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先般開催された平成１７年度総会において、田村前会
長の後任として会長に選任されました。養豚関係の経験
が浅いので、多々ご迷惑をかける場合があるかと思いま
すが、皆様方のご協力を得ながら大任を果たしてまいり
たいと考えておりますのでよろしくお願い致します。
近年、道内の養豚農家戸数は毎年 �0％程度の割合で
減少を続けていますが、生産者の方々のご努力によって、
生産頭数はほぼ横ばいで維持されています。北海道で生
産される豚肉のほとんどは道内で消費され、いわゆる「地
産地消」を実践しております。また本道はオーエスキー
病フリーという養豚を営む上で絶好の条件にありますの

でこれらを生かし、北海道
養豚の生産性をより一層高
めていくことが重要と考え
ています。
さて、懸案となっていま
した「北豚 News」をよう
やく創刊することができま
した。現場で直ぐ役立つ技術や情報の提供を心がけ、年
２回の発行を目指しております。会員の皆様のご意見、
ご要望をいただきより充実したニュースに発展させてい
きたいと考えています。

第 67回研究大会を開催しました
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6 月 30 日、7月 �日の両日、ホテル KKR札幌におき
まして、第 67回の研究大会を開催しました。参加者数
は約 ��0 名でした。
�日目は「先進農場の繁殖豚飼養管理」をテーマに、
鈴木ビビッドファーム（名寄市）と山上畜産農場（早来町）
について、実際に取り組まれている繁殖豚管理の考え方

や技術を紹介していただきました。総合討論では、成績
向上のためのポイントについて、会場からも多くの質問
があり、夕方からの懇親会を含めて有意義な一日とする
ことができました。
2日目は平成 �7年度総会において、前年度の活動経
過や今年度の活動計画について、満場一致で承認をいた
だきました。その後、道内4カ所の家畜保健衛生所から、
養豚場における疾病対策や生産性改善の取り組みについ
て、事例報告していただきました。
昨年から、「養豚生産者の方が出席しやすいように」、
ということで交通の便の良い札幌市内で開催していま
す。以前のように、ぜひ温泉でというご意見があれば事
務局までお知らせください。

北海道養豚研究会のホームページ・アドレスは、下記のと
おりです。

http://youton.hp.infoseek.co.jp/
ホームページでは、会の活動についての連絡や掲示板によ
る情報交換を行っています。掲載内容は、まだ少ないです
が、ぜひ一度アクセスしてみてください。

ホームページのご案内

こんな質問がありました。

哺育日数と子豚の離乳時体重
再発の見落としをいかに減らすか
暑熱対策の工夫
産歴構成について
導入した育成雌豚の馴致方法　などなど

•
•
•
•
•

北豚News の発行予定
北豚News は、毎年 �0月と 2月に発行します。
予定している主な記事は、
養豚に関するトピックス
技術情報（栄養、繁殖、疾病など）
道内養豚場や試験場の情報

で、A4・4ページ、フルカラー印刷でお届けします。

•
•
•

北海道養豚研究会からのお知らせ
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連載　生産技術あれこれ（�）

育成雌豚への飼料給与
○育成雌豚の栄養管理の目標
育成期の飼料給与量は、何を目標に設定するとよいので

しょうか？育成期の発育は、その後の繁殖成績に影響しま
す。そのため、以下のことを考慮する必要があります。
(�)	月齢に見合った体重になる
(2)	体重や環境に見合った維持エネルギーを与える
(3)	繁殖に必要な脂肪蓄積を与える
(4)	過肥による肢蹄不良にならない
(5)	性成熟の促進（生殖器・乳器の充分な発達）
これらを達成するためには、環境要因（温度や豚房形

態）、遺伝特質（体重と背脂肪厚の関係）、健康状態を考慮
する必要があります。そして、赤肉生産性の改良が進んだ
近年の豚では、「2�0 日齢で体重を �20kg、P2 背脂肪厚
が �8-20 ｍｍとなり、2回目か 3回目の発情で交配でき
るところまで持っていく」べきであるといわれています
（Partridge,	2000）。
もしも痩せすぎていた場合は、不妊や初産離乳後の発情

