
第 7章：将来の研究

　以下のリストは将来の研究に必要なトピックで

ある。より一層の知識が必要とされる。リストは

研究に関して重要な順になっておらず，整理され

てはいない。このリストにある一部の特殊な課題

は，現時点の評価として難しいかもしれないが将

来の仕事（研究）として有用であることを示して

いる。

１．将来の研究は，生産システムの変更に伴い，

豚の健康および衛生管理の改善と同様に，豚の習

性等の生物学的要求性を満たすものでなければな

らない。

２．動物福祉と異常な行動の関連性，とりわけ，

うつ状態における脳科学の重要性。

３．扱いが容易であり，感染の早期診断を目的と

する感度の高くて特異的な実験室内試験の開発。

これは風土病を含む疾病の予防が中心である。

４．最も流行性の高い（風土病的な）疾病に対す

るリスクファクタ－の研究。次の問題は部分的に

考えられている：

　－肥育豚の呼吸器病

　－繁殖母豚の脚／運動器の問題

　－MMA，死産，出産時の虚弱／未熟子豚のよ

うな周産期障害

　－栄養障害

　－尾かじりと耳かじりのような異常な行動

５．健康管理および疾病予防に寄与する疫学手法

の更なる開発

６．動物福祉における成長促進因子の因果関係の

評価

７．飼料中の抗菌物質および薬剤耐性

８．子豚の早期離乳（21日齢前）についての動物

福祉との関係。そのような評価においては，早期

離乳の動物福祉について複数サイトの飼育と子豚

を新しいサイトへ移動する影響とを区別して考え

ることが重要である。研究は belly-nosingのよう

な子豚の母豚誘導による行動的サインを考えるべ

きである。

９．高い収容密度の影響

１０．連続的な大騒音の影響

１１．明るさと照明時間

１２．（過剰な多産に関連した）大きなリッターを保

育する際の動物福祉。

１３．疼痛および炎症の生理学的測定

１４．慢性ストレスの指標

１５．断尾がもたらす慢性疼痛の程度の決定

１６．去勢に関連した子豚の鎮静／麻酔の実用的実

施方法の改善

１７．遺伝的改良に伴う発現形質の生理学的影響

１８．個別飼育された種豚の（飼育）スペ－ス要求

度の決定

１９．ボディコンデションのような繁殖母豚の動物

福祉
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２０．サルモネラ感染に対する床敷きわらのタイプ

と出荷豚でのサルモネラの生存性

２１．混合飼育に関連する闘争等の問題点と妊娠豚

に対する群飼育の将来の発展

２２．分娩－哺乳母豚の福祉に対する妊娠期間中の

飼育のタイプによる影響。

２３．隣接した妊娠豚の福祉に対するストールのデ

ザインと床の影響

２４．分離後の他の母豚による母豚の認識，闘争と

の関連および豚の混ぜ合わせの研究。

２５．分娩用の枠内での急性分娩前ストレスを改善

する操作。

２６．子豚の生存を危うくすることなく母豚にゆと

りをあたえる飼育システムの発展。

２７．母豚生命の動物福祉的重要性は保育期間の全

体または部分で制限される。

２８．かさとエネルギーを考慮した飼料と母豚の空

腹の研究。

２９．豚の福祉を改良する新しい飼料の開発。

３０．離乳から出荷の飼育期間における異なる飼育

密度と豚の福祉に対する影響

３１．育成豚および肥育豚におけるわらを使わない

システムでの尾および耳かじり予防の研究

３２．育成豚および肥育豚の異なる群サイズおよび

群構成の影響

３３．豚の福祉において全く改善がないか，または

少しの改善しかない場合の豚肉に対する消費者の

態度および行動。

第 8章 結論および推奨

　本章は動物福祉の主要な内容および前章までの

結論をまとめ，科学的論評を基礎として推奨事項

として述べる。各々の推奨は（推奨を）導くよう

にまとめられた科学的根拠内容を示した。

豚の飼養管理の一般的な動物福祉

１．豚は（豚の）福祉が保護されるべき我々の果

たすべきものがある。そのような保護されるべき

内容として，十分な栄養を得ていること，ある種

特異的な行動を演じること，ケガ，疾病および寄

生虫病のない筋肉，骨および関節の未発達を避け

るための十分な運動ができることおよび種々の移

動および姿勢に適応できること等の社会的環境下

で通常生活できることを含んでいる。

２．推奨：豚飼養の動物福祉に責任ある人は豚の

健康を含む適切な飼育施設，飼養管理，ワクチ

ネーション，予防医学および獣医学的なアドバイ

スと治療の利用を続けるべきである。飼養管理者

