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Ⅰ 管理方法 

１ 除 角 

〔各国の基準〕 

国名 基準の概要 

Ｅ Ｕ 記載なし。 

イギリス 
（DEFRA） 

子牛の除角は、２ヶ月齢前、もしくは角の突起が見え始めた頃に局所麻酔下で

訓練された適性のある飼育者によって焼ゴテを用いて実施すべきである。 
実施は、ハエや霜を防ぐため、春か秋に行うべき。 

カナダ 
除角は生後３ヶ月以内に資格のある人によって適切な技術を用いて実施しなけ

ればならない。それより遅い時期に除角するときは適切な獣医外科技術によって

のみ実施する。 

ＡＵＳ 

局所麻酔なしでの除角は除角器や焼ゴテを用いて６ヶ月齢以下の個体に限るべ

きである。 
月齢が進んだ個体は、麻酔なしで角の先端を切り取る。12ヶ月以上の個体での
除角は推奨されない。ただし、先端（４～５cm）の除去は許容される。腐食剤を
用いてはいけない。ハエの発生が問題になるときは防虫剤を使用する。 

 

異なる月齢及び手法で除角を実施し、血漿コルチゾル濃度への影響を調査した一連の研究か

ら、他の外科的処置と同様に若齢での除角の実施が痛みやストレスの低減に有効であり、手法に

ついても焼ゴテの使用が痛みやストレスの低減に有効であることが報告されている。 
これらの研究結果が、除角の実施が可能となった早い時期に、適切な技術（焼ゴテ等）を用い

実施し、月齢が進んだ個体の除角は麻酔を用いるべきであるといった各国の基準の基となってい

ると考えられる。 
 

○参考文献 
・McMeekan, C.M., Mellor, D.J., Stafford, K.J., Bruce, R.A., Ward, R.N., Gregory, N.G., (1998) Effects of local 

anaesthesia of 4 to 8 hours’ duration on the acute cortisol response to scoop dehorning in calves, Australian 
Veterinary Journal (76), 281-285. 
（実験概要） 

3～4ヶ月齢の子牛 70頭を用いて、持続性局部麻酔下でのヘラによる除角が血漿コルチゾル濃度に及ぼす影響を
調べた。 
（実験結果） 
ヘラによる除角は血漿コルチゾル濃度を上昇させ、それは７時間続いた。 
除角４時間後に bupivacaineを投与された子牛は除角後８時間、血漿コルチゾル濃度は通常の値だったが、その
後、急激に上昇した。 

・Petrie, N.J., Mellor, D.J, Stafford, K.J., Bruce, R.A., Ward, R.N., (1996) Cortisol responses of calves to two 
methods of disbudding used with or without local anaesthetic, New Zealand Veterinary Journal (44), 9-14.
（実験概要） 

6週齢のフリージアン種子牛を除角後、血漿コルチゾル濃度を測定した。除角は焼ゴテあるいはヘラを用い、局
所麻酔、無麻酔下で実施した 
（実験結果） 
焼ゴテ除角は一時的に血漿コルチゾル濃度を増加させるが３時間で通常の値に戻る。 
ヘラを用いた除角では血漿コルチゾル濃度の上昇期間はより長く、通常値に戻るまで除角後 7.5時間を要し
た。ヘラによる除角後２時間は局所麻酔下でコルチゾル濃度を減少させることができる。焼ゴテはヘラよりス

トレスが少ないとされる。局所麻酔は焼ゴテによる除角ではストレス軽減効果なし。 
・Taschke, A.C., Fölsch, D.W., (1997) Ethological, physiological and histological aspects of pain and stress in 
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cattle when being dehorned,  Tierärztliche Praxis (25), 19-27. 
（実験概要） 

101頭の子牛（3～4ヶ月齢）に対し、無麻酔下で焼ゴテによる除角を実施。搾乳牛 16頭に対し、ワイヤー
鋸を用いて無麻酔下で除角した。 
（実験結果） 
除角中、すべての子牛は明確な痛みに対する反応を示し、唾液中コルチゾル濃度は除角後に有意に増加した。

