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世 界 の 家 畜 福 祉 政 策 と 福 祉 品 質 (WQ)商 品 の 開 発 動 向 (1)
松 木 洋 一

1．EU の家畜福祉政策と WQ ブランド
開発政策の動向と課題

*

検査官が立ち入り検査し，
罰則は 3 ヶ月以下の拘禁，
レベル 4 以下（2500 ポンド）の罰金が科せられる。
また，七面鳥，豚，牛，鹿，アヒル，羊についての

1957 年のローマ条約によって設立された EEC；

福祉勧告規定があり，農場の家畜飼養改善を指導し

欧州経済共同体は，1993 年のマーストリヒト条約

ている。また市民の意向をより取り入れた家畜の福

「欧州連合条約」によって EC；欧州共同体に変更

祉政策を進めていくために 79 年にイギリス政府は

され，また，欧州共同体は，2009 年のリスボン条約

農用動物（家畜）福祉会議 FAWC を設置し，93 年

「欧州連合条約および欧州連合の機能に関する条

にこの農用動物福祉審議会によって「五つの自由

約」よって European Union ；欧州連合に変更され

Five Freedoms」原則が確立した。すなわち家畜の「飢

たので，今後の叙述では EU 名称を統一して用いる

えと乾きからの自由」
「不快からの自由」
「痛み，傷，

ことにする。

病気からの自由」
「通常行動への自由」
「恐怖や悲し

1)EU の家畜福祉政策の推移

みからの自由」の原則が現在の動物福祉政策の基準

(1)イギリスにおける家畜のアニマルウェルフェア

となっており，さらなる政策的・法律的整備が進ん

原則の確立

できた。現在でも農用動物福祉審議会は農場内，輸

EU におけるアニマルウェルフェアの歴史は長い。

送中，市場内，と畜場内の家畜福祉の向上をはかる

アニマルウェルフェアの先進国は皮肉にも BSE 牛

ための政策や法令化への助言を行っている。

が発生したイギリスであるが，1911 年に世界に先駆

(2)EU 家畜福祉政策の開始

けて動物保護法を制定している。周知のように戦後

以上のような先進的な家畜の健康と福祉へのイギ

1960 年代にはレイチェルカーソンの「沈黙の春」は

リスの市民と政府の取り組みが EU の法令に反映し，

農薬の害について広く社会に警告を発したが，この

欧州評議会による「農用動物保護に関する欧州協定」

「沈黙の春」に影響を受けて，イギリスでは 1964

（1976 年調印 1978 年 EEC 理事会採決発効）に端を発

年に集約的工業的畜産の残虐性を批判したルース

した一連の EU 理事会の指令が，1970 年代以降施行さ

ハリソンの「アニマルマシーン」が出版され，一般

れてきた。この家畜福祉についての最初の国際的協定

市民の関心を喚起した。

は，締結国に現代の集約的家畜飼育システムでの家畜

それを契機として農薬や化学肥料に依存する農

の飼育方法，畜舎環境において動物福祉原則を適用す

業と家畜の生理と行動要求を配慮しない工業的か

ることを求めた。特に，第 3 条から第 7 条までの 5 つ

つ工場的な畜産がヨーロッパ市民から強く批判さ

の条項において家畜福祉の原則の内容を具体的に指

れるようになった。そのような市民運動によってイ

示している。その内容は，経験と科学的知識に基づい

ギリスでは，1965 年にはブランベル委員会が「すべ

て，家畜の生理的・行動的要求に留意した給餌，給水，

ての家畜に，立つ，寝る，向きを変える，身繕いす

飼育方法を実行するべきこと，苦痛や傷害を起こすよ

る，手足を伸ばす行動の自由を与えるべき」とする

うな飼育方法は禁止されるべきこと，繋留ないし閉じ

基準原則を提唱した。1968 年には農業（雑条項）法

こめられている場合には充分な空間を与えること，畜

が制定され，家畜への虐待防止のための全般的条項

舎の照度，温度，湿度，空調，換気などの環境は家畜

が定められた。
その後整備されてくる EU の豚，
牛，

の快適性が保証されるように管理されること，家畜の

鶏に関する指令と規則はこれに原型を置いている。

健康状態を少なくとも一日に一度点検すること，同じ

この法律は，家畜に不必要な身体的精神的苦痛を与

く施設機械を一日に一度点検し，欠陥があるときは直

えることを規制し，農場には国と自治体が認可した

ちに必要な措置をとること，等である。

＊

日本獣医生命科学大学名誉教授

(Yoichi Matsuki)

0369-5247/14/\500/1 論文/JCOPY

松木：世界の家畜福祉政策と福祉品質（WQ）商品の開発動向(1)

235

EU の本格的家畜福祉政策は，表 1「EU の家畜福

卵鶏 1 羽当たり水平面積 550 m2 以上で，ケイジ高さは

祉関連政策の進展」にみられるように，1980 年代後

全ケイジ面積の 65％以上が 40 cm 以上の高さであるこ

半から本格化し，1986 年には「バタリー採卵鶏の保

とが要求され，35 cm 以下の部分があってはならない

護基準」指令（99 年改正），1991 年には「輸送中の

とされている。

動物の保護基準」指令(01 改正)，1991 年には「豚

養豚の保護のための最低基準を定めた「豚の保護基

の保護基準」指令（01 改正）および「子牛の保護基

準」指令では，飼育規模 10 頭以上の農場に適用され，

準」指令（97 年改正），1993 年には「屠畜又は殺処

子豚，育成豚，未経産豚，妊娠経産豚ごとの最低床面

分時の動物保護基準」指令，1995 年には「採卵鶏の

積が定められており，また特に経産豚と未経産豚を繋

保護に関するヨーロッパ国際協定」，1997 年にはア

ぎ飼いする施設の新築や改築が禁止され，2006 年 1

ムステルダム条約「動物の保護および福祉」議定書，

月 1 日からは繋ぎ飼い自体が禁止され，種付け後 4 週

1998 年には「農用動物保護」指令，1999 年には「採

間から分娩予定日の 1 週間までの期間は群飼すること

卵鶏の保護基準」指令，2000 年には「有機畜産規則」，

と規定されている。妊娠豚用のストールも最初の 4 週

2007 年には「食用肉鶏の保護基準」指令と次々に

間以降は 2013 年 1 月 1 日から全面禁止された。

1990 年代以降につくられてきている。

生後 6 ヶ月までの子牛の保護のための最低基準を

採卵鶏の保護のために最低基準を定めた「採卵鶏の

定めた「子牛の保護基準」指令では，子牛 6 頭以上の

保護基準」指令では，飼育規模が 350 羽以上農場に適

農場に適用され，2006 年 12 月 31 日から生後 8 週間を

用され，3 つの飼育方式別（バタリーケイジ以外の代

過ぎた子牛は個別のペン飼養は禁止され，子牛を群飼

替システム，従来型バタリケイジシステム，改良型エ

いする場合は，生体重 150 kg 未満の子牛 1 頭当たり

ンリッチケイジ）に定められている。とくに従来型バ

1.5 m2 以上，150－220 kg 未満は 1.7 m2 以上，220 kg

タリケイジシステムは 2012 年 1 月 1 日をもって禁止

以上は 1.8 m2 以上の障害物のないスペースを確保す

されていることが特徴である。それまでにおいても採

ることと定められている。

表 1 EU の家畜福祉関連政策の進展

1968年
1976年
1978年
1979年
1986年
1991年

1993年
1995年
1997年

1998年
1999年
2000年
2004年－2009年
2006年－2010年
2007年
2007年

2007年－2013年
2012年－2015年

「国際輸送のおける動物保護に関する欧州協定」 （03改訂）
「農用動物保護に関する欧州協定」 調印
「農用動物保護欧州協定」 EEC理事会承認
「屠畜される動物保護のための欧州協定」
「バタリ採卵鶏の保護基準」 指令（99年改正）
「輸送中の動物の保護基準」 指令(01改正)
「豚の保護基準」 指令（01改正）
「子牛の保護基準」 指令（97年改正）
「屠畜又は殺処分時の動物保護基準」 指令
「採卵鶏の保護に関するヨーロッパ国際協定」
アムステルダム条約調印1999年発効
「動物の保護および福祉」 議定書において家畜定義の規定
「家畜は単なる農産物ではなく，感受性のある生命存在 Sentient Beings である」
「農用動物保護」 指令
「採卵鶏の保護基準」 指令
「有機畜産規則」 施行
EU委員会 「家畜福祉品質 WQ 」 総合評価法開発研究事業
EU委員会動物福祉五カ年行動計画
「食用肉鶏の保護基準」 指令 （2010年6月施行）
リスボン条約調印2009年発効
欧州憲法制定条約案が否決されたため，それに代わる EU 連合 「改革条約」 であり，
2つの既存条約の修正と欧州連合基本権憲章を柱とする
そのうちの欧州共同体設立条約の修正である 「欧州連合の機能に関する条約」 T FEU
第13条にアムステルダム条約の議定書の家畜福祉条項が正式に明文化された。
新動物保健政策
「新動物福祉戦略」
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食用肉鶏の保護のための最低飼育基準を定めた

者及び納税者の利益に合う改革であること，農村経

「食用肉鶏の保護基準」
指令(2010 年 6 月 30 日施行)

