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2006 年 6月６日から �6日までの間、アメリカへの視
察研修に参加した。日程は下記の通りであるが、SGI 社、
養豚場、パッカーについて報告したい。
6月 7日　SGI 社、コンパート農場見学
6月 8・９日　ワールドポークエキスポ見学
6月 �0日　ルイジーファーム見学
6月 �2日　アイオワ州立大学見学とジャッジングコンテスト
6月 �3日　パッカー見学

6 月 7 日　SGI 社
午前中は SGI 社を訪問した。SGI 社はアイオワ州にある

精液販売会社で �98� 年に創業、精液は国内及び国外の多
くの養豚場で利用され、質量ともに世界のトップクラスで
あり、日本の養豚に大きく寄与されたホドソン博士により
創設された。まず、ホドソン博士の説明を聞いた後にラボ
にて液状精液の作り方を見学した。
ラボと採取場は二重ガラスでつながっていて、精液を採

取するビンの周りには発泡スチロールが巻かれている。採
取場からラボに運ぶが、採ってすぐに希釈をするので温度
には特に気を使わないそうだ。精子の生存率は 80％以上
で奇形率は �5％
だそうだ。輸送
時は �8℃を保て
るようにアイス
パックの量や梱
包の仕方を変え
るなどの工夫を
しており、米国
内であれば翌日
には到着するよ
うだ。
次に雄豚を見た。SGI 社には大ヨークシャー、デュロック、

ランドレース、ハンプシャーがいた。凍結精液を作る際は
薄い精液は捨てられ、濃い精液だけが利用されるそうだ。
雄はあえて痩せさせているそうで運動をしないから極度に
食べさせないという事だ。凍結精液は技術の進歩により解
凍時の活力が 40～ 45％だったものが 60％にまで向上し
た。凍結精液は主に純粋種の改良として使われるそうだ。

6 月 7 日　コンパート農場
午後は 200 頭一貫のブリーダーで母豚を販売している

コンパート農場を見学した。大ヨークシャー、ランドレース、
ハンプシャー、チェスターホワイト（CW）を飼養、約75％

が SGI 社の精液
を使っている。
CWは発育は遅
いがサシが入り
やすいためアメ
リカで見直され
人気があるそう
だ。
種豚舎は豚舎

というより外に
小屋があり、そこで飼育されていた。また、暑さ対策のた
めに細霧システムがついていた。外で飼育すると豚舎と
違って広く充分な運動ができていそうだった。
分娩舎はウィンドレスで暑さ対策としてクーリング

パッドが使われていた。実際にそばに行くと涼しく、暑さ
対策には良い効果が期待できそうだった。北海道ではあま
り馴染みがないが、九州では当たり前のように使われてい
るそうで暑さ対策を重点的に考えた暑い土地ならではの対
策だと思った。分娩豚房に子豚用のドリンカがなく驚いた。
子豚は下痢もなく非常に良い状態で、母乳をいかに沢山飲
ませるかが日本以上に重要視されているようだった。産子
数は �0 ～ �0.5 頭、年 2.3 ～ 2.4 回転で９割の母豚が年
１腹あたり 23 頭分娩、離乳は生後 24 日齢前後で月、木
の週２回だそうだ。
離乳舎もウィンドレスで全 �2部屋で１部屋�8ペン、１マ

ス�8頭収容している。通路にはハエ用のスプレーが設置
されておりタイマー式で時間になると１日 2回噴射する。
弱い豚や小さい豚は別に少し狭い部屋があり、そこで大き
くなったら落とし蓋を開けてすぐに隣の部屋へと移動でき
便利だと思った。
育成舎・肉豚舎はカーテンを全て開けており、換気扇や

順送ファンは全開だった。それでもとても暑く感じた。雄
と雌を分けており、離乳舎からは �0週齢前に移動をして
くるそうだ。掃除に関しては、オールインオールアウトな
ので全て出して洗浄のみ。トレッターはかけていないとの
事だったがとてもきれいにされていると感じた。豚舎はす
べてピット方式でふん尿は畑に散布する。

（第 4号に続く）

アメリカ視察研修報告（１）
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連載　生産技術あれこれ（3）

