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スイスにおける動物福祉規制と農業環境政策
大

山

利

男*

く技術的にも経営的にも少なからず転換を迫られ

ῌῌ は じ め に

ているῌ

ῑ動物福祉ῒ+ῐ の概念は῍ おもにヨ῎ロッパ諸国

本稿の課題は῍ スイスを事例として῍ 動物福祉

や北米諸国で発展し῍ 活発な議論が展開されてき

規制がどのようなものであるかを述べ῍ 動物福祉

たῌ その考え方は῍ 社会の価値観や宗教観῍ 倫理

の向上を目的とした施策のあり方とそれを受容す

観など精神文化面にも大きく影響され῍ きわめて

る社会を経済面から考察することであるῌ さきに

急進的な立場から比較的穏健な立場のものまで多

結論を述べることにもなるが῍ スイスの事例を取

,ῐ

様であるῌ また ῑ動物福祉ῒ や ῑ動物保護ῒ の概
念や考え方は時代とともに進化しており῍ 近年で
-ῐ

り上げる理由はつぎのようなことになるῌ
第 + に῍ 動物福祉に関する規制は῍ 全般的かつ

は ῑ動物の権利ῒ の概念に関する議論も交差して

義務的なものとして動物保護法が制定されている

展開されているῌ 本稿で対象とする家畜の飼養管

が῍ 家畜動物についてみれば῍ それに加えて農業

理 ῏畜産ῐ についてみると῍ 極端に飼養密度の高い

環境政策の一環として BTS ῏家畜にやさしい畜舎シ

集約型畜産の問題が῍ ハリソン ῏+30.ῐ ΐアニマルῌ

ステムῐ と RAUS ῏家畜の規則正しい屋外での放し飼

マシ῎ン やメイソン他 ῏+32,ῐ ΐアニマルῌファ

いῐ とよばれる規則が制定されているῌ これらの

クトリ῎.ῐ らによって厳しく批判され῍ 社会的関

規則を実践することは任意 ῏自発的ῐ であるが῍ 直

心が喚起されてきたῌ

接支払制度における一つのメニュ῎となってお

ところで動物福祉の問題は῍ 以上のような問題

り῍ その実践によって助成金が受け取れるように

であることにとどまらず῍ +33* 年代以降において

なっているῌ つまり BTS と RAUS のプログラム

はヨ῎ロッパ諸国を中心として農業分野における

は῍ もう一段高いレベルの動物福祉水準をめざす

重要な政治的かつ経済的イシュ῎の一つとなって

ための誘導策として組み込まれているのであるῌ

いるῌ 欧州連合 ῏EUῐ や各国政府は῍ 政治レベル

このような義務的規則と任意的規則を組み合わせ

における議論を展開するだけでなく῍ 実際に法制

て助成金によって政策誘導していく手法は῍ まさ

化をすすめているからであるῌ たとえば EU は῍

に農業環境政策におけるクロスῌコンプライアン

,*** 年に WTO 農業委員会に ῑEU 提案アニマ

スの手法と同じであるῌ

ルῌウェルフェアと農業貿易ῒ を提出し῍ この問

第 , は῍ 動物福祉に配慮した飼養管理の実践例

題を国際貿易交渉の場における議論の一つとして

として῍ 有機畜産を実践する農場が少なからず存

提案している ῏福士῍ ,**+ : 3*῍32ῐῌ また各国でも῍

在するῌ 有機畜産によって生産された畜産物は

動物福祉に配慮した飼養管理に関する法律が制定

ῑ有機ῒ と表示して販売できるので῍ 消費者はこの

され῍ その遵守が法的義務となりつつあるῌ 畜産

有機表示を通じて῍ 当該畜産物が動物福祉に配慮

経営者も例外ではなく῍ 福祉水準を向上させるべ

して生産されていることを知ることができるῌ こ

* 農政調査委員会

の場合῍ 動物福祉に配慮した生産方法によってど
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の程度の減収があるのか῍ また販売時にどの程度

のであるが῍ さらにスイスでは選択的で任意の関

の価格プレミアムが実現できるのかということを

連規制が制定され῍ 民間組織による表示プログラ

一般化することはできないῌ しかしながら῍ 動物

ムによって運営されているῌ これらの規制と民間

福祉に配慮した飼養管理の実践は῍ 少なくとも有

の表示プログラムの関係を示したのが図 + であ

機表示によって市場を通じて消費者から支持され

るῌ この図にしたがえば῍ 連邦憲法と動物保護法

る ῏支持されているῐ 可能性をもたらすῌ

をベ῎スとしつつ῍ スイスの国産畜産物であるこ

以上のことから῍ 本稿ではまずスイス国内の動

とを保証しようとする表示プログラムとして῍ ス

物福祉に関する法規制の概要について῍ つぎに農

イス農民連盟の ΐスイスῌミ῎ト QA ῏国産保証ῐ

業環境政策の一環として実施されている BTS と

が位置づけられるῌ さらに選択的な任意規則とし

RAUS の実態について述べるῌ そして最後に῍ 有

て ΐBTS と ΐRAUS があるが῍ これらは表示

機畜産物の展開状況や流通ῌ市場構造について概

を目的とするものではないため῍ これらの要件を

観し῍ 動物福祉に配慮した畜産を成立させている

クリアした畜産物であることを証明する表示プロ

社会経済的要因について考察するῌ

グラムとしては῍ 小売業者による ΐコ ῎ プ ῌ ナ

ῌῌ 義務的規制としてのスイス動物保護法
ῌ スイス国内の動物福祉に関するおもな法規

トゥラプラン や ΐM1 といったプログラムがあ
るῌ 有機規則は῍ さらにその上位に位置づけられ
るが῍ やはりあくまで遵守すべき要件を定めたも
のであり῍ 実際に有機表示するためには民間プロ

制
スイス国内の動物福祉に関する規制は῍ 連邦憲

グラムを利用することが一般的となっているῌ こ

法 ῏,*** 年新憲法では第 2* 条 ΐ動物の保護ῐ と動物

れに該当するのは有機農業団体ビオスイスの ΐ花

保護法に基づいているῌ これらは῍ 飼養動物と野

つぼみ ラベルや῍ デメタ῎のラベルであるῌ

生動物とを問わずすべての動物を規制する包括的
なもので῍ 規制事項には畜産 ῏動物飼養ῐ῍ 動物実

῍

スイス動物保護法の概要とオ῍ソリゼ῍
ション

験῍ コンパニオンῌアニマル῍ 繁殖῍ 輸送῍ ῌ畜

ῑスイス動物保護法の概要ῒ

などが含まれるῌ

スイス動物保護法 ῏連邦法ῐ は +312 年に成立し

連邦憲法と動物保護法は῍ いずれも義務的なも

ているῌ それにもとづいて制定されている規則の

図 + 動物福祉に関する法規制と民間の表示プログラム
+ῐ ラベル ῏民間の要件ῐ 例 : スイスῌミ῎ト QA ῏スイスῌファ῎マ῎ズῌユニオンのプログラムῐ
,ῐ 例 : コ῎プῌナトゥラプラン῍ ミグロ M1 プログラム
-ῐ 例 : ビオスイス ῏Knospeῐ῍ デメタ῎
῏資料ῐ 連邦農業局提供資料による ῏,**- 年 +* 月ῐῌ
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概要は表 + のとおりである ῐ+32+ 年改定ῑῌ 畜産に

