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1. アニマルウェルフェアは世界の畜産の流れ

(1) 国際獣疫事務局 (OIE2007)による国際基準作り

アニマルウェルフェアを世界的に主導している組織は

OIE (Office lnternational des Epizooties)である。我が国

では設立当初のネーミングである国際獣疫事務局と訳してい

るが， 2003年には WorldOrganisation for Animal Health 

と改称しており，国際動物保健機構が正しい訳といえる。

OIEは， 家畜に重大な損害を与える深刻な疾病の蔓延を防ぐ

ために国際協力体制を整えるべく 1924年に設立された国際

団体(現在 167カ国加盟)であるが， 2001-2005年の長期計画

における主たる検討課題として「アニマルウェルフェア」と

「食品安全」を据え，ネーミングを変更したのである。防疫に

加え，予防としてのアニマルウェルフェアを扱うこととなっ

た。

2002年にニュージーランド，カナダ，ベルギー， ノル

ウェ ー，ケニヤ，イ ンド，エ ジプ卜 ，UKからの専門家からな

るアニマルウェルフェア作業部会を設立し，そこから提案さ

れた家畜陸上輸送，家畜海上輸送， と畜，および家畜殺処分

の各ガイドラインが 2005年総会において採択された。2006

年には水棲動物に関するガイドラインが提案され，各参加国

で検討中である。次いで，都会で野良化した伴侶動物の制御

に関するガイドラインが提案される予定である。さらに家畜

生産，野生動物，実験動物に関するガイドラインも検討され

ている。家畜生産に関しては，各国の畜産の実情の大きな違

いを反映し遅々として進んでいない。 しかし，ガイドライ

ン作成に目標年があることから， 2010年までのロードマ yプ

を作るべく， 2007年の OIE総会では討議資料が提出されて

いる。評価指標(独立変数)と目的変数(生存率，苦痛，正

常行動)をどうするか，これまでの研究成果の総説化および
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これらを検討する特別委員会の設置が検討された (OIE

2007)。

OIEガイド ラインの基本原則 (OIE2005)を表 1に示し

た。OIEの発想の特徴は，アニマルウェルフェアを向上させ

表 1. OIEの陸生動物衛生規約における アニマルウェル

フェアガイドライン原則 (OIE2005). 

1)動物の健康と福祉の聞には強い関連性がある

2) 国際的に認知されている 15つの自由J(飢え，乾き，栄

養不良からの自由，恐怖と絶望からの自由，肉体的なそし

て温度上の不快感からの自由，痛み，傷害，病気からの自

由，正常な行動を示す自由)は動物福祉にと って有効な手

引きとなる.

3)国際的に認知されている 13つの RJ(動物の使用数の削

減，実験方法のi洗練，動物を利用しない技術への置き換

え)は科学において動物を利用する際の有効な手引きとな

る.

4)動物福祉の科学的評価は， まとめて考慮されるべきさまざ

まな要素を含んでおり， これらの要素の選択と重み付けは

しばしば，価値に基礎を置いた前提を伴うが， これは可能

なかぎり明確に設定される必要がある.

5)農業，科学，そしてコンパニオンシップやレクリエーショ

ン，娯楽目的の動物の利用は人々の幸福に大いに寄与して

いる.

6)動物の利用が，実行可能な範囲で最大限，動物の福祉が保

証されるように“倫理上の責任"をもって行われること.

7)畜産動物の福祉の改善は，生産性と食の安全を改善する可

能性がしばしばあり，従って経済的な利益を生み出すこと

が可能である.

8) システム(デザイン規準)よりもむしろその結果(動物へ

の効果を判断する規準)が，福祉基準やガイドラインを比

較する際の基本となる.
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ることは，人間の倫理的責任(原則的としながらも，実利的

には家畜健康を保証する必要条件(原員1]1)と捉えており，ひ

いてはその保証が生産性と食の安全に通じる(原則 7) 乙と

から，循環型家畜飼養システムに通じると考えている点にあ

る。そして，アニマルウェルフェアは.15つの自由JC飢え・

乾き ・栄養不良からの自由，恐怖と絶望からの自由，肉体的

なそして温度上の不快感からの自由，痛み・傷害・病気から

の自由，正常な行動を示す自由)により達成される(原則 2)

ことを明記した。アニマルウェルフェアの実利性に関する類

推は，ストレスがエネルギー消費的で，免疫系や生殖系へも

負の効果を有するという実験結果からきている。アニマル

ウェルフェア伺養システムは世界各国で現在構築中であり，

実利性の実規模レベルでの実証がアニマルウェルフェアのグ

ローパル化に不可欠であり，かっ拍車をかけることは言うま

でもなL、。

これらの OIEガイドラインは，世界貿易機構 (WTO.