は，豚の毎日のボディコンデション，運動および

姿勢，皮膚，眼，耳，脚および尾の状態など病気

の徴候をチェックしなければならない。

３．豚の福祉は作業テスト，嫌悪テスト，動機付

けおよび異常行動の測定，生理学的測定，健康測

定および作業測定のような行動学的測定を含む多

様な方法の組み合わせによって評価される。

４．福祉についての結論は正しく体重を測るよう

な利用可能な証拠をいつも基礎とするべきで，そ

して例えば実験条件の中の好物または他の試行，

あるいは伝染病の調査には依存するべきではな

い。改良された試行についての推奨が出された時，

ただひとつのあるいは少しの要素が様々であるよ

うな実験的な研究の関連性は注意深く考えなけれ

ばならない。実際に運営されている農場において，

そのような単一の変化の影響は他の要素によって

誇張されるか償われ，また農場従事者の要素は特

有のシステムの効果的な作用の中の中心である。
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それゆえ，明瞭な推奨が発せられる前に農場の調

査が行われることが普通好まれる。

５．自由条件下で飼われると，豚は小さなグルー

プ社会の中で生活し，様々な日内リズムを示し，

探索的な行動が強く発達してくる。出生時に母豚

は社会的に分離されて子を産み，分娩前に巣を作

る。離乳は段階的であり，およそ 13－ 17週間経

過した後でのみ満了し，子豚はほとんど明らかで

ない闘争を伴いながら徐々に群れのなかに統合さ

れて行く。選抜が豚の生物学の多くの局面を改良

している。

６．商業的飼養法には様々な生産システムがあ

る。養豚場は売られた豚（肥育／最終／育成農場）

からと畜される豚まで，子豚の生産において専門

化し（繁殖農場または肥育農場），同じ単位の中で

両方の機能（一貫農場）がある。各々の農場タイ

プは，国家の法律，地域の状況および経済的な循

環に対して異なる。

飼育と管理における特殊な要因

７．人工的な床によって受けるメリットは特に，

横たわったり，外傷を避ける時の助けとなること，

疾病の危険性を最小限にすること，室温を一定に

保てることである。床が頑丈でなくて，どこかに

穴が空いている，またはスレート化していると，

豚と便／尿の両方の接触が増加するので衛生状態

が悪化する。蹄の外傷の危険性は，穴のあいた床

よりも頑丈な床の方がより少ない。床の穴やス

レートは蹄を引っ掛ける原因となる。穴またはス

レートの間の頑丈な部分は脚をなめらかに支える

には狭すぎるかもしれない。

８．推奨：その床で飼われている豚の蹄の大きさ

に合わせ，スレート，溝および穴の大きさを確保

し維持を図るべきである。

９．豚は生理的にも温度の好みからも，隔離さ

れ，藁が敷かれた床を好む。暑い条件下では，床

によって冷やされる方が，藁を敷くことによって

もたらされる肉体的快感よりもより重要かもしれ

ない。それゆえ，深い敷き藁あるいは堆肥システ

ムはいかに温度管理上の問題を生み出すかもしれ

ない。

１０．藁を敷いた床は豚の好みに影響を与えるだけ

でなく，調査に携わったり，ものを扱うようなヒ

トの行動も容易になる。藁の場合では食物繊維の

供給源にもなる。衛生的な良質の藁だけが使われ

る。

１１．完全堆肥化された土の床と好奇心をそそらせ

るような物あるいは道具は，無機質的な飼育環境

的に豊かさを与える。樹皮の付いた木または太い

ロープのような変形可能な道具は本質的に豚を引

きつける。しかしながら，人工的な物が供給され

た時，これらの物を扱う興味は減少した。

１２．推奨：豚は特有な機能的条件を選ぶことがで

きる。温度が充分にコントロールされているよう

な建物を除いて，豚はまた特有な温度の条件を選

ぶことができる。

１３．推奨：すべての豚は肉体的および温度的に好

まれるような，また結果的に外傷を負わないよう

な，横たわる床面が与えられるべきである。好奇

心をそそらせるような道具は豚に対して必要な時

はいつでも与えられるべきである。

１４．雄種豚と分娩時の雌豚を除いて，豚は社会的

な動物である。

１５．推奨：成熟した雄豚および子供を産む雌豚を

除いて，豚は社会的に分離して飼育すべきではな

い。［推奨 no.64も見よ］
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１６．大きなグループで豚を飼育する（成長する肥

