
資料３ 

 

諸外国の基準の基となっている豚の科学的知見 

（中間とりまとめ） 
 

 

Ⅰ 飼養システム 

 １ ストール飼養（ストールの代替法） 

 ２ 群飼養（必要性と群飼の不利性の制御） 

 

Ⅱ 豚舎 

 １ 構造 

 （１）床構造 

   ① 材 質 

   ② スノコのスリット幅 

   ③ 床のスノコの割合 

 （２）ストール 

   ① 繁殖ストール（飼養期間、大きさ） →別添資料 

   ② 分娩ストール（大きさ） 

 

 ２ 群飼 

 （１）繁殖豚舎の飼養スペース →別添資料 

 （２）育成・肥育豚舎の飼養スペース →別添資料 

 

Ⅲ 豚舎の環境 

 １ 熱環境（温度） 

 ２ 換気（アンモニア濃度） 

 ３ 照度 

 ４ 騒音 

 

Ⅳ 栄養 

 １ 給餌方法 

 ２ 給水方法 

 

Ⅴ 管理方法 

 １ 歯切り →別添資料 

 ２ 断尾  →別添資料 

 ３ 去勢  →別添資料 

 ４ 個体識別 

 ５ その他（交配、分娩、離乳日齢等、繁殖管理に係る項目） 
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１．ストールでの飼養期間 

〔各国の基準〕 
国名 基準 

Ｅ Ｕ 

経産豚および未経産豚は、種付け後 4 週間から分娩予定日の 1 週間前までの期間は
群飼すること。 
群飼が必要な豚であって、とくに攻撃性が強い個体、他の豚から攻撃される個体、ま

たは傷病のある個体は、一時的に単房に移すことができる。 

米 国 

成雌豚は個別または集団で飼育できる。 
繁殖用に選ばれた成雌豚については、集団に入れられたほうが、性的発育が加速する。

雌雄の成豚は、繁殖期間中、個別または集団で飼育することができる。 
妊娠期間の後半から子豚の離乳にかけて、成雌豚を分娩ストールで飼育することもで

きる。 

豪 州 
コードの保証 10年後から、雌豚は、妊娠期間の 6週間以上ストールに保定してはい
けない。例外は個々の雌豚を獣医のアドバイスのもと、もしくは有能な飼養者による特

殊な飼養管理の場合である。 
 

 〔ＥＵの文献〕 
○Jensen P(1988) Maternal behaviour and mother-young interactions during lactation in free-ranging domestic pigs. 

Appl. Anim. Behav. Sci. 20:297-308. 
＜実験概要＞ 

7haと 13haの半自然放牧地に２群の経産豚を放牧し、両群から６頭を観察。 
＜実験結果＞ 
分娩１～２日前に母豚は群から離れ、長距離移動し分娩場を探す。 
 

○Jensen P(1989) Nest site choice and nest building of free-ranging domestic pigs due to farrow. Appl. Anim. Behav. 
Sci. 22:13-21. 
＜実験概要＞ 

20頭の雌豚の 60回の分娩を観察。 
＜実験結果＞ 
分娩 16～20時間前には巣作り行動を示す。 
 

○Bokma S(1990) Housing and Management of dry sows in groups in practice: partly slatted systems. Proc. Intnl. 
Symp. Electronic Identification in Pig Production. RASE, Stoneleigh. pp.37-45. 
＜実験概要＞ 

345分娩に関して、交尾後から群飼までの経過日数と受胎との関係調査。 
＜実験結果＞ 
交尾後 1～8日群飼より 22～29日群飼で、受胎率高い。 
 

○Batee, RO, DB Edwards, RL Korthals(2003) Sow performance when housed either in groups with electronic sow 
feeders or stalls. Livs. Prod. Sco., 79:29-35. 
＜実験概要＞ 

1／2ヨークシャー、1／4ランドレース、1／4デュロックの雌豚 300頭の実態調査。繁殖クレート(1.2m2）の建物
と豚房（11.99×7.32m)＋自動給餌機（30-60頭用）で、床は半分べた床、半分コンクリートスノコ床。 
＜実験結果＞ 
群飼で分娩率高く（94.3 vs 89.4%)、1腹生時体重重く（17.7 vs 16.7kg)、1腹離乳時体重も重い(57.1vs 56.2kg)。1
腹産子数と離乳頭数に差はない。 
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○Lammers, PJ, MS Honeyman, JW Mabry, JD Harmon(2007) Performance of gestating sows in bedded hoop barns 
and confinement stalls. J. Anim. Sci., 85:1311-1317. 
＜実験概要＞ 

353頭の 957分娩に関しての 2年半の実態調査。群飼では自動給餌機が設置され、ワラ床。繁殖ストールでは、機
械的換気で糞尿水洗システム。25%ハンプシャー×50%ヨークシャー×25%ランドレース。 
＜実験結果＞ 

1腹産子数が群飼で多い(10.0 vs 9.3)。離乳前死亡率に差無し。離乳後から発情回帰までの日数は単飼で短い(4.3 vs 
6.0)。 

 

 〔米国、豪州の文献〕 
EUと同じ。 

 

 

２．１頭あたりの飼養スペース 

①繁殖豚舎 

〔各国の基準〕 
国名 基準 

Ｅ Ｕ 

種付け後の未経産豚、群飼の未経産豚及び/または経産豚は、障害物のない総床面積と
して、１頭当たりそれぞれ最低 1.64m2、2.25 m2があること。これらの豚を６頭未満の

