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1，在来豚とは

家畜は人間に伴って移動する動物である。した

中国の梅山豚や台湾の桃園種は，多産性で粗飼

がって，厳密な意味での在来種となると限られて

料に対する適応性があるなど，遺伝資源として各

くるだろう。最近，話題になっている沖縄の豚・

方面から注目されてきた。そのためアジアの代表

アグーも元を辿れば中国由来とされ，しかも復元

的な在来豚として紹介されている。

したそれをも在来種と称しており，意外とそれが

梅山豚は大型で耳が大きく垂下し，頭部などに

曖昧に使われているのである。

厚い皮皺を有しており，野生原種のイノシシの形

今日では欧米系の家畜に対し，アジア原産の家

態とは極端に異なる。このような特異な形態を生

畜であればアジアの在来家畜とし，またアジア地

じた背景には，既に紀元前に，世界最古の豚を誕

域の国内で外来種との交雑がなく，長年にわたり

生させ，その改良を開始させた（張ら，1993）中

飼われてきた家畜に対し，家畜化の起源地が飼育

国で育まれた在来豚としての歴史がある。また桃

地と異なっていても，例えば日本の在来家畜，あ

園種は 17 世紀に漢民族の移住に伴い中国から台

るいは台湾の在来家畜と称して，その国の在来種

湾に持ち込まれた子孫であり，このことは梅山豚

としての扱いにしている。

との類似した外貌上の特徴からも推察される。

さて，アジアの在来豚について我が国で本格的

では在来豚とは，どのような豚集団を指すのだ

に紹介したのは，山根甚信博士や蒔田徳義博士だ

ろうか。一般にアジアにおける在来家畜は，欧米

ろう。両博士は戦前，主に台湾やインドネシアに

系品種などの外来種による遺伝的な影響がなく，

おいて在来豚を詳細に調査している。筆者はその

飼育されてきた土地の気候風土に古くから定着し

在来豚について大学 2 年のとき，恩師の田中一榮

てきた家畜集団を指している。さらに厳密にいう

先生（現・東京農業大学名誉教授）に渡された両

と，その土地の野生原種が家畜化され，そこで定

博士の論文ではじめて知った。このとき，それま

着してきた家畜を在来種とする考えがある。これ

で豚のイメージを欧米系改良種だけで捉えていた

にしたがうと，中国由来の桃園種や，我が国で家

筆者を惹き付けたのは，イノシシのような在来豚

禽化された鶉を除いて，牛や馬，鶏も大陸から導

であったことが記憶としてある。とりわけこのタ

入された歴史があり，本来の在来種ではなくなっ

イプの在来豚は，アジアの辺境で飼われているた

てしまう。

め，その地域に生息するイノシシが家畜化された
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在来豚とも思えるが，実際のところ明らかではな
く，その豚についてはほとんど知られていない。
この小論ではアジアの在来豚をはじめ，そうし
た辺境の豚集団をとりあげ紹介してみたい。
2，調査のはじまりと飼育地
先ず我が国において在来豚の学術調査があっ
たことを紹介しておこう。それは 1961 年に結成
した日本在来家畜調査団，後の在来家畜研究会
が行った鹿児島県トカラ列島のトカラ豚と奄美

