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食用動物の人道的な扱い方を定義する
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SocietyforthePreventionofCrueltyto
AnimRIsのウェブページ上では，農場やと殺

場で鶏牛，豚が苦しんでいる(泣いている）
と訴えるレポートが多数掲載されている。こ
うしたなか，消費者や活動家が人道的だと考
える条件下で育てられた畜肉製品を提供する
と公約する食品企業やレストランチェーンが

1．食用動物が人道的に扱われているかと
の懸念が過熱しているが，本当に危愼
を抱く理由があるのであろうか？
鶏は知的感情を有しているのか？乳牛や肉
牛は自らの運命をI嘆いて涙を流しているの

増えてきた。一方で科学者や畜産専門家たち
は，人道的動物製品という新たな概念に対し，
実際にそうした環境が食用動物の生育にどの
ような影響を及ぼし，食品の安全性を損なう

可能性はないのかなどの，科学的な裏付けを
得るための研究に取り組み始めた。

か？豚はと殺されることを考えてしっぽを
?2■可1画T＝
一画﹁ＢＬ

振って恐怖や不服を表現しているのか？

大多数のアメリカ人が， こうした質問に対
して｢はい」と答えるのかもしれない。Pack‑

agedFacts社がまとめたレポート「アニマル
ウェルフェアー米国の肉類，鶏肉，卵市場の
課題と可能性｣によると，アメリカ人の半数

以上(58％)が数年前よりも食用動物の生育
環境への配盧に関心を寄せるようになり，ほ
ぼ同数の人々（53％)が，人道的に育てられた

2.アニマルウェルフェアとは何か？

肉や家禽から作られた製品はより健康に良い

近年使われる機会が増えてきた｢アニマル

と信じている。さらにtheHumaneSociety

ウェルフェア」という言葉は，動物の福祉を
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指す。動物の福祉すなわちアニマルウェル

牛肉や鶏，その他の畜産製品の需要が少しず

フェアは，適切な住居，管理，栄養病気予

つ増加している。

防と治療，人道的な扱い，人道的な安楽死，

･pasture‑raisedorgrass‑feddairycows

人道的なと殺によって保証される。先進国で

（自然の草や虫を食べて育った乳牛）

牧場を訪れたことがなく，畜産業の経験はな

･grass‑fedbeef(牧草で育てられた畜牛）
･cage‑freehens(平飼い鶏：鶏舎ではなく，

い。オーバーン大学家禽学部教授兼学部長の

開放的な農場にて放し飼いで育てられた鶏）

ドナルド・コナー博士は｢一般の消費者は，

･free‑rangepoultryandpork(放し飼いの

は，動物製品を消費するほとんどの人々が，

安全で健全な食料を豊富に供給するのに何が

家禽と豚）

必要なのかについてはわかっていないのに，

1日24時間緑の牧草地で自由に動き回る

アニマルウェルフェアについてはよく知って

牛，鶏豚といえば牧歌的に聞こえるかもし

いる。彼らは自分たちの視点で倫理的に生

れないが，現実には動物が自由になればなる

産された食べ物を探しているのではないだろ

ほどストレス，病気，死亡の要因となる問題

うか」と述べている。現場を知らない消費者

に遭遇するリスク

は，倫理的扱い方について，ペットに施され

が高くなり，決し

るようなケアを思い描いている。食用動物を

て人道的とはいえ

ペットや家族の一員と同じように考えること

ないのである。

犀
↓空

はできないが，食用動物が畜産現場で現状受
けているケアは彼らが果たしている役割に対
して,最適かつ倫理的なものであるといえる。

3.TheCattleConundrum:家畜の難問題

食用動物のほとんどは5歳に達する前に処

米国で販売される乳製品を生産するため

理される。繁殖のために保有されているも

に，雌牛は毎年210億ガロン(795億L)の牛

のを除き肉牛は体重が1200〜1400ポンド

乳を生産しなければならず，

(600kg前後）に達した時点で処理され，通

めにそれ以上の高いエネルギー摂取(飼料）

常は2年未満の生命である。また乳牛は一般

を必要とする。従来型の飼育システムでは，

的に， 4〜5歳前後で乳製品生産から外され

ほとんどの乳牛は区割りされた牛舎で飼育

処理される。食肉用の鶏(ブロイラー）は13

されている(牛舎内は自由に動くことができ

週齢に達する前に処理される。採卵用の鶏

る）。子牛の時期は，特別なpen(動物を飼

は卵を産み続ける1〜3年間までは生かされ

う囲い)やhutch(小動物を飼うオリや箱)の

る。豚は繁殖用を除き，体重240〜280ポン

中で飼育される。飼料は，草，豆類，干し

ド(約120kg)に達する約6カ月齢で処理され
る。食用動物は短命ではあるが，安全で高

草などの穀物(silage)に貯蔵生牧草(fbrage)

