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第四章 特定の飼養管理要因と 豚の福祉

間 がなければならない。 一方，ケガを防ぐために

4.1

は，隙間は小さくて 辛味部分が多い 方が豚にとっ

4.1 .]

床，敷料，豊かさを
供給するもの
床と 敷料における 一般的ニーズ

てはよい。 豚が大きくなるにつれて

第 4 章 1 節は， 床と 教材の物理的性質，健康，

ドメタルやプラスチックスノ

コ

，エクスパン

のような滑らかの

およびこれら 材料の養豚に 対する衛生的観点に 関

ものの上では 滑るようになり 危険なので，体重の

するものであ り，豊かさを 供給することにおける

増加に伴って 床 表面は粗くする。 分娩豚房の子豚

基質としての 役割も含め ， 豚の行動にとって 必要

は プラスチックスノ コや プラスチックコートワイ

なものについて 論じている。 スペース，敷料の 栄

ヤ 一の上で飼育されているが ，ほとんどのフラッ

養 価値，環境といった 他の要因は主として 他の章

トデッキは様々な 金属 床 でできている (たとえば

で述べられている。 しかし

ワラ のような敷料に

鋳鉄) 。 傾向としてはプラスチックコートエクス

は，魅力的なにおい ，ルーティンバ (鼻で地面を

パンドメタル か プラスチックスノ コ に向かって い

掘り返す行動 ) や チューイング ( くちゃくちゃ 噛

る

。 断熱していないエクスパンドメタル

床や裸の

か行動) の素材，栄養的価値，断熱効果，巣の
材
ワイヤ一床は ，熱伝導性が 高いのが特徴であ るが，
料，といった互いに別個には 議論できない 豚には

哺乳子豚 には物理的および 温度的な不快感を 与え

魅力的ないくつかの 異なった面があ る。

る

ケガ を防ぐために 床は滑らないこと ，悪影響を

。 彼らには 平床が必要で，また横になったりは

い回ることのできる 部分も必要だからであ

る。 ワ

豚に 与えないために 休憩場所は清潔で 排水が良く

イヤーメタルの 床は，けがをする 危険があ

るので

快適であ ること，という 一般的な合意があ

禁止している 国もあ る。 少なくとも直径

ミリの

る。

供給されるべき 敷料は，乾燥しており 清潔で ，

5

撚ったワイヤ 一ならば， 子豚に足の間題 を起こさ

豚が噛んだり食べたりしても 害がないものでなけ

ないようであ る。(S血田租d ℡ tchell,1977)肥育豚

ればならない。

や妊豚は ，一般的にコンクリート 床で飼育される。

4.1 .2 床に関する技術的側面

(断熱，伝導性，

表面材質 )

ましいので， 子豚のために暖められた 部屋での 暑

豚は各種の材料でできた ス ノコ床 ，部分スノコ
床 または敷料を 入れた千床

分娩舎の授乳腺 は ，子供・とは
異なった温度 域が望
熱 ストレスを予防するために

で 飼育 さ・れている。技

る

術 的見地からは ，敷料のいらない 構造の床材料に

。 肥育豚も母豚と 同じように一生のほとんどを

コンクリート 床で過ごす。

豚は，休憩場所と 排泄/ 活動場所とを 分けたが

は， 豚肩が糞で汚れないように 十分な幅の穴や 隙

一

金属床で飼育され
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敷料で，分けられるべきであ

あ れば (すなわち，隣接豚肩の千 床部分との境界

敷料あるいは換気不良による 有毒ガスに曝される

板 が開放) 辛味部分は汚れてくる。 または社会的

豚は，尾かじりや共食いを 起こす行動異常と 同

ストレスノ 密 飼いのような 他の要因と気候要因は

様に呼吸器病になり 易い (B00n and Wray,1989,

この問題を引き 起こす。 前後が金属ノコンクリー

Fraser,1975,vanPu

トスノコ で，中央はアーチ 状になったタイル 張り

浄 機 ，人気調節機，堆肥敷料の使用は，十分にア

の平木部分のあ

ンモニアの放出を 抑制する (v簗 dmWeeg

由わ

肩 はこの行動にかなうが ， 豚 房の設計が不適切で

る

豚肩は ， 豚を清潔に保ち ，排泄

場所と休憩場所を 機能的に分ける。 DenH ㎡o9

は

る。 ピットや湿った

en,1980)。 三角スノコ， 糞 洗

豚舎内で高濃度のアンモニアガスに

ら

㎏，
1996)0

短時間曝され

(1996) は，食事や飲大用のス ノコ部分，休憩用

たものには，眼や 臭 および気道粘膜に 炎症が見ら

の暖められた 辛味部分， 糞 除去のための 三角スノ

れる。 受動的回避オペラント 条件づけ

コ部分からなる 豚房デザインについて 記述してい

40ppm

る。豚房内飼育密度が 非常に小さい

(0.56m2/頭 )

4.1 .3

(P㎡e㏄on

る

では，

濃度では飼料摂取量に 影響は

なかったが，急激に 10%Pm

時 ，豚は肥育末期には 辛味部分を排泄場所にする
傾向があ

のアンモニア

鰍泊

のアンモニアに 曝すと

豚は回避行動を 示すことが明らかにされている。

㎝ dJ 「 gensm,1991)o

40ppm のアンモニアは ，長時間暴露後に 初めて有
害になる CIon㏄ 裾砿 1996)。 敷料や飼料からの 塵

床と敷料の健康および 衛生面

新生豚 はしばしば哺乳中に 床 との接触で前足に

挨も豚の呼吸器に 悪い影響を及ぼす。 呼吸器感染

擦り傷を作る (FumT 鍵め沈 1986)oPhilIipsら (1995)