済と環境を守ること，財政的支出を安定的に管理す

では，飼養羽数が 500 羽以下の経営体，繁殖鶏のみ

ること，EU の農業と社会にあうように WTO 農業

の飼養経営体，孵化場，欧州委員会の規則など法令

協定の妥結を支援すること，等においている。この

定義による「放牧経営」，
「有機養鶏経営」
，
「粗放的

2003 年新 CAP の主要改革内容の第一は，多種にわ

舎飼経営」は適用が除外される。それ以外の食用肉

たる直接支払いの大部分を「単一支払い」の制度に

2

鶏経営では，飼養密度が 33kg/ m 以上は禁止とされ

することである。単一支払い制度は原則的には何を

た。しかし，加盟国が定めた他の要件を満たしてい

生産するかに関係なく，直接支払いを受ける農業者

2

れば事情によって最大 39kg/ m が許可される(英国

は 土 地 を 農 業 と 環 境 に と っ て 適 正 に 管 理 (Good

など)。高い飼養密度の場合の要件には，飼育環境

Agricultural Practice)しておくことを遵守条件とし

条件として，アンモニア濃度は 20 ppm，炭酸ガス

ている。従来は環境に優しい農業をボランティア的

濃度は 3000 ppm を超えてはならず，また畜舎内温

に実践することで直接支払いを受ける農業者に課

度は外気温 30℃より 3℃以上，外気気温が 10℃以下

せられる遵守事項をクロス・コンプライアンスとし

の場合に湿度は 70％以上にならないように管理し

て呼ばれ，その日本語訳は環境保全基準だけを遵守

なければならない。また，飼育者の家畜福祉研修が

すればよいという意味をとって「環境保全遵守事

義務化され，研修の修了証書を授与されることが要

項」などと使われていた。今回の強制クロス・コン

件とされている。

プライアンスには，環境，食品安全，家畜健康福祉

以上のように飼育方法・施設環境の最低基準が定め

などの分野の 18 の法定基準が設定され，これらの

られているとともに，EU では屠畜時，輸送時の福祉

事項を遵守しない農業者には直接支払い金の停止

最低基準が OIE の基準に先んじて定められている。

などの制裁措置がなされる。この単一支払い制度は

また，後述するように欧州連合条約の中に家畜福

2005 年 1 月から始まったが，過渡的措置として従来

祉政策理念の明文化が進展してきており，1997 年の

のようなデカップリングを部分的に残し，完全な実

アムステルダム条約には動物福祉に関する特別な

施は 2007 年から EU 全加盟国に適用された。直接

法的拘束力を持つ「動物の保護および福祉」議定書

支払いを受けようとする農業者には 2000 年-2002

が採択され，そこでは「家畜は単なる農畜産物では

年の受領実績面積に応じて支払額が計算される。改

なく，感受性のある生命存在 Sentient Beings」とし

革の第二は，これまで大規模農場(5000 ユーロ以上

て定義された。この議定書が現在の家畜福祉政策の

の直接支払金を受領）へ支払われてきた金額を 2005

基本理念となって EU の畜産革命といえるほどの政

年には 3％，2006 年には 4％，2007 年～2013 年には

策転換が起きているといってよいだろう。

5％削減し(モジュレーション)，このモジュレー

(3)共通農業政策 CAP の改革と家畜福祉直接支払

ションによって年間 12 億ユーロを農村開発資金に

共通農業政策（CAP；Common Agricultural Policy）

追加し農村開発政策を強化することである。第三は，

は 1962 年に制定後すでに 50 年間が過ぎ，農業社会

農産物市場介入政策からの転換で，牛乳生産割当の

の変化に対応した改革が継続的に行われてきたが，

改訂や，穀物価格，脱脂粉乳・バター価格の引き下

とくに 1990 年代からそれまでの政策の見直しが本

げなどを行いつつ段階的に「単一支払い」計画に組

格的になされ，特に 21 世紀に入ってからは農業価

み入れていくことである。

値観の転換による改革が始まっている。ここでは，

(ⅱ)2003 年農村開発規則の改正と家畜福祉政策

主として家畜福祉政策に関係する改革の展開を特

家畜福祉政策は，この CAP 改革における「農村

徴的に取り上げることにする。

開発政策」の強化政策の中に位置づけられ，その中

(ⅰ)2003 年共通農業政策 CAP の改革

心政策である農業環境政策の中で拡充された分野

2003 年 6 月 26 日に EU 農相理事会は，アジェン

である。CAP 改革によって 2003 年農村開発規則

ダ 2000 の中間見直しに基づき共通農業政策 CAP の

(regulation1783/2003)が改正され，①農業者が農産

改革案を承認した。この CAP 改革のねらいは，引

物・加工食品の品質を改善することにたいして補助

き続き農業者を援助していく基本方針のもと，消費

する「食品品質改善」措置，②環境や人間・作物・
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農村開発規則の目的は地域発展のための開発計

業者が適応するための「法定基準適応」補助措置，

画を作成し促進することであるので，国別地域別に

③補助をうける農業者に対して農業サービス機関

地域開発計画が策定され事業として実施されてお

から監査と助言をうけることで発生する費用を補

り，家畜福祉支払はその手段的な措置として位置づ

助する「農業アドバイスサービス」補助措置，④農

けられている。

業者が直接支払いを受けるために法定基準以上の

事例としてフィンランド(メインランド)を取り

家畜福祉水準に改善するコストを補助する「家畜福

上げると，家畜福祉支払措置はフィンランドメイン

祉」補助措置の 4 つの政策措置が設けられた。家畜

ランド農村開発計画 2007－2013 年の一環として位

福祉直接支払いは，法定基準以上の高い水準の家畜

置づけられており，EU からの補助金を受けている。

福祉を実現することを契約する農業経営者にそれ

家畜福祉はストレスを少なくすることによって病

に生じる追加コストと減少した所得減を補う制度

原菌の感染を少なくし，生産物の品質が改善され，

である。しかし，EU の家畜福祉に関する諸規則に

そのように家畜の健康に留意する畜産経営は保健

定められている法定基準の範囲内の活動にかかる

費用の低減化と薬品投与の減少につながっている

コストは自己負担である。農業者が最低 5 カ年間の

と評価されている。支払いは地方政府によって家畜

契約を遵守する場合(クロス・コンプライアンス：

単位で行われるが，支払い受領資格は牛と豚におい

「法定基準」プラスそれに「追加した高い水準」の

て 10 家畜単位以上の規模の農場に与えられている。

両者を重畳的に遵守するという意味でここでは『重

農業者は基本条件を満たすとともに 2 つ以上の追加

畳的基準遵守事項』と訳する），大家畜換算 1 頭当

条件を導入して飼養することが義務付けられてい

たり年間 500 ユーロ(約 7 万円)を限度として受け取

る。基本条件の目標は家畜の一般的な安全と健康を

ることができる。

促進することであり，追加条件は直接的に生産環境

EU の法定家畜福祉基準を実現する活動は「適正
農業行動規範 GAP」と同様に「適正家畜飼育行動規

に影響を与える活動であり，結果的に家畜の福祉の
改善につながるものである。

範 GAHP:Good Animal Husbandry Practice」と呼ば

基本条件は保健業務に従事する獣医師と農業者

れており，
「家畜福祉」補助金はこの GAHP を超え

の協働活動がもとめられており，獣医師は当初段階

る水準が評価されて支払われるわけで 2007 年度か

において農業者と保健協定書を締結し，毎年更新す

ら導入された。そのため，EU では後述するように

る（例えば獣医師の訪問回数の取り決めなど）。保

2004 年から「福祉品質 WQ:Welfare Quality」とい

健の内容には，病原菌に対する予防，家畜と飼料の

うコンセプトをつくり，その科学的評価法とラベル

安全な輸入などが含まれる。また，基本条件には動

の研究開発が開始されている。またこの WQ は農村

力源の適切な確保（発電機の用意など），肉牛への

開発規則の「食品品質改善」措置の対象にもあては

適切な反芻飼料（粗飼料）の確保なども含まれている。

まることになっている。
(ⅲ)フィンランドにおける家畜福祉支払措置と
条件別支払金額
家畜福祉支払をうける農業者の責務は 2006 年欧
州委員会規則によって，次のうち少なくとも一つの

表 2 のように，このような基本条件実施による家
畜福祉支払金額は，養牛では一家畜単位（一頭分）
17.50 ユーロ＝2,450 円，豚では一家畜単位（5 頭分）
5.0 ユーロ＝700 円とそれほど多くはない。
12 の追加条件の「火災予防と救助計画の作成」は，

分野で高い水準を実現すること求められている。す

火災報知器の設置と緊急時の家畜の安全確保につ

なわち，「水，飼料は家畜の生理的要求を満たすよ

いての改善などの内容が評価される。「子牛飼養農

うに与えられていること」，
「畜舎条件として，一定

場での条件改善」では，子牛は十分広く，快適で暖

容積の動的空間と寝床，自然光があること」
，
「外部

かく敷き藁がある牛房での群飼への改善が求められ，

へ開放されていて，放牧が可能なこと」
，
「外傷や孤

その規模はフィンランドの法令で定められている。

立，繋ぎから解放されていること」
，
「農作業や飼育

このようにフィンランドの農業者は自主的に追

条件から生じる疾病を防止すること」に関連して高

加条件を 2 つ以上選択して，家畜福祉状態の改善を

いレベルの行動をとることが義務付けられている。

獣医師の監督のもとで実現しているのである。
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表 2 フィンランド（メインランド）における適用条件別の家畜福祉支払額
適 用 条 件
基
本
条
件

養牛農場
養豚農場
火災予防と救助計画の作成
【牛】
【豚】
子牛飼養農場での条件改善【牛】
選択a 空間面積の追加
選択b

一家畜単位当たりの支払い金額
（ユーロ・＠140円）
17.50 （2,450円）
5.00

（700円）

3.58
1.53

（501円）
（214円）

12.17
9.92
8.73
21.06
21.29
12.35
11.03
6.69
3.07
13.29
8.84
9.40

（1,703円）
（1,389円）
（1,222円）
（2,948円）
（2,981円)
（1,729円）
（1,544円）
（937円）
（430円）
（1,862円）
（1,238円）
（1,316円）

移動牛の繋ぎ方の改善【牛】
6歳以上の養牛の改善【牛】
育成期の放牧と冬期間の運動【牛】
疾病牛専用，看護及び出産専用ストールの設置【牛】
雌豚の放牧ないし運動【豚】
未経産豚の人工授精【豚】
妊娠豚の適切な空間と寝床【豚】
雌豚の自然分娩【豚】
疾病豚の専用豚房【豚】
豚房の改善【豚】
（引用：Rural Development Programme for Mainland Finland 2007-2013
“Animal Welfare Payments –Added benefit for investing in animal welfare”）
追
加
条
件

(ⅳ)2007 年－2013 年農村開発政策 4 つの軸と
家畜福祉

(ⅴ)2014-2020 年 CAP 改革との家畜福祉政策の展望
2011 年に欧州委員会から提案された CAP 改革原

2005 年 6 月 EU 農相理事会はヨーロッパ農村開発農

案が，加盟国や利害関係団体，市民の間で議論がな

業予算 EAFRD の検討を通じて農村開発規則改正に合

され，2013 年 6 月 26 日に欧州委員会と欧州閣僚理

意し，2007 年-2013 年の次期計画を同年 9 月から開始

事会，欧州議会の間で政治的に合意された。この改

した。この次期計画には 4 つの軸があり，第一の軸は

革規則は 2014 年 1 月 1 日から発行する予定である

農林業の競争力の改革，第二の軸は環境と農村景観の

が，4 つの基本のうちの単一共通市場組織（Single

保全，第三の軸は農村経済の多産業化と生活の質の向

Common Market Organisation）についての多くの検

上の促進，第四の軸は地方開発戦略のボトムアップ

討課題が残されている。また新しい直接支払制度に

(LEADER 政策の強化)である。農村開発政策で現在実

ついても移行期間を来年に考えられており，グリー

行されている 5 つのプログラムと 3 つの財政管理シス

ニング制度（農業・環境・温暖化への農業者責務）
，

テムを統合単一化することを目標としている。家畜福

青年農業者支援制度なども 2015 年度から実施され

祉政策はこの第二の環境と農村景観の改善を目的と

ることが予想されている。

する農業環境政策の一環として改善の対象とされて

この合意された改革は4 つの政策項目が取り上げら

いる。農業環境政策は農業と林業への義務的政策であり，

れている。すなわち，①直接支払について，②単一共

農業者へはクロス・コンプライアンスを課して直接支

通市場組織について，③農村開発について，④CAP の

払い金を給与するものである。家畜福祉支払いも先述

金融，管理，モニタリングに関する水平的結合規則に

したように次期計画で主要な農業環境政策の軸の中に

ついてである。特に 2014-2020 年次にまたがる財政シ

位置づけられているが，第一の軸の競争力強化の主要

ステム「複数年次財政制度」について多くの重要な議

手段である農産物付加価値の高度化と高品質化とも

論が続いてきており，その 2 つの支柱である第一支柱

結びつけられている。すなわち「福祉品質」として畜産

「直接支払」
，第二支柱「農村開発」の間の予算が移

商品の特別なブランド化が計画されているのである。

動することが認められていることが問題とされている。
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(2)動物福祉 5 カ年行動計画と新動物福祉戦略
EU 委員会はこの科学的な家畜福祉品質評価法の

