
  
  中国におけるアニマルウェルフェアの現状（2）

  誌名 畜産の研究 = Animal-husbandry
ISSN 00093874
著者名 小原,愛
発行元 養賢堂
巻/号 65巻12号
掲載ページ p. 1183-1185
発行年月 2011年12月

    
農林水産省 農林水産技術会議事務局筑波産学連携支援センター
Tsukuba Business-Academia Cooperation Support Center, Agriculture, Forestry and Fisheries Research Council
Secretariat

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



1183 

中国におけるアニマルウェルフェアの現状 (2)

大学での研究・教育

小 原 愛ネ

第l回目では匡際機関の働きについて紹介したの 教授，中医畜牧研究所 Gu博士は多忙で出席しても

で，今回は大学でのアニマルウェルフェア研究及び らえなかったのが残念だが，研究者から実務者ーまで

教育について紹介したい。 が一堂に会した(写真1)。

研究および教育

アニマルウェノレフェアとは動物の個体(動物自

体)がひとつの単位で，その精神的肉体的健康の状

態を評価することが重要だとされている。従って一

般的にアニマルウェルフェアの研究は行動学，生理

学，心理学，倫理学などからのアプローチが多いの

に対し， WSPAが遺伝育穏学の専門である Zhao教

授にアニマノレウェノレウェア教育を依頼したことに

少し驚いた。 Zhao教授がアニマルウェルフェア教

育として行っているのは「動物保護学概論j の講義

であり，動物福祉学ではなかった。講義の内容を聞

けば希少動物の遺伝資源の保護をいう点で遺伝育

種学の Zhao教授に協力を要諾した経緯は理解でき

たが，イメージしていたアニマルウェノレフェア教育

とはかけ離れていた。しかし，中国農業大学の講義

棟を回っているうちに「家畜福祉学及び畜産品品質

と安全性jの講義を見つけた。 講義はすでに終了し

ており聴講はできなかったのが残念だったが，その

後，担当教官である動物栄養学の Ren教授と知り合

えたのでよかった。 Ren教授の興味は家憲福祉と栄

養などの食品品質との隈係であり，アプローチは日

本と違うけれども，自発的な研究・教育がおこなわ

れていることが分かつた。

佐藤教授が訪中した際に， Zhao教授の声掛けに

より中国の家者福祉に関わる多くの研究者および

実務者と議論する場を設けてもらった。

処理場従業員へのアニマルウェルフェア教育を

担う APSRlからブ。ロジェクトマネージャーの Zili

j泌氏，講師の SunJinjuan女史，中国農業大学から

動物倫理学LiJianjun教授，動物栄養学 RenLiping 

'(株)イシイ後進本部研究開発室東北大学 FSC客員研究良

(AiOha悶)

写真 i 会議参加者二

本学から佐藤教授と筆者が出席し，それぞれ「日本

のアニマノレウェルフェアの現状J，i医産鶏種たつの

における環境エンリッチメントが生産性とウェル

フェアに与える影響j について紹介した。 Zhao教

授からは「動物保護学概論Jの講義の紹介があった。

内容は群としての動物の保護と，掴体としての保護

(=アニマルウェノレフェア)の基本的な狸論と原則

の理解，動物行動学，各動物(家斎，実験動物，愛

玩動物，使役動物，動物闘llVJ物，里子生動物)につい

ての健康や動物保護の基本的な立法について知識

を深め理解することを悶的としていた。また北京近

郊でアニマルウェルフェアに取り組む農家や動物

陸への見学や，生産者や実務者から現場での取り組

みについての聴講，またアニマルウェルフェアの開

題点や自分たちの意見を議論するという内容で

あった。後から開いた話によると， APSRlも処理場

での講習の内容を講義で紹介したことがあるとの

ことだ、った。

佐藤教授の著書 fアニマルウェルフェア動物の

幸せについての科学と倫理 Jを紹介した際に，動物

0369-5247/11/干500/1論文/JCOPY
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{命玉虫学の Li教授は β本での倫理の意味を質問され