ῒオ῎ソリゼ῎ション義務化の意義ΐ

関する部分は῍ 第 + 章 動物飼養に関する一般条

スイス動物保護法によって定められた条項をこ

項῍ 第 - 章 飼養動物῍ 第 0 章 動物の輸送῍

こでは逐一検討しないが῍ 畜産部門に対して重要

第 1 章 a 動物の῍畜 であるῌ とくに第 - 章で

な意味をもつのとして῍ 畜舎システムの販売ない

は῍ 一般条項のほか῍ 畜種ごとに牛῍ 豚῍ 飼養う

し導入における オ῎ソリゼ῎ション 手続きの

さぎ῍ 家禽類῍ 犬に関する条項が定められているῌ

義務化をあげることができる ῐ第 - 章セクション /῍

表 + スイス動物保護法の規則
第 + 章 : 動物飼養に関する一般条項
第 + 条 適切な取り扱い῍ 第 , 条 飼料῍ 第 - 条 ケア῍ 第 . 条 畜舎῍ 第 / 条 囲い ῐ屋内外を仕切るもの῍ ケ῎ジ῍ ティラリア῍ 水槽῍
繁殖用タンクないし魚用池を含むῑ῍ 第 0 条 スト῎ル῍ ボックス῍ テサリングのシステム῍ 第 1 条 外気浴
第 , 章 : 動物の世話をする者
第 2 条 トレ῎ニング῍ 第 3 条 試験῍ 第 +* 条 試験に関する規則῍ 第 ++ 条 動物を世話する者の雇用
第 - 章 : 飼養動物 ῐ家畜ῑ
セクション + 一般条項
第 +, 条 定義῍ 第 +- 条 畜舎の床῍ 第 +. 条 照明῍ 第 +/ 条 畜舎内での行動管理
セクション , 牛
第 +0 条 子牛の飼料給῏῍ 第 +0 条 a 子牛の居住条件῍ 第 +1 条 横臥エリア῍ 第 +2 条 スタンチョンῌシステム῍ 第 +3 条 ル῎スῌハ
ウジング ῐ῎ぎ飼いでない畜舎ῑ
セクション - 豚
第 ,* 条 ほじくり返す行動῍ 第 ,+ 条 床と横臥エリア῍ 第 ,, 条 個別の居住条件῍ 第 ,, 条 a グル῎プῌハウジング῍ 第 ,- 条 分ῌ房
ῐペンῑ῍ 第 ,. 条 子豚のケ῎ジ
セクション -a 飼養ウサギ
第 ,. 条 a グル῎プの占有場所と畜舎῍ 第 ,. 条 b 囲い : ケ῎ジとアコモデ῎ション
セクション . 家畜化した家禽類
第 ,/ 条 導入設備῍ 第 ,0 条 断嘴および雛を殺すこと
セクション / 畜舎および設備の認可
第 ,1 条 認可に関する規制῍ 第 ,2 条 認可手続き῍ 第 ,3 条 畜舎委員会῍ 第 -* 条 認可に関する表示と公表
セクション 0 犬
第 -+ 条 犬を飼うこと῍ 第 -, 条 役畜としての犬῍ 第 -- 条 狩猟犬の訓練῍ 第 -. 条 犬の訓練
第 - 章 a : 動物保護施設 ῐシェルタ῎ῑ と愛玩動物 ῐペットῑ
第 -. 条 a : 定義῍ 第 -. 条 b : 動物保護施設と商業的ブリ῎ディング施設の届出と愛玩動物を飼うこと
第 . 章 : 野生動物
セクション + 一般条項
第 -/ 条 定義῍ 第 -0 条 給῏の禁止῍ 第 -1 条 野生動物の捕獲と動物小屋
セクション , 野生動物飼育の認可
第 -2 条 野生動物の専門的な飼育῍ 第 -3 条 私的個人による野生動物の飼育῍ 第 .* 条 制約῍ 第 .+ 条 認可手続き῍ 第 ., 条 認可の追
加条件῍ 第 .- 条 認可範囲῍ 第 .. 条 検査と届出の要件
第 / 章 : 動物の取引と広告目的の動物利用 ῐ第 ./ 条῏第 /+ 条 aῑ
第 0 章 : 動物の輸送
第 /, 条 責任῍ 第 /- 条 輸送する動物の選択῍ 準備῍ ケア῍ 第 /. 条 輸送方法῍ 第 // 条 輸送コンテナ῍ 第 /0 条 例外῍ 第 /1 条 ῐ無
効ῑ
第 1 章 : 動物をつかった実験 ῐ第 /2 条῏第 0. 条 bῑ
第 1 章 a : 動物の῍畜
第 0. 条 c : + 回の搬入῍ 第 0. 条 d : ῍畜舎῍ 第 0. 条 e : 取扱い῍ 第 0. 条 f : 気絶 ῐ῍畜ῑ 方法῍ 第 0. 条 g : ῍畜῍ 第 0. 条 h : 出血῍ 第 0.
条 i : カントン ῐ州ῑ 政府の規制
第 2 章 : 動物麻酔義務の例外 ῐ第 0/ 条ῑ
第 3 章 : 禁止行為 ῐ第 00 条ῑ
第 +* 章 : 動物保護および福祉に関する研究費助成 ῐ第 01 条ῑ
第 ++ 章 : 執行運営 ῐ第 02 条῏第 03 条ῑ
第 +, 章 : 最終条項
セクション + 施行 ῐ罰則ῑ ῐ第 1* 条῏第 1+ 条ῑ
セクション , 現行法の改正 ῐ第 1, 条῏第 10 条ῑ
セクション . 施行開始に関する規則 ῐ第 11 条ῑ
ῐ資料ῑ Tierschutzgesetzes vom 3. März +312 ῐ+32+ 年施行ῑῌ
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第 ,1 条῏第 -* 条ῑῌ すべての畜舎ῌ生産システム

言を行っているῌ

は῍ それが導入される際に῍ 畜産農家ないし販

図 , は῍ ZTHZ と ZTHT による畜舎システム

売ῌ製作業者が事前に認可申請しなければならな

のオ῎ソリゼ῎ション手続きを示しているῌ まず

いというものであるῌ

畜舎システムを製作 ῐまたは輸入ῑ して販売しよう

オ῎ソリゼ῎ションに関する権限は連邦獣医局

する者῍ またはそれを導入しようとする者 ῐ輸入

ῐBVETῑ に与えられているが῍ 実際の認可手続き

業者ないし農業者ῑ は VBET に書類 ῐ計画῍ 寸法῍ 技

や実用テストを行うのは῍ その下部機関である ,

術デ῎タ等ῑ を送付して認可申請しなければなら

つの畜産試験センタ῎ ῐベルン市郊外のツォリコ῎

ないῌ 認可申請した畜舎ῌ生産システムが動物福

フェンにある ZTHZ ῐZentrum für tiergerechte Hal-

祉に適ったものであるか否かは書類審査῍ 訪問調

tung in Zollikofenῑ とチュ῎リッヒ市にちかいテニコ

査によって検証され῍ 認可されるῌ 通常は既存資

ンにある ZTHT ῐZentrum für tiergerechte Haltung

料や類似設備の経験に基づいて決定されることが

in Tänikonῑῑ であるῌ 両者は῍ 畜種による分担関

多いが῍ 即座に判定できないような場合῍ 実用テ

係にあり῍ ZTHZ では家禽とうさぎについて῍

スト ῐpractical testingῑ が行われるῌ この実用テス

ZTHT では牛῍ 山羊῍ 豚῍ その他の動物について

トも ZTHZ と ZTHT の両機関が担っており῍ 動

認可手続きや実用テストを行っているῌ またオ῎

物福祉の指標を獣医学的῍ 生理学的῍ 行動学的な

ソリゼ῎ション手続きの執行にあたって῍ ZTHZ

観点から試験設計し῍ 試験デ ῎ タを収集してい

と ZTHT とは別に諮問委員会が設置されているῌ

るῌ 以上の手続きを経て῍ 改善が必要な場合は助

諮問委員会は῍ 連邦からの代表 - 人῍ 州 ῐカント

言ῌ勧告が行われ῍ 完全な許可が決定されない場

ンῑ からの代表 - 人῍ 科学者 . 人῍ 動物保護の専門

合でも῍ 畜舎や設備の一部改善による猶予ないし

家 - 人῍ 動物飼養の専門家 - 人῍ 畜舎建築の専門

条件付きで認可されることがあるῌ

家 - 人で構成され῍ 審査ῌ判定に関する決定や助

ῒ実用テストの副次的効果ΐ

図 , スイスのオ῎ソリゼ῎ションにおける認可決定と実用テストの手続き
ῐ出典ῑ Fröhlich, Ernst and Hans Oester, The Obligatory Testing in Switzerland, Standing Committee of the European
Convention for the Protection of Animals kept for Farming Purposes (T-AP), -2th meeting, Strasbourg, ,-ῌ,0
November +333. p. -.
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῏実用テストを含むῐ コストが私的にも社会的にも