問題が指摘されている。

開発に伴って，2006 年 1 月 23 日に「EU 動物福祉

2)EU 家畜福祉政策の新しい展開

5 カ年行動計画 2006 年－2010 年」を公表した。

(1)福祉品質 WQ ブランド開発

この行動計画は，以下の 5 分野の行動計画から構成

以上のように家畜福祉政策の充実が進んでいる

されている。

が，他方で財政負担の限界もあって，家畜福祉直接

①動物福祉の最低基準の引き上げ

支払制度の将来の限界がすでに問題となっており，

②動物福祉分野における研究および動物実験にお

今後の家畜福祉は市場経済の力によって推進して

ける「3 つの R」
の(replacement(代用)，reduction(減

いくことが中心的な方向となっている。そのため，

少)，refinement(改良))の促進

NGO 団体もスーパーマーケットや食品企業，農業
者，消費者団体との協働システムの構築に取り組み
つつある。EU 消費者は政策の限界を理解して，実現
の主人公は消費者自身であることを自認している。
このような市場経済の中で家畜福祉食品の供給力を

③動物福祉に関する品質表示・規格化の導入（WQ
ブランド開発）
④家畜飼養者や一般市民への動物福祉に関する情
報提供と共通認識の促進
⑤EU は動物福祉分野における国際的なイニシア

増進させていくためには，「農場から食卓まで」の

ティブを保持

アグリフードチェーンの開発とそのチェーン間の

具体的な行動計画は表 3 のようである(実験動物

競争が不可欠であり，それが家畜福祉レベルを向上

についての行動計画は略した)。

させていくという認識が EU で強まっている。この

そして，この「動物福祉 5 か年行動計画 2006 年

家畜福祉を政策的にも市場経済的にも市民社会が

−2010 年」を強化する「EU 動物福祉戦略 2012 年

受け入れるためには，科学的で客観的な評価指標が

−2015 年」が 2012 年 2 月に公表され，より良いアニ

求められる。すなわち EU の消費者が食品の品質を

マルウェルフェアの方向性のための戦略が打ち出

安全と味などによってのみ評価するのではなく，家畜

された。この動物福祉戦略 2012 年−2015 年は上記の

飼育の福祉状態によっても判断する意向が強まって

5 か年行動計画を継続する内容である。

いることから，EU 委員会は「家畜福祉品質 Welfare

(3)欧州連合条約における家畜保護福祉条項―アムス

Quality」についての研究助成事業を 2004 年 5 月から 5

テルダム条約議定書とリスボン条約第 13 条項

カ年間計画で開始した。20 カ国（EU とラテンアメリ

前述したようにローマ条約とマーストリヒト条約

カ諸国など）と 44 の大学及び研究所の研究者が参加

に大きな変更を与えたアムステルダム条約（「欧州

して，農場での家畜福祉評価基準の開発，信頼のお

連合条約，欧州共同体設立条約その他関連法の修正」

ける監視と情報開示基準の開発，適切な研究者による

条約，1997 年 10 月調印 1999 年 5 月発効）に，特別

学際的な研究の推進を目指している。また，民間企業

な議定書「動物の保護および福祉に関する議定書」

も独自に家畜福祉食品チェーンの研究開発を開始

Protocol on Protection and Welfare of Animals が調印

しており，例えば多国籍企業のマクドナルドと英国の

された。その文面は以下のようである。

スーパーマーケットテスコが FAI という自前の開発

“高位なる締結国は，感受性のある生命存在である

研究農場を設立し，オックスフォード大学などの研

動物の福祉を尊重し，また保護の改善に取り組むこと

究者や WSPA などの動物保護団体が参画して新たな

を強く希求し，欧州共同体設立条約に以下の条項を

農業技術革命とビジネスの起業化を目指している。

付帯することに合意した。

WQ 政策と開発事業について詳細は後述するが，

「共同体および加盟国は，共同体の農業，運輸，

EU は域内ばかりではなく WTO の世界の貿易自由

域内市場，研究についての政策を策定し実行する中で，

化ルールに対応する貿易戦略として位置づけてお

動物の福祉要求に対し最大限の関心を払う。同時に，

り，我が国も畜産物輸入を通じて今後の影響が大き

加盟国の法律ないし行政諸規定と慣習，とくに宗教

いと考えられる。

的儀式や伝統文化，地域的遺産を尊重する。
」
”
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表 3 EU 家畜福祉 5 か年行動計画 2006-2010 年のスケジュール
年度

行

動

計

画

内

容

① 農業用動物の保護指令（98/58/
EC）の実績評価報告書を議会と理事会に提出
② 農場検査決定（2000/50/
EC）の改正案準備
③
④
2006 ⑤
⑥
⑦

採卵鶏飼育の多様なシステムについての報告書を議会と理事会に提出
飼育動物等の保護と福祉についての消費者意識の継続調査
オーストリア大臣主催の動物福祉ヨーロッパ会議の開催
最近の家畜福祉政策研究を優先させる現行コンサルティング制度の利用
WT Oへの EU提案「家畜福祉と農産物貿易，強制的ラベリング」の具体化促進

⑧ 国際的福祉ガイドラインに基づき，七面鳥・乳牛など他の畜種との調整
⑨ 家畜保護福祉の特別情報プラットフォームの構築を計画
①
②
2007 ③
④
⑤

屠畜，防疫目的の殺処分についての
EU家畜福祉法令の改正案提出を準備
輸送上の家畜福祉のため車載衛星ナビやリアルタイムモニタリングの開発提案
アグリフード部門で開発された情報システムを子供や市民向けに統合化
国際的に家畜福祉基準の理解を深めるための特別な手段の創設
家畜福祉ルールの実施担当者（
EU加盟国と途上国）の研修コースの設置

2008 ① 理事会と議会に子牛保護についての報告書を提出
② 福祉基準による鶏肉と加工品にラベル義務化の可能性についての報告書を提出
2009 ① 豚の保護に関する報告書の提出
② 2014年までに実施する目的で人道的捕獲基準の確認
①
②
2010
③
④

EU家畜福祉法令に関する情報収集と保存のためのデータベースの確立
2009年の福祉品質研究成果による福祉評価指標採用を理事会・議会に報告
法的基準以上に高い農業システムを認証する法的手段を確立する
高い家畜福祉生産システムから生産される畜産物をヨーロッパ品質基準として
認証し，EUと外国に販売することを促進する技術的財政的システムを確立する

THE HIGH CONTRACTING PARTIES, DESIRING

人間と家畜の関係は各国の法社会制度や市民社会

to ensure improved protection and respect for the

の慣習などによって多様であるので，家畜福祉政策

welfare of animals as sentient beings, HAVE AGREED

は一律に適用するのではなく，各国の自主性を尊重

UPON the following provision which shall be annexed

すべきということが第三にあげられた。

to the Treaty establishing the European Community, In
formulating

and

implementing

the

Community's

agriculture, transport, internal market and research

アムステルダム条約の家畜福祉議定書は最初の
家畜福祉理念を明文化した条約付帯書であり，法的
効力のあるものとしての歴史的な文書である。

policies, the Community and the Member States shall

EU は加盟国の拡大をすすめるためにアムステル

pay full regard to the welfare requirements of animals,

ダム条約につづき，2001 年にはニース条約を締結し，

while respecting the legislative or administrative

その主要な目的を将来の拡大に対応するための議

provisions and customs of the Member States relating

決手続きなどの機構改革においた。その後 2001 年

in particular to religious rites, cultural traditions and

12 月ラーケン宣言「欧州憲法条約の制定」によって

regional heritage.

機構改革を本格化するために欧州連合憲法の策定

この議定書の重要な第一点は，動物を「感受性の

が始まり，2004 年に 25 カ国の加盟国代表による合

ある生命存在」として認識したことである。すなわ

意がなされた。この欧州憲法条約が発効されるため

ち動物が置かれた環境によって，健康や生命に危害

には全加盟国の批准が必要であったが，2005 年にオ

を与えるストレスを感受する能力を持っているこ

ランダとフランスでの国民投票によって否決され，

とである。第二に，それ故に特に人間が飼育する家

再度の全加盟国の認識が成熟することを期待する

畜の生理的，行動的要求を最大限尊重し，生育環境

数年間の「熟慮期間」の設定にもかかわらず，最終

によるストレスをできる限り軽減するための努力

的に憲法草案は 2007 年に終焉することになった。

を加盟国と市民に課したことである。しかしながら，

この欧州連合憲法条約に取って代わる新しい欧
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州連合の基本条約の改革が着手され，2007 年 12 月

期間に実施されている福祉品質 WQ 基準の科学的

にリスボン改革条約が調印され，2009 年 12 月 1 日

研究とそれによる WQ ブランドチェーンのビジネ

に 27 加盟国の批准を得て発効された。

ス開発，および 2006 年から 2010 年期間に実施され

リスボン条約の正式名称は「欧州連合条約および

ている動物福祉 5 カ年計画と関連しているために追

欧州連合の機能に関する条約」Consolidated version

加された項目である。第三に「地域空間計画」は先

pf the Treaty on European Union，Consolidated version

述した共通農業政策 CAP 改革によって農村開発政

of the Treaty on The Functioning of the European

策の直接支払い制度に家畜福祉分野も含まれたか

Union;TFEU であり，それまでの 2 つの基本条約の

らである。このような若干の補足はあるが，アムス

修正（欧州連合条約の修正と欧州共同体設立条約の

テルダム条約の議定書の根幹がそのままリスボン

修正）と本来欧州憲法条約に含まれる方針であった

条約の条項になったのである。

欧州連合基本権憲章の 3 つの柱を内容としている。

(4)新動物保健政策 2007 年―2013 年と法律化

このリスボン改革条約は家畜福祉政策にとって

欧州委員会は 2004 年以来 2 年間にわたる既存の

アムステルダム条約に次ぐ画期的な条約となった。

動物保健政策（家畜，ペット，野生動物，実験動物，

アムステルダム条約での家畜福祉政策の法形式的

動物園動物など全ての動物種の保健衛生政策）の再

位置づけは条約を補強する役割をもつ議定書とい

評価を行った結果，2007 年 9 月に EU 新動物保健戦

う形であったが，リスボン条約では正式に本条項と

略 2007-2013 年;A New Animal Health Strategy for

して採用されたからである。リスボン条約の「欧州

the European Union 2007-2013 を開始した。

連合の機能に関する条約」TFEU の第 13 条は，アム

これまでの EU の動物保健政策は 1986 年から

ステルダム条約議定書の内容が以下のように若干

1995 年の期間に策定されたもので，それ以来加盟国

修正（下線部分）されている。

は 12 カ国から 27 カ国へと大きく増大し，政策環境

“欧州連合政府および加盟国は，欧州連合の農業，

もかなり変化した。動物と人間に甚大な影響を引き

漁業，運輸，域内市場，研究技術開発，地域空間計

起こす病気(BSE などの発生など)が過去 10 年間に

画についての政策を策定し実行する中で，動物は感

変化し，新しい難題が出現しており近い将来も発生

受性のある生命存在であることから，動物の福祉要

すると予想されている。それ故欧州委員会は改めて

求に対し最大限の関心を払う。同時に，加盟国の法

動物の保健活動の焦点をどこに定めるかを検討す

律ないし行政諸規定と慣習，とくに宗教的儀式や伝

る必要があると認識し，また，動物と動物生産物（畜

統文化，地域的遺産を尊重する。
“

産物など）の貿易増大にともない安全な輸入対策に

In formulating and implementing the Union's
agriculture, fisheries, transport, internal market,

も取り組む必要が出ていることから再評価を実施
したのである。

research and technological development and space

新しい動物保健戦略の目的は，第一に動物由来の

policies, the Union and the Member States shall, since

病気が人間に及ぼすリスクを軽減することによっ

animals are sentient beings, pay full regard to the

て高い公衆衛生と食品安全を保証すること，第二に

welfare requirements of animals, while respecting the

動物（家畜）の病気の発生を予防ないし軽減するこ

legislative or administrative provisions and customs of

とによって動物（家畜）の健康を促進し，農業の保

the Member States relating in particular to religious rites,

護と農村経済に貢献すること，第三に家畜に関連す

cultural traditions and regional heritage.