群れで飼う場合は、障害物のない床面積を 10%増加させなければならない。これらの豚
を 40頭以上の群れで飼う場合は、障害物のない床面積を 10%減少させることができる。
種付け後の未経産豚及び妊娠経産豚：上記に定める面積のうち、未経産豚１頭につき

最低でも 0.95 m2、経産豚１頭につき最低でも 1.3 m2に相当する部分は平床でなければ

ならず、このうち最大 15%までを排水口とすることができる。 
10頭未満の養豚施設で飼育される経産豚及び未経産豚については、上記の規定の適用
から除外し、容易に向きを変えられる豚房であれば、上記に述べる期間も単飼できる。

米 国 

繁殖動物に必要なスペースは、年齢、品種、給餌システム及びその他の管理基準によ

って異なる。動物のスペースが生殖に及ぼす影響に関するデータは存在するが、アニマ

ルウェルフェアに対応し、経済的に持続可能な科学に基づく動物スペースガイドライン

の開発のための研究が必要である。そのため、雌成豚または雄豚のストールあるいは囲

いのサイズに関する特定の提言は行わない。 

豪 州 

豚の施設は、付録Ⅲの基準で確認された最小の収容面積の必要条件を少なくとも用意

しなければならない。 
（付録Ⅲ）適切な収容スペースは、群の大きさ、ペンサイズ、年齢、品種、温度、換気

及び照明を考慮する。収容面積の次の基準は屋内の豚のもので、現在の科学知識及び実

際の飼養に基づいている。 
 敷料システムで１～２週間以上飼養した豚は、群飼に必要な床とふん尿処理のために、

記載した基準よりも一頭あたり少なくとも 30%以上多く用意すべきである。 
≪繁殖未経産豚及び雌豚の舎飼いにおける最小収容面積≫ 
・未経産豚、群飼（繁殖用に選抜又は交配し 100㎏以上のＬＷ） ：1.0 m2 
・群飼の雌豚 ：1.4㎡ 
・個々のストールの雌豚 ：0.6m×2.2m 

 

 〔ＥＵの文献〕 
○Petherick JC(1983), A biological basis for the design of space in livestock housing. In: Farm Animal Housing and 

Welfare. Eds. SH Baxter, MR Baxter and JAD MacCormak. Pp.103-120. M. Nijhoff. The Hague. 
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＜実験結果＞ 
理論的に必要空間は、①体を収める space、②生活に必要な space、③社会関係に必要な spaceからなる。 
横臥姿勢時のアロメトリー式は、0.3W0.33×0.156W0.33＝0.047W0.66となり、これは暑いときの単飼ストールサ
イズの基礎となる。寒いときは伏臥姿勢が多く、その時のアロメトリー式は、0.3W0.33×0.064W0.33＝0.019W0.66
であり、その中間が体を収める最低面積となる。 

 
○Gonyou HW(2001) The social behaviour of pigs. In: Socila Behaviour in Farm Animals. eds. Keeling LJ & HW 

Gonyou. pp163-164. CABI. New York. 
＜実験結果＞ 

6頭群まで 1頭当たりの闘争数は増加、その後低下。40頭群以上になると見知らぬ豚をよく探査する（寛容化）。 
 

○Jensen P(1984) Effects of confinement on social interaction patterns in dry sows. Appl. Anim. Behav. Sci. 
12:93-101. 
＜実験概要＞ 

3.04㎡と 2.27㎡で 5頭及び 4頭を飼育し、闘争行動観察。 
＜実験結果＞ 

2.27㎡／頭では社会構造が安定せず、闘争行動多発する。 
 

○Tober O(1996) Circadian rhythums of selected behavioural activities of nonlactating sows maintained outdoors. 
Tierarztliche Umschau, 51:111. 
＜実験結果＞ 
経産豚は初産豚よりも安定した休息のために面積必要（最低 1.3㎡ vs0.95㎡) 
 

○Hemsworth PH, Barnett JL, Hansen C & Winfield CG(1986) Effects of social environment on welfare status and 
sexual behaviour of female pigs. II. Effects of space allowance. Appl. Anim. Behav. Sci., 16:259-267. 
＜実験概要＞ 
成雌豚 6頭群を 1, 2, 3㎡／pigで飼育し、性行動、ストレスレベルを測定。 

＜実験結果＞ 
1㎡／未経産豚の 6頭群では 2及び 3㎡の群に比べて corticosteroid高い。1及び 2㎡では鈍性発情が多く、交尾回
数少ない。 

 
○Weng, R. C. S., A. Edwards and P. R. English(1998) Behaviour, social interactions and lesion scores of 

group-housed sows in relation to floor space allowance. Appl. Anim. Behav. Sci., 59: 307-316. 
＜実験概要＞ 

6頭群の妊娠豚を 2.0, 2.4, 3.6, 4.8㎡で飼育。7日ずつのラテン方格。 
＜実験結果＞ 
最少飼育面積で攻撃が多くなり、回避行動は少なくなる。そして、損傷が多くなる。ウェルフェア視点からは、2.4, 

3.6㎡／頭が最低面積である。飼育面積が広くなるとルーティングが増え、座位や佇立減少。社会行動は面積の減少と
共に増える。 

 
○Salak-Johnson, S. R. Niekamp, S. L. Rodriguez-Zas, M. Ellis, and S. E. Curtis(2007) Space allowance for dry, 

pregnant sows in pens: Body condition, skin lesions, and performance. J Anim Sci., 85: 1758-1769. 
＜実験概要＞ 