た。その時は時間がなく議論が深まらなかったので，

|耳民性や文化的な背景も影響することから，ま

会を改めてしi教授を訪問し，議論することとした。

また Ren教授は，彩、の研究紹介で肉質に関する

データがあれば， より興味在持ってもら

し、やすいとアド、パイスをくれた。今[立!の発表で多く

の人から興味がある，データを公開してほしいと求

められた。これにより，自分の研究に誇りを感じ，

また論文を主A く必要性を強く感じた。

Zhao教授のゼミに参加して， 1可様の研究紹介を

行ったところ，パング、ラデシュからの博士課程に進

している留学生が興味を示してくれた。彼は母国

で6年間j養鶏企業にがJめた経験があり，まだバング

ラデシュにはアニマルウェノレフェアの発想、はない

が，今後お互い色んな情報を共有していこうという

ことになった。また博ゴゴ課程後期の Wang氏はベッ

トや使役動物のウェノレフェア対して興味があり，

よる動物福枝の評価しようと試みているとの

加とだ、った。ゼミではそのテーマに関する

けなかったが， Zhao 

r 1!JJ!段バJfL護概論第二版j

いている教科

してくれた。また

彼が執筆を担当した動物福祉学の本が 2011年には

出版されるとのことだ、つ

今回の滞在において生活のことから，議査協力ま

Xiang Hai 君が W:~ff;してくれた。他校か

ら家奇福祉を志して進学したようだが， }吉、い打14iし、て

いたような研究はされておらず，

を検討しているとのことだ、った。

内で最も有名な農業・

であることからアメリカやフランスなど多

くの匡!と共同研究磁設があった(写真 2)。災験動物

飼育舎もあり，生理学実験に使用されているであろ

う，関に穴のあいた牛やケージ飼育の鶏などが飼育

されてし、た。日本では，研究機関などにおける動物

実験等の実施に関する基本指針(平成 18年文部科学

省告示 71号)があり，この基本方針に則り本学では

実験動物講習が義務づけられているが，中国ではそ

れに相当する指針も， もものはないとのこと

だ、った。

動物倫理学の Li教授に動物倫理の認識仰木

う愛護と福祉のちがし、)について話を前おうと

思い，訪問を打診していたところ，教授の元教え子

の Wu女史を紹介してくれた。詳しく研究について

開し、てみると，初めの認

学が専l'門1巧号でで、E弱動ジ功J物{倫命浬学;は玄一つのテ一マでで、あるとの

ことだ、つ

彼女はや国農業大学の学部生のときにハルビン

の農村の調査した経験があった。学生約 10ノ¥のグ

ループx100 グ、ループ。ほどをと大学が農卒、JiiJ~斎のため

に派遣する事業があるようで，毎年 7~8 月

が実家の農村の作物や)肥料ーや農薬，生活について

アンケート調査を行うとのことだ、った。'Ei:fFl

し，訪問先や交通手段など全て学生が手

i記して， 日かけて移動し， 2週間ほど滞在

するとのことだった。その間は農家に泊まらせても

らうが，調査協力費などは支払われず，その代わり

に小学校での授業や農作業を手伝ったり，農村には

いない大学生との交流を喜んでくれる農民が多い

と話してし

また筆者が Wu女史に，個人や企業の養鶏場の調

査を千干し、たいと話したところ，採卵期の放飼養鶏企

業に勤めている親戚がし、るから，i祭場が訪剖可能か

どうか開いてくれるとのことだった。しかし，はじ

めに Zhao教授に言われたように，冬場は特に最低

限の出入りしか行えないと法Irられ，実現はしなかっ

また， Li教授のもとで現在， 1!JJ物倫盟について

、ている学生の連絡先を教えてくた。その

後， Wuf;..史やXiangHai;gを交えて愛護と倫理につ

した結果，中露でも f愛護jは「人が弱者(動

物や子供など)(こ対して，自分の感情から生じて，他

ものjとの認識が一般的とのだ、った。



小jJj〈 中国におけるアニマルウェルフェアの現状(2) 1185 

大学の図書館がデータベース更新中で使用でき

なかったため，医家図書館で調べものを行った。そ

こで豚・乳牛・鶏・ウサギの獣医ハンドブックを見

てみると福祉に関する記述はなく，生産者向けの養

豚ハンドブックには家畜福祉の記述があった。以前，

Xiang Hai怒と中国おける家主奇福祉研究について話

しているとき，立法作成にI1lJわっている中国社会科

学院の常紀文教授の論文や HPを教えてもらったこ

とがあった。常紀文教授関連記事によると，中l主!の

豚肉生産量は 4600万トンに上り世界総豚肉生E去最

の 50%に上るとのことである (2008)。このことから

も，中i主!の養豚規模が測り矢nれるが，まずは豚への

動物福校の対策が先に取られているようだ。 WSPA

およびAPSRIは， 2007年 2fJから一年半で 2300人

以上， 950社にトレーニングを実施したことも紹介

されていた。また，中 I~Iでの隊内生産量のうち輸出

向けは 0.3%にとどまり，その1~J制要因として家高

福祉が配慮されていないためと記述している。

WTO規程においてもアニマルウェルフェアに関す

る追加条項が含まれ， 100カl主|以上がアニマルウェル

フェアの規程や法律を設誼しているため，アニマル

ウェルフェア基準を満たしていなし、中自畜産物は

ウサギと加工錦肉商品以外は輸入が禁止されている，

と記していた。

中医農業大学を93心としたアニマルウェノレフェ

ア研究および教育は，科学的データとなるような研

究は未だ、行われていなかった。しかし，倫理学・栄

養学・社会学と多方聞の専門家の校目を集めている

ことが分かり，また優秀な学生も多くこれから研究

が進むことが予想される。彼らは現在の中迂iの国策

では，アニマルウェノレフェアで科学研究費が取れな

いために，研究が滋まないと嘆いていた。国捺機関

や研究機関がアニマノレウェルフェアを推進するの

にも眼度があり，閣の取り組みかたによって大きく

変化しそうだ。
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