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第１ 一般原則 

 

【本指針における「アニマルウェルフェア」とは】 

 “Animal Welfare”は、日本語では、「動物福祉」や「家畜福祉」と訳されている場

合がある。しかし、「福祉」という言葉が社会保障を指す言葉としても使用されている

ことから、本来の「幸福」や「良く生きること」という考え方が抜け落ち、誤解を招く

おそれがある。 

 そのため、本指針では、「アニマルウェルフェア」を「快適性に配慮した家畜の飼養

管理」と定義して作成することとする。 

 

 

【我が国の畜産とアニマルウェルフェア】 

経済のグローバル化による輸入畜産物の増加に対応しつつ、消費者のニーズに合った

安全・安心な国産畜産物を供給することにより、今後とも我が国の畜産が安定的に発展

していくためには、家畜の生産性の向上を図っていくことが重要な課題である。家畜の

管理を行う上で、家畜を快適な環境で飼うことは、家畜が健康であることによる安全・

安心な畜産物の生産につながり、また、家畜の持っている能力を 大限に発揮すること

により、生産性の向上にも結びつくものである。 

なお、アニマルウェルフェアへの対応とは、 新の施設や設備を導入することを生産

者が求められるのではなく、家畜の健康を保つために、家畜の快適性に配慮した飼養管

理をそれぞれの生産者が考慮し、実行することである。本指針では、畜舎の構造や設備

についても言及しているが、アニマルウェルフェアへの対応において、 も重視される

べきは、施設の構造や設備の状況ではなく、日々の家畜の観察や記録、良質な飼料や水

の供給等の適正な飼養管理により、家畜が健康であることであり、そのことを関係者が

十分認識して、その推進を図っていく必要がある。 

 

 

【国際的な動向】 

 “Animal Welfare”に先進的に取り組んでいる欧州においては、1960 年代、密飼い等

の近代的な畜産のあり方についてその問題が提起され、英国で提起された「５つの自由」

を中心に“Animal Welfare”の概念が普及し、現在では、ＥＵ指令として“Animal Welfare
”に基づく飼養管理の方法が規定され、各国はＥＵ指令に基づき、法令・規則等をそれ

ぞれに定めている。 

 また、米国、カナダ、豪州等でも、生産者団体が独自にガイドラインを設定する等に

よりそれぞれが“Animal Welfare”に取り組んでいる。 

  さらに、国際獣疫事務局（ＯＩＥ）においては、“Animal Welfare”に関する基準（ガ

イドライン）の検討が始まり、2005 年には輸送やと畜に関するガイドラインが策定さ

れ、現在、畜舎や飼養管理に関するガイドラインの検討が進められている。 

 今後も、“Animal Welfare”をめぐる国際的な動向の変化には留意するとともに、必

要に応じて本指針を見直すことも必要である。 

 

 - 1 -



（参考）「５つの自由」 

 アニマルウェルフェアの観点では、元々、欧州において定着し、国際的にも知られた

概念である「５つの自由」（①飢餓と渇きからの自由、②苦痛、傷害又は疾病からの自

由、③恐怖及び苦悩からの自由、④物理的、熱の不快さからの自由、⑤正常な行動がで

きる自由）について、我が国でも考慮する必要があると考えられる。 

 その中には、「①飢餓と渇きからの自由」、「②苦痛、傷害又は疾病からの自由」、

「③恐怖及び苦悩からの自由」、「④物理的、熱の不快さからの自由」のように、家畜

の健康及び生産性と密接に関連することから、我が国でも受け入れられやすいものもあ

り、これらについては本指針でも考慮して作成を行っている。 

 一方で、「⑤正常な行動ができる自由」、例えば、豚におけるルーティング（鼻先で

土やワラなどを掘り返す行動）等は、豚の中に強い行動欲求があることが知られている

ものの、生産性との関連は必ずしも明らかでなく、また、これらの行動に対応する飼養

方式への変更にはコストがかかり、 終的には消費者負担の上昇を招かざるを得ないこ

と等から、産業として我が国の畜産を考えた場合、アニマルウェルフェア上、どのよう

に位置づけるべきか、今後、さらに議論や研究が必要であると考えられる。 

 

