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森清一前会長の後任として当研究会の会長に就任しま
した。微力ではありますが、会員皆様のご協力を頂きな
がら大任を果たしたいと思いますのでよろしくお願い
します。

さて、最近の養豚を取り巻く情勢として、WTO 農業
交渉、FTA など食料を含めた物流の国際化の進展、バイ
オエタノール製造や中国等における穀物需要の急増、こ
れらに基づく飼料穀物の高騰があり、輸入飼料に依存し
ている養豚は深刻な影響を受けています。また、燃料価
格の高騰も養豚にとって生産コストの増大をもたらし
ているところです。

一方、BSE や鶏インフルエンザの影響もあって、豚肉
の消費量は増大傾向にあります。輸入豚肉との競合とい
う問題はありますが、安心・安全な国産豚肉の評価を得
ることができるならば、生産拡大や販路拡大にもつなが
るものと考えるところです。

また、北海道の養豚についてみますと、道外資本の進
出や異業種からの新規参入など、北海道に活路を見い
だそうとしている動きもみられます。これらのことは、
まだまだ北海道養豚が魅力的な産業であり、今後伸びる

可能性があることを示
していると思います。
いかに今のピンチを乗
り切り、さらに安定し
持続的な養豚経営を構
築するかが、今の北海
道養豚に求められてい
る、と思います。

北 海 道 養 豚 研 究 会
は、今日的な養豚技術
を話題に取り上げ、今後の北海道養豚の進むべき道を会
員全体で考えると言った取り組みを続けて参りました。
昨年度の研究大会では浮腫病やエコフィードを、今年度
の大会では「安定した養豚経営を支える豚肉の販売」等
を取り上げ、飼料高騰下での養豚経営について考えてき
たところです。

北海道養豚研究会は今後ともこのような活動を通じ
て会員のお役に立ちたいと考えておりますので一層の
ご理解とご協力をお願いします。
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第 69・70回研究大会を開催しました
第 69 回研究大会

平成 19 年 7 月 5、6 日の両日、ホテル KKR 札幌にお
いて、第 69 回大会を開催しました。シンポジウムのテー
マは「現場にみる浮腫病対策」です。多くの農場が対策
に苦慮している浮腫病について、実際にこの病気を克
服してきた 3 農場が、具体的な取り組みを発表しまし
た。その内容に対する関心は高く、約 100 名の参加者
からは多くの質問、意見が出され、活発な論議のうちに
1 日目を終了しました。大会 2 日目は、帯広畜産大学、
安平町の夢民舎およびインターファームから、肉豚への
ホエー給与に関する発表がありました。

第 70 回研究大会
今年度の第 70 回大会は、洞爺湖サミットの前後を

避けて 7 月 17、18 日に、きょうさいサロン（札幌市）
で開催しました。参加者は、約 80 名でした。1 日目の

設立 40周年記念事業
北海道養豚研究会は、来年（2009 年）で設立

40 周年を迎えます。これにあたり、記念事業とし
て道内養豚場の事例調査や、技術情報をまとめた記
念誌を発行する計画です。調査に際しては、ご協力
の程よろしくお願いします。（北豚事務局）

シンポジウムは、「安定した養豚経営を支える豚肉の販
売」がテーマです。3 ページに掲載したレポートをご参
照ください。2 日目には、生産者・養豚関係者ともに関
心の高い豚サーコウイルス 2 型について、動物衛生研
究所の鈴木孝子主任研究員から講演をいただき、会場か
らも多くの質問が出されました。また、新しい SPF 種
豚供給基地であるホクレン滝川スワインステーション・
種豚センターや大ヨークシャー系統豚「ハマナス W2」
の紹介がありました。
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連載　生産技術あれこれ（5）