搾乳牛へ行った除角では、わずかな期間だけ乳量が減少した。 
 

２ 去 勢 

〔各国の基準〕 

国名 基準の概要 

Ｅ Ｕ 記載なし 

イギリス 
（DEFRA） 

ゴムリング法による去勢は１週齢までに実施すべきである。挫滅去勢法は適性

のある飼育者によって２ヶ月齢以下の子牛で実施する（動物保護法下では，２ヶ

月齢に達した子牛を無麻酔下で去勢することは禁止）。 

カナダ 

去勢のような選択外科は、資格のある人によって適切な技術を用いて実施しな

ければならない。このような外科処置は回復期間を短縮するため生後のできるだ

け早い時期に実施しなければならない。 
また、手術の間の不必要な痛みおよび回復期における苦しみを避けるため、局

部麻酔を使用するなどのあらゆる注意をしなければならない。 

ＡＵＳ 

無麻酔下での去勢は離乳前や６ヶ月齢以下で実施すべきである。６ヶ月齢以上

での去勢は州法に従って獣医師により実施すべきである。ゴムリングを用いた去

勢は２週齢までの子牛で推奨される。挫滅去勢はなるべく若齢個体で実施すべき

である。 
 

異なる月齢及び手法で去勢を実施し、日増体重や血漿コルチゾル濃度への影響を調査した一連

の研究から、他の外科的処置と同様に若齢での去勢の実施が痛みやストレスの低減に有効であ

り、手法についてもゴムリング法及び挫滅去勢法が痛みやストレスの低減に有効であることが報

告されている。 
これらの研究結果が、より早い時期にゴムリング法及び挫滅去勢法を用いて実施すべきである

といった各国の基準の基となっていると考えられる。 
 
○参考文献 
・Stafford, K. J., Mellor, D. J., Todd, S. E., Bruce, R. A., Ward, R. N. (2002). Effects of local anaesthesia or 

local anaesthesia plus a non-steroidal anti-inflammatory drug on the acute cortisol response of calves to 
five different methods of castration. Research in Veterinary Science (73)61-70. 
（実験概要） 

190 頭（2-4 ヶ月齢）のフリージアン交雑種をゴムリング法、ゴムバンド法、外科的手法、挫滅去勢法により、
無麻酔科あるいは局所麻酔下、さらには、それに抗炎症薬を付加した条件下で血漿コルチゾル濃度を調べた。 
（実験結果） 
全ての去勢法において、血漿コルチゾル濃度の増加が認められた。ゴムバンド法はゴムリング法より血漿コルチ

ゾル濃度の増加が大きかったが、極所麻酔下や抗炎症薬の付加下では両者に差はなかった。外科的手法による去勢

では、局所麻酔下であっても血漿コルチゾル濃度の高さは無麻酔下と比べ低いものの有意な差ではなかった。抗炎

症薬付加下では、両者に比べて有意に低かった。挫滅去勢法での血漿コルチゾル濃度の増加は外科的手法と同じ傾

向だったものの、血漿コルチゾル濃度の高さは他のどの去勢法よりも低く、その持続時間は最も短かった。 
・Fisher, A.D., Crowe, M.A., Alonso de la Varga, M.E., Enright, W.J., (1996) Effect of castration method and 

the provision of local anesthesia on plasma cortisol, scrotal circumference, growth, and feed intake of bull 
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calves, Journal of Animal Science (74), 2336-2343. 
（実験概要） 

56頭のホルスタイン種雄子牛（5.5ヶ月齢）における去勢法および麻酔使用の有無が血漿コルチゾル濃度、
陰嚢周囲長、日増体量、飼料摂取量に及ぼす影響を調べた。 
（実験結果） 
去勢は血漿コルチゾル濃度の増加、日増体量、飼料摂取量の減少を引き起こす。無麻酔下の外科的去勢法は