 

【本指針の活用方向】 

 本指針は、社団法人畜産技術協会が検討会を設置し、業として豚を飼養する者を対象

に、農場内において、アニマルウェルフェアに適切に対応した豚の飼養管理を実施する

ための指針としてとりまとめ、公表するものである。今後、本指針を基に、生産者団体

が自主的なガイドラインを作成すること等により、アニマルウェルフェアに生産者が積

極的に取り組み、さらには、行政機関においても、本指針を活用して、アニマルウェル

フェアの取組を生産者等に積極的に普及啓発することを期待するものである。 

我が国では、これまでアニマルウェルフェアについて深く議論されることが少なかっ

たため、アニマルウェルフェアに対する生産者、消費者等の理解は必ずしも十分ではな

い。このため、生産者自身がアニマルウェルフェアの考え方を十分理解するよう努める

とともに、消費者に対しては、畜産の実態を含めて正しい情報提供に努め、理解の醸成

を図ることも重要である。 

  

 

【関係法令の遵守】 

 家畜の飼養管理に関する法令上の基準等については、動物愛護管理法に基づく｢産業

動物の飼養及び保管に関する基準｣や家畜伝染病予防法に基づく｢家畜飼養衛生管理基

準｣等が定められている。アニマルウェルフェアへの取組に当たっては、それらの法令

上の基準等を遵守することが必要である。 

 

  

【本指針の見直し】 

 本指針は、将来新たな科学的知見が得られた場合や国際的な動向の変化等に対応し、

必要に応じて見直しを行うものとする。 

  また、現在の科学的知見は、欧米で得られたものが中心であるが、今後は、我が国独
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自の研究が一層進展し、本指針の見直しに寄与することが期待される。 
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第２ 豚の飼養管理 

 

１ 管理方法 

 ① 豚の観察・記録 

   豚が快適に飼養されているかどうかを確認するためには、豚の健康状態を常に把

握しておくことが重要であり、観察は、少なくとも１日に１回は実施することとす

る。なお、飼養環境が変化した直後や暑熱時期、病気の発生が多い場合や、分娩が

予測される場合等は、観察の頻度を増加させ、病気やけがの発生の予防等に努める

こととする。 

   観察する際には、豚の健康悪化の兆候がないかや、けがの有無、尾かじり等の悪

癖の発生が見られないかを確認することに加え、飼料及び水が適切に給与されてい

るか、換気が適切に行われているか等をチェックすることとする。豚の健康悪化の

徴候としては、倦怠状態、速く不規則な呼吸、持続的な咳や喘ぎ、震え、下痢、食

欲不振等が挙げられ、そのような兆候がある場合は、速やかに適切な対応をとるこ

ととする。また、けがをしたり、病気にかかったり、死亡した豚がいる場合は、適

切な処置又は処分を行うため、可能な限り迅速に分離するものとする。 

   また、豚の肥満度を数値化したボディコンディションスコア（BCS）をチェックす

ることは、豚の栄養コントロールの指標となり、健康状態の把握にもつながるので

参考に記載する（表-１、図-１）。 

 

 