World Trade Organisation)が 1994年に合意した植物衛生

検査措置の適用に関する協定 (SPS，Agreement on the Ap-

plication of Sanitary and Phytosanitary Measures)に少

なからず影響することとなる。すなわち強制力のないガイド

ラインとはいえ，貿易障壁となる可能性がある点にも注目す

る必要がある。農林水産省は 2007-2010年に採卵鶏，豚，ブ

ロイラー，乳用牛，肉用牛および馬に関するアニマルウェル

フェアガイドラインを作るべく ，(社)畜産技術協会に検討を

委託しているところである(畜産技術協会 2007)。

(2) EUの 2006-2010年アニマルウェルフェア行動計画

(Commission of the European Communities 2006) 

EUはアニマルウェルフェア先進国であるが，アニマル

ウェルフェア推進に 4つの手段を使っている。それらは，法

律による規制(最低基準順守).農業補助金(最低基準順守へ

のインセンティブ). 市場開拓(より高基準によるアニマル

ウェルフェア認証).そして域内および畜産物輸出国への教

育(市場開拓とク ローパル化によ る貿易障壁化〕である。

農業補助金と市場開拓を進めるには WTOでの合意を目

指して世界を巻き込む必要がある。2000年には WTO農業

委員会へ， ① アニマルウェルフェア基準の作成とそれに沿っ

た貿易ルールの確立，②アニマルウェルフェア畜産物のラベ

リング認可，③ アニマルウェルフェア基準に沿った生産にお

けるコスト上昇分の代償措置(補助金)の認可，を提出した。

その提案は，開発途上国を中心に基本的に無視されたが，開

発途上国の畜産こそアニマルウェルフェア畜産に近く，欧州

への輸出拡大の可能性があることを EUは地道に説明し，つ

いには WTOの中でチャ ット会議にまでこきPつけている状

況という (Gavinelli私信) タイや中国を中心とするアジア

およびブラジル，チリ，ウルグアイ，メキシコを中J心とする

中南米が世界の次期畜産物主要輸出地域と目されているが，

欧州委員会 (EuropeanCommission)はそれらの地域で活

発にシンポジウムを共催し，アニマルウェルフェア畜産のグ

ローパル化を推進している。また 125カ国の 500を越す任意

団体を会員に，世界共通アニマルウェルフェア基準を作るべ

く設立された連合組織である WSPA (W orld Society for 

the Protection of Animals:年間予算規模が 3，000万米ド

ル)は， FAllnternational (Food Animal Initiative)との

共同で中国とブラジルにアニマルウェルフェアモデル農場を

建設中である。 FAIは 1988年に実際の畜産を経験し， アニ

マルウェルフェアの科学，倫理，法律を知る農業者と獣医師

によって設立され， 2001年からオックスフォード大学の農場

を借り，当大学と共同でアニマルウェルフェア畜産技術開発

に取り組んできている組織である。そこでの視点は，集約畜

産では捕食者からの解放，餌の充足，病気 ・怪我の時の世話

といった点ではウェルフェアの改善に役立つたが，病気の増

加，行き過ぎた遺伝的改良，正常行動発現の阻害といった点

でウェルフェアを阻害しているという点である。420haの敷

地を持ち， 157 haの永年草地を利用し， 250頭の肥育豚，

1，000 頭のヒツジ.300頭の肥育牛.120頭の肉用繁殖牛， 2万

羽のブロイラー. 4，500羽のレイヤー， 3，000羽の七面鳥を飼

育している。

EUは2006年 l月に. 1動物保護とウェルフェアに関する

2006-2010年 EU行動計画Jを発表した。2010年までに，ア

ニマルウェルフェア総合評価法を開発し，それに基づいた畜

産物の国際流通を目指している。これに先立ち.2004年 5月

より 5カ年計画のプロジェクト WelfareQuality (Project 

Office Welfare Quality 2004)が走っている。EUの 13カ国

からの 39研究所 ・大学並びにブラジル，チリ，ウルグアイ，

メキシコの中南米4ヵ国が参加し，予算規模 1，700万ユーロ

というビッグプロジェクトである。栄養分 ・機能性・昧と同

様にアニマルウェルフェアも食品の質であるとの認識に立

ち，消費者 ・流通業者 ・生産者の関心分析からウェルフェア

の改善そして食品品質の開示を目標としている。ア ニマル

ウェルフェアを畜産現場で評価する方法の確立は最重要課題

であり. 2007年には中間報告 (Veisserら2007)が行われ，

表 2にまとめたような評価法作成の方針が提案された。従来

表 2. アニマルウェルフェアに対する EUの消費者ならび

に生産者の意向.