1.4, 2.3, 3.3㎡／頭の飼育面積で 5頭群を 2回分娩期間中飼育。5頭は繁殖ストール飼育。6回の繰り返し。 
＜実験結果＞ 

1.4㎡でBCSは低い。飼育面積が狭くなると、損傷スコアは高くなる。1.4㎡で損傷スコアは最大。2.3㎡以下飼育
下で体重、背脂肪厚が多くなる。3.3㎡飼育下で１腹産子数が最大となる。ストール飼育豚からの離乳子豚体重が一番
重い。 
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②育成・肥育豚舎 

〔各国の基準〕 
国名 基準 

Ｅ Ｕ 

群飼する離乳子豚または育成豚については、種付け後の未経産豚と経産豚を除き、障

害物のない床面積として１頭当たり最低つぎの面積があること； 
平均体重         ㎡ 

10㎏未満         0.15 
10㎏～20㎏                0.20 
20㎏～30㎏                0.30 
30㎏～50㎏                0.40 
50㎏～85㎏                0.55 
85㎏～110㎏               0.65 
110㎏以上                  1.00 

米 国 

豚の過密状態は、飲食及び休息の機会を減少させる。混雑した施設では、攻撃的な行

動の頻度が増し得る。大きなグループでは、１頭当たりの必要なスペースが少ない場合

もある。 
≪育成期豚の完全に閉鎖的な飼育環境において推奨される床面積≫ 

体重          面積㎡ 
5～13.5㎏       0.16～0.23 
13.5～27㎏       0.28～0.37 
27～45㎏           0.47 
45～68㎏         0.56 
68㎏以上         0.74 

＊現代的施設での緊密な観察及び専門家の判断により、より高い家畜密度でも豚のウ

ェルフェアを損なわない場合もあり得る。グループサイズ、換気設備及び換気率、

床の種類（一部スノコ床対全面スノコ床）などの生産実務が家畜密度に影響を与え

る。異なる生産システム間での必要スペースについては、研究が続けられている。

＊アニマルウェルフェアに対応し、経済的に持続可能な、科学に基づく豚用スペース

のガイドラインの開発のため、研究が必要である。そのため、成雌豚又は雄豚のス

トールあるいは豚舎のサイズに関する特定の提言は行わない。 
＊育成期豚の集団エリア許容量。 
＊グループサイズが拡大するにつれて、豚の必要スペースは減少する。 

豪 州 

離乳、育成および肥育豚における最小の利用可能な床面積は、以下の計算式による。

 豚１頭当たり㎡=0.030 x体重 0.67 
この式はすべての床タイプの屋内のペンに当てはまる。群では生体重に差があるので、

最小の床面積は、群の豚の平均体重に基づき計算する。 
≪体重別(1㎏毎：1～120㎏)≫（抜粋） 
体重      面積㎡ 

          10㎏        0.14 
          30㎏      0.29 
          90㎏             0.61 
      120㎏      0.74 

 

 〔ＥＵの文献〕 
○Gehlbach, G.D., Becker, D.E., Cox, J.L., Harman, D.G. and Jensen, A.H. (1966) Effects of floor space allowance and 

number per group on performance of growing-finishing swine. Journal of Animal Science 25: 386-391. 
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＜実験概要＞ 
広さ 0.36㎡／頭で 8頭、12頭、16頭にした場合の増体比較。 

＜実験結果＞ 
頭数増加に伴い増体率が鈍化。 
 

○Jensen, P. (1984) Effects of confinement on social interaction patterns in dry sows. Applied Animal Behaviour 
Science 12: 93-101. 
＜実験概要＞ 

4頭の繁殖豚を広さ 2.27㎡／頭で飼養。 
＜実験結果＞ 
安定的な社会関係構築には広さは不十分。 
 

○Pickett et al.(1969)Influence of feed preparation and number of pigs per pen on performance and occurrence of 
esophagogastric ulcers in swine. Journal of Animal Science 28: 837-841. 
＜実験概要＞ 

11㎡で 10頭及び 20頭飼養。 
＜実験結果＞ 
飼料効率には差なし。頭数増加で食道‐胃潰瘍が高頻度で発生。頭数増加で増体率低下。 
 

○Beattie et al.(1996)An investigation of the effect of environmental enrichment and space allowance on the 
behaviour and production of growing pigs. Applied Animal Behaviour Science 48: 151-158. 
＜実験概要＞ 

6週齢の子豚を 0.5，1.1，1.7，2.3㎡／頭で飼養。 
＜実験結果＞ 
最初の 3つの設定で，4番目の設定より，増体及び飼料転換率高い。1.7以上は，効率良くない。 
 

○Brumm(1996)Effect of space allowance on barrow performance to 136 kilograms body weight. Journal of Animal 
Science 74: 745-749. 
＜実験概要＞ 

0.65、0.93、1.20㎡／頭で初期体重 55.5kgから増体率測定。 
＜実験結果＞ 
増体率は広くなるにつれて線形に上昇。 
 

○Madsen et al.(1976)Some Danish experiments on the influence of housing systems on the performance of growing 
pigs. US Feed Grains Council, Hamburg. 
＜実験概要＞ 
一定の面積下で 8頭、12頭、16頭にした場合の増体比較。 