 表－１ ボディコンディションの判定方法 

スコア 母豚の状態 

０ 

（削痩） 

１．母豚は消耗状態。 

２．背骨、あばら骨、骨盤がとび出し、触れるとゴツゴツしている。 

１ 

（著しく痩せすぎ） 

１．背骨、あばら骨、骨盤は手のひらで押すと触れられる。 

２．背骨の両側は落ち込んでいる。 

３．尾付けの部分がくぼんでいる。 

２ 

（痩せすぎ） 

１．背骨、あばら骨は手で強く押すと触れられる。 

２．寛骨は目で見えるか、若い母豚では容易に手で触れられる。 

 年齢の進んだ母豚ではやや強く手で押すと寛骨に触れられる。 

２．５ 

（やや痩せすぎ） 

１．やや痩せぎみであるが外観はよい。背骨は指で押すと触れられる。 

 寛骨も触知できる。 

３ 

（良好・正常） 

１．手で押しても３秒以内に背骨およびあばら骨に触れられない。 

２．指でふれると背骨の周辺には弾力がある。 

３．胴は前肢のうしろおよび首の部分からやや太くなり、後肢は丸みを 

 おびる。 

  尾付けの部分にはくぼみがない。若い母豚では背中が平らであるが、 

 年齢の進んだものでは平らとは限らない。 
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３．５ 

（やや肥えすぎ） 

１．若い母豚では寛骨に触れることはかなり困難。年齢の進んだ母豚で 

 は触れることもできる。 

 

４ 

（肥えすぎ） 

１．手で強く押しても背骨もあばら骨も触れられない。 

２．背骨の横を指で押すと体に入り込み、脂肪の厚いことがわかる。 

３．前肢と首以降の胴が厚くなっている。年齢の進んだ母豚では両肩の 

 間が平らとなる。尾付け部分ではまわりの脂肪で沈み込んでいる。 

４．母豚の年齢に関係なく、寛骨は手で触れることができない。 

５ 

（著しく肥えすぎ） 

 

１．目でみただけで脂肪の蓄積が明らかである（まれにしかない）。 

 

    図－１ ボディコンディション判定のためのイメージ図 

 

  

  １     ２     ３     ４     ５ 

 

   さらに、飼養環境が豚にとって快適かどうかについて把握するため、毎日記録を

つけることは飼養管理にとって重要である。記録する項目としては、豚の健康状態、

尾かじり等の悪癖の発生の有無、飼料及び水の消費量、 高及び 低温度、湿度、

病気の発生の有無、死亡頭数等が挙げられる。特に、病気の発生状況や死亡頭数に

ついては、詳細に記録することとする。 

 

 ② 豚の取扱い 

   豚は、好奇心が強い反面、周囲の環境変化に敏感に反応するため、不要なストレ

スを与えたり、けがをさせないよう丁寧に取り扱うこととする。 

   豚がストレスを感じないよう、野犬等の動物との接触を避けるとともに、管理者

及び飼養者は、豚舎内で作業を行ったり、豚に近づく際は、豚に不要なストレスを

与えるような突発的な行動や動きを起こさないよう努めることとする。 

   また、豚を農場内で移動させる際に、ストレスを感じているようであれば、休ま

せて、回復させるよう努めることとする。豚は、障害物が前に置かれると立ち止ま

る習性があるため、移動させる際はパネル（板）を用いると効率的である。豚の取

扱いの際に使用する道具は、鋭い角や先端があるものの使用は避けることとする。 

   豚は、社会的順位を確立するために闘争する習性があり、闘争行動がけがや死亡

の原因となり得るので、異なる群で飼養されていた豚を一緒にする場合は注意が必

要である。 
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 ③ 新生子豚の管理 

   新生子豚には、けがや死亡につながる事故の発生等を未然に防止するため、歯切

りや断尾を行う場合がある。歯切りや断尾を行う際は、子豚への過剰なストレスの

防止や感染症の予防に努めつつ、熟練した者により、生後７日以内に実施すること

とする。また、これらの処置の実施後は、豚を注意深く観察し、化膿等が見られる

場合は、速やかに治療を行うこととする。 

 

  ア 歯切り 

    新生子豚には８本の鋭い歯が生えており、母豚の乳頭の取り合いをする際に、

他の子豚や母豚の乳房を傷つける可能性がある。また、母豚が乳頭を噛まれるの

を嫌がり、授乳を拒否したり、急に立ち上がることにより、子豚のけがや圧死の

原因となる可能性もある。このような事故等を防止するためには、歯切りは有効

な手段である。 

 

  イ 断尾 

    梅雨時期の多湿や夏場の高温等、豚が何らかのストレスを受けた場合に、他の

豚の尾をかじる行動や耳や腹を噛む等の行動が見られることがある。特に、尾か

じりの行動が起きた場合には、その行動は群内にすぐ広まる。尾かじりを受けた

豚は、ストレスにより飼料の摂取量や増体量が低下したり、けががひどい場合に

は、死亡することがある。こうした事故等を防止するためには、断尾は有効な手

段である。 

    けがをした豚は速やかに治療を行うとともに、原因を起こした豚を見つけ、分

離することが望ましい。 

 

