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大型飼養の産業動物におけるストレスの被害

小野浩臣*

本稿は畜産物(牛乳，畜肉，鶏卵)の大量生産過

程において，そのために飼養される産業動物(手い

肉用牛，肉豚および鶏など)が，幼齢期より出荷ま

での生産過程における，飼養形式が変わる毎に被る

ストレスが多種彩々であること，かっその誘因の多

くが，大群飼養方式による人為的なものであること

を，例示していきたい。

その真相を知ることは，畜産食品に対する認識を

改めるため，また，大切に摂取するうえにも，役立

つこ とであろう。

筆者は産業動物のストレス

熱意ある積極的な畜産家は，早期に適切な対応に

よって，その損害の低減化に役立てられてきている。

なお，このストレスによる畜産業の被害は，その

潜在期よりはむしろ，ストレスによる障害後に長く

尾を引いて，体力低下と生産減を招くほか，免疫能

の低下などによる感染症の擢病に見舞われる事例

も決して少なくはない。

以下にその主なストレスと，それによる被害，科

学的診断法とその対策について，要約，説明するこ

ととする(詳細は既述の拙稿末尾の参考文献をご覧

について，総説を 「畜産の研
表 I 動物(未成熟 ・成熟期)別の主なストレスの区分と種類(小野， 2008) 

究」誌 51巻 10号(1997) よ 区分 動物別ストレスの種類
鶏 豚 乳用牛 肉用牛

り， 60巻 12号 (2006)までの
雛*1 産卵鶏子豚成豚子牛成牛子牛成牛

連載を執筆する機会を得たが，
密飼ストレス O 

飼養頭羽数の大型化に伴って，
ワクチン接種ストレス O O 

用手捕獲ストレス O 
生産減を伴うストレスの量・ 人拘束ストレス 0*2 
質ともに増大することが明白 為輸送ストレス*5 O 0*3 O 

となってきている。 的運搬ストレス叫 0*4 

つまり，畜産動物にとって 管競り市ストレス O 

は，不快を伴う人工的な生産
理出荷ストレス O 

設備の拡充には，格別に熱意
社屠畜場ストレス*6 O 

を示す畜産家が，むしろ逆に
会解卵期ストレス O 

的断噴・除角ストレス O 
これらのストレスについては， ス強制換羽ストレス O 
必ずしも周知し対応している ト 早期離乳ストレス O 

とは限らなし、。 レ去勢ストレス O O O 

その多種多彩なストレスに ス分娩ストレス O O 

よる，生産への影響が目に余 絶食ストレス O O O 

る程に，被害を受けて初めて，
制限給餌ストレス O O 

その対策に右往左往のうえ，
強制運動ストレス O O 

いまさらのように認識を新た
環気温ストレス O O O 

境気象ストレス 0*7 0ホ7

にする畜産家が，しばしば見 史暑熱スM O O O O O O 

られるのである。 ト 寒冷ストレス O O O O O O 

その対策として，近年は広 レ騒音ストレス O O 

く抗ストレス用薬としての飼 ス光線ストレス O 

料添加物や動物用薬品の開発，
*1ブFロイラーを含む*2:若雌本3雌 *4:去勢牛キ5輸送手段

普及も見られるようになって，
*6:車輔の種別*7:降雨，降雪

*獣医学博士(Hir，∞miOno) 0369-5247/08/￥500/1論文/JCLS
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ください)。

1 産業動物の主要ストレスの種類

産業動物別ならびにそれぞれの各ストレスの区

分と種類を表示したのが，表 1である。

24種にのぼるそのストレスを 2区分して，飼養管

理の方式(床面式，ケージ式)および気象条件・周

囲の環境に付髄したそれぞれのストレスを，人為的

(管理 ・社会的)ストレスならびに環境的ストレス

に分別することができる。

2. 主なストレスによる産業的被害

産業動物におけるストレスによる被害について

は，顕在的なものに限られ，その全容を知るに足る

まで、に至っていない。

表 2および 3は，取材文献の中から抜粋した，代

表的なストレスによる生産性への被害の強度およ

びその被害を概説するものである。

その被害の時期と各ストレスとの関係，被害の実

態については，ほとんど記録がみられないのは，そ

の発現時期を予知できないことによるものであろ

フ。

しかしながらストレスによる産業動物における

被害の実態を知ることなく，その対策を確立するこ

とは困難である。

実験的に対応できても，実地において必ずしも成

功するとは限らなし、からである。

しかし，わが国におけるその被害の程度を調査し

たものに，寒冷ストレスと腹水症の発生(ブロイ

ラー)との関係(九州)，ならびに暑熱ストレスに

よる家蜜 ・家禽における被害状況(全国的)が，記

録され認識を新たにすることができる。

1)寒冷ストレスと腹水症の発生

1992年 4月より 12月までの 9カ月間における，

全国の大規模食鳥処理場 210 施設(総数

557，921，458羽)における，ブロイラー(507，440，995

羽)のと殺または内臓摘出禁止処分の実羽数

312，544羽のうち腹水症が 51，775羽(16.6%)を占

め，成鶏では 166，177羽中 66，782羽 (40.4%) を

占めていることが報告されている。

ま た， 同年 度の 九州 地区 の処 理ブ ロイ ラー

(281， 154，611羽)の検査実績から，腹水症による

表 2 未成熟・成熟期別，動物別の主なストレスの強度(小野， 2002) 

