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昨年度より会長に就
任 し ま し た 小 関 で す。
竹田芳彦前会長の後任
として、微力ではあり
ますが、会員皆様のご
協力をいただきながら
大任を果たしていきた
いと思いますのでよろ
しくお願いいたします。
私の所属する畜産試験
場は本年４月より組織

が変わり、地方独立行政法人北海道立総合研究機構農業
研究本部畜産試験場となりました。引き続き研究を通じ
て北海道畜産の支援と発展に努めたいと考えておりま
すのでこれまで同様よろしくお願いいたします。

さて、本稿は宮崎県での口蹄疫が拡大しつつある中で、
畜産において防疫対策がどれほど大事であるかを身に
染みて感じながら書いております。ついついゆるみがち
な日常の防疫意識はないだろうか。異変があったときに
は素早い初動体制が不可欠です。「風邪だろうから・・」
などと言った安易な対応は手遅れになる場合があるこ
とを、今回の口蹄疫の発生拡大の教訓として、北海道の
養豚関係者もしっかりと胸に刻む必要があります。

一定の病原体からの隔離という意味で、養豚産業には
SPF という他の畜種よりも優れた防疫システムがありま
す。私の所属する畜産試験場が造成した大ヨークシャー
系統豚「ハマナスＷ２」はホクレンを通じて道内 SPF
豚農場の多くで使っていただいております。

北海道は、本州の生産者から見れば、比較的防疫的に

もきれいな生産地として評価されています。そうした評
価と土地が安く、比較的に労働力も確保しやすいと言う
ことで、養豚の新規参入の土地として有望視されており
ます。こうしたことから北海道の養豚生産者は、自らの
生産環境が魅力的であると言うことを再認識できるも
のかと思います。

北海道養豚研究会は、その発足当初から生産者や流通
業界と研究者、技術者等の養豚産業関係者とが協力して
作り上げてきました。「研究会」と名のついた集まりで
こうした伝統と実践を受け継ぐ集まりは数少ないもの
と思います。最近は養豚産業の多頭化で養豚農家の数は
減少してきましたが、本研究会の発足当初からの生産者
が主人公である研究会として、更に活発なものにしてい
きたいと思います。

また、養豚産業はその �00％近くが配合飼料にエサ
を頼っております。しかし、輸入穀物がバイオエタノー
ルへの穀物の利用や世界的な不作、飼料用穀物への投
機、船積み運賃の上昇等を原因として高騰したことを過
去の一時的なこととせずに、難しい課題ではあります
が、飼料の国産化にも踏み出していかなければならない
と思っています。その一つの解決策がエコフィード（食
料残さのエサ化）であります。リキッドフィードという
形で一部実用化されていますが、今後は既存の給餌シス
テムで利用可能であり使い勝手の良さが期待される乾
燥エコフィードの開発・実用化が望まれるところです。

最後に、北海道養豚研究会が発足当時の意気込みと活
動を忘れずに発展することに、少しでもお役に立ちたい
と考えておりますので、一層のご理解とご協力をお願い
いたします。

北海道養豚研究会第 7� 回大会を昨年 �� 月 �8 日に
共済サロン（札幌市）で開催しました。参加者は約 70
名でした。基調講演では ( 社 ) 日本養豚協会の志澤勝会
長に「これからの養豚経営の課題と展開方向」と題して
国内外の養豚情勢の話題を中心にお話しいただきまし
た。また、その後のシンポジウムでは「若手生産者が語
るこれからの北海道養豚」というテーマで印南博光氏、
石倉裕晃氏、中岡亮太氏の三名に発表いただき、各農場

での取り組みと北海道
の養豚に対する今後の
展望をお話しいただき
ました。フロアからも
多くの質問をいただき、
活発な意見交換が行わ
れました。

ごあいさつ 北海道養豚研究会会長　小関　忠雄

第 71回研究大会を開催しました
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☆「ハマナスW2」の特徴
従来系統のハマナスＷ１（以下Ｗ１）の持つ発育の

早さと適度な脂肪付着を受け継ぎ、さらに、発育につ
いては一日平均増体重が約 80 ｇ増加（出荷日齢約 6
日短縮）しました。肉質については、ロースの脂肪含
量（脂肪交雑）がＷ１の高い水準を受け継いでいます。
繁殖性については、能力の高い種豚を基礎群に用いた
結果、初産の総産子数はＷ１の 9.3 頭から �0.5 頭に
改良されました。また、今回、肢蹄の形状をスコア化
し選抜形質に取り入れ、乳頭数については左右７個以
上を基準に選抜してきており、繁殖豚としての使いや
すさも考慮した系統豚となっています。

