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「アニマルウェルフェアに関する意見交換会」（第２回）議事概要 

 
１ 開催日時 

令和４年５月 19 日（木）午後３時 30 分～午後５時 45 分 

 

２ 開催場所 

農林水産省第２特別会議室（Web 併催） 

 

３ 出席委員 

石川 輝芳 農事組合法人しわひめスワイン 代表理事 

大木美智子 （一財）消費科学センター 代表理事 

大熊 茂 （一社）全国スーパーマーケット協会 調査役 

岡田 征雄 全国酪農業協同組合連合会 企画管理部長 

奥村 正裕 北海道大学大学院獣医学研究院 教授 

後藤佐知子 神奈川県湘南家畜保健衛生所 企画指導課長 

近藤 康二 （公社）中央畜産会 常務理事 

白石 千秋 （株）群馬県食肉卸売市場 常務取締役 

新村 毅 東京農工大学大学院農学研究院 教授 

杉井 挙 栃木県農政部 畜産振興課長 

高橋 龍彦 全国農業協同組合連合会 畜産総合対策部長 

竹内 正博 （株）イシイ 代表取締役社長 

寺田 文典 元東北大学大学院農学研究科 教授 【座長】 

中林 正悦 全国肉牛事業協同組合 理事長 

信岡 誠治 元東京農業大学農学部畜産学科 教授 

原田 苗子 生活協同組合ｺｰﾌﾟみらい・ｺｰﾌﾟﾃﾞﾘ生活協同組合連合会  

 ＣＳＲ推進部担当次長 

引地 聖和 （株）明治 調達本部 酪農部長 

冨士 聡子 ｵｲｼｯｸｽ･ﾗ･大地（株）執行役員 Oisix 商品本部長 

町屋 奈 （公社）日本動物福祉協会 獣医師調査員 

松尾 邦光 （一社）日本成鶏処理流通協会 会長 

宮  真二 日本ｹﾝﾀｯｷｰ・ﾌﾗｲﾄﾞ・ﾁｷﾝ（株) 品質保証部長 

宮下 建治 日本ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ（株）取締役執行役員 

森  佳光 ｷﾕｰﾋﾟｰ（株）執行役員 広報兼深谷ﾃﾗｽﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ担当 

八木 淳公 （公社）畜産技術協会 技術普及部長 

米山 大介 （株）ホクリヨウ 代表取締役社長 
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４ 会議の運営 

（１）委員の交代 

（株）明治の渡邊委員が異動により、後任の引地氏が委員となった。 

（２）新たな委員の招聘 

   肉用牛の専門家として全国肉牛事業協同組合の中林理事長、獣医外科の

専門家として北海道大学の奥村教授、家畜衛生の専門家として神奈川県湘

南家畜保健衛生所の後藤氏を新たに委員として招聘。 

（３）事務局等の説明 

   資料４、６及び７について、事務局より説明。 

   資料５について、北海道大学の清水池准教授より説明。 

 

５ 議事概要 

 ※今回の意見交換会では、欠席委員から予め提出のあった意見は、当日、事

務局から読み上げるとともに、時間の制約から当日発言できなかった委員

の意見を後日、書面で提出していただき、本議事概要に掲載した。 

 