育豚および雌豚に対しては，およそ 15－ 20頭以

上）動物福祉の結果はよく理解されていない。十

分な個々の調査が動物福祉に対して重要で，グ

ループが大きくなるにつれより異なる。

１７．推奨：豚が大きなグループで飼われる時，そ

の動物の個々の探求を満足させるべき十分な距離

がとられなければならない。

１８．一般に，（異腹間の）豚を混ぜることは動物福

祉を乏しくさせる。重篤ではないが，より若い豚

でより影響が大きい。

１９．豚を混ぜる場合，体重が不揃いであると，動

物福祉はしばしば良くなる。混合直後の闘争レベ

ルが（体重が）不揃いのグループでたとえ高くて

も，体格の不揃いは競争の福祉，特に飼料に対し

て好ましくない結果を最小限にする。豚が混ぜら

れる時，彼らが他の豚から逃げたり，隠れたりす

るための充分な機会が持てる時には彼らの福祉は

良くなる。

２０．推奨：互いに見慣れない状態になる豚の混合

は，可能ならば避けるべきである。豚を混合する

なら，できれば離乳前のできるだけ若い年齢時に

行われるべきである。豚が混合される時，豚は他

の豚から逃れたり，隠れたりする十分な機会をも

つべきであろう。

２１．アザペロンやアンペロザイドの鎮静剤は混合

によって起こるすぐさまの闘争とストレスを減ら

すために利用できる。しかしながら，それらの作

用はほとんど数時間の短期間に制限され，それら

の薬効がなくなると，混合された豚は非投与の豚

と同じ程度でしばしば闘争する。

２２．混合する時にトランキライザーを投与された

豚は，全体として成長率と行動が非投与の豚と異

なる。

２３．推奨：混合を容易にするための鎮静剤の使用

は，例外的な状況に制限されるべきで，通常の処

置であってはならない。

２４．豚は餌を食べる時に光があることを好むけれ

ども，光が残る時には動かない。豚のいくつかの

正常行動（例えば探索）は，光が採食時間よりも

長い状態になることを必要としている。適当な光

はまたボディーチェックを容易にするのに必要で

ある。

２５．推奨：豚は常に暗い環境下に置かれるべきで

はない。例えば採食や観察のような短期間のみに

光を供給することはしてはいけない。明暗の周期

は豚が正常な行動をとるための多くの機会を持つ

ために使われるべきであり，暗い期間は豚の休息

時間，すなわち夜の間に与えられる。各日におよ

そ 8時間かそれ以上の明るい時間を与えることが

適当のように思われる。光の強さは少なくとも豚

に小さなものやかすかに見える兆候を区別するの

に必要な量とすべきであり，充分に目に見える探

索をさせるべきである。40から 80ルクスの光の

レベルはこの条件を満たすのに充分である。

２６．豚の飼養適正温度帯は豚の月齢，大きさおよ

び栄養状態によって変わり，さらにすきま風のよ

うな環境の変化によっても変わる。豚の福祉は周

囲の温度が適温度帯に入っている環境が最適であ

る。

２７．推奨：あらゆる努力は温度管理が維持できる

エリアを豚に与えるよう行われるべきである。豚

が自然の避難場所や日陰のないエリアに置かれる

ことがないよう，天候と太陽からの防御のための

処置を施すべきである。少なくとも泥の中を転げ

回れるような環境を与えるべきである。
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２８．埃だらけの環境と高濃度のアンモニアやその

