
資料５

米国 豪州

英国

序文

＜覚書＞
・コードの権限の在処
＜序文＞
・目的
（家畜を飼養する全ての人に対する高
度な基準の導入を推奨）
・５つの自由と管理者が実行すべき事
項
・コードの適用地域
（イングランドのみ）

＜まえがき＞
・畜産業における倫理的責任のあり方

＜序文＞
・モデルコードの作成者とコードの普及
責任者

緒言・
はじめに

＜緒言＞
・コードの適用対象
（全ての豚。農業目的の野生イノシシ
を含む）
・位置づけ
（アニマルウェルフェアを遵守する助
け）
・畜産システム及び飼養規模の決定
・有機畜産の位置付け
・新たなシステム導入の制限
・コードの適用と飼養者の健康・安全

・生産者の適切な豚飼育の決意
＜はじめに＞
・目的
（養豚業者への安全・人道・効率の上
で推奨される豚の飼育方法に関する
最新情報の提供）
・位置づけ
（多くのアニマルウェルフェアの要素を
再考し、指針を提示)
・評価指標
（動物の生理機能、行動、生産）
・ハンドブックの更新
（新技術の導入に併せた内容の更新）
・適切な動物飼育の成立とその要素
・NPB（全米豚肉協会）アニマルウェル
フェア委員会の目的
・ストレスとアニマルウェルフェア
・関連分野の最新研究と関係者（養豚
業者、獣医、農業技術者、動物科学
者）によるガイドラインの再検討
＜生産者の責任＞
・生産方法の見直し及び研究への資
金提供

＜緒言＞
・目的
（全ての飼育システムについて、豚の
飼育者すべてに対するガイド）
・基本的な要件
（熟練した飼養者により管理される飼
養システム、豚の基本的な要求事項）
・コードの根拠及び見直し
（知見及び技術が基礎。進展に応じた
内容見直し。豚のアニマルウェルフェ
アを考える場合の重要な見解）
・「基準」の位置づけ
（アニマルウェルフェアに合致している
と評価するための基準）

諸外国における豚ガイドラインの策定内容

・理事会指令作成までの経緯

EU カナダ

＜序文＞
・コードの作成までの経緯及び作成者
（カナダ豚肉協議会、生産者、獣医師、
大学、農務省、輸送業者、処理業者、
動物愛護団体等）

＜緒言＞
・コードの目的
（関係者が家畜の健全な管理を実行し
促進できるようにすること）
・家畜の管理の責任上に欠かせない要
素
・コードの根拠
（手に入る最も優れた最新の知見）
・研究と評価の重要性
（科学技術の進歩とアニマルウェルフェ
アを確保するための技術を促進）



米国 豪州 カナダ

英国（EUの規定が前提）

設計

・施設に求められる要件（素材、構
造）
・全頭が同時に横たわれる
・物理的、温度的に快適
・排水が十分な清潔な寝場所
・休息、正常な起立
・他の豚を見ることが可能（分娩１週
間前～分娩中を除く）

・新設又は改修の場合、適切な助言
が必要
・施設に求められる要件（素材、構
造）
・全頭が同時に横たわれる
・物理的、温度的に快適
・休息、正常な起立が可能
・他の豚を見ることが可能（分娩１週
間前～分娩中を除く）
・安全性

・豚舎、ストール、屋外小屋の要件
・隔離施設の設置
・施設の管理及び質に求められる要
件(素材、構造、機能、給餌・給水設
備、環境改良システム、コントロー
ラー等)

・悪天候や傷害等から保護する設計
・ストールにおける行動の自由
・豚同士の攻撃の最小化

・新築における農場の衛生状態と衛
生安全対策
・適切な大きさの施設・装置の設計

床

・探索行動や遊び行動の必要性
・群飼でコンクリートスノコを用いる
際の隙間の幅、スノコ幅の設定
・雌豚房の平床と排水口の面積の
設定
・構造、敷料の必要性

・探索行動や遊び行動の必要性
（サッカーボール、鎖等による環境
の向上）
・群飼でコンクリートスノコを用いる
際の隙間の幅、スノコ幅の設定
・構造、敷料の必要性

・材質、敷料
・育成豚のコンクリートスノコの隙間
の幅、スノコ幅の設定

・構造、材質
・床を選択する場合の留意点
・材質と快適性
・敷料

種雌豚

・飼養スペースの設定
・繋ぎ飼い禁止
・種付け後４週間～分娩１週間前ま
での群飼（例外あり）

・飼養スペースの設定（単房の幅）
・群飼（分娩予定日７日前～離乳除
く）及び飼養スペースの設定

・単飼又は群飼が可能
・必要なスペースに関する要件（閉
鎖的環境以外、放牧）
・アニマルウェルフェアと経済性に対
応したスペースに関する研究の必要
性
・つなぎ網