を引き起こす 多くの微生物は 豚が吸い込むホコリ

が子豚用のクッション 床を設置したところ

粒子に付着しているので ， 塵挨 レベルを下げるこ

Ⅰ

，それ

は前足皮膚の 傷の発生率と 大きさを減少させた。
穴 開き床で 3

一8

週 齢豚を飼育すると

とは，豚への 攻撃を減少させるのに 大いに貢献す

，コンクリ

る

(B ㏄n 荻 dW

田y,1989)0

ス / コの デザインで要求される 要因には，隙間

ート床で飼育する 場合より四肢覚傷の 頻度が高い

ことが分かった (AIきぼ s,19組)。

の幅，・表面の粗さ，先端の形状などがあ

衛生面の理由により ，豚の休憩場所と 糞尿とは，

㎝ dWmy,1989)

る

(Boon

。 滑らかな表面と 深 い敷料は蹄が

訳注 オ ベラント条件づけ

[英 operantconditi0ning]
個体が環境に自発的に働きかけた
反応が，反応の結果生じた環境刺激の
変化によって強ィヒ され・一定の
安定した反応
率で生起するようになる
手続き。このように個体によって
自発 (em めされた反応はオペラント (operant) とよばれ．
高等動物の行動
環境刺激に・よって
誘発 (elicめされた反応．すなわちレスポンデント什 espondent) から区別される。
る。オペラント行動の
特徴は・環境に特定
のうちレスポンデントの
占める比率は少なく，その大部分はオペラントであ

の誘発刺激の存在しないことと
，その出現頻度が
反応の結果に依存して変ィヒ することにある。 Skinner は行動を説明する
ための構成概念 (たとえば。動因．誘因。習慣強度など) を排除し。観察可能な行動の用語で記述することに
徹した。
このような研究法は
広く実験的行動分析とよばれる。
(生物学辞典・岩波書店より抜粋)
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伸び過ぎになり ，起立/ 歩様異常や坂行を 起こす

うの主要な機能は

(G 鋤er,1979;v皿 derW 刮幼り． 19%) 。 政行 は成豚廃

に対する刺激やはけ 口であ り，結果として 同居 豚

(Ba皿 e仕れ祝． 19 挺 ) 。

用の大きな原因と 考えられる

蹄がいくらか 摩耗するのは 蹄の健康にとって

に向けられるそのような 活動は減少する

ノ、

が 械

要なことであ り，摩耗が足りない蹄は，摩耗し
すぎた蹄と 同様に大きな 問題となる
N Ⅱ ss0n,1983) 。

，ルーティンバや チューイング

1991)。 尾 かじりまたは

(Fraser

ロ の習慣的行動

(すな

わち柵 かじり ) のような有害な 行動は ワラ によっ

(Webband

て 減少することが 報告されている

穴 開き床の バ 一の幅や隙間の 幅は

1985,F

表 4.1.1 に示した 26 に豚の大きさで 調整する必

(Fraser,1975,

田ser<「
fff4.1991;Sp耐 derefd.1995)0

DaiIey (l995) は母豚の習慣行動が 環境よりも

要があ る。 表は， 子豚，育成/ 肥育豚，母豚の15

「もの」に依存していることを 示唆した。

農場から得られた 推奨値を要約したものであ

給しても新しく 群 編成された育成 豚 間の闘争は減

る

(Mul比e,1989) 。

少しない (ぬ eymdFm

4.1 .4 敷料と豊かさを 供給する素材の 刺激性の

と

側面

V ㏄terga 狂d

止血， 1995)o Wood‑Gush

(1991) は，探索行動の 豚の福祉に

おける重要性を 力説した。

敷料のなじむき 出しの床で飼育されている 豚に

ワラ を供

ワラ 敷きの広々とした

豚肩で豚を飼育した 彼らの研究では ，もの珍しさ

上ヒべると，敷料 ( ヮラ) を与えられた 豚は よ り活

はまだ豚にとって 有益であ ることを示していたこ

動的で，ルーティンバや 探索行動が増加すると 報

とから，目新しいものを 与えるべきだと 結論した。

告されている (ぬ eymdFr

He 坊
Tla ㎜

皿朋 n,1995 山苗市e 乙 d.