他の炎症性のガスは呼吸器に対して有害な影響を

及ぼす。乾いた空気はまた皮膚の乾燥や皮膚温度

の低下を増加させ，炎症の誘因である。

２９．推奨：有毒ガスの許容濃度はアンモニア

10ppm，二酸化炭素 3000ppm，一酸化炭素 10ppm，

硫化水素 0.5ppmである。豚は適当な湿度で飼養さ

れるべきであり，高い粉塵環境はは避けなければ

ならない。

３０．高いレベルの騒音は機械装置と動物自身に

よって生みだされる可能性があり，より劣った動

物福祉となる。

３１．推奨：豚舎の連続的ノイズは低く保たれるべ

きであり，85デシベル前後の連続的ノイズは避

けるべきである。

３２．豚の福祉は利用できるスペースの顕著な減少

によってネガティブの影響を受けることは明らか

であり，これはすべての月齢にいえる。密飼は生

理，行動および繁殖にネガティブな影響を及ぼす。

３３．豚が横たわれるような 1頭の豚に必要なス

ペースは，公式によって計算される：エリア（m2）

＝ 0.047×生体重 0.67。動物の利用できるスペース

が 0.047×生体重 0.67である時，行動に対してネガ

ティブな影響はない。

３４．推奨：異なるカテゴリーの豚が利用できるス

ペースとして，すべての豚が同時に横たわれるよ

うな部屋を与えるべきである。グループ内の豚は

利用可能なスペースを共有できる多くの条件が望

まれる。

３５．飼育スペースの欠如は闘争と乏しい飼料の本

質的な原因である。不断給餌は，食餌時間の競合

的な闘争を減らし，個体間の飼料摂取量の相違を

減らす。さらに，任意の食餌はスペースの最小化

をもたらす。

３６．推奨：例えば単一の雨どいで，同じ時期にそ

れぞれ餌を与えられている豚のグループのための

最小限のスペース（雨どいの長さ）は，すべての

豚に同時に餌を与えるための餌箱の最小限の長さ

として次の方程式によって表現される：

　　　長さ（mm）＝ 60×生体重 0.33

３７．去勢は主に肉の臭みを避けるだけでなく，闘

争を減弱するためにもまた行う。成熟による変化

が起こる前にと殺される場合は不要である。外科

的方法を用いた去勢は，述語の処置によっては長

時間の痛みが続く。この痛みは組織を切ることや

組織の損傷，麻酔と鎮痛によって起こりうる。副

作用があるかどうかを除けば，効果的な麻酔と鎮

痛は可能である。痛みを持続させない去勢法の改

善は必要である。

３８．推奨：痛みのない方法による去勢は動物福祉

に重要である。充分に長く作用する鎮痛薬を用い

て行われるべき外科的去勢は，種々の不利益な影

響をしのぐ。精巣を引きちぎる場合，組織の損傷

を伴うので，長時間の鎮痛が可能でない限り避け

るべきである。常に動物福祉を考慮に入れた新し

い技術開発が望まれる。

３９．断尾は行われた時点が最も痛く，動物の成長

に比例して神経の形成を導き，それゆえ成長に伴

い痛みが長引くことを証明してきた。尾を噛むこ

との有害な影響は断尾によって減らすことができ

る。

４０．推奨：尾が噛まれることによって起こる外傷

の問題解決は断尾よりもいっそうの管理改善に

よって解決されるであろう。

４１．歯切りと歯削りは急性の痛みと長引く痛みを
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起こしやすい。歯削りは歯切りよりも歯の破砕が