節約されるのであるῌ

章セクション / はつぎのように要約できるῌ すな

+32+ 年から ,*** 年のオ῎ソリゼ῎ションの認

わち ΐ利益を目的とする動物を飼養するための大

可実績は῍ 申請数 ,,-+. 件に対して +,-*2 件が認

量生産の畜舎システムと設備は῍ 連邦評議会に

可され῍ .2 件が条件付きで認可されているῌ 認可

よって任命された機関の事前の認可なしに広告῍

の取消しや却下も少なくないῌ 認可が確定してい

販売されてはならないῌ オ῎ソリゼ῎ションは῍

るものの動物種ごとの内訳は῍ 牛が 1,. 件῍ 豚が

そういったシステムと設備が῍ 動物にとって適切

-21 件῍ 家 禽 が +,+ 件῍ う さ ぎ が /, 件 で あ る

な飼育条件を提供するときにだけ与えられる

῏BVET, ,**- : ,ῐῌ

῏Fröhlich, et al., +333 : ,ῐ ということであるῌ ただ

なお῍ 畜舎システムや設備が ΐ適切な飼養条件

し῍ この点はオ῎ソリゼ῎ションの第一義的な意

を提供するもの であるか否かという評価は῍ 科

味を示すものであり῍ この限りでは行政による許

学的でなければならないとはいえ価値観をともな

認可システムとして常套的なことであるῌ むしろ

うプロセスであるῌ 問題となるのは῍ テスト結果

副次的であるが῍ より積極的にはつぎの , 点に意

そのものの評価ではなく῍ もともと論争になって

義を見いだすことができようῌ

いた点をいかに評価するのかという点であるῌ そ

一つには῍ フレ῎リッヒが ΐ新しい技術は῍ 問

の典型として῍ 産卵鶏の福祉にとって屋外運動場

題を解決するよりも῍ むしろ多くの問題をひきお

はいかなる価値があるかという問題があげられ

こすという明かなリスクがある ῏Fröhlich, et al.,

るῌ 鶏たちは自由に動き回れる自由があるが῍ 他

+333 : /ῐ と述べているように῍ 新しい技術 ῏ここで

方でそれらの鶏の多くは寄生虫をもっているでは

はとくに畜舎システムῐ が導入される際῍ そのリス

ないか῍ 屋内飼養システムの方が好ましいのでは

クを回避するという意味で事前の実用テストが重

ないか῍ といった反論があるからであるῌ そのた

要な役割を果たしているῌ 実用テストは῍ 当該技

め認可の決定は῍ むしろ代替できる畜舎システム

術 ῏畜舎システムῐ が動物福祉に適っているか否か

の利用可能性が重視される傾向にあるῌ スイスで

を調べるために῍ 獣医学的῍ 生理学的῍ 行動学的

ひろく普及している ΐアビアリ῎ῌシステム は

な観点から実施されるが῍ それと同時に技術リス

その好例であるῌ

クを評価するという意味をあわせもつῌ オ῎ソリ

ῌ 鶏舎システムのトレンド

ゼ῎ションの義務化は῍ 規制のための施策である

ῑアビアリ῎鶏舎システムῒ

ことにとどまらず῍ 畜舎システムῌ設備を新規導

スイスでは῍ 動物保護法により +32+ 年からバ

入する経営者側にとって技術的失敗を回避῍ 予防

タリ῎ケ῎ジが禁止されるようになったため῍ そ

する役割を果たしているのであるῌ

の代替システムとして ΐアビアリ῎ ῏Aviaryῐ 鶏

オ῎ソリゼ῎ションのもう一つの意義は῍ 畜舎

舎システムが開発され῍ ひろく普及しているῌ ア

システムや設備を製作ῌ導入する業者にとって῍

ビアリ῎は῍ その動物福祉水準について妥協的で

オ῎ソリゼ῎ションを執行する , つの機関と恒常

あるという見方もできるが῍ 多段階構造を採用し

的にコンタクトがとれる社会的関係ができるとい

ているため῍ 比較的高い飼養密度が可能であるだ

う点であるῌ 実用テストの結果や経験の共有化が

けでなく῍ バタリ῎ケ῎ジ以上の利点をもたらし

すすみ῍ すでに認可されている畜舎システムや設

ているとされているῌ

備については῍ あらためて実用テストや公式決定

スイス国内での屋内 ῏舎飼いῐ システムのトレン

῏諮問委員会のものを含むῐ を待つ必要がなく῍ 認可

ドをみると ῏表 ,ῐ῍ バタリ῎ケ῎ジは +33, 年には

申請をしなくとも販売や導入が可能となるῌ 結果

完全になくなり῍ アビアリ ῎ が主流となってい

として῍ 無駄な開発コストやオ῎ソリゼ῎ション

るῌ つねに改良がくわえられ῍ ,*** 年には屋内飼
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表 , 産卵鶏の屋内 舎飼い システムと屋外システムのトレンド
単位 : ῍
+313

+33*

+33,

+332

,***

屋内システム indoor system
ῌバタリケジ
ῌアビアリ
ῌその他 平飼い等
小計

20*
-1
+**

2+3
.1
-.
+**

2*
*
/1
.+**

.+

0/
-/
+**


 1/
 ,/
+**

屋外システム outdoor system
ῌフリレンジ
ῌウィンタガデン
小計

+1
+**

+**

+1
+**

+**

,*
+**

+**

/3
1
3+**

注 ,*** 年次における屋外システムの数値は不明
資料 ZTHZ ヒアリング ,**- 年 +* 月 による

養システムの 1/῍ を占めている

れたようにスイス農政のエコロジ化と助成金の

ウィンタガデン鶏舎システム

充実がある これは +33, 年の農政改革以降に本

ところでスイスでは 後述する直接支払制度に

格化したもので スイスにおいて直接支払が充実

より 屋外運動をともなった飼養管理 屋外システ

するのもこの時期である その後の 33 年 + 月に

ム に対して助成金が支払われるようになってい

施行された新農業法では より市場原理に則した

る このような飼養管理は義務ではないが しか

生産方法への転換と 農業全体がエコロジカルな

し助成金によって誘導されるかのように 全体と

ものに転換することが求められている いわゆる

して +33* 年代に屋内システムから屋外システム

スイス農政の エコロジ化 である 飯國 ,**+a,

へと大幅に移行している 表 ,

,**+b スイス農政が明確に環境指向の政策に転

この +33* 年代のトレンドの中心となっている

換したことにより また直接支払がその政策手法

のが ウィンタガデン と呼ばれるシステム

の中心となったことにより 連邦政府の農業ῌ食

で

+332 年には飼養システム全体の過半 //῍

を占めるまでに急増している ウィンタガデ

料関係予算 ,**, 年 の 0*῍ が直接支払で占めら
れているという/

ンは 家禽舎の長辺部分に沿ってネットに覆われ

+33- 年 32 年におけるスイスの直接支払には

た区域が設けられる構造で 家禽はその区域で外

所得補ῌを目的とする支払 市場価格の低下に対

気に触れて日照を浴びることができるようになっ

応する支払 いわゆる補完的支払 エコロジ的支

ている

払があった このエコロジ的支払には 狭義の

かつて屋外システムで一般的だったフリレン

エコロジ支払 と IP 統合生産0 に対する支

ジ free-range 方式は +33* 年代初頭までは飼養

払があったが

システム全体の ,*῍ 程度を占めていたが +332

る AP,**, では

年にはわずかに .῍ まで減少している +33* 年代

OLN として制定し
ジ実践証明ガイドライン »