 ④ 去勢 

   雄豚を去勢しないで肥育した場合は、肉に異臭（雄特有の臭い）が生じ、消費者

に好まれない豚肉が生産される。また、去勢しない豚を群で飼養すると、生後 5 か

月頃から同居している豚に盛んに乗駕することにより、けがが多発する。このため、

食肉に供する雄豚は、去勢することが必要である。 

   去勢は、子豚への過剰なストレスの防止や感染症の予防に努めつつ、熟練した者

により、生後７日以内に実施することとする。また、処置の実施後は、豚を注意深

く観察し、化膿等が見られる場合は、速やかに治療を行うこととする。 

 

 ⑤ 個体識別 

   個体識別は、個体や群毎の健康状態の把握等、飼養管理を行う上で有用な手段で

あり、特に繁殖豚は、交配等の管理のため、個体を識別する必要性が高い。個体識

別の方法としては、耳刻、耳標、入れ墨等の方法がある。 

   耳刻をする場合は、子豚への過剰なストレスの防止や感染症の予防に努めつつ、
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熟練した者により、生後７日以内に実施することとする。また、処置の実施後は、

豚を注意深く観察し、化膿等が見られる場合は、速やかに治療を行うこととする。 

 

 ⑥ 離乳 

   離乳は、子豚にとってストレスとなるため、離乳子豚及び母豚への影響が 小限

となるよう十分に考慮して行うこととする。 

   また、早期離乳は、子豚の特定の病気の発生をコントロールするのに役立つが、

他の子豚の腹を噛んだり舐めたりする等の弊害が起こる場合がある。一方、早期離

乳により、母豚のストレスが緩和されることも知られている。早期離乳は子豚の生

理特性を十分に理解し、必要な設備及び技術を習得した者により実施することが望

ましい。 

 

 ⑦ 病気、事故等の措置 

   けがをしたり、病気にかかっているおそれのある豚は、可能な限り迅速に治療を

行うこととする。また、治療を行っても回復の見込みがない場合や、著しい生育不

良や虚弱な豚は、適切な方法で安楽死の処置をとることも検討することとする。 

   安楽死の方法については、「動物の処分方法に関する指針（平成７年総理府告示

第４０号）」（改正 平成１２年総理府告示第５９号）に準じて行うこととする。 

  

 ⑧ 豚舎等の清掃・消毒 

   豚にとって快適な環境を提供することは、病気の発生予防にもつながることから、

建物、器具等、豚と接触する部分については、洗浄及び消毒を行うこととする。ま

た、豚舎に豚がいる間は、施設及び設備を清潔に保つこととする。さらに、オール

イン・オールアウトを行う場合は、新しい群の導入前に洗浄及び消毒を行うことと

する。排せつ物は、適切に取り除き、豚にとって快適な環境を提供することとする。 

 

 ⑨ 有害動物等の駆除 

   豚舎内に病原体が侵入すると、全群に一斉に病気が広まる危険性が高く、また、

清浄化に多大な労力を費やすことになる。そのため、病原体の伝播や飼料の汚染、

あるいは、施設や設備（電気配線等）の破損等の原因となるネズミやハエ、カ等の

有害動物を駆除するよう努めることとする。 

 

 ⑩ 管理者等のアニマルウェルフェアへの理解の促進 

   豚の管理者及び飼養者は、豚の健康を維持するために、快適な飼養環境を整備す

ることの重要性や必要性について十分理解し、豚の異常を発見した場合等に速やか

に改善対策を講じるよう努めることとする。そのため、日頃から豚の基本的な行動

様式や尾かじり等の悪癖、豚の快適性を高めるための飼養管理方式、病気の発生予

防等に関する知識の習得に努めることとする。 
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２ 栄養 

 ① 必要栄養量・飲水量 

   豚が健康を維持し、正常な発育、繁殖等の活動を行うためには、豚の発育段階等

に応じた適切な栄養素（養分）を含んだ飼料及び新鮮な水を給与する必要がある。

必要な養分量や栄養素については、「日本飼養標準－豚」、「日本標準飼料成分表」

等を参照して給与することが望ましい。また、飼料を変更する場合は、計画的かつ

段階的に行うよう努めることとする。 

   飲水量は、月齢、温度、湿度、体重、飼料成分等によって影響されることに留意

することとする。 

 

