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産業動物のアニマルウェルフェア

～ ＡＷの動向と国内における取り組み ～



「語源」 Animal Welfare

「アニマルウェルフェア」の語源

Animal ＝ 動物

Wel ＝ 良い

fare ＝ 生活

動物に良い生活を



家畜にとってより良いアニマルウェルフェアを普及啓発するという観点から、そ
の意味合いが反映されるようにアニマルウェルフェアを「快適性に配慮した家
畜の飼養管理」とする。

動物が生活及び死亡する環境と関連する動物の身体的及び心理的状態

ＯＩＥ（国際獣疫事務局）

「アニマルウェルフェア」の定義

アニマルウェルフェアの考え方に対応した家畜の飼養管理指針

「ＡＷ＝動物の状態」と定義。
動物のＡＷを向上させることが目的の一つ

「動物にとって良いＡＷ」
を定義にしている



５つの自由
①飢え、渇き及び栄養不良からの自由

②恐怖及び苦悩からの自由

③物理的及び熱の不快からの自由

④苦痛、傷害及び疾病からの自由

⑤通常の行動様式を発現する自由

アニマルウェルフェアの基本概念

家畜を飼育する上で、守るべきこと

①餌や水の適切な給与

②家畜の適切な取り扱い

③暑熱・寒冷対策

④疾病予防、適切な治療

⑤行動の制限の解除



家畜のアニマルウェルフェア」とは

生産性の向上
安全な畜産物の生産

 日々の家畜の観察や記録

 家畜の丁寧な取扱い

 良質な飼料や水の給与 等

家畜のストレスや
疾病の減少

家畜の本来持つ
能力の発揮

適正な飼養管理

ウェルフェアの改善は、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。

行動の制限の解除

家畜の健康の維持快適性に配慮した家畜の飼養管理

総合的に考える必要がある



・世界の動物衛生の向上を目的とした政府間機関

・約180の国と地域が加盟

・動物の健康とウェルフェアの間には重大な関連性がある。

・科学に基づきアニマルウェルフェアを向上させること。

・ウェルフェアの改善は、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。

ＯＩＥ（国際獣疫事務局）とは？

・一般原則、輸送、と畜 etc…

・アニマルウェルフェアと生産システム
（肉用牛、ブロイラー、乳用牛 、 豚 ）

採択済の規約

2015年2013年2012年 2018年

国際的な
ＡＷの基準



ＥＵ理事会指令

・各畜種の「保護最低基準」
採卵鶏（1988年）、子牛・豚（1991年）、ブロイラー（2007年）

ＥＵにおけるＡＷの取組

・従来ケージ（バタリーケージ）の使用禁止

2012年

加盟国に法制度の発効を義務付け

・妊娠豚の繋留飼養の禁止
・種付け４週間後から分娩予定日の１週間前までのストール飼育禁止

2013年

採卵鶏

豚

・８週齢以降の子牛の単飼枠での飼養禁止

2007年牛

・飼育密度の制限（最大33kg/㎡、条件により39kg/㎡）

2010年ブロイラー



アメリカにおけるＡＷの取組

・従来ケージ（バタリーケージ）の使用禁止など

フロリダ州（2008年施行）、アリゾナ州（2013年施行）、オレゴン州（2013年施行）
カリフォルニア州（2015年施行）、他の州でも同様の法案が通過

・ハンバーガーチェーン（マクドナルド、バーガーキングなど）
・スーパーマーケット（ウォルマート、コストコなど）
・その他、給食チェーン、ホテル業、航空会社、外食産業等