豚の人工授精　その 2
連載２回目は人工授精（AI）に必要な器具類について

簡単にご紹介したいと思います。

○採精器具
採精に必要な器具

は、擬牝台・採精用
保 温 容 器・ 運 搬 用
発泡スチロールバッ
グ・ゴム手袋・ペニ
ス洗浄用蒸留水・プ
ラスチックコップ・
ガーゼです。擬牝台は写真１の
ように自作することが可能で、
豚が乗駕する上面は綿等を詰め
て布で覆い、擬牝台が容易に動
かないように固定できれば十分
です。蒸留水は市販されていま
すので、農協等に相談してみて
下さい。採精用保温容器は豚採精用の既製品があります
が、畜産試験場ではホームセンター等で安価に購入でき
る「保冷剤入りビアジョッキ」を温めて用いてます（写
真 2）。その他の器具はホームセンター等で用意できま
す。

○希釈器具
希釈作業では、計量

容器（1 リットル 2 個、
100cc 1 個）・恒温水槽・
希釈液・蒸留水・顕微
鏡・ウォームプレート

（ドライヤー）・精液ボ
トルが必要です。計量
器具は理科の実験で使
うようなメスフラスコ
で も 良 い で す し、100
円ショップで販売している製菓用品でも構いません。た
だ、希釈で用いる器具は清潔に取り扱う必要があります
ので、汚れた物や使い古しの物は使わないようにして
ください。顕微鏡は精子活力を観察するのに必須です。
150 倍以上拡大できる安価な顕微鏡を購入されると良
いでしょう。また、精子の観察では精液を 35 ～ 37℃
まで温めながら観察する事が重要なので、スライドガ
ラスを保温するウォームプレートが必要となります。
ウォームプレートは高価なのでドライヤーを用いた方
法でも代替えできます（写真 3）。

○精液保存器具
一般的な希釈液を用いた場合、

15 ～ 18℃での保管が必要です。
保管温度が適切でないと、希釈
精液の品質が悪化する原因とな
ります。従って、精液保管用の
恒温器（写真 4）が必要ですが、
使い勝手の良い物は高価です。
畜産試験場で安価な代替え方法
を検討した結果、大きい発泡ス
チロール容器に水を入れ、熱帯
魚用サーモヒーターで 18℃に保
温し、小さい発泡スチロール容
器に希釈精液を入れ保管する事
で、最適な下降温度（1 時間に 2
～ 4℃）となりました（写真 5）。
この方法は費用が 7,000 円程度と安価ですが、作業が
繁雑になる他、空だきを絶対に行わないよう注意する、
室温が 18℃以上だと利用が困難で夏場は涼しい部屋（冷
蔵庫）を用意する必要があるなど問題もあります。

○ AI カテーテル
人工授精で用いるカテーテ

ルにもいくつかの種類があり、
カテーテルの入れやすさ、精
液の漏れの多い少ない等に関
係してきます（写真 6）。カテー
テルの入れやすさではスポン
ジ型が使いやすいようです。
スパイラル型は、子宮頚管に
引っ掛けないと精液が漏れやすいので技術が必要とな
ります。筆者が個人的に気に入っているのは三角形の
コーン型です。入れやすく液漏れも少ないと実感してい
ます。また、スパイラル型とコーン型は、尿道口を傷つ
けやすいので挿入に注意して下さい。

最後に、安価に代替え可能な器材だけ表１に示しました
ので、器材購入の参考にして頂ければと思います。

写真 1　自作した擬牝台の一例

写真 2　採精器具

写真 3　ドライヤーによる保温
ドライヤーは 15 ～ 20cm 離し
て温風をあてて下さい。

写真 5　簡易保管器

写真 4　恒温器

既製品（円） 代替品
擬牝台 50,000 自作
採精用保温器 21,500 ビアマグ
ウォームプレート 250,000 ドライヤー
恒温器 ( 冷却と加温が可能） 350,000 熱帯魚用ヒーターと

発泡スチロール容器恒温水槽 80,000

表 1　既製品の価格と代替品の一覧

写真 6　AI 用カテーテル
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第 70回研究大会レポート
シンポジウム「安定した養豚経営を支える豚肉の販売」

の話題提供とそれをめぐる論議を通して感じたことを書
いてみたい。如何にして豚肉を高く販売するか、少なく
とも生産コストに見合う価格で消費者に買ってもらうと
いうことは、生産効率の追求や生産コストの低減とあわ
せて安定した養豚経営を維持する上で重要な問題であ
る。話題提供は生活クラブ生協と連携した豚肉生産、農
協を中心とした地域の養豚生産の取り組み、大規模企業
経営での種々の取り組みの３つの事例が紹介された。