【意見交換会の開催方法】 

（欠席委員から、会の運営について書面で提出された意見） 

○ 注目される中、始まった意見交換会だが、開催日の決定、公開・非公開の

判断や連絡が遅く、一方的で説明も不足しているなど、順調に運営されてい

るとは言えないと感じている。事務局が、指針案の作成や対応で大忙しなの

は想像できるが、このままでは「会の開催を通じてアニマルウェルフェアを

理解し合い、良い流れを作ろう」という意識は共有されないのではないか。

何のための会か、委員の役割は何かも分からなくなってきた。 

今回（第２回）の開催については、まず４月 12 日開催の「公開・非公開に

ついての懇談会」後に突然「次回は４月 25 日開催」との知らせがあり、「公

開・非公開も定まらぬまま、集まれる人だけでやろうとも受け止められるや

り方で進めるのは問題だと思う。日程調整のやり直しが必要ではないか」と

返信した結果、再調整となり、ようやく一昨日「５月 19 日に決定した」との

メールを受け取った。 

そして公開・非公開に関しては、そのメールに「会は非公開とさせていた

だきますので、ご意見があれば当日・・」とのみ記されていた。本来であれ

ば、懇談会の意見を受けてどんな話し合いをしたのか、どういう理由で非公

開と決めたのかについて、説明があってしかるべきだと思う。 

 更にメールには、「土曜日にお送りした指針案は大部であり技術的な内容

を多く含むので、内容について意見交換会のご了解を得たとしてパブリック

コメントにかけることは考えておらず、パブリックコメントプロセスに進む
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ことについてご了解を頂きたいと考えています」「指針案についてのご意見

は意見交換会の当日に間に合わなくても後日頂ければ、パブリックコメント

に寄せられた意見と併せて検討させていただきます」と書かれている。 

土曜日に膨大な量の資料が配信され、読みこなす時間も、事前説明を受け

たり質問をしたりする時間もないので、当日までに意見をまとめることは困

難であり、会として内容を了解することも当然無理であるが、そもそもこの

会は何かを審議し決定する場ではなく、「アニマルウェルフェア推進のため

の情報を共有し、相互理解を深めること」を目的に設置された会である。で

あれば、委員には別途説明の機会を設けるなどして、共有や理解の促進に努

めるべきではないか。その上で意見の提出を求めるべきだと考える。 

アニマルウェルフェアの中身とは違う議論で時間を使うのはもったいない

が、委員の皆様はどうお考えか。アニマルウェルフェアを巡る議論や社会背

景は複雑で、思っている以上に難しい問題なのかも知れないが、よく知り、

広く消費者に理解や支援を広げていきたいと思っていただけに、今の状況は

とても残念。 

 

〔事務局〕 

４月 12 日開催の委員懇談会（非公開）において公開・非公開に関する意見

交換を行い、皆様のご意見を踏まえて座長ともご相談し、事務局で改めて検

討した結果、現場の課題など率直なご意見を伺うためには、その発言者等が

特定されることによる波及効果の発生の懸念にも配慮する必要があることか

ら、第１回と同様に非公開として開催させていただくこととした。 

透明性をしっかり確保するよう引き続き、議事概要については、出席委員

にご確認いただき、発言者名を伏せた上で、各発言の詳細を明らかにして公

表したい。 

４月 12 日に、第２回意見交換会を４月 25 日に開催したい旨委員にお伝え

したが、出席可能な委員の専門分野等のバランスに偏りが生じた。また、指

針案のみでなく生産者などからの問い合わせが多くあることが想定される記

述については Q＆A を作成し、委員にもご説明することが妥当と考え、延期す

ることとした。 

大部となる指針案の送付が意見交換会の直前であったとのご指摘について

は、指針案の作成作業の過程で OIE コードの英語の原文との照合作業などに

時間を要してしまったため。 

指針案は多畜種・多分野にわたるものであり、指針案については本日ご説

明させていただき、必要があれば後日、各畜種の担当と説明させていただく

ので、パブリックコメントと併せて委員の皆様からのご意見も頂きたい。 
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【指針案に関する全般について】 

○ 我々は家畜を産業動物として利用している立場であるが、動物の「権利」、

「福祉」、「愛護」の定義、適用範囲を明確にする議論をするべき。消費者

を含め、国民の多くは混同しているため、議論や指針について正確に伝わら

ない可能性がある。新たな指針について議論するに当たり、動物の「権利」、

「福祉」、「愛護」の定義、適用範囲について、専門家の意見を聴きたい。 

 

○ 現行指針の一般原則にあるアニマルウェルフェアの定義についてはよく書

かれている。一般原則を説明する際に、５つの自由の前にある倫理観と対比

して説明することにより、アニマルウェルフェアの理解が明確になるとよい。 

 指針に加えるとしたら、動物の権利、福祉、愛護の対比というところ。動

物愛護は一生飼おうという考え方で伴侶動物に当てはまるが、産業動物には

愛護が当てはまらず、食用になるということで動物福祉を適用するというこ

とが分かりやすく伝わると良い。 

 

