
１．はじめに

　本県の養豚は，優れた生産技術と恵まれた自然

条件や交通立地条件などを生かし，消費者に新鮮

で安全な豚肉を安定的に供給している。平成 15年

度の県畜産産出額 405億円に占める豚産出額は 80

億円で，その割合は 20％と本県畜産の基幹部門と

なっている。

　しかし，年々激しくなる国際競争や国内の産地

間競争に打ち勝つため，低コスト生産，高付加価

値生産物の供給，環境への配慮が課題となってい

る。また，食肉の偽装表示問題を契機として食品

安全基本法が制定され，消費者に安全で良質な畜

産物を提供することが急務となっている。

　このため，当試験場では，本県が公表した「静

岡県農林水産業新世紀ビジョン」，「しずおか食の

安全推進のためのアクションプラン」に基づき，

①特色ある畜産物（豚肉）と効率的生産技術の開

発，②消費・流通ニーズに対応した畜産（養豚）

技術の開発，③魅力ある農山村の創造に貢献する

技術の開発，④環境に配慮した畜産技術の開発，

を目標に掲げ試験研究を推進している。

　これまでの主な成果としては，SPF系統豚フジ

ヨーク（大ヨークシャー種），フジロック（デュロッ

ク種）の造成があり，また，現在，県プロジェク

ト研究で DNAマーカー育種を利用した高品質肉

豚の開発に取り組んでいるので，これらのことに

ついて紹介する。

２．静岡型銘柄豚「ふじのくに」の特徴と普及

（１）特　徴

①　系統豚「フジヨーク」，「フジロック」

　　昭和 62年から，全国で始めて SPF環境での

系統造成を開始し，平成 6年度に大ヨーク

シャー種「フジヨーク」，平成 8年度にデュロッ

ク種「フジロック」を完成させた。

　　高品質肉豚の定時定量生産を目標にしてお

り，特に生産性，産肉能力，肉質の改良を重点

に置いている。

　ア　系統豚の維持増殖が SPF環境で行われてお

り，7つの特定病原性疾病（マイコプラズマ

性肺炎，オーエスキー病，豚赤痢，豚萎縮性

鼻炎，トキソプラズマ病，アクチノバチラス

症，バスツレラ症）が排除されているため，生

育は順調で出荷日齢が早くなり生産性は高い。

　イ　不良肉質遺伝子を除去してあるため，異常

肉（以下，PSE肉）の発生は殆どない。豚ス

トレス症候群豚（以下，PSS豚）は非常に神

経質であり，また赤肉量には富んでいるが脂

肪が極度に薄い。特定の系統に発生するため

遺伝要因であることが解明されている。そこ

で当場では県内の食肉センターで部分肉処理

される枝肉について正常肉とPSE肉をDNA診

断により遺伝子型について調査した。その結

果，PSS遺伝子をホモに持つ個体（n/n型），

ヘテロに持つ個体（N/n型）および正常個体

（N/N型）に区分できた。
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　　　PSS遺伝子とPSE肉の発生頻度は n/n型が

80％，N/n型が 20％，N/N型が 3.4％であった。

　　　このことから，当場では系統造成にあたっ

て選抜する種豚群から n/n型，N/n型遺伝子

を有する種豚を全て除外した。

② 「ふじのくに」の交配方法

　　「ふじのくに」は，現在「フジヨーク」の雌に

「シンシュウ L」または「ニホンカイ L」の雄

を交配したWL母豚に「フジロック」の雄を交

配して産まれた三元交雑豚を基本としている。

　　本県では，ランドレース種系統豚を有してい

ないため，「フジヨーク」「フジロック」と相性

のよい系統豚を選定する目的で 5系統のランド

レース種系統豚について組合せ検定を行った。

その結果，Ｆ 1母豚の繁殖性，三元交雑豚の産

肉成績，肉質評価から「シンシュウ L」「ニホン

カイ L」「フジザクラ」が相性がよいことがわ

かった。

（２）普　　及

①　推進体制と銘柄化

　ア　推進体制

　　　生産者と食肉販売業者の直接的連携による

生産流通体制を構築し，生産者に対して銘柄

化による経済的メリット，消費者に対しては

生産者の顔が見えトレーザビリティが可能な

豚肉が提供することを目的に組織化を図った。

　　　平成 10年 10月，県の呼び掛けに応じ関係

13団体が賛同し「静岡型銘柄豚普及推進協議

会」（以下，協議会）が発足した。

　　　協議会は，本県系統豚を利用して生産され

る豚肉について銘柄化を図るため，シンボル

マークの商標登録，生産農場・食肉販売店の

認定事務，シンボルマークの保管・管理をす

ることとなった。

　イ　銘柄化

　　　県系統豚の指定された交配方法により生産

された肉豚は高品質な豚肉が生産でき，また
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図 1　静岡型銘柄豚「ふじのくに」交配図
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消費者には生産者わかる安心・安全な豚肉で