授乳期母豚の栄養管理
○	 授乳期の栄養管理
授乳期は雌豚の繁殖サイクル内でエネルギー要求量が最
も多くなるため、不断給与に近い給与方法が必要です。授
乳期母豚の飼料摂取量に影響する主な要因は次のとおりで
す。
（�）	 妊娠期の飼料摂取量
（2）	 母豚の産次・コンディション
（3）	 ほ乳子豚数
（4）	 豚舎環境（主に温度）
（�）については、前回（第 2号）で紹介したとおり、
妊娠期の飼料給与量が多すぎると、授乳期の摂取量が減っ
てしまいます。（2）については、特に初産母豚は経産豚
より飼料を食い込めないことに注意しましょう。（3）に
ついては、里子で調整しましょう。（4）については、と
かく分娩豚舎は子豚の保温のために温度を高くしがちで
す。授乳期母豚の適温は、�6～ �8℃です。換気量の調節
はもちろんですが、暑熱期にはドリップクーリングや送風
などにより母豚の体感温度を下げてやりましょう。
授乳期の飼料摂取量が不足すると、母豚は体に蓄えた脂
肪を使って母乳を生産します。母豚の消耗が大きいと、離
乳後の発情再帰日数が延びる、次回の産子数が減るなど繁
殖成績に悪影響を及ぼすことがあります。

○授乳期の飼料給与方法について
－授乳初期からの飼料多給方式－

多くの飼料を摂取させ、母豚のコンディションの維持と
ほ乳子豚の良好な発育を図るために、授乳初期から飼料を
多給する方式について検討しました（表 1）。初産 25頭、
二産目 32頭の母豚を用い、授乳期の飼料摂取量、子豚の
発育および母豚の授乳期の体重と背脂肪厚の変化について
調査しました。また、生産現場からは授乳初期に急に餌を
多くすると「食いどまり（授乳期間の 8～ �5日に起こり
やすい母豚の飼料摂取の落ち込み）」を心配する声もあり
ますので、合わせて調査しました。
飼料摂取量について表 2に示しました。初産・二産目
合わせて 57 頭中 5� 頭の母豚については飼料の摂取状況
は良好で、授乳期間の一日平均摂取量は初産母豚では平均
5.9㎏ / 日、二産目母豚では平均 6.5㎏ / 日でした。残り
6頭の母豚で飼料摂取の落ち込み（食いどまり）がありま

したが、それらの母豚でも飼料摂取量が極端に低くなるわ
けではなく、ほ乳子豚の発育は食いどまりの有無に関わら
ず良好でした（表 3）。母豚の授乳期の体重と背脂肪厚は、
食いどまりのなかった母豚ではほとんど減少しなかったの
に対し、食いどまりのあった 6頭の母豚で減少が見られ
ました。発情再帰については、離乳後 20日目まで再帰が
見られない母豚は、初産・二産ともに 2頭ずつ、計 4頭
でしたが、食いどまりとの関連は明確となりませんでした。

表 1　授乳期初期からの飼料多給プログラム（1日量）
分娩後 当日 2日目 3日目 4日目 5日目 6日目以降

給与量 0.5kg�) 4kg 5kg 6kg 7kg 7kg ＋α 2）

�）当日は子豚を完全に産み終わった母豚に限り給与、その後は
�日量を２回に分けて給与

2）	� 日あたり 0.6kg 単位で母豚の摂取状況にあわせ増減

表 2　母豚の食いどまりの有無と飼料摂取量

産次 食いどまり
の有無 �)

飼料摂取量 2) 日本飼養標準
の要求量授乳期全体 �日あたり

初産 なし (23 頭 ) �26.6kg 5.9kg 4.5�kg/ 日
あり (2 頭 ) ��7.5kg 5.5kg

二産 なし (28 頭 ) �49.6kg 6.5kg 5.25kg/ 日あり (4 豚 ) ��9.8kg 5.2kg
�）一日の摂取量がそれまでの最大量より �.8kg 以上落ち込み、
6.0kg 以下になった場合

2）TDN76%の授乳期用飼料

表 3　子豚の発育と母豚の変化

産次 食いどまり
の有無 �）

子豚の発育 母豚の変化 2）

離乳
頭数

離乳時
体重

一腹
総体重 体重 P2

背脂肪厚

初産
なし (23 頭 ) 9.7 頭 5.6kg 54.�kg +4.�kg +0.3mm
あり (2 頭 ) �0.5 頭 5.7kg 59.4kg -8.5kg -2.8mm