他の去勢法に比べて血漿コルチゾル濃度が高くなった。 
・Bretschneider, G. (2005) Effect of age and method of castration on performance and stress response of beef 

male cattle: A review. Livestock Production Science (97)89-100. 
（実験概要） 
学術雑誌に掲載された 19件の論文から去勢実施月齢と去勢方法が雄子牛の成績およびストレス反応に及ぼ
す影響を調べた。実験条件として、品種はフリージアン、ホルスタイン、エアシャー、ヘレフォード、アンガ

ス、交雑種等。去勢方法は外科的手法とゴムリング法。去勢実施月齢は生後直後から 14ヶ月齢まで。 
（実験結果） 
去勢実施月齢と去勢後 1 ヶ月間の体重とで有意な直線回帰が認められた（日増体量 kg/d=0.0014ｘ2-0.053

ｘ, ｘ:月齢, P<0.01, Ｒ2＝0.86）。 
去勢法の違いによる去勢実施 1 ヶ月後の日増体量に差はなかったが、未去勢子牛より有意に低かった
（P<0.05）。外科的手法による去勢月齢を 6ヶ月齢以下と 6ヶ月齢より後とで比べると、去勢実施後の血漿コ
ルチゾル濃度は、6ヶ月齢以下のほうが有意に低かった（P<0.05）。また、各手法による実施後の血漿コルチ
ゾル濃度は、外科的手法が最も高く、ゴムリング法はその 2/3程度だった。 

 

３ 断 尾 

〔各国の基準〕 

国名 基準の概要 

Ｅ Ｕ 記載なし 

イギリス 
（DEFRA） 

記載なし 

カナダ 記載なし 

ＡＵＳ 
衛生的に必要と認められたときのみ、６ヶ月齢に達するまでに実施すべきであ

る。外科的断尾は、麻酔下で実施しなければならない。断尾は鼻骨間で、外陰部

を覆う長さを残して実施すべきである。州によって断尾は禁止となる。 
 

断尾の実施の有無が、乳質や牛体の汚れ等にどう影響するかを調査した一連の研究から、断尾

は乳質や牛体の清潔度に影響を及ぼさず、断尾したことにより牛体に付着するハエの数が多くな

ることが報告されている。 
これらの研究結果が、断尾をあまり推奨しないといった各国の基準の基となっていると考えら

れる。また、断尾を行うのであれば麻酔を使用して実施すべきとなっているのは、やむを得ず断

尾を実施する際に痛みの軽減を図るための処置としてあげているためと思われる。 
 

○参考文献 
・Schreiner, D.A., Ruegg, P.L. (2002) Effects of tail docking on milk quality and cow cleanliness. Journal 

Dairy Science (85)2503-2511. 
（実験概要） 
計 8農場における 1250頭（断尾牛，非断尾牛）の搾乳牛の体細胞数（SCC），乳腺内感染（IMI），乳房・
脚の清潔度を調べた。 
（実験結果） 
断尾による乳質，牛体の清潔度への影響は認められなかった。 
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・Tucker, C.B., Fraser, D., Weary, D.M., (2001) Tail docking daily cattle: Effect on cow cleanliness and udder 
health. Journal Dairy Science (84)84-87. 
（実験概要） 
フリーストール牛舎で 223頭の断尾牛と 190頭の非断尾牛の牛体清潔度と牛乳中の体細胞数を調べた。 

（実験結果） 
牛体の清潔度，体細胞数に，断尾の効果は認められなかった。 

・Eicher, S.D., Albright, J.L., Williams, R.E. (2001) Tail-docking alters fly numbers, fly-avoidance behaviors, 
and cleanliness, but not physiological measures. Journal Dairy Science (84)1822-1828. 
（実験概要） 
タイストール牛舎で，断尾牛と非断尾牛を 8 頭ずつ供試し，牛体の清潔度，牛体に付着するハエの数，身

