただきたいと思っている。

将来，わが国にあったアニマルウエノレフェアに対

応した飼養管理が全ての生産現場に浸透し，家畜に

とって快適で、あり，適切な飼養管理によって，現在

よりさらに安全で良質な畜産物が提供されるよう

関係者と協力しながら取り組んでまいりたい。

お知らせ

シェリング・プラウ アニマルヘルスとインターベットが統合

9 日，シェリング ・プラウコーポレーション(米国 ・

ニュージャージー州)はオルガノン ・バイオサイエンスの

取得手続きを完了しました。

これにより，両社の動物用医薬品事業である，シェリン

グ・プラウアニマノレヘルスとインターベットが統合され

ることとなります。

シェリング ・プラウアニマノレヘルスとインターベット

は，家畜(牛，豚，鶏)をはじめ，養殖魚，コンパニオン

アニマノレを対象とする各種の動物用医薬品・ワクチンを揃

えており，セミナーの開催等それらに関連した様々なサー

ビスも各地で積極的に展開しています。

今回の統合は，疾病予防と治療の各分野における製品の

更なる拡充が期待されるだけではなく，研究開発部門の充

実により新製品の開発にも一層の拍車がかかるほか，各種

検査の的確な実施に基づいた適切な情報提供・アド、パイス

が出来る会社になる可能性を秘めていると言えます。

同時に，今後は圏内のみならず，アニマノレヘルスにおけ

る世界的なリーディ ングカンパニーとしての名に恥じな

い活動が大いに期待されています。

なお，完全な統合が図られるまで，当面はそれぞれが運

用上現行通りの企業活動を続けて行き，変更が生じた場合

には必要に応じた対応を行なうと述べています。

問い合わせ先

シェリング ・プラウアニマルヘルス株式会社

東京都新宿区西新宿 3-7ーl

新宿パークタワーS棟 33階

TEL 03-6901-1972 

FAX 03-6901-1982 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