われわれ養豚関係者の視点はどうしても「買い手の
ニーズをつかむことが大事だ」ということに囚われがち
である。私自身も「かみふらの牧場の事例」を大邨さん
の代わりに紹介した中で「バイヤーや消費者との連携」
のところで「消費者が求めている豚肉はどのようなもの
か？を協議」と紹介した。確かにそれ自体は間違ってい
ないのかもしれないが「果たして本当にそうなのか？」
という疑問というか、何か自分自身の中でしっくりこな
いものが大会終了後に残っていた。それはクラブ生協の
高階さんが話題提供の中で「既存の豚肉流通を変えたい」
という趣旨の内容を話されたことと関係している。

大量生産のもとでは「生産サイド」が「消費者」のニー
ズをなんらかの形でつかまえ「商品」を生産し「流通」
を通して「消費者」に供給する。一般に「生産者」と「消
費者」は一部の例外を除くと直接的なつながりがない。
昔のコマーシャル「君つくる人、私食べる人」のように
完全な分業体制の中でいろんな「商品」が生産され「消
費」されている。豚肉も同様の生産体制のもとで流通し
ており、生産効率を重視する「生産者」と価格や味など
を重視する「消費者」との間で認識のズレが生じている。

総合討論の中でクラブ生協の「開放豚舎で生産」とい
う取引条件について質問があった。「健康な豚」の生産
という点では「開放豚舎」も「ウィンドレス豚舎」も変
わりがないのではないかという疑問であった。生産者の
立場からすると当たり前の感覚である。しかしこれは「豚
を健康に育てる」ということについて「生産者」と「消
費者」の考え方の違いを明確にする、また「生産者」と

「消費者」との関係について考えさせられる貴重な議論
だったと思う。「生産者」は「健康に育った豚」を疾病
との関係から捉え、「効率的」に飼うための「施設」に
ついては「健康な豚」ということに関して一般に問題に
することはない。しかし「消費者」（クラブ生協の組合員）
は「生き物として自然な条件で健康に育った豚」を「健
康に育った豚」と考え、「日の光を浴びて育たない豚は
健康でない」と考えている。「健康な豚」についての認
識がお互いに同じだという前提で議論をしていると、こ

のような認識のズレが生じる。
もうひとつ重要なことは「クラブ生協は豚肉という消

費財を生産者と消費者が一緒につくっていくという立
場にたっており不可能な条件を無理強いすることはな
い」と言われた点である。
「消費者のニーズ」をつかむと言う場合、それが本当

に「消費者のニーズ」なのか「流通の都合」なのかとい
うこともある。「消費者」といっても皆がクラブ生協の
組合員のような考え方をもった消費者ではなく、いろい
ろな考え方をもった消費者の集合体である。「消費者の
ニーズ」をつかむ、すなわち「販売ターゲットを定める」
ためには、その消費者の集合体から豚肉の生産消費につ
いて同じ考えを共有できる「消費者」を選び出し、そこ
をターゲットにした豚肉の生産はどうあるべきかを検
討していくことが重要だ。クラブ生協では養豚場見学や
生産者交流会を通じて「生産者」と「消費者」がお互い
の考え方を確認しあい、一緒に安全安心な豚肉を生産、
消費するという関係をつくる場を提供している。こうい
う中で一定の限界があっても生産者からの申し出によ
り生産費に見合った価格改定が行われている。
「安全」は飼養管理や環境管理などの生産技術、「安心」

は「生産者」と「消費者」との間の信頼関係により実現
される。山崎副会長が「交流が風穴をあける。まさにそ
の通り」と述べられたように、養豚関係者の取り組むべ
き課題は「生産」と「消費」の乖離を克服し、両者が協
力して安全安心な豚肉生産の体制を確立する方策を追
求すること、生産者と消費者との交流を通じた相互理解
による豚肉生産であろう。最後に、紹介した発言内容に
ついては私の受け止めであり必ずしも発言者の意図を
反映していないことがあることをお断りしておきます。