繕い行動回数を調べた。 
（実験結果） 
断尾牛のほうが非断尾牛より牛体は清潔だった。しかし，牛体に付着するハエの数は断尾牛のほうが多く，

ハエを追い払う尾振り行動，足あげ行動が多く観察された。 
 

４ 個体識別 

〔各国の基準〕 

国名 基準の概要 

Ｅ Ｕ 記載なし 

イギリス 
（DEFRA） 

記載なし 

カナダ 

個体識別の標識は、不必要な痛みや苦痛を避け、また標識時やそれ以後の動物

の心的障害の経験を最小限にするよう注意して行われるべきである。 
永続的な標識で許容される方法として、耳標装着、入墨、マイクロチップの皮

下挿入、耳刻、凍結焼印等がある。 

ＡＵＳ 
耳標、耳刻、耳や乳房への入れ墨、凍結烙印、写真、マイクロチップによる個

体識別がウェルフェアの観点から好ましい方法である。状況によっては焼印をし

てもよい。但し、腐食剤を用いた烙印をしてはいけない。 
 

各国の基準では、個体識別の実施時期や手法については決められておらず、個体識別の種類に

ついての記述となっている。 
個体識別についての研究では、焼印と他の方法との行動反応の比較や耳刻の切り込みの深さ等

について調べたものがあり、焼印が他の方法と比較して、牛への痛みの影響が大きいと報告され

ている。 
その研究結果が、一部、焼印は推奨しない、または状況によっては焼印をしてもよいといった

一部の国の基準の基となっていると考えられる。 
 

○参考文献 
・Schwartzkopf-Genswein, K.S., Stookey, J.M., Welford, R., (1997), Behavior of cattle during hot-iron and 

freeze branding and the effects on subsequent handling ease, Journal of Animal Science (75), 2064-2072. 
（実験概要） 

300頭のシャロレー交雑種に烙印した。方法は、焼印と凍結烙印であり、それぞれの方法による行動反応の
違い、取り扱いのしやすさを調べた。 
（実験結果） 
焼印は凍結烙印や擬似焼印に比べて、尾を激しく振ったり、蹴ったり、発声の頻度が有意に多かった

（P<0.05）。凍結烙印は、擬似焼印より尾を激しく振る回数が多かった（P<0.05）。 
・Friend, T.H., Lay, D.C., Jr, Bushong, D.M., Pierce, D.W., (1994) Wisconsin's "stale calf" issue and a study 
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designed to resolve some of the animal welfare concerns, Journal of Animal Science (72) 2260-2263. 
（実験概要） 

2ヶ月齢のホルスタイン種子牛 6頭を用いて、耳刻（幅 6㎜，深さ 14㎜）による子牛の行動反応と心拍反
応を調べた。 
（実験結果） 
耳刻は 1, 2秒程度の驚きを与えたが,すぐに元の行動に戻った。哺乳用のゴム製ニップルを提示した時、子
牛は提示した 30秒間フルに吸ったり、頭突きしたりした。30秒間の心拍数は耳刻子牛が 95±4.8bpmで、対
象区が 110±5.8bpmで両者に差はなかった。 

 

 

Ⅳ 牛 舎 

１ 床構造 

〔各国の基準〕 

国名 基準の概要 

Ｅ Ｕ 

床は子牛が負傷しないよう、滑らかでかつ滑りにくく、その上で起立・横臥す

る子牛に障害や苦痛を引き起こさない設計でなければならない。また、子牛の大

きさおよび体重に見合うもので、表面が堅く、平らで安定していなければならな

い。 

イギリス 
（DEFRA） 

スノコ床の場合、滑らないようにしなければならない。スノコの間の溝は、蹄

を傷つけないように広すぎてはいけない。また、全面がスノコのコンクリート床

は使用してはならない。急勾配にせず、約 10%程度にすべきである。 

カナダ 

全面をスノコ床にしてはならない。スノコ床を使用する場合、牛の大きさや体

重にもよるが、スノコ面は最低 80～130㎜が推奨される。また、スノコの間の溝
は、生体重が 200kgまでの場合、20～30㎜、200kgを超える牛では 25～40㎜が
推奨される。 