・飼養スペース（群飼、ストール、分
娩枠）の設定
・群飼の必要性（分娩予定日７日前
～離乳除く）
・妊娠ストール中又は分娩枠中の６
週間以上の保定禁止
・泌乳中雌豚の施設に関する要件
・運動回数の設定
・つなぎ飼いの制限

・飼養スペース（体重区分、スノコ有
無、群飼い）の設定
・分娩房スペース（体重区分）の設定

種雄豚

・向きを変えられ、他の豚の存在を
聞き、嗅ぎ、見ることができること
・豚房を種付けに使用する場合の飼
養スペースの設定

・飼養スペースの設定

・単飼又は群飼が可能
・必要なスペースに関する要件（閉
鎖的環境以外、放牧）
・アニマルウェルフェアと経済性に対
応したスペースに関する研究の必要
性

・飼養スペース（ストール、豚房）の
設定

・飼養スペース・ストール（体重区
分、スノコ有無）の設定

育成～肥育 ・飼養スペースの設定（体重区分） ・飼養スペースの設定（体重区分）
・飼養スペースの設定(体重区分、屋
内外）

・飼養スペースの設定（体重区分）
・飼養スペース（体重区分、スノコ有
無）の設定

①熱環境 温度・湿度

・適正な温度範囲の設定（ステージ
別）
・ヒートストレスからの回避、寒冷スト
レス低減への対策

・体温維持や機能発揮のための温
度管理
・有効環境温度の設定（体重区分）

・温度（ステージ別）の設定
・ヒートストレスへの対策
・屋外飼育の寒冷・暑熱からの避難
所

・温度（ステージ・体重区分別）の設
定
・重要な要因である温度と他の要因
との相互作用
・判断基準としての行動

・新設建物は、快適性のため十分な
換気が必要
・粉塵、ガス濃度等は、有害以下に
維持

・換気の必要性と換気システム(換気
方式等）
・大気速度、相対湿度の設定
・粉塵、有害ガスの制御と微生物の
最小化

・有害濃度までのガス蓄積防止
・濃度の設定（アンモニア、二酸化炭
素、一酸化炭素、硫化水素、粉塵）

・休息場所における気流速度の設定
・糞尿から出るガスの豚房への流入
防止
・農場施設ハンドブックの遵守による
ガスや湿度の適切な維持２　豚舎

の環境

②換気

EU

１　豚舎

①構造

②飼養ス
ペース



米国 豪州 カナダ

英国（EUの規定が前提）

EU

・照明時間、照度の設定

・常に豚を観察できる適切な照明が
必要
・豚に必要な休息の妨げにならない
こと
・照明時間、照度の設定

・豚の観察、安全な作業が可能な明
るさの確保
・照度の設定（豚舎区域別）
・光周期の設定不要

・全ての豚を観察できる明るさ
・照明時間、照度

・観察に適した強さ
・最低照明時間の設定
・種雌豚の性周期行動発現に対す
る照度及び照明時間の設定

・建物内の連続的な騒音禁止（音量
の設定）
・断続的、突発的な騒音禁止

・騒音の大きさの設定
・断続的、突発的な騒音禁止
・機械による騒音の最小化

・突発的な騒音の防止
・機械、設備による騒音の最小化

・健康維持、栄養要求を満たし、快
適な状態を促進するのに十分で健
全な給餌

・栄養必要量を満たし、飼育目的（肥
育、繁殖等）に合致
・エネルギー及び栄養素の要件
・飼料添加物の使用ルール
・給餌方法（無制限給餌と制限給餌
等）

・毎日の生理的な要求に応じた飼料
給与
・常に水へのアクセス可能
・競争による飼料摂取・飲水できな
い豚の改善措置