特別企画　研究大会レポート

道立畜試　梶野清二
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編集後記：大変お待たせしました。北豚 News 第 5 号をお届
けします。個人的なことですが、昨年は仕事の部署が変わり、
時間的余裕もさることながら、精神的な余裕がなかったこと
が News の編集作業に影響してしまいました。言い訳はこの
くらいにして、第 6 号の発行に向けて、準備に取りかかり
ます。何かおもしろいネタはないですかね？（北の豚）

北豚 News　第 5 号　2008 年 9 月 30 日　発行
発行　北海道養豚研究会
　　　〒 081-0038　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:0156-64-5321　FAX:0156-64-6151
　　　http://youton.hp.infoseek.co.jp/

新ひだか町静内のみゆきファームは、同町で建設業を
経営する阿部幸男社長が、厳しい建設業界のなかで

経営環境を打開するため、平成 17 年に開設した新規参入
の養豚農場である。

当初は、肥育もと豚を購入し、年間 600 頭の肉豚を生
産していた。肉豚の飼育に放牧を取り入れ、肥育の

後半 2 ヶ月間の放牧を基本とし、一群 50 頭を約 4,000m2

の草地に入れている。飼料給与は 1 トンの放牧用の飼料タ
ンクを放牧場に設置して配合飼料を不断給与しているほか

（写真 1）、近隣の乳業会社から入手したホエーを最大一頭
あたり 4 リットル程度給与している。放牧を終了した豚は、
体重で豚を仕分けするソーティング装置を設置した仕上げ
豚舎に移動し、順次出荷する（写真 2）。この装置は労力
軽減に大きく貢献している。生産された肉は、地元の業者

に若干のプレミアがつけられ販売されている。

これまでは肥育専業経営であったが、飼料費の高騰も
あり、自分の努力で多くの肥育もと豚を確保したい

ということや、放牧管理に適した脂肪の乗りやすい資質の
豚を用いて生産したいということから、昨年、繁殖豚を購
入し、今年５月から農場で生まれた豚の出荷が始まってい
る。繁殖豚についても草地での放牧管理を計画している。
阿部社長の「繁殖からやらなきゃやっていけない」という
言葉から、中小規模の養豚生産の厳しさを感じるとともに、
今後の放牧養豚の継続に対する自信も伺えた。また、建設
業を本業とすることから、古い牛舎を繁殖・分娩豚舎に改
築したり、子豚豚舎も九州の養豚場の設計を参考に自前で
新築するなど低コスト生産にその強みを発揮している。今
後の取り組みとして豚肉の加工も計画している。

「大量生産じゃなくとも、各地域で特色があり、地元
でしか食べられない豚肉を生産するようなとり組

みが拡大してゆけば、北海道の養豚も活気づく」という社
長の思いは、今後の北海道養豚の一つの方向性を示すもの
だろう。（小泉）

養豚場紹介 （5）

ひだかポークみゆき牧場
放牧ホエー豚生産のとり組み

" 見る・聞く・触れる「家畜の世界」"
をキャッチフレーズに、今回で 8 回目
となる畜産試験場公開デーを 8 月 6 日
に開催しました。当日は晴天で 472 名
の方に来場していただきました。実験室
の公開、一日獣医師・研究員、動物との
ふれあい、試食、場内見学バスツアー、
北海地鶏を題材としたシンポジウム「特
色ある畜産物を活用した地域振興」など
が行われました。

この中で豚に関係した企画は、動物

とのふれあいコーナーでの子豚の展示
と畜試産 SPF 豚肉の試食（炭火焼き）
でした。子豚の展示はほぼ毎回行われ
ていて、子供たちの好評を博しており
ます。「これからもこの子豚たちをか
わいがってね」という類のことを言わ
れて閉口することもありますが・・・。
この 2008 道立畜産試験場公開デーで
すが、来場者のアンケートを見る限り、
おおむね好評のようでホッとしており
ます。（山内）

試験場から 2008年道立畜産試験場公開デー

写真 1　阿部社長と放牧豚

写真 2　出荷豚のソーティング