 ② 飼料及び水の品質の確保 

   飼料及び水は、給餌器や給水器に長期間貯留した場合、カビや雑菌による汚染等

の問題が生じるため、定期的にチェック及び清掃を行うこととする。また、水につ

いては、夏季の高温や冬季の凍結に注意することとする。 

   さらに、飼料及び水にネズミ、野鳥等の野生動物の排せつ物等が混入すると、病

気が発生する原因となるので、これらの動物の侵入防止等に努めることとする。 

 

 ③ 給餌・給水方法 

   給餌器や給水器は、全ての豚が必要な量を摂取できるよう十分なスペースの確保

に努めることとする。月齢、体重等により必要な給餌・給水スペースは異なるため、

管理者及び飼養者は、豚に十分なスペースが確保されているかどうかをよく観察し、

適切に対応することとする。また、豚を新しい畜舎に導入した場合は、豚が飼料及

び水を摂取できているかどうか確認することとする。 

   飼料は、少なくとも１日１回給餌するとともに、給餌時間は、可能な限り毎日同

じ時間とし、暑熱時は、１日で も暑い時間帯の給餌は避けることが望ましい。 

   また、全ての豚に、毎日新鮮な水を十分供給することとする。 

 

 

３ 豚舎 

  豚舎を建設する際には、豚舎内の環境が豚にとって快適であることに十分配慮する

ことが必要である。 

  施設は、暑熱や寒冷等の気象環境の変動による豚の健康への影響を可能な限り小さ

くするよう努めるとともに、けがの発生等から豚を保護するものとする。また、病原

体の侵入や野生動物、ネズミ、ハエ、ゴキブリ等の有害動物の侵入を防止するよう設

計し、管理することとする。さらに、日常の飼養管理や豚の観察を行い易い構造にす

るとともに、適切な排せつ物処理が可能な構造にする必要がある。 

  豚舎の形態としては、開放型豚舎、閉鎖型（ウインドウレス）豚舎等があり、それ

ぞれの特徴を考慮しつつ、管理者及び飼養者の飼養管理技術、豚の遺伝的能力等によ

って選択することとする。 
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 ○ 開放型豚舎 

開放型豚舎とは、自然光が豚舎内に入り、空気の出入りも自由な構造の豚舎であ

り、次のような特徴がある。 

・建設費が安く、また、自然光、自然換気の利用等により、管理費が節減できる。 

・寒冷や暑熱等の環境の影響を受けやすい。 

・有害動物の侵入等による病気の侵入防止対策への配慮が必要となる。 

 

○ 閉鎖型（ウインドウレス）豚舎 

閉鎖型（ウインドウレス）豚舎とは、窓を無くし、天井、壁、床を断熱材等で覆

った豚舎であり、次のような特徴がある。 

・建設費、設備費が開放豚舎に比べ高額となる。 

・寒冷や暑熱等に対する環境のコントロールを行いやすい。 

・有害動物の侵入等による病気が発生するリスクが低い。 

 

４ 飼養方式 

  豚の飼養方式には、多くの選択肢があり、それぞれ特徴を持っている。豚に快適な

環境を与えるためには、管理者及び飼養者の飼養管理技術が重要であることに加え、

設備等の使用方法についても十分なトレーニングが必要である。 

  一般に、育成・肥育豚は群飼方式（一部放飼い方式）、種雄豚は単飼方式で飼養さ

れるが、繁殖雌豚は単飼（ストール）方式、群飼方式、放牧方式等、色々な方式での

飼養が行われている。 

  繁殖雌豚における各飼養方式の特徴等を以下に記す。 

 