・雄豚、妊娠豚、乾乳雌豚の給与

・NRC(National Research Council)を
基にした飼料選択

・飼料給与・貯蔵システムの衛生状
態の保持

・安全性 ・安全性、嗜好性 ・安全性

給餌

・群飼の雌豚全てが十分飼料摂取
可能
・給餌回数の設定
・雌豚への十分な粗飼料の給与

・給餌スペースの設定（体重区分）
・群飼で制限給餌の場合は、群内の
豚が同時に摂食可能
・給餌回数の設定

・給餌回数の設定（ステージ別）
・飼料の浪費防止、最小限の汚染、
給餌器による怪我の防止

・毎日の自動給餌器のチェック
・給餌回数（離乳子豚）の設定
・ボディコンディションスコアに基づく
改善措置

・給餌回数
・制限給餌の方法
・飼槽スペースの設定

給水
・生後２週間以上の全ての豚が十分
な水に常にアクセス可能

・ステージ別水分要求量、給水ス
ペース（体重区分）、給水器１個当た
り許容頭数）の設定

・水分要求量（ステージ別）
・毎日の自動給水器のチェック
・ステージ別１日当たり平均消費量、
流速、最高水圧の設定

・常時飲水
・ステージ別流速、ニップルの数・高
さの設定

観察
・定期的な観察（苦痛や疾病等）
・十分な観察時間の確保

・観察回数（定期及び特別な場合）
・観察回数（定期、特殊な場合等）と
適切な対応

・観察回数（疾病、負傷、競合）

記録 ・必要（獣医学的処置、死亡数） ・必要(医療、生産等） ・必要（疾病、治療、死亡等） ・必要（治療、投薬）

・建物、ストール、装置、道具類の適
正な清浄、消毒
・糞尿、餌のこぼしの頻繁な清掃

・入舎前の清掃、消毒徹底
・設備施設の管理、清掃
・糞尿管理

豚が横になれる清浄な地域の確保 ・糞便除去、豚房の洗浄消毒

・穏やかな取扱い（大声、暴力禁止）
・敏感な部分への刺激禁止
・拘束、電気刺激棒の使用制限

・豚への配慮、優しさ、忍耐の必要
性
・豚の行動の理解
・敏感な部分への刺激禁止

・豚に恐怖を与えない取扱い
・慎重、丁寧で、忍耐のある取扱い

・日常的な歯切り・研磨の禁止
・豚が他の豚、母豚を傷つけた場合
に、獣医師又は訓練を受けた者が
生後7日以内に実施
（器具は子豚毎に消毒）

・他の子豚、成雌豚の怪我防止のた
め、生後24時間以内に実施可能
（歯の先端のみ除去、子豚毎に器具
の消毒）

・他の豚、成雌豚を傷つけないため
に、訓練を受けた者が生後24時間
以内に実施

　・歯牙の上部1/4を切除する時は、
　亀裂を防止する等の注意必要

・［獣医師又は訓練を受けた者によ
る以下の措置以外は禁止］
　
・豚が他の豚や母豚を傷つけた場合
に生後7日以内の歯切り
・部分的な断尾
・組織を破壊しない手段による去勢
・生後7日以降に行う断尾及び去勢
は、麻酔下で獣医師が実施
・関連法規に従った個体識別

①豚の観
察・記録

②豚舎等の清掃・消
毒

③豚の取扱い

・技術保有者又は処置経験者の監
督下での実施

④歯切り

３　栄養

①必要栄養量

②飼料及び水の品質

③給餌・
給水方法

③照度

④騒音



米国 豪州 カナダ

英国（EUの規定が前提）

EU

・日常的な断尾の禁止
・豚が他の豚や母豚を傷つけた場合
に、獣医師又は訓練を受けた者が
生後7日以内に実施
（器具は子豚毎に消毒、生後7日以
降は、麻酔下で獣医師が実施）