における屋外システムへの移行というトレンド

なおされ それがすべての直接支払を受給する農

は まさにウィンタガデンへの移行を意味し

場に求められることになっている

ている
῎ῌ 農業環境政策 ῍直接支払῎ と動物福祉

+333 年以降の新農業政策 いわゆ
IP

への支払要件が

エコロ

»
OLN の骨子は ῌ 環境に配慮した農業 営農行
為 の実践

῍ 動物福祉に配慮した動物飼養の実

践 という , 点である つまりスイス農政におい

ῌ 農業環境政策の推進と直接支払

て 動物福祉への配慮は以前にもまして重要な位

動物福祉に配慮した鶏舎システムとして屋外シ

OLN の畜産
置付けがあたえられたことになる »

ステムが普及拡大していく背景には さきにもふ

に関する規定では 農業生産に関して指導的な規
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定や動物保護立法は遵守されなければならないῒ

と ῑ夏期放牧支払ῒ は῍ とくに環境保全と動物に

῏+. ..

家畜にふさわしい飼育のあり方ῐ とされてお

配慮した実践行為に対する支払とされ῍ 同予算全

り῍ その意図は῍ +ῐ 動物は群飼される῍ つなぎ飼

体の +2῍ を占めるῌ このカテゴリ῎には῍ 動物福

いはされない῍ ,ῐ 動物は生まれついた習性にした

祉の向上を目的とする ῑRAUSῒ ῏家畜の規則正しい

がって横臥したり῍ 動き回ったり῍ その場所にと

屋外での放し飼いῐ2ῐ と ῑBTSῒ ῏動物にやさしい畜舎

どまることができる῍ -ῐ 畜舎には十分な日照があ

システムῐ 3ῐ というプログラムも含まれているῌ

る῍ といったことである1ῐῌ より具体的な遵守事

RAUS は +33- 年に導入され同予算全体の /.,῍

項は῍ 州の規則や民間組織の表示プログラム等に

を占め῍ BTS は +330 年に導入され同 +./῍ を占

よっても明文化されているῌ

めているという+*ῐῌ

ῌ

RAUS および BTS のおもな要件

AP,**, 以降のスイスの直接支払は῍ その全体

RAUS と BTS が導入された背景として῍ 動物

福祉に対する国民意識の高まりを指摘できるが῍

が広義のエコロジ῎的支払になっているといえる

より直接的にはスイス動物保護協会 ῏STSῐ の活

が῍ その支払対象によって ῑ一般直接支払ῒ ῑエコ

動を指摘しておかなければならないῌ つまり

ロジ῎支払ῒ ῑ夏期放牧支払ῒ に分類されているῌ

RAUS と BTS の前史には +32+ 年施行の動物保

ῑ一般直接支払ῒ は公共財 ῏環境῍ 景観ῐ 保全のため

護法 ῏Tiershutz Gesetztῐ があるが῍ この法律制定

に支払われるもので῍ 直接支払の予算全体の 2,῍

に向けて社会世論の啓発や政治的働きかけを行っ

を占める ῏,**, 年度῍ 以下同じῐῌ ῑエコロジ῎支払ῒ

てきたのが STS を中心とする動物保護団体だか

表 - RAUS と BTS のおもな要件
RAUS のおもな要件
草食動物 ῏牛῍ 馬῍ 山羊῍ 羊ῐ は :
ῌ牧草の生育時期は῍ + カ月当たり少なくとも ,0 日は放牧されなければならないῌ
ῌ天候が悪ければ῍ 放牧地にかわってオ῎プンエアの運動場にいられるようにできるῌ
ῌ冬期の給῍期間は῍ + カ月当たり少なくとも +- 日は屋外にいられるようにしなければならないῌ
ῌ子牛῍ 肥育牛῍ 繁殖雄牛は῍ 周年ῌ昼夜を通じてオ῎プンエアの運動場への自由なアクセスができれば放牧されなくてもよいῌ
ῌ畜舎内はたしかな床 ῏格子῍ 穴等がないῐ で浅いわらの敷料へのアクセスができなければならないῌ
豚は :
ῌ妊娠している豚は + 週間当たり少なくとも - 日は屋外にいることが許されなければならないῌ
ῌ繁殖雄豚῍ 若い繁殖豚 ῏雌豚ῐ῍ 肥育豚は毎日屋外 ῏放牧地または運動場ῐ に出ることが許されなければならないῌ
ῌ授乳中の雌豚と子豚を除くほとんどの豚は῍ コンクリ῎トのオ῎プンエアの運動場へのアクセスが恒常的に与えられるῌ
ῌ横臥するためのペン ῏房ῐ にはたしかな床が与えられなければならないῌ
家禽は :
ῌ ῑ.- 日齢以上の繁殖用の雌鶏と雄鶏῍ 産卵鶏῍ ひよこ῍ 七面鳥ῒ と ῑ,, 日齢以上のブロイラ῎で῍ 少なくとも /0 日齢までにῌ畜されるものῒ は῍
終日屋外への自由なアクセスが与えられなければならないῌ
ῌ屋外運動場は῍ 屋内エリアに隣接し῍ 床材ῌ敷料が供されていなければならず῍ 長いサイド ῏長辺ῐ は畜舎内に開放されているか῍ ワイヤかプラス
チックῌフェンスで仕切られていなければならないῌ 雨のときに使うためには῍ 完全に覆われていなければならないῌ
ῌ遅くとも正午から早くとも午後 / 時まで放牧地へのアクセスが与えられなければならないῌ 鶏が鶏舎の周辺にいることを確保するため῍ 放飼場には
何らかの避難所 ῏木῍ 潅木῍ シェルタ῎ῐ を設けなればならないῌ
ῌ天候が悪い ῏非常に寒い῍ 非常に風が強いか雪が降っているῐ ときは῍ 屋外の運動場ないし放牧地へのアクセスを抑制することができるῌ
BTS のおもな要件 :
ῌすべての家畜カテゴリ῎について῍ 家畜が寝る場所を例外として῍ 畜舎内の日照は少なくとも +/ ルクスでなければならないῌ
ῌ牛と山羊 ῏BTS プログラムにはこれ以外の草食動物は含まれないῐ は῍ 少なくとも , つの区切られた空間をもつ畜舎で飼養されなければならないῌ
動物は῍ 横臥する場所にワラかその他適切な敷料がなければならないῌ 牛の給῍場所はたしかな床でなければならないῌ
ῌ豚は῍ 少なくとも , つの区切られた空間をもつ畜舎 ῏たしかな床に粗い敷料があって横臥できる場所ῐ で飼養されなければならないῌ
ῌ家禽は῍ ῑ.- 日齢以降の繁殖用の雌鶏と雄鶏῍ 産卵鶏῍ ひよこ῍ 七面鳥ῒ と ῑ,, 日齢以降のブロイラ῎で少なくとも -* 日齢までにῌ畜されるものῒ
は῍ 終日屋外へのアクセスが与えられなければならないῌ 天候がよくない ῏非常に寒い῍ 非常に風が強いか雪が降っているῐ ときは῍ 屋外への放飼を
抑制することができるῌ
῏注ῐ 連邦規則より抜粋して筆者作成ῌ
῏資料ῐ RAUS-Verordnung ; 3+*.+-,./ (Verordnung des EVD über den regelmässigen Auslauf von Nutztieren im Freien. vom 1. Dezember
+332, Stand am 0. Februar ,**+).
BTS-Verordnung ; 3+*.+-,.. (Verordnung des EVD über besonders ierfreundliche Stallhaltungssysteme. vom 1. Dezember +332, inkl.
»
Anderungen vom ++. Dezember ,***).
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らであるῌ 動物保護法は῍ 産業用動物としての家