○ 動物の愛護と権利との違いを簡単に説明すると、愛護は人の感情に左右さ

れるものであり、権利はある意味思想であると言われている。一方、動物福

祉は科学であり、動物福祉学という学術分野の側面もあることが大きな特徴。

動物の苦痛が、身体的、生理学的、血液学的、行動学的な検査等により科学

的に測定し、客観的に評価が可能であるのがその根拠である。動物福祉学は

獣医科大学でも必修となっている学問であり、最新知見が日々、報告・発表

されるなど発展している分野である。 

現在は、動物福祉を評価する上で、飼養管理や食事などのリソースベース

ドメジャーが揃っていても不十分であると考えられ、アニマルベースドメジ

ャーである動物の心身の状態の評価が重要であると言われている。 

適用範囲についてだが、動物の心身の苦痛については産業動物だろうが伴

侶動物だろうが変わらないため、人間の管理下に置かれる全ての動物が動物

福祉の対象である。また、動物の苦痛は普遍的であり国が違っても変わるこ

とはない。飼養者は、動物福祉の最低ラインと言われている「５つの自由」

の遵守が求められる。 

議論の流れとしては、第１段階は動物に与えるネガティブな影響を科学的

に立証することが重要であり、畜産学や獣医学の専門家や研究者によるサイ

エンスコミュニティ(専門家会議)等で議論することが必要不可欠。次に、そ

の結果を基に、立証されたネガティブな影響を取り除くか否かを今回のよう

なステークホルダーミーティングなどで議論し判断していくことになる。そ

の際の議論では、その国の文化（例えば、日本だと卵の生食など）、倫理観、
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宗教や経済等が強く影響すると言われている。これらの議論を総括して国が

法律などを制定していくのが主流。 

こういった流れから、現在は、専門家による議論が不足していると感じる。

科学的知見は議論のベースとなるため、農林水産省での意見交換会の小委員

会で構わないので大学の研究者等を中心としたサイエンスコミュニティを作

って議論し、それを土台に我々が意見交換会で議論するのがよい。 

 

〔環境省〕 

動物愛護の分野で同じ議論があり、動物愛護管理法の飼養管理基準に関す

る検討に当たり、中央環境審議会の動物愛護部会においても「動物愛護」と

「動物福祉」と「アニマルウェルフェア」の言葉の定義について議論があっ

た。この定義を決めないと議論が進まないため、環境省として国内外の法律

や動物に対する倫理観の違いを考慮した上で改めて議論することが重要だと

考えている。 

 

○ 畜産業の経済的な健全性が確保されてアニマルウェルフェアへの投資が可

能となる。 

アニマルウェルフェア、経済性、社会性、環境の調和が重要。消費者の正

しい知識や理解を得るには時間がかかる。 

 

（出席した委員から、後日、書面で提出された意見） 

○ アニマルウェルフェアの新たな飼養管理指針によって畜産物の生産量が減

り、価格が今の倍程度になる可能性があるのであれば、消費者の理解を得る

ためには国民のたんぱく源をどう確保していくのかもセットで示す必要があ

ると考える。 

販売されている精肉や卵を見ているだけでは、畜産物の生産プロセスは見

えない。ブラックボックス化しているが、責任の一端は、見ようとしてこな

かった側にもある。 

気候変動や世界的な政情不安による食料危機も危ぶまれ、日本の食料自給

力を更に高める必要がある中、持続可能な畜産業のあり方が課題。一方で、

大規模かつ高密度の飼育は、伝染病予防に脆弱性が生まれ、持続可能性は黄

信号。我々も畜産業者の苦労を理解し、畜産業を学び、持続可能な畜産業の

あり方を生産者とともに議論していくべき。 

生産者と消費者が共通認識をもって対話できる環境づくりが喫緊の課題。 

 

 

