
�

近年、チーズの製造工程で生産されるホエーを豚に給
与する農場が増えています。また、札幌の居酒屋のメニュー
にも「ホエー豚」が現れるなど、道民の認知度も日々高まっ
ているようです。そこで、チーズ・ホエーとその豚への給
与について取り上げてみました。

ナチュラルチーズの製造工程
ホエーが何者であるかを知るために、ナチュラルチー

ズの製造工程をまとめてみました。
まず加熱殺菌した乳にスターター（乳酸菌などを含む）

を加えます。スターターに含まれる乳酸菌の種類は製造す
るチーズの種類によって異なり、日本でもポピュラーなカ
マンベールタイプのチーズではカビも含まれています。つ
ぎに乳酸発酵がある程度進んだところでレンネット（乳を
固める成分）を加え、一定の硬さに凝固したらカッティン
グをします。このときにチーズとなるカードとホエーに分
離します。その比率はおよそ � 対 9 の割合です。そしてカー
ドを集めて、さらにホエーを取り除きます。ホエーをどれ
だけ取り除くかは、仕上げるチーズの硬さによって違いま
す。この後は、チーズの種類に応じて熟成などの工程を経
てできあがります。

ホエーの成分
原料である乳の成分のうち、タンパク質や脂肪の大半は

チーズとなりますが、炭水化物の多くはホエーに残ります。
したがって、栄養面からみたホエーの主成分は、炭水化物

（主に乳糖）で、タンパク質と脂肪が含まれます（表 � を
参照）。表 � をもとに TDN に換算すると 5%程度になりま
す。仮に肥育豚に飲水代わりにホエーを飲ませると、� 日
� 頭あたり 5 ～ 6 リットルのホエーを消費します。この
中に TDN として 250 ～ 300g を含みますから、TDN75%
の配合飼料に換算すると 333 ～ 400g に相当します。生
後 40 日から �60 日まで給与し、配合飼料の価格を �kg
あたり 40 円とすると、� 頭あたり �,600 ～ �,920 円の配
合飼料代替効果が期待できます。

この他に、スター
ター由来の乳酸菌も
多 く 含 ま れ て お り、
ホエー給与による豚
の健康や肉質を改善
する効果が期待され
ています。特に、道
内各地にある手作りチーズ工房では、工房や製造するチー
ズ種によってスターターが異なることから、「○○工房の
○○チーズのホエーを給与した豚」という特徴付けも可能
になるかもしれません。また、スターター中の乳酸菌が発
酵を続けると、ホエーの pH は酸性になります。このこと
はホエーの保存性を高める上で重要といえます。

ホエーの処理
チーズ製造時に処理する乳の約 9 割はホエーになりま

す。このままでは産業廃棄物扱いですから、適切な処理が
必要です。

前述した手作りチーズ工房にとって、ホエーの処理は
やっかいものでした。これを解決する方策として、地域の
養豚場での利用が始まりました。特に、十勝ホエー豚研究
会による取り組みは、北海道におけるホエー豚生産の中心
的役割を果たしています。

一方、大手の乳業会社のチーズ工場では、ホエーを乾
燥させ、粉末ホエーとして食品や飼料原料として流通させ
ています。コストをかけて処理していること、特に石油エ
ネルギーを消費して処理しているわけですから、今後は環
境面からの問題が大きくなるでしょう。また、生乳処理量
20 万トンという大規模チーズ工場の建設が予定されてお
り、稼働後は粉末ホエーが供給過剰となる恐れがあります。
そのため、ホエーを液状のまま流通させ、豚に給与する仕
組み作りが課題になるでしょう。（仙名）
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畜産試験場からのお知らせ
平成 �8 年 4 月 � 日から、畜産試験場養豚科の名称

が変わりました。
（旧）家畜生産部養豚科
（新）家畜研究部中小家畜育種科
です。今後ともよろしくお願いいたします。

表 1　ホエーの成分（g/100g）
チーズのタイプ 水分 タンパク質 脂質 炭水化物

セミハード 93.0 0.8 0.4 5.4
ソフト系 92.6 �.0 0.� 5.9

北海道養豚研究会報 36 巻より
十勝圏食品加工技術センターの分析値
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連載　生産技術あれこれ（2）