写真１

マレーシアのサバ州山岳地の豚。顔面頬に淡白色
の髭がある。
（提供：田中一榮）

大島の喜瀬豚の調査である。前者は平均体高が
44.4cm で矮小の「島豚」と呼ばれ，後者は桃園
種からの遺伝的影響を受けた在来豚とされ，平均

根，蒔田の論文で知ったイノシシのような豚（写

体高が 64.8cm と，前者よりは大型である（林田，

真 1）もみられ，学生だった筆者は秘境の豚とい

1964）
。

う強烈な印象をもったことが，この豚の研究をは

現在，それらの豚は残存していないが，昨年，

じめるきっかけになっていた。実際，卒業後に，

トカラ列島口之島を訪ねた際に，75 歳の男性が

筆者がそのような小型の豚をはじめて観察したの

終戦直後まで，島で奄美大島から導入された小型

は，1978 年 8 月，台湾の東南沖の蘭嶼島を先生

の豚が飼われていたことを話してくれた。男性は

に連れられ，この島の原住民ヤミ族が飼う豚だっ

最初，なかなか豚の名前を思い出せなくて「キチ

た。
以来筆者は，同研究会が進める東南アジアをは

ブタ」といっていたが，後で「キセブタ」と思い

じめとする南アジアの国々での在来家畜の調査

出してくれた。
さて同研究会は，当時はじめての海外調査で

に参加し，多くの在来豚を観察する機会に恵まれ

あった琉球を皮きりに東南アジア地域をはじめと

た。これらの国々での調査は，とりわけ山岳地や

するアジア全域までその調査を拡げ，今日まで半

島嶼域など交通の不便な辺境である。中には国情

世紀を超す歴史がある。この中で，はじめにも紹

不安な所謂，危険地帯と呼ばれる地域での調査も

介した恩師の田中先生は，山根・蒔田の両博士が

珍しくはなく，我々の調査に軍や警察が同行した

戦前に行って以来，東南アジアの在来豚の系統分

こともあった。

類の研究について最初に着手しており，筆者が在

つまり，このように地理的，社会的に閉鎖性の

来豚を知ったころ，タイからマレーシアでの調査

強い環境下の飼育地であったからこそ外来種によ

（田中，1974；1976）を進めていた。

る遺伝的影響が少なく，純度の高い在来豚が現存

先生の記録したそれらの写真は，ほとんどが山

してきたといえるだろう。

岳地や島嶼域で飼われる小型の豚で，中には山
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3，二つのタイプの豚
梅山豚や桃園種に対して，小型な豚としてこれ
まで度々述べてきたが，これを筆者は「小耳種
型在来豚」と「イノシシ型在来豚」と称して区別
。前者は体高が 30 〜
している（Kurosawa, 2004）
40 ㎝程度で，脚は細くて長く，耳が小さく後方
に立っているか，側方に平行に倒れているかのい
ずれかである。頭部は直で鼻が尖がり，体型は小
写真 2

柄で背線が真直ぐか，凹んでいる。被毛は極めて
薄く，毛色は光沢のない黒や白の単色で，黒単色

琉球嶌真景に描かれてあるイノシシ型在来豚
（所蔵：名護博物館）

では顔面・尾房・4 肢の先端に 2 から 6 つの白斑
を有することがある。また背が黒で胴体下半分が

の対称型の乳頭配列で，イノシシと同様ほぼ均一

白であるか，全身に白黒斑を有するなどの変異が

である。

あり，尾房の先端が二つに分かれている。この豚

興味深いことに二つのタイプの豚が，かつて我

の大きな特徴は，乳頭数がアジア産イノシシと同

が国でも飼われていたことが幕末に描かれた古絵

じ 5 対（10 個）を基本とし，4 対（8 個）から 6

画で知ることができる。特に「琉球嶌真景」や「南

対（12 個）ほどの変異を示すことだろう。

島雑話」には当時の琉球・奄美地方のイノシシ型

「小耳種」という名称は当初，台湾の漢民族が

在来豚（写真 2）が描かれ，また長崎出島で飼わ

飼う桃園種に対し，原住民の高砂族が飼う豚に与

れていた小耳種型在来豚や大耳の豚を紹介した資

えられ，これが東南アジア地域でも広く飼われて

料もある。当時の我が国では仏教伝来以降，殺生

いたことから，小耳種系と呼ばれていた。しかし

禁断の思想で豚飼育は存在しなかったとされてい

現在では，それらの豚がおおよそ共通の形態的特

たが，その影響があまり及ばなかった琉球・奄美

徴を有している点から筆者は「小耳種型在来豚」

地方や，貿易地であった長崎などでは，いろいろ

と改めている。

な豚が導入されていた。

一方，後者は基本的には前者と同様の形態的特

近年まで現存していたトカラ豚や喜瀬豚，それ

徴を有するが，殊に体型や毛色の特徴がイノシシ

に復元されたアグーは，古絵画の豚とは外貌上の

と酷似している豚である。体高も前者より大型で

特徴が顕著に異なる。このことは，幕末のころに

50 〜 60cm 程度の集団もみられる。顔面頬から頸

琉球・奄美地方で飼われてきた豚が，その後に

にかけて淡白色の髭があり，頸部から背線にかけ

導入された外来種との交雑により，次第に形態分

て発達した剛毛があり，また幼獣ではウリ坊の毛

化を生じ，本来の在来的特徴が失われ，絶滅して

色を有し，中には気が荒くイノシシと判別するこ

いったと考えられよう。

とすら難しい豚集団も存在する（黒澤ら，2009）
。
このイノシシ型在来豚の乳頭数は，ほとんど 5 対

同様のことが現在，アジア各地で繰り返されて
いるのである。梅山豚や桃園種のような在来種
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は，公的機関で保存され，研究などで活用されて