ＡＵＳ 

子牛：床は、子牛に適切な乾燥したスペースがあるようにし、床表面は子牛に傷

をつけないように、掃除がしやすく、滑りにくいものにする 
成牛：ヤード、ペン、積み込み傾斜路の床は、滑りにくく、掃除が簡単な表面に

しなければならない。 
 

床の状態やスノコ床の割合が、起立横臥動作等の行動や牛体の損傷状況等にどのような影響を

及ぼすのかを調査した一連の研究から、床が堅く滑りやすい場合、正常な起立横臥動作が不可能

になり、佇立時間が短く、長時間横臥したままになる。また、蹄、膝、肢などに傷や損傷が生じ

やすい（特にスノコ床において）ことが報告されている。 
これらの研究結果が、床は、乾燥し、柔らかく、滑りにくい状態とし、全面スノコは禁止する

といった各国の基準の基となっていると考えられる。 
 

○参考文献 
・C.C. Krohn, L. Munksggard (1993) Behaviour of dairy cows kept in extensive (loose housing/pasture) or 

intensive (tie stall) environments Ⅱ. Lying and lying-down behaviour, Applied Animal Behaviour Science, 
37: 1-16 
（実験概要） 
放牧、フリーバーン、繋ぎ飼いでコンクリート床に 1kgのワラ、繋ぎ飼いでゴムマット床に 2kgのワラの

横臥と座り込み動作を観察した。 
（実験結果） 
座り込みにかかる時間は、放牧、フリーバーン、ゴムマット床、コンクリート床の順に長くなった。コンク

リート床は、ゴムマット床よりも３倍の座り込み動作の中断が認められた。乳頭踏み付けがコンクリート床で
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最も多く発生した。15時間あたりの総横臥時間は、コンクリート床よりもゴムマット床の方が長かった。 
・D. B. Haley, A.M. de Passille, J. Rushen (2001) Assessing cow comfort: effects of two floor types and two tie 

stall designs on the behaviour of lactatind dairy cows. Applied Animal Behaviour Sci., 71: 105-117. 
（実験概要） 

2センチの裁断したワラを敷いたコンクリート床とマットレスのタイストールでの横臥行動を比較した。 
（実験結果） 
マットレスの方が総横臥時間は長く、横臥回数が多かったが、1回当たりの横臥継続時間は短かったことか

ら、コンクリート床では起立・横臥動作が困難であるとしている。 
・Webster, A. J. F., Saville, C., Church, B. M., Gnanasakthy, A., Moss, R. (1985), Some effects of different 

rearing systems on health, cleanliness and injury in calves. British Veterinary Journal, 141:472-483. 
（実験概要） 
農家訪問し、様々な飼育方式の子牛の疾病発生状況を調査した。 

（実験結果） 
スノコ床で飼育された子牛の 20%は、膝の外傷（擦傷、挫傷、腫れ）が認められたが、放牧、フリーバー
ン、ペン飼育ではほとんど認められなかった。 

・Stefanowska, J., Swierrstra, D., Braam C. R., Hendriks, M.M.W.B. (2001), Cow behaviour on a new grooved 
floor in comparison with a slatted floor, taking claw health and floor properties into account. Applied 
Animal Behaviour Science, 71, 87-103. 
（実験概要） 
フリーストール通路の床のみが異なる２群（スノコ床と溝切りの床）の横臥や佇立行動を比較した。 

（実験結果） 
フリーストールの通路がスノコ床で飼育された群は、溝が切られた床の群よりストールでの佇立時間が長

く、スノコ床は快適ではないと考えられる。 
・Nielsen, L. H., Morgensen, L., Krohn, C., Hindhede, J., Sorensen, J.T., (1997) Resting and Social behaviour 

of dairy heifers housed in slatted floor pens with different sized bedded lying areas, Applied Animal 
Behaviour Science, 307-316. 
（実験概要） 