例えば、多くの企業が2025年以降は、ケージフリーの卵しか扱わないと表明

食品企業等が独自基準を表明

州法の施行

養鶏業者は対応に追われるが
・施設等の改修経費等の問題（誰が費用を負担するのか？）
・ケージフリーが家畜のＡＷを考える上で最適かどうか？

アニマルウェルフェアは
商業的な課題に！



我が国におけるAWの状況

動物の愛護及び
管理に関する法律

産業動物の飼養及び
保管に関する基準

OIE（国際獣疫事務局）策定の指針（コード）
（H25：ブロイラー，肉用牛、H27：乳用牛）

《飼養管理の一般原則》 《畜種毎の対応》

アニマルウェルフェアの考え方に対応した
飼養管理指針（H21～）

（肉用牛、乳用牛、豚、ブロイラー、採卵鶏、馬）

ＯＩＥ指針の内容を反映

○ 「家畜伝染病予防法」に基づき、疾病の発生を予防するために定めた飼養管理基準等に
おいても、アニマルウェルフェアに関する項目が記載されている。

○ 学識経験者、生産者、獣医師、消費者等からなる検討会を設置し、平成２１年から畜種ご
との「アニマルウェルフェアの考え方に対応した飼養管理指針」（肉用牛、乳用牛、ブロイ
ラー、採卵鶏、豚、馬）を作成。

○ 飼養管理指針は、OIE（国際獣疫事務局）の策定した指針にも即しており、OIE指針の改
正に合わせて随時改訂

飼養管理指針の改訂



動物の愛護及び管理に関する法律 （昭和48年法律第105号）

（１）基本原則
すべての人が「動物は命あるもの」であることを認識し、みだりに動物を虐待することのない

ようにするのみでなく、人間と動物が共に生きていける社会を目指し、動物の習性をよく知った
うえで適正に取り扱うよう定めています。

（２） 動物愛護週間

（３） 動物の飼い主等の責任

（４） 動物の飼養及び保管等に関するガイドライン

（５） 動物取扱業者の規制

（６） 周辺の生活環境の保全

（７） 危険な動物の飼養規制

（８） 犬及び猫の引取り等

（９） 基本指針と推進計画

（10） 動物愛護推進員と協議会

（11） 罰則

◆家庭動物等（平成１４年環境省告示第３７号）
◆展示動物（平成１６年環境省告示第３３号）
◆産業動物（昭和６２年総理府告示第２２号）

牛や鶏など産業利用のために飼われている動物

◆実験動物（平成１８年環境省告示第８８号）



◆ 産業動物の飼養及び保管に関する基準

第１ 一般原則
・生理、生態、習性等を理解しましょう（種類・習性等を考慮した環境を確保）
・産業利用の目的達成に支障を及ぼさない範囲で適切な管理をしましょう
・人の生命、身体又は財産に対する侵害及び生活環境の汚損を防止

第２ 定義

第３ 産業動物の衛生管理及び安全の保持
・産業動物の衛生管理及び安全の保持に関する知識と技術を習得
・必要に応じて衛生管理及び安全 の保持に必要な設備を設ける
・産業動物の衛生管理及び安全の保持に努めること
・産業動物に対する虐待を防止
・飼養又は保管する産業動物の快適性に配慮した飼養及び保管に努める