再帰が遅れる等の問題を生じます。また太りすぎていた場
合は、肢蹄のトラブルや難産、泌乳量の低下などの原因に
なります。

○飼料給与量と初産分娩成績
育成期の飼料給与量の違いが、初産分娩成績に及ぼす影
響について紹介します。表 �は、飼料給与量を変えて交配
時体重が �30kg、�40kg、�50kg となるようにしたとき
の母豚の変化と分娩成績を示したものです。飼料の給与量
は、交配時体重 �30kg が �.8 ～ �.9kg、�40kg が 2.0 ～
2.2kg、�50kg が 2.2 ～ 2.4kg です（TDN68%、CP�5%）。
交配時の背脂肪の厚さは、交配時体重が大きいほど厚
くなりました。分娩成績は、交配時体重を �30kg とした
区では、�40㎏および �50㎏に設定した区よりも、総産子
数が少ない傾向にありました。これは �30kg 区の飼料給
与量では、交配時に充分な体脂肪の蓄積を得られなかっ
たために、排卵数が少なくなったと考えられます。また

�30kg 区では、子豚の生時体重が小さい、子豚の圧死割
合が高いという傾向も認められ、胎児の発達に必要なエネ
ルギーも不足していた可能性があります。

○初回交配前後の管理のポイント
初回発情は排卵数が少ないことが示されており、2回目

以降の発情で交配するようにしましょう。
育成豚のフラッシング（交配前の飼料増給）について

�970 ～ 80 年代に研究されてきましたが、最近の管理が
良くボディコンディションの整っている豚においてはフ
ラッシングの効果は小さいという説が一般的です。また、
交配後は胚の生存性を高めるため、飼料の給与量を少なく
します（次回また説明します）。

○まとめると
産肉能力の改良が進んだ種豚を用い、衛生的な豚舎で管

理する場合、目標交配時体重は �40 ～ �50㎏とするべき
でしょう。そのときの育成期の飼料給与量は �00 ～ �60
日齢で2.0～2.2㎏/日、�60日齢から交配までは2.2～2.4
㎏ / 日が目安となります。
ただし、寒冷期には相応の「増し飼い」が必要です。そ

の他にも豚舎構造や衛生状態で給与量の調節が必要です。
下に示した発育曲線から、日齢と体重を確認し、体重が曲
線を上回るようなら餌を減らし、下回るようなら増量する
と良いでしょう。体重の推定法については、次回紹介しま
す。（内藤）

Tips!　寒冷期の「増し飼い」について
下限臨界温度とは、体温を維持するために余分なエネルギー
が必要となる境の温度です。成豚の下限臨界温度は、飼い
方にもよりますが、�5～ �2℃とされています。下限臨界温
度から �℃下がるごとに必要なエネルギーは、体重 �00kg
の豚では �58kcal/ 日、200kg では 266kcal/ 日といわれて
います。これを飼料の量に直すとそれぞれ約 50g および約
90g なので、この値を参考に飼料増量分を考えましょう。

Tips!　P2背脂肪厚
最後胸椎の中央部から左右 6.5㎝の位置の背脂肪厚で、これ
までの研究で豚の体脂肪率と相関が高いことが認められてい
ます。

表 1　交配時体重と分娩成績の関係

交配時
目標
体重

母豚の変化 分娩成績
体重 * P2 背脂肪厚 総産 生時 圧死

交配時 分娩後 交配時 分娩後 子数 体重 頭数
（kg） （kg）（mm）（mm）(頭/腹) （kg）（頭 /腹）

�50kg �50.2 �82.8 �7.3 �7.5 ��.7 �.25 0.4
�40kg �39.7 �74.2 �4.8 �5.8 ��.6 �.23 0.�
�30kg �28.7 �63.7 �2.8 �4.8 �0.9 �.�9 �.�
* 妊娠期の増体重は 35kg に設定　　（道立畜産試験場　2004）
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換気にも気を配ろう
呼吸器とは、鼻から肺までの部分を指します。この呼