【各畜種の指針案について】 
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○ 現在 OIE においてもコード策定中である採卵鶏について、前回の資料５で

も感じたが各飼養形式のアニマルウェルフェアの検証が不十分だと感じる。

その理由の１つとして、採卵鶏の指針案 P９内に、「ケージ方式は傷害、疾病

を防いでくれる点で優れており、通常の行動が発現できない点でデメリット

がある」との記載があるが、「通常の行動がとれないこと」がそもそも苦痛で

あり、特に何段にも積み重なったケージで数十羽以上飼養しているバタリー

ケージでは個体管理が難しい上、過密飼養であるため呼吸器疾患が多いとの

報告がある。このことから、バタリーケージは決して「苦痛、傷害及び疾病

からの自由」に優れている訳でない。また、動物福祉は他の飼養形式などと

比較して評価されるものではないため、このような明記はしない方が良いの

ではないか。 

また、「ケージ飼い」や「平飼い」でひとくくりにせず、バタリーケージと

エンリッチドケージ、エイビアリーと放牧と分けて記載した方が生産者にと

っても分かりやすい。採卵鶏については専門家の最新知見を加えた再検証が

必要。 

 

○ 生産者としては、業界以外の方々が要望しておられることを知りたいし、

関心がある。 

鶏の順位を決めるための闘争行動は消費者などの想像を超えてすさまじい

ものがある。平飼いも行っているが、カニバリズムによって半年で羽数が半

減したこともある。 

現在のバタリーケージにネストボックス（巣）などの新たな設備を追加す

ることは技術的に難しいだけではなく、むしろ飼養密度の上昇を招いたり寄

生虫などの温床にもなり得ることから、アニマルウェルフェアに悪影響を及

ぼすことを懸念。ケージ飼いの禁止と付帯設備の記述は絶対反対である。施

設の改修よりも１羽当たりの飼養面積の改善を目指すことが現実的。このた

めの科学的根拠を示す研究が必要。 

日本での卵の国民一人当たりの年間消費量は世界第２位であるが、スーパ

ーでの特売がその一因。EU は 2012 年からバタリーケージを禁止したが、価

格が上がったにもかかわらず消費の減少は見られない。EU にはアニマルウェ

ルフェアの取組を応援する国民性があるようだ。日本でもアニマルウェルフ

ェアに配慮した畜産物の需要は増えていくと思うが、値段の高い畜産物をど

こまで求めるかは消費者が決めること。 

 

○ 生産者に対して、いきなり高いハードルを示すのではなく、徐々に要求水

準を上げていくことが正しいアプローチと考える。例えば、最低必要面積の

達成割合をいつまでに何割とするのかといったことを段階を区切って示して
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いくことが必要。様々な NGO と 20～30 年のお付き合いになるが、客観的、科

学的な見地と継続的な対話を通して、生産者の経済健全性や労働者の健康、

フードセーフティ等が、アニマルウェルフェアを推進するために重要である

ことを理解していただくには時間が必要。 

 

○ 採卵鶏について、生産及び福祉の両面から適切とは思えない飼い方をして

いる経営が一定程度存在する。それぞれの飼養方式の中で最適な飼い方はど

うなのか科学的な検証を進めたい。 

 

○ 本指針は分かりやすくて良い構成である。 

新たな指針の Q＆A に、取り上げられていない畜種があるので追加が必要で

はないか。 

ブロイラーの飼養スペースについて、（畜産技術協会作成の）旧指針の考

え方に対するものと新しい指針のものでは書かれていることの内容が変わっ

ている。新しい指針は簡潔になっており、旧指針は長いが詳しいので分かり

やすい。日本では欧米の基準をそのまま当てはまることが難しい。欧米と日

本では状況が異なる中、指針に記載される数字が一人歩きすることを危惧。 

 

○ Q＆A により、それぞれの経営においてできる取組から始めることを求める

ことは理解するが、対応したくても物理的に対応できない酪農経営も存在す

ることを消費者の方々にもご理解願いたい。 

 