 ○ 単飼（ストール）方式 

単飼（ストール）方式とは、1 頭ずつ柵等で仕切られた給餌・給水器を備えた豚房

（ストール）で飼養する方法で、主に繁殖雌豚の飼養に用いられており、次のよう

な特徴がある。 

・社会的順位を確立するための闘争等が発生しない。 

・個体管理（飼料給与量の調整、発情確認、人工授精、環境改善等）が確実にで

きる。 

・行動が制約され、運動不足になる。 

 

○ 群飼方式 

群飼方式とは、複数豚を柵内や豚房内を自由に行動できるようにして飼養する方

法で、繁殖豚、育成・肥育豚の飼養に用いられており、次のような特徴がある。 

・豚の行動が制約されない。 

・飼料の摂取量等の個体管理を確実に行うことが難しい。 

・社会的順位を確立するための闘争や発情時の乗駕等によるけがが発生する危険

性がある。 
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○ 放牧方式 

 放牧方式とは、豚を屋外（放牧場）において飼養する方法であり、次のような特

徴がある。 

・豚の行動が制約されない。 

・飼料摂取量等の個体管理を確実に行うことが難しい。 

・放牧地の石等によるけがの発生や、野犬等の野生動物による被害、細菌や寄生

虫の感染等の危険性がある。 

 

 ① 構造 

   豚房やストールは、豚が足を滑らせたり、突起物等によるけがを防止するととも

に、簡単に清掃・消毒ができ、交換が容易な材料を用いることが望ましい。 

   床は、スリップ等によるけがの発生がなく、豚にとって快適で安全なものである

必要がある。快適な床の素材は、豚の月齢等によっても異なるが、次の点を考慮し

て選択することとする。 

   ・排水が良く、床の表面が乾燥しやすいこと。 

   ・スノコのスリットの幅は、体の一部や、乳頭、爪が挟まったりけがをしない幅

や形状であること。 

   ・滑りにくい構造であること。 

   ・けがの原因となるような突起物がないこと。 

    

   また、分娩豚や泌乳中の母豚に必要な施設（分娩柵）は、次の点を考慮すること

とする。 

    ・枠場の棒又は取り付け器具に妨げられることなく、立ったり横になれること。 

    ・支障なく飼料及び水を摂取できること。 

   ・子豚の圧死を防止できること。 

   ・子豚が母豚から自由に授乳できること。 

    

 ② 飼養スペース 

   必要な飼養スペースは、飼養される豚の品種（系統）や体重、豚舎の構造、換気

の状態等によって変動するため、適切な水準について一律に言及することは難しい

が、重要なのは、管理者及び飼養者が豚をよく観察し、飼養スペースが適当である

かどうかを判断することである。スペースが過密な場合は、豚に対してストレスと

なり、病気の発生、生産性の低下等の原因となる。 

 

  (a)育成・肥育豚 

    育成・肥育豚は、群飼を行うのが一般的である。１頭当たりの必要面積は、通常、

Ａ（必要面積(㎡)）＝a（係数）×Ｗ（体重(㎏)）0.67で算出されるが、係数は、気

象条件や床の構造等により変動することから、それぞれの飼養条件に応じて、必要

な面積を確保することとする。 

    発酵床豚舎（床面にオガコ等を厚く敷いた豚舎）のようなスノコなしの床で飼養
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する場合は、全面スノコ床で飼養する場合に比べ、より広いスペースが必要となる。

また、病原菌の増殖等を防止するため、泥濘化した部分を除去すること等により、

適切に発酵床を管理する必要がある。 

 

（参考）上記算式から算出した１頭当たり必要面積（ａ＝０．０３３※） 

体 重（㎏） 必要面積（㎡）

 

    ３０ 

    ７０ 

   １１０ 

 

  ０．３２ 

  ０．５７ 

  ０．７７ 

 （※）EU で用いられている係数（伏臥時＝０．０４７と立位時＝０．０１９の平均） 

 