二産 なし (28 頭 ) �0.4 頭 6.9kg 7�.6kg +3.2kg +0.�mm
あり (4 頭 ) 8.3 頭 7.2kg 58.�kg -6.�kg -0.5mm

�）表 2と同じ、2）離乳時－分娩時

以上のことから、今回検討した授乳初期からの飼料多給
方式は、母豚の飼料摂取量とほ乳子豚の発育を向上させ、
母豚のコンディション維持に有効で、これまでに述べた育
成期および妊娠期の給与基準と併用して行うことが効果的
と考えています。一日あたりの給与回数や給与時刻などに
も工夫をすれば、さらに成績向上が望めるでしょう。

○	 おわりに
3 回にわたって、高増体で赤肉生産に優れた純粋種系統
を用いたときのデータをもとに述べてきました。このよう
な特徴を持った系統同士の F� 母豚においても、同様の傾
向を示すと考えます。残された問題として、妊娠後期の飼
料給与量や三産目以降の給与基準について検討が必要で
す。繁殖雌豚の飼料
摂取量と繁殖成績の
関係については、継
続してデータを収集
しています。データ
が揃いましたら、ご
報告いたします。（内
藤）
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免疫とワクチンのしくみ
1．免疫反応とは
ウイルスや細菌が体内に侵入すると、身体が反応してこ
れらの増殖を防ごうとします。この際、食欲がなくなった
り、体温が上がったりする免疫反応を伴いますが、これは
ヒトも豚も変わりません。
実は、免疫反応は図 1に示すように大きく 2種類に区
別されます。�つは子豚が生まれつき持っている自然免疫
といい、あらかじめ血液中を巡回しているマクロファージ
やナチュラルキラー（NK）細胞などが酵素を出して病原
体を溶かしたり、細胞内に取込んで消化してしまいます。
もう �つは獲得免疫と呼ばれ、子豚が生まれてから様々
な病原体に感染することで、T細胞や B細胞が反応し、多
量の抗体が産生されます。抗体は病原体に付着して無毒化
する働きがあります。また、T細胞や B細胞は体内に侵入
した病原体の情報を生涯にわたって記憶し、再侵入を絶え
ず監視しています。よくワクチンという言葉を耳にされる
と思いますが、ワクチンは獲得免疫の一種であるリンパ球
や抗体を人工的に増加させることができます。

2．ワクチンとは
ワクチンは、その主要成分により生ワクチンと不活化ワ
クチン（トキソイドワクチンを含む）に分類され、いくつ
かの異なる特徴があります（表 1）。

んど効きません。このため以前は、病気の種類だけ、個別
にワクチンを注射する必要があったのですが、最近ではあ
らかじめ病気 Aのワクチンと病気 Bのワクチンを混ぜて
ある便利な混合ワクチンが市販されています。

3．ワクチン使用の注意点
ワクチンの使用にあたっては、いくつか注意すべき点が
あります。まず、ワクチンは予防接種とも言われるように、
病気の予防に効果を発揮するのであって治療効果は低いと
いうことです。また、健康状態の悪い豚に注射すると、そ
の注射の行為自体がストレスとなり、副反応が生じる場合
があるため、発熱や元気がない豚への注射には注意が必要
です。さらに、子豚に注射する際には第 2号で触れた移
行抗体に注意する必要があります。例えば、初乳を十分飲
んだ子豚は、抗体（移行抗体）が高いレベルにあります。
このとき、ワクチンを注射しても、期待通りの効果が得ら
れない場合があります。この現象をワクチンブレイクとい
い、せっかくの高額なワクチンが無駄になってしまいます
（図 3）。
このため、ワクチンを使用する際には獣医師が作成した
ワクチンプログラム（どんなワクチンを、どの日齢で、何
回投与すれば良いか）にのっとって注射する必要がありま
す。（二階堂）