1995)。 豚の健康・幸福における
なくとも以下の

ら

(1988)

は ワラ敷き豚房で飼育されて

いる肥育 豚に，チェーン，乾燥した
腱 ，タイヤ，

ヮラ の効果は，少

骨 (牛の上腕骨 ) のうちの一つを 与えて行動を 研

3 つの ヵ テゴリ一に分類できる

(Fras㏄， 1985) : (1) ヮラ の感触，断熱性，排水性
による床の，快適さ; (2) ワさが，チューイングや

究した。 豚は 4

ルーティンバおよび 他の行動のはけ

もの珍しさが 無くなってくると 全ての物に対する

リーエション 効果 ; 3)

つの 物 全てを使ったが

，探索頻度

と遊び行動が 最も多かったのは 骨 だった。 しかし

ロ となるレク

ワラ の消費が飼料の 量的

興味は失せた。

現

欠乏を補う飼料効果であ る。劣悪な環境では ，豚

チューイング 用にゴムホースを 与えたり， 豚 房

の口を使った 行為は豚 房 設備や他の豚に 向けられ

内で人と接触させると ，豚はあまり興奮しなくな

るようになる (MⅨ㎞lon

った (Gr簗 din,1989)o Apple

表 4.l .@

乙砿

1989)。

それゆえ， ワ

を

隙

は

幅 ㎞旬

育成肥育・ 母 豚
75 一 150

9。 5 一 22

120 5 一 25

1 頭当たりのスペースが 小さい 豚 虎の

ったと結論付けた。 様々なおもちゃ

(Mu Ⅱ 捺 ， 1989 を改変)

子 豚

調査し

豚は広い 豚虎の 豚 よりも遊びにかける 時間が長か

ス ノコ幅と隙間幅の推奨値

50 一 120

Craig (1992) は育

成 豚 のおもちやの 好みに対する 豚房サイズの影響

l5 農場から得られたコンクリート
床の

スノコ幅 ㎞㎡

と

(編みナイロ

ンロープ，ゴムホース ， 真 ちゆう製チェーン ， 砂

80 一 200

時計型犬用おもちゃ ) の中で， 柔らかく曲がりや

17 一 30

すいゴム製の 犬用おもちゃが ，

19
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れた豚を豊かにするものとして 良いことが示され

ている。 スノコ部分に対して

た。 一般的に壊れやすい 材料は， 若い豚の注意を

いタイプの床も 好まれる。 子豚が好む床と 蹄の健

㎡s

より引き付ける。 Gr 卸 d 面と Cu

(19%)

は， 若

手末部分の上ヒ率が高

康との間には ，必ずしも正の 相関関係はなかった。

い豚は固いものより 布切れを 陵 じりたがること ，

手肱は，比較的穴の部分が大きいプラスチックス

Feddesと Fraser (1993) は先端がほつれたコード

ノ

は，より多くチューイング 行動に駆り立てること

むことが多いが ，コンクリート 床は長期的には 脚

を示した。 Geskel

や爪の間 題 が生じるのに 対して，前者では 爪の健

と

Broom は ， 皮がついた壊せる

コや コートワイヤーよりもコンクリート

床を好

木材では，皮のない 木材ブロックよりもチューイ

康問題は少ない。 動機付けの調査は 豚の好みやそ

ング行動が多く ，かつ，ゆっくり
行なうことを 示

の強さに関して 良いデータを 提供するが，豚は

した。単純な豚舎における 制限給餌後の 遊び道具

身にとって悪いことを 選択することもあ るので，

としての ワラ の役割は肋 rellと℡皿血 (1991) によ

十分注意して 解釈しなければならない

って述べられている。

1996)。 スペースと床の 好みの関連を 調査した実験

早期の経験と 好みの試験

4.] .5

自

(Br00m,

では，スペースの 大きさそれ自他よりも 床の材質

㏄houten(1986) は，一連の実験で 豚における早
期の経験が後の 行動に及ぼす 影響を調査し

飼料

に対する好みが

上ヒ較

約言 い ことを示しており

，こ

の事は床材の 物理的および 温度的快適性がより 重

佃Ⅸ㎝ dSchuster,

摂取や飲水や 哺乳のような 生命にかかわる 行動は

要であることを示唆している㎝

飼養環境による 強い影響を受けないことを 明らか

1986)。 どのような床材や 敷料を選ぶかは ，豚舎

にした。 そして飼養環境による 大きな差は，探索

環境のの温度条件によって 左右される。 豚は暑い

行動および母豚や 同腹 子 豚を マッサージしたりか

夏の間は ， 湿った冷たいものの 上で横になりたが

じったりする 行為に現れると 述べている。 環境の

る。深 い寝 ワラ豚舎 (発酵豚舎含む ) では，体を

良さ (すなわち敷料供給 ) が探索行動を 増加させ

冷 やせる場所に 出入りできないと ，夏場は問題が

るのは一時的にだけであ り，環境が悪化すると 探

起こることがあ る。 それゆえ， ヮラ の効用は ，夏

素行動は減少するが ，その程度は低い。DeJonge

場は休憩場所の 快適性を良くするということでは

ら

なく，レクリエーション 的価値が大きい (Fraser,

(1996) は， 繋がれた母豚で 見られる習慣的活

動の量は飼養環境に 左右されることを 示した。 悪

1985)0

い環境で飼育されている 豚では，良い環境で飼育

新型の豚舎構造 (通常，開放または 断熱されて

されている 豚と上ヒ駁して，飼料給与 量 とは関係な

いない豚舎 ) は，豚が温度環境や 機能環境を選び

く習慣的活動の 増加が見られた。 ここ 10 年で，豚

易くなっている。 これらの豚舎は 通常，普通の豚

舎環境のあ る特色に対する 豚の動機付けの 側面を
評価する新しい 方法が発達してきている。

胎Ⅸと

舎 臼ュ ルチンゲル方式ワラ 床 (肚 ey ㎝ dBruce,

1993) ; 前 あ き方式小屋付戸覚方式等 ) に比較し

㏄hus 捷 (1986) の多数の選択実験によって ， 子豚

てより大きな 豚群で使用される。 敷料の刺激性の

はむき出しのエクスパンデッドメタル

重要度は，オペラント 条件付け法で 最近研究され

n

「

や ワイヤ 床

よりも断熱された 床材を好むことが 明らかにされ
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集約的に飼育された
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この方法では ，ある種の要因に 対する欲求の 相対

