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種 丹家としての SPF 丹家とその課題
「畜産の研究」編集顧問鈴
農水省は SPF 豚が嫌いだった

木

土日午

この養豚行政の 成否の鍵は，繁殖農家の 生産し

日本の養豚 界で SPF 豚の商業的生産が 提唱さ

た子豚を肥育農家にスムースに 供給できる " 流通

れ始めた昭和 40 年代の中頃 ，養豚関係者のあ い

ルート " の確立にあ ったので，農水省は 全国各地

だに， SPF 豚があ たかも新品種の 豚であ るかの

に補助金を出して "子豚市場 " の 増 開設を促して

ような誤解や 混乱を招いたことがあ りました。 当

いたのです。

時の農林水産省畜産局とその 関係外郭団体は

ところが， SPF 豚の出現は政府のこの 養豚行

，一

般養豚家たちの SPF 豚に対する強い 関心と誤っ

政を阻害する 恐れがあ りました。 SPP 豚の生産

た認識が，政府の 養豚振興政策を 混乱させる恐れ

目的 (理念) を拡大解釈すると ，当時政府の 進め

があ ることと，行政指導上におかれていた 民間の

ていた 子豚市場は，不特定多数の 不潔な個体 (多

種豚生産が， SPF 豚 企業によって 混乱させられ

様な病原菌に 汚染された 生 豚や人間 ) が各地から

る可能性があ ることなどを 危惧して，民間の SPF

集合して互いに 接触し売買交流したあ

豚の商業的生産を 快く思わず， これに抵抗的でし

と人間が各地に 離散してゆく 場所であ るため，結

@0

と・

生豚

果 として， この子豚 市場は豚のあ らゆる感染病の

古し

当時，行政側が SPF 豚に抵抗的な 姿勢をとっ
た背景的理由は ，農水省畜産局が 畜産振興政策の

最悪の病原体感染媒介所であ る， ということが 言
えるからです。

一環として，全国に 子 豚 市場と呼ばれる 家畜市場

事実，各地に 子 豚市場が時開設された 数年後に

を増設し これによって 肥育用 子豚の生産と流通

は， 幾つかの県で 実施した 豚痛感染経路調査報告

を促進しようとしていたからです。 この養豚行政

の中に，千塚市場の 影がたびたび 浮き出てきたこ

の考え方は，全国の 養豚農家を， 1) 種豚農家

とがあ りましたが，当時の 畜産行政は， これに無

いわゆるブリーダⅠ能力検定などに

関心を装うていました。 当時， この子豚 市場を増

参加して 種

豚を改良し生産した 聯隊 や雄 豚を種畜として 繁

開設する政策は 畜産経済政策の

殖 農家に販売する 種豚箱営と ， 2) 繁殖農家

行政とは無関係に ，縦割り行政的に 実施されて ぃ

:裕

に "子取り養豚 " とよばれる肥育用 子豚の生産販
売を主業とする 繁殖経営，および ， 3) 肥育農家

一 っとして，獣医

たのです。

:

繁殖農家から 子 豚を導入してこれを 肥育し肉膝

SPF 豚が普及した 背景

に仕上げて食肉市場へ 出荷する肥育経営の 3 つぼ

その後わが 国養豚の発達に 伴 う 飼養規模の拡大

分け， この分業経営構造で 日本養豚を発展させる

と集約化が進むに つ れて豚の感染病が 多発しこ

ことに目標をおいていました。

れが拡大して 慢性化するようになったので ，筆者
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は家畜市場における 生豚取引が豚 病防疫上問題が