＜実験結果＞ 
尾齧りと飼育密度に正の相関。 
 

○Ewbank and Bryant（1969）The effects of population density upon the behaviour and economic performance of 
fattening pigs. Farm Building Progress 18: 14-15. 
○Ross and Curtis（1976）Space allowance and pig behaviour. Journal of Animal Science 42: 1339. 
○Randolph et al.(1981)Effects of group size and space allowance on performance and behaviour of swine. Journal of 

Animal Science 53: 922-927. 
＜実験結果＞ 
群サイズが大きくになるにつれ休息時間減少。 
 

○Tobar(1996)Circadian rhythms of selected behavioural activities of nonlactating sows maintained outdoors. 
Tierarztliche Umschau. 51:111. 
＜実験概要＞ 
経産豚と未経産豚で広さ 1.3㎡と 0.95㎡／頭で比較。 
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＜実験結果＞ 
経産豚の休息には十分なスペースが必要。 
 

○Jensen et al. (1966) Management factors and young pig performances. Journal of Animal Science 25: 1273 
＜実験概要＞ 

0.28㎡から 0.35㎡に面積を変更。 
＜実験結果＞ 
増体には変化なし。 
 

○Randolph et al. (1981)Effects of group size and space allowance on performance and behaviour of swine. Journal of 
Animal Science 53: 922-927. 
＜実験概要＞ 

0.33㎡から 0.66㎡に面積を変更。 
＜実験結果＞ 
面積の増加に伴い増体率良くなる。 
 

○Brumm and Miller（1996）Response of pigs to space allocation and diets varying in nutrient density. Journal of 
Animal Science 74: 2730-2737. 
＜実験概要＞ 

0.56㎡から 0.78㎡に面積を変更。 
＜実験結果＞ 
面積の増加に伴い増体率良くなる。 
 

○Heitman et al.(1961)Space allotment and performance of growing-finishing swine raised in confinement. Journal 
of Animal Science 20: 543-546. 
＜実験概要。 

3，6，12頭を 0.45,0.90,1.80㎡／頭で飼養。 
＜実験結果＞ 
頭数が少なく，広さが広いほど摂食量が増加。頭数が少なく，広さが広いほど飼料効率，増体が良好。 
 

○Brumm (1996)Effect of space allowance on barrow performance to 136 kilograms body weight. Journal of Animal 
Science 74: 745-749. Spicer and Aherne (1987) 
＜実験概要＞ 

4頭群と 2頭群で離乳。 
＜実験結果＞ 
少ない方が採食時間長い。少ない方が増体良好。 
 

○Wiegand and co-workers(1994)Pen shape and size: effect on pig behaviour and performance. Applied Animal 
Behaviour Science 39: 49-61. 
＜実験概要＞ 
矩形，三角形，楕円形，円形，正方形の豚房で体重 100kgの豚を 0.58と 0.65㎡／頭で飼養。 

＜実験結果＞ 
豚房の形により,行動が若干変化。面積が狭くなると，威嚇，活動性，立位姿勢が増加。 
 

○Hemsworth et al. (1986)The influence of handling by humans on the behaviour, reproduction and corticosteroids of 
male and female pigs. Applied Animal Behaviour Science 15: 303-314. 
＜実験概要＞ 
未経産豚または初産豚を 1，2，3㎡／頭で飼養。 

＜実験結果＞ 
血漿コルチコステロイド濃度が 1㎡で増加。1㎡は受胎率が低い。発情発見が困難。 
 

○Cronin et al.(1983）The incidence of, and factors associated with, failure to mate by 245 days of age in the gilt. 
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Animal Reproduction Science 5: 199-205. 
＜実験結果＞ 

0.9 ㎡／頭以下にすると発情非発見率が 3.8から 8.0%に増加する。 
 

○Ewbank and Bryant (1969)The effects of population density upon the behaviour and economic performance of 
fattening pigs. Farm Building Progress 18: 14-15. 
＜実験概要＞ 

0.65 or 0.84 ㎡／頭。 
＜実験結果＞ 
狭いほど敵対行動が激しくなる。頻度は変わらない。 
 

○Lammers and Schouten(1985a). Effect of pen size on the development of agonistic behaviour in piglets. 
Netherlands Journal of Agricultural Science 33: 305-307. 
＜実験概要＞ 

8週齢の子豚を 7～9頭群で 0.4～0.5㎡／頭、0.7～0.95㎡／頭、3.1～4.0㎡／頭で飼育。 
＜実験結果＞ 
スペースが狭いほど敵対行動の発生少ない。敵対行動を発達させるには 0.5㎡／頭以上広さが必要。 
 

○Lammers and Schouten(1985b). Effect of pen size during rearing on later agonistic behaviour in piglets. 
Netherlands Journal of Agricultural Science 33: 307-309. 
＜実験結果＞ 
小さいスペースで育った低順位の豚は、大きなスペースで育った低順位の豚より高順位の個体を怖がる。 
 

○Petherick and Baxter (1981) Modelling the static spatial requirements of livestock. In: Modelling, Design and 
Evaluation of Agricultural Buildings. CIGR Section II Seminar, Scottish Farm Buildings Investigation Unit, 
Bucksburn, Aberdeen, U.K., Ed. J.A.D. MacCormak, pp 75-82. 
＜実験概要＞ 
さまざまな飼養デザインにおける体重データからモデル作成。体長(0.300*W0.33)、体高(0.156*W0.33)、体幅