・子豚にストレスにならない方法で出
生直後に実施可能
・感染症防止のため、衛生基準を遵
守

・必要ある場合のみ
・尾かじりを防止するため、必要があ
れば生後24時間以内に実施
・尾かじりの防止策

　・切除は、豚の痛みが少ない尾の
　後部1/3で実施

・可能な限り実施しない
・組織を破壊しない手段により、獣医
師又は訓練を受けた者が実施
（生後7日以降は、麻酔下で獣医師
が実施）

・食肉の雄臭防止のため、生後7日
以内又は離乳1週間前に実施
・衛生的、迅速な実施
・離乳後の場合、獣医師指導の下、
麻酔下で実施

・未去勢の雄豚はと畜場で受け入れ
られないため、生後2週間以内に実
施

　・清潔に消毒した器具を使用

・個体識別は、訓練を積んだ適格な
者が適切に管理する衛生的な状態
で実施
・耳刻や入墨の保定及び位置

・個体識別の必要性及び方法（耳
刻、耳刺青、電子トランスポンダ、耳
標等）
・耳刻、耳入墨の場合、生後7日以
内の実施

・必要な場合は、入墨、耳標、耳刻、
パンチ等の手段により資格のある者
が実施

・自然交配及び人工授精の制限（授
精後の安静（元の群へ戻す）、精管
切除、電気射精は獣医師のみ、人
工授精は資格者のみ等）

・交配の方法
・場所の広さ(スペース)と床
・人工授精に関する負傷リスクと交
配雌頭数の削減

・有能な飼養者の監督下で実施
・交配４週間後における群への編入
・雄１頭（射精１回）当たりの交配雌
頭数

・28日齢以下の離乳禁止（条件によ
り、最大７日早く離乳可能）

・28日齢以下の離乳禁止（条件によ
り、最大７日早く離乳可能）

・授乳期間の選択
(14日以内の早期離乳隔離飼育
(SEW)への考慮）
・適切な給餌・給水及び環境管理
・グループ化の方法とサイズ

・３週齢離乳の高度な基準の設定
・３～５週齢。３週齢以前の離乳は推
奨不可
・離乳後の温度管理及び給水方法

・疾病、事故への迅速な対応、獣医
師への相談
・アニマルウェルフェア計画の手順
による実施
・条件下での安楽殺可能

・安楽殺の選択と獣医師の助言
・生産者の病気、怪我予防の必要性
・安楽殺の方法選択の留意点

・状況に応じた安楽殺の方法
・無意識の基での実施
・訓練された有資格者による実施
・方法毎の長所及び短所

・条件により安楽殺可能

・野ネズミ防除 ・実施すべき

・飼養者への規定に関する指示・指
導
・適切な訓練コースの受講

・飼養責任者による衛生及びアニマ
ルウェルフェア計画の作成
・スタッフの要件（意欲的で適格性の
ある）
・スタッフの研修コースへの参加

・ハンドブックの使用
・基準に従った飼養管理
・動物の健康、ウェルフェエアに関す
る能力の習得

・適切な教育（基本的事項、豚の苦
痛回避、緊急時の対応、疾病への
対応）

・毎日点検
・バックアップシステムの設置と点検

・定期的な設備の検査、修理、管理 ・毎日点検 ・毎日点検

・災害に備えた設計と避難場所の確
保
・緊急時の対応計画の作成
・警報システムの設置と点検

・迅速な連絡及び警報システム設置
・緊急時の対応計画

・バックアップシステムの設置
・火災防止策の設定及び消防・避難
対策

・不測の事態への備え
・災害に備えた畜舎設計
・緊急時の対応計画の作成

５　その他

①設備の点検・管理

②緊急時の対応

４　管理
方法

⑧交配

⑨離乳

 ［推奨法］
・歯切りは、子豚が他の豚、成雌豚
を傷つけた場合に生後3日以内に実
施し、歯の先端1/4のみを切除
・断尾は、尾かじりを防止するため
に、必要があれば生後7日以内に実
施
・去勢は、必要があれば生後2日以
降7日以内に実施し、21日齢以降
は、麻酔下で獣医師が実施
・個体識別は、入墨、耳標、耳刻、マ
イクロチップ等の手段により実施し、
耳刻の場合は、生後7日以内に実施

⑤断尾

⑥去勢

⑦個体識別

⑩疾病、事故に伴う
殺処分

⑪衛生害虫等の駆除

⑫管理者のアニマル
ウェルフェアトレーニ
ング
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