品質な食品を生産するために，相当な注意が

のを，決まった時間に与えられる。こうした

払われ，手厚いケアがなされている。例え

飼料はミルクを十分生産し，体重を維持する

ば屋内での飼育は食用動物の安全，健康，幸

ために必要なカロリー，

福を損なう可能性のあるさまざまな要因から

ネラルを確実に摂取することができるよう計

食用動物を守っている。しかし｢屋内で家畜

算され，最適な栄養分が配合されている。し

を飼育することは非人道的で動物の健康に有

かし放牧されている乳牛は，

害である」という考え方が支持を得て，次の

る牧草を餌にするため，栄養不足に陥る可能

ような表示がなされた｢つながれていない」

性が性々にしてある。また干ばつ，寒冷，暴

104

これを賄うた

や飼い葉を混ぜ合わせたバランスのとれたも

ビタミン，およびミ

自然に生えてい
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風，その他の悪天候によって，充分な飼料が

る。従来型の肉牛は，

確保できないかもしれない。さらに落雷，酷

と殺前の4〜6カ月を

暑，厳寒などが原因で本来の寿命を待たずに

CAFOs(ConcentratedAnimalFeeding
Operationfactoryfarm.:集中家畜飼養施

死亡してしまうこともある。

設)やFeed‑lot(家畜を集めて市場向けに肥

乳牛1頭当たりの放牧には9エーカーの土

育するための飼育場）で過ごす。そこでは，

地が必要であるが地球上の牧草地は限られて

動物栄養士が設計した，牧草，干し草などと

いる。必要な牧草地が得られたとしても天

他の栄養分(甜菜の頭の部分，蒸留穀粒など）

候の予見は不可能であり，牧草の回復が遅れ

をバランスよく組み合わせた飼料を毎日与え

てしまうこともある。さらに寄生虫，毒性植

られる。こうした整った食生活は，清潔な水

物，マイコトキシン発生カビなどが放牧され

と日常的な予防獣医療と合わせて，牛の病気

た乳牛にストレスをかけるため，結果的に放

を予防することができる。プレイス氏はさら

牧することにより体重が減少し，

に「CAFOに収容された牛は，

ミルク生産

自由に動き回

量が3割減，最悪まったく出なくなるという

り他の牛とも触れ合える十分なスペースが与

ケースも報告されている。放牧された乳牛

えられる。ウシは群れる習性を持っているの

の栄養不足は，生殖問題，健康問題，死亡率

で，牧草地と同じようにCAFO内でも一つ

の増加に連鎖する可能性がある。このような

のところに集まることがある。またフイード

理由から，ほとんどの放牧を行う乳製品生産

ロットでの最後の4〜6カ月間の収容管理は，

者は，放牧乳牛に穀物ベースの飼料を与えエ

と殺までの時間を短縮し，米国の牛肉産業の

ネルギー摂取量を補っている。WellsFargo

効率性を向上させている」と述べている。
グレインフィニッシュ牛は肥育時間が短縮

FoodandAgribusinesslndustryAdvisors
の牛肉，豚肉，家禽セクターマネージャーで

されるため排泄量，

あるMattStommes氏は｢乳牛および肉牛を

量が減少する。すなわち牛草のみを飼料とし

牧草と飼い葉しかない牧草地で飼育するのは

て肥育したgrass‑fedcattleよりも炭素排出

不可能であり，生産方法には多様性が必要で

量が少ない。プレイス氏は｢牛舎で仕上げた

ある。米国の消費者が求めるさまざまな牛

牛肉はつながない生産システムの牛肉と比較

さらにはメタンガス産出

乳や牛肉製品を供給するには，複数の生産方

して，牛肉1ポンド当たりの天然資源の必要

法を必要とする」と述べている。

量が最終的に少ない。また体内の代謝におい

一般的に考えられていることとは異なり，

て重要な役割を持つ栄養素が適切に管理され

従来型の牛も，オーガニック牛,グラスフェッ

ていないと，狭い地域に排泄物が堆積し有機

ド牛もすべての牛は，一生の大部分を牧草地

物排出問題が生じてくる。一方で，大規模

で草を食べて過ごしている。持続可能な牛

な集中家畜飼養施設(CAFO)は，

肉生産を研究しているナショナル・キヤトル

ウォーター法の下で規制されており，施設か

クリーン

メンズ・ビーフ・アソシエーションのサラ・

ら直接排水が流れ出るのを防ぐ処理・管理を

プレイスシニア・ディレクターは｢生まれて

行っている」と述べている。

8〜14カ月間の牛は普通，牧草地や放牧地

最後まで牧草を食べて過ごす「グラスフェッ

で草を食べている。米国ではほとんどの肉