多いとされている。そして，中国の南方と東方に

いるが，二つのタイプの豚は，辺境で飼育されて

続く地域，すなわちタイやラオス，カンボジアお

いるため，近代化に伴い，道路などの交通網の整

よび周辺のフィリピンやインドネシアでの華橋が

備が進むことで外来品種が持ち込まれ，これらと

居住する平野部にも少なからず中国系豚や，これ

の雑種化が急激に進んでいるのである。

と雑種化され，種々の程度に外貌上の特徴に形態
分化を生じた多様な小耳種型在来豚が飼われてい

4，興味深い飼育の分布

る。しかし，それらの地域から連続して山岳地や

主に東南アジアの山岳地や島嶼などの僻地の少

島嶼域には極めて純度の高い，体高 40 ㎝以下の

数民族によって飼われる二つのタイプの豚は，小

矮小の小耳種型が，さらに奥地ではイノシシ型の

規模で集落内での宴会や供犠など伝統的な行事の

在来豚が飼われているのである。
写真 3 は，そのような豚の地理的分布の違いに

社会的な繋がりで使用する目的で飼われている。
つまり，近代的な養豚を行っているわけではな

ついて，低地から山岳地にわたってみられるイン

い。これらの豚の飼育は，はじめにも述べたが，

ドネシアのスマトラ島北部における二つのタイ

北限の台湾から東南アジア地域にわたっている。

プの豚である。すなわち，山岳地のバタック地区

これについて，Cheng（1985）が地理や環境の違

の奥地ではイノシシ型在来豚が，また同地区の中

いに基づいて分類した中国の在来豚と対比してみ

心地では小耳種型在来豚が，そして大型の小耳種

ると，興味深いその飼育の地理的分布の事実がみ

型の豚は低地のカロ地区で，それぞれ飼われてい

えてくるのである。

たのである（田中ら，1983）。この比較から低地

中国の在来豚は北部から南部にわたって，すな

の豚は，バタック地区の二つのタイプの豚と比べ

わち①体格は大きい方から小さい方へ，②被毛は

て，明らかに華橋の飼う中国系豚の遺伝的影響を

厚い方から薄い方へ，③毛色は黒いものから白の

受けているような外貌上の特徴を示している。こ

多いものへ，④背は真直ぐなものから次第に落ち

れは，スマトラ島北部では低地の中国系豚集団か

凹んだものへ，⑤産仔数は，北で多く，乳頭数も

らの遺伝子流入で，形態分化が種々の程度に生じ

1

2
写真 3

3

インドネシアのスマトラ島北部におけるイノシシ型在来豚と小耳種型在来豚
1

イノシシ型在来豚（バタック地区），2

3

小耳種型在来豚（カロ地区）
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ている可能性を示している。

よう。

同様のことが具体的に示されたのが，図 1 のイ

さらに興味深いのは，アラカン山脈を境にバン

ンドシナ地域における豚集団の平均乳頭数の地理

グラデシュの平野部と，ネパールのインド国境の

的勾配と乳頭配列である。すなわち，カンボジア

平野部では遊牧のイノシシ型在来豚（写真 4）が

の平野部から東側山岳地，さらにはラオス内陸山

みられることである（黒澤ら，1988；1992）。豚

岳地の集団に向かって，平均乳頭数が 13.11 個か

の遊牧は珍しい飼養形態であり，しかも宗教上，

ら 10.00 個へと漸次低下し，乳頭配列にも乱れ少

豚を忌避するイスラム教徒 9 割が暮らすバングラ

なく均一となり，中国国境のラオス北部で，再び

デシュでは，他宗教徒などの肉需要のため豚が飼

その平均値が上昇し，非対称型が現われるなどそ

われ，100 頭を超す群れで都市部の街中を移動さ

の配列にも乱れが生じてくるのである（黒澤ら，

せる（池谷，2010）という驚くべき遊牧豚の実態

2009）
。このことは，東南アジア地域には在来と

が存在する。

して極めて純度の高い小耳種型およびイノシシ型
の在来豚が，山岳地に局所的に現存し，一方，中

5，グレーゾーンの豚

国国境や平野部では中国系豚や欧米系品種の遺伝

二つのタイプの豚で，殊に野生原種と酷似した

的影響を受け分化してきた，多様な形態的特徴を

イノシシ型在来豚の外貌の特徴を考えた場合，そ

持つ小耳種型在来豚の存在を示唆しているといえ

れはイノシシが家畜化されて以来，野生的な特徴

図1

カンボジアとラオスの在来豚集団で観察した平均乳頭数の地理的勾配と乳頭配列の例
（黒澤ら，2010）
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1

