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SPF 養豚の発展をめざして
日本 SPF 豚協会会長

わが国の養豚は 敗戦の壊滅的な 打撃から，昭和

赤

池

洋

二

パーセントのシェアを 占めるまでになった。

この

20 年代後半の経済復興， 30 年代の経済成長ととも

間に冷戦構造が 崩壊し貿易の 自由化が世界の 流

に 急速に発展した。

れとなり，ガット・ウルバアイランドの

あ たかも時期を 同じくして 家

決着によ

畜の栄養学が 著しい進歩を 見せ，配合飼料が完成

って，わが国の農業も世界経済のなかでの 国際競

された。 一方，経済成長にともなう 食生活の改善

事に生き残りを 賭けた戦い

は大幅な食肉の 消費拡大を招来し ，配合飼料の発

った。

のなか

豚農場認定制度は ，わが国の養豚が国際競争にお

で

で，

ィヒ

ランドレース 種 ， 大 ヨークシャ一種等の 大型

ける生き残り 戦略を進める 上で有力な武器となる

品種が30 年代半ばから 盛んに輸入されるようにな
った。

強いられることにな

この時期， 日本 SPF 豚協会が発足させた SPF

達 と相まって畜産経営の 大型化へと発展した。
このような急速な 畜産経営環境の 変

な

ものと，思われる。

ところが 種豚 と一緒にいろいろな 伝染病も

輸入される結果となり ， 豚病の蔓延度 においても
先進国の仲間入りすることとなってしまった。

] . SPF

養豚は生産者に 理解されているか

?