(0.064*W0.33)W:体重。 
＜実験結果＞ 
最低空間は横臥で 0.047*W0.67 ㎡，立位で 0.019*W0.67㎡。 
 

○Edwards et al. (1988)Effects of floor area allowance on performance of growing pigs kept on fully slatted floors. 
Animal Production 46: 453-459. 
＜実験概要＞ 
さまざまな飼養デザインにおける体重データからモデル作成。 

＜実験結果＞ 
スノコ床方式での最低空間は 0.03*W0.67 ㎡。 
 

○Spoolder et al.(1997)A comparison of methods of specifying stocking density for welfare and performance of 
finishing pigs on different floor types. Proc. Br. Soc. Anim. Sci. p 43. 
＜実験概要＞ 
さまざまな飼養デザインにおける体重データからモデル作成。 

＜実験結果＞ 
スノコ床方式での最低空間は 0.03*W0.67 ㎡。 

 

 〔米国の文献〕 
○Swine Housing and Equipment Handbook. 4th ed（1983）Midwest Plan Service 
＜実験結果＞ 

12-30lb(2-2.5ft2)， 30-75lb(3-4 ft2)， 75-150lb(6 ft2)， 150-220lb(8 ft2) 
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○Fritschen and Muehling（1987）Flooring for Swine. In:Pork industry handbook 
根拠と思われる論文だが日本で所蔵している図書館はなく閲覧不可。 

 

 〔豪州の文献〕 
○Spoolder et al.(2000) Legislative methods for specifying stocking density and consequences for the welfare of 

finishing pigs. Livestock Production science 64.167-173. 
＜実験概要＞ 
実験豚舎で 216頭の肥育豚を使用し，4ヵ月実験（6～11月）。MAFFの 1983年規準との比較。 

＜実験結果＞ 
飼養面積はMAFF規準より小さくなる。行動・肥育成績・健康等に影響なし。 

 
 
３．管理方法 

① 歯切り 

〔各国の基準〕 
国名 基準 

Ｅ Ｕ 

例外として、生後７日以内の子豚の犬歯を研磨又は切除により均一に短くし、表面を

滑らかにすることができる。 
歯切りは、習慣的に行ってはならず、雌豚の乳頭や、他の豚の耳や尾が傷害を受けた

証拠がある場合に限定すること。これらの処置に訴える前に、環境及び群飼密度を考慮

して、尾かじりその他の悪癖を防止する他の手段を講じること。このため、不適切な環

境条件や管理方式は変更しなければならない。 
上記の処置は、獣医師又は本指令第５条に規定する訓練を受け、適切な手段によって

衛生的条件下で実技を行う経験を積んだ人物のみにより実施されるようにすること。 

米 国 

新生豚には 8本の鋭い歯が生えており、乳頭の取り合いをした際に、他の子豚を傷つ
ける可能性がある。また、成雌豚の乳房を深く傷つける可能性もある。このような怪我

を防止するために、出生後 24 時間以内に、抜歯をすることもある。使用する器具は、
鋭利且つ清潔で、子豚毎に消毒しなくてはならない。歯の先端のみを取り除き、感染症

の原因となる歯茎の出血や損傷を避けるための配慮が必要である。成雌豚が十分に乳を

出せば、それぞれの子豚は乳を飲むための乳首があり、けんかが最小限に抑えられるた

め、抜歯は不必要となり得ることに注意すべきである。 

豪 州 

犬歯の切り取りが必要かどうか判断するため専門家のアドバイスを求められるべきで

ある。この処置は慣例的に要求されるべきものではない。同腹の子豚間の攻撃あるいは

雌豚への損害は問題で、この処置は 3日齢内に実施すべきである。承諾しがたい傷が同
腹の子豚および雌豚の乳房に生じているならば、歯切りは直ちに実施すべきである。歯

の先端だけ(単に 4分の 1)が削除されるべきである。 
 

 〔ＥＵの文献〕 
○歯切りは痛みを伴ものである。ただし、切り取る手法より削る手法のほうが痛みの程度が少なく、痛みが長期に及ばな

い。（参考文献の収集不可） 
 
○Wilkinson, F.C.and Blackshaw, J.K .(1987) do day old piglets need to have their teeth clipped? In:J.L Barnett, 

E.S.Batterham, G.M.Cronin, c.Hansen, P.H.Hemsworth, D.P.Hennessy, P.E.Hughes, N.E.Hjohnston and 
R.H.King(eds), Manipulating pig productionI.australasian Pig science Association, Werribee,Australia, P25. 
＜実験結果＞ 
出生直後、１日齢、７日齢において、各６０分間の観察がおこなわれた。子豚の歯切りの有無と頭数（８頭未満ま

たは、８頭以上）によって４つの区に分けた。哺乳時間、傷スコア、体量を測定した。 
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＜実験結果＞ 
傷スコア：夏季の調査では傷スコアに有意な差は生じていない。しかし、冬から初春にかけて、歯切りをおこなっ

ていない 435頭の子豚のうち、６頭が強い傷を負い、４０頭の母豚のうち、４頭の母豚が全ての乳頭を失っている。
攻撃行動について：攻撃行動は歯切り、および頭数と相関性があった。歯切りをおこない、群数が大きい区で、１時

