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十勝のホエー豚生産は、平成 13 年に中札内村のチーズ
工房と養豚農家が協力し、中小規模のチーズ工房で発生す
るホエーを有効利用できないものかと、試験的に豚にホ
エーを与えたことから始まった。平成 15 年には、養豚農家、
チーズ工房、食肉業者、研究者などでつくる「十勝ホエー
豚研究会」が発足し、養豚農家とチーズ工房の連携の強化
やホエー給与のシステムづくりや規格の統一などについて
の検討、およびホエー豚の PR 活動などを実施してきてい
る。

現在、十勝においてホエー豚生産を手がけているのは、
中札内村のポークファーム笠松、大樹町の源ファーム、お
よび大樹町の大石農産であり、それぞれ近隣のチーズ工房
との連携で地域資源を生かした特色ある豚肉づくりを目的
に生産が行われている。十勝以外でも静内町、伊達市、安
平町などでもホエー豚生産が行われており、徐々にではあ
るが生産の輪は広がってきている。

帯広畜産大学では、地域で産出される食品残さを用いた
配合飼料に依存しない豚の飼育に関する一連の試験を実施
している。この試験ではチーズ工房の近くで新規に豚を飼
う小規模なホエー豚生産システムを想定し、発酵床豚舎を
用いた管理が行われている。これまでの調査では、肥育豚
に一日一頭あたり 6kg のホエーを与えた場合発育が優れる
という結果が得られ、これをもとに、現在は、ホエーに加
えて、おからやでんぷん粕サイレージなどを給与して肥育
調査を行っている。また、大樹町の大石農産では、春から
秋にかけて屋外で肉豚を放牧し、これらにホエーを与える
取り組みを開始した。

ホエー養豚の今後展開方向として、これらのように、小
規模生産ながら、消費者の求める「安心」「安全」「おいしさ」
をキーワードに、ホエー給与に放牧や食品加工副産物給与
などを組み合わせるなど、ホエーを活用して、一層、付加
価値を高める工夫も今後は増えていくものと思われる。

一方、リキッドフィーディングシステムを利用して大量
にホエーを利用することになれば、食品加工副産物のリサ
イクルの促進につながり社会的な意義も大きく、また、今
後懸念される配合飼料の高騰に対応できる低コスト生産実
現の可能性も大きい。こうした取り組みは、先に、研究会
大会で紹介した石狩のノースベストファームや、網走のイ
ンターファームなどですでに実践されており、飼料原料の
安定的な調達や、発酵リキッド飼料の品質のばらつきを小

さくすること、肉質への影響など解決すべき課題もあるが
今後の発展が期待される。

ホエー豚生産は、資源のリサイクル、生産コスト低減に
貢献できるものである。また、北海道を代表する産業であ
る酪農と結びついたイメージや質の良い肉の生産により

「ホエー豚」が北海道を代表するブランド豚肉に発展する
可能性を持っている。十勝で始まった取り組みは、これを
全道的な取り組みとするための第一歩である。（小泉）
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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

研究会からのお知らせ
第 69回研究大会のお知らせ
第 69 回研究大会は、7月上旬に開催する予定で、準備を

進めています。大会 1日目のテーマは、「浮腫病」です。開
催地等、詳細が決まりましたら、お知らせします。

記事の訂正について
北豚 News 第 3 号 3 ページ、連載豚の疾病対策（3）「免

疫とワクチンのしくみ」の生ワクチンと不活化ワクチンの
特徴を紹介した表 1に、記述が不十分な点がありましたの
で、下表に差し替えます。なお、訂正版は研究会ホームペー
ジで公開中です（http://youton.hp.infoseek.co.jp/）。

放牧ホエー豚イメージイラスト
（大樹町・大石農産）
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○人工授精の現状
日本養豚協会が平成 17 年度に実施した全国養豚基礎

調査では、人工授精（以下、AI）を利用している農家は
31.8％だと報告されています。昭和 40 年頃の AI 最盛期で
普及率は 22％程度でしたが、平成元年には数％にまで落
ち込みました。この 10 年間で AI の普及率が飛躍的に増加
したのは、規模拡大により技術導入が必要になっただけで
なく、AI を行う環境が飛躍的に発展したことも背景にあ
ります。

○ AI の技術について
AI は精液の採取と取扱い、発情鑑定の精度、交配適期

の把握など、知識と手技の修得が必要ですが、難しい技術
ではありません。作業労力の低減と集中管理体系を行って
いくには、AI は技術の中核を担うと考えられます。まだ、
AI を導入していない方、AI の技術力を高めたい方に向け
て、本連載では AI について、基礎的な事を中心に解説し
たいと思います。