  (b)繁殖雌豚 

    繁殖雌豚については、単飼する場合と群飼する場合で必要な飼養スペースが異な

る。 

    繁殖雌豚を単飼する場合は、豚房（ストール）の仕切棒や取り付け器具に妨げら

れることなく、起き上がったり横になることができる広さを確保することとする。 

    ストール方式で必要な飼養スペースは、飼養される品種（系統）等によっても変

動するが、間口を６０㎝以下に狭めると、大型の妊娠豚は寝起きが不自由で、枠に

腹部を圧迫されたり、乳房を隣の豚に踏まれる等の事故が起こる恐れがあるため、

６０㎝（幅）×１８０㎝（奥行き）以上の広さを確保することが推奨される。 

    

    また、群飼方式で飼養する場合は、次の点を考慮することとする。 

   ・闘争を防止するため、同居豚の体重のバラツキを可能な限り少なくすること。 

   ・豚房内の全ての豚が同時に休息できること。 

  

    群飼方式で必要な飼養スペースを、Ａ（必要面積（㎡））＝０．０３３×Ｗ（体

重(㎏)）0.67により算出した場合、生体重２００㎏で１頭当たり１．１５㎡となるが、

群飼方式の場合は、闘争等が生じることから、より広いスペースを確保することが

必要となる。 

  

  (c)種雄豚 

 種雄豚は、闘争防止等のため原則として単飼することとし、また、体重に応じた

飼養スペースを確保することとする。 
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５ 豚舎の環境 

 ① 熱環境 

   豚にとって、暑すぎる場合は、飼料摂取量の減少、呼吸数の増加等が見られ、寒

すぎる場合は、飼料摂取量の増加、硬直、震え等の行動が見られる。このような行

動が観察される場合は、断熱材の利用や、窓の開閉、換気、通気等を行い、可能な

限り適温を維持するよう努めることとする。 

   特に、豚は汗腺がほとんど退化しているため、夏季のヒートストレス防止が重要

であり、豚舎周辺への植木の植栽や散水、クーリングパッド（水の気化熱を利用し

た暑熱対策用器具）の設置、細霧システムの導入等の対策が有用である。 

   豚にとって快適な温度域は、飼養目的によって差があるが、概ね１０～２５℃が

目安となる。ただし、豚の快適性は、温度だけでなく、湿度、風速、換気方法、床

の構造等の影響も受けるため、豚をよく観察し、快適性の維持に努めることとする。 

   また、新生子豚は、体温調節機能が未発達なため、十分な保温対策が必要であり、

子豚に対しては、保温箱、加温器、保温マット等を利用して適切に保温することと

する。  

 

 ② 換気 

   豚舎内に常に新鮮な空気を供給するとともに、舎内で発生したアンモニア、二酸

化炭素、一酸化炭素等の有毒物質やほこり、水分等を舎外に排出し、豚舎内の飼養

環境を快適な範囲に保つためには、換気を行うことが必要である。また、暑熱時に

おける換気は、豚舎内の熱の排出と換気扇の風を利用することによる体熱放散を助

ける効果もある。そのため、豚舎は、常に新鮮な空気を供給できるよう設計するこ

ととする。 

   特に、換気不良によるアンモニア等の有害物質の豚舎内での滞留は、豚の健康に

悪影響を及ぼすおそれがある。舎内のアンモニアは、豚の排せつ物から発生するも

ので、その発生量や濃度は、換気方式や排せつ物の処理状態により大きく変わる。

アンモニアは、気管（呼吸器粘膜）の生理的な異物排せつ機能を阻害し、病気に対

する抵抗性を著しく低下させる。また、健康にも悪影響を与えることから、舎内の

アンモニア濃度が２５ppm を超える場合は、換気の改善に努めることとする。 

    

 ③ 照明 

   光に関して、豚はあまり敏感でないことが知られているが、飼料及び水の摂取等

の行動を正常に行える明るさにすることとする。また、管理者及び飼養者が、豚の

状態を十分に観察できる照明を整備することとする。 

     