繁殖雌豚への飼料給与
○　妊娠期の栄養管理

妊娠期の飼料給与量を設定する場合、次の点に必要な栄
養を考慮します。

(�) 母豚の体の維持
(2) 母豚自身の成長（増体重）
(3) 乳腺、胎子の充分な発達

加えて母豚の脂肪蓄積状態（ボディコンディション）が適
切となるように、妊娠ステージごとに飼料給与量に工夫を
する必要性があります。

○　妊娠ステージと飼料給与量
妊娠ステージごとの飼料給与量設定の基本的な考え方は

次のとおりです。
(�) 交配～妊娠 30 日目：胎盤と羊水が変化するが、必

要とするエネルギーは小さい。給与量が多すぎると
胚の死滅率が高くなる恐れがある。

(2) 妊娠 30 ～ 60 日目：母豚の体脂肪蓄積を整える時
期と考え、ボディコンディションにより飼料を増減
する。

(3) 妊娠 60 ～ 90 日目：ボディコンディションにより
飼料を増減するが、過剰な飼料給与は乳腺組織の発
達を阻害し、泌乳量が減少すると言われている。

(4) 妊娠 90 日目～分娩：胎子と乳腺組織が大きく成長
し、特に胎子には多くのエネルギーが必要となるた
め、増給する。ただし、分娩予定日 3 日前からは便
秘予防のため飼料給与量を増量前のレベルに戻す。

○　妊娠期の飼料給与量と繁殖成績
畜試では平均交配時体重 �80㎏の 2 産目母豚を用いて、

妊娠期の飼料給与量（3 水準、TDN68%）が分娩および哺
乳成績に及ぼす影響について試験を行いました。

試験は妊娠期間の飼料給与量を一定にして行いました。
妊娠中の母豚自体の体重増加は、給与水準の多い順に増加
しました。しかし背脂肪厚は、2.0kg 区と 2.2kg 区では妊
娠 60 日以降、2.4kg 区でも妊娠 90 日以降減少した（図 �）
ことから、90 日以降はどの区でも摂取エネルギー不足＝
飼料給与量の不足が示唆されました。

産子数は処理間に差は見られませんでしたが、子豚の生
時体重は 2.0kg 区が小さい傾向にありました（表 �）。続
く授乳期での母豚の飼料摂取量は、2.4kg 区が最も少なく
体重および背脂肪厚が減少しました。また、哺乳子豚の増
体量は 2.2kg 区が最も良好でした（表 2）。

今回の一定量を給与した試験では、2 産目妊娠期の給与
量は約 2.2㎏ / 日（TDN68％）が最も良い結果した。そし
て、給与量が多すぎると授乳期の母豚の食い込みが悪くな
る、少なすぎると子豚の生時体重が小さくなると考えられ
ます。ただし、妊娠90日以降における飼料増給に関しては、
残された課題となりました。ちなみに文献では、初産豚で
2.77kg、4 産目豚で 3.�2kg（ただし TDN68％飼料）が適
当との報告があります。（内藤）

フランクトゥフランクと体重の関係
フランクトゥ

フランク（cm） 体重（kg）

83 ～ 90 ��5 ～ �50
9� ～ 97 �50 ～ �80

98 ～ �04 �80 ～ 2�5
�05 ～ ��2 2�5 ～ 250
��3 ～ �27 250 ～ 300

Young and Aherne(2005) から抜粋

表 1　妊娠期の飼料給与量と産子成績
飼料

給与量
kg/ 日

母豚の体重 産子成績
交配時

kg
分娩後

kg
総産子数
頭 / 腹

生時体重
kg

2.4 �82.4 220.3 ��.3 �.47
2.2 �78.4 �99.5 ��.0 �.45
2.0 �83.3 200.7 ��.7 �.38

Tips!　繁殖雌豚の体重推定法
体重推定法の一つにフランクトゥフラン

ク（わき腹-わき腹）法というのがあります。
これは右図のとおり後肢の付け根から反対
側の付け根までの長さを巻尺で測って体重
を推定する方法です。測定には慣れが必要
で、雌豚が餌を食べている間に素早く、排
尿に気をつけて行うと良いでしょう。 赤線の部分の長さを測定します。

表 2　妊娠期の飼料給与量と授乳期母豚の変化
飼料

給与量
kg/ 日

母豚飼料
摂取量

kg/ 授乳期

母豚の変化 哺乳子豚
増体量
kg/ 腹

体重増減
kg

P2 脂肪厚増減
mm

2.4 �37.2 -5.7 -0.2 54.7
2.2 �48.2 4.6 0.3 57.5
2.0 �5�.4 7.3 0.3 52.0

P2
背
脂
肪
厚
(m
m
)

14

15

16

17

18

19

2.0kg2.2kg2.4kg

分娩日105 日90 日60 日30 日交配日

飼料給与量
（1日あたり）

図 1　妊娠中の飼料給与量と脂肪蓄積の推移

：背脂肪厚が減っている
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初乳はただの乳汁ではない
母豚の体内で、胎子は胎盤に包まれ、栄養は胎盤を介し