2
写真 4

豚の遊牧

1

大きな群れでの遊牧（バングラデシュ）

2

バスターミナルのゴミ捨て場に向かう豚の群れ（ネパール）

をほとんどそのまま残し今日に至ったということ

発達した剛毛を持ち，このイノシシの典型的な蛋

は考え難い。むしろイノシシから遺伝子の供給を

白・酵素型の変異遺伝子をも有している
（田中ら，

定期的に受けなければ，そうした野生的な特徴は

1992）ことから，その野生原種から豚への遺伝子

集団中には現れないだろう。

流入が定期的に生じている可能性もあろう。こう

ここで，写真 5 の 4 枚を示すが，読者はそれを

したイノシシと豚との関係について，実際フィ

みてどのように思われるだろうか。つまり，イノ

リピンのミンドロ島における山岳地の豚集団で形

シシなのか，豚なのか，ということである。こ

態・遺伝学的（写真 6）に証明した事例（Kurosawa

の 4 枚の写真は，筆者がバングラデシュやネパー

et.al.1989）がある。我が国でも琉球列島におけ

ル，スリランカでの調査で，思わずイノシシだと

るイノシシやイノブタの粗放的な飼育現場で野生

思って現地の研究者に尋ねたとき，
「ドメスティッ

に帰り，また飼育下に戻ってくるという興味深い

クタイプ，ピッグ！」と答えられ，見間違えた豚

2013）でわかっ
彼等の生態が最近の調査（黒澤ら，

である。

てきた。

それらの地域ではインドイノシシ（Sus scrofa

本誌前号（黒澤，2013）でも述べたが，イノシ

cristatus）が分布しており，遊牧などの粗放的な

シとの関連性が認められる豚集団では，イノシシ

飼育下にある豚集団（黒澤ら，1992）に接近する

とは形態，遺伝，生態的にみて連続的となり，両

こともあろう。もしくは放し飼いの豚が野生化

者間では生物学的な境界線というものは存在しな

し，イノシシと交雑している可能性もある。また

い（野澤，1982）ともいわれている。これは家畜

同地域ではイノシシ飼育もみられ（黒澤，1992）
，

化の初期的な段階で生じていたと考えられる，所

ときにはそれが人為的に豚集団に混入され，両者

謂イノシシ（あるいは半家畜豚）の「行きつ，戻

の交雑が起こりうることも考えられる。実際に

（秋篠宮，2000）という動的な過程でのイ
りつ」

それらの在来豚はインドイノシシと同様に極めて

ベントであるため，どこまでがイノシシで，どこ
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1

2

3

4

写真 5

野生原種の特徴を種々の程度に持つイノシシ型在来豚。インドイノシシでみられる
発達した剛毛を有している。
1，2

ネパール

3

スリランカ

４

バングラデシュ

の豚であり，もしくはイノシシであるともいえな
いわけではないだろう。
イノシシの家畜化が開始したころは，同様にそ
うしたグレーゾーンの状態が続いていたと推察さ
れる。それが現在でも存在しているとなると，家
畜化が古代より継続している可能性もあるのだ。
6，在来豚の将来を考える
写真 6

最近みた世界の民族を紹介したある教育普及書

イノシシと豚の交雑種

スンダイボイノシシ (Sus verrucosus) から遺伝子流入を受けて
いるミンドロ島の豚。母豚の顔面に野生種の特徴が現れている。
幼獣 2 頭はウリ坊の毛色である。（Kurosawa et al., 1989）

の中に，フィリピンのルソン島山岳地に暮らすイ
フガオ族の農耕儀礼の写真があった。しかし驚い
たことに，そこに写っていた犠牲用の豚が欧米

からが豚なのかを判別することは，実質的に不可

系の大型種であった。筆者が 1982 年に同地域を

能となる。

調査したときには，ほとんどが小耳種型在来豚で

つまり，形態学，遺伝学，および生態学的な判

あったが，そのような民族文化にも影響が現れて

断では，ここで飼育されているのはグレーゾーン

いるほど，現地ではその豚が激減している可能性
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はあろう。

思えるような家畜として人間社会に溶け込み，特

アジア各地に現存している在来家畜も同様の危
機にあることは，前述したとおりである。国に

殊な生態系も形成しており，家畜文化史的にも注
目に値する。

よっては，殊に豚を飼うイフガオ族の少数民族の

将来もしそのような社会空間が開発などによっ

ような集落が観光化され，これまでの伝統的な放

て破壊され，二つのタイプの豚が消えることがあ

し飼いは衛生上の問題があるとして，そうした飼

れば，イフガオ族の事例のように，これらの豚と

育が衰退し，結果として在来豚も消滅していくだ

かかわり培われてきた民族文化や社会生態に何ら

ろう。

かの影響が及ぶに違いない。こうした在来豚が現

それに代わり，開発に伴い豚肉の消費も増加

存していくことのできるような生態系の環境保全

し，生産性の高い欧米系品種の飼育が拡大し，集

について十分に考慮していかなければならない。

約型の近代的養豚も行われるようになるだろう。
アジアの在来家畜の減少とともにその保存と活
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