9. 豚は物理的，温度的快適性をもたらす

的な強さを計測できるが ，それには，豚が
刺激 (た

や敷料床を好む。 暑い時期には ，敷料での断熱や

とえばワラ ) に近づくためにはボタンや 板を押す

物理的快適性よりも ，床によって冷やされること

という "仕事 " をしなければならない ，という方

が豚には重要であ る。 そのため深い 寝ワラ豚舎や

法をとる。 母豚の巣作り 行動という意味では ，分

発酵豚舎では ，高温時に温度調節上の 問題が生じ

娩に先立つルーティンバ 行動や足でひっかく 行動

ることがあ

の 強さは，外部からの

10 ・敷料床は快適性に 影響を与えるだけでなく

美作り刺激と 関係無いよう

に思われる (Hutson,1992)oJensen (l993) は美作

断熱床

る。

調査行動や操作行動をもたらす。

そして， ヮラ の

行動の引き金となったり 制御したりする 外き辣

場合には繊維飼料となり ，豚に餌探し行動を取ら

激の役割について 研究した。 彼らの観察は ， 巣の

せる。 衛生レベルの 高い ワさ だけを使用すべきで

材料を集めたり 並べたりするのは 外部からの刺激

あ る。

に左右されるが ， 巣 場所の準備 (初期段階であ

11.

り

Ⅱ

る

ルーティンバに

，

適した土の床や ，操作や探索

鼻のすりつけ ，ルーティンバ ，足でひっかくこと )

行動用の対象物や 材料は， 何もない豚舎で

は 内因的要因が 引き金になるという 結論を支持す

境豊かさを与える。 皮のついた木材や 太いロープ

るものであ った。

など変形できるものは 特に豚を引き 付ける。

しか

電気母豚給餌システムで 飼養されている 来経産

し人工的なものを 与えた場合，それをもてあ

そぶ

B家群にワラ を供給しても ，後肢のケガ を減らす 効

興味は目新しさが 薄れると無くなってくる。

果 はなかったという (KIause め切・ 1997,

12. 勧告 : 豚が快適な状態を 選択できる よう にす

4.1 .6

市preSS)。

結 論

べきであ

る。 適温にコントロールされた

豚に 環

豚舎を除

7. 人工的な床の 影響を被っている 豚に必要なこ

いて，豚が適切な 温度環境を選択できるようにす

とは，休憩時に 快適であ り，ケガを避け ，発病

べきであ

り

る。

スク が最小で ， 急な温度変化に 適切な調整ができ

13. 勧告 : 全ての豚は物理的および 温度的に快適

ることであ

で ，怪我をしないような 寝 場所を提供されるべき

コ

る。 床が平床ではなく，

穴 開きや ス /

の場合は，糞尿との 接触が減ることで ，衛生皮

であ る。 ルーティンバに 適した敷料や

地面のよう

は向上する。 蹄が傷つくリスクは 穴 開き床より平

な，探索やもてあ そび行動用の 材料を，不必要な

床 のほうが低い。 穴 開き床やス ノコ床では蹄を 引

場合以外は，可能な 時はいつでも

っ

掛けることがあ り，

ス / コ の間の平 床 部分が狭

豚に供給するべ

きであ る。

すぎると同じように 脚を保護できない。
8. 勧告 : ス ノコ，隙間および 穴のサイズは ， 引
っ

かかったり，起立や歩行時に不快であ

社会構成と混合

家畜豚は野生イノシシが 起源なので，他の特徴

ったり，

および ケガ したりする危険性が 最小となる よう に，

の 申でも，同じ社会構成が全般的に 見て受け継が

その床で飼育される 豚の蹄の大きさに 合わせて作

れている。 本報告書の始めで 示した よう に，社会

り

，維持するべきであ る。

的な群は母系群を 反映しており ，群は 1 頭の母豚

一
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田れsock 皿 dG 田v ㏄ 1976),

とその子供からなり ，最終的には母豚とその子供

Fmserl975,

であ る 若雌で形成される (Fra㎡ 血 197% 。 この組

子豚や体重が 重い子豚は 一般的に乳が 良く出る双

織は， 雄が群に近づく 母豚の次の発情期まで 安定

方の乳頭で哺乳 し 後方の乳頭は 最後に生まれた

している。 群の平均頭数は 母豚 2

子豚やより弱 い手肱 に残されることになる。 しか

一6

頭であ る

誕生が早い

(Graveslg双)。 家畜化された 豚は社会的階級を 発

し前方の乳頭がよく 乳を出すのは ，生まれつきそ

達させるのに 有効で必要な 行動を備えているが

れだけの能力があ るからなのか ，元気の良い子 豚

，

それは明らかに 比較的小さな 群を目的としている

が活発な刺激を 与えるためなのかは 定かでかい

ので，大きな群や密飼いで豚舎飼育を 強制される

(Fraserl973)。 乳頭順位は，体重と 強さに基づい

と安定的な社会的階級を 維持することが 困難とな

て 同腹 子豚の分別するのを 維持するための 出発点

る。 例外は離乳時期，放し 飼いで同腹 子 豚が集ま

であ る 26 に思われる。 Fraserと M0rleyJones

っている時や 子 豚群がさらに大きな 群を形成する

は975) は，生時体重の違 いは 3 週 齢 まで残ると

時などであ

る

Uensen皿 dRe

記録した。

北 o1987,Pe 姪 rsen 裾d.