間あたりの攻撃回数が最も多かった。母豚の哺乳行動は処理区によって有意な差はなかった。生産性に有意差はない。

冬から初春に関しての記載は、傷を負った頭数だけで、その他の項目に関しては説明していない。単なる報告である。

 
○Penny, R.H.C.(1970) The agalactia complex in the sow: A review. Australian Veterinary Journal 46:153-159 
＜実験結果＞ 
子豚が母豚の乳房に噛み付いたり、乳付順位を確定するための闘争時に乳房を傷つけ、母豚に対して外傷性の無乳

症を引き起こしてしまう。一方で歯切りを行うことで傷口から細菌の感染を起こしてしまう場合もある。 
 

○Brookes,J.B.and Lean,I.J.1993.Teeth clipping in piglets.Animal production 56:437. 
＜実験概要＞ 
出生直後に歯切りをおこない、２８日間の哺乳期間において、体重、子豚の顔面の傷、母豚の乳房の傷を測定した。

歯切りは、無処置、切り取り（clipped）、削り（ground）、の３種に設定した。 
＜実験結果＞ 
子豚の顔面の傷：無処置は切り取り、削りに比べて、傷スコアが高かった。そして、１４日齢において、削りは切

り取りよりも傷スコアが高かった。母豚の乳房の傷：２１日齢までは、無処置は切り取り、削りに比べて、傷スコア

が高かった。そして、３日齢において、切り取りは削りよりも傷スコアが高かった。生産性に有意差はない。 
 

○Brown, J.M.E., Edwards, S.A.,Smith, W.J., Thompson, E.and Duncan, J.(1996) Welfare and production 
implications of teeth clipping and iron injection of piglets in outdoor systems in scotland. Preventive Vererinary 
Medicine 27:95-105 
＜実験概要＞ 
放牧場において、分娩後 24時間で歯切りをおこない、出生後から離乳（２２日齢）までを観察している。歯切り有
と歯切り無を比較し、母豚と子豚の傷、母豚と子豚のハッチ利用に関しての行動、体重を測定した。 
＜実験結果＞ 
母豚の傷：有意差は無い。子豚の傷：歯切り無は歯切り有に比べて、傷スコアが高かった。ハッチを利用する母豚

と子豚の時間割合：有意差はない。生産性に有意差はない。 
 

② 断 尾 

〔各国の基準〕 
国名 基準 

Ｅ Ｕ 

例外として、部分的な断尾を実施できる。 
断尾は、習慣的に行ってはならず、雌豚の乳頭や、他の豚の耳や尾が傷害を受けた証

拠がある場合に限定すること。これらの処置に訴える前に、環境及び群飼密度を考慮し

て、尾かじりその他の悪癖を防止する他の手段を講じること。このため、不適切な環境

条件や管理方式は変更しなければならない。 
上記の処置は、獣医師又は本指令第５条に規定する訓練を受け、適切な手段によって

衛生的条件下で実技を行う経験を積んだ人物のみにより実施されるようにすること。生

後７日を過ぎてからの断尾は、獣医師のみにより、麻酔下で、持続的な鎮痛措置と併せ

て実施されるようにすること。 

米 国 

尾は切断され得る。断尾は、子豚が小さいので抱えやすいため、出産直後に、あまり

ストレスにならないよう行われなければならない。この年齢では、他の子豚が断尾した

傷を噛む可能性も低い。感染症のリスクを最小限に抑えるため、断尾には衛生基準の使

用が不可欠である。 

豪 州 
断尾は可能であれば回避すべきである。尾を噛むことは問題で、環境、給餌および管

理のすべての面で改善措置を取ることができるように要因を識別するため、例えば、手
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で取り扱えるワラあるいは他の資材で環境を良くするなど、研究すべきである。再発防

止として断尾を実施する場合、豚の 7日齢前に、断尾は実施するべきである。 
 

〔ＥＵの文献〕 
○Histopathology of intact and docked pigtails. Simonsen et al, 1991 
＜実験概要＞ 
生後 1日齢で切断した尾を 10本(グループ 1）、断尾されていない体重 90kgの肥育豚のと殺後切断した尾を 10本(グ
ループ 2)、以前に断尾されている体重 90kgの肥育豚のと殺後切断した尾を 20本(グループ 3)、を実験の材料とした。
尾は全てのグループで先端から 500㎜の場所で切断された。グループ 1の尾 5本を先端から 20㎜縦分割し、ホルマ
リンで固定。残りの 5本は先端から 5㎜、10㎜、20㎜の場所で切断面を得てホルマリン固定。グループ 2とグルー
プ 3は先端から 20㎜と 100㎜で横断面を、先端から 80～100㎜の背面の皮膚の縦断面を得てホルマリン固定。尾の
先端の 20㎜は正中線で 2つに割られ 1つをホルマリン固定。固定後最低 4時間たった試料はパラフィン包埋し、5μ
mで区切りヘマトキシリンエオシンで染色した。 
＜実験結果＞ 
生後 1日齢の子豚の断尾は本来尾の先端まで伸びる神経を切断してしまう。 
肥育豚を断尾すると、末梢神経の偏在、神経周囲の鞘が厚くなりシュワン細胞や線維芽細胞の顕著な増殖が見られ、

症例によっては外傷性神経種が見られ、切断断端における痛みの感度の増加を示した。 
 

○Nerves and Nerve Injuries. Sunderland, S, 1978 Peripheral Neuropathy.Thomas, P.K, 1984 
＜実験結果＞ 
外傷性神経種は人では痛みを伴い、痛覚過敏が末梢神経の再生過程で現れる。 
 