第４ 導入・輸送に当たっての配慮

第５ 危害防止

第６ 生活環境の保全

第７ 補則



アニマルウェルフェアの考え方に対応した飼養管理指針

畜 種 飼養管理指針 （参考）OIE指針

採卵鶏
平成21年3月

（31年3月最終改訂）
（未策定）

豚
平成21年3月

（31年3月最終改訂）
平成30年5月採択

ブロイラー
平成22年3月

（31年3月最終改訂）
平成25年5月採択

乳用牛
平成22年3月

（31年3月最終改訂）
平成27年5月採択

肉用牛
平成23年3月

（31年3月最終改訂）
平成25年5月採択

馬※ 平成23年3月 平成28年5月採択

○ 「アニマルウェルフェアの考え方に対応した飼養管理指針」は、OIE（国際獣疫事務
局）で採択された指針に準拠し、OIE指針の改正に合わせて随時改正。

○ 現場の生産者への普及を図るため、指針の内容に関するチェックリストを作成･配
布し、取組をさらに推進。

※ 馬は「使役馬」について（公社）日本馬事協会が作成

国
際
基
準
に
準
拠



ＡＷの考え方に対応した家畜の飼養管理指針
（乳用牛、肉用牛、豚、採卵鶏、ブロイラー）



【一般原則】

○ＡＷを「快適性に配慮した家畜の飼養管理」と定義。

○家畜を快適な環境で飼うことは家畜が健康であることによる安全・安心な畜産

物の生産につながり、また、家畜の持っている能力を最大限に発揮させること

により、生産性の向上にも結びつくもの。

○ＡＷへの対応において、最も重視されるべきは、施設の構造や設備の状況で

はなく、日々の家畜の観察や記録、家畜の丁寧な取扱い、良質な飼料や水の

給与等の適正な飼養管理により、家畜が健康であること。

アニマルウェルフェアの考え方に
対応した家畜の飼養管理指針

５畜種（豚、採卵鶏、乳用牛、ブロイラー、肉用牛）



「飼養管理指針」 のポイント

アニマルウェルフェア

（家畜の快適性に配慮
した飼養管理）

家畜の健康状態を把握するため、
毎日観察や記録を行う

家畜の丁寧な扱い

良質な飼料や水の給与

畜舎等の清掃・消毒
を行い清潔に保つ

飼養スペースの適切な管理・設定

家畜にとって快適な
温度を保つ

換気を適切に行う

有害動物等の防除、駆除

家畜の能力が引き出され、家畜が健康になり、

生産性の向上や畜産物の安全・安心につながる



「アニマルウェルフェアの考え方に対応した家畜の飼養管理指針」に基づく飼
養管理の実施状況についてチェックリストを用いて調査を行った結果、同指針
で推奨している方法とは異なる飼養管理が行われている項目も一部見られる
状況。

今後、畜産物の輸出拡大、2020東京オリパラ大会に向け、アニマルウェルフェ
アに配慮した飼養管理の水準の向上を更に図っていく必要。

アニマルウェルフェアに配慮した飼養管理を広く普及・定着させるため、改めて
同指針の基本的な考え方を整理して示したもの（※）。

本通知については、環境省と連携して都道府県を通じ、管理者及び畜産関係

者へ周知。

（※）アニマルウェルフェアの定義、５つの自由を確保するための対応、

家畜の飼養管理に携わる者の責務等を提示

「アニマルウェルフェアに配慮した家畜の飼養管理の基本的な
考え方について」（平成29年11月15日付け畜産振興課長通知）

（概要）



普及から実践の時代へ

○ 飼養管理指針に対応した「チェックリスト」の作成・配布

⇒ 生産者にも分かりやすいように具体的な項目等を提示

ＡＷの普及

○ チェックリストを活用したＡＷに対応した飼育管理の実践

・個々の農場で記録を残し、個別にＡＷに対応する

・認証制度の活用(ＪＧＡＰ家畜・畜産、ＧＡＰ取得チャレンジシステム)

⇒ 自社ブランド、差別化商品の販売

⇒ 取引先からＡＷへの対応を求められる可能性も

ＡＷの実践

普及の効果として

ＡＷを考慮した飼養管理の推進が重要



【現場での実践①】 家畜にとって快適な温度を保つ

○ 家畜にとって快適な温度や湿度を保つことは、健康管理上極めて重要。

○ 畜産の現場では、夏場の暑熱対策や冬期の寒冷対策が、畜種毎の特性
や月齢に応じて取られている。

ミストの噴霧と換気扇による
畜舎の冷却

保温性に優れたジャケットを
着た子牛

ガスストーブによる
ひよこの保温

具体例



【現場での実践②】 良質な飼料や水の給与

○ 清潔で新鮮な水の給与と適切な栄養管理は、家畜を飼育する上で不可欠。

○ 適切な栄養状態を維持するためには、家畜の毎日の観察が重要。

具体例

反芻家畜である牛には、
良質な牧草の給与が不可欠

群内の争いを極力減らすため、

一度に多くの個体が食べたり
飲んだりできる給餌器や飲水
器を使用

健康状態を保つため、飼槽や水槽
のチェックと清掃が重要



【現場での実践③】 飼養スペースの適切な管理・設定

○ 畜舎の設計に際しては、家畜の行動様式に配慮するとともに、 換気量の
十分な確保や清潔さを保てる材質の選択が大切。

○ 家畜の行動を日々観察することによって施設の問題を把握し、対策を講じ
ていくことが重要。

具体例

カウブラシを用いた
身繕い

おがくずを床に敷いて、
清潔さが保たれている畜舎

天井からの採光や
換気扇の設置
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