り，生産資材供給 と肉豚 出荷の産業秩序が 複雑か

あ ることを，「畜産の研究」の巻頭言などでたび

っ乱脈で，公共的衛生観俳も

たび提言しましたが ，行政側はこれを 全く無視し

豚を受け入れられる 産業体質ではあ りませんでし

ていました。 そのわけは，当時各地で 子豚の市場

た。

薄く， とても SPP

流通が軌道に 乗り始めたときであ り， しかも行政

その後養豚産業が 次第に， 1) 養豚経営の規模

側は養豚施設の 清浄化と 豚病制圧の実践的な 指導

拡大傾向が進み ，これに伴って技術水準の低い 弱

ノウハウを持っていなかった 上に，伝統的な 上意

小農家の養豚離脱が 拡大して，自然淘汰的に

下達の片道行政に 徹していたからです。

経営戸数が減少し

SPF 豚の専門家であ

る

彼岡茂郎 博士や赤池澤

養豚

少数精鋭的に 専業化が進行し

てきたこと， 2) 養豚経営の専業化と 規模拡大に

二 氏と共通の友人であ る筆者は，当時，養豚産業

ともなって，養豚技術と 衛生観俳が向上してきた

における SPF 豚の商業的生産と 流通について ，

こと，3) 海外の新しい 感染病が次々と 侵入して

敢えて両氏の 意向に反する " 時期尚早論 " の立場

広く潜在的に 養豚場を汚染し

をとっていました。 なぜならば，当時の 日本の養

こと，4) 養豚経営が繁殖・ 肥育の分業形態から

豚 産業は，技術的には ，市販の養豚配合飼料が 晋

一貫生産の経営形態に 進展してきて ，全国の子豚

反 し始め，その 品質もようやく 常識的な水準に 近

市場が必然的に 衰退し急速に

付いてきたものの ，養豚施設の 清浄化や ， 豚の衛

などが要因となって ，近年養豚業者は

土管理と へ ルスコントロールなどの 自衛的防疫 手

病気を持たない

法は ついては，国も 県も獣医関係者も 現場向けの

をもち始めて ，これを導入するようになりました。

指導マニュアルを 持たず，専ら 養豚場に踏み 込み

また従来 SPF システムに批判的であ った国や

経営を苦しめてきた

減少してきたこと

豚 ，すなわち SPF

，

例外なく，

豚に強い関心

消毒槽を設置することと ，「家畜伝染病予防法」

県 および農協の 種豚生産も，近年になって ，養豚

にもとづく防疫処置だけを 勝浦制圧の拠り 所にし

生産の現代化に 追従するには SPF 方式を導入せ

ていた時代だったからです。

ざるを得なくなり ， 種豚供給を SPF 化し始めて

もしもこの時点で SPF 豚の生産と普及を 強引

きました。 その反面，旧来の 種 豚 生産体制に属す

に推進していらた ，当時の養豚産業の 社会体質か

る個人種 豚 場の多くは，次第に 転廃業を余儀なく

ら

考えて，かならず 一般養豚農家に 失敗側 が続発

されて姿を消し

種豚産業は SPF 技術をもつ 企

しその結果「 SPF という " 新品種 " の豚はダメ

業法人の手に 移ってきました。

だ」という養豚業界の 声が出て，その後の SPF

本で飼養されている 種豚のうち 10 万頭以上が SP

豚 産業の正常な 発展に決定的な ダメイジ を与える

F 化されたと言われるようになりましたが

ことになったかも 知れません。 SPF 豚による啄

普及率は今後 21 世紀に向けて 加速度的に伸びて ，

肉産業の確立には ，その成立条件として ， 種豚0

10 年後には全種勝致 080%

導入から繁殖・ 育成・肥育・ 出荷に至るシステム

ものと思われます。 その理由は ， 次のような解釈

化された一貫生産体制が 必要ですが，当時の 養豚

によるものです。

産業は主に繁殖・ 肥育の分業形態で 構成されてお
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SPF は " 手段 " あ って " 目的 " ではない
1950 年代以降の欧米先進国における 種子 (育
種 ) 産業 seedstock industry