消費者の意向 (Veissier.Evans 2007) 

1)自然環境での飼育を重視

2)アニマルウェルフェアの各側面の順位付けではな く，全体

論的評価を好む

3)科学者に比べて，ウェルフェアの概念が狭い

消費者の意向と科学の折り合い

1)動物に苦痛 ・苦悩を与えない

2)自然環境は，動物に自由を与えるが，危険や不快も与える

の正常行動は内的に動機付けられている行動だけ考慮する

(運動，社会的相互関係など)

生産者の意向 (Keeling. Bock 2007) 

1)生産者の関心は，家畜の健康と行動，そして生産

実施上の課題

1)評価実施が生産に影響しないか

2)評価が面倒くささとコストを伴わないか

3)評価者の態度および畜産への精通性への疑問

4)適正な給餌，適正な飼育環境，健康の評価に問題はなし

しかし，適正な行動実現に関しては疑義有り
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表 3. Welfare Qualityプロジェクトで提案された酪農評

価法案 (Wincklerら2007).

L 適切な給餌

①body condition score 

②給水施設:水槽の数流速，清潔度，水槽の機能程度

2 適切な施設

③伏臥に要する時間

④伏臥する時に畜舎設備にぶつかる個体の数

⑤ストール枠に後駆が乗った伏臥をしている個体の数

⑥清潔度(乳房，胴と脚上部，脚下部)

⑦繋留の有無

⑧屋外運動場あるいは草地への解放性

3.健康

⑨披行スコア

⑩外皮状態(ハゲ部分，外傷/擦り傷，爪の伸びすぎ)

⑪呼吸器病(咳， くしゃみ，鼻水，眼ゃに，呼吸数の増

加)

⑫繁殖障害(牛乳中体細胞数，態脱)

⑬他の病気関連項目(死亡率，淘汰率)

⑬ルーチン断節(除角，断尾ー方法 ・齢 ・麻酔/鎮痛剤

使用)

4. 適切な行動

⑬敵対行動の頻度

⑬他の行動の種類

⑪給餌場での逃避距離

⑬飼育ベンでの逃避距離

の施設 ・設備の評価から，消費者並びに生産者の妥協点とし

て動物の状態である animalbased measure (表 3)への特化

がみられる。

2003年 EUは農業共通政策改革の中で，農業支援の大転換

を行っている。生産者重視から，消費者 ・納税者重視，すな

わちマーケ ッ卜主導の生産を期待する方向への変換であっ

た。生産高から独立した補助金であるデカップリングが指向

され，環境，食品安全，動植物の健康，アニマルウェルフェ

ア，そして農用地保全(生産的 ・環境的)に農業補助金を出

し始めている。すなわち，EUではアニマルウェルフェアは

今や倫理議論を終え，農村の持続的発展を通した欧州社会の

構築といった国家戦略の 1つの戦術 ・ツールとして機能し始

めているといえる。

2. 濃厚飼料多給型畜産のアニマルウェルフェア問題

(1) 濃厚飼料多給に起因する疾病の増加

乳生産量と疾病率の正の相闘がいくつか報告されてきてい

る。乳房炎，肢蹄病，乳熱，後産停滞，子宮筋層炎，脂肪肝

などである (Broom1998)。痛みを伴うことCteeling)なら

びに生存性を低めること(fitness)からウェルフェア問題で

ある。平成 17年度家畜共済統計表(農林水産省経営局 2007)