る産業における経済成長，結束力と競争力を改善す

アムステルダム条約議定書とリスボン条約 13 条

ること，第四に家畜の健康被害を予防し，家畜飼育

との相違を特徴づければ，第一に，「漁業」が追加

に及ぼす悪い条件を最小化するための農業活動と

されており，これは家畜福祉の対象として魚類が位

家畜福祉を促進し，結果として「EU 持続的発展戦

置づけられ，その養殖方法，と殺，輸送における福

略;EU Sustainable Development Strategy」に寄与す

祉基準が策定される方針であるからである。第二に

ること，となっている。

は，研究に関連して「技術開発政策」が取り上げら

このように EU 持続的発展戦略と新動物保健戦略

れたが，これは先述したすでに 2004 年から 2010 年

に家畜福祉が明確に位置づけられたことが，家畜福
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祉政策にとって画期的な意義をもつことになった。

るモニタリングシステムと生産物情報システム，各畜

すなわち新動物保健政策が重要な意味を持ってい

種別(乳牛・肉牛，豚，採卵鶏・ブロイラー)の福祉戦

るのは，単に動物の病気のコントロールと根絶を扱

略を開発することを目的としている。

うだけでなく，動物福祉，食品安全，農業，環境，
持続的発展，貿易，科学研究などの動物の健康問題

①家畜福祉を改善するために実践的な戦略と方
法を開発すること

と密接している諸問題も扱うからである。そのため，

②ヨーロッパ農場福祉評価基準を開発すること

動物保健における役割と責任を，農業者，輸送業者，

③ヨーロッパ家畜福祉情報システムを開発する

企業，消費者，諸行政機関の協力の下で実行する方

こと

針である。その行動計画を強化するために動物保健

④ヨーロッパにおける家畜福祉について学際的

法 Animal Health Law が EU 委員会から 2013 年 5

領域の多くの適正な専門家を統合化し相互に

月に提案され，同年中に欧州理事会と欧州議会の承
認が得られる予定である。
3)家畜福祉品質(Welfare Quality；WQ)事業の進展
とフードチェーンの研究開発
(1)登録商標 WQ の研究開発の進展
1970 年代初頭からヨーロッパの畜産は大きく変

関連づけすること
そのための研究計画が，農場での福祉評価のため
のヨーロッパ基準と生産情報システム，家畜福祉改
善の実践的な戦略を開発するために策定された。農
場での福祉基準などは，消費者要求，小売業者の市
場要求，厳格な科学的確証に基づいて創られてきた。

化してきた。農場は高度に専門化し，生産は集約化

それゆえ WQ プロジェクトは，旧来の“農場から

し，一農場当たりの飼養頭数が急激に増加し，生産

フォーク（食器）“から“フォークから農場へ”と

性が急成長した。畜舎構造と管理作業は，機械化の

いうアプローチで考察されている。そして WQ は

進展と狭い場所での飼育技術の開発によって根本

ヨーロッパ農業の社会的持続性に寄与する重要な

的に変化した。一方では衛生管理の向上や野生動物

役割をはたすことになっている。

による捕食による被害を最小にする分野での家畜

Welfare Quality 名は商標登録の頭字語であり，プ

福祉が進んだが，近代畜産システムはしだいに工業

ロジェクトの正式名は「食品品質チェーンにおける

化して質よりも量を優先し，生産増加と価格競争力

動物福祉の統合化；改善された福祉と透明性のある

を重視するものとなっていった。また，1980 年代以

品質への社会的関心に基づいて」である。予算総額

降，BSE，豚コレラ，口蹄疫，鳥インフレエンザな

17 百万ユーロ（約 19 億円）のうち，ヨーロッパ連

どの発生が近代化畜産に対する批判を強める契機

合は「食品品質と安全」予算（FP 6 優先 5）の中

となっている。畜産が人間，家畜，環境にとって不

から 14.3 百万ユーロを支出している。プロジェク

安の原因になっており，消費者は食品安全性や環境

トコーディネータはオランダ・ワーヘニンゲン大学

汚染の回避とともに最近では家畜福祉の促進を強

レリーシュタット畜産研究所の Harry J. Blokhuis

く求めるようになっている。

教授で，44 大学，研究所が参加している。参加国は，

近年では食品の品質は，もはや最終生産物の物的性

オーストリア，ベルギー，チェコ共和国，デンマー

質や安全性のみで評価されるのではなく，畜産食品を

ク，フランス，ドイツ，ハンガリー，アイルランド，

生産する家畜の福祉状態についての知覚で評価され

イタリア，ノールウェー，スペイン，スウェーデン，

るようになっている。家畜福祉を改善することが生産

オランダ，英国，オーストラリア，ブラジル，チリ，

物品質や家畜の病状改善と病気抵抗力に影響を与え

メキシコ，ウルグアイの 19 カ国である。プロジェ

るという事実は，それが食品の安全性と高い品質を直

クト期間は 2004 年 5 月から 2009 年 5 月までの 5 カ

接的に生むことを意味しているのである。

年間で，2009 年 10 月に最終成果報告がなされた。

そのような社会的関心に対応して，WQ プロジェク
トは食品品質チェーン全体における家畜福祉統合に

そして，次の研究テーマごとに研究者グループが
組織化されている。

焦点をあてている。このプロジェクトは，家畜福祉の

①家畜福祉についての消費者意識の分析

改善を図るために，以下の 4 つの基本目的をもってお

②家畜に優しい畜産物の現状と将来の潜在的市

り，社会的関心と市場需要を育て，農場での信頼でき

場の評価

松木：世界の家畜福祉政策と福祉品質（WQ）商品の開発動向(1)

③生産者が直面している家畜に優しい畜産物の
開発での阻害要因の確認
④農場での福祉評価モニタリングシステムと選
択された家畜別の情報基準の開発
⑤家畜福祉の改善のために畜種別に統合化され
た知識ベースの実践的戦略を明確にする
⑥福祉情報システムを実践する戦略とこのプロ
ジェクトで認定された福祉改善戦略の開発
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を支援することで，消費者が畜産物を正しく選択購入
できるように家畜飼育についての透明性の高い情報
を与えることである。
EU の家畜福祉について 2001 年と 2005 年に行わ
れた世論調査では，畜産物市場での情報の透明性の
欠如についての批判が大変高く，畜産物の生産現場
についての正しく信頼の置ける情報公開への要望
が強い。透明性の欠如は，消費者が家畜に優しい生

WQ 福祉品質プロジェクトの基本としては，ヨー

産システムから生産された畜産物かどうかを選択

ロッパの家畜福祉を改善するために 3 つの手段があ

させることを困難にさせているのである。この世論

る。この 3 つの手段は相互に関連することで事業関

調査は今後よりいっそう家畜に優しい畜産物の需

係者や政策担当者が家畜福祉品質をもっとも効果

要が拡大することを示唆している。WQ は畜産物の

的に実現し，特別な生産，市場あるいは政策環境を

福祉履歴を消費者に提示することで，かれらの購入

提供することにもなる。

選択の機会をつくることになる。

第一の手段は，農場や育種会社などで採用できる

小売業者と外食業者は家畜福祉についてのコ

戦略，すなわち決定的に革新的で，知識データベー

ミュニケーション戦略を実行する中心担当者であ

スに基づき，実践的な家畜種ごとの戦略によって家

る。それゆえ WQ プロジェクト研究は，いかに小売

畜福祉の改善を行うことである。その改善内容とし

業者が福祉問題をみているか，供給チェーンにおい

ては，農場の経営管理システム改善，畜舎構造の改

ていかに福祉関心を組み込む役割をもつか，小売業

善，輸送とと畜の過程での改善である。

者主導型の先進的な福祉事業の範囲，などを重要視

近代畜産システムは鳥や豚を典型に多くの家畜

している。WQ プロジェクトは当然，畜産生産者が

をかれらの行動要求からするととても単調で味気

いかに家畜に優しい生産を開発していくかの潜在

ない状態で飼育してきた。そのような状況が，家畜

的限界も考察していくことになる。

の倦怠感，機能退化，恐怖感，病的な不安感，不安

第三の手段は，家畜福祉の改善を確実なものにす

行動，損傷挙動を生じさせている。それ以上に，飼

るために EU の法令の整備に取り組むことである。

育方法が急速に頻繁に変わり，家畜の生態や行動が

高い福祉基準規則を法令化することやそれより低

それに応じることが出来なくなっている。また，育

い福祉レベルの輸入品を阻止する措置などの政策

種プログラムも最近の家畜福祉に関連する特徴を

の策定である。先述したような一連の家畜福祉規則

無視して，生産の特徴にのみ関心を集中させている。

のよりいっそう厳しい基準と法令化を進めると共

福祉は畜舎構造や管理と同様に家畜の生態的特性

に，振興政策として 2000 年からの家畜福祉直接支

によって決められるものである。確かに，育種選抜

払と適正なラベリングの開発が進められており，

が家畜福祉を改善する重要な一つの手段になるこ

WQ はその一環である。

と，また適切な飼育環境エンリッチメントや飼育者

(2)WQ 研究開発の成果－家畜福祉総合評価法の開発

との良い接触が飛躍的に福祉改善を実現すること

WQ プロジェクトは 2009 年 5 月に終了し，10 月

にもなっている。WQ が現在農場段階で取り組んで

8 日-9 日にシンポジューム「家畜福祉と品質につい

いる 6 つの家畜福祉問題は，人による家畜の扱い方

て研究成果の発表：食品生産チェーンの透明性

によるストレス，有害形質，傷害行動，跛行，新生

Delivering Animal Welfare and Quality: Transparency

児死亡率，集団ストレスについてである。それゆえ

in the Food Production Chain」がスウェーデンのウ

WQ プロジェクトは，実際的で手頃な福祉改善をす

プサラ市で開催された。

すめるために遺伝子と環境条件についての戦略開
発に取り組んでいる。
第二の手段は，信頼できる基準的なモニタリング
システムを開発することや理解されうる情報の普及

発表された研究成果は当初の研究計画のように
社会科学と畜産科学との統合によってなされたもの
であり，大別すると 4 つのテーマであった。第一は，
「農場現場での家畜福祉総合評価法」開発について，
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ヨーロッパの家畜福祉改善
①家畜福祉を実現するために
農場の経営管理と畜舎構造
を改善し，輸送と屠畜の過
程を改善する