は，

俗に HHH

形質を獲得し

具備

(改良 ) すべき必須条件があ

り

ます。

方式

例えば， 雌菜種豚 であ れば，産子数の 増大，乳

(hybrid.hygiene.hightech
braided) と呼ばれ

頭数の増加， 泌乳量と保育能力の 同上， 雄菜種豚

る手法，すなわち 種子種苗の商業的生産を ，遺伝

では遺伝形質の uniformity, 枝肉形質と肉質の

学的にはハイブリッド ，品質的にはウイルスフリー

改善，授精能力の 向上など，変化する 市場ニーズ

(SPF), 生産技術的にはバイオテクノロジー

に対応して・ 年ごとに改良されるべき 遺伝形質が

(人

工 培養増殖 ) で運営する方向に 展開してきました。

あ ります。 これらの経済形質を 遺伝的に改良した

この HHH 方式は今日世界の 種子 (育種) 産業界

育種価の高い 種豚を SPF 手法で生産供給するこ

の技術的主体を 形成しています 0

とが種豚産業の第一目的です。 残俳ながら日本は，

この seedstockには，農作物や

花園芸植物の 種

この家畜育種 (競走馬を含む 大小動物の育種 ) が

子種苗と同様に 種畜種 禽も含まれます。 したがっ

伝統的に不得意であ り，種畜産業は 欧米先進国に

て現在世界の養鶏界や

比べて極端に 立ち遅れています。

養豚界 に広く出回っている

欧米有力育種企業の 銘柄種鶏や銘柄 種豚は，原則
として SPF システムによって 生産されているの

県の事業でした。 しかも種畜と 種禽は 欧米先進国

で， これを日本式に

から輸入して 供用し，その 種畜が老化したり ，後

言えば SPF 豚 (英米方式で

は MD 豚 ) と呼ぶことができます。

この論法で

日本では明治時代から 今日まで種畜事業は 国や

代血液が濃く (近 交は係数が高く ) なったら，ま

言えば，現在日本で 広く飼養されている 欧米種畜

た新しい種畜を 輸入して供用するという ，種畜の

企業系の銘柄 種豚の殆どが， 日本国内で SPV 方

"使い捨て "習慣が今日まで 日本畜産の常識になっ

式で再生産された 個体なので， 日本では SPp 豚

ています。

の範ちゅうに入ってきます。

種豚については，昔から ， 中核種豚群 nucleus

以上の解釈から 考えて，近い 将来わが国では ，

herd の "近交退ィヒ
" を解決する唯一の 手段は ，外

SPF システムによって 生産された土豚でなけれ

国から純粋品種の 種豚を輸入して 新しい血を入れ

ば，養豚産業界では "種豚 " として商品的に 通用

㍗血液更新。 と呼ばれる方法でした。

しない時代になると 思われます。

の血液更新は ， 種 豚の改良手段というよりも ，む

ということは ，

SPF 手法は種 豚 産業の「目的」ではなく

，現在

しかしこ

しろ維持繁殖の 消極的手法にすぎません。 また従

では単なる生産の「手段」に 過ぎないということ

来，血液更新の 目的で輸入した 種豚は，経済形質

です。

の遺伝子型や遺伝率などの 育種学的根拠よりも ，

すなわち 種啄め SPF 化は，健康で清浄な種豚

体型などの外貌審査 (表現型) で主観的に選択さ

を生産販売するための 平準的な手段であ って，そ

れた固体が殆どでした。

れだけで海豚産業の 商品目的が達成されたわけで

は，わが国 SPF 種 稼業界の nucIeus herd を改良

はあ りません。 商業的 種豚 には " 清浄で健康 " の

増殖する上で ， 古くて新しい 育種的課題です。

外に "経済能力 " という， より優れた生産的遺伝
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母豚 ] 頭 当たり平均年間産子数 30 頭