によれば，乳用牛等に係る病症病類別事故件数の構成割合

は，泌乳器病 31%，生殖器病 23.7%，消化器病 13.6%が上位

を占め，これらで約 7割に達している。泌乳器病の多 くは急

性乳房炎，生殖器病の多くは卵巣嚢腫等の卵巣不全，消化器

病の多くは第 l胃食滞，第 4胃変位，腸炎で，それぞれ濃厚

飼料多給との関連が高い(元井 1988)。肉用牛等に係る病症

病類別事故件数の構成割合は，消化器病 36.2%，呼吸器病

28.9%，生殖器病 18%が上位を占め，これらで 8割超に達し

ている。消化器病の多くは腸炎，呼吸器病の多くは肺炎，気

管支炎，生殖器病の多くは卵巣静止等の卵巣不全であり，濃

厚飼料多給との関連や舎飼との関連が高い。

乳牛においては，乳房炎，披行，第 4胃変位は極めて頻繁

に起こることから，要因探査のための実態調査が盛んであ

る。 Svenssonら(2006)はスウェーデンの酪農家 122戸の初

任牛 3，081頭を調査対象とした。その内， 179頭 (5.8%)が死

亡し， 267頭 (8.7%)は殺処分され， 509頭が売却され，残り

の 2126頭の出生から初産の搾乳期に関して，乳房炎と管理

要因との関係を調査した。実に 229頭(10.8%)が乳房炎の治

療を受け，延べ治療回数 256ケース中， 131ケース (51%)は

分娩前 1週間から分娩後 1ヵ月の治療であった。この期間の

乳房炎治療率は繁殖障害(後産停滞，子宮内膜炎，子宮膿腫，

異常分娩，双子出産)と相関し，群全体の乳房炎率の高さが

初妊牛の乳房炎の危険率を高めていた。さらに，乳房炎にな

らない初妊牛では， 離乳時の粗飼料給与量が多く (0.92 vs 

0.78 kgl日)， 11-23ヵ月齢での穀物給与量が 80%以下で

あったことを報告し，濃厚飼料給与との関連を示唆した。ま

た，分娩 3週後の乳中体細胞数が 20万個Iml以上の場合，乳

房の病変が多いが，その 20万個Iml以上体細胞数は穀物問

料給与量に関係していた。

Manson . Leaver (1988a)は，実験的に濃厚飼料給与日量

7 kgと11kgの泌乳牛 2群を作り，披行の発生を比較した

が，後者群に有意に多く， しかも重篤で長期化したことを報

告している。さらに，Manson・Leaver(1988b)は，その原

因として蛋白質摂取量に注目し，閉じ粗濃比で同じ代謝エネ

ルギーを持つが，乾物 1kgあたり粗蛋白質量が異なる 161g 

区と 1989区を作り搾乳牛で調査した。後者で披行が多く ，

しかも重篤で長期化したことを確認した。蹄の毛細血管での

血栓症が高蛋白質飼料によるヒスタミン ・アレルギ一反応に

由来すると考察している。

穀物給与量と病変との因果関係は，まだ十分には解明され

ていないが，元井(1998)によれば，①ルーメンや肝臓など

の機能不全化， ②pHの急激な低下によるルーメ ン運動や唾

液分泌の低下，③微細飼料による反努の減少，④有害アミン

の産生(ヒスタミン，チラ ミンなど)，⑤ルーメン内でグラム

陰性菌が死滅し，それに伴いエンドトキシンが産生され，血

中に入り肝臓で炎症性サイトカインが産生誘導され，各所で

病態をおこす，等の複合的メカニズムという。当然，低栄養

は様々な病態の危険要因であり，濃厚飼料の適度な利用が重

要であることは言うまでもないが，粗伺料多給型畜産はアニ

マルウェルフェアの改善に通じると言える。

(2) 高生産量への選抜による副作用

Rauwら(1998)は，標記の問題をブロイ ラー，ブタ，乳

牛に関して総説している。 ブロイラーでは 1960年から 1996

年の聞に，遺伝率 40%といわれる日増体量が 10gから 45g

に増加し，満腹中枢が機能不全に陥っていることが示唆され

ている。そして同時に抗体産生能の低下，高い死亡率(突然
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死，腹水症，脚弱)，軟骨発育不全，心肺機能不全の急増を報