の移行にも積極的に対応しているとみることがで

畜の飼養管理をも規制するので῍ 農業団体はこれ

きるῌ

につよく抗議してきたが῍ そもそも実際の飼養管

第 , は῍ 両プログラムへの参加割合を῍ それ

理方法を示す具体的基準が決められているわけで

ぞれ家畜単位と農場数で比較すると῍ ῒ肉牛ΐ では

はなかったというῌ そこで STS では῍ 動物保護の

家畜単位と農場数の割合はそれほど大きく違わな

観点から任意の飼養基準について検討を重ね῍ そ

い ῐRAUS の場合で 0*ῌ 弱῍ BTS の場合で ,* 数ῌῑ

れが現在の RAUS と BTS に定める要件のベ ῏

が῍ ῒ家禽ΐ や ῒ豚ΐ で大きく違っている点であるῌ

++ῑ

スに引き継がれたのである ῌ

もっとも顕著な ῒ家禽ΐ の BTS への参加割合を

ῌ RAUS および BTS プログラムの展開状況

みると῍ +* 数ῌ のプログラムに参加する農場に

図 - は῍ RAUS および BTS プログラムの対象

よって 1*ῌ を超える家禽がプログラムの対象と

家畜数 ῐ直接支払の交付対象としている家畜数を家畜

なっているῌ これは῍ 中小家畜では飼養規模格差

単位に換算ῑ についてスイス国内全体に占める割

が大きく生産の集中化が進行していることに加え

合を示しているῌ プログラムに参加する家畜数は

て῍ 規模の比較的大きな農場ほど BTS への参加

年῎増加しているが῍ とりわけ RAUS への参加

割合が高いことを意味しているῌ つまり経営規模

割合が高く῍ ,*** 年以降はスイス国内の半数を超

の大きな農場ほど動物福祉に配慮した飼養管理へ

える家畜が RAUS プログラムによって直接支払

の取り組みをすすめている ῐそれだけの投資ができ

を受給している状況がうかがえるῌ またその他の

ているῑ という実態が浮かびあがってくるῌ

政府公表デ῏タ

+,ῑ

からは῍ つぎのような傾向を認

めることができるῌ

RAUS および BTS プログラムへの参加状況は

以上のとおりであるが῍ これをもっとも左右する

第 + に῍ RAUS への参加状況は῍ 畜種別にみる

経済的要因は῍ 各プログラムで定める直接支払の

と ῒ肉牛ΐ と ῒその他の草食動物ΐ においてとく

交付金単価であるῌ その算定根拠は別の機会に検

に参加割合が高いことであるῌ その要因として῍

討したいが῍ 要は政府からの交付金と畜産物の販

反芻動物は RAUS が求める屋外での放し飼いに

売収益を加えた額から῍ 動物福祉に配慮した飼養

比較的適応しやすいという生理特性をあげること

管理にともなう支出 ῐ労働῍ 投資ῑ を差し引いた収

ができるῌ したがって῍ その反対に BTS では

支がプラスであればよいわけであるῌ

ῒ豚ΐ と ῒ家禽ΐ における参加割合が比較的高く

交付金単価を示した表 . によれば῍ 豚と家禽の

なっているῌ 畜舎改良の重要性は中小家畜の方が

場合῍ RAUS と BTS の交付金単価は同額であ

より高いために῍ BTS が求める畜舎システムへ

るῌ これに対して牛及びその他の草食動物の場
合῍ RAUS の単価が BTS の , 倍になっているῌ
動物福祉に配慮した飼養管理への転換によって生
じる超過支出は῍ 労働費を除くと RAUS であれ
ば放牧地の地代が῍ BTS であれば畜舎設備の新
改築コストが大きくなると予想されるῌ しかし῍
いずれにしてもこのような交付金単価を設定して
いる背景には῍ とくに屋外での放し飼いの重要性
を認め῍ それをつよく推進しようとする政策的意

図 - RAUS および BTS プログラムの対象家畜数
ῐ家畜単位ῑ 割合の推移
ῐ出典ῑ スイス政府農業局 ῐhttp : //www.blw.admin.ch/agrarbericht
-/d/oekologie/ethologie.htmῑ
ῐ資料ῑ 連邦農業局 ῐBLWῑῌ

図がうかがえるῌ 牛及びその他の草食動物の
RAUS プログラムへの参加割合が高いことはす

でに述べたとおりだが῍ その要因としてこのよう
な交付金単価の問題があることは考慮しておかな
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表 . RAUSῌBTS プログラムによる直接支払の交付金単価 ῏,**, 年ῐ
RAUS