吸器に病原体が感染すると、さまざまな呼吸器病が
発生し（表 �）、飼料効率や増体重の低下、事故の増加といっ
た経済的な被害が大きくなるのです。

空気中には有毒な粒子 ( ほこり、カビ、マイコプラズマ、
細菌あるいはウイルスなど ) やアンモニアが含まれ

ています。そのため、呼吸によって空気を吸い込むことで
､ これらの有毒な粒子やガスが体内に入り込みます｡ 皆さ
んの農場では保温に重点をおくあまりに換気がおろそかに
なっていませんか。換気が不十分になると、空気中の有毒
粒子 (病原体 )やふん尿から出されるアンモニア (刺激臭 )
が多くなります。その結果、鼻から吸い込む病原体やアン
モニアの量が増えることになります。

幸いなことに、豚には体外から侵入してくる有害な病
原体から身を守る防御システムが存在します。吸い

込まれた空気中の粒子は、鼻毛やのどの粘膜で捕らわれま
す。のど粘膜の表面には無数の小さな突起（線毛）があり
ます。線毛は �分間に �000 回以上も動き、捕らえた粒
子や病原体を口へ戻して、排出しようとしています（図１）。
ただし、空気中のアンモニアのような有毒ガスから身を守
る仕組みはありません。アンモニアは線毛に深刻なダメー
ジを与え、線毛運動を低下させます。そのため、病原体は
簡単に鼻から肺へ到達し、豚は呼吸器病に感染しやすくな
るのです。

アンモニアが、呼吸器系病原体の感染に及ぼす影響を
図 2に示しました。このグラフは、萎縮性鼻炎の原

因菌である毒素産生性のパスツレラ・マルトシダを鼻の中
に接種し、その後の菌数の変化を表したものです。図から
わかるように、換気不良の高アンモニア状態の豚群では、

換気が正常に行われている豚群よりも、病原体の数が増え
ることがわかります｡

このように換気は、温度や湿度の調節だけでなく、新
鮮な空気を与え、豚舎内で発生する有毒ガスや病原

体を排出する上で重要なのです。とくに注意が必要なのは
ウインドレス豚舎のような気密性の高い豚舎、あるいは温
度を維持するために換気を制限しがちな冬の季節です。ア
ンモニアの刺激臭が気になるときは、豚も気になっている
はずです。また最近、豚の咳やくしゃみが増えてきたなと
感じたら、温度や湿度管理だけでなく、換気の管理にも気
を配りましょう。（二階堂）

連載　豚の疾病対策（�）

Tips!　咳・くしゃみ回数を数える
咳やくしゃみの回数を定期的に計測しておくと、呼吸器
病の状態や対策の効果を把握するのに役立ちます。計測
法は次の通りです。ぜひ、試してみてください。

豚が落ち着いている時間帯に、10 分間に聞こえた
咳とくしゃみの回数をそれぞれ記録します。その回
数を計測した豚舎（豚室）にいる豚の頭数で割り、
100 をかけます（次の式）。

数えた咳やくしゃみの回数÷在庫頭数× 100

豚舎 咳 くしゃみ
少ない 普通 多い 少ない 普通 多い

離乳子豚 0.0 3.2 �2.3 9.2 �7.6 28.7
肥育前期 �.2 6.4 �5.5 3.5 �0.4 20.9
肥育後期 2.9 �3.7 32.4 3.4 7.5 �3.2
道内 6養豚場の実測値から算出　　（滝川畜試	2000 年）

咳・くしゃみ回数の目安（100 頭・10 分あたり）

表 1　主な豚の呼吸器病
疾病 原因となる病原体

豚マイコプラズマ肺炎 マイコプラズマ・ハイオニューモニエ
豚萎縮性鼻炎（AR） ボルデテラ・ブロンキセプティカ

毒素産生性パスツレラ・マルトシダ
豚胸膜肺炎 アクチノバチルス・プルロニューモニエ
豚繁殖・呼吸障害症候群 PRRS ウィルス

Tips!　豚舎のアンモニアガス濃度
道内の 8養豚場で、肥育豚舎のアンモニアガス濃度を
測定しました。その結果、ほとんどの豚舎は、換気の目
安となる �5ppm以下でした。しかし、�養豚場で 5回
測定したうちの 4回が �5ppm以上で、そのうちの �回
は 35ppm でした。人の労働安全のための許容濃度は、
25ppmとなっています。豚の健康ばかりでなく、自分
の健康のためにも豚舎の換気に注意しましょう。