○Effect of early rearing environment and tail docking on later behaviour and production in fattening pigs. 
Simonsen, H.B,1995． 
＜実験概要＞ 

16 グループ各 36 頭を供試した。8 グループは環境が良い場所から導入され、その半分が断尾を行なったグループ
で半分が断尾を行なっていないグループであった。残りの 8 グループは環境の悪い場所から導入され、その半分が断
尾を行なったグループで、半分が断尾を行なっていないグループであった。断尾は尾の 1/3 を鋭利なハサミで生後 1
日齢に行なった。供試個体は実験ペン（ワラが豊富にある）に導入された。約 3 ヶ月齢からと殺までの間、観察を行
い、各グループでの観察日は 8日であった。ペンの仲間を噛むことおよび、ペンの仲間の尾を口に含むことを観察し、
初期飼育環境と断尾の有無によりこれらの行動が変化するかを調査した。 
＜実験結果＞ 
肥育期間においてペン仲間を噛むことは減少した（ｐ＜0.02）、一方で尾かじりは増加した（ｐ＜0.03）。尾の状態
（断尾の有無）は 2 つの行動（噛む、尾かじり）に影響は無かった。飼育環境の違いは尾かじりではなく、噛みに有
意に影響した（ｐ＜0.04）飼育環境と尾の状態のどちらも相対成長率に影響を及ぼさなかった。 

 
○Putten, G. van. (1980) Objective Observations on The Behaviour of Fattening Pigs. Animal Regulatory Studies 3: 

105-108. 
＜実験概要＞ 

12群の肥育豚に対して 1日に 1頭当たり約 100ｇのワラを与えた場合と与えなかった場合を比較した。 
＜実験結果＞ 
ワラがあることによって、ワラの操作が発現し長時間持続した。また、遊戯行動とルーティングが有意に増加した。

反対に他個体を鼻でマッサージする行動や、他個体を噛む行動、尾かじりなどは有意に減少した。 
 

○Fraser, D. (1987) Attraction to Blood as a Factor in Tail-Biting by Pigs. Applied Animal Behaviour Science 17: 
61-68. 
＜実験概要＞ 
実験 1：子豚 12頭に対して、2種類の尾モデル（ブタの血液をしみこませたものと無処置のもの）を 12日間同時
に与え、血液に対して嗜好性を示すかを検討した。 
＜実験結果＞ 
実験 1：試験群で 2～5 週目において血液をしみこませたモデルをかじる行動が有意に増加し、6～9 週目に減少し
たがコントロール群と比較すると高く発現していた。 
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○Fraser, D. (1987) Mineral-Deficient Diets and The Pig's Attraction to Blood: Implications for Tail-Biting. Canadian 
Journal of Animal Science 67: 909-918. 
＜実験概要＞ 
実験 2：32頭の育成豚を 8頭ずつコントロール群、ミネラル分が不足している飼料群、塩分が不足している飼料群、
ミネラル分が塩分のみの飼料群の 4群にわけ、飼料成分の違いがかじり行動に及ぼす影響を検討した。5週間行ない、
1週目はすべての群で通常の飼料を与え、2週目以降はそれぞれの飼料を与えた。 
＜実験結果＞ 
実験 2：5週目にミネラル分の不足した飼料群と塩分が不足している飼料群で血液をしみこませたモデルに対するか
じり行動が有意に増加した。コントロール群では、血液をしみこませたモデルに対する反応に大きな個体差があり、

かじり行動の発現回数も大幅に変動した。 
 

○ Fraser, A.F. and Broom, D.M.(1990) Farm Animal Behaviour and Welfare. 3rd Edition Wallingford: 
C.A.B.International. 
＜実験結果＞ 
早熟させた肥育豚の群飼、不十分な飼育面積、不十分な飲水設備、劣悪環境（騒音、有害ガス、不適切な湿度・温

度）などさまざまな要因の組み合わせによって群内に動揺が生じる。動揺は興奮性をもち、多様な行動を発現する機

会が少ない非福祉的な環境では、尾かじりを発現させるモチベーションとなる。ひどく尾かじりされた個体は従順と

なるが、尾の傷口は感染症に汚染され、脊柱のある後四半部や臀部に膿症が起こり、二次的に肺や腎臓、関節などが

膿血症となる。群内で尾かじりをする個体全てを仲間から隔離すると、普段は尾かじりしない個体同士のためその行

動は抑制される。育成豚の飼育密度は最初低く設定し、ワラや土壌などを与えることによって非福祉的環境の要因を

取り除くことが重要である。 
 

 〔米国の文献〕 
（衛生規準にそって行うように記述されている。） 

 

〔その他の文献〕（尾かじりの発生と飼育面積の関連性について） 
○Randolph,J.H. et al.(1981) Effects of group size and sapce allowance on performance and behavior of swine.  