てもらっています。ところが、分娩（出生）をさかいに、
胎子を取り巻く環境は大きく変わります。生まれた子豚は
自分で栄養を摂取する必要が生じます。分娩直後の乳汁は
特に初乳と呼ばれ、通常の乳汁よりも黄色く、脂質や糖質
が低い変わりに、たんぱく質の割合が多くなっています。
生後まもない子豚がこのような特性を持った初乳を飲むこ
とには、単なる栄養補給とは別に、生理的に大きく 2 つ
の意味があります。

1．消化管を刺激し、粘膜の成長を促す
生後まもない子豚は、栄養素の消化や吸収に必要な消化

管の粘膜－ヒダ状の絨毛（じゅうもう）や消化酵素の発達
が十分ではありません。消化管に達した栄養素は絨毛に捉
えられ、酵素によって消化されて吸収されます。絨毛の発
育が悪い場合には、母乳から摂取した栄養素が消化管を素
通りして、そのまま便に排出されてしまいます。

また、乳の消化にはラクターゼという酵素が重要です。
乳に含まれる糖はラクトースといい、乳（乳製品）以外の
食物には存在しません。ラクターゼとは、このラクトース
を消化する酵素で、出生直後の動物では高く、成長するに
つれて除々に減少するとされます。ヒトでも牛乳を飲むと
下痢になることがありますが、この原因の多くはラクター
ゼ活性が低いことにあり、未消化のラクトースが腸内細菌
に分解されることでガスが生じ、腹痛や下痢を起こします。

十分量の母乳を摂取することで、絨毛や消化酵素が増え、
効率的な栄養素の消化吸収ならびに豚本来の資質を活かし
た良好な発育を行うことができるようになります。絨毛の
発育を豚初乳または代用乳を与えた 2 日齢の子豚で比較
すると、生後直後よりも絨毛は発育し、効果に差はありま
せんでした。ただし、消化酵素のラクターゼ活性には差が
見られました。どうやらラクターゼには初乳に含まれる微
量成分（インスリンなど）が重要なようです。初乳を十分
摂取できなかった子豚に代用乳を与えた場合、絨毛で栄養
素を捉えることはできても、ラクターゼ活性が低いため、
母乳由来のラクトースをうまく消化できず、下痢になりや
すい状態になっている可能性があります（図 �）。

2．初乳中の有用成分を体内に取り込む
生後まもない子豚は、病原菌から身を守る活力源、免疫

グロブリン（アルファベットで分類され、初乳ではＧが重
要です）を作ることができません。そこで、初乳に含まれ
る免疫グロブリンＧを体内に取り込み、細菌やウイルスの
増殖を抑えることができるようになります。生後 2� 日ま
でに死亡した子豚の履歴を調べると、出生までの時間にバ
ラツキがあり、遅い順番で生れ、体が小さく、免疫グロブ
リンＧが低い特徴がありました。

連載　豚の疾病対策（2）

表１　生後 21 日までに死亡した子豚の履歴
健常群 死亡群

免疫グロブリンＧ（mg/ml） 40 28
娩出間隔（分） 39 �06
生後体重（kg） �.34 �.�5
母豚からの出産順位 5.6 6.3
40 ～ 60 腹の平均値　　　　　　（Hendrix ら ,�978）

乳中に含まれる免疫グロブリン G は分娩直後が最も多
く、時間が経つにつれて低下し、分娩後 48 時間以降では
ほとんどなくなります。一方、子豚が初乳中の免疫グロブ
リン G を吸収できる時間はさらに短く、一般的に生後 24
時間までとされています。

代用乳や乳汁は免疫グロブリンＧ濃度が低く、効果はほ
とんど期待できません。また牛の初乳を飲ませた場合でも、
豚の乳汁と同等の効果しか得られないことから、豚には豚
の免疫グロブリンＧしか吸収しない特別な機構があるよう
です（図 2）。

代用乳は母乳と同様に栄養素やエネルギーバランスに優
れ、子豚期の栄養源としてよく利用されます。ただし、出
生後まもない時期の子豚に必要な消化酵素や免疫力の維持
には分娩直後の母豚の初乳に勝るものはなく、経済的に被
害が大きい生後直後の子豚の死亡にも大きく関わっていま
す。このため、理想的に言えば、遅れて生れて来た小さな
豚には、生後 24 時間（できれば �2 時間）以内に、個別
に優占的に授乳させる分割授乳のような手間が必要です。