☆交雑豚の能力
ハマナスＷ２は、ホクレンの種豚センターで増殖し、

ランドレース系統豚のゼンノーＬ -0� との交雑豚が生
産され、繁殖用 F� 雌豚として利用されます。この F�
雌の初産から６産までの産子数についての現地調査で
は、従来のＷ１による F� に比較し、総産子数が �3.7
頭で �.5 頭多く、正常産子数が ��.� 頭で � 頭多いと
いう結果が得られており、母豚当たりの生産頭数の向
上に貢献できるものと期待しています。母豚の泌乳量
も多く �� 頭の子豚を �� 日間の哺乳期間に平均 6 kg
に育てる能力があります。また、三元交雑肉豚につい
ては、肥育期間体重 30 kg から出荷までの飼料要求
率（� kg 増体に要する飼料量）が �.48 kg と良好で、
従来の組合せと比較すると、肥育期間の飼料消費量が
前期で約 �0％、後期で約 �0％節減可能となり、生産
コストの低減が期待できます。出荷成績は、�40 日
齢前後（体重 �09 kg）の出荷で、格付け時の背脂肪
厚が去勢雄 �9.8 mm、雌 �7.3 mm、上物率が去勢雄
55％、雌 78％の成績が得られています。この成績か
ら、ハマナスＷ２を用いた新しい組合せの肉豚は、発
育の制限がない条件では雌については脂肪の付着が適

正となり極めて高い上物率が得られ、去勢についてはや
や厚脂の傾向となることがわかります。            

☆今後の課題
繁殖用 F� 雌豚はこれまでの組合せに比較し、子豚の

生産能力は向上しました。しかしながら、これにより母
豚の分娩・授乳における負担が大きくなるため、これを
軽減するための授乳期の飼料給与方法や授乳期飼料の適
正栄養価の検討などの飼養管理法の改善が必要となって
きています。また、総産子数が増加したことにより哺乳
開始頭数は増加しましたが、死産頭数も増えています。
一般に、産子数が多くなるほど分娩に要する時間が長く
なり、後半に娩出される子豚が酸欠状態となり死産の割
合が増すといわれています。分娩時間の短縮や適切な分
娩介助の技術が明らかとなれば、さらに哺乳開始頭数を
増やすことが可能となります。また、肉豚についても高
い上物率を確保できるように飼育環境を考慮した性別の
適正な飼料栄養価を明らかにする必要があります。こう
した豚の能力に対応した飼養管理技術の確立が今後の重
要課題と考えており、鋭意検討しているところです。（小
泉）

特集　ハマナスＷ２

新しい大ヨークシャー系統豚　「ハマナスW2」

ハマナスW2（雌） ハマナスW2（雄）
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連載３回目は交配適期についてお話ししたいと思いま
す。

○交配適期（発情と排卵の関係）
人工授精（AI）のみで交配管理を行う場合、不明瞭な

発情であっても交配出来るため、いつ交配すべきなの
かについて悩むことになります。自然交配でも AI でも、
受胎させるためには排卵のタイミングを正確に判断する
ことが重要であり、発情観察はこの排卵のタイミングを
推測するために行う作業です。発情の開始から排卵まで
の時間には個体差はありますが、一定の傾向があること
が知られています。

発情開始から排卵までの時間についての報告では、
40 時間前後と言われており、また排卵は発情持続時間
のほぼ 3 分の � の時点で起こります。発情持続時間は
農場によって「短い・長い」の特徴が異なっており、ま
た発情再帰日数によっても傾向が異なります。

排卵前の �4 時間以内に精液を注入（交配）した場合、
最も受胎率が高いことが知られており、定期的な発情観
察によって発情開始時を推定し、発情再帰日数を考慮す
ることで、最適な交配のタイミングが分かります。

○発情再帰日数と交配適期の関連
Kemp と Soede（�996）は、発情再帰日数別に発情

開始から排卵までの時間について調査を行い、発情開始
から排卵までの時間は発情再帰日数が早いほど長く、発
情再帰日数が遅いほど短くなる傾向があることを示しま
した（図１）。発情持続時間も同じ傾向が認められます。

道内のある養豚場（A 農場）では発情再帰日から発情
が持続している間は交配を行い（自然交配または AI）、
� 回目の交配日を妊娠 � 日目としていました。生産デー
タを解析したところ、発情再帰日数が早いほど妊娠期間
が長くなる傾向にありました（表１）。

A 農場を例に考えると、発情再帰日数が 3 日や 4
日と早い場合は、排卵が遅れるので必要に応じて 4
回 AI を、逆に 7 日や 8 日と遅い場合は発情確認後す
ぐに AI をすることが推奨されます。発情再帰日数別
の再発率・妊娠期間の傾向を調べることで、自農場の
交配適期が見えてくると思います。