牛及びその他の草食動物 ῏+ 家畜単位ῐ
乳牛 ῏+ 頭当たりῐ
山羊 ῏+ 頭当たりῐ

BTS

῏スイスフランῐ
+2*
3*
+2*
3*
-1
+2

RAUS

BTS

῏日本円換算ῐ
+.51**
15.**
+.52**
15.**
-5***
+5/**

豚 ῏+ 家畜単位ῐ
肥育豚 ῏+ 頭ῐ῍ 年間 - 頭 ῏回転ῐ

+//
3

+//
3

+,51**
1**

+,51**
1**

家禽 ῏+ 家畜単位ῐ
産卵鶏 ῏+ 羽当たりῐ

,2*
-

,2*
-

,-5***
,-*

,-5***
,-*

῏資料ῐ 連邦農業局資料 ῏,**- 年 +* 月 ,2 日ῐῌ

ければならないῌ
ῐῌ 有機畜産物市場の拡大と動物福祉

であるῌ
スイスの直接支払には῍ 有機農業 ῏畜産を含むῐ
に対する助成金があるが῍ その遵守事項はこの連

ῌ 有機畜産の展開と有機市場

邦規則によって規定されているῌ 動物飼養 ῏畜産ῐ

動物福祉に配慮した生産システムの実践は῍ 一

の要件のポイントは῍ ῌ 連邦政府プログラム

方で直接支払によって政策的に支持されている

ῑRAUSῒ に基づく῍ ῍ 土地との結びつきが重視

が῍ 他方でその畜産物の高価格販売が期待されて

され ῏工場的畜産は認められないῐ῍ 少なくとも /*῍

いることは容易に予想されるῌ その意味で῍ 動物

は農場内産飼料を給与する῍ ῎ 導入される家畜は

福祉に配慮した生産システムの一つの典型を ῑ有

有機農場からに限られる ῏一部例外ありῐ῍ ῏ その

機畜産ῒ にもとめることができるῌ 有機畜産は῍

他の要件 ῏動物の健康῍ 飼料῍ 繁殖技術῍ 等ῐ が遵守

すでに法制的に有機規則が制定されているだけで

される῍ といったことが定められているῌ

なく῍ 民間による有機認証 ῏表示ῐ 事業が行われて

民間の有機基準が῍ 以上の連邦規則で定める要

きた実績があるῌ また有機畜産基準は῍ まさに動

件を満たしていることは当然であるῌ スイス国内

物福祉に配慮した飼養管理をもとめるものでもあ

で事実上の標準 ῏デファクトῌスタンダ῎ドῐ となっ

るῌ 有機表示によるプレミアム価格は῍ 直接支払

てきたのは有機農業団体 ῑビオスイスῒ の有機基

のようにあらかじめ交付額が固定されているわけ

準であるῌ ビオスイスは῍ スイス国内の 0,*** 以

ではなく῍ 市場状況によって変動するため必ずし

上の有機農場῍ 2** 以上の加工業者や流通業者῍

も高いプレミアム価格ないし付加価値を保証する

専門家などによって構成される全国組織で῍ その

とは限らないῌ しかし有機表示は῍ 直接支払とい

有機基準の策定は +32+ 年であるῌ このビオスイ

う政策支持にくわえて῍ 市場を通じた ῑ消費者支

ス有機基準に基づいて ῑBio-Knospeῒ ῏花つぼみῐ

持ῒ の可能性をもたらすとみなすことができるῌ

ラベルの有機認証プログラムが開発され῍ 運営さ

動物福祉に配慮した飼養管理の継続と普及のため

れてきたῌ

に῍ 有機表示は有効な手段の一つとなっているῌ
῍ 有機畜産に関する連邦規則とビオスイス基

準

連邦規則とビオスイス基準は表裏一体の関係に
あるが῍ ビオスイスの有機畜産に対する考え方で
とくに強調されていることは῍ ῌ 完全な有機農法

スイスの連邦政府が制定する有機規則は῍ 他の

である ῏家畜を含めて農場全体が有機基準にしたがっ

ヨ῎ロッパ諸国と同様に表示規制として制定され

ているῐ こと῍ ῍ 閉鎖的な物質サイクル ῏最小限の

ているῌ スイス国内で用いられる ῑビオῒ ないし

追加購入分は許容されるものの有機飼料は農場内で生

ῑエコῒ の用語を定義して῍ 誤認の可能性があるそ

産され῍ 家畜頭数制限により富栄養化がないことῐ῍ ῎

の他の用語から消費者を保護することがその趣旨

化学合成資材を使用しない ῏化学合成された添加剤῍
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散布剤῍ 肥料῍ 飼料添加物は使用しないῐ こと῍ ῏ 遺

用῍ ῎ 食肉衛生管理規則 ῏SR 2+1.+3*ῐ を適用῍ ῏

伝子組み換え ῏GMOῐ 技術と胚移植 ῏ETῐ は認め

BTS 規則 ῏SR 3+*.+-,..ῐ を適用῍ であるῌ

ないこと῍ などであるῌ

ῑビオῌナトゥラῌビ῎フῒ : コ῎プスイスの有

ῌ 有機ミῌト市場の形成

機 ビ ῎ フ ῌ プ ロ グ ラ ム で῍ ス イ ス 肉 牛 協 会

有機ミ῎トに対する需要は +33* 年代 ῏とりわけ

῏SVAMHῐ の契約生産者から年間約 /,*** 頭が供

BSE 危機ῐ 以降に急増するῌ しかし需要増大にく

給されているῌ コ῎プブランド ῑナトゥラプランῒ

らべると῍ 有機畜産に転換する農場は少なく῍ 全

の一つで῍ ナトゥラプランのロゴとビオスイスの

体として供給不足が続いてきたῌ スイスの有機農

ラベルが並記されているῌ

業界では῍ その要因は有機ミ῎ト市場が小さな市

ῑビオῌビ῎フῒ : ここでいう ῑビオῌビ῎フῒ

場で価格が不安定なためであると考えられてい

は῍ それぞれミグロとコ ῎ プのプログラム以外

たῌ したがって῍ 彼らは透明性の高い確かな有機

で῍ 有機表示して販売されるものであるῌ ビオス

ミ῎ト市場の形成こそが有機畜産の発展の鍵であ

イスの花つぼみラベルを表示するものがほとんど

ると考えていた+-ῐῌ

で῍ これに該当するのは約 ,,*** 頭であるῌ 肉用

ビオプ῎ル社は῍ 以上のような社会的要請のも
と῍ ビオスイスが - つの肉牛販売会社とともに

子牛を供給する有機酪農家の牛肉もこれに含まれ
るῌ

,*** 年に設立した傘下の子会社であるῌ ビオプ῎

有機表示されない有機ビ῎フ : 有機として生産

ル社には῍ スイス国内の有機ミ῎ ト市場のコ ῎

された有機ビ῎フがすべて ῑ有機ῒ として販売で

ディネ῎ト機能の役割が期待されており῍ 具体的

きるとは限らないῌ ῑ有機ῒ として販売できない場

活動として῍ 有機ミ῎トおよび家畜の価格表の作

合῍ つまり慣行の流通チャンネルを通じて販売し

成と公表を行っているῌ ただし῍ ビオプ῎ル社自

なければならない場合῍ それがたとえ有機生産さ

らが販売事業を行ってはいないῌ 有機ミ῎ト市場

れたビ῎フであっても慣行生産のビ῎フとして販

参加者の希望取引量をもとに翌週価格を特定する

売されなければならないῌ このような肉牛は῍ ス

ことは῍ 生産者に有利な価格形成の可能性をもた

イス国内で約 0,*** 頭にのぼると推測されてい

らすと同時に῍ 透明性の高い安定した市場の形成

る+.ῐῌ

に寄与していると評価されているῌ

῍ 有機鶏卵市場の形成

ところで῍ ヨ῎ロッパ諸国の食品小売市場は一

つぎに有機鶏卵市場の状況についてみておきた

般に寡占的状況にあるῌ スイス国内も同様の状況

いῌ 表 / は῍ ῑ慣行ῒ ῑ有機ῒ ῑナトゥラプランῒ+/ῐ

で῍ 二大小売業者の ῑミグロῒ と ῑコ῎プῒ が食

の鶏卵販売量を販売業者 ῏業態ῐ 別に示しているῌ

品小売市場を二分しているῌ そのため両者はビオ

鶏卵市場の全体状況をみると῍ ῑ慣行ῒ ῏ノ῎ラベ

スイスの有機基準をベ῎スとする点は共通する

ル῍ IP を含むῐ 生産の鶏卵は῍ 販売量も販売額もと

が῍ それぞれに表示プログラムとロゴを開発して

もに約 2 割と大きなシェアを占めているῌ 他方

きたῌ 表示プログラムと流通ル῎トは実質的に対

ῑ有機ῒ 卵は単価が高いため῍ 販売数量は 3῍ であ

応しているので῍ たとえば有機ビ῎フ ῏牛肉ῐ の場

るが῍ 販売額シェアは若干多い +,῍ であるῌ いず

合῍ つぎのような有機表示が併存しているῌ

れにせよ有機卵の市場シェアは + 割程度となって

ῑビオ ῌ バイデ ῌ ビ ῎ フῒ : ミグロの有機ビ ῎

いるῌ

フῌプログラムで῍ 契約生産者から年間約 -,***

また小売業者 ῏業態ῐ 別にみると῍ 有機卵の販売

頭が供給され῍ 販売されている ῏供給頭数はビオ

割合が高いのは専門食料品店 ῏LMῐ や農家の直接

プ῎ル社資料 ῏,**-ῐ による推定ῌ 以下同じῐῌ ポイン

販売であるῌ ただしミグロやコ῎プといったス῎

トは῍ ῌ ビオスイスの有機ガイドラインを採用῍

パ῎マ῎ケットの販売量と販売額は絶対的に大き

῍ FAT ῏連邦農業経済工学研究所ῐ の畜舎基準を採

く῍ この両者が有機市場の発展に大きな鍵をもっ
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表 / スイス国内の有機鶏卵の販売実績 ῐ,**,. 1῍,**-. 0ῑ
各販売ル῎トにおける内訳 ῐ῍ῑ

販売数量
ῐ百万個ῑ

市場全体の
シェア ῐ῍ῑ

ミグロ
コ῎プ
LM ῐ食料品店ῑ
農家 ῐ直接販売ῑ
その他

,,240
+,,4.+41
3.4.
2340

-340
,+4,
14,
+04.
+/40

3.
021
21
῏

市場全体

/1040

+**

2.41

販売金額
ῐ百万 CHFῑ

市場全体の
シェア ῐ῍ῑ

慣行

ミグロ
コ῎プ
LM ῐ食料品店ῑ
農家 ῐ直接販売ῑ
その他

+*04+
0/4/
,-4,
.14/
.*41

-14/
,-4,
24,
+042
+.4-

3*
/,
2/
2+
῏

市場全体

,2-4*

+**

134-

販売数量

販売金額

慣行

ナトゥラプラン

-*

04.