告した。ブタではノルウェーの調査によると 1960年から

1996年の聞に， 日増体量が 629gから 962gに増加し，飼料

要求率は 3.24から 2.26(1992年)に低下した。そして同時に

脚弱が増加した。乳牛ではオランダの調査では 1950年から

1996年の聞に，遺伝率 20-35%といわれる乳量が 4，029kg 

から 7，220kgに増加し，それは負のエネルギーバランスを大

きくし，様々な代謝病，繁殖障害，その他の健康問題をもた

らしたと報告している。

近代畜産は，生産に特化した家畜の遺伝的改良と栄養濃度

の高い飼料の給与により追求されてきた。その展開に飼育管

理技術が追いつけない状態まで，その方向は先鋭化してきて

いる。いわゆる生産病の増加であり，肉体的健康と精神的健

康，すなわちウェルフェアを向上させる精密悶育管理技術の

確立が期待されると同時に，ウェルフェアとのバランスを考

えた育種戦略の変更が期待されている。

3. アニマルウェルフェアと粗飼料多給型畜産

我が国における自給飼料は，粗飼料に依存せざるを得な

い。食料 ・農業 ・農村基本計画では，飼料自給率向上の平成

27年度までの目標は 10%アップで，それを達成するには

TDN 170万トンの増産が必要である。畜産草地研究所草地

研究センター (2003)の試算によれば，その TDN170万トン

を増産するには， 6万 haのトウモロコシ 5万 haの問料イ

ネ， 10万 haの遊休地放牧， 7万 haの里山 ・里地林開放牧を

それぞれ現状より拡大し，さらに食料残澄等の未利用資源

TDN 80万トンの利用が必要である。 トウモロコシの作付け

面積は年々減少しており，平成 17年度でも飼料イネ栽培は

やっと 4，600ha，遊休地放牧 ・林開放牧は約 l万 haという状

況の中で，とてつもない数字にみえるが，自給率向上には組

飼料増産に頼るしかないことは周知の事実である。また，ア

メリカの輸出用トウモロコシは代替燃料であるエタノール生

産にまわることは確実であり，この視点からもわが国の畜産

は一層粗鋼料多給型畜産に向かわざるを得ない。

(1) 放牧畜産のウェルフェアへの効果

Waageら(1998)は，ノルウェーで生産記録計画のもとに

収集された 13万頭弱の未経産牛データを，乳房炎に対する

危険因子の分析に供した。単変量のロジスティク回帰分析の

結果，最も低いオ ッズ比は飼料中の乾草比率が 5%以上，群

サイズ 30頭以上，根菜給与，飼料中の生草比率 25%以上，

そして放牧であ ったことを報告している。放牧の効果は，導

入牛の分析においても見られ，放牧経験導入牛が未経験導入

牛に比較して乳房炎になる危険率が低くなるという。

Bendixenら (1986) はスウェーデンにて繋留飼育と夏季放

牧 ・冬期繋留飼育間で乳牛の疾病を比較している。そして繋

留飼育では，難産，ケトーシス，乳房炎，乳頭踏み付けが多

いことを報告した。

当研究室では， 2006年より放牧のアニマルウェルフェア効

果(遠藤ら 2006，2007)を運動場付フリ ーストール飼育(舎

飼)と比較することで調査してきている。夜間放牧により運

動量は1.8km/日増加した。運動の多さは，膝関節の健全性

をもたらし (Krohn1993)，免疫性の指標の Iつである血中

CL能を高める(石黒 ・木船 2004)01時間当たりの敵対行動

は舎飼時の 3.2回から放牧により 0.9回に有意に減少し，立

位から伏臥位の移行動作の爵踏を示す伏臥欲求行動(行動単

位としては「足踏みJ)は1動作当たり 9.8回から 2.1回へ有

意に減少した。佐藤 (1994)は，除糞前後のフリーストール

での移動速度を放牧での移動速度と比較したが，秒速はそれ

ぞれ 0ム 0.7，および 0.9mとなり，除糞前の速度が有意に遅

くなることを明らかにした。このように，放牧は社会行動や

維持行動の実行の容易性をもたらすといえる。さらに，免疫

グロブリンの中心をなす IgG量は，放牧により有意に増加し

た。 しかも白血球中の頼粒球割合は増加せず， IgGの増加は

疾病や損傷に由来するものではないことも確認している。白

血球中の T細胞割合は放牧 21日以降減少しそれは CD4+

細胞と ro細胞割合の減少によりもたらされており， CD8+ 

細胞割合はむしろ増加していた。血中のキラ ーT細胞の増加

であり，細胞性免疫の高進を示唆している。

放牧により抗発ガン ・体脂肪減少・筋肉増強・免疫力向上