あることを周知ささせるため，当試験場が提

案したシンボルマークの貼付が決められた。

　　　豚肉の流通販売段階で認定販売店がこのシ

ンボルマークのシールを協議会より購入し

「ふじのくに」のパック等に貼り，銘柄化を

明示し販売している。

②　「ふじのくに」の評価

　　消費者，流通業者等に柔らかくて，ジュー

シィな豚肉であることを認知させるため，平成

8年度より試食会を開催しアンケート調査を実

施している。一般豚肉と比較して，肉色につい

ては 70％が良好，脂肪交雑については適度が

過半数，歯ざわりでも柔らかいが 60％以上，食

味では 80％以上が美味しいとの回答している。

　　平成 12年東京ビックサイトで開催された食

肉産業展「銘柄ポーク高感度コンテスト」にお

いて，柔らかさ・美味しさ・風味の部門で総合

1位となった。

③　「ふじのくに」の流通

　　平成16年度の生産頭数は4万頭であった。こ

れを支える組織は 7グループあり傘下の認定農

場は 19戸，認定販売店は 54店舗で県内全域に

生産販売網を網羅するに至った。

　　今後，県内出荷頭数の 1/3にあたる 10万頭

を目標に地域生産流通グループの整備・育成を

推進していくこととしている。

３．新たな構想

（１）当試験場では，SPF系統豚フジヨークとフジ

ロックおよび貴重な遺伝資源である金華豚を保

有している。特に金華豚は静岡県特有の遺伝資

源として利用が可能であり，原産地の中国でも

品種の維持が問題視されている希少種である。

本品種はこれまでに実施した DNA解析結果か

ら，欧米種とは異なった DNA配列や優れた肉

質特性が解明され，育種素材としての重要性が

明らかにされた。新たな研究では金華豚の肉質
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表 1　静岡県名柄豚「ふじくに」の地域ブランド名

図 2　普及推進体制図

図 3　シンボルマーク

販売地域生産地ローカルブランド統一銘柄

県内各地東部地域すそのポーク

ふじのくに

みしまウェーブポーク

富士地域ふじそだち

中部地域ふじのくに

中遠地域いきいきポーク

西武地域浜北ヘルシーポーク

浜名湖そだち
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に関する遺伝子を分子生物学的手法により本県

系統豚「フジロック」に導入し，高品質特殊肉

生産のための「ジンホァフジロック」（仮称）と

三元交雑豚の雄系として利用する「ゴールドフ

ジロック」（仮称）の 2系統を作出する。これら

2つの系統の利用法を確立し，多様化する消費

者ニーズに応えた高品質豚肉として新たな市場

開拓による本県養豚産業の振興と消費者に豊か

な食生活を提供する。

（２）当試験場の系統豚を使った静岡型銘柄豚「ふ

じのくに」は消費者に信頼されているが，偽物

の流通が危惧されることから，銘柄豚肉である

ことを科学的に証明する技術を摸索している。

純粋種の DNA鑑定は黒豚（バークシャー種）

の識別で実用化されているが，静岡型銘柄豚肉

や一般の豚肉の殆んどは三元交雑豚である。そ

こで，母系遺伝するミトコンドリアDNAと核の

DNAを用いて三元交雑種のDNA鑑定法を開発

し，これらを識別する DNA配列を持った種豚

を開発する。また，その検出を効率的に行うた

め，複数のDNA配列を迅速に検出できるDNA

チップを開発し，静岡型銘柄豚「新ふじのくに」

であることを科学的に検証して行く。

（３）肉の流通過程における保存情報は消費者に知

らされず，消費期限もパック処理日が基準と

なっているため鮮度や食べごろは示されていな

い。そこで，豚肉の保存日数や保存条件による

肉の成分・物性や生化学的変化および微生物学

的変化を詳細に調査し食べごろを評価するため

の基準を作成する。次いで食べごろを近赤外光

および誘電率等を用いて非破壊・迅速に評価で

きる技術を開発して行く。

　　これらの新技術を開発することにより，本県
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図 4　合成品種の素材と特徴

図 5　静岡型銘柄豚「新ふじのくに」の作出とDNA鑑定法
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特産の高品質豚肉を適正に流通させ，食べごろに