連載　豚の疾病対策（3）

表 1　生ワクチンと不活化ワクチン
生ワクチン 不活化ワクチン

接種豚の体内で増殖する 接種豚の体内で増殖しない

1回の接種で強い免疫ができる 2回以上の接種が必要

豚の健康状態によっては発病の
おそれがある

安全性が高い

図１　自然免疫と獲得免疫の仕組み

図２　ワクチン接種と感染症の違い

図 3　ワクチンブレイク

いずれにせよ、病原体を原料とし、病原性を弱めるか、
全くなくしたものを主成分にしています。このため、ワク
チンを注射しても、症状（副反応）はあまり起こらず、病
原体を攻撃する抗体だけが上昇します（図 2）。
ただし、ワクチンによる抗体の上昇には「特異性」があり、
ある病気 Aのワクチンを注射しても別の病気 Bにはほと
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編集後記：研究大会が終わって 4ヶ月が過ぎました。大会
では SPF 豚生産を話題に取り上げました。「SPF」と聞いた
だけで「自分には関係ない」と思った会員も多いようです。
経営改善のためのヒントは、共通だと思うのですが･･･。テー
マの切り口が中途半端だったのは否めませんね。次回に向け
て要検討です。（北の豚）
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JA鹿追町管内の養豚農場は３戸で全戸が組合員、飼
養母豚総数は４００頭である。地域の養豚農場の

減少はデメリットとみなされるが、JA 鹿追町としては逆
に戸数が少ないから個別にきめ細かい対応が可能であると
の観点から、指導機関である家畜保健衛生所と連携して疾
病対策を主体にした生産性向上を図ってきた。具体的には、
これまで家保の協力のもとで年に２回、各農場ごとに抗体
検査を実施、生産者、家保、JA職員で成績検討会を行い、
ワクチンプログラムの変更や飼養管理の改善などにより着
実に成果をあげてきた。昨年からは、さらにきめ細かい疾
病対策や飼養管理の変更による成績向上を目指し家保に要
望して各農場の抗体検査の回数を年４～５回に増やしても
らった。

また昨年、家保の HACCP モデル農場の取り組みを１
戸で開始、今年は残りの２戸でも実施している。一

方、地産地消の観点から、安全・安心につながる生産履歴
を表示した３戸の農場の豚肉を農協店舗で販売している。

表示は、と畜日、
性別、使用飼料、
枝肉番号の４つ
で生産者の写真
も掲示してい
る。販売量は年
間 200 頭 程 度
であるが、こう
した生産から販
売までの一貫した取り組みが行えるのは JA 鹿追町がリー
ダーシップを発揮した結果である。消費者に対して「生産
者の顔が見える豚肉生産」をアピールし、消費者と生産者
の関係強化、地産地消を地域で実践している具体的な事例
といえよう。

輸入豚肉の攻勢に対して国産豚肉のシェアを確保、拡
大していくためには、生産技術の向上とともに自分

たちが生産する豚肉の価値を消費者に認めてもらうことが
重要である。今回の JA 鹿追町の取り組みは生産者にとっ
て心強い１つの実践例として参考になると思い紹介させて
もらった。今後、他の地域やグループでも関係機関との連
携を念頭に置いた総合的な取り組みが拡大し、生産者の努
力が具体的な成果として結実することを期待したい。（梶
野、2005 年 �2 月取材）

養豚場紹介	（3）

JA 鹿追町の取り組み

道立畜産試験場では、現在群飼で大ヨークシャーの系統
造成豚の育成・検定を行っています。その群飼豚房に備え
付けられている飼槽は、飼料の摂取量を計る関係上給水器
とは別に設置しています（水に濡れると残したエサの重さ
が変わる）。当初このニップル式の給水装置により、豚の
陰部等が切られる事故が散発しました。その対策として、
内径 20cm の塩ビ管を長さ 20cm に切り給水器を囲む様
にして壁に固定しました。豚は口を入れ水を飲むことが出
来ますが、陰部などが給水器と接触することはありません。
それ以降事故は起こっていません。最近は飼槽と一体型が
多いので利用局面は少ないかもしれませんが、同じ様な悩

試験場から 飲水器のちょっとした工夫
みをお持ちの方はお試し下さい。写真は水あかがたまると
いうことで下 �/8 を切り落とした改良型です。また、内

カバーをつけて改良した飲水器

径 20cm と し
ていますが、豚
の大きさによっ
てはより内径の
大きな塩ビ管を
用いる必要があ
るでしょう。（山
内）