機能が指摘される CLA(共役リノール酸)が高くなり，脂肪

酸組成としても，動脈硬化 ・心臓病 ・ガン ・アレルギ一過敏

症の主要な危険因子であるオメガ-6脂肪酸が低くなり，オメ

ガー3脂肪酸とのバランスが取れ， 抗酸化作用の高いβ カロ

テン， ビタミン A，ビタミン Eが多くなることは周知の事実

である (Robinson2004)。これらの特徴は， 一般には畜産物

の機能性として語られるが，家畜自体の健康 ・ウェルフェア

に影響することも期待できる。

(2) ウェルフェアシステムの生産性

ブタ，ブロイラー，乳牛に関する調査を紹介する。ブタに

関しては繁殖豚と育成豚を同時に悶育するファミリーベンシ

ステムの生産性である (Wechsler1996)0 4-5頭の雌豚とそ

の子豚を巣場所とワラ敷きの活動場からなるべンで一緒に飼

育する方式である。ほぼ同時に分娩させ，子豚もいるベンに

11週後に雄豚を 6週間滞在させて再び受胎させている。異常

行動は出現せず，放牧時に出現する全ての行動が畜舎内で出

現し，さらに授乳中にもかかわらず雌豚の発情は回帰し，受

胎するという究極のアニマルウェルフェア飼育システムであ

る。子豚を 5ヵ月齢で母豚から分離し，さらに 4-8週間飼育

し， 100 kgで出荷する。極めて特殊な飼育法であるが，それ

でも 28日齢までの死亡率は 18.4%， 1腹当たりの出荷頭数は

8.9頭，回転率 2.12，年間子豚生産頭数 19.5頭となり， 20%の

プレミアム価格上乗せで採算ベースに乗るという結論であっ

た。飼料への抗生物質添加は全く行われない健康畜産がウェ

ルフェアシステムの中で実現している。

ブロイラ ーに関しては，世界最大のアニマルウェルフェア

団体である RSPCA(Royal Society for the Protection of 

Crue1ty to Animals;年間予算 l億ポンド) が認証する

Feedom Food (FF)の生産性を紹介する (RSPCA2006)。

増体重を 45g/日以下(償行では制限なし)，間育密度を 30

kg/m2以下(同 38羽以上)，照明を 20ルックス以上(同 10

ルックス以下)，照明を切る時聞を 6時間以上(同 4時間)，

そしてベンには梱包ワラ，止まり木，突けるオモチャ(サッ
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図 1. 飼養管理がブロイラ ーのウェルフェア問題に及ぼす影響 (RSPCA，2006).

カーボール，ペッ トボト ル， CDなど)を入れる ウェルフェア

システムである。図 lには，それぞれの要因とウ ェルフェア

との関係が図示されている。その嗣育システムの中では，胸

の炎症発生率は 3.5% (同 19%)，フッ トパッ ド炎 症 率 は

3.5% (同 6.5%)，死亡率は1.8% (同 5.1%)，屠場到着時の死

亡率は 0.05%(同 0.17%)，等級 A率は 83.4%(同 66.2%)と

いう生産形質指標であり ，健康性への効果は明 らかで，経済

的有利性も示された。

乳牛に関しては，Mainら (2003)が RSPCAの FF認証酪

農家 28戸と通常酪農家 25戸とで乳牛健康性の比較を行って

いるのでその成果を紹介する。いずれもフリ ース トール牛舎

で，冬期間の調査である。通常酪農家とは言っても農業団体

の自主認証等に入っていることもあり，訪問した獣医師の結

論としては，疾患の種類はある程度異なるものの，いずれ も

同程度に改善の余地があると いうものであった。 FF認証農

家でオッズ比が 1よりも有意に低L、状態は，分娩介助， 被毛

の清潔さ ・正常さ， BSC値 2以下のウシの存在，関節以外の

傷害，乳房炎治療率，爪の伸びすぎで，有意に高い状態は，

関節の腫れと肢行， そして乳熱であった。 FF認証農家と言

えども傷害 ・疾病のない完壁な酪農家は無く ，認証ス キー ム

の改善と傷害 ・疾病の兆候をいち早く察知する管理者の能力

向上が期待されていると いう。

健康を保証する必要条件の Iっとしてウェルフェア飼育法

があり ，10-20% のプ レミアム価格で成立する経済性 も実証

されつつある。しかし，まだ完壁とは言えず， これ らの研究

を通しての精密飼育管理技術の確立が期待されている。
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