 ④ 騒音 

   騒音による豚への影響に関する報告は少ないが、過度な騒音は、豚が音に驚くこ

とにより生じる骨折、流産等の事故を招くおそれがある。また、豚が不安や恐怖を

感じ、休息や睡眠が正常に取れずに、ストレス状態に陥る可能性がある。そのため、

豚舎内の設備等による騒音は、可能な限り小さくするとともに、絶え間ない騒音や
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突然の騒音は避けるよう努めることとする。 

    

 

６ その他 

 ① 設備の点検・管理 

   近の豚舎は、換気や、給餌・給水、除ふん等の設備の自動化が進んでおり、こ

れらの設備の故障は豚の健康や飼養環境に悪影響を及ぼすため、適切に維持し、管

理する必要がある。換気等の設備が正常に作動しているかどうかを少なくとも１日

１回は点検することとする。 

 

 ② 緊急時の対応 

   農場における火災、浸水、飼料供給の途絶等の緊急事態に対応し、豚の健康や飼

養環境に悪影響をおよぼすことを防止するため、各農場においては、危機管理マニ

ュアル等を作成し、これについて管理者及び飼養者が習熟することが推奨される。 
また、換気や、給餌・給水等の設備が自動化された豚舎においては、停電時に備

え、自家発電機や代替システムを整備する等の対策をとる必要がある。 

- 13 -



付録Ⅰ 

 

１．繁殖雌豚の群飼システム 

エレクトリックサウフィーディングシステム（個体識別方式）： 

妊娠豚の首や耳に個体識別ができる IC チップを取り付け、コンピュータを内蔵し 
た自動給餌装置で管理するもので、個々に餌槽を設けなくても、制限給餌が可能。 

これにより繁殖雌豚を大きな群（４０～８０頭）で飼養できるとともに、給餌装 
置とシステム以外には余分な施設費がかからないが、十分な経験を積んだ管理者で 
も１５０～２００頭くらいの群管理が限界と言われる。 

 

 

 

付録Ⅱ 

 

「動物の処分方法に関する指針（平成７年７月４日総理府告示第４０号）」 

（改正 平成１２年１２月１日総理府告示第５９号） 

〔抜粋〕 

第１ 一般原則 

  管理者及び処分実施者は、動物を処分しなければならない場合にあっては、処分動

物の生理、生態、習性等を理解し、生命の尊厳性を尊重することを理念として、その

動物に苦痛を与えない方法によるよう努めるとともに、処分動物による人の生命、身

体又は財産に対する侵害及び人の生活環境の汚損を防止するよう努めること。 

 

第２ 定義 

  この指針において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによ

る。 

 （１）対象動物 この指針の対象となる動物で、動物の愛護及び管理に関する法律（昭

和４８年法律第１０５号）第２７条第２項第４項各号に掲げる動物 

 （２）処分動物 対象動物で処分されるものをいう。 

 （３）処分 処分動物を致死させることをいう。 

 （４）苦痛 痛覚刺激による痛み並びに中枢の興奮等による苦悩、恐怖、不安及びう

つの状態等の態様をいう。 

 （５）管理者 処分動物の保管及び処分を行う施設並びに処分動物を管理する者をい

う。 

 （６）処分実施者 処分動物の処分に係る者をいう。 

 

第３ 処分動物の処分方法 

  処分動物の処分方法は、化学的又は物理的方法により、できる限り処分動物に苦痛

を与えない方法を用いて該当動物を意識喪失の状態にし、心機能又は肺機能を非可逆
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的に停止させる方法によるほか、社会的に容認されている通常の方法によること。 

 

第４ 補則 

 １ 処分動物の保管に当たっては、「犬及びねこの飼養及び保管に関する基準」（昭

和５０年総理府告示第２８号）、「展示動物等の飼養及び保管に関する基準」（昭

和５１年総理府告示第７号）、「実験動物の飼養及び保管に関する基準」（昭和５

５年総理府告示第６号）及び「産業動物の飼養及び保管に関する基準」（昭和６２

年総理府告示第２２号）の趣旨に沿って適切に措置するよう努めること。 

 ２ 対象動物以外の動物を処分する場合においても、処分に当たる者は、この指針の

趣旨に沿って配慮するよう努めること。 
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