○ ヨーロッパと日本では、気候や家畜を飼ってきた歴史や文化も異なるので、

日本独自のアニマルウェルフェアの取組があっても良いのではないか。外国

から「日本では牛を屋根の下に入れて檻で飼っている。」と指摘を受けたこ

とがあるが、台風や雪が降るので牛を守るために行っていると説明すると納

得していただける。日本もアニマルウェルフェアのレベルは高い。 

除角後の牛の様子を見ていると、頭を合わせたり、穏やかに休息していた

りする。除角もアニマルウェルフェアにつながるのではないか。 

 

○ 現状常に家畜と接している中で、生産者には見えにくいアニマルウェルフ

ェア上の課題もあるのかもしれないので科学的知見があると良い。 
畜産は、配合飼料や資材の高騰等により生活していくのがやっとの状況の

中、生産現場の質を落とさずやっていることについては理解してほしい。 

 

○ 輸出拡大を図るためにも国際水準を満たそうとする中で、日本独自のアニ

マルウェルフェアという考え方は理解できるが、国として指針を示す以上は
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国内外の消費者にどのようにそのような考え方を説明するのかという観点も

必要。指針を定めた後の理解を得るための取組も重要。 

 

○ 英国及び EU では高病原性鳥インフルエンザの流行により放し飼いが禁止

されている。世界の状況は変化しているので、最新の知見や情報に基づいて

議論していくことが必要である。 

 

○ OIE コードが変更された場合、今回策定する指針も見直すことになるのか。 

畜産技術協会が作成した飼養管理指針の一般原則に当たるものは、どこに

記載されるのか。この「一般原則」は統合的な考え方を示しており、現在の

指針の「一般原則」に記載されている『アニマルウェルフェアへの対応にお

いて、最も重視されるべきは・・・』 のくだりは非常に大切な文章と捉え

ている。新たな指針には、「日本の環境や食文化に適合した」という視点を

もって策定されることが非常に重要と考える。これらが「一般原則」などで

しっかりと語られることが、日本独自ではあるが国際的にも理解・受容され

る指針になっていくものと考える。 

 

〔事務局〕 

今後、パブリックコメントにかけた上で新たな指針を畜産局長通知として

発出する際、アニマルウェルフェアに関する一般原則についても、当該通知

の中で分かりやすく記載させていただく。 

OIE コードの見直しがあった際には、今回策定する指針も見直しを行うこ

とになる。 

指針案は多畜種・多分野にわたるものであり、指針案については本日ご説

明させていただき、後日、パブリックコメントと併せて委員の皆様からのご

意見も頂きたい。 

今後、ご連絡を頂ければ各畜種の担当者とともにご説明に伺わせていただ

くこととしたい。 

今後のスケジュールは、23 日からパブコメを１か月間程度実施し、その後

は、頂いた意見の内容や量にもよるが農林水産省としての考え方をまとめた

上で、夏頃には指針を出したいと考えている。 

 

 

【アニマルウェルフェア飼養に配慮したテーブルエッグの生産コスト及び小売

価格の推定】 

〔北海道大学 清水池准教授〕 
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研究の目的としては日本の採卵鶏の生産コストを試算することだが、バタ