少ない。歯削りと歯切りが必要とされない管理シ

ステムが計画されること，または鎮痛剤の使用で

痛みが最小限になることが望ましい。耳札と耳刻

は豚に対して痛ましい。鼻輪は同様に痛ましく，

豚の感受性組織に悪影響を与える。

４２．推奨：歯切りよりも歯削りが使われるべきだ

が，どちらか一方の必要性を避けるための努力が

なされるべきである。耳札は組織損傷の領域とそ

の結果としての痛みの福祉が最小限になるような

方法で実施されるべきであり，目印を付ける目的

で豚の耳を刻み切ることあるいは他の傷つけは，

たとえうまく計画された耳札によって起こること

よりも全体の切る領域が大きくないならば許容さ

れる。鼻輪は可能ならば避けるべきで，動物は鼻

輪によって引っ張られるべきではない。

４３．畜産の仕事の質はいかなる飼育システムにお

いても豚の福祉に対して大きな影響がある。熟練

の畜産家は確かな飼育システムにおける多くの悪

影響に対して対応することができ，未熟な畜産家

は良い飼育システムの中でも問題を起こす。

４４．推奨：豚を預かるあらゆる人はこの職業に対

する免許が与えられるべきである。正しい訓練を

実施したものにだけこの免許証を与えるべきであ

る。

４５．感染症は重要な福祉の問題である。それゆえ

豚は適切な環境内に置かれ，健康のケアがなされ

なければならない。例えば売られる豚の良好な衛

生と注意深い日常ケアーは，病原微生物による農

場の感染を避けるのにも役立つ。

４６．多くの疾病は複合的で，病原微生物がいる時

でさえそれらの疾病の発生は豚の飼育環境に依存

されている。それゆえ，効果的な健康ケアはスト

レスおよび免疫システムの不全を起こさせないよ

うな環境下で豚が飼われることが要求される。

４７．推奨：もし異なる農場由来の動物を混合しな

いならば，群の健康は最良である。しかしながら，

そのような混合は必要なところでは分離を行い，

感染症の交差を最小限にするためのいくつかの処

置が必要である。すべての豚の疾病を最小限にす

るために，ストレスがなく免疫能力を減少させる

ような環境下で豚が置かれるべきではない。

４８．大きな筋肉ブロックと速い成長のための品質

改良は脚の問題，高度な代謝期間中の心臓血管系

の不全を導き，取扱いおよび輸送中の死亡の危険

性および貧しい福祉を増大させる。

４９．推奨：子豚，肥育豚および仕上げ中の豚なら

びに繁殖動物の福祉における選別の影響を考慮す

ることなく行ってはいけない。動物の福祉が現行

の生産ラインよりも平均して劣るような新しい遺

伝学的選別は許されない。

５０．選択時の体躯構成は生涯の繁殖効率に重要な

役割がある。速く成長し痩せた豚の遺伝的選択は，

赤身肉の歩留まりにおける効果的な増加を導いて

きた。飼料摂取と現代の遺伝タイプ選別にほとん

ど注意を払わないことは，より痩せた豚の生産に

影響するかもしれない。

５１．推奨：栄養の吸収と戦略は動物の生理的要求

に見合ったものでなければならない。結果として

良い福祉へ導かれるよう目標が向けられなければ

ならない。

５２．より赤みの強い肉とより良いハム形状のため

のハロセン陽性遺伝性ラインが維持される選別プ

ログラムは，ストレス感受性豚を増加させる要因

である。骨軟骨症は高い成長率にとって重要なリ

スクファクターのひとつであること以外はあまり
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理解されていない。

