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中国 に お け る ア ニマルウェルフェアの現状(1 ) 

国際機関の働き

小原

は じ め に

昨年秋から現在にき三るまで， 日本の畜産業は烏

インフルエンザ，口蹄疫，震災，京電第一原発事故

と甚大な被害を被った。震災で大きな被害があった

東北地方も斎産の盛んな地域で，議会が崩壊したり，

停電によって家畜がパニックになり死亡するケー

スや，暖虜や換気システムの停止し， ;J~t:ーさや劣悪な

空気潔境による死亡，ガソリン不足による飼料運搬

ができず飢え死にするなど，大量;のエネルギーに支

えられている現代議産業は最悪の事態に焔った。家

産福祉の観点からいえば，家選手を正:市'に飼育できな

いと分かった時点で，安楽死させることが必要で

あったと考えられるが，生産者自身の命，生活が危

ぶまれる状況で，このような判断を下すことは難し

いと考えるのが一殻的だと思う O 福島第一原子力発

電所の事故により，避難時掲示が出された地域には

多くの農家が住んでおり，人は避難したが家畜を置

いて行かざるを得ない状況もあった。生産者は世話ー

をしたくてもできないという葛藤と，生産者の管理

に命告と預けている家斎，両者の精神的，肉体的苦痛

を最小限にするためにも，災害H寺の行動マニュアノレ

(安楽死を決めるタイミング，手法，場所など)を

整備しておく必要がある。

予 市首拙~多くの家斎を餓死させた農家は少な

くない。そんななか，備蓄していた自社生産の銅料

用米を給餌して，苦境さと乗り切った養鶏企業もあっ

輪入銅料のみに頼らず独自の飼料獲得経路を

持っていることが大きな分かれ道となったと言え

るのではないだろうか。

畜産物をより安く消費者に提供するために，改良

されてきたこれまでの畜産は，輪入飼料への依存，

生産効率を最優先した集約畜産，感染症の拡散を加

速させた資産企業の大規模経営化などによって支

牟(株)イシイ縫進本部研究IJfJ発室長東北大学 FSC答:災研究鈴

(Ai Ohara) 

愛犬

えられている。これが本当に目指していた食生産の

あり方なのか，今方向転換期であることを消費者，

生産者，流通業者，研究者各々が薄々気付き始めて

いると筆者は考える。

平成 22年四月に農林水産省は OIE(間|射殺疫事

務局)連絡協議会を開催した。 01五とは山:界の 178

の国と地域が加盟する組織で， !WJ!防衛生，人獣共通

感染症，アニマノレウェルウェアおよび畜産物の生産

段階における安全確保に~する間|孫基準 (OIE コー

ド)の作成を始めている。そこで|室内でもこの動き

に対応しようと農水省が中心となり産業界(獣医・

畜産関係の生産者団体等)および学識経験者，アニ

マウェルフェア関係者および消費者で意見交換を

する場が設けられている。

OIEがアニマルウェルフェアに閉して協力協定を

結んで、いる WSAP(World Society of Animal Protection) 

は，中国，ブラジノレ，インl"，タイ等:の資産生産国

にもオフィスを設置し，家畜におけるアニマノレウェ

ルフェア普及活動を促進している。しかし，実際に

どのような活動がされているのか臼本に情報は

入って来ず，多くの吾産物を輸入している日本にお

いて，生産・輸出国のアニマルウェノレフェアの現状

安知ることは，今後閲内でどのようにウェルフェア

に取り組むべきかを考える上で、重要で、ある。そこで，

2010年 11月末から二ヶ月間，独立行政法人自

術振興会による「組織的な若手研究者等海外派遣プ

ログラムj の支援を受けて，中国におけるアニマル

ウェルフェアの現状調査を行った。国際機関の働き，

大学での研究・教育，生産者・企業におけるアニマ

ルウェルフェアの取り組みを紹介したい。

本稿ではまず，調査のきっかけになった国際機関

の働きについて，第 2矧践には大学で、の研究・教育

ついて，第 3回目には生産者・企業のウェノレフェア

の取り組みに紹介したい。
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掴際機関 -WSPA，APSRI， IFAW 