牛は，放牧とつなぎ飼いシステムの組み合わ
せである」と述べている。従来型の肉牛と放

ド肉牛｣の栄養成分やカロリーの摂取量は，気
候，季節，牧草の品質によって大きく変化する。

牧された肉牛との違いは，

と殺前の数カ月間

寄生虫感染などの環境問題がグラスフイニッ

にどのような食餌で仕上げられているかにあ

シュ牛に負担をかける可能性があり，カロリー
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毒性の植物やマイコトキシンの摂取，悪天候，
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不足や栄養不足を引き起こす｡その結果，グラ

FargoFoodandAgribusinesslndustry

スフェッド牛は市場に出る体重に達するのに時

AdvisorsのMattStommes氏は｢たしかに

間を要し，普通の肉牛よりも痩せている傾向に
ある。しかし， このことはグラスフェッド牛が人

35％増と高成長を遂げている。しかし，それ

間にとってより健康的であることを意味するも

でもグラスフェッド牛肉の国内総消費量は米

のではない。すべての牛肉は， 10種類の必須

国産牛肉全体の1％未満である」と語ってい

栄養素(亜鉛，鉄，たんぱく質ビタミンB6,

る。すべての牛が草や飼い葉を食べているこ

Bl2,コリンウセレン， リボフラビンリナイアシン，

とを消費者が認識すれば， ネガティブな誤解

リン）を含んでいる。NationalCattlemen's

を招くような情報の発信とその影響はおそ

グラスフェッド牛の市場は，毎年約25〜

BeefAssociation栄養福祉ディレクターの

らく減少する。NationalCattlemen'sBeef

ShelleyJohnson氏は｢動物の食生活は牛の

Associationのホワイト氏は「フイードロッ

脂肪酸，なかでも一価不飽和脂肪酸と飽和脂

トで仕上げられる従来型飼育の牛肉は品質的

肪酸の特性に影響を与えることはあるカミ牛肉

にグラスフイニッシュ牛と大きな差異はない

の持つ栄養素については最終の給餌方法によ

が，牛が食べる飼料の量はグラスフィッシュ

る大きな違いはない｣と述べている。

牛が口にする食べ物の10%未満である」と述

肉牛を牧草や飼い葉で仕上げる利点は，活
動家や消費者が考えつくものとは別にある。
NationalCattlemen'sBeefAssociation

べている。

4．子豚はどのようにして市場に出荷され
るのか？
卓４８１︲ｉｆｌ

聴

ターであるジョシュ・ホワイト氏は「グラス

Ｆ︲〆

ロデューサー教育エグゼクティブディレク

養雛?雪鷲

るため，牧草地が荒れ放題になるのを防ぐ

の実践により改良

ために役立っている。ただグレインフイニッ

を重ね，動物の飼

シュ牛でも生まれてから12カ月間の放牧し

育環境と食品の安

ている期間は，同様の活動を行うことができ

全性において最適

る」と述べている。自然の放牧活動は植物の

な手法に進化して

多様性を高め，森林地帯の森林火災のリスク

きたものである。

も軽減する。プレイス氏は｢牛がグラスフイ

現代の手法が採り

ニッシュかグレインフイニッシュであるかど

入れられてから，養豚場では，過去に頻繁に

うかにかかわらず，米国の牛は一生の間，多

発生した発熱，仮性狂犬病，豚ブルセラ症な

くの時間を牧草を食べて過ごす。その行為自

どの病気が排除された。従来型手法で飼育さ

体が放牧地を維持するという役目を担ってい

れている豚は，昔より健康的であり，幸せな

る」と付け加えている。

豚といえる。従来型手法は豚舎の中で飼育さ

導

フィニッシュ牛は雑草や育ちすぎた木を食べ

今
函

酉

一生涯を牧草地で草を食べて過ごす牛肉の

れるため，怪我，病気，寄生虫，外敵，過酷

生産手法は，一部の消費者に歓迎されるかも

な天候から保護されている。給餌される飼料

しれないが，米国の牛肉需要を満たす現実的

は，

な選択肢ではない。「米国には湿度の低い地

ネラルから成り，適切な栄養を保持するべく

域(西部)や冬が長い地域もあり，グラスフイ

管理されている。さらに，養豚農場は，豚のラ

ニッシュ牛をコストパフォーマンスを保ち

イフサイクルに合わせて適切な世話ができる

ながら常時育てることは困難である。Wells

ように,以下の専門ファームが設けられている。
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トウモロコシ，小麦大豆，ビタミン，