図１　呼吸器上皮細胞(模式図)
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図２　アンモニアガスの病原体感染への影響
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編集後記：北豚News 創刊号をお届けします！News の作成
には、某 DTP ソフトを使ってみました。見た目はソフトの
おかげでまずまずの出来具合ですが（自画自賛 (^^;)）、肝腎
なのは中味です。第 2号は 2月発行の予定です。編集委員
一丸となって内容充実に努めますので、ご愛読の程よろしく
お願いいたします（北の豚）。

北豚 News　創刊号　2005 年 �0 月 3�日　発行
発行　北海道養豚研究会
　　　〒 08�-0038　上川郡新得町字新得西 5線 39番地
　　　北海道立畜産試験場内　TEL:0�566-4-532�　FAX:0�566-4-6�5�
　　　http://youton.hp.infoseek.co.jp/

昨年３月にいわゆる脱サラ
し、千歳市の養豚農家

の後を引き継ぎ、有限会社セ
ンターファームを設立、母豚
１４０頭の一貫経営に取り組
んでいる飯沼さん（代表取締
役、写真右）を訪ねた。

古い施設で継ぎ足しで増頭してきたため、飼養管理
に手間がかかる、種雄豚と母豚は自家生産で更新

してきたために、血縁が近くなっており、種豚の導入が
必要となっている、など課題が山積する中で、食品残さ
を利用した飼料コストの低減や施設改造による効率化
などの構想を温めている。当面の課題は、分娩離乳部門
の豚管理（母豚および子豚）をいかに改善するかであり、
ここを任せられるスタッフを探している。

自家更新主体できたために疾病も App（胸膜肺炎）
が多い他は、マイコプラズマ肺炎も少なく、PRRS

もフリーである。また、ハンプシャーの雄（写真下）を
久しぶりに見たと思ったところ、雄も自家更新でデュ
ロックとの雑種ということだった。新規に参入される際
に周囲からは「やめた方がいい」と言われたそうだが、
北海道の養豚農家が激減する中で飯沼さんには是非、頑
張っていただきたいと思う。（梶野）

養豚場紹介	（�）

有限会社
　　センターファーム

畜産試験場養豚科では、現在、大ヨークシャー系統
豚ハマナスＷ �の能力を受け継ぎ､ さらに産肉性

や繁殖性を向上させた大ヨークシャー系統豚「ハマナス
Ｗ２」（仮称）の造成を実施しています｡「ハマナスＷ２」
はハマナスＷ１とスウェーデンから導入した種豚群を
基礎集団として、能力検定・選抜を 7年続けて平成 �9
年に完成の予定です。世代の経過とともに少しずつ集団
の血縁関係を濃くしてゆき、系統完成時には能力の揃っ
た豚の集団に仕上げます｡

主な改良形質は､日増体重、背脂肪厚、総産子数です。
体重 30 ～ 90kg の日増体重については､ Ｗ１に

ついても雄が 970 ｇ / 日、雌が 880 ｇ / 日とわが国の
系統豚の中でもトップクラスの能力を有していますが､
Ｗ２についてはさらに 80ｇ / 日の能力向上を目指して
います｡ 背脂肪厚についてはＷ１では体重 90kg 時点で
�3mmであり、大幅な変更は必要ないと考えています
が､ 三元交雑した場合の肉豚の枝肉形質などを考慮して
調整していく計画としています。総産子数はＷ１の初産
総産子数 9.2 頭をプラス �頭の �0.2 頭程度となるよう

に選抜を行なっており､ ほぼ期待通りに改良がなされて
きています｡ この他、肢蹄形状の悪い育成豚、子噛みを
起こした母豚を選抜群から除外して、雌系の系統豚とし
てより望ましい資質を備えた豚に改良を進めています｡

系統完成後、「ハマナスＷ 2」が道内養豚場の生産性
改善の即戦力となるよう、他の系統との組合せ能

力についても調査を進めています｡（小泉）

試験場から 豚の改良　－系統造成について－

ハマナスW2第 3世代を利用した F�育成雌豚