有機

有機卵販売量
ῐ百万個ῑ

0
1
++῏

+-41
240
/4.
+,4++4-

243

/+4-

各販売ル῎トにおける内訳 ῐ῍ῑ
ナトゥラプラン

-1

240

有機

有機卵販売額
ῐ百万 CHFῑ

+*
++
+/
+3
῏

+*40
14,
-4/
34*
-43

+,4+

-.4,

ῐ出典ῑ ZTHZ 提供資料ῌ

ていることにかわりはないῌ なお῍ このデ῎タか

に転換することを促すためのメディア ῌ キャン

らの単純な推計であるが῍ 鶏卵 + 個当たり単価

ペ῎ンを開始するῌ ビオスイスや SVAMH ῐスイ

は῍ ῒ慣行ΐ が *..0 CHF ῐ+ CHF を 2* 円として換算

ス肉牛協会ῑ との協力関係が築かれるのはこの時

すると -1 円ῑ῍ ῒナトゥラプランΐ が *.00 CHF ῐ同

期であるῌ

/- 円ῑ῍ ῒ有機ΐ が *.01 CHF ῐ同 /. 円ῑ であるῌ

ῌῌ 動物福祉に対する消費者理解

現在῍ ナトゥラプランは , つのカテゴリ῎で構
成され῍ 小売店舗では ῒグリ῎ンΐ と ῒブル῎ΐ
の色違いのパッケ῎ジで区別されているῌ グリ῎

有機畜産物を小売業者が販売戦略のなかに積極

ンは῍ 有機生産されたミ῎トと卵であるῌ またブ

的に位置づけることができるか否かは῍ 生産側の

ル ῎ は῍ 人道的な飼養方法によって生産された

供給能力と畜産物の安全性や動物福祉に対する消

ミ῎トと卵ということで ῒ準有機ΐ という位置づ

費者理解が大きな鍵となっているῌ 最後にこのこ

けであるῌ

とをコ῎プスイスの事例によって検討するῌ

表 0 は῍ この , つのカテゴリ῎を比較したもの

ῌ コ῍プῌナトゥラプランの概要

であるῌ いずれも自然にちかい人間的な飼養管理

コ῎プスイスが῍ 従来の ῒもっともっと安くΐ

が求められ῍ BTS や RAUS は最低限の要件とさ

に替わり῍ ῒ環境と両立した生産から得られた食

れているῌ そして包括的トレ῎サビリティῌシス

品῍ 人道的 ῐ人間的ῑ な動物飼養から得られた食

テムをもった品質モニタリングによってその品質

品ΐ という販売方針に転換したのは +33* 年であ

が保証されるとしているῌ またナトゥラプランの

るῌ そして +33- 年にはじめて ῒコ῎プῌナトゥラ

食肉と卵は῍ スイス国内の農場から供給される῍

プランΐ のブランド製品として῍ ῒ花つぼみΐ ラベ

遺伝子組み換え ῐ体ῑ の使用は動物の繁殖および

ルのついた有機ナチュラル ῌ ヨ ῎ グルトと ῒナ

飼料生産のいずれにおいても禁止されているῌ

トゥラῌビ῎フΐ ラベルのついた牛肉の販売を開

ナトゥラプランのすべての製品は῍ コ῎プとは

始するῌ 翌 3. 年には販売額が ,,+** 万スイスフラ

独立した検査組織 ῐbio inspecta, Bio Test Agro,

ンに増大するが῍ 供給不足状態にあったため῍

IMO, SGS といった検査専門組織ῑ

コ῎プは +33/ 年にエコロジカルで市場指向型の

ロ῎ル ῐ検査ῑ されるῌ コ῎プ自身も῍ 生産のすべ

+0ῑ

農業政策

を政治的に支持し῍ 農業者が有機農業

によってコント

ての段階におけるガイドラインの遵守と῍ 包括的
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表 0 コ῎プῌナトゥラプラン ῏ブル῎とグリ῎ンの相違ῐ
ブル῎ライン ῏準有機ῐ

グリ῎ンライン ῏有機ῐ

ῑナトゥラプランῒ ロゴ

ῑナトゥラプランῒ ロゴと
ῑ花つぼみῒ ラベルを並記

自然にちかい統合生産 ῏IPῐ
人間的な動物飼養

有機生産

統合生産 ῏IPῐ 要件を満たした農場

有機生産を農場全体でおこなっている農場

動物は放牧場にアクセスできる
とくに人間的な動物飼養
慣行的方法によって生産された飼料

有機的方法によって生産された飼料

GM 飼料の許容レベルは -῍

GM 飼料の許容レベルは *4/῍

独立団体によるモニタ῎ ῏STSῌスイス動物保護協会῍ SVAMHῌスイス肉牛協会῍ SGSῐ
῏資料ῐ コ῎プスイス資料から抜粋して筆者作成ῌ

表 1 コ῎プῌナトゥラプランにおける畜産物の概要
ナトゥラῌビ῎フ
すべての若い子牛は῍ 母牛 ῏育成῍ 授乳している母牛ῐ と一緒に育てられ῍ 一日のうちの数時間
は放牧地で過ごすῌ 悪天候のとき῍ 彼らは ῑ屋外運動区域ῒ と ῑ敷きわらのある休息区域ῒ にアク
セスできるῌ
子牛は῍ おもには母牛のミルクが与えられ῍ その後は自家農場で生産された乾草῍ 牧草῍ サイ
レ῎ジが給与されるῌ
ナトゥラプランῌポ῎ク
コ῎プῌナトゥラプランῌポ῎クは῍ 放牧場へのアクセスができる人間的な条件の下で生産され
たポ῎クであるῌ すべての肥育豚῍ 繁殖用の雄豚および雌豚は῍ 放牧場 ῏一般的には固まった地面
の運動場ῐ にアクセスできる恒常的な選択が与えられるῌ 母豚῍ 子豚῍ 肥育豚は῍ 動物にやさしい
ペンで群飼されるῌ 彼らは῍ 給῍場所と῍ 敷き藁のある休息場所へのアクセスが与えられるῌ
ナトゥラプランῌ鶏肉
動物は῍ 屋外の放牧場 ῏outdoor grazingῐ῍ または屋根のある外気にふれることができるエリア
῏covered outdoor areaῐ へのアクセスが毎日与えられるῌ 丈夫で῍ 比較的ゆっくり成長する品種
は῍ とくに美味しい肉を生産するのに用いられるῌ すべての動物は῍ スイス国内の親鳥から生まれ
ているῌ 若いヒヨコと受精卵は輸入されないῌ
ナトゥラプランῌフリ῎レンジ養鶏卵
肉鶏および産卵鶏はともに῍ - つのちがった区域 ῏鶏舎῍ 覆いのある屋外エリア῍ 放牧場ῐ への
アクセスが与えられるῌ スイスの鶏だけが用いられるῌ 飼料には῍ 予防的な医薬品ないし黄身の色
を調整する人工物質を含んではならないῌ
すべての卵は῍ 産卵日と生産者コ῎ドが印字されるῌ
῏資料ῐ コ῎プスイス提供資料から抜粋して筆者作成ῌ

な品質保証システムの履行を保証するため῍ ラン
ダムチェックを実施するῌ とくに重要なのは῍ 動

点は注目されようῌ
ῌ ナトゥラプランの実績

物の飼養管理῍ 飼料῍ 薬品の使用῍ スト῎ル῍ ῌ

ナトゥラプランによる食肉 ῌ 鶏卵販売額は῍

畜場までの輸送など過程全体のトレ῎サビリティ

,**+ 年 か ら ,**, 年 に か け て +/῍ の 成 長 で῍

の確保であるῌ このような管理システムは῍ 従来

+,*+. 百万スイスフランに達するῌ そのうち ῑ花つ

の有機認証の手法がより洗練されたものといえる

ぼみῒ ラベルの有機製品は /,0 百万スイスフラン

が῍ とくに注目しておきたいのは῍ 有機認証の検

で῍ 人間的な動物飼養条件のもとで生産された食

査業務を行ってきた組織 ῏たとえばビオῌインスペ

肉と卵は .22 百万スイスフランである ῏図 .ῐῌ 経

クタῐ のほかに῍ スイス動物保護協会 ῏STSῐ が設

済事業としても成功していると評価されているῌ

立した ῑSTS 検査サ῎ビスῒ がポ῎クとプ῎レの

ナトゥラプランの製品は῍ 有機 ῏グリ῎ンῐ と準

検査を担当している点であるῌ このように動物保

有機 ῏ブル῎ῐ の , つのカテゴリ῎で供給されてき

護団体も有機市場の検査制度にコミットしている

たが῍ ,**, 年より ῑ有機ῒ のフレッシュῌミ῎ト
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図 . コ῎プῌナトゥラプラン ῏食肉ῌ鶏卵ῐ 販売額の推移
῏出典ῐ COOP, The brand Coop Naturaplan, October ,**-.

