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各国の動物の飼養及び管理に関する法規制等の概要
■各国概要
国名
イギリス 人口
犬猫飼育頭数
登録状況
マイクロチップ
関連法律・規制

ドイツ

人口
犬猫飼育頭数
登録状況
マイクロチップ
関連法律・規制

フランス

人口
犬猫飼育頭数
登録状況
マイクロチップ
関連法律・規制

日本

人口
犬猫飼育頭数
登録状況
マイクロチップ
関連法律・規制

概要
約 6,600 万人（Worldbank2017）
犬約 850 万頭、猫 750 万頭1（2016 年）
犬は自治体レベルで登録
2016 年犬のみ義務化
・ 2006 年動物福祉法（Animal Welfare Act 2006）
・ 2018 年動物福祉規制（The Animal Welfare (Licensing of
Activities Involving Animals) (England) Regulations 2018）
（イングランド地方のみ）
・ ペットの販売に関するガイダンス（Selling Animals as
Pets）の他、馬の貸し出し、犬の一時預かり、猫の一時
預かり、犬の家庭での一時預かり、犬のデイケア、展示
動物の飼育と訓練に関してのガイダンスあり。
・ Code of Practice for the Welfare of Dogs
・ Code of Practice for the Welfare of Cats 等
約 8,270 万人（Worldbank2017）
犬約 920 万頭飼育、猫約 1,370 万頭2（2017 年）
犬税あり、犬の登録は州または自治体レベルで登録、猫の登
録も一部自治体で実施
州や自治体により義務化しているところもある
・ 動物保護法（Tierschutzgesetz）
・ 犬に関する法規命令（Tierschutz-Hundeverordnung）
・ ドイツ連邦狩猟法
・ 各州の州法 等
約 6,700 万人（Worldbank2017）
犬約 740 万頭飼育、猫約 1,350 万頭飼育（2016 年）3
犬は自治体レベルで登録
犬猫ともに譲渡前の個体識別及び登録は義務だが、マイクロ
チップの装着は義務ではない（入れ墨も可）
・ 農業・漁業法典第 2 編第 1 章第 4 節（動物保護）
L214-6~L214-8-1
・ 農業・漁業法典の L214-6-1、L2146-2、L214-6-3 に基づく、
家畜種のペットに関連する活動が満たさなければならな
い公衆衛生と動物保護の規則を定める 2014 年 4 月 3 日の
アレテ及びその付則 L214-6 に関する 2014 年 4 月 3 日の
アレテ（大臣決定）の付則（Annex）
（動物別の居住環境、
社会的環境、移動に関する規定）
約 1 億 2,700 万人（Worldbank2017）
犬約 890 万頭、猫 965 万頭（ペットフード協会 2018）
犬のみ自治体で登録
犬猫では義務化されていない
動物の愛護及び管理に関する法律

Pet Food Manufacture’s Association (2016) Pet Population 2016 (https://www.pfma.org.uk/pet-population-2016)
(2018 年 12 月 3 日アクセス)
2 ドイツペット用品産業協会（Industrieverband Heimtierbedarf (IVH) e.V.）とドイツペット貿易・産業協会
（Zentralverband Zoologischer, Fachbetriebe Deutschlands （ZZF）e.V）が毎年発行しているペット白書の2017
年版（“2017 The German Pet Market: Structure and Sales Data”）より。
(https://www.zzf.de/fileadmin/files/ZZF/Marktdaten/The_German_Pet_Market_2017.pdf)(2018年12月3日アクセス)
3 “Nouvelle enquête Facco et Kantar TNS,” La Revue de l’Alimentation Animale, 19 juin, 2017
(http://www.revue-alimentation-animale.fr/actualites/nouvelle-enquete-facco-et-kantar-tns/)(2018 年 12 月 3 日アク
セス)
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欧州

人口
犬猫飼育頭数
登録状況
マイクロチップ
関連法律・規制

アメリカ

人口
犬猫飼育頭数
登録状況
マイクロチップ
関連法律・規制

約 5 億 1,300 万人（EU 加盟国合計、2018 年 1 月）4
6,090 万頭（犬）
、6,650 万頭（猫）（いずれも 2012 年）5
－
EU 加盟国内外の非商業的移動で義務化
・ 【欧州評議会】ペット動物の保護に関する欧州協定
（European Convention for the Protection of Pet Animals）
（1987 年採択）。本条約は動物愛護や福祉について詳細
な基準を定めるものではなく、対象となる動物の種類も
特定されていないが、飼養や繁殖等について基本的な原
則を定めている。
・ 【EU】輸送中および関連作業中における動物の保護に関
する 2004 年 12 月 22 日の理事会規則 (EC) No 1/2005」
（Council Regulation (EC) No 1/2005 General conditions for
the transport of animals）。商業目的の長距離輸送時におけ
る動物の保護を定めた規則。本規則の主たる対象動物は
家畜だが、一部犬猫の移動について規定あり。
・ 【EU】ペット動物の非商業的移動に関する 2013 年 6 月
12 日 の 欧 州 議 会 お よ び 理 事 会 規 則 No.576/2013
（Regulation (EU) No 576/2013 of the European Parliament
and of the Council of 12 June 2013 on the non-commercial
movement of pet animals and repealing Regulation (EC) No
998/2003）。本規則は非商業目的に移動について規定。ペ
ット動物の愛護や福祉について規定するものではない
が、一度に移動できる最大頭数の制限やトランスポンダ
（例外的に入れ墨も可）の義務について定める。
約 3 億 2,572 万人（Worldbank2017）
犬約 8,970 万頭、猫約 9,420 万頭6（2016）
連邦レベルの犬猫の登録制度はない。
連邦レベルでは義務化されていない
・動物福祉法（Animal Welfare Act）
本法令は、米国当局（米国農務省（USDA)の動物･植物検
疫サービス（Animal and Plant Health Inspection Service：
APHIS）））の役割、及び動物を取り扱う事業者（ブリーダ
ー等の動物商、展示業者、研究機関等）のライセンス制度
について規定するとともに、動物商、展示業者、研究施設
などが守るべき原則及び禁止事項が定められている。
・動物福祉規則（Animal Welfare Regulation）
本規則は、動物を取り扱う事業者の具体的な手続き（ライ
センス取得、登録、記録等の義務）及び動物の飼養（空間、
設備、温度等）等の基準を定めている。
※動物商の定義には小売ペット業者は含まれず、小売ペット
業者は飼養基準について規制の範囲外。（ただし、他のブ
リーダー等の業者、展示業者、研究機関へ販売などを行う
小売ペット業者は規制対象となる。
）

Eurostat, “EU Population up to nearly 513 million on 1 January 2018,” July 10, 2018,
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9063738/3-10072018-BP-EN.pdf/ccdfc838-d909-4fd8-b3f9-db0d6
5ea457f, accessed March 4, 2019.
5 IBF International Consulting et.al., Study on the welfare of dogs and cats involved in commercial practices
(Specific Contract SANCO 2013/12364, Final Report), December 2015,
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/aw_eu-strategy_study_dogs-cats-commercial-practices_en.pdf,
accessed March 4, 2019.
6 全米ペット製品協会（American Pet Products Association）The 2017-2018 APPA National Pet Owners Survey,
（https://americanpetproducts.org/Uploads/MemServices/GPE2017_NPOS_Seminar.pdf ）(2018 年 12 月 3 日アク
セス)
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