リーケージ、エンリッチドゲージ、平飼いなど６タイプを比較した。それぞ

れの飼養形態における飼養羽数は一律で約 11 万羽の飼養を想定している。建

物・施設、土地、雛導入経費、飼料、労働費、卵のパッキングなどの経費と

利益を積み上げつつデータを作成した。データには統計情報と８社 13 施設か

らの聞き取りを利用している。 

採卵鶏の生存率では平飼いの生存率が最も低い。 

平飼いやエイビアリーでは、規格外卵と巣外卵の増加による歩留まり低下

の影響もあるが、運動量増加による飼料摂取量の増加により飼料が多く必要

になる。 

コストの試算は、各方法の飼養面積の違いが反映されている。バタリーと

比較すると、卵 1 個当たりで平飼いは 2.4 倍のコストとなった。今回の試算

ではバタリーだと 1 棟で済むところ、平飼いだと 16 棟必要となり、面積も

10 倍近く必要になる。平飼いは、日本の国土面積の狭さもネックになる可能

性がある。 

今回の試算で、平飼いは生産量当たりに必要な労働力がとても多いことが

分かった。11 万羽という大量生産をすると、平飼いのコストはバタリーの約

２倍。11 万羽当たりの労働力は、バタリー3.1 人に対して、平飼い 16 人。一

般的に、スケールメリットは同じ生産量を少ない労働力で実現できることに

よって生じるので、平飼いはスケールメリットの生じづらい飼養方法である

と言える。 

小売価格にすると１パック（10 個）当たりバタリーは 247 円、エンリッチ

ドは 281 円、平飼いは 485 円。バタリーの 247 円という試算値は実際の小売

価格と乖離があるが、これは実際の小売価格が生産コストを十分に反映して

いないことが要因とも解釈できる。 

また、平飼いなどアニマルウェルフェアの行動の自由に配慮した飼養形態

では、必要な従業員人数の増加に加えて、労働負荷が大きくなるため、生産

現場のサスティナビリティをどう高めていくかも課題である。 

 

○ コストや効率などの面から考えるとバタリーが優れていることは以前から

明らかなことである。しかし、その合理性が採卵鶏の過度の苦痛の上に成り

立っていること、動物福祉が極端に低い飼養管理方式でいいのかという人道

的な観点から特に先進諸国で問題視されている。ケージフリー、特に放牧方

式は、畜産業としては、まだ現実的ではないとしても、日本も先進国の一員

として、バタリーケージについての議論は最優先事項である。こういった議
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論になった際、バタリーケージかケージフリーかの二極論になりがちである

が、動物福祉と生産コストの妥協点を見いだすことが大切であると考える。

そういう意味で、本調査からエンリッチドとバタリー間ではあまり価格差が

ないことと考察にある「バタリーケージの改良によるアニマルウェルフェア

の向上」の他、指針案内の「将来的な実施が推奨される事項」などを加味す

ると、動物福祉への配慮や生産コストを考慮した妥協点はエンリッチドケー

ジにあるように本調査から感じた。エンリッチドケージに転換するにしても、

生産者にとっての負担は大きいため実現に至るまで十分な期間を設けること

も必要がある。また、考察にある「増加したコストの社会全体の共有の必要

性」はそのとおりであり、国からの支援はもちろんだが、中でも、消費者へ

の教育は重要である。そのためには、卵の生産方法を周知するため、分かり

やすく卵パックに表示することなどが必要であり、生産方法の違いにより卵

の値段が変わる理由を消費者は知る権利があると考える。 

 

○ バタリーが良くなくて平飼いが良いというような議論をすると、片方が良

くてもう一方は良くないという議論になりがち。地域によってそれぞれ抱え

ている状況が異なるのでバタリーの時にはこうしなさい、エンリッチの時は

ここに注意するなど示してほしい。 

指針の中でなくても良いので、マニュアルに落とす際などに言っていただ

けると生産現場で理解しやすいだろう。アニマルウェルフェアの実現は厳し

い事項もあり、養鶏業界が壊滅しないように少しずつ取り組むようにしてほ

しい。 

 

○ スケールメリットが平飼いでは出にくい点は非常に重要である。需要家に

とって調達量が増加してもコストは下がらないことになる。固定費が大きな

点は新たな技術で解決するなど、将来に向けて期待したい。 

「バタリー飼養が悪い、エンリッチが良い」ではなくて、それぞれの飼養

形態のメリット・デメリットなどを消費者に正確に伝える必要があり、購入

の選択ができると良い。偏った見解などで消費行動を促すような結果になっ

てはいけない。 

 

（出席した委員から、後日、書面で提出された意見） 

○ アニマルウェルフェアの推進によって畜産物の生産量が減り、価格が今の

倍程度になることが現実味を帯びてきたことについて、率直に言って心配。

この場の議論ではないが、国内の貧困・格差が拡大している中、誰もが必要

な量のたんぱく源を確保できるよう、国の青写真を示してほしい。 