③EUの高い家畜福祉基準を確
立し，また低い水準の輸入物
に対する貿易保護措置

②家畜福祉飼育の情報を公開
し，消費者の購入選択に寄
与する

生

産

情

報

開

福

祉

評

価

示

行動改善戦略

家畜福祉品質WQプロジェクト
図 1 家畜福祉品質プロジェクトの体系
A.Butterworth 編 Science and society improving animal welfare,図１引用,
Welfare Quality conference proceedings , 17/18 November 2005, Brussels, Belgium

家畜尺度による
測定値
合計
30～50
以下は補足的
に採用
資源尺度測定値
管理尺度測定値

12の基準

4つの原則

総合評価

第一ステップ

第二ステップ

第三ステップ

図 2 農場の家畜福祉総合評価のボトムアッププロセス

第二は，
「家畜福祉情報交換システム」開発について，

畜と環境との相互作用による“結果”を家畜の行動に

第三は，「社会的見解，費用と利益」についての経

よって評価しようとするシステムなのである。

済学的分析について，第四は，「国際貿易における
家畜福祉の見通し」についてである。

家畜福祉総合評価法は図 2 のように，3 つのボトム
アップステップによって決定される。

EU の WQ プロジェクトは，家畜福祉の標準評価法

第一ステップでは，個別農場における家畜福祉の

を開発し，またその情報を統合する標準システムを開

状態についての測定値を収集する。測定項目数は畜

発し，農場，輸送業者，屠畜場についての総合的評価

種によって 30～50 項目があるが，これは今後の評

をするための「手引き書 protocol」を畜種別(豚，鳥，

価経験によって改訂されるものである。家畜福祉状

牛)に刊行した。この WQ が開発した家畜福祉総合的

態を測定する尺度は，家畜自体を対象とする家畜尺

評価システムの革新的なことは，評価が動物の立場か

度，畜舎や飼養密度を測定する資源尺度，育種方針

ら評価する方法を採用していることである。すなわち，

や保健計画を測定する管理尺度などの 3 つに区分さ

体調，健康外観，損傷，行動などの身体状態を観察す

れる。従来の法令の家畜福祉規則は，科学的根拠と

ることを基本としている。現在まで使われている方法

経験によって資源尺度と管理尺度が重視されてき

はケイジやペン，床仕様などの畜舎構造や管理ベース

たが，福祉状態の評価はまさに個々の家畜個体の状

の状態での評価が中心であるのと対照的である。これ

態を対象にすべきであるという認識から，家畜尺度

らハードな側面を軽視されているわけではないが，家

による総合評価法が手引き書で扱われ，資源尺度と

松木：世界の家畜福祉政策と福祉品質（WQ）商品の開発動向(1)
表 4 家畜福祉総合評価手引き書のための福祉原則
4つ福祉原則

【可】4 つの福祉原則のスコアが全て 10

12の福祉基準

以上でかつ 3 つは 20 以上

長期の飢えがないこと
長期の渇きがないこと
休息場所が快適なこと
快適な畜舎温度であること
動作がしやすいこと
傷がないこと
病気がないこと
飼育管理で生じる痛みがないこと（去勢、除角など）
社会的行動の表現があること（毛繕いなど）
他の行動の表現があること
飼育者と家畜の良好な関係があること
積極的な情動状態であること（恐怖などから解放）

良好な給餌

良好な畜舎

良好な健康

適正な家畜行動
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【分類できず不可】最低限の基準を超えて
いない
(3)WQ プロジェクトの次の重要課題として
の経済学研究
EconWelfare「家畜福祉経済研究－家畜福
祉の社会経済的見解」は，EU 政府及び加盟国
の政策担当者が家畜福祉のさらなる改善を
すすめるために，彼らに役立つ情報と提言を
提供することを目的としたヨーロッパ委員
会の助成研究プロジェクト(2008 年 8 月
-2011 年 7 月，オランダ・ワーヘニンゲン

スコア

給水機
は清潔
か？
給水機
の数は
十分か
？

Yes
No

Yes
No
給水機
は清潔
か？

Yes
No

少なくとも2つの
給水機は使用
できているか？
少なくとも2つの
給水機は使用
できているか？
少なくとも2つの
給水機は使用
できているか？

Yes
No

大学レリーシュタット畜産科学研究所，予算

100

130 万ユーロ＝約 1.4 億円)である。

80

EconW は，家畜福祉に関係する各分野の
協力を得て，政策選択問題と「畜産チェー

Yes

60

No

45

れへ政策が及ぼす影響問題を整理し調査

55

研究することを目的とするプロジェクト

Yes

No

ン」
，
「家畜」，
「ヨーロッパ社会」のそれぞ

である。研究テーマとして次の 5 つが設定

40

された。
少なくとも2つの
給水機は使用
できているか？

Yes
No

35

①EU および重要な貿易相手国において最

20

近みられる家畜福祉の新たな取り組みと
基準の実態は？

図 3 養豚の福祉基準｢長期の渇きがないこと｣の評価決定の樹状図

②この新たな取り組みと基準が「家畜」や
「ヨーロッパ社会」
，
「畜産チェーン」にも

管理尺度についての評価法は対象外として補足的
に採用されることになっている。

たらしている強みと弱みは？
③家畜福祉行動計画が目標としているより高い福

第二ステップは，家畜尺度による個別農場での測

祉基準を促進するためにどうような政策手段が

定項目を，表 4 で示しているような 12 の福祉基準

策定可能か？またそのような基準をどのように

に類型化し，それを各々0～100 のスコアで評価する。
その福祉基準の評価結果を 4 つの福祉原則カテゴ
リーに整理する。
スコア計測は，図 3 の養豚の福祉基準「長期の渇
きがないこと」の事例で示されているようなスコア
決定によって，計算される。
第三の最終的な総合評価では，4 つにランクで評価
される。
【優】4 つの福祉原則のスコアが全て 55 以上でか
つ 2 つは 80 以上
【良】4 つの福祉原則のスコアが全て 20 以上でか
つ 2 つは 55 以上

モニタリングできるか？
④より高度に改善された福祉基準の利益と費用は
どのようなものか？国際貿易との関係はどうか？
⑤家畜福祉畜産の経営管理がどう行われているか？
この研究プロジェクトのうち第一の先進的取り
組みと基準の現況についての調査が行われ，2008 年 9
月では 60 件の事例が把握され，2009 年 9 月では 84
件の事例が収集されている。取り組みの実態には文化
や地域の違いが多く見られ，先進事例が存在する主要
国は，スウェーデン，イギリス，オランダ，ドイツ，
スイス，ポーランド，イタリア，スペインなどである。
2008 年の事例では家畜福祉基準がある取り組み事例

246

畜産の研究

第６８巻 第２号 （２０１４年）

が 21 件，有機畜産が 5 件，教育プログラムが 7 件，

科学研究には，農業者や消費者が改善された福祉基準

インターネットでの活動が 14 件，その他研究活動

の採用を拒む要因についての理解を深め，また高い

や評価手段の取り組みなどである。家畜福祉改善の

福祉畜産物をいっそう生産し消費する経済活動を

評価からすると最も高いスコアは有機畜産での取

促進するメカニズムについての理解を深めるため

り組みで，次いで福祉基準をもっている取り組み事

の役割が求められている。

例が高いと言う結果になっている。第一のテーマと

それゆえ WQ 研究開発プロジェクトの今後のス

関連して他の 4 つのテーマの調査研究が進展し，オ

テージとして，次のような経済学研究テーマが重要

ランダのワーヘニンゲン大学農業経済研究所（LEI）
，

視されている。

イギリスのニューカッスル大学の社会科学研究者

①福祉改善によって利益を実現している実態分

とスウェーデン農業大学の動物行動学研究者の協

析；例えば畜産物の生産性向上と品質向上，家畜

同研究の成果がまとめられ，2011 年 12 月には全体

の健康改善利益，保健費用の減少，死亡率の減少

の研究報告が終了した。

など

このような家畜福祉経済研究が独立したプロ

②農業者が WQ 改善計画を実施して得る経済成果

ジェクトとなっているのは，家畜福祉をヨーロッパ

③高福祉を促進する奨励策についての研究；これは

社会と消費者に“販売する”ことについての社会的

EU の農村開発規則による農業者が強化する高福祉

認知と可能性を経済学的に研究することが重要で

畜産への直接支払補助金や福祉畜産物への付加

あるからである。WQ 研究開発プロジェクトは，畜産

価値税(消費税)の軽減などが含まれる。

学・獣医学研究者と社会科学研究者の研究統合化の
努力がいっそうなされるべきであるが，とくに社会

④高福祉畜産を促進するために共通農業政策 CAP
の改革に関する研究

1

世 界 の 家 畜 福 祉 政 策 と 福 祉 品 質（ W Q ）商 品 の 開 発 動 向 ( 2 )
松 木 洋 一

2．米 国 に お け る 家 畜 福 祉 政 策 の 動 向
1）最近の家畜福祉トピックス－フォアグラ禁止
欧米諸国では世界三大珍味の一つであるフォア
グラの生産方法についての非難が強くなっている。

*

育を禁止し，オレゴン州は 2007 年に繁殖雌豚の分
娩ストール飼育を禁止しており，また従来型ケージ
養鶏禁止の州法は，アリゾナ州，カリフォルニア州，
ミシガン州，オハイオ州で制定されており，ワシン
トン州とオレゴン州が準備中である。