５３．推奨：たとえいくつかの生産ラインがどこで

失われても，血統からまたは生産ラインからのハ

ロセン遺伝子樹立を目的とする戦略は必要であ

る。遺伝的選別プログラムは骨軟骨症および他の

健康障害に対する選別を含むべきである。

５４．多産系の選別は生きて産まれる子豚数の増加

となるが，体重の軽い子豚数の増加も導き，その

ため離乳前に死ぬ子豚の比率を増加させることに

なる。子豚の脆弱とその後の死亡は重大な福祉の

問題である。

５５．推奨：多産系の選別は，離乳前に苦しみなが

ら生きている，あるいは死亡する子豚の比率を増

やさないような，母豚の子育能力の選別が伴われ

るべきである。

５６．驚くことに，トランスジェニック豚および組

替え DNA技術によって生産された豚の福祉に対

する仕事は科学文献としてあまりみられない。

５７．推奨：トランスジェニック豚の評価は，生産

および繁殖の特徴と同様の科学的な研究により総

体的に行う必要がある。その評価は少なくとも 2

世代にわたって実際の野外条件下で行われるべき

である。

５８．成長促進剤は異なる族の化合物に分けられ，

それらは特殊な調節あるいは長所がある。ほとん

どの成長促進剤に対して，それらの使用による福

祉の結末についての記録が欠けている。

５９．成長促進および予防的治療を目的とした抗生

物質および合成抗菌物質の広範な使用は，微生物

の耐性化の危険性に通じる。そのような耐性株の

発達はヒトを含めたすべての動物に対して潜在的

な問題である。

６０．推奨：健康を含む福祉にネガティブな影響を

もたらす成長促進剤は使用されるべきではない。

６１．推奨：抗生物質および化学的抗菌剤を用いた

日常の予防的治療は行われるべきではない。

豚の飼育システム

６２．成熟した去勢されていない雄豚の混合は，闘

争中のダメ－ジに基づく重大な動物福祉の問題を

起こしうる。

６３．見慣れない雌豚の混合は動物間の闘争のため

に動物福祉の問題を起こしうる。

６４．推奨：去勢されていない雄豚，雌豚のどちら

も社会的な隔離の中では育てられるべきではな

い。去勢されていない雄豚を個別に飼育すること

はよいが，それらの豚は他の豚からの視覚的およ

び嗅覚的な隔離の中で永久的に飼育されるべきで

はない。成熟した去勢していない雄豚に対する個

別ペンの容積はその豚の体重と大きさに対応すべ

きである。成熟した去勢していない雄豚の混合は

避けられるべきで，必須の時および閉鎖管理下で

のみに行われるべきである。家族でない雌豚の混

合はもし群飼育が適応されるならば必要であろ

う。直接の混合期間は管理されるべきであり，闘

争を最小限にする方法が適応されるべきである。

６５．去勢されていない雄豚の求愛の試みから逃げ

られないような制限されたスペース内での交配は

動物福祉上の問題を起こす。

６６．推奨：交配区域は平らで滑らない床であるべ

きであり，最小限の対角線の長さとして 3.9mな

ければならない。もし雌豚が去勢されていない雄

豚から逃れられないような制限されたスペース内

に置かれるならば，交配は管理されるべきであ

る。

６７．精液採取と人工授精の手順はその動物の生殖
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器への外傷および感染を起こす潜在的な危険性が