（二階堂）
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編集後記：北豚 News は、次の 4 名が委員となって編集にあ
たっています。遅くなりましたがこの場を借りて紹介させて
頂きます。いずれも畜産試験場の職員です（北の豚）。

編集委員長　仙名和浩（技術普及部）
編 集 委 員　山内和律、内藤学（中小家畜育種科）
　　　　　　二階堂聡（感染予防科）

北豚 News　第 2 号　2006 年 4 月 �5 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�56-64-532�　FAX:0�56-64-6�5�
　　　http://youton.hp.infoseek.co.jp/

今回は長沼町の山口養豚場
を訪問した。山口学さん

（写真右）は両親と奥さんの 4
人 で、 水 田 4ha と 麦、 大 豆、
トマト、ミニトマトなど合計
�6ha の田畑と母豚 50 頭一貫
の複合経営をしている。養豚
は、お父さんが昭和 40 年代後
半から始めて、学さんが 2 代
目である。豚はハイポーが主
体であるが、3 年前に鹿児島

（種子島）からバークシャーの雄 � 頭と雌 4 頭を導入した。
現在、�5 頭のバークシャー母豚から黒豚肉を生産してい
るが、定時定量の供給ができないので今のところ価格は一
般豚と変わらない。今後、生産コストに見合った価格で販
売できるような生産体制を目指す。

山口さんを含め長沼町内の 4 農家が集まって企業組合
ながぬま粲道舎 ( さんどうしゃ ) をつくり、自分た

ちの生産する農作物の直売や、それを使ったメニューを提
供する直営の 「農家の食堂・あぐり」を設けた。ここでは

山口さんが生産したバークシャーの肉を使った黒豚丼のほ
か、精肉も販売している。昨年 7 月には「あぐり」のホー
ム ペ ー ジ （http://www.warp��.hotcn.ne.jp/~sandosya/）
も立ち上げた。

また、食品残さ（パンクズ、コロッケ加工残さ）を酵
母やこうじ菌を加えて毎日発酵処理（写真下）、ビ

タミンなどサプリメントを加えて調整し、肥育後期の飼料
として利用している。

昨年、糞尿処理対策としてシートを利用した尿貯めを
作った。そのばっ気尿を農作物に液肥として使用し、

循環型農業にも挑戦している。（梶野）

養豚場紹介 （2）

山口養豚場

平成 �7 年 �0 月 3 日から �2 月 2 日まで、茨城県つく
ば市にある「独立行政法人　動物衛生研究所」で研

修を行ってきました。お世話になった臨床繁殖研究室では、
牛と豚の繁殖障害や繁殖に関わる内分泌的な機構、体外で
受精卵を作成する体外受精などを研究テーマとしていまし
た。研修では、繁殖技術の研究には欠かせない性ホルモン
を分析するための血清サンプルの収集手技を学習し、豚胚
の体外生産技術を習得してきました。また、豚における妊
娠の成立について文献を中心に勉強してきました。

性ホルモンの分析は、飼養管理が繁殖雌豚に与える影
響をより精度良く把握するために有効ですが、長期

間の経時的な採血が必要です。豚で血清サンプルを収集す
るには、鼻保定をして頸静脈から採血する手法が一般的で
すが、労働の大変さや豚にかける負担は非常に大きいです。
従って経時的に採血するには、外科的に静脈へカテーテル
を挿入する手法が用いられます。カテーテルを頸静脈に挿
入すると、30 ～ 50 日間は採血を行う事が可能です。

豚胚の体外生産は、卵巣から回収した卵子を授精でき
る状態まで培養し、凍結精液（液状精液）を用いて

体外受精するといった過
程を経ます。豚の体外受精
は、複数の精子が卵子に侵
入してしまう問題（多精子
授精）が未だ解決されてお
らず、技術の確立を遅らせ
ています。現在では、�00
個の回収した卵子から �5
～ 30 個の豚胚を作成出来る段階です。豚胚の体外生産技
術は、凍結保存や遺伝子導入技術を研究するために必要な
技術です。豚胚の凍結保存は、優良な遺伝資源を効率良く
維持したり安全に導入する方法の一つとして開発が期待さ
れている技術です。

平成 �9 年度に完成予定の系統豚「ハマナス W2」を
有効に利用していくためには、生産性を高める繁殖

管理技術と効率的な遺伝資源の維持技術を検討していく必
要があります。これらの研究を今回の研修で得られた技術
を活用して取り組んでいき、北海道養豚の基盤を支える研
究につなげていきたいと考えています。

試験場から 研修報告　養豚科（現中小家畜育種科）　岩上弦太郎

種雄豚から精液を採取する
岩上研究職員