知らない同士の 離乳子 豚を初めて混合すると ，

1989) 。
4.2.]

社会的優位 牲

優位序列を形成するために 幼時間以上儀式化した
けんかをする。 Hee Ⅲ簗)p と共同研究者 (1995)

豚では特殊な形の 優位序列は， 子豚が独立する

の

よりずっと前のきわめて 早期に形成される。 実

計算では，若い豚のけんかは ，要求エネルギーを

(哺乳J@l
位

1.3% 増加させるだけであ り，その影響は 小さいと

際，多かれ少なかれ安定した乳頭順位

頁

とも呼ぶ ) は ，分娩当日に同腹子 豚 間で生じる。

した。約 8 週 齢での混合後，社会的序列の 形成に

McBride (1963) は， 成豚でみられる優位序列と

関連する活動の 増加によって ，無産生が57% 増加

は関係ないと 述べているが ，群のメンバ一の順位

する。 しかしその増加は ，長期間は影響しない。

確立に費やすエネルギーコストはそれを

闘争行動は野生イノシシで 見られるものとよく 似

よ

維持する

り大きいように 思われる。 したがって 子 豚の哺

ており (艶血ebel

㎝ dGhswold1983,Ba
Ⅱeは e1986),

乳順位と成豚の 優位序列は同じ 現象ではないが ，

頭を打ちつける ，突く，体側を
押す，さらには噛

前者は後者の 基礎になると 仮定することは 理にか

むなどがあ る。 皮膚は傷つきやすいが ，ひどく噛

なっている (縫h ㏄letoA.19777)。 子 豚は生まれると

むのはまれであ る (F 囲serl974,J㎝s㎝ 1980 ， Ru 由en

すぐ各々自分で 自分の乳頭を 決めるが，それは 離

㎝ dP ㎡ 0r1987)。

軋 まで多かれ少なかれ 自分が独占的に 使い続ける

年齢は， 2 頭が出会った 時にけんかになる 確率の

ことになる。 一旦乳頭を独占すると ，通常子豚は

指標とはならないが ，闘争の量や長さとは関連す

同腹 子豚からそれを 守り ，宇し腱
ll位 が確立される。

る

乳頭順位は分娩後 48 時間以内に形成され ，授乳期

変化が頻繁に 起こり得るが ，数日はかなり 安定し

間中安定して 存続する (Ewb 頒k 1976)。

ており け㎝ 田はen ㎝ dv 簗な Rur 綬val1970), どち

頁

生時体重や誕生順位と

乳頭位置の間には 負の

相関があ ることは繰り 返し確認されており
Ⅲ lAboutS㎞ e No. @9

2㏄ 1

(Jensenl994)。 序列は，特に中位ではランクの

らかというと 直線的であ

(e.g

一

これは離乳前の 子 豚でも起こる。

簗 dGrav
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事実は， 群 編成後も程度は 小さいながらも 長期に
わたってけんかが 続くことを示している

を

(㏄ e皿 ely

巡って争っているときのほうがより

好戦的とな

る多くの事例や ， 他の豚との相互関係において

母

。 非常に大きな 豚群 ではあ る

豚が示す行動様式は ， 豚房中の餌の有無により 異

種の社会組織を 形成することができるように 思わ

なることを記録している。 餌を巡るけんかが 最も

れるが， どれくらいの 頭数が上限かは 知られてい

多いのは給餌後 30 分以内であ り，その後 豚房から

ない。

餌がなくなるにつれて 減少する。 このとき，ラン

皿 dW

㏄d‑Gush1986)

しかし大きな 群ではけんかが 低レベルながら

クの 高い母豚は他の 母豚に食べられないように

も

継続するので ， 25 頭以上の群編成は 好まれない

床に積まれた 餌の中心に残る (㏄ emely

と

Ewba 血

(1976) は報告している。 対照的に 25 頭

皿 dW

，

㏄d.