の販売品目を増やした結果῍ 販売額は 21῍ も増

策支持を獲得することにも成功しているῌ

加し῍ ,,++* 万スイスフランに成長しているῌ スイ

また他方で῍ 動物福祉に配慮した飼養管理方法

スの有機ミ῎ト市場において῍ コ῎プが市場リ῎

の普及は῍ とくに +33* 年代以降の有機市場の発

ダ῎としての地位をつよめる結果となっているῌ

展という経済環境の変化によってより促進される

ῌῌ ま と め

状況となっているῌ 有機畜産物に対して価格プレ
ミアムが期待されるようになっているからであ

スイスは῍ もともと動物保護や動物福祉に対す

るῌ 価格プレミアムは変動的であり必ずしも十分

る国民的関心が高かったとされているῌ それをさ

であるとは限らないが῍ さきの政策支持にくわえ

らにつよめたのは῍ 動物保護団体による政治的働

て῍ さながら ῑ消費者支持ῒ としての効果を有機

きかけがあったこと῍ また既成の農業団体とは別

農場に対してもたらしているῌ

に῍ 有機農業団体やコ῎プといった民間組織や消

スイスにおいて動物福祉概念がひろく社会的に

費者組織によって政治的働きかけが行われてきた

受け容れられている要因は῍ 法規制だけでなく῍

ことが功を奏しているものと考えられるῌ これら

以上のように政策的状況と社会経済的環境による

の政治的状況は῍ 農業政策のエコロジ῎化の政治

ところが大きいといえようῌ

的状況とあいまって῍ 直接支払というかたちの政
注
+ῐ

ῑ動物福祉ῒ ῏animal welfareῐ 概念については῍

戸田清の翻訳と解説が大変参考となる ῏ドゥグラ

待防止であるῒ と端的に述べている ῏松木他῍ ,**. :
+,ῐῌ

ツィア ῏,**-ῐ ΐ動物の権利 戸田清訳ῐῌ また松木

なお῍ ヨ῎ロッパ諸国の動物福祉に関する政治的

洋一はその著書において῍ 動物福祉団体が求めてき

認識を示すという点で῍ 欧州連合 ῏EUῐ 設立条約

た ῑ動物福祉ῒ の実現とは ῑ動物の苦痛の除去と虐

῏いわゆるアムステルダム条約ῐ の付属議定書 ῑ動物
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の保護とウェルフェアに関する議定書 がしばしば
参照されている 福士 ,**+ : 1/ῌ2+ 松木 ,**. :

に位置付けて論じられている
. 工 場 的 な 動 物 飼 養 の 問 題 の 告 発 書 と し て

+- そのポイントとして重要なのは 動物は 感受

Harrison, R. (+30.) Animal Machines : The New

性をもった存在 sentient beings であると明記

Factory Farming Industr, および Mason, J. and P.

されたことである この影響を 福士正博は この

Singer (+32*), Animal Factories, が社会的関心を高

議定書の内容にしたがうならば 共通農業政策は

める上で大きな役割を果たした

農業用に飼育された動物を たんなる財や畜産物で
はなく 感情を表わし 痛みなどの感覚を持つ生き
た存在として認識されなければならなくなった
福士 ,**+ ことであると指摘している

/ スイス政府農業局の直接支払制度担当者へのヒア

リングによる ,**- 年 +* 月
0

IP 統合生産 は 有機農業には達しないが 慣

行農業よりも環境に配慮した生産方法と位置付けら

また動物福祉の原則として イギリスの家畜動物

れ スイスでは政策的にこれを推進してきた また

福祉審議会 FAWC が +33- 年に提言した / つの

一部では IP ラベルのための表示プログラムを開

自由 解放 Five Freedoms もよく知られてい

発 運用している組織がある 詳しくは大山 ,**-

る 松木 ,**. : +- 植竹 ,**. : + / つの自由と

a を参照

は:
ῌ飢えと渇きからの解放十分な健康と活力に必

1 »
OLN の翻訳資料として大山 ,**+a がある
2 RAUS Regelmässigen Auslauf von Nutstieren

要な飼料と水に近づく 利用するῌ摂取する 権
利の保障

im Freien
3

ῌ不快からの解放快適な休息場所と各種の環境

BTS Besonders Tierfreundliche Stallhaltungs-

ストレッサ を避けるための施設を備えた適切な
環境の提供
ῌ痛み 損傷 疾病からの解放これらの予防と

迅速な処置
ῌ正常な行動を発現する自由十分な飼育スペ

systeme
+* スイス政府農業局の直接支払制度担当者へのヒア

リングによる ,**- 年 +* 月
++ スイス動物保護協会 STS におけるヒアリング

による ,**- 年 +* 月
+, スイス連邦政府農業局のホ

ῌ恐怖と苦悩からの解放精神的苦悩を回避する
動物保護 animal protection は 動物福祉を

,**- 年 +* 月
+. ビオプ ル社 バ ゼル でのヒアリングによる

前提とした概念といえるが 飼養動物 使役動物
実験動物などを苦痛や虐待から保護することを意味

ジによる

+- ビオプ ル社 バ ゼル でのヒアリングによる

条件の整備と措置
,

ムペ

http : //www.blw.admin.ch

スと設備ならびに同種の仲間の提供

,**- 年 +* 月
+/

ナトゥラプラン とはコ

プのプライベ

トブ

するという点でより具体的概念といえる ヨ ロッ

ランドである 準有機ブランドと理解すればよいだ

パ諸国で制定されている動物福祉に関する法令等は

ろう

一般に 動物保護法 となっている
-

+0 エコロジカルで市場競争型であることは一見矛盾

動物の権利 を論じた著書としてドゥグラツィ

するかのようであるが それを両立させる農業ビ

ア ,**- 動物の権利 がある また ナッシュは

ジョンが提起され 議論されていた その概要と論

自然の権利 Nash, +33* において 思想史的ア
プロ チから 自然の権利 概念の変遷と見取り図

点は リ ダ

Rieder, +332 の邦訳と解題 飯

國 ,*** に詳しい

を示している 動物の権利 概念の変遷もそのなか
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Animal Welfare Regulation under the Agri-Environmental
Policy in Switzerland
Toshio OYAMA (Agricultural Policy Research Committee Inc.)
Animal welfae issues emerged in European countries and changed and diversiﬁed by each country
with the times, according to their cultural value, ethic and religion. However, the animal welfare issue has
become a political and economical one, especially since +33*’s, because of introduction and/or implementation of legal regulation for improving the conditions of animal welfare.
The Animal Protection Law in Switzerland came into force in +312, and was the ﬁst one in the world
to prohibit the battery cage system for layin hens. The Swiss Federal Ministry of Agriculture has been
implementing unique programs such as RAUS (Regular Outdoor Exercise for Livestock) and BTS
(Particularly Animal-friendly Stabling) under the agri-environmetal policy since +33*’s. More than half of
farms are receiving direct payment under the RAUS program.
The aim of this paper is focusing on the Swiss Animal Protection Law, RAUS and BTS programs, and
the expansion of organic market and public awareness which enhance the conditions of animal welfare.