本調査は，筆者以前所属していた元家畜福祉学

(イシイ)寄附講座の佐藤衆介教授が， I日友で WSPA

のアド、パイザーを務める MichelAppleby博士に中

国でのアニマノレウェノレフェア状況調査のために，コ

ンタクトを取るところから始まった。 WSPAの中国

ディレクタ-Meliss丘 Brown女史を紹介され，その

後の調査誕点として中国農業大学を紹介しても

らった。

OWSPAの活動

WSPAの事務所を訪問し Melissa女史から，中国

での活動内容を教えてもらった(写真1)0 世界で最

も多くの家蔭を生産している中隈において，動物福

祉・保護活動普及のために 2007年からオフィスを

構えているとのことで，生産者，処玉虫場従業員，

生へのアニマルウェルフェア教育，災害時の家畜を

取り扱い対策など，あらゆるプロジェクトを遂行し

ているとのことだ、った。政府の協力を得ないと進ま

ないプロジェクトが多く，政府はまずは人の福祉が

優先するとのことで，活動は難航しているようで

あった。

生産者教育について，生産方法・家斎の取り扱い

において模範となる農場“ModelFarm"やそのサブ

的な存在としてネットワークファームを作ってい

た。北京近郊にネットワークファームが 4~5 戸あ

り，将来的には 10農家に協力してもらうのが目標

とのことだ。 ModelFarmやネットワークファーム

で，アニマルウェルフェアに配慮して生産された畜

産物はすでに流通しているとのことだが， WSPAに

よる議産物の認証制度や農家に対する資金的補助

はなく， WSPAが提供するものは専門家によるアニ

マノレウェルフェア教育とトレーニングだけこと

だ、った。しかしこれでは，農家がアニマルウェル

フェアに取り組むメリットがないと築者は考えた

ので，後に ModelFarm宏訪問し従業員の意識など

を詳しく開いた。詳締については第3回目で紹介する

ことする。

次に学生への教育は大学に依頼しており，これま

で閣内 20カ所でワークショップを実施し，協力し

てくれる大学を募ったようだ。現在協力関係にある

のは，議i菊農業大学と中国農場大学で，本調査も両

者に協力を依頼したが，前者は尖閤問題発生後に突

如断られてしまったので，動物遺倍育種学を専門と

する Zhao教授の中国農業大学ーカ所が調査拠点と

なった。学生教育の詳しい内容については第 2問自

で紹介したい。

OAPSRIの活動

処理場従業員へのアニマルウェルフェア教育の

プロジェクトは APSRI(Beijing Chaoyang Anhua 

Animal Products Safety Research Institute)が十11.当し

ていた。食品の安全性の確保の一端としてアニマノレ

ウェルフェアを推進している団体であったが，ほか

に衛生検査などを行っているわけではなく，プロ

ジェクトマネージャーl名，処理場で講習を行う講

師4名，会計 l名の中医人で組織されていた。トレー

ニング講師陣も WSPA本部(イギリス)の専門家に

よる 2週間の研修を 3関受けているとのことだ、った。

彼らはイギリスプリストール大学院で、動物福祉，中

間園内の大学・大学院で食品安全や獣医学を専攻し

ていた人たちで，デ予備知識があったうえで仕事をし

ていた。彼らに中国の動物福祉教育・研究について

開くと， r毎タトの教科書や論文を翻訳，参考にしてい

て閣内の研究はほとんど進んでいないとのこと

だ、った。

処現場従業員の講習は処理場を経営する企業か

ら依頼を受けて行うものだが，出張費や教材費(写

2)はすべて WSPAがAPSRIに支給する財源から

出されていた。北京近郊には豚 14カ所，鶏 5カ所，

ウシ 4カ所の処理場があり，ほとんどが企業経営と

のことだった。これまでに， 2300人以上， 950社に

講習を実施しており，中国全土で1清力的に活動して

いた。

講習は二人の講師によって二日にわたって行わ

れ，一日は学，翌三終日は現場，最後に筆記試験を
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行う流れだ。 講習が終了してからも，中間検査を行

い，その結果をフィードパックするとのことで，定

着に努めていた。中間検資の用紙などは WSPAが作

成したものを APSRIが翻訳し全て公開されており，

習に関する費出への応答も丁寧でオープンで

あった。その後，処理場に講習に行く際に|奇行させ

てほしい依頼した。年末で忙しく先jjの処理場との

日程調整がなかなかっかなかったが，終始協力的で，

豚と鶏の企業の処理場を見学することができた。

処理場での詳しい講習内容などは，第3[周回に書く。

OIFAWの活動

I:IJ国の IFAW(Intemational Fund for Animal W巴lfare)