種豚 産業 は 自動車産業と 同じ

わが国の SPF 種豚に課せられた改良すべき

わが国では過去 10 年間にわたって 多くの府県

遺

伝 形質は，まず第一に 雌 菜種豚の繁殖能力があ

が豚の系統造成を 進めてきました。 これは主にラ

り

ます。現在わが国一般養豚場の 母豚 1 頭当たり 年

ンドレース と大 ヨークシャ一について

闇平均産子数は 20 〜 22 頭， 肉豚出荷頭数で 19

の系統を造成して 銘柄化したもので ，そのなかの

〜

21 頭程度， トップクラスの 養豚場で肉

頭数は 23

，各県固有

幾つかは現在 SPF 化されて生産供給されていま

豚 出荷

24 頭だと思います。 もし繁殖用聯隊

す 。 全国で多額の 税金を使ったこの 系統造成は有

の繁殖能力と保育能力を 高めて年間 30 頭の子豚

意義な事業ですが ， しかし特別優れた 新系統を開

を生産できれば ，母豚1 頭当たり年間 28

発したものではあ りません。

〜

〜

29 頭

1960年から 1980 年にかけて，わが国の養豚界

の肉豚 出荷が可能になります。 この可能性は 英国
の種 豚 企業 Na

Ⅱ 0n 目 Pig

Devel0pment

は毎年海外からランドレースと 大ヨークシャーそ

Co. (N

PD) の新しい 雌系種豚 によってほぼ 実現しよう

の他の種豚を 無秩序に数多く 輸入しました。 輸入

としています (畜産の研究， Vol l. N0.8,

種 豚の原産地は ，デンマーク

199

，オランダ，イギリ

2 年，参照)。 NPD 社が開発したこの 雌 菜種
豚は，

ス， フランス， ドイツ，スウェーデン ，

かって西欧の 畜産界から " 幻の豚 " と呼ばれた 中

アメリカなど 多様な国々で ，輸入植豚は同一品名

国の多産系 豚 " 梅山豚 " の遺伝子を自社の

でも，その遺伝子型も 表現型も多種多様でした。

に 25%

導入して合成した Manor

Meishan

雌系統

カナダ，

このためわが 国の種豚の資質に 混乱が生じたので，

と坪

ばれる商業銘柄の 大ヨーク 系 白色種の雌系 種豚で

国 (農水省) は主に 雄 系の種豚 ，府県は主に雌 系

す。

の種豚を ，それぞれ品種別に 選抜指標を設けて 系

梅山豚の多産性遺伝子導入に 関する 種豚 改良の

統造成し混乱していた 種 豚の遺伝的資質を 府県

試験研究はフランスが 世界で最も早いのですが ，

毎に一本に整理したものだと 言えます。 だがこれ

フランスの育種研究は 公立試験場で 行われている

ら系統造成の 種 豚 群も民間 SPF 企業の種 豚群も，

ために，商業的な 新系統の造成には 至っていませ

現在の遺伝的資質のまま 今後も維持繁殖を 続けて

ん。 日本にも中国から 梅山豚を導入した 府県があ

いたら，日本の 養鶏市場が覚国種鶏に 支配された

りますが・多産性の 改良雄系 はまだ作出されてい

ように，日本の 養豚市場もやがては 海外育種企業

ません。 日本のような 高度経済先進国で 今後この

の種 豚 によって席巻されてしまうでしょう。

ような新系統を 作出する育種の 仕事は，途上国持

今日，世界の 種 豚 産業は自動車産業に 似ていま

代 のように国や 県の役所仕事ではなく ，民間種畜

す。 それは両者とも 市場が国際的であ ることと，

会社の営利事業です。 すなわち，現在 SPF 種豚

企業的には市場ニーズを 先取りした優れた 性能

を生産供給している 種族企業は，自社の nucleus

(経済形質 ) と安全性 (SPF 化 ) とデザイン (体

herd の維持繁殖から 一歩前進して ，その遺伝的

型) の新型車 (新系統) を毎年考察して 生産販売

改良の新しいプロジェクトを 積極的に展開すべき

しなければ，市場から 取り残されてしまうからで

時代に来ているということです。

す。
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