J.Anim.Sci. 53: 922-927 
＜実験概要＞ 
実験 1 189頭のブタ（実験開始時体重が平均 21.6kg）を飼育頭数と１頭あたりの面積を変化させた 5つの要因各

3群に分配した。5つの要因の概要は①5頭/ペン 1.64㎡/頭、②5頭/ペン 0.82㎡/頭、③20頭/ペン 1.64㎡/頭、
④20頭/ペン 0.82㎡/頭、⑤中間の処理として 13頭/ペン 1.25㎡/頭。ペンはコンクリート床であった。実験 2 90
頭のブタ（実験開始時体重が平均 15.9kg）を飼育頭数と１頭あたりの面積を変化させた 4つの要因各 3群に分配した。
4つの要因の概要は①5頭/ペン 0.66㎡/頭、②5頭/ペン 0.33㎡/頭、③10頭/ペン 0.66㎡/頭、④10頭/ペン 0.66
㎡/頭。ペンは 50％スラット床であった。両実験とも尾かじりを含む 5つの社会的衝突行動を 10分間週 4回その回数
を記録した。体重と餌の摂取量を週 2回測定した。 
＜実験結果＞ 
実験 1 では尾かじりの回数に要因間で差は見られなかった。攻撃行動は飼育頭数が多いほど有意に多くなり、1 頭
あたりの面積が狭くなるほど有意に多くなった。実験 2 では尾かじりの回数に有意な差は見られず、その他の行動に
も差はなかった。実験 1において日増体が 1頭あたりの面積が広いほど有意に大きくなった。実験 2において日増体
が 1頭あたりの面積が広いほど大きくなる傾向であった。2つの実験を通して群の頭数よりも 1頭あたりの飼育面積
のほうが、行動と生産性に大きな影響を与えた。 

 
○Schmolke, S.A. et al.(2003) Effect of group size on performance of growing-finishing pigs. J.Anim.Sci. 81: 874-878 
＜実験概要＞ 

640頭の育成後期のブタを 10、20、40、80頭ずつのグループに分けて、12週間にわたりブタの生産性、尾かじり、
複数ある給餌場所の利用について各グループサイズの影響を調べた。1頭の床面積はどのグループでも 0.76㎡で、体
重増加と摂取量は 2 週間ごとに計測した。血液サンプルはグループ編成前日と編成後 24～48 時間、試験最終日の 3
回取り、好中球数を測定した。給餌器の利用は行動観察によって計測された。 
＜実験結果＞ 

80頭以上のグループで飼育されている育成後期のブタでは、1頭における空間配分が適切で、餌が均等に分配され
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ている場合、生産性や健康に弊害をもたらさない。どの項目についてもグループ間で差がなかった。尾かじりは実験

期間を通して増加した。すべてのグループにおいて尾かじりが発生していたが、尾にいくつかの引っかき傷がみられ

る程度であった。 
 

③ 去 勢 

〔各国の基準〕 
国名 基準 

Ｅ Ｕ 

例外として、組織を破壊しない手段による種雄豚の去勢を実施できる。 
上記の処置はいずれも、獣医師又は本指令第５条に規定する訓練を受け、適切な手段

によって衛生的条件下で実技を行う経験を積んだ人物のみにより実施されるようにする

こと。生後７日を過ぎてからの去勢は、獣医師のみにより、麻酔下で、持続的な鎮痛措

置と併せて実施されるようにすること。 

米 国 

市場用の雄豚は、生後 7日以内（McGlone et al., 1991）または遅くとも離乳の 1週
間前には去勢する。去勢は、清潔な器具を用いて、迅速に行われる。縫合の必要はない。

離乳後の子豚を去勢する必要がある場合は、獣医の指導の下、部分麻酔または全身麻酔

を使用しなくてはならない。 去勢は、消費者の食肉に対する需要性に影響を与える雄豚
の感染症を防止するために不可欠である。 

豪 州 

去勢手術が市場と消費者の必要条件が満たされると考えられる場合、去勢は訓練され

て有能なオペレーターによって行なわれるべきである。去勢手術は、適切に動物を保定

し、ナイフか外科メスのような無菌の鋭い道具の使用が必要である。手術後の傷の手当

が必要である。子豚は 2日齢で去勢することが勧められ、ほ乳の順番が確立した後およ
び 7日齢前に去勢することが推薦される。豚が 8～21日齢で去勢する場合、適切で、有
効な保定が必要である。 

21日齢以上の雄豚の去勢手術または 21日齢以上で去勢に失敗した雄豚の外科的処置
は、麻酔下のもとで開業獣医によって実施されなければならない。 

 

 〔ＥＵの文献〕 
○Wemelsfelder,F. and Putten,G.van (1985) Behaviour as a possible indicator for pain in piglets. （文献収集できず）
＜実験概要＞ 
子豚は４週齢になるまでの間に麻酔無しで去勢した。ハンドリングをされる雌子豚と、ハンドリングと去勢の両方

をされる雄子豚の行動と発声を比較した。 
＜実験結果＞ 
ハンドリング時の叫び声の周波数は 3500Hz だったが、去勢時で最初に切った時に 4500Hz、二回目に切った時に

4857Hzだった。 
 

○Braithwaite,L.A. , Weary,D.M. and Fraser,D. (1995) Can vocalisations be used to assess piglet's perception of pain ? 
(文献収集できず） 
＜実験概要＞ 
去勢個体と偽去勢個体の発声を、去勢手順のそれぞれの段階で録音し比較した。 

＜実験結果＞ 
精管切断の際の発声は、去勢個体は偽去勢個体に比べ、有意に周波数が高く（4483：3482Hz）、持続時間が長く（650 

v 446 ms）、より大きかった（63：55 dB）。 
 

○Fraser,A.F. and Broom,D.M. (1990 p269)  Farm animal Behaviour and Welfare. 
＜実験結果＞ 
去勢時の鳴き声は、他個体の注意を引いたり相手を驚かせたりというよりは、ふつう本当の痛みや苦痛を示してい

ると予期される。 
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