9㎡のペンのうち、スノコ部分の大きさの異なる３つの未経産牛群の休息、社会行動を比較した。スノコ以
外の部分はワラが敷いてあり、その大きさは 1.8, 2.7, 3.6㎡である。 
（実験結果） 
５頭が同時に横臥している時間が、1,8㎡で他の 2つと比べて短く、闘争行動が多かった。また、他の牛に
寄りかかって横臥する時間が長かった。 

・Irps, H., (1987) The influence of the floor on behaviour and lameness of beef bulls. In: H. K., Wierenga and 
D. J. Peterse (editors), Cattle Housing Systems, Lameness and Behaviour. CEC Seminar. Martinus 
Nijhoff, Dordrecht, pp. 73-86. 
（実験概要） 
全面コンクリート床、床面の 50%がスノコ床、100％ゴムマットの３飼育方式における雄牛の行動を比較し

た。 
（実験結果） 
スノコ床で飼育の雄牛は、ワラの敷かれたペンで飼育されたものよりも、横臥動作回数が少なく、１回あた

りの横臥時間や佇立時間が長いことから、姿勢の変化が少ないことなどを明らかにし、全面をスノコ床にすべ

きでないと考察している。 
・Albright, J.L. 1994. Behavioral considerations- animal density, concrete/flooring. Page 171-176 in Proceedings of 

National Reproduction Workshop, American Assoc. of Bovine Practitioners, Sept. 19-22, 1994. 
（実験結果） 
コンクリート表面のテクスチャーに適切な混合物を用いることは、母牛がスリップすることや動物の脚の磨耗を

防止するのによい。また、乳牛をコンクリート床の上で連続して飼養することは、長期間にわたり動きを制限する

データが得られた。 
・Britt, J.H., J.D. Armstrong, and R.G. Scott. 1986. Estrus behavior in ovariectomized Hostein cows treated 

repeatedly to induce estrus during lactation. J. Dairy Sci. 69 (Suppl.l):91. (Abstr.) 
（実験結果） 
発情の検出割合および期間は、土のロットにおける母牛の方がコンクリート床のものより高い。 
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２ 敷 料 

〔各国の基準〕 

国名 基準の概要 

Ｅ Ｕ 生後２週齢未満のすべての子牛には、適切な敷料を与える。 

イギリス 
（DEFRA） 

スノコではない横臥場所が必要であり、そこにはワラなどの敷料をひき、牛体、

特に乳房が傷つかないようにする。 

カナダ 
スノコ以外の部分の床面は、適切な材質（ワラ、オガクズなど）の乾燥した敷

料を用い、快適性を保障し、乳房が傷つく危険性を減少させるべきである。 

ＡＵＳ 
子牛：十分な横臥スペースが与えられるべきで、適切な敷料が推奨され、適切な

間隔で更新すべきである。 
 

様々な材料の敷料を利用し、敷料の材料や厚さが、床や通路の状態、牛の行動（起立横臥動作

等）、跛行、蹄病等にどのような影響を及ぼすのかを調査した一連の研究から、適切な敷料を提

供しないと正常なパターンの起立・横臥行動ができず、それらの行動回数、時間配分が正常時と

異なり、牛体が汚れ、特に四肢の疾病が増加するが報告されている。 
これらの研究結果が、乾燥し、クッション性のある適切な敷料を用意し、定期的に交換するこ

とを義務付けている各国の基準の基となっていると考えられる。 
 

○参考文献 
・Tucker C.B., Weary D.M., Fraser, D. (2003) Effects of three types of Free-stall surfaces on preferences and 

stall usage by dairy cows. J. Dairy. Sci., 86: 521-529. 
（実験概要） 
フリーストールの敷料として、おがくず、砂、2～3cmのおがくずを敷いたマットレスのううち、どれを好