SPF 養豚に携わったことのない 生産者は， SPF

こ

のことに いち 早く危機を感じとり ，わが国の SPF

養豚が健康な 豚を飼育するための 管理システムで

養豚開発に着手したのが 波岡博士 (硯北大名誉教

あ ることを理解するところまでは 至っていない。

授) らのグループであ

何か特殊な豚を 特殊な方法で 飼育しなければなら

った。 昭和40 年代の初め

SPF

にはすでに実用目的の

るが， この時期は養豚の

頃

豚 農場が誕生してい

ないと考えられているよ

高度成長期であ り， SPF

う

でまことに残俳であ

る

が，今後SPF 豚農場が増加し ，それに携わる 人々

十分に利益をあ

養豚に目を向けなくとも

，

コンベンショナル 養豚

げることができた。

が増えていけば 徐々に理解が 深まっていくであ ろ

したがっ

‑

ワ

一方， SPF 養豚に早くから 取り組んだ生産者

て，ほとんどの養豚経営者は 知識の不足も 相まっ
て， SPF

養豚に興味を 示すことがなかった。

「

SPF 豚物語」(本誌 1,

のなかには，今回の 認定制度における 各種の基準

， SPF 養豚の実用化

やへルスチェックについて ，「これは SPF 豚協会

悪戦苦闘ぶりは 披閲先生の

や消費者のためのものではなく ， 自分の経営を 守

のような時代背景のなかで
に取り組んだ関係者の

こ

2

号) に詳しい。

るために本来実施すべきものであ

しかしながら ，先進的な養豚家や関係者の地道

り，当然のこと

であ り，その結果が 消費者に安心して 食べられる

な努力により，わが 国の SPF 養豚は徐々に 発展

美味しい豚肉を 提供することにつながるのだ」と

し スタートからがよそ 30年を経て， ようやく 10

の力強い発言もあ る。
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SPF 養豚の発展をめざして

このように， SPF 養豚に対する 理解度にはま
だかなりの落差があ

るが， これを着実に

くことができるかどうかは

と

中途半端な知識

(執筆者がどこで 仕入れた知識

かわからないが ) によって， SPF 養豚を批判す

埋めてい

日本 SPF 豚協会をは

る記事 ( 日経トレンディ

じめ，関係者の 努力次第であ る。

れは SPF

また，認定制度の発足に際して ， SPF 豚農場

養豚の実際と ，

9

月号 ) があ ったが，
日夜必死になってそれ

に取り組んでいる 生産者の努力を 執筆者が知らな

の一部には認定農場となることにためらいもみら

かったからであ ろう。 しかしながら ，

れる。 それは認定を 受けることによって ，

批判がでること 自体， SPF 養豚が注目されるよ

どのよ

うになった証であ

うなメリットが 生ずるのか不明であ るとし他の
認定農場の動きと 結果を見極めてからでも 遅くは
ないとの思惑からであ

こ

る

ど

このような

いえなくもない。

これらのことからもわかるように ，われわれ関
係者は SPF 養豚の現実と 正しい知識を PR する

る。 しかし，現実にはバイ

ヤ一の側から 認定資格の取得を 催促されるケース

ことに今まで 以上に努力しなければならない。

も出始めているので ，今後は認定農場の急速な増
加が期待される。

3 . 一般消費者は ?
「

2 . マスコミ関係者の SPF

? 」この

程度が SPF 豚に対する一般消費者大部分の

養豚に対する 理解度

一億総グルメブームといわれたバブル

SPF 豚 てなあに ? 」「無菌豚 のこと

理解

ではないだろうか。 もちろん SPF 農場産豚肉を

経済の最

盛期には SPF 豚もテレビや 雑誌にさかんにとり

入手できる立場にあ る人々はそれなりの 知識と，

あ げられたが， その内容は生で 食べられる豚肉と

肉質の良さを 理解しているが ，流通面の取り 組み

か，刺し身豚 といったきわもの 的なものが数多く

が遅れていることもあ

あ った。 これらの視点は ，一般の豚肉は汚い，病

ほとんど知られていない。

って， SPF

養豚の実態は

したがって，今回の

り， SPF

SPF 豚農場認定制度の 施行を機会に ， SPF 養豚

豚肉は無菌状態で 育てられたものであ るという両

がどのように 行なわれ， その肉質の優れている 点

極端におかれ ，興味本位で取り扱われたため ，甚

はどこにあ るかなどの PR 活動を強化していかな

だ迷惑を蒙ることがあ った。 われわれは，一般の

ければならない。

気だらけの農場で 生産されたものであ

試食会などを 通じて， SPF 豚肉は臭みがなく

誤解を招くようなこれらの 報道姿勢に根気強く 対
抗して，少しでも 正しい情報が 流れるよう努力し

風味豊かで，豚肉本来の 美味しさをもっているこ

たつもりであ るが， 力 がおよばなかった 点があ

とを発見した 消費者からは ， どこに行けば 手に入

る

ことを反省している。 そもそも近代的な 現在の養

るかとの問い 合わせが増えつつあ

豚を糞尿まみれのどろんこ 養豚と思わせることに

生産豚肉の 10% を占めるまでに 成長した SPF 豚

よって， SPF 豚を刺し身豚肉として

浮かび上が

農場産豚肉が ，消費者の手元に届くまでの間に ，

らせようとする 無責任な報道姿勢は

，視聴率アッ

その大部分が 一般の豚肉のなかに 埋没してしまっ

プや読者確保のためとはいえ 問題であ る。

ているのは残俳なことであ

一方， SPF 豚に対する片寄った 先入観 (偏見)
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4. 販売・流通業者の 間では ?

生産成績評価など 細部にわたり

従来，一部の 流通業者，販売店の 間では SPF

のであ るが， そのひとつひとつは

， SPF

SPF 豚農場が

従来実施してきたものを 集大成したものにすぎな

豚はかなり古くから 知られていたが ，一般消費者
に知られていないために

，しかも厳しいも

い。 認定農場が次々に 誕生していることがそれを

豚肉の表示や 差

別化販売への 取り組みに 蹄曙がみられた。 したが

物語っている。 しかしながら ，水制度はまだ発足

って，せっかくのSPF 豚肉が一般豚肉と 混合し

したばかりであ り， しっかりした 制度として定着

て 流通・販売されることになった。

し 生産者，流通業者，消費者の確固たる信頼を

ところが輸入

自由化による 牛肉の消費拡大がテーブルミート

獲得するまでには 多くの障害をのりこえなければ

と

しての豚肉の 消費不振を招き ， あ らためて豚肉の

ならないであ ろう。 先に述べたような 誤解や偏見

銘柄化，差別化販売の機運を盛りあ げる結果とな

を根気強く是正しながら ， SPF

った。 そこでテーブルミートとしての

していく必要があ

肉質の良さ

がきねだっている SPF 豚肉が差別化販売の 有力
な商材 として高く評価されるようになり

養豚の実際を PR

る。

日本 SPF 豚協会は現在に 至るまでさまざまな
活動を行なってきた。 SPF 豚研究会の分離独立

， SPF

豚農場認定制度の 実施に大きな 関心が寄せられて

に対する支援，養豚セミナ

いる。 SPF

に 6 回を数える ), 認定制度の制定と 実行等がそ

豚農場として認定を 受けた農場で 生

一の開催 (今年ですで

産された豚肉は 市場で高く評価され ，高値で取引

の代表的なものであ

される例も増加しつつあ る。

張メッセで開催される 国際食料・飲料 展 (Fo0deX

しかし一方では ， SPF
を

認めていないが

という名がつけば 売り

月に幕

経て消費者の 食卓にのぼるまでの 間，はっきり 他

SPF 豚肉の取り扱いを 増

やそうとしているバイヤーもあ

3

また， 当協会は認定農場産豚肉が 流通の段階を

やすいから」，あ るいは「売り 残しの恐れがなり
から」等の理由だけで

年

Japan)への出展も予定している。

豚肉と一般の 豚肉の差

，「
SPF

る。 また，平成7

るという声が 聞か

れる。この辺にもわれわれの PR 不足がうかがえる。

と

区別できるようなシステムができないなる

ぅか

と

考えている。 そのためにたとえば「日本

SPF

豚協会認定農場産」豚肉として 表示することが 可
能かどうか， 目下検討中であ る。
現在， 当協会は任意団体として 活動しており ，

5 . 将来の発展を 目指して

「豚肉は臭いから食べたくな

い」とか「脂肪が

会員の無償奉仕と 会費によって 運営されてきた

多 ねから嫌だ」あ るいは「薬剤の 残留が心配だ」

が，

等の理由から 豚肉を敬遠する 風潮のなかで ，安

界 にきているので ，法的裏付けのあ る組織(法人)

全，安心，高品質を
約束する SPF 豚肉に対する

に発展させることができないかどうかについても

評価は着実に 高まりつつあ

る。SPF

豚 農場認定

検討を開始した。
これから 先， SPF 豚農場 認定制度を強力に 推

制度は， この傾向を一段と 加速することになるの
は 間違いない。 このなかに定められた 諸規則，基

遣することによってさらなる 発展をめざしたい。

準は農場の防疫設備，防疫管理，ヘルスチェック ，
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このようなボランティア 活動ではそろそろ 限

一

34

一