○一発情期における適切な交配回数
AI では受胎成績を高めるため、半日間隔で 3 回交

配が一般的となります。このような交配を行う主な理
由として、① 個体ごとの正確な排卵時間を把握する
ことが難しいので、排卵が疑われる期間に受精能力の
ある精子を雌豚子宮内に存在させる、② 希釈処理し
た精子はダメージを受けている可能性があるので、生
存期間を自然交配より短く計算する、が挙げられます。

半日（約 �� 時間）間隔と � 日（約 �4 時間）間隔
で AI を行った場合、再発情の頭数にどのような違い
が出るかを、道内養豚場（B 農場）の記録から解析し
ました（図２）。� 日間隔での AI は、半日間隔の AI
より再発情の割合が多い傾向にありました。半日間隔
で AI を行い、合わせて発情観察も � 日 � 回行うこと
で発情開始時がより特定でき、成績向上につながりま
す。

交配適期判断のポイントを理解して、発情観察の経
験を積むことで、安定した受胎成績が得られます。本
連載では十分に説明できなかった項目もありますの
で、養豚雑誌などでさらに情報収集していただければ
幸いです。（岩上）

豚の人工授精　その３
連載　生産技術あれこれ（６）
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編集後記：News 担当者が変更となりました。前号から � 年
半以上経っての発行になってしまいました。。。次号はもう少
し早く発行できるよう頑張りたいと思います。
宮崎県での口蹄疫発生から２ヶ月が経とうとしていますが、
未だに発生件数の増加が続いていますね…恐ろしい病気で
す。関係者の皆様に心からお見舞い申し上げるとともに１日
も早い終息を願っております。（北の豚子）
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　　　http://youton.hp.infoseek.co.jp/

美瑛町養豚生産部会（部会長　横山智）では、食育か
ら消費者交流まで幅広い活動を行っています。

食育では、地産地消を奨励し地域の小学校の給食に美瑛豚
を提供して、子供たちに豚の生態等についての説明をし、
食料・食材として興味を持ってもらう活動をしています。
　また、生協と生産者・消費者交流会を毎年行い、生産

現場を視察しても
らったり、試食や
外国産との食べ比
べで、美瑛豚の美
味しさを確認して
もらう活動を行っ
ています。

生協 の 組 合 員
さんからは、「とても美味しく美瑛ブランドとして自

信をもって生産を続けてほしい。」「交流をはかるたびに生
産者の方が減っているので寂しい。これ以上減らないよう
に頑張ってほしい。」「私たちが応援をしているので、安全
で安心な美味しい美瑛豚を届けてほしい。」など、多くの
感謝や労いのメッセージが寄せられており、産地としては
品質・安定供給を心がけ、美瑛豚を待っている人達に安全
安心で美味しいといつまでも望まれる豚を生産することを
使命とし、道立畜産試験場の先生方の力をお借りしながら、
生産部会員個々が日々頑張っているところです。（JA 美瑛
町　野尻和典氏）

北海道養豚研究会では、特別会計による補助事業とし
て昨年 �0 月に茨城県つくば市で行われたアジア養豚獣医
学会（APVS）への参加者募集および参加費用の補助を行
い、9 名の方に参加いただきました。大会では各国の研究
者、獣医師、生産者などの養豚関係者による口頭発表やポ
スター展示が行われ、国内外から総勢 �,��4 名の参加が
あったとのことです。当研究会からの参加者を代表して山
崎昶副会長からレポートをいただきましたので紹介いたし
ます。

「第４回アジア養豚獣医学会（APVS�009 ）」は、単に疾
病や生産獣医学の観点からだけでなく、生産管理技術の改
善や環境の保全や食糧の安全の面においても積極的な議論
が行われる学会ということで、できれば参加したいと思っ
ていたところ、北海道養豚研究会からの補助で参加するこ
とができました。

大会ではアジアの国々やアメリカやヨーロッパなどから
も多くの参加があって発表と活発な議論が行われていまし
た。中でも、口蹄疫（FMDV）や豚コレラの広域清浄化な
ども含めポストサーコ時代の生産阻害要因の克服がアジア

地域で重要になって
きていることを改め
て考えさせられまし
た。

また、その他、ポ
スターセッションや
ランチョンセミナー
では新しい繁殖技術

（凍結精液、精子免疫、非外科的胚移植）や豚の品種改良、
空調技術など、北海道の養豚生産にも参考にできるような
発表も沢山ありました。

この第４回 APVS を聴講して、アジア各国における研究
が急速に発展していることを感じました。北海道養豚研究
会もこういう知見をいち早く養豚生産に普及するための媒
体になれればいいなと思います。

設立 40周年記念事業
北海道養豚研究会は、�009 年で設立 40 周年を

迎えました。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。ただいま鋭意準備中です。もうし
ばらくお待ち下さい。（北豚事務局）

第４回アジア養豚獣医学会に参加して
北海道養豚研究会　副会長　山崎　昶

「美瑛豚」交流活動について
～生産現場から～

アジア養豚獣医学会（APVS）レポート