Gushlgg0a) 。 採食に費やす 時間は上位の 母豚も下

未満の豚 群 では順位付けが 容易になされ ，闘争は

位の母豚も全体としては 同じぐらいであ るが，上

時折起こるだけであ

位母豚は採食を 中断する回数が 下位母豚よりも 多

る。25 頭という数字が

厳格な

分岐点とは考えられないが ，比較白9 小さな群で生

く，下位母豚は 上位母豚の攻撃のせいで 食べられ

きる よう に進化して来た ， 豚が自然と作る 群の状

ない時間が長い。 さらに床に給餌する 豚房で飼育

態 に一致している よう に思われ，大きな 群では全

されている下位母豚の 体重増は悪いが ，不断給餌

ての個体やその 序列を識別し 記， 意する能力が発達

の豚肩 ではこのようなことは 見られないと Bro ㎝ ds

しなかったことだろう。

と

序列はけんかを 通じて確立される。 けんかは普

Edw

打ds(1994) は記録している。

屋外飼育の上

位母豚は，到達体重が大きく採食時間も 長い。

し

通短い (数秒) が，断続的に数分間続くこともあ

かしより広いスペースが 与えられると ，採食中

る。 しかし Jensenは982) およびJensen

のけんかは少なくなり ，下位母豚も 豚舎内飼育 豚

Gush

㎝ dWo0d‑

(l9組 ) は， 放し飼いの母豚だけでなく 豚舎

と

㎡

同様不利にならない㎝ 俺 n 皿 dEdw

打dsl994)0

で群飢されている母豚は ，支配例l 立と一緒に機

放し飼いの母豚では ，採食場所を制限すると餌の

能する社会的順位を 作らないようにしているとい

争いが増加し

うことを確認している。 豚 同士が肉体的に 接触す

とになる (Si雛oret

るような行動によって ，社会的序列のほとんどが

豚は採食時間が 短くなり，体重の伸びは上位母豚

形成されることは ，時間の経過とともにこのよう

より明らかに 劣っていた。 採食の差はコンピュー

な行動の頻度が 低下して行くことに 示されている

タ制御給餌でも 見られる (H ℡ ter ど砿 1988,T ㎝nda

(Mcm0nel986,Bla玉shawefd.1987,

が

頁

ィ

㏄ emely

簗d

下位母豚は餌から 遠ざけられるこ
め砿

1995)。 その結果，下位母

沈 i993)。 事実，給餌器へ行く順序は， 群 内の社

Wo0d‑Gushlgg0b)。 群飼母豚の社会的順位は 採食

会順位を反映しており ，上位母豚は餌を食べない

行動に影響を 及ぼすことが 明らかにされている。

のに給餌 器へ繰り返し行くことにより 下位母豚を

事実，不断給餌でないときには ，食料の獲得は競

給餌器から遠ざけることができるので

争となり，当然のことながらランクの 低い母豚は

の採食時間が制限される。 しかし Melsen

不利な結果となる。 このような意味で

は，34k9 の豚を 1.06m2/
頭の飼養密度になるよう

と

，㏄
emeIy

Wood‑Gush (1986) は，餌が無いときよりも 餌

，下位母豚
ら

(1995)

に， 1 豚房あ たり，5, 10, 15, 20 頭 V灰容 して争い
り
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の 回数を観察したところ ，同居豚を給餌器から 遠

したがって・ 移動や群編成はできるだけ 避けた方

ざけようとする 回数の平均値は ，

が良い。 E 廷 el ら (1995,1996) は， 生まれてから 出

1

群の頭数とは

関係が無いことを 明らかにした。 妊娠期 に形成さ

荷まで同じ 豚肩で，かつできるかぎり 最適の条件

れた社会順位により ， 群飼 母豚の母性行動は 異な

で飼育することにより ，ストレスのない ，あるい

ってくる (㏄emelyandMcosialg91) 。 すなわち，

は最小にできる「 無 特定ストレス 豚舎」を開発し

妊娠期間中上位であ った母豚は，分娩前別時間は

た。 そして同腹 子 豚群を維持することは ，育成豚

下位の母豚より 活動的であ るが，分娩後はそうで

の健康や福祉および 生産性を改善することを 見出

はない。 一方下位母豚は ，上位母豚より 頻繁に画

した。

一的かつ (または ) 回帰的な行動パターンを 示し
また分娩後早い

う

肥育豚混合時の拮抗行動の 量は，本報告書の 後
で述べられる 過密や有効スペース ，および給餌方

ちから休憩を 取る回数が少な

い。 さらに，上位母豚は 授乳の早期に 哺育の邪魔

法によって影響を 受ける。 不断給餌の豚は 混合前

を下位母豚より 頻繁にする。

24 時間断食された 豚 より闘争が少なく (KeIleyが

4.2.2

砿 1980), 敷料にワラを使うことは 断食豚同士の闘

群編成時の拮抗的行動

豚は ，離乳時から 家族関係ではない 個体と繰り

争を抑える効果が 有意にあ ったが，不断給餌 豚で
(血 ey ㎝ dF

血Ⅲ 血 1995) 。 個々

返し混合される 0 通常体重が同じくらいになるよ

は効果が無かった

うにするので

の豚は ， 置かれた環境の 物理的特性だけでなく

日

齢も同じようになるが ，同腹かど

うかは関係ない。 混合されるとすぐに ，お互いの

それぞれの個性のようなものによってあ

相対的な力関係を 決めて社会順位構造を 作るべ

定められているように

く，けんかを 始める。 混合する慣習は ，飼料摂取

性格を持っていると 指摘されている

時に毎回けんかすることによる 悪影響を減少させ

艶abr ㏄k1993,G

るために始まったものであ るが，Sheはモら (1974)

に先立つ隔離の

は，混合した 豚は混合しなかった 豚 より成長が悪

ど無影響であ る (M ㏄re 裾砿 1993)0

，

らかじめ

考えられる特有の 攻撃的

(M0untand

悠面 g 簗 dS 抽血№ 1996) 。 群 編成

経験は， 群 飼 は比較するとほとん

いと報告している。 一方，体重の異なる離乳豚を

最後に，豚が出す化学的な 信号 ( フェロモン )