フォアグラは，ガチョウやカモを狭い場所に閉じ込

しかしながら，現段階では米国連邦政府の取り組

めて運動できないようにした上に，蒸したトウモロ

みは停滞したままである。米国連邦法には，家畜を

コシを漏斗で強制的に詰め込む強制給餌を 1 日に 3

含む動物を州間移動させる場合家畜の輸送につい

回繰り返し，一ヶ月間肥育させた脂肪肝である。動

ての「28 時間法」
（1906 年制定）
，
「人道的な屠畜に

物愛護団体からその飼育方法が「残虐だ」とする批

関する法律」
（1958 年制定），家畜は除外されている

判が一般消費者や食品企業に影響を与えてきてい

「動物福祉法」
（1966 年制定）があるのみである。

るのである。

そのような消費者市民の需要動向に対応するよう

2012 年 7 月 1 日，アメリカ合衆国カリフォルニア
州政府が，フォアグラの生産及び店頭販売，レスト

に外食産業が独自のマーケティング戦略を進めて
いる。

ランでの料理提供をいっさい禁止する法律を施行

ファーストフードの世界的多国籍企業であるマ

したが，その法律の制定は 2004 年 9 月で 8 年間の

クドナルドは，アメリカ本国のハンバーガー販売額

猶予期間で周知が徹底された結果である。しかし，

の 42％，鶏卵使用量の 3％（20 億個）のシェアを占

この期間の 2006 年にはイリノイ州シカゴ市議会が

めるチェーンであるが，アメリカ国内で採卵鶏農業

世界の自治体ではじめてフォアグラの販売を禁止

者へのアニマルウェルフェアガイドラインを 2000

する条例を施行したのであるが，2 年後の 2008 年に

年 8 月から開始している。そのガイドラインはケー

はその禁止条例は廃止された。このように，行政が

ジ面積を 322 平方センチメートルからら 464 平方セ

食生活を規制することについての市民の反応は流

ンチメートルへ拡大すること，強制換羽を中止する

動的であると云えよう。

こと，デビーキング（くちばし切断）を段階的に廃

2）米国の家畜福祉政策と市場の進展

止することであり，その基準に基づいて農業者と取

米国の消費者市民の家畜福祉への関心の高まり

引契約を行なうことに転換している。また，マクド

と運動によって州や地方自治体が家畜福祉に関す

ナルドはそのチェーンの生産場面において繁殖豚

る法律や条令を制定してきている。

の分娩ストール飼育が皆無になるような経営政策

その市民の家畜福祉意識についての世論調査で
は，
「家畜福祉についての厳格な法令化に賛成する」

を強化しており，生産者との間で家畜福祉飼育への
転換契約を進めている。

割合は 62％（Gallup 世論調査）
，
「家畜を虐待から保

同様に全米第 2 位のハンバーガーチェーンである

護するために政府検査官の検査が必要と考える」市

バーガーキングは，取引農場にバタリーケイジから

民の割合は 72％（Zogby 世論調査）と関心が高く

ケージフリーの卵生産への転換を奨める方針であ

なっている。

る。また，同社は繁殖雌豚の分娩クレート飼育をし

フォアグラ禁止法・条例だけでなく，例えばフロ

ている農場からの豚肉購入を中止した。

リダ州では 2002 年に繁殖雌豚の分娩ストール（枠）

学校レストランでも取り組みが拡がっており，ハー

飼育を禁止しており，アリゾナ州は 2006 年に繁殖

バード大学，プリンストン大学，イェール大学，カ

雌豚の分娩ストール飼育と子牛のクレート（檻）飼

リフォルニア大学バークレー校など 160 の学校が

＊

日本獣医生命科学大学名誉教授

(Yoichi Matsuki)
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ケージ卵の使用を少なくしていく方針である。

て開始した。UEP は実需者の支持が必要なため，小

3）米国のアニマルウェルフェア畜産システムへの

売店の協会とファーストフードのチェーン協会に

取り組み

その科学的ガイドラインを提案し，支持を得ること

生産者側においても家畜福祉を重視する消費者

になった。そこで 2002 年 4 月から UEP 認証マーク

への対応からこのような家畜の自由を閉じ込める

事業が開始された。現在では，このマークは全米鶏

工場的畜産からアニマルウェルフェア畜産への改

卵生産量の約 80％につけられている。

革が全畜種で進んでいる。とくに大規模農場が積極
的にアニマルウェルフェア畜産システムへの転換
を開始している。すなわち全米最大の養豚業会社ス
ミスフィールド・フーズは 2007 年に繁殖雌豚の分
娩ストール飼育を 2017 年までに廃止すると約束し
たが，それに続き，2012 年 2 月には大規模養豚業会
社ホ－メル・フーズも 2017 年までに廃止すること
を宣言した。このホーメル・フーズはアリゾナ州，

（全米鶏卵生産者組合 UEP 認証マーク）

コロラド州，ワイオミング州の 3 カ所の農場で 5 万
4 千頭の繁殖豚を飼育しており，同社が分娩ストー
ル飼育を廃止することになった理由の一つは，全米
人道協会が 2010 年に 100 株の株主に成って経営に
発言することになったことの影響が大きい。また，
同社の農場のあるアリゾナ州では 2012 年末に，コ
ロラド州では 2017 年末において分娩ストール飼育
が禁止される法律が制定されたなど，アニマルウェ
ルフェア畜産振興への社会的システムが進展して
いる。また，米国最大規模の子牛生産農場であるス
トラウス子牛農場とマルコ農場は子牛用クレート
飼育を今後数年間で廃止すると宣言している。
以上のような個々の大規模農場の戦略転換とと
もに，生産者団体の取り組みが始まっている。
全米鶏卵生産者組合（UEP：United Egg Producers）
は，最初の採卵鶏飼育のガイドラインを 1980 年代
初頭に作成していたが，1999 年には独立したアニマ
ルウェルフェア科学諮問委員会（ミシガン州立大学

全米人道協会 HP より
写真上：従来型ケージ飼育システム
写真下：エンリッチ飼育システム

教授 Dr.Jeffrey Armstrong 委員長，委員；行政官，
大学教授，専門研究者，動物保護団体代表者）を設

認証マークを使用する採卵鶏農業者は農場の全

置した。委員会は，採卵鶏の健康で豊かな成長に関

ての鶏にたいしてこのガイドラインを実行してい

する研究資料の科学的分析と今後の必要な研究領

なければならなく，その実態評価はアメリカ農務省

域についての確認を求め，かつまた，アニマルウェ

の農業販売促進局（AMS）の監査によって行われて

ルフェア生産者委員会と理事会へ勧告の提出も求

いる。ガイドラインは 1999 年の第一次から 2006 年

められた。科学諮問委員会は強制的な勧告ではなく，

の第三次まで策定されており，しかもケージ方式養

生産者が自主的に受け入れ実践することが大切と

鶏システムとケージフリー方式養鶏システムそれ

いう認識のもとで，2000 年秋にコスト高な大規模畜

ぞれに別々のガイドラインが策定されている。前者

産経営からの転換を勧告した。UEP 理事会はそれを

の場合も鶏 1 羽当たりのケージ面積を徐々に拡大し

受け入れ採卵鶏農業者の自主的ガイドラインとし

ていくというもので，2008 年 4 月 1 日には各色レグ

松木：世界の家畜福祉政策と福祉品質（WQ）商品の開発動向(2)
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ホン種では 68 平方インチ，ブラウン種では 76 平方

五に，NCC アニマルウェルフェアガイドラインは 2

インチに設定しているようにケージ飼育そのもの

年毎に正式に再検討されること，すなわち，まず

は禁止としないのが特徴である。ケージフリー方式

2011 年にアニマルウェルフェア科学諮問委員会で

では 1 羽当たり床面積の拡大をめざし，2013 年 1

検討され，続いて 2012 年初頭に NCC 会長によって

月 1 日には全床面積のうちに占める巣箱占有面積を

指名された特別委員会で審議され，理事会に対して

0％にする目標である（2010 年現在は 75％）
。

適切で必要とみなされる勧告を提出すること。

2011 年 7 月には，全米鶏卵生産者組合（UEP）と

NCC ガイドラインは「会社の責任」
，
「孵化場運営」
，

動物愛護団体である全米人道協会 (HSUS： The

「飼育部門」
，
「生体輸送部門」
，
「処理加工部門」の

Humane Society of United States)とが，今後 15 年～

5 つの部門で構成されている。このガイドラインに

18 年間において従来型ケージ飼育システムからエ

沿って各個別会社の実態を監査するチェックリス

ンリッチ飼育システム（飼育スペースを 2 倍増，止

トが配布され，各会社は NCC と監査実施について

まり木・巣箱・砂遊び場の設置；写真参照）への転

の契約を取り交わして，その評価点数をつけられて

換をはかる歴史的な合意を結び，また両者が協力し

いる（総合満点 785，うち会社責任 55 点，孵化場運

て州政府レベルの取り組みから連邦政府レベルで

営 135 点，飼育部門 255 点，生体輸送部門 80 点，

の法令化を目指すことになった。

処理加工部門 260 点）
。

動物福祉的な観点などから豚の適切な管理，飼養

このように現在の米国のアニマルウェルフェア畜

方法に関する｢飼養標準｣を作成し生産者に提供し

産システムは農業者，食品企業の自主的な家畜福祉

ている全米豚肉ボード NPB（National Pork Board）

畜産基準の主導によって進展していることが特徴

は，2007 年 6 月「豚肉品質保証プラス（PQA プラ

である。そのような国内と国際的な動向に対応して，

ス）プログラム」を公表した。この新たなプログラ

米国農務省 USDA は 2007 年 9 月に「2020 年の畜産～

ムでは，従来のプログラム「豚肉品質保証（PQA）

畜 産 の 未 来 Future Trends in Animal Agriculture

プログラム」に家畜福祉を重視したプログラムを付

（FTAA）」教育プログラムのセミナーを開催した。

け加えたものになっており，①生産者教育，②肉豚

そこで取り上げられている米国畜産が向かうべき

を飼養する施設の評価，③第三者機関による査察を

2020 年目標像の柱は「家畜福祉の改善」に置かれて

強化することを主要な柱としており，プログラムを

いる。

修了した生産者は，3 年間の「品質保証された」Ｐ

畜産業者同盟 Animal Agricultural Alliance（AAA）

ＱＡ認定を受けることになる。

は，農業者個人，会社，農業団体など(45 団体，個

全米鶏肉会議 NCC
（National Chicken Council）は，

人 150 人）で 1987 年に結成された。当初は，畜産

2010 年 1 月に家畜福祉ガイドラインの改訂版「全米

物について消費者の理解を高める目的であったが，

鶏肉会議ブロイラー・アニマルウェルフェアガイド

現在では工場的畜産についての消費者の意識変化

ラインと監査チェックリスト」を公表した。ガイド

に対応することを重視して，アニマルウェルフェア

ラインは 5 つの原則のもとで作られている。

に関係する利害関係者へ OIE 関係情報を配布する

第一に，食用鶏の飼育は，恐れ，不快，ストレス，

ことや，農務省との話し合いを行っている。

苦痛，を予防ないし軽減する方法でされるべきであ

以上のような生産者のアニマルウェルフェア畜産

ること，第二に，福祉ガイドラインは，科学的知見

についての活動が高まったため，農務省は 2010 年 1

と倫理的・社会的価値観をもった職業的判断とを両

月に家畜福祉調整官を設置し，5 月には AAA と共

立させるものであるべきこと，第三に，一番大切な

催で円卓会議を開催し，その成果を OIE への米国政

ことは鶏自体のウェルフェアの状態であり，人間側

府のコメント作成に生かしている。また，AAA は

がどう飼育行動や環境条件について理解できてい

OIE の家畜福祉関連の国際会議には必ず参加する

るかどうかということではないこと，第四に，鶏は

など国際的ガイドライン策定の動きに積極的に対

その一生において尊厳をもって扱われるべきであ

応しつつ，アメリカ国内のロビー活動を活発化して

り，食肉として処理されるときや他の理由で安楽死

いる。

される時にも人道的になされるべきであること，第
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3．OIE の世界家畜福祉基準の策定の現状
1）OIE 第 5 次戦略計画 2011 年－2015 年（第二次
案 2010 年 2 月）