消費者に届けるためのシステムを構築することに

より付加価値の高い豚肉を生産して行く。

４．新たな構想への取り組み

　新たな構想は，平成17年度より3カ年計画で県

プロジェクト研究「高品質豚肉の開発とトレーサ

ビリティの確立」で取り組むこととなった。研究

内容はつぎのとおりである。

（１）標識遺伝子を導入した高品質豚の作出と DNA

鑑定法の開発

　金華豚の肉質に関する機能性遺伝子について

DNAマーカーを利用して本県系統豚「フジロッ

ク」に導入し，毛色遺伝子による DNA鑑定が可

能で高品質な豚肉を生産するための雄系統を作出

する。また，三元交雑豚における DNA鑑定を可

能とするため，母系品種のミトコンドリア DNA

（mtDNA）塩基置換を検索し，標識として導入す

るとともに，その識別技術を確立し迅速なDNA鑑

定法を開発する。

（２）豚肉の科学的評価技術の開発

　現行の静岡型銘柄豚の特徴および流通実態と差

別化を検討する。またジンホァフジロックおよび

ゴールドフジロックの肉質特性を詳細に調査し，

選抜に用いた QTL領域の遺伝子効果を検証する

とともに機能性および差別化できる指標を検索す

る。

　また，豚肉の履歴や食べごろ，消費期限に関す

る科学的指標を作成するため，保存期間中におけ

る官能評価と豚肉の成分や生化学的変化および微

生物学的変化を検出し履歴，食べごろを解明する

基準を作成する。さらに，官能評価に基づく食べ

ごろの評価および開発した銘柄豚に適した調理法

を開発する。

（３）豚肉鮮度および履歴の非破壊評価技術の開発

　豚肉の履歴，食べごろの非破壊計測に有効な物

理的変化および科学的変化に対する指標を検索す

る。この指標に基づき豚肉の流通履歴，食べごろ

評価する非破壊検査法を確立し，銘柄豚の差別化

と適正な流通方法を明らかにする。さらに，銘柄

豚の流通実態を非破壊評価法により効率的に調査

し，流通の適正化を図り，本県銘柄豚の付加価値

を高める。

　本県では，新たに開発される高品質豚の普及方

法やトレーサビリティの科学的検証技術について

平成 21年度以降の導入を目途にアクションプロ

グラムの策定に入っている。

５．研究成果

　我々は養豚研究において生産性，経済性，肉質

に利点のある豚を改良するため，家畜衛生対策で

は SPF技術の導入，品質では不良肉質遺伝子除

去のためのDNA診断などの新技術を活用し，差別

化できる豚肉づくりを行い養豚振興に資してきた。

　近年，豚肉に対する消費者ニーズはグレート

アップし安心・安全で，さらに柔らかくて美味し

いこだわりの差別化商品が求められるようになっ

ており嗜好も多様化している。

　当試験場では，場開設以来中国逝江省産の金華

豚を飼養しており，この豚肉の美味しさは世界的

に有名であるため，金華豚の活用について研究を

してきた。DNAマーカーを用いた選抜育種技術

の研究は，平成 11年度から取り組み「肉質」，「肉

量」について「フジロック」との交配を繰り返し

てきた結果，金華豚の特色を有する脂身が美味し

く肉質が柔らかく，更に肉量も三元交雑豚に劣ら
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図 6　静岡県プロジェクト研究「高品質豚肉の開発とトレーサビリティ確立」の概要

新品種による産業の活性化・流通体制の適正化・安心・安全で豊かな食生活の提供
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ない合成豚の作出に成功した。また，この豚の外

貌的特徴を顕著にし，銘柄化に活用するため，毛

色に関与する遺伝子のMC1Rを金華豚型に揃え

て全身を黒毛とした。

６．むすびに

　当試験場では，新開発する豚は，三元交雑豚

「ふじのくに」の雄系種豚に利用する一方，雌雄

の交配により，金華豚の脂身の美味しさと柔らか

さを有する高級豚肉が作れるため新たに銘柄化

し，高級豚肉を嗜好する消費者ニーズに応えてい

くこととしている。

　また，県プロジェクト研究の残った期間では，

消費者が購入時，当該銘柄豚肉のメリットを認知

した上で購入できるよう，豚肉の食べごろやト

レーサビリティの検証が科学的に表示できる技術

について検討をしていくこととしている。

　国産豚肉に付加価値を付け，生産者にやる気と

生産物に対する自信を持たせることを念頭に置

き，これからも養豚振興に資する研究を企画し展

開していきたい。
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