混ぜた群は，同じ 体重に揃えた 群 よりも離乳後最

は，同居豚の 攻撃を低減できることを 指摘してお

初の 5 日間は体重増が 悪かったという 報告があ

かなければならない。 嗅覚は，拮抗的な 相互作用

る

(Fr㎝ cis乙砿 1996)。 対照的に，体重を 揃えた群で

に関与する感覚システムのなかで

は，下位の豚が身を隠せるような 構造を与えたと

が，最も重要であ

きですら，外傷の 発生率が高かったという。 また

すると見知らぬ 豚の間のけんかを 減少させるが ，

社会的順位は ，見慣れない豚を混合したときだけ

嗅球切除により 毎 嗅覚とするとはるかに

効果的

でなく，群のM を入れ替えたときでも 乱される

であ った (Ewba 曲 gtoA,1974,MeeseandBald

㎡n

ので，餌を食べるよりもけんかにエネルギーを

消

1975 几 肉を悪くする 原因となる 2 つのアンドロ

費する時間が 多くなり，体重の伸びは悪影響を 受

ジェンが 雄 豚から分離されている。 一つは脂肪中

けた (D 簗榛 r1970 ， Peth ㎡ ckmdBlackshawl987)

に

AllAboutSwine No. l9
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㎝ 擁 r1980)

つは唾液中に (3ター hy 血oxy‑5‑an血ost‑l6‑ene) 見

andD

出されているが ，どちらも去勢豚ではまったく 作

養豚家が，ワラ 敷き豚肩 で給餌時間に 一緒にする

られない (Pa仕 ferson1968a,b,M
博lonegfoA.1986)0

か，暗闇ではなく 弱い照明下で 混合する方法は ，

闘争を調整する 他のフェロモンが 尿と 血漿中で見

けんかやエネルギ 一の無駄遣いを 減らすのに役立

つかっている (M ぬ loneetal.1987)。 事実，それら

つと言っている。 しかし拮抗的な 相互作用は成 豚

の尿や唾液 3 血を思春期双の 去勢豚や雌豚 の 耳，

でさえも避けられないように 思われる。 事実，拮

前頭部，あ ご， 胸 ，肛門などにブラシで 付けると，

抗的な行動は 個別にスト一ル 飼いされた母豚でも

その液が好戦的な 豚のものだと 攻撃は減少するが ，

見られ (D0 旺 1986), 群飢 されている育成体の 豚房

去勢された豚のものだと 減少しない。 対照的に，

にワラ 敷料を入れてやることは

去勢されていない 雄豚で，好戦自りな
豚と 好戦的で

ティンバ や チューイングといった

ない豚からとった 尿は，試験豚の攻撃行動に同じ

させる効果はあ っても，けんかにはほとんど 効果

作用をもたらした。

はない (F 田ser 裾砿 19g1L 。 逆にいうと，食べ 物と，

4.2.3

攻撃の低減

を確認するものであ

る。 多くの

，同居豚へのルー
他の行動を減少

一日のうちいつ 一緒にするかということが

攻撃は悪影響を 及ぼすので，伴編成時の 闘争を

， 成豚

を群飼 したときの闘争 量 に影響を与える (Bame ㏄

1994,1996) 。 対照的に暗い 光の光度は，混合

減らすための 試みがいくっ かなされている。 乳頭

裾沈

順位が決定した 哺乳豚でも好戦的行動が 見られる

された豚のけんかの 頻度やケガ の程度また一般的

が， Fraser l975) の観察では，顔面の 傷は歯を切

な活動を減らすことはない

っていない同腹 子 豚群に限られていた。 犬歯や側

方向に放出される単位立体角当た
注 : 光度とは，特定の

切歯の除去は ケガ を大幅に減少させるが ，歯を切

りの光束のことで，燭光，放射強度ともりぅ) Ba

っている 群 とそうでない 群で，手肱間 のけんかの

ら

頻度や成長率に 有意な差は認められていない。 離

に朝混合するか，午後混合するか ，不断給餌か 制

乳は多くの闘争が 起こるもう一つの 原因であ る。

限給餌か ，郡編成は日没直後か 日中か， 等混合時

ヮラ敷料を用意したり ，隠れられるよ

う

(C㎞ stison1996) 。

(訳

血e仕

(1994,1996) は，あらかじめ餌を 用意した 豚房

の条件をさまざまに 変えてみた。 その結果，制限

に防壁を

作ったりしても ，新たに離乳した 子 勝間のけんか

給餌ではなく 不断給餌にすることと ，日没後に群

の頻度や激しさを 減少させるのには 役立たなかっ

編成することが 拮抗的な相互作用を 大幅に減少さ

㎝㎝dBrooml993,0

たという (W 打

せることを見出した。

は ㎝ 裾沈 1995)0

これは豚が日没後の 夜間

対照的に，環境を 良くすることは 闘争を抑制する

にはぐらに落ち 着く習性を維持しているためで

大きな要因であ るように思われる。 豚肩 にタイヤ

あ る。

や チェーンを与えられた 離乳膝では闘争の頻度が

群 編成時にけんかを 減少させるため 鎮静剤を使

減少した (舘haefere卸 .1990.S㎞ onsenlg90， Petersen

用することは ，永年支持されており (D 簗比erl974),

1995) という。 このことは， 群飢 された豚の間で

養豚では一般的に 実施されている。 よく使われる

起こるけんかのうちかなりの 部分は，環境からの

ものはアン ペロザイド とアザ ペロンで，まったく

刺激が少ないことによるとする 以前の観察 (A
皿one

同じような効果があ

25

一

る

(㏄ nyou

裾砿

1988)。

これ
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はけんかを減少させるのに 効果的であ るが，作

あ れ被害側であ れ，攻撃的行動に

よ

るホルモン放

用時間に制限があ り，薬の効果が無くなる頃 には，

出量の違 いは ，肉の品質を 評価するのに 考慮しな

社会的順位を 作るための拮抗的相互作用の 頻度が

ければならない。 事実， 雄豚および去勢豚の 枝肉

増加するのを 防止できなくなる (Pascoe1986,㏄er.

