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SpF 豚肉生産への期待
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SPF 豚肉生産への 期待
北海道立畜産試験場
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海道における 本格的な SPF 豚肉生産は，平成
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以下の点について 検討が必要ではないかと 考えて

年の ホ クレン滝川スワインステーション 開設に

いる。

よって始まった 0 ホ クレン滝川lスワインステーシ

この認定規則では ， CM 農場は一定の SPF 種豚メ

ンは，北海道立滝川畜産試験場が 造成した 人 ヨ

ーカーからのみ 種豚を導入することが 義務づけら

コ

ークシヤ一系統 豚 「ハマナスWl 」を SPF k 態で

れている。 そして，CM 農場の認定は ，その農場が

維持・増殖している。 私は，このスワインステー

属する SPF 種豚 メーカーが農場を 審査・認定し

、ンコ ンの立ち上げ 作業に関わり ，以来10 年間 SPF

その結果を日本 SPF 豚協会が承認する 形式となっ

豚の生産・普及に 関連した研究に 従事してきた。

ている。 農場認定に関する 情報は，外部には公開

現物を手にした 者として， SPF 豚には様々な 思い

されていない。 果たして，農場認定の 客観性あ る

があ る。それらの ニ，三について述べたいと 思、 う 。

いは中立性は 保たれているであ

力

ろうか。 このこと

は，SPF 豚認定農場で生産された 豚肉をSPF 豚肉
SPF 豚農場の認定

として販売するか 否かと関連してくる。 SPF 豚肉

現在施行されている 日本 SPF 豚協会のSPF 豚農

としての販売については 後述するが，仮に豚肉に

場認定規則は，平成2 年 4 月に全国の関係者を 集

SPF 豚 という表示をして 販売するのであ れば，中

めて行われた 会議を契機として ，その策定作業が

立な第三者機関による 審査・認定もしくは 消費者

始まったと 記 ， 臆 している。 その会議では ， SPF

への農場認定に 関わる情報の 公開が必要ではない

豚

における SPF 指定疾病検査の 難しさが紹介され

だろうか。

た。 そして，一般養豚場で 実施されているような

また，認定基準そのものにも 検討の余地があ

る。

検査法 が適当でないこと ， SPF 豚利用の第一目的

現在の認定規則では ，多くの人 (業界外 の 人 )

があ くまでも農場生産性の 改善であ ることなどか

予想に反して ，疾病の清浄度は ついてはそれほど

ら，生産成績を 重視した認定規則とするアウトラ

高い水準には 設定されていない。 その理由として ，

インが示された。 その後，詳細の 検討作業が続け

前述したものの 他に， SPF 豚農場のように 清浄度

られ，今日の 規則となっている。 私もその検討の

が高い場合， SPF 指定疾病の種類によっては ，

初期段階に，若干ではあ るが参加させていただ

の病原が農場に 存在していても ，必ずしも発病

い

たので，制度の 趣旨には賛同しているしそれな

生産阻害を引き 起こすわけではないということが

りに合理性のあ る内容になっていると 思う。 しか

あ る。 こうした事実についても

しこれからの S>PF豚農場のあ り方を考えた 場合，

ているとは言えない。
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繰り返しになるが

， SPF

養

日本SPF豚研究会

All About Swine, 19, 35-36 (2001)

豚の第一の目的は ，生産阻害要因となる 疾病を取

SPF 豚肉の品質保証

り除くことによって ， 高い生産性を 維持し安定

平成10年， SPF 豚の特定 JAS 認定が見送られた。

的に高収益を 確保することであ る。 その目標を実

その理由として ， SPF 種 豚の生産段階では ，生産

現するために 必要な，疾病清浄度は ついて議論さ

方法の特殊性が 認められるが ，肥育豚の生産段階

れなければならない。 検査法は ついても，見直す

では一般の豚と 大きな差異がな

時期かもしれない。 SFF 豚における抗体検査の 信

消費者に与える 利益が暖 味なこと等が 指摘された

頼性には，多くの疑問が持たれてきたにの 情報

と

もほとんど公開されていない )。 しかし最近では

い こと，生産物が

聞く。 これらの理由のうち ， "消費者に与える 利

益"

を

明確化することが ，われわれに求められよ

抗体検査の特異性を 高める努力がなされ ， SPF 豚

すなわち， SPF 豚肉の品質保証であ る。 現時

農場でのモニタリンバに 利用可能な診断 薬が増え

点でのSPF 豚肉の品質保証は ，農場の清浄度や薬

ている。

剤費の基準に

よ

る間接的なものであ

る。 今後は，

SPF 豚肉がなぜ優れるのかを 科学的に示すととも
SPF 状態の長期維持

に， よ り客観性をもたせた 品質基準を作る 必要が

SPF 養豚における 防疫規則基準は ，認定制度の

あ る。最近，認定農場産の豚肉をSPF 豚肉と表示

趣旨から，ありとあ らゆる病原が 一切農場内に 侵

することなく 販売するケースが 増えているとい

入しないというレベルを 目標にしたものではない。

う。 これは， SPF 豚肉の商品価値を ，販売側に明

したがって，変換後年数を 経るに従って ， 徐々に

確に提示できていないことの 現れではないか。
一方， SPF 豚肉の品質保証を 行うということは ，

病原が再侵入してくる 可能性があ る。疾病侵入の

重要管理点を 正確に把握し

低コストで的確な 防

疫 システムを確立する 必要があ

農場の清浄度や 生産過程に大きな 責任が発生する
ことであ る。 また，品質基準をクリアするための

る。

また，万が一農場内に病原が再侵入した 場合，

ハ 一ドルが高ければ ，参画する農場が減る二

SPF

農場の再変換コストを 考えると容易なことではな

豚の普及が阻害される 恐れもあ る。 しかし SPF

い。病原浸潤があ

豚の仕事を通じて ，私はSPF 豚のように「健康に

っても，それを 増やすことなく ，

取り除くことが 可能な施設・ 管理形態が必要とな

育った豚 こそがおいしい 豚肉となるのだ」という

る。 したがって， これからの SPF 豚農場は，早期

ことを実感している。 また，そういう 豚肉を日々

隔離飼育方式 (SEW) やオールイン・オールアウ

食したいと願っている。 そうした消費者のために

ト方式と組み 合わせた防疫・ 管理システムを 検討

も， この業界が一歩前に 踏み出すことを 期待し

すべきであ る。

たい。
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