んで利用するかを観察した。 
（実験結果） 
マットレスよりも、おがくずまたは砂の床の方を利用することを好んだ。 

・Faull W.B., Hughes J. W., Clarkson M. J., Downham D. Y., Mason F.J., Merritt J.B., Murray R.D., Russell, 
W.B., Sutherst J. E., Ward W. R. (1996) Epidemiology of lameness in dairy cattle: the influence of cubicles 
and indoor and outdoor walking surfaces. Vet. Rec. 139: 130-136. 
（実験概要） 
フリーストール飼育方式の農家を訪問し、牛床や通路の状態、牛の行動などを調査、スコア化している。 

（実験結果） 
フリーストールの牛床が堅くて敷料量が少ないほど、跛行の発症率が高かった。 

・Vokey, F. J., Guard, C. L., Erb, H. N. Galton, D. M.,(2001) Effects of alley and stall surfaces on indices of 
claw and leg health in dairy cattle housed in free-stall barn. Journal of Dairy Sci., 84: 2686-2699. 
（実験概要） 
厚い砂、2～3㎝のくずを敷いたマットレス、5～6㎝のおがくずを敷いたコンクリート床で飼育した牛の蹄
や肢の状態を比較した。 
（実験結果） 
跛行や蹄病は、砂やゴムマット床と比較して、コンクリート床で最も多く発生した。 

・Tucker C. B., Weary D. M. (2004), Bedding on geotextile mattresses: How mach is need to improve cow 
comfort? J. Dairy. Sci., 87:2889-2895. 
（実験概要） 
マットレス床におがくずを全く敷いていない、1kg, 7.5kgのいずれかを敷いた３つのストールを自由に選ば
せた。 
（実験結果） 

7.5kgのおがくずのあるマットレスを最も好み、横臥時間が最も長かった。 
・Muller, C., Ladewig, J., Schlichting, M. C., Thielscher, H. H., Smidt, D. (1989) Behaviour and heart rate of 
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heifers housed in tether stanchions without straw. Physiol. Behav., 46: 751-754. 
（実験概要） 
ワラを豊富に敷いた群飼ペンとワラを敷いていない、つなぎの未経産牛の横臥動作およびその時の心拍数を

比較した。 
（実験結果） 
ワラの敷いていないつなぎの牛は、横臥動作の回数が少なく（姿勢を変化させない）、横臥直前に行う探査

行動回数が多かった。また心拍数も横臥動作前後、動作中のすべてにおいて群飼ペンの牛よりも高かった。 
・K. M. D., Rutheford, F, M., Langford, M. C., Jack, L. Sherwood, A.B., Lawrence, M. J., Haskell.(2008) Hock 

injury prevalence and associated risk factors on organic and nonorganic dairy farms in the United 
Kingdom, J. Dairy. Sci., 91:-2265-2274. 
（実験概要） 
イギリスの様々な飼養の農家調査で、飛節の傷や腫れに関連する要因を調査した。 

（実験結果） 
フリーストール飼養農家で比較した結果、敷料がおがくずよりワラの方が飛節のはげや擦りむけが多かっ

た。 
・N. B., Cook, T.B. Bennett, K. V., Nordlund, (2005) Monitoring Indices of cow comfort in free-stall-housed 

dairy herds, J. Dairy. Sci., 88: 3876-3885 
（実験概要） 

150～450頭規模の 12牛群の行動調査を 24時間行った。 
（実験結果） 
ストールでの佇立時間は、マットレスより砂の方で短かった。 

 

３ 飼養面積 

（１）単 飼 

①つなぎ飼い 

〔各国の基準〕 

国名 基準の概要 

Ｅ Ｕ 
子牛のつなぎ飼いは禁止。ただし群飼育の子牛に生乳または代用乳を与えるた

めに 1時間を超えない範囲で行う繋ぎ飼いは除く。 
イギリス 
（DEFRA） 

EUと同様。 

カナダ 

繋ぎ、またはペンに収容した場合、牛自身で身づくろいでき、胸骨部から横た

わり、また正常に立ち上がったり横たわったりでき、十分自由に動けるようにし

なければならない。縛り付ける場合は、牛に傷をつけ不快感を与えてはならない。

ストールに繋がれているすべての牛は、年中、天候が許せば、運動のために開

放しなければならない。なお、ストールの大きさは、牛の体重によって、以下の

推奨値より小さくしてはならない。 
 

ストールの大きさ 
体重 

幅 長さ 
400kg 1,000㎜ 1,450㎜ 
500kg 1,100㎜ 1,500㎜ 
600kg 1,200㎜ 1,600㎜ 
700kg 1,300㎜ 1,700㎜ 
800kg 1,400㎜ 1,800㎜ 