○精液の採取（採精）
精液を購入しない限り、AI を行うには精液の採取が必

須となります。AI を実施するための第 1 の関門がこの「採
精」です。採精は、雄豚を発情している雌豚に乗せて行う
場合（通称、横取り）と擬牝台に乗せて行う場合がありま
す。擬牝台に乗せた方が作業しやすく、雌豚に負担がかか
らない利点がありますが、雄豚の調教が必要となります。

採精は雄豚のペニスをゴム手袋を着けた手で握って行い
ます（用手法）。採精のコツは、ペニスの握る「場所」と「強さ」
です。握る場所は、ペニスが螺旋を描いている部分で、こ
こが " 性感帯 " となります（図１）。
握る「場所」と「強さ」が適正か
どうかは、ペニスが硬くなったか
どうかで判断して下さい。採取す
る精液は射精が始まってすぐに出
てくる乳白色の部分（濃厚部）だ
けを採取します（図２）。豚の精
子は温度変化に弱いので、採取し
ている時、また精液を運搬する時
は 37℃で保温する必要がありま
す。

○雄豚の調教
調教は、1 日 2 回程度時

間をあけて行い、雄豚が興
味を示さなくなる前に終了
します（1 回の訓練時間は

連載　生産技術あれこれ（4）

豚の人工授精　その１
30 分以内）。訓練の前に雌豚と合わせて雄豚が口から泡を
出すまで興奮させ、また擬牝台に老齢な雄豚・発情してい
る雌の臭いを付けておくと、乗駕しやすくなります。雄豚
が乗駕するまで、作業者は辛抱強く待つ必要があります。
擬牝台に興味を示し、臭いをかいだり、鼻でつついたりし
ている間は、様子を見ます。またこの時、軽く声を掛ける
ことも有効です。乗駕をしたら必ず最後まで射精させるよ
うにして下さい。

○精液の希釈と保存
精液は、6 ～ 9 倍量に希釈をした希釈精液で保存します。

最近市販されている希釈液は、保管日数が飛躍的に向上し
ており、購入も簡単です。希釈作業中も、精液の保温には
気を使います。希釈精液は、80cc で分注し精液ボトルに
入れます。分注した希釈精液は、1 時間に 2 ～ 4℃温度を
下げて、18℃まで下がってからは一定で保存します。希
釈から保存にかけて注意する点は、急激な温度変化をさせ
ないこと、清潔な部屋で衛生的に取り扱うこと、保存温度
を変化させないことです。恒温保管器があればこれらの作
業は比較的容易になります。また、希釈精液は採精から 3
日以内、長くても 5 日以内に消費するのが理想的です。

○精液の注入（人工授精）
希釈精液を雌豚に注入することは、比較的簡単です。AI

カテーテルで膀胱を傷つけないように、斜め下 45 度から
15cm ほど挿入し、その後水平に突き当たりまで入れます

（図３）。スパイラルカテーテルでは、突き当たってから反
時計回りに回してカテーテルを固定します。

精液の注入時には、背圧刺激で不動反応をさせて実施し
ます。片足を雌豚の背中において作業すると効率がいいで
す。また、雄豚を巡回させることも有効です。精液が入っ
ていかない時は、少量づつ時間をかけて注入するようにし
ます。少量の液漏れは気にする必要がありませんが、大量
に漏れた場合は、再度注入
する方が良いでしょう。精
液の入れやすさは、AI カ
テーテルの形状にもより
ますので、色々なカテーテ
ルを試してみることも大
事です。図 1　ペニスを握る場所

図 2　精漿（左）と濃厚部（右）

採精～精液保存～人工授精の作業は、決して難しい作
業ではありません。現在では使い捨ての器具が主流とな
り、過去に必要だった煮沸消毒作業が無くなりました。
少しの練習と勉強が有れば、ほとんどの人が実施できま
す。次回は AI に必要な器具について紹介したいと思い
ます。（岩上）

図 3　精液の注入
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6 月 10 日　ルイジーファーム
この農場は、従業員 9 人の 1,500 頭一貫経営である。ハ

イビーやウォルマートといった大型スーパーではなく特定
の店や人だけに販売するというニッチマーケット（ター
ゲットを絞る）を対象とし、生ハムも作っている。日本で
も豚肉は二極化しているが、このように小規模な農家が大
規模な所に対抗するには希少価値のあるブランド力が重要
なのだと思った。