分析を輸送あ るいは係留中のけんかの 有無で比較

melyandWood.Gush

すると，より 大きなダメージがあ る枝肉はダメー

lgg0b, TanandShacklet0n

1990)。 作用時間以後の 処置豚の行動は 無処置豚
と

変わらない。 30kg 豚の混合時に

ジが小さいか 全くない枝肉 よ り， と殺時に採取し
た血液中のコルチゾル ，ブドゥ糖 および乳酸塩の

，アンペロザイ

ドはアザペロンよりけんかやけがの 回数を減らす

。
濃度が高かった (W ㎞㏄ 簗 dBrownl1985)

のにより効果的であ るが，一時的であ ることには

肉の分析では ，円転筋や半膜様筋の pHp がけんか

かわりない。 Blackshaw (1981) は，薬剤は離乳腺

による傷が最も 大きい枝肉で 高かった。

の群 編成時にも同様の

4.2.5

効果を示すが 発育には何の

さらに

結 論

影響を及ぼさないと 述べている。

14. 雄豚 と分娩間近の 母豚は別にして 豚は社会的

4.2.4

な動物であ る。

生理学的重要性

15. 勧告 : 種雄豚と 分娩時の母豚を 除いて，豚は

闘争行動と個々の 豚の生理学的状態との 間には，
明らかに関連があ

る。 たとえば，拘束された

豚や

隔離して飼育されるべきではない。

働告 N0.64参

群飢 された豚が拮抗的相互作用関係にあ る時にし

Bg]

ばしば受けるような 逃れられないストレスに 長期

16. 大きな群 (育成肥育豚や 母豚で 15

間さらされると ，コルチコステロイドや 副腎皮質

上 ) で飼育される 豚の福祉の重要性はよく 理解さ

刺激ホルモン (ACTH) が増加しさらに

れていない。 適切な個 村会査は福祉にとって 重要

(あ る

ぃ

(Am0ne

であ るが大きな群では 難しい。

皿 e比例り． 1985,

17. 勧告 : 豚を大きな群で 飼育するとき ，個体検

㎝ dD ㎝ 擁 r1980 ， Ba

1987, 肪 de ㎡g1987)。 対照的に， Ped ㏄sen

ら

頭以

ィ

は) その放出リズムに 変調を来すことが 知られて
久しい

一 20

(1993)

査が実施できる 十分な方策を 講じなければならな

は，離乳後に群飢 された個々の 母豚が受けた 攻撃

レト

の総量と ; コルチゾル，エストラジオールあ

18. 一般に豚を混合するのは

福ネ

とにとってよくな

はプロラクチン 濃度の間には 何の関連性も 見出せ

い。 混合が福祉に 及ぼす影響は ，

豚が若ければ 若

なかったという。 代わりに Mendo@

いほど軽い。

るい

け992) は，

初産妊豚 における攻撃および 拮抗的相互関係に 体

19. 混合直後のけんかは 体重の揃った 群の方が多

わった総量と 唾液中のコルチゾル 濃度との関係を

いが，それでも 体重を揃えることにより ，競争，特

調査した。

に食べ物をめぐる 競争による望ましくない 結果を

その結果，「上首尾」と定義付けられた 母豚，す

最小にできる。 また混合するとき ，他の豚から 間

なわち攻撃スコアが 高く，拮抗的相互作用によく

をおいたり隠れたりできるとよりよい 福祉となる。

係 わる母豚は，「不出来」に比べてコルチゾル 濃度

20 ．勧告: 可能なら，互いに 知らない 豚 どうしを

が高く，産子の生時体重も大きかった。 加害側で

混合することは 避けるべきであ

AllAboutSwine No.19

2㏄ @
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し混合しな
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集約的に飼育された
豚の福祉

ければならないときは ，できるだけ若いうちに，

度の拮抗的相互関係を 起こす。

望むべくは離乳前に 行なうべきであ

22. 混合時に鎮静剤を 投与された豚は ， 無 処置豚

21.

る。

アザ ペロンやアン ペロザイドのような 鎮静剤

の使用は，混合直後のけんかやストレスを

と

発育速度や発育成績は 全体としては 変わらない。

23. 勧告 : 混合を容易にするために 鎮静剤を使用

抑える

のに役立つ。 しかし，その 効果は最大でも 数時間

するのは例外的な 状況に限るべきで ，

であ り，効果が切れるとしばしば 無処置豚と 同種

としてはならない。

古女帝夫夫夫夫

メキシコ・ハリスコ
州の母豚400 頭規模の養豚場にて
品種はシーゲJレス (SEGHERS)
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[編集後記参照
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日常の処置