OIE がいかに寄与できるかの課題とともに家畜生
産によるメタンガスの発生の軽減対策への課題で
ある。
OIE は以上でのべた①動物の保健改善，②獣医衛

OIE は 1924 年に動物の疾病流行を回避するため

生の改善，③動物の福祉の改善目的を実現するため

の国際的な協同調整機関として設立されたが，その

に，引き続き加盟国へ科学的な基準と指針を開発し

後 90 年経ってからその主たる目的が 3 つの問題の

提供することをあげている。

改善に置かれるようになっている。すなわち①動物

2）OIE の世界家畜福祉基準の進展状況

の保健改善，②獣医衛生の改善，③動物の福祉の改

(1)OIE の家畜福祉政策の導入

善である。動物の健康を進めることが食品安全をと

動物検疫関係の基準を作成する国際機関として

うして，人間の健康の改善に積極的な利益を与え，

の役割を担ってきた世界動物保健機関（OIE：旧称

また最終的には経済の発展，貧困の軽減，とくに農

国際獣疫事務局）は，最近の活動で注目されるのは，

村地域住民の食料安全保障に寄与するという考え

2002 年第 70 回 OIE 総会で新しい目的として追加さ

に基づいている。この業務を遂行していくためには

れた「動物福祉」と「食品安全」についての基準作

国際的な協同と調整が不可欠であり，そのためには

成である。

動物の健康と公衆衛生へのリスクを科学的に評価

OIE には，常設作業部会として野生動物作業部会

するとともに，動物福祉についての科学的な評価を

（1994 年，野生動物の病気についての情報と助言提

おこなう手段の開発を課題としている。

供を任務として設置）
，動物福祉作業部会（2002 年

OIE は 1990 以来事業のために 5 カ年毎の戦略計
画を策定してきた。
第 5 次戦略計画は 2011 年から 2015 年の 5 カ年間

第 70 回総会において，動物福祉活動についての調
整と管理を任務として設置），食品安全作業部会
（2002 年，食品安全活動についての調整と管理を任

についてであり，前計画よりも経済的環境が悪化し

務として設置）の三つが設けられている。このうち，

ていることも影響して新規取り組みは少ない。しかし，

動物福祉作業部会の勧告が 2003 年の第 71 回総会で

新「科学的卓越性についての戦略基本方針」と「水

承認され，専門家の特別グループにより，輸送，人

性動物の健康」推進事業の強化が構想されている。

道的屠畜，疾病管理目的の殺処分についての福祉基

食料政策と食料安全政策は OIE の担当ではない

準案の策定がなされた。

が，家畜（作物の授粉媒介者であるハチを含め）の

また，OIE は，動物福祉研究の必要性の確認，研

疾病の軽減をとうして食品の安全に寄与すること

究センター間の共同研究の推進，大学における動物

を第 5 次計画において第一の重要な柱としている。

福祉意識の改善，OIE 利害関係者や他の国際組織，

第二の重要な柱は，
“世界は一つ，健康は一つ：One

動物産業分野，企業，消費者グループへの動物福祉

World, One Health”マンハッタン原則の適用であ

専門家の派遣，動物福祉の会議を開催し OIE の提案

る 。 こ の 概 念 へ 貢 献 す る た め に 2007 年 に

を非政府組織 NGO に説明するとともに NGO から

FAO,OIE,WHO,UNICEF, UNISIC,世界銀行によっ

の提案を求めること，などを業務に加えた。特に，

て策定された「動物・人間・生態系の接触によって

OIE としては，この複雑な問題にかかわる広い範囲

生じる感染症のリスクを低減するための戦略的枠

における利害関係者の関わり合いの重要性を認識

組 み Framework for Reducing Risks of Infectious

し，様々な NGO との協働活動を行うために，大学，

Diseases at the Animal-Human-Ecosystem Interface」

研究所，企業，その他の関係団体との協働プロジェ

を第 5 次戦略計画に取り込むことである。
すなわち，

クトを始めている。

野生生物，役畜，競走馬，愛玩動物，食料生産動物

その一貫として，OIE は 2004 年 2 月 23 日から 25

における感染症の密接な関係性を認識し，それへの

日にかけて世界動物福祉会議をパリで開催し，福祉

対策を OIE の業務の重要な任務とすることである。

基準原案を NGO に説明するとともに，また，NGO

第三には家畜生産と地球環境との関係についてで

からの建設的な意見を受け入れ，今後どのように

ある。動物の感染症による環境への影響について

OIE とパートナーシップを行えるかの提案を求めた。

松木：世界の家畜福祉政策と福祉品質（WQ）商品の開発動向(2)
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国際会議には，70 か国を超える諸国から 450 名以上

原案を加盟国に送付し，加盟国のコメントが再度寄

が参加した。会議では「陸路輸送」，
「海路輸送」，
「屠

せられることになる。TAHSC が 2011 年 2 月の会議

殺」
，
「疾病管理目的の殺処分」
，
「動物福祉における

で加盟国コメントを検討調整した結果，5 月の OIE

コミュニケーション」
，
「獣医師の役割」
，
「動物福祉

総会に提案できず，再度 AHG へ返された。その後

研究」，「会議で提起された一般的問題」の八つの

2012 年 9 月まで AHG の電子会合が行われ，コード

テーマについてのワークショップが行われ，その討

委員会が第三次修正案を作成して加盟国へ意見を

議の結果が，2004 年第 72 回 OIE 総会に提出され

照会し，2013 年 2 月にその意見を調整して，2013

2005 年第 73 回総会で採決されたた家畜福祉基準

年 5 月の第 81 回 OIE 総会にて採決された。

（「陸路輸送」，「海路輸送」，
「屠殺」，「防疫目的の
殺処分」における動物福祉）に反映された。

以上のように最近の家畜福祉基準策定プロセス
は，
「9 月コード委員会が第一次原案を加盟国に提示

OIE は家畜福祉基準の本丸である「畜舎の福祉基

⇒加盟国コメント提出⇒2 月コード委員会第一次修

準」と「飼育方法の福祉基準」については時間をか

正原案作成＋AHG 検討⇒5 月総会採決 OR 再度審議

けて加盟国の承諾を得て 2010 年までには完成して

⇒再度審議の場合 6 月 AWWG 検討⇒9 月コード委

いく戦略であったが，その後加盟国の取り組みに大

員会第二次原案を加盟国に提示⇒加盟国コメント

きな相違があり合意が取り付けない状況が続いて

提出⇒2 月コード委員会第二次修正原案作成+AHG

いる。

検討⇒5 月総会」のような 2 年間以上の審議過程を

そのため総括的な基準を作る方針から畜種別に
福祉基準を作成することに転換している。

経ている。
ブロイラーの家畜福祉基準（資料参照）の採択後

2012 年の第 80 回 OIE 総会で肉用牛の家畜福祉基準

は，乳牛，豚，採卵鶏を対象として検討される予定

（資料参照）が採択されたが，ブロイラーは検討が

のようである。

長引いている。

(2)2012 年と 2013 年に策定された肉用牛と肉用鶏

陸生動物の規約（コード）の作成と改正をおこな

の福祉基準

う組織である陸生動物衛生規約委員会（TAHSC，

前回で述べたように，OIE（世界動物保健機関）

コード委員会；専門家 6 名）は，ブロイラー福祉基

による世界家畜福祉基準の作成は 2005 年決定の家

準の第一次原案を 2009 年 9 月に加盟国に送付し，

畜の「陸路輸送」「海路輸送」「屠殺」「防疫目的の

加盟国からそれに対するコメントが出された。コー

殺処分」における動物福祉基準の後，加盟国間の論

ド委員会は，その第一次原案コメントと修正案を

議が続きやっと 2012 年から畜種別の基準が策定さ

2010 年 2 月にアドホックグループ（AHG 特別専門

れている。すなわち「アニマルウェルフェアと肉用

家集団）に送付し検討してもらい，第二次原案を作

牛生産システム」の基準が昨年つくられ，2013 年 5

成した。アドホックグループは，OIE 事務局長が特

月の総会では「アニマルウェルフェアと肉用鶏生産

別に設置している組織であり，コード委員会作成の

システム」の基準が採決され，今後乳用牛，豚，採

第一次原案と第二次原案における特定の科学的技

卵鶏の基準が検討されている。

術事項を検討し，その検討報告書をコード委員会お

これらの基準の評価方法として重要な点は，両者

よび総会に参照として提出する権限をもっている。

とも畜舎などの飼育手段の設計についてよりも，福

2010 年 5 月の総会ではブロイラーの第二次原案は

祉の状態を測る拠り所として肉用牛や肉用鶏の動

正式に総会には提出されず，6 月にその第二次原案

物の状態（飼育の結果に基づく評価基準）に置いて

についてワーキンググループ（AWWG 家畜福祉作

いることである。

業部会）が検討し修正コメントを提出した。AWWG

(i)肉用牛の福祉基準の特徴

は，OIE 総会で承認された組織で，特定の分野に関

「アニマルウェルフェアと肉用牛生産システム」

する情報の継続的な収集，分析普及を行うとともに，

における福祉の基準を測ることのできるものとし

AHG によって総会に提出された原案に修正コメン

て次の 8 つがあげられている。

トを提出する役割を持っている。2010 年 9 月には

①挙動：摂食量の減退，呼吸促迫，息切れ，特定の

TAHSC は AWWG コメントを参照した第二次修正

挙動の繰り返し，攻撃的，沈鬱または異常な挙動
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②罹患率：疾患，跛行，術後合併症，負傷率を含む

そして，次の 11 の指標を挙げている

罹患率，また死後検査は家畜の死因を確定するた

①死亡率（死亡，淘汰）及び罹患率

めに有用

②歩行状態

③死亡率：年月日単位に定期的に記録すべきである

③接触性皮膚炎

④体重と身体の状態（栄養状態）：悪いボディコン

④羽毛の状態

ディションスコア BCS と顕著な体重減少は，福

⑤疾病，代謝疾患及び寄生虫感染の発生率

祉が損なわれているかどうかの指標となり得る。

⑥行動：恐れを示す行動，群がることなどの空間分

⑤繁殖効率：悪い繁殖成績（発情休止期あるいは産
後期間の延長，低受胎率，高流産率，高難産率）
から動物福祉の問題が示唆される
⑥外見：外部寄生虫の有無，異常な被毛の色調また
は感触，糞や泥による過度な汚れ，脱水，衰弱
⑦不適切な取扱い時の反応：保定枠または誘導路を

布，浅速呼吸と羽翼を広げる行動，砂遊び，採餌，
飲水及びついばみ，羽根つつきと共食い
⑦水と餌の消費
⑧生産成績：一日当たり平均増体指標，飼料要求率，
生存率
⑨損傷率

出る早さ，保定枠内または誘導路における挙動ス

⑩目の状態

コア，滑るまたは倒れる動物の割合，電気式の追

⑪鶏鳴：気分の良し悪しを示唆

い棒により移動する動物の割合，囲いや門にぶつ
かる動物の割合，管理中に負傷（角，肢の損傷，

これらの動物福祉の状態を測る指標に関連して

裂傷など）した動物の割合，保定中に声を上げる

評価する推奨事項として「防疫措置と動物衛生」，

動物の割合

「環境及び管理」があげられており，特に「管理」

⑧通常の管理手技に起因する合併症：術後の感染や
腫脹，ハエ蛆症，死亡率

における緊急時の飼育者の救護計画の策定責任を
規定している。
(iii)推奨事項としての「管理」における「緊急時の

これらの動物福祉の状態を測る指標に関連して
評価する推奨事項として「防疫措置と動物衛生」，

計画」について
日本の東日本大震災下の家畜の人道的救護に関

「環境」
，
「管理」があげられている。

連して注目されるのは，OIE の肉用牛と肉用鶏の家

(ii)肉用鶏の福祉基準の特徴

畜福祉基準が「非常時の計画」ないし「緊急時の計

「アニマルウェルフェアと肉用鶏生産システム」

画」の必要性を挙げていることである。

における肉用鶏の福祉状態をはかる所見として肉

電源喪失時には水や飼料の供給システムが動物

用牛と同様に「結果から福祉の状態を測る」方法が

福祉を脅かす可能性があるので，生産者はこのシス

とられている。

テムをカバーする非常時計画を「農場管理計画」に

それがより良い指標とされるのは，複雑に相互作

含ませる必要があるとしている。このような通常起

用される変数（例えば，飼養者の経験及び態度並び

こりうる機械装置の異常や熱ストレス，疾病発生な

に疾病状況）を反映するからであり，同時にこれら

どとともに，干ばつ，吹雪などの自然災害や日本の

は生産システムの設計に焦点を当てた指標に頼っ

ように地震，台風や洪水被害の常習地域では緊急的

た場合見過ごしされてしまう可能性があるからと

な非常事態に対処するために，農場段階と国段階で

している。状態を測る場としては，農場で計測でき

の計画を統合した体制が要求されている。

るもの（例えば，歩行状態，死亡率そして罹患率）

今後の課題として，とくに人為的な大災害である

と，食鳥処理場で計測すること（打撲，翼の骨折及

日本の原子力発電所事故による放射能被災時の家

び損傷の有無）が最適であるとしている。

畜の避難計画も重要な対象として適用されるべき
であろう。
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松 木 洋 一