動物別
ブロイラー*(鶏雛)産卵鶏 肉(用)豚 肉用牛 乳用牛

成育時期別

幼齢期 皇塑自mストレス 皇塑uス七レス 皇塑離主Lスtレス
ワクチン接種ストレス *1*2ワクチン接種ストレス *2 ワクチン接種ストレス *2 ワクチン接種ストレス *2 

(免疫ストレス) 混合群飼ストレス牢* 去勢ストレス 酸化的ストレス

断噴ストレス *， *本 焼印ストレス 強制運動ストレス

密飼ストレス 密飼・混飼ストレス 群飼ストレス

移動ストレス 拘束ストレス 拘束・除角ストレス本6

用手捕獲ストレス *5 用手捕獲・輸送ストレス *6用手捕獲ストレス *5 

鳥飽詰めストレス

セリ市ストレス

輸送ストレス *， * * 輸送ストレス 輸送ストレス 輸送ストレス *3 

処理場(屠殺)ストレス *4 

若齢期 移動ストレス 絶食ストレス

星章主量スtレス *4 屋査当量ストレス *4 

成熟期 強制換羽(絶水・食)ストレス 拘束ストレス

分娩ストレス

輸送(分娩直後)ストレス

環境条件 暑熱ストレス 暑熱ストレス 暑熱ストレス 暑熱ストレス(子牛)

寒冷ストレス(雛) 寒冷ストレス 寒冷ストレス 暑熱ストレス(雌牛)

寒冷ストレス(成鶏) 管理的(濃厚飼料多給)ストレス

酸素ストレス

注)* 1 比較的ストレスの強しもの， *2感染ストレスとの複合で強いストレスとなる，牢3:牛で2日，

子豚で1日以上の輸送は強いストレス， *4・最大のストレス， *5:繰返しで順応性あり牢6:複合ストレスでより強力となる
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表 3 産業動物における主なストレスによる被害(小野， 2008) 

乳用牛 肉豚
対象動物
ストレスの種類 肉用牛 鶏(ブ、ロイラー*・産卵鶏)

暑熱ストレス 産乳量・手L成分の低下 繁殖性の低下
子豚の増体減

増体率・産卵率の減少
母豚の泌乳滅

寒冷ストレス 低栄養・感染併発で泌乳停止新生子牛の死亡率増加子豚の増体減腹水症の発生本

輸送ストレス 繁殖性の低下

環境(光線)ストレス 鶏雛の抗体産性の低下，*

密飼いストレス 鶏雛の増体・抗病性低下

*.腹水症発生

表 4 1990年度における全国調査による暑熱被害の発生状況(谷口， 1991) 

畜種 種類 発生戸数 発生頭羽数死廃頭羽数死廃率(%)