ある。

６８．推奨：精液採取と人工授精の手順は訓練され

た有能な人間によってのみ行われるべきである。

６９．乾乳期母豚ではいくつかの福祉の問題が種類

の異なった飼育コンディションの中で起こりう

る。乾乳期母豚に供給される飼料は豚が食べ尽く

したい量よりもいつも少なく，そのためその動物

は生活のほとんどを通して空腹である。エネル

ギー摂取は乾乳期の母豚では過肥による悪影響を

防止するために避けられねばならない，しかし少

なすぎる飼料レベルでは非常に愚かな福祉をもた

らす。この問題は粗飼料を与えることで軽減でき，

そしていくつかのケースでは，細工を施した飼料

を供給することによって解決できるかもしれな

い。

７０．推奨：すべての母豚には維持，成長および子

豚生産のための充分な飼料が与えられるべきであ

る。すべての母豚に対し，歯ごたえのある飼料を

与え，空腹感を減弱させるための高エネルギー飼

料と粗飼料または高繊維の飼料を与えられるべき

である。高エネルギー飼料を 1日 1回は単独の食

事として与えられるべきであるが，かさばった飼

料または高繊維の飼料はより長い期間利用される

べきである。

７１．母豚のグループ飼育以外に，ストール内にい

る制限区域内の母豚福祉の有利性は以下のとおり

である；母豚は混ぜられていないと，関連するス

トレスと外傷を予防され，各々の母豚が自分自身

で利用できる餌のすべての配給量を確実に得られ

る。母豚がすべて同じ時期に餌を食べることがで

き，世話がより容易になる餌の拒絶あるいは陰部

からの排泄物のような病気の兆候が容易に見つけ

られ早期治療が可能となる。

　群飼育の非有利性は，陰部や皮膚への噛み付き

のような外傷が起こりうること，およびこれらの

母豚が床上でスリップしやすくなることである。

闘争または外傷について極端なケースでは胚の死

滅を導きうる。さらに健康上の問題点を見出すこ

とはより難しい。より優秀な畜産家は起こりうる

これらの有害な影響を防止できるであろう。

７２．ストール内で豚を制限するのではなく，群で

飼育される母豚の福祉の有利性は，母豚がより運

動可能なこと，動物環境をよりコントロールでき

ること，正常な動物社会に近いこと，土を鼻で掘

るあるいは用具を扱う等の生理的要求を満たせる

ことがより可能になることである。結果的に，群

飼育の母豚は骨および筋肉の異常が少なく，異常

行動はより少なく，過剰な生理的な反応は減少

し，運動不足に関連した膀胱器官の感染が少なく，

そして心臓循環器系の調子が良くなる。ストール

の中で飼育される母豚の福祉の主要な有利性は，

決まった型の，解決できない闘争，非反応，より

弱い骨および筋肉，以上に述べた臨床コンディ

ションに関連した運動性の高いレベルによって示

される。母豚のいくつかの重要な福祉の問題は，

最適なストール飼育システムでも存在する。

７３．推奨：妊娠中を通して母豚が制限されない

時，全体的に福祉がより良くなることが明らかで

あるので，母豚はなるべく群の中で飼われるべき

である。しかしながら，闘争または外傷をできる

だけ小さくするような飼育システムだけが用いら

れるべきである。これは以下の基準に合う飼育シ

ステムの中で達せられる：餌のための競争相手が
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いるときでさえ，個々の豚が攻撃しないで十分な

餌を得ることができることが保証されるシステム

を用いる。すべての母豚が鼻で掘るための土壌あ

るいは藁が十分に確保されている。箱型の飼育ス

トールを加えた乾乳期の母豚および子豚のための

飼育設備は，少なくとも母豚あたり 1.3m2（子豚あ

たり 0.95m2）で共同の横たわれる面積を含むべき

である。特に新しく群に迎えられるような母豚が

（他の母豚から）逃げ回れたり，回避できるよう

な豊富なスペースまたはよくデザインされた区画

を設けるべきである。病気にかかった，あるいは

ケガをした，もしくは他の母豚によって攻撃を受

けた個体は個別のペンで一時的に収容すべきであ

る。母豚が簡単に回転することのできない個別ペ

ンは使われるべきではない。

７４．群での母豚管理は動物の注意深いモニタリン

グ，良い豚舎デザインおよび良い飼育管理者を要

求する。

７５．推奨：すべてのシステムでいえることである

が，母豚が出産後に同じ群に戻り，そして新しい

動物が小さな群，例えば 5頭の小さな群に迎えら

れるように，群は可能な限り安定を保つべきであ

る。病気にかかった，あるいはケガをした豚をそ

の群から分けるための設備が利用されるべきであ

る。

７６．豚の繁殖における平均子豚死亡率は驚くほど

高く，母豚の福祉に影響することなく死亡率を減

らすための努力を怠ってはならない。

７７．分娩用木枠は福祉の観点から利点と不利点の

両面を持つ。開放の飼育システムでの分娩用木枠

の利点は，圧死によって起こる子豚の死亡率を減

らすこと，より良い分娩監視を含む母豚管理を容

易にすること，（早期の異常を見つけることを含

めて）健康管理をより容易にすること，そして病

気の場合に出産した母豚の管理をより容易にする

ことである。開放の飼育システムでの分娩用木枠

の不利点は，母豚が寝床のある建物での行動を規

制されること，分娩前に増えるストレスの兆候が

減ること，いくつかの研究では開放飼育の時に分

娩した母豚のMMAに対する減少した危険性が増

加すると述べられている。

７８．分娩用木枠は母豚の動きを制限し，普通の豚

は木枠内にいる時藁をあたえられない。これらの

要素，産褥および藁の不足，前の結論に言及され

た分娩用木枠のそれらの否定的な福祉の具体的要

因については明らかにされていない。

７９．動物福祉と分娩用木枠の母豚飼養との関連は

さらに明らかにされる必要がある。

８０．推奨：子豚の生存や母豚の自由を保て，正常

な営巣を行なえるような分娩システムのさらなる

発達が強く推奨されるべきである。

８１．いわゆる早期分離隔離は子豚の感染の危険性

を減少することによる福祉の有利性がある。しか

し母豚に繁殖上の問題を起こすかもしれない。他

の飼育サイトに子豚を移動させるためかもしれな

い。しかしながら，例えば母豚と子豚両方の行動

学的あるいは生理学的な反応のような，発育行程

における動物福祉の局面は研究されていない。

８２．動物福祉は異常行動，増加した疾病の頻度，

増加した死亡率および成長阻害のような同一カテ

ゴリーの問題と関連している。これらの問題はよ

り若い子豚が離乳することをいっそうきびしくす

る。また，新たに離乳した子豚に対する適切な飼

育および日常管理業務の困難に直面することにな

る。

８３．推奨：平均的な離乳日齢は 28日より少なく
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すべきではない。しかしながら，28日齢以前に離