この農場はトウモロコシと大豆の畑を所有しており飼料
の 60％を自給している。コンピューターによる配合管理
により大豆→プレミックス→トウモロコシの順に混ぜて飼
料を作っている。大豆は大豆油を絞る会社に販売し、大豆
粕を買い取り飼料として使っている。

種豚舎は全てストールで母豚が 400 頭収容され、雄もス
トールに入っていた。種付けは 1 回目が自然交配、2 回目
が 24 時間後に AI で、L × CW に D 交配が基本だそうだ。
雄は全部で 18 頭、他の所にも 20 頭いるそうだ。精液は近
くの AI センターでデュロックの精液を購入している。平
均産歴は５産と少ない気もするが、最大で 19 産の母豚が
いる事にはとても驚いた。この母豚は離乳頭数が 10 頭で
21 産まで使う予定だそうだ。

餌は手やりで 1 日 1 回 1.8㎏給餌、オートマチックは 1
日 4 回給餌。初産では発情が２回来て体重が 140㎏になる
までは種付けをせず非常に注意して管理している。受胎
率は 80 ～ 90％で、妊娠鑑定は 30 日目に行い、落ちた豚
に関しては再度発情チェックを行う。自家更新は１ヶ月
に 30 頭程度で SGI 社の精液を利用している。基本的に種
豚舎は１人で管理し、分娩率は 100％だそうだ。また、繁
殖ではホルモン剤は一切使わず、分娩舎で多少使うとの事
だった。

分娩舎はウィンドレスで 16 豚房の部屋が 3 つあり、18
日齢で週２回離乳。年間離乳頭数は１腹当たり 20 頭。事
故率は５％。ビッグチャンプという個体管理システムを使
用している。これはミネソタ州立大学が開発した養豚管理
ソフトで、データを世界レベルで公開でき、他農場との比
較をする事ができる。しかし、データ入力がとても大変ら
しく、普通の人には使いづらいようだ。温度管理は電気ヒー

アメリカ視察研修報告（�）

アメリカ視察研修報告（2）有限会社かみふらの牧場

高橋健二、近藤心也、飯島あき

ターとヒーティングシステムである。ヒーティングシステム
とはマット上にパイプが設置されており、温水が流れる仕
組みだ。餌付けは基本的には行わないが、離乳１週間前に
小さい豚や子豚頭数が多い腹、母豚の体調の悪いもののみ
給与しているそうだ。

離乳舎の見学はなかった。分娩舎から 16km 程離れてい
るとの事。肥育舎へは８週間後に体重 25 ～ 30㎏で移動す
る。

肥育舎は 1972 年に建てた豚舎を 2003 年に現在の豚舎
へと改造した。１豚房に 700 頭を収容した２つの豚房をス
ローターシステムという自動選別のシステムで管理してい
た。迷路のような造りで何カ所かに柵で仕切られ、ちょっ
とした豚の遊び場になりそうだった。出荷の２週間前に振
り分けし１週間前にまた体重計を通して体重別に分ける。
この作業に４日間かかるそうだ。隔離用の豚房があり、そ
こに発育不良豚や治療豚が隔離されていた。このため肥育
舎では人による管理はほとんどなく、発育不良豚等を探す
事に全力を注ぐ。餌を食べる所も１箇所だけで、そこに行
かないと餌が食べれないという事を豚に覚えさせる。

6 月 13 日　パッカー（ファームランド社）
ファームランド社を見学した。この工場は 1975 年に創

業、プリマハムとは 15 年位の付き合いだそうだ。ここで
は１日に 13,000 頭、１時間に 1,100 頭もの豚を屠畜して
いる。社員は 1,900 名で第１シフトから第３シフトまであ
り、第１と第２が加工で第３が掃除になる。掃除は夜中か
ら朝までやる。カットは６時から、屠畜は７時からになる。

ファームランドでは 130㎏を目安にした豚が搬入されて
くる。輸出向けの肉は格上として、肉質、色を重視している。
日本向けのロースは赤身を多くし脂肪を極力落とす。背脂
肪を計る機械があり、センサーで背脂肪と肉質を感知する。
筋肉にあてるとセンサーの近くにいる人が記録をする。背
脂肪は平均 2.5cm が望ましい。屠場では豚を搬入後２時間
休ませ、電気棒等は使わない。屠殺の際は二酸化炭素ガス
を使い血液は凝固させ肥料として使う。