※上記の推奨値は、カウトレーナーを使用している場合のもので、カウトレー

ナーを使用していない場合、ストールの長さは 100㎜短くてもよい。 

ＡＵＳ 
鎖での家畜の繋留は、通常の飼育慣行として受け入れられない。牛の一時的な

繋留として、首輪、ロープ、または同じような用具が用いられるところでは、牛
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に傷害や苦痛を与えるのを避ける方法で用いなければならない。 
繋留された動物は、毎日十分な運動をさせるべきである。 

 

つなぎ飼いの場合と他の方法で飼育した場合に牛の行動を比較した一連の研究から、つなぎ飼

いを行った場合には、舌遊び行動等の常同行動が多発し、ウェルフェアレベルの低下を示唆する

報告がなされている。 
これらの研究結果が、ＥＵやＡＵＳにおけるつなぎ飼いの禁止といった基準の基となっている

と考えられる。 
また、カナダでは、牛の体重ごとにストールの広さが定められており、体重に比例して面積が

増加しているが、基準の基となる根拠は不明である。 
 

○参考文献 
・M. B. Jensen, (1995) The effect of age at tethering on behaviour of heifer calves, Applied Animal Behaviour 

Science, 43: 227-238. 
（実験概要） 

12週齢から繋留した子牛と、ワラを豊富に敷いたペンで飼育した子牛の行動を比較した。 
（実験結果） 
繋留された子牛は、ペンで群飼された子牛よりも横臥時間が長く、物を噛む転嫁行動が多かった。 

・I. Redbo., (1992) The influence of restraint on the occurrence of oral stereotypies in dairy cows. Applied 
Animal Behaviour Science, 35: 115-123. 
（実験概要） 
放牧期間終了後繋留、放牧せずに繋留、繋留飼養後フリーバーンでそれぞれ乳牛を飼育した。 

（実験結果） 
繋留することにより舌遊び行動などの常同行動が多発し、繋留が乳牛のウェルフェアレベルを低下させるこ

とを示した。 
・I. Redbo., (1993) Stereotypies and cortisol secretion in heifers subjected to tethering. Applied Animal 

Behaviour Science, 38: 213-225. 
（実験概要） 
放牧期間終了後、つなぎ牛舎で飼育し、舌遊び行動を中心とした常同行動の発現と尿中コルチゾル濃度を継

続的に測定した。 
（実験結果） 
放牧飼育の後に牛舎で繋留飼育すると、始めの４週間の間、舌遊び行動が多発し、コルチゾル濃度も繋留直

後増加することを示した。 
・Albright, J.L. 1994. Behavioral considerations- animal density, concrete/flooring. Page 171-176 in Proceedings of 

National Reproduction Workshop, American Assoc. of Bovine Practitioners, Sept. 19-22, 1994. 
（実験結果） 
毎日の運動や母牛の動きを自由にすることは、発情検出の改善になり、繁殖効率を改善することになる。 

・Albright, J.L. 1994. Behavioral considerations- animal density, concrete/flooring. Page 171-176 in Proceedings of 
National Reproduction Workshop, American Assoc. of Bovine Practitioners, Sept. 19-22, 1994. 
（実験結果） 
毎日の運動や母牛の動きを自由にすることは、発情検出の改善になり、繁殖効率を改善することになる。屋外に

母牛を放すことは母牛自身の毛繕いや日光浴を促し、結果として健康を保持し、ウェルビーイングともなる。 
 