ミ
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①hrrow‑to‑weanファーム：雌豚が子豚
を産み，離乳するまで飼育

外科的去勢処置をするように推奨している。

フリーレンジ豚は，一年中ほぼ屋外で飼育

②farrow‑to‑nurseryフアーム：雌豚に子

され，避難所へも自由に出入りできる。屋

豚を産ませ， 40〜50ポンドの体重に達

外の環境で家畜を育てることに付随する問題

するまで飼育することに特化

点やリスクを考慮しなければ，

③wean‑to‑finighファーム：離乳した豚を
飼育し，市場に出す体重(約280ポンド）
に達するまで飼育

これは良い

ことだと思える。他の放し飼いの家畜同様，

フリーレンジ豚は牧草や飼い葉を食べるが，

ほとんどの場合，毎日のカロリーや栄養所要

④farrow‑to‑finishファーム：繁殖から市
場に出す体重に達するまで育てる

量を満たすために加工飼料も与えられてい

⑤finishingファーム:farrow‑to‑nursery

焼けしたり，

る。豚は機能的な汗腺を持たないので，

日

日差しを強く浴び過ぎて熱中症

ファームにいた豚を市場に出す体重に達

になったりすることもある。体を冷やすた

するまで育てる

めに，

フリーレンジ豚は泥や水の中で寝転が

従来型の豚肉生産で最も問題となっている

らなければならない。高温(75｡F(約24℃）

のは，妊娠ストールの使用と雄豚の去勢であ

以上)や低温の屋外では非常に不快感を抱き，

る。妊娠ストールとは，母豚を妊娠期間中

死んでしまうこともある。狭い牧草地や牧

に単頭飼育する個別の椎である。妊娠中の

草の回復の遅れ，毒草，マイコトキシンの原

雌豚は，最適な栄養を摂れるように， また他

因となる植物のカビ，寄生虫，外敵，予測不

の雌豚からの攻撃的な行動(妊娠中の雌豚は

能な気候は， ストレス，体重不足，病気のリ

食糧を奪い合い，

スクを高める。さらに，豚は土壌を掘り起こ

自分の子以外の子豚を殺

す)から守るために，個別の榿や枠に配置さ

し，植物を掘り返す習性があるため，

フリー

れる。去勢の目的は，雄豚同志や世話をす

レンジ養豚場では豚の鼻にリングをつけるこ

る人に対する攻撃レベルを下げ，性成熟した

とが一般的である。性的に成熟したフリー

雄豚の肉に化合物が蓄積するのを避けるため

レンジ雄豚も，従来型の豚と同様攻撃的行動

である。去勢されていない雄豚は，性成熟

をするので，ほとんど去勢されている。その

するまでに，特定の化合物(アンドロステロ

際，麻酔薬や鎮痛剤を使うこともあるし，使

ンとスカトール)が，豚の雄臭(boartaint)

わないこともある。純粋種維持を妨げ，病

として知られている不快な臭いと味を肉につ

気感染の原因となりうる野生の猪などと交わ

ける。アメリカ獣医学会によると，去勢した

ることを避けるために，雌豚の避妊手術をす

雄豚の肉と去勢していない豚肉を比較すると

ることもある。従来型，

消費者の75％は，去勢していない豚肉に不

わず，獣医師，科学者，農業専門家は，豚に

快感を抱<(AVMA2013) ')。そもそも米国
農務省が豚臭のする肉の商業販売を禁じてい

対する危害を最小限に抑え，豚肉製品の安

る。去勢には外科的去勢と免疫学的去勢の2

の開発を進めてきた。ナショナル・ポーク・

種類があるが，免疫学的去勢はテストステロ

ボード科学技術担当バイス・プレジデントの

ンとアンドロステロンの生成を減少させる化

DavePyburn氏は｢ナショナル･ポーク･ボー

合物の注射を行うが，同時にスカトール代謝

ドは，すべての生産者を代表し，養豚業者が

を上げる。そのため米国獣医学会(American

自らの農場で豚を育てる最も良い方法を選択

フリーレンジを問

全性と品質を最大限に高める実践的飼育法

VeterinaryMedicineAssociation)は麻酔

できることが望ましいと考えている。養豚

薬や鎮痛薬を用いて，できるだけ早く子豚に

農家の選択は，各々が利用する設備と働き

月刊フードケミカル2019‑2

107

P

2■エェェェエト叶い

ﾄ弓p

p

画工＝bd

B‑■■−−一一.b‐｡b

ﾖ

p

ﾖL4p4p

ﾖ炉

L一一一一一＝一一一

手と経営陣の能力によるものである。豚は，

屋内環境でも屋外環境でも上手に育て管理す

くぼむら・きよこ

ることができる」と主張している。
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