最後に、今回の研修には 30 人もの方達が参加され、驚
いたのと同時に他の農場の話を聞くことができ、とてもた
めになった。（おわり）
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編集後記：米国でのバイオエタノール振興にともなう輸入穀
物の価格高騰、日豪 EPA 交渉など、北海道の農業・畜産にとっ
て極めて厳しい、不透明な情勢となっています。豚に与える
飼料のほとんどを輸入に依存している養豚産業ですが、北海
道の土地資源を活用した新しい養豚のスタイルを模索する時
期にきているように思います。（北の豚）
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養豚場紹介第 4 回目は、放
牧ホエー豚に取り組んで

いる大樹町の（有）大石農産を
訪れ、担当の磯部公児さんに話
をうかがった。

大石農産は畑作をメインと
する法人で、今から 3 年

前の平成 16 年に養豚部門を立
ち上げた。養豚に取り組みはじ
めたのは、畑地の雑草対策やほ
場副産物の有効活用に豚を利用しようと考えたためだそう
だ。そのために、他の養豚場から子豚を導入して、夏期間
だけ放牧肥育している。

平成 18 年は、計 60 頭の子豚を 20 頭ずつ 3 回に分け
て導入した。放牧地は、昨年カボチャを作付けした

畑（およそ 100m × 250m）で、電気牧柵で 1 牧区を 40m
四方に区切り、ここに 20 頭ずつ放牧する。1 牧区の滞在
期間は 15 日で、出荷が近づいたら出荷作業がやりやすい
ように 20m × 40m の牧区に移動する。

ホエーは、NEEDS（幕別町）から入手し、日齢の若い
豚を中心に十勝ホエー豚研究会の給与量基準を上回

るように給与している。飼料は自家配合で、この他に野菜
くずなども給与している。

放牧 さ れ て い る
豚 た ち は、 み

な生き生きとしてい
た。 そ の 姿 を 見 て、
旭山動物園の行動展
示を思い出した。動
物はエサを探し、食
べているときに特徴
のある行動をする、それを展示するというものだ。大石農
産の豚たちも自らエサを探して、放牧地内を歩き回ってい
る。その行動に豚本来の動きを感じた様な気がした。

生産した豚肉について、平成 19 年度は予約販売を行う
そうである。詳細は、大石農産のホームページ（http://

www.oishinosan.co.jp/index.htm）に掲載されている。ホー
ムページには放牧ホエー豚のコーナーが設けられており、
出荷期間中は出荷豚の肥育履歴やトレーサビリティを公開
している。さらには飼育日誌をブログで紹介するなど、情
報発信に積極的に取り組んでおられる。（仙名）

養豚場紹介 （4）

有限会社大石農産

道立畜産試験場には、豚の育種・飼養を研究している中
小家畜育種科の他に豚の感染症を研究している感染予防科
があります（といっても担当は研究員一人しかいないので
すが）。

現在は、道内各地の養豚場におもむき、鼻汁、血液ある
いは糞便などを採材し、悪さをしている病原体がないかと
いうことを中心に調査しています。人間と同じく、皆さん
が飼っている豚についても、定期的に健康状態に問題がな
いかどうか確認（ヘルスチェックといいます）することは
とても大切です。このヘルスチェックで問題点があった場
合は、速やかに必要な対策を実施することで、生産性も大
きく向上する可能性があります。

過去に当科では、養豚界で経済的被害の大きい豚繁殖呼
吸障害症候群や豚マイコプラズマ肺炎の原因である PRRS
ウィルスやM. hyopneumoniae （マイコプラズマ・ハイオ
ニューモニエ）の感染防止に取り組み、豚群の再変換等に

頼らない手法を実証して
きました。実際、これら
の手法の実施には時間も
お 金 も か か る の で す が、
皆様にもこれらの技術を
積極的に活用し、生産性
向上に役立ててていただ
きたいと思います。

また、養豚を仕事とし
ている以上、どうしても生産効率を重視し、飼養頭数が増
えて密飼いになりがちです。このような状態では豚同士が
接触しやすく、ストレスも増えるため病気にかかりやすく
なるとも言われています。このため、当科では豚の密飼い
と感染症や生産性の関連性について着目し、来年度から本
格的に研究を開始する予定です。（二階堂）

試験場から 豚の感染症対策について研究しています。

細菌検査用に鼻汁を採材

担当の磯部さん

出荷待ちの豚たち

放牧地でのホエー給与