は捨て犬猫iや猛禽類の保護・帰化，学生教育などを

行っている機関で，資産とのi直接的な関係はなかっ

一部紹介したい。

中国農業大学の動物愛護サークノレが IFAW専属の

獣医師を招待した動物福祉に関する講演会に参加

した(写真 3)。

Kati Loeffler 士は愛玩動物および烏，クマなど

の獣医師かっ研究者であり，議読内容はストレスの

写真 3 Dr Kati Loefflerによる;W，:演。

要医iと制御の重要性，ストレスが生迎および行動に

及ぼす影響，診断と治療において注意すべき点など

であった。ストレスの要思は 5Freedomsとは言わ

なかったが 5basic requirementsと表現し，その

内容はほとんど間じであった。家斎以外の多くの動

物を見てきているので，いろんな事例(慢性ストレ

スによりチーターやイルカも胃に穴があくことや，

母親が慢性ストレスで，子供をなめすぎて耳の垂れ

さがったレッサーパンダなど)を紹介してくれた。

情人的には，診断と治療におけるウェルフェアの注

意点が新しく，有意義で、あった。治療される動物は

すでに大きなストレスを抱えていることに注意す

るべきであり，獣医師は飼い主の話ばかりでなく，

よく酪物をみることが重要であるとのことだ、った。

診断・治療に当たっては主観的に (Subjective:酪物

の立場に立って)かっ事実に基づいて (Objective)病

状を評価 (Assessment) し，診療の計画 (Plan)を立

てること =SOAPが重要だと彼女の提唱してい

また，印象採かったのは， " Animal welfare is professional 

standard"の言葉で，獣医師が釘lし、主にウェノレフェア

がなんであるかを正確に教えるべきとのことだっ

~ ~ニ与がよより，農家にはだれが教えるのが一番

適切かという疑問が浮かんだ。彼女はベジタリアン

で，家畜のウェルフェアは最悪だといい，その改善

を見放しているようにも思えた。しかし，農家はお

金を稼いでいるから，アニマノレウェルフェアによっ

て儲かるようにすることが重要であるとのこと

だ、った。

また後日， IFAWから北京瓶禽救助CIJ心(保護セン

ター)を紹介してもらい，活動内察を教えてもらい

に訪れた(写真心。
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センターは北京舗範大学内にあり，場所(事務所，

屋内外の保護ケージ，講義室)大学が提供

し，以前講演に来た博士を中心に IFAWのスタップ

4人と師範大学の学生ボランティア，北京市林業局

とが運営している団体で、あった。2001年に設立され，

今密案内してくれた Zh丘ng女史は 2005年からここ

で勤務しているとのことだった。

主な活動内容は①北京地区で負揚および病気に

より弱った猛禽類を治療・リハピリし，自然の生態

系に返すこと，②DVDや新聞を作製し市罰への猛

禽類保護の教育，③政府に対して猛禽類売実の法律

規制を厳しくするように姿詰ーすること， とのこと

だった。 保護活動はガラス張りビ、ルにぶつかって'詩P

折したり，ネズミ駆捻剤を食べたネズミを食べて中

になった猛禽類を見つけた警察や設からの通

報で猛禽類を救助しに行くことが多いとのこと

だ、った。自然への帰化までにかかる期間は l退問か

ら一年と様々で，帰化する場合，保護された場所の

より近くの生態系に戻しているとのことだった。し

かし，都会で救護された猛禽類を自然の生態系に戻

したても，生態系から出てきた原閣を解決しない限

りは，同じ陪題が繰り返されるような気がした。

訪問した時は約 30羽の小型の猛禽類から羽を広

げたら 3mはありそうな禿腐などが保護されていた。

室内の保護施設は，リハビリの初期段階の烏が叙容

され，室内は人工芝(プラスチックの荒いもの)が床

と止まり水に数かれ，その他には特に環境エンリッ

チメントはなかった。

餌には死んだ、ネズミや雛が与えられ，生きた動物

を餌として給与するのは，餌となる動物のウェノレ

フェアに良くなし、からとのことだ、った。 長室外の施設

にはリハピリの進んだ烏が収容され，大小 10部患

で一羽ずつ銅育されていた。

センターで、は年間約 300羽を保護し，そのうち約

64%を自然の生態系に返しているが，一日 2000羽

の違法な売買があり，帰化率を上げることと罰則の

より厳しい法律整備を要請することが，センターの

活動の目標とのことだった。

w れまで筆者は動物保護・愛護活動を行う人たち

は福祉の認識が異なると考えていた。しかし IFAW

のスタップは「肉食・狩猟動物は広大な敷地で狩り

をするという仔動欲求が高く，飼養しながらそれを

満たすのは不可能であるから銅養禁11:にすべきJと，

行動学や福祉を正確に理解したうえでの保護活動

をしていることに教育レベルの高さを感じた。回際

機関はどこも動物愛護の中に宣言j物福祉の概念も含

まれており，独立して動物(家蜜)福祉だけを普及す

ることは難しく，保護や愛護との関わりについて検

討する必要があると感じた。
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