4.日 本 の 家 畜 福 祉 基 準 策 定 の 動 向

*

第 1 に，旧基準の「愛情をもって飼養するよう努め
る」を「産業等の利用に供する目的の達成に支障を

これまで述べてきた米国，EU，OIE などのアニマ

及ぼさない範囲で適切な給餌および給水，必要な健

ルウェルフェア畜産の展開とくに世界の家畜福祉

康の管理及びその動物の種類，習性等を考慮した環

基準への日本の対応は始まったばかりである。

境を確保する」に改められ，第 2 に，
「ほ乳類」を

1）愛護法の改正と産業動物基準の改正

「哺乳類」に改名，第 3 に，
「産業動物の安全の保

日本の家畜を含めた飼育動物の保護を対象とす

持及び産業動物に対する虐待の防止に努めること」

る法律は 1973 年の「動物の保護及び管理に関する

を「産業動物の安全の保持に努めるとともに産業動

法律」の制定から始まったのであるが，特段に家畜

物に対する虐待を防止すること」に改められ，また，

を対象とした規定がなく，家畜の保護に関しては同

「管理者及び飼養者は，その扱う動物種に応じて，

法第 7 条 4 項によって 1987 年の「産業動物の飼養

飼養または保管する産業動物の快適性に配慮した

及び保管に関する基準告示」が定められているに過

飼養及び保管に努めること」が追加された。

ぎない。また，殺処分においては同法第 40 条第 2

EU や世界獣医師協会の原則になっている「3R」

項によって 1995 年の「動物の殺処分方法に関する

と「5 つの自由」を適用するのではなく，相変わら

指針」が適用されているに過ぎない。この「動物の

ず「産業等の利用に供する目的の達成に支障を及ぼ

保護及び管理に関する法律」は，1990 年代のイヌや

さない範囲～」で愛護・管理する方針となっている。

ネコのペットの保護に関わる市民運動によって改

しかし，一方で「産業動物の快適性に配慮した飼養

正が繰り返され，1999 年の改正では法律の名称が

及び保管に努めること」が入ったことは，農林水産

「動物の愛護と管理に関する法律」と改名された。

省が畜産技術協会に策定させた「アニマルウェル

愛護という名称のように哺乳類，鳥類，爬虫類など

フェアの考え方に対応した家畜の飼養管理指針」が

人が占有するすべての飼育動物を愛護動物として

反映したものになっていると云えよう。

規定しており，主としてペットを対象とする概念か

2）
「アニマルウェルフェアの考えに対応する家畜の

らの改正である。しかしながら，飼育動物にはペッ

飼養管理指針」の策定

トだけではなく，畜産動物，実験動物，動物園動物

20 世紀末から欧米と OIE などにおいて家畜の福祉

などが存在しているのであり，本格的な法的整備が

という動物観の転換によるアニマルウェルフェア

求められている。家畜の飼育実態に合わせた法的整

畜産の進展とその評価基準の策定が進んで，日本も

備にするためには，2005 年改正で導入された動物実

その急速な流れに対応せざるを得なくなってきた。

験における 3Ｒ（Refinement 苦痛の軽減，Reduction

農林水産省は，「我が国の畜産の実情を踏まえた

使用数の削減，Replacement 代替法）の概念導入と

家畜の取扱いについて，実務者，学識経験者等幅広

同様に，家畜への福祉基準の基本的原則である「動

い関係者による十分な検討を行い，国際的にも評価

物の 5 つの自由」
（この連載の初回 105 号で説明）

される家畜福祉に配慮した家畜の取扱いに関する

の導入が課題となっている。

考え方を熟成させ，国際的な動きにも対応できる今

そのような整備課題にもかかわらず 5 年ごとの愛

後の我が国畜産の発展に寄与することとする」ため

護法の改正の現状をみると，2012 年 9 月に改正され

に，2005 年に畜産技術協会を事務局とする「アニマ

2013 年 9 月 1 日から施行された今回でも家畜につい

ルウェルフェアの考え方に対応した飼養管理に関

ての本格的な規定は採用されず，産業動物基準告示

する検討会」を設置した｡検討会は図のように，学

の改正がなされただけである。この基準改正では，

識経験者，生産者，消費者，動物愛護団体等の 15

＊
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アニマルウェルフェアに対応した家畜の飼養管理に関する検討会
アニマルウェルフェアに関する国際的な動きに対応するため，我が国の実情を踏まえ，
家畜別にアニマルウェルフェアに対応した飼養管理の検討を行う

事業実施期間 平成19年～22年

推進委員会
(構成) 学識経験者，生産者，消費者，動物愛護団体 等

○目的：アニマルウェルフェアに関する飼養管理の検討及び畜別飼養管理指針のとりまとめを行う
○活動内容
①家畜別分科会の検討への指導及び分科会間の調整
②家畜別飼養管理指針の検討
指導
分科会間の調整

飼養管理指針(案)の提示

分科会

科学的知見分析グループ

(構成) 畜種別有識者 (生産者，畜産施設業者，学識経験者 等)
(畜種) 採卵鶏，豚，ブロイラー，乳用牛，肉用牛，馬
○目的：飼養管理指針(案)の作成
○活動内容
①アニマルウェルフェアに関する飼養管理等のあり方の検討
②飼養管理実態調査及び試行試験の実施
③飼養管理指針(案)の作成

科学的知見等の提供

(構成) 学識経験者
科学的知見等
の提供
科学的知見等
の分析依頼

○目的：科学的知見の整理
○活動内容
①家畜別の科学的知見に関する情報収集
及び分析
②取り組む必要のある調査・研究の検討

名からなる推進委員会の下，家畜別分科会，科学的

り，家畜が健康であることであり，そのことを関係

知見分析グループから構成され，検討会の目的は

者が十分認識して，その推進を図っていく必要があ

「アニマルウェルフェアに関する国際的な動きに

る」としており，前述した OIE の基準原則に対応し

対応するため，我が国の実情を踏まえ，家畜別にア

ている。

ニマルウェルフェアに対応した飼養管理の検討を
行う」とした。

2007 年以来，採卵鶏，豚，ブロイラー，乳用牛，
肉用牛，馬のアニマルウェルフェア飼養管理指針が

検討会では「家畜福祉」という用語がいまだ日本

順次策定され，2013 年 3 月に完成した。今後は USA

社会に慣れていないということで，ペットなどの動

のように生産者団体による自主的ガイドラインの

物福祉に準じて「アニマルウェルフェア」という英

策定が期待されている。

語名を使用することになった。そこでは，「アニマ

また，農林水産省消費・安全局消費・安全政策課

ルウェルフェア」を「快適性に配慮した家畜の飼養

が 2010 年 5 月以来年 3 回の OIE 連絡協議会を開催

管理」と定義された。

し，産業界(獣医，畜産団体)，技術研究者，学識経

「家畜の飼養管理を行う上で，家畜を快適な環境

験者，アニマルウェルフェア関係者，消費者，行政

で飼うことは，家畜が健康であることによる安全・

機関との継続的な意見交換の場を立ち上げている。

安心な畜産物の生産につながり，また，家畜の持っ

その会議では先述した OIE の主要な問題点につ

ている能力を最大限に発揮させることにより，生産

いて論議されており，とくにアニマルウェルフェア

性の向上にも結びつくものである。」というアニマ

の世界基準策定に関する日本政府のコメント作成

ルウェルフェア畜産の意義を唱えており，しかも，

に生かす方針となっている。

アニマルウェルフェア畜産は，最新の施設や設備を

3)日本における家畜福祉畜産の課題

導入することが求められるのではなく，家畜の健康

日本社会全体においていまだ家畜福祉の用語は

を保つために，家畜の快適性に配慮した飼養管理を

聞き慣れないものであり，畜産業界では違和感が強

それぞれの生産者が考慮し，実行することで」実現

く，しかも消費者の関心度は EU などと比べても大

されるとみなしている。そのため，飼養指針で最も

変低い現状で，政府が一歩あゆみを始めた意義は大

重視されるべきは，「施設の構造や設備の状況では

変重要である。消費者アンケートによっても動物愛

なく，日々の家畜の観察や記録，家畜の丁寧な取扱

護への関心は 8 割と高いが，その対象はペットや動

い，良質な飼料や水の給与等の適正な飼養管理によ

物園動物であり，
「家畜を思い浮かべる人」は 6％に

松木：世界の家畜福祉政策と福祉品質（WQ）商品の開発動向(3)

『消費者の家畜福祉についての関心度』
1.動物愛護に関心のある消費者は多い(82％：465人/570人)
2.「動物愛護」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/897人)
特に動物愛護に感心のない人はほとんど思い浮かべない。
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/844人)。
4.購買意識に関する設問
①ほぼ過半数の回答者(49％：277人/570人)が，1パック200円の
タマゴを買うと答えているが，動物愛護に関心のある回答者は，
放し飼いされた鶏の卵(1パック350円)を買う傾向が高い。
②1パック200円の卵を買う回答者で，動物愛護に興味が無い消
費者は，家畜の快適さよりも価格を重視する意見が高い。
③1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。

（平成 18 年畜産技術協会 消費者アンケート結果）

3

家畜福祉畜産の情報を知らせ，川下から畜産業界へ
影響を与えていくことが重要であろう。また，日本
型アニマルウェルフェア飼養管理指針を策定する
にしても科学的知見を供給するべき研究者と研究
業績が少なく，欧米の知見に頼ることしかないのが
現状である。早急に研究予算の確保や若手の研究者
の育成が必須と言えよう。
【注：本稿は，松木洋一「アニマルウェルフェア畜産の
新展開」（『ALIVE

No.105，106，108 』 2012，2013），

松木洋一・永松美希「アニマルウェルフェア畜産の発展」
（『人間動物関係論』所収 養賢堂 2012 年），松木洋一「ア
ニマルウェルフェア畜産に取り組む世界の動向」
（『日本獣
医師会雑誌

第 64 巻第 5 号 2011 年』）を基にして補充

リライトし，農業と動物福祉の研究会が開催している「家
畜福祉獣医師研修セミナー」
（2013 年 3 月第一回於東京都，
同年 10 月第二回於帯広市，2014 年 3 月第三回於宮崎市予

過ぎない。また，肉や卵を買うときに「家畜の飼い

定）のテキストとして編集したものである。】

方」への関心は 2％と大変低い。
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