乳を実行する動物福祉理由として，オールイン・

オールアウト管理による健康上の利益があり，子

豚は 7日よりも早く離乳されるかもしれない。例

えばもし母豚が泌乳を止めたり，病気にかかった

り死亡すると，個々の子豚は時に早く離乳される

かもしれない。

８４．いわゆる早期分離隔離（子豚を 10－ 14日齢

で離乳し，母豚の環境から子豚を分離すること）

は，福祉の利点が母豚および子豚に対してより価

値のあることが証明される時のみ許されるべきで

ある。この点で，複数サイトの飼育または新しい

サイトへの移動の有利性は早期離乳の影響とは明

確に区別されるべきである。福祉の評価は死亡率，

下痢，成長率および母豚の喪失が及ぼす子豚の問

題だけでなく，貧しい福祉の兆候に関与する行動

表現をも考慮すべきである。

８５．成長期および仕上げ期の豚の行動，健康およ

び生産性は飼育器材の特殊デザイン，気候上の要

因および養豚従事者によって非常に影響されてい

る。

８６．尾かじり，闘争および他の行動学的な騒動の

異常なレベルは，貧弱な環境に置かれている時の

肥育豚の間で起こりがちである。

８７．推奨：成長期および仕上げ期の豚に対する飼

育システムは，機能的な領域（食餌，休養および

糞溜めの領域）の分離を促進すべきである。それ

らは物資を研究および操作し，闘争を最小限にす

るための子豚の必要性を説明すべきである。

８８．推奨：破壊的な行動を発達させる豚は群から

移動させるべきである。破壊的な行動の高度な広

がりが起こるような飼育状態は充分に改善させる

べきであり，以下の測定のひとつあるいは組み合

わせを含むかもしれない：十分な光と気候，十分

でよくバランスのとれた餌，床と器材の清潔さ，

十分なスペ－ス，占有上の活動性（横たわる用具，

鎖，等）を与える特徴。

社会－経済的な状況

８９．他の測定がコストがかからないまたはコスト

的に有利である間は，目的が動物福祉を改善する

ことであるようないくつかの測定および飼育シス

テムは子豚の原価を増加させる。しかしながら，

原価の中のたとえ非常に小さな増加でさえ収入を

相当に減少させる。実験モデルでは，1％の原価

の増加は収入を 30から 50％まで減少させる。

９０．妊娠母豚のための群飼育は，最も一般的な個

別飼育システムよりも母豚 1頭あたりの投資の点

でより安い。しかしながら，この利益は比較的小

さな生産単位で価値があるであろう。例えば出生

子豚あたりの生存子豚数の 0.1頭の減少，または

母豚の年間選抜率を 3～ 4％増加させる。

９１．子豚の離乳日齢を増加させ，母豚および肥育

豚のスペースを増加させた母豚および肥育豚への

藁の用意は動物福祉を改善するのに比較的高価な

方法である。より長く照明することは比較的安く，

そしてスレート床の代わりのコンクリート床はこ

のコスト関係の中では中間である。労働と藁が比

較的安い国の中では，英国の場合のように，測定

の経済的順位は異なっているかもしれない。

９２．ほとんどの消費者は動物福祉を良く反映させ

た条件下で生産された豚肉に対して自発的により

多くお金を払おうとはしない。それゆえ，一方で

は世界市場に対する輸出を反映する競争，他方で

は動物福祉の標準がより低い第 3国からの豚肉の

可能な輸入があることに起因した EUの養豚産業
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および労働に対する非常な脅威がある。そのよう

な輸入の制限は GATT／WTOの同意のために

EUの財政困難を起こすかもしれない。豚肉の原

価を引き下げる努力はしているけれども，アメリ

カの脅威は払拭できない。

９３．動物福祉のレベルがより低いような第 3国か

らの輸入が制限できない時，もし消費者がより良

い動物福祉に自発的にお金を払わないと，養豚産

業はコスト中の増加を釣り合わせようと例えば，

群れのサイズの増加および経済効率の改善をはか

るしかない。

９４．もし豚の福祉が受入れがたいほど貧しいこと

を自覚されると，たとえこのポイントに関する

データが現在利用できなくても，消費者が豚肉を

買うことを止めようとする可能性が考えられる。
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