牛 乳牛 3，166 4，008 2，004 50.0 

肉牛 781 991 598 60.0 

豚 肉豚 856 2，686 2，656 98.0 

繁殖豚 1，274 1，960 1，736 88.6 

子豚 39 314 314 100.0 

鶏 採 卵 鶏 879 887，620 176，910 19.9 

ブロイラー 1，139 996，875 956，345 95.9 

廃棄率は月平均で1.45%，最高の 3月 (0.46%) ， 

次いで 4月 (0.43%)， 1月， 2月(各 0.31%) ， 5 

月 (0.27%) および 12月 (0.25%) と，季節的変

動がみられるとの報告(坂本ら， 1992) もある。

英国における全国平均発生率(1993) も， 1. 4% 

に達すると記録 (Maxwell&Robertson，1997) され

ている。

ことのついでながら，腹水症の発生以外にストレ

スの影響は，未発症でも発育停滞などを加味すると，

相当な損害となるので，その防止(防寒)対策に留

意すべき必要のあることは，いうまでもない。

2)暑 熱ストレスによる 家畜 ・家 禽 の被害

わが国における全国調査による産業動物におけ

る発生状況としては，谷口(1991)の報告がある。

農林水産省が地方農政局を通じて，北海道のほか

8地区(沖縄を含む)における，暑熱による被害(死

廃率)は，表 4の通りである。

その結果，暑熱ストレスによる死廃率は，採卵鶏

を除いて，いずれも 50%以上と無視できない程の高

率を示している。

採卵鶏では 19.9%と比較的に低いのは，その産卵

までの育成期に，耐久性に欠けるものは，淘汰され

ているからであろう。

いずれにしても，恒例のように避けられない気象

条件により左右されるストレスについては，予知で

きる時期前から対処することが望ましい。

3.産業動物におけるストレス対策

産業動物における各種のストレスに対する判定

は， 一般的には生産性(増体重，飼料効率，産肉 ・

乳 ・卵の効率)および異常行動の記録，ならびに病

畜の生産病からの病原体や病理検査により確認す

ることができる。

これらの判定結果をもとにして，(1)環境条件，

飼養管理条件および輸送(導入 ・出荷)条件の改善

とともに， (2)衛生条件の保全ないし改善ならび

に抗ストレス用薬の適正応用が行われる。

上述の抗ストレス用薬について若干の説明を加

えると，主要な薬物としては，ビタミン剤 [v.A， 

V. D， V. E， V. B剤 (VB6' ナイアシン，葉酸)J 
V. Cおよび V. Kの各ビタミンの筋肉内注射，経

口投与または飼料添加が，ミネラル剤としては，カ

ルシウム，リン，カリウム，マグネシウム，亜鉛，

クロムのそれぞれの飼料添加，またアミノ酸(スレ

オニン， トリプトファン)の飼料添加，さらには，

神経系用薬としてキシラジン(筋肉内注射)，クレ

ンブテロール(筋注，飼料添加)ならびにアザベロ

ン(皮下注射)が適用されている。
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4. まとめ

人の便宜を中心に改良を重ねられ，今日に至った

大群飼養のための畜産設備のほとんどが，上述のス

トレス対応のために作られたものはほとんどない

ものとみられる。

したがって，産業動物のほとんどが自然のストレ

スに耐過すべき運命にある。

かつて，零下 20
0Cの野外に放牧され，十分肥育効

果をあげている肉用牛を，アメリカ中北部で見学し

たことを思い出し，肥育効果は認めていたものの，

相当な寒冷ストレスに耐えていたことと推察した

経験があるが，問題は影響のより大きい暑熱期のス

トレスについては恐らく庇蔭効果のある対応がな

されているものと考える。

しかし，産業動物全般にみて，ストレスの大半を

占める人為的ストレスに対しては，賢明な畜産家は

何らかの対策を講じられていることと思われる。

大群を飼養し，避けられないストレス，たとえば

ワクチン接種ストレスに対して，その発育停滞や細

菌感染を防止する目的に，その接種目前後の 5~7

日間に，広範囲抗生物質(テトラサイクリン系)な

どの中濃度飼料添加が行われている。

また，暑熱 ・寒冷ストレスには，体力・抵抗力の

増強のために，ビタミンやミネラルのある程度長期

間にわたる正確な飼料添加が奨められる。

ただ，環境衛生事情の改善を行わず，上述の薬物

に全面的に依存することは，本末転倒といわざるを

得ない。

また，薬物応用の場合には，畜産物におけるその

残留にも留意して，その安全性を確保することの必

要性については，申すまでもない。

以上の諸事情の中に，もっぱら効率的な出荷を目

標に，年間を通じて間断なく生産に追い込まれてき

た産業動物に，敬意を表するためにも，畜産物を大

事に摂ることも訴えたい。

農業畜産情報

北海道の鳥インフルエ ンザ 強毒性と判明

防疫徹底を通知農水省

環境省は 5月 5日，北海道根室管内別海町の野付

半島で採取したオオハクチョウの死骸から強毒性

の高病原性鳥インフルエンザのウイルス (H5N1型)

が検出されたと発表した。ウイルスの型は，秋田県

十和田湖畔で見つかったオオハクチョウの死骸や，

同病が発生している韓国で検出されたものと同じ。

同省は今後，ウイノレスの遺伝子を分析し関連性など

を検討する。また，野鳥のふんなどを分析し，感染

が広がっていなし、か調べている。

北海道は同日，問題の死骸が採取された場所から

半径 30キロ以内の養鶏場 5戸について，家畜伝染

病予防法に基づいて立ち入り検査を行い，消毒を指

示した。根室管内のほかの養鶏場 4戸も消毒する予

定だ。

農水省も同日，養鶏場での飼養衛生管理や異常が

見つかった際の早期通報などの徹底を改めて都道

府県に通知した。同省によると北海道が行った根室

管内の養鶏場9戸に対する 1，2日の巡回指導では，

異常は見つかっていない。
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