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畜産目的としての

豚は ついて

猪

昭和38 年，農林省家畜衛生試験場に SPF

豚

責 譲"

な感染豚を用いた 場合には，実験成績に 混乱を
きたすおそれがあ る。
すでに，当時において ，実験用動物としての
SPF 豚の評価は世界的 @C も認識され始め ，特
に，豚の感染病の 研究，免疫の 研究，寄生虫病
の研究などにとっては 必要欠くことのできない

研究班が結成されて 以来，筆者はこのメンバ 一

の 1 人として参加し ，討論に加わってきた。
今
回，披閲蔵部博士から，畜産プロパ 一の立場か
ら，畜産目的としての SPF 豚 @C ついて批判を
含めて何か意見を 出してほしいという 依頼を受
けた。

ものとみられるようになってきていた。

わが国では畜産目的としての SPF 豚の評価
をめぐって多くの 論議が行なわれてきたが ，い
まだ統一された 見解が出されていない 実情にあ

な 背景にたって 結成され，その手はじめとして ，

る。畜産目的としての S PF

PF

家畜衛生試験場の SPF
SPF

豚 ， C ついて，その

主要な問題点を 整理しておくことは ，今後，S
PF 豚の畜産への 利用をはかる 場合にきわめて
重要であ ろう。 現在， これらの主要な 問題点 は
ついて十分に 整理するだけの 時間的余裕がない

豚 研究班はこのよう

豚についての 外国文献のしゅう

集，

S

豚の施設，設備などの 検討にはいり ， 1965

〜 1966 年には，家畜衛生試験場に ，わが国で初

めて SPF

豚の生産施設， SPF

豚の感染実験

室が新設され ， 1965 年以降において ，

SPF

豚

の生産。 供給， SPF 豚を用いた感染実験が 進
められてきた。 これらに関する 業績は関係学会
誌や本誌に発表された 通りであ る。

おもに SPF 豚 研究班の人
々と討論を行なってきた 過程で，私なりに 考え

ので， これまで @C,

てきたことを 断片的に記し ， ご ・批判を仰ぎたい。
上記のように ，

昭和 38 年当時，家畜衛生試験場において SP
F 豚の研究がとりあ げられたおもな 動機は，豚
の感染病の研究や 免疫の研究にとって ， SPF
豚の使用が不可欠となってきたためであ った。
豚は呼吸器感染や 消化器性疾患，その 他の病
気におかされている 率が非常に高いので ，

めて必要なものであ

豚は実験目的として ，

るが， もう 1 つの目的と

しては，アメリカにおける 豚の集団変換計画

(swine repopuIationprogram)

にみられる

ように畜産への 利用の道が開かれていることで
あ った。 すなわち， SPF 豚 作田技術を応用す

自然

状態で生まれた 豚を感染実験や 免疫の研究に 使
用した場合には ，研究対象とする 病原微生物の
感染や免疫がすでに 成立しているために ，実験
材料として不適当であ るだけでなく ，

SPF

特に感染病の 研究や免疫の 研究にとってきわ

ることによって ， 豚の生産に大きな 障害となっ

ている慢性の 種々の疾病や ，根づよい生活環を
有する回虫や 肺 虫 @c よる感染を豚集団から 排除
し，健康な生産力の 高い新しい豚の 集団を形成
することが可能であ ることであ った。

このよ う

* 農林省家畜衛生試験場実験動物研究室
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昭和 38 年当時において ，実験目的としての
SPF

の病気を集団から 排除する方法としては ，

豚の評価はほぼ 認められる状況 @C あ った

豚の利用については ，

化以外に方法が 低いとみられている。
また，将来これらの 病気に対する 薬物治療が
得られたとしても ，薬物の多用 @C よる現状の養
豚では生産コストの 低下は限界にきているとみ
られている。
筆者が，現在関係している 実験動物 @C おいて
F

が，畜産目的としての SPF 豚の評価は，わが
国の養豚立地条件と 関連して多くの 問題を含ん
でいたとみるべきであ ろう。 筆者も，畜産目的
としての S PF

SP

当時， S

PF 豚の技術がわが 国の養豚技術として 採用し
にくい条件のあ ることを指摘しておいた。
すなわち，子孫の 繁殖地帯，育成，肥育地帯
などの地域区分，市場を 通じての豚の 移動，都
市近郊における 残飯養豚の存在，全般的にみら
れる豚の飼育環境の 汚染，広大な 面積をもつ隔
離地帯形成の 困難性， SPF 豚の生産と育成に
必要とする施設，設備に 対する農民資本の 弱少

も，病気のない 健康な動物の 生産の立場から ，

病原微生物や 寄生虫の排除が 長年にわたって 考
えられてきた。 しかしながら ，慢性伝染病の 排
除は最も困難な 問題として残り ，無菌動物の 作
出技術を応用した SPF

動物の生産 @C よって ，

初めて自然感染や 寄生虫のいない 健康動物の生
産が可能になってきた。 そして，現在では ，実

などがあ げられた。

験動物における 生産 コ a ニーは SPF

後のわが国における 養豚の規
模拡大，企業化，大資本，飼料資本の
養豚への

産が主体となってきている。
わが国における 豚の SEP,
AR,
豚 赤痢，
トキソプラズマをはじめとし ，その他豚 病の著
しい侵 淫からみて，将来における 養豚経営の安
定化をはかるためには ，畜産目的としての 豚の
利用， 豚 集団 @c おける病気からの 清浄化は緊急
にしてかつ重要な 課題となってくるであ ろう。

ところが，その

進出， イ ン テ グレーシ， ン など，養豚企業の 組
織化 @C 関連して，豚の

新品種，新系統の 選択と

導入，雑種利用の 検討，飼料の経済的利用 @C つ

いての検討，豚の 衛生管理， とりわけ，脈流行
性肺炎 (SEP と略), 豚の伝染性萎縮性鼻炎
CAR と略), 豚 赤痢， トキソプラズマの 排除
についての検討など ，養豚技術面@C おいても高
い技術水準が 要求されてきた。

動物の生

今後，わが国において ，畜産目的としての S

PF 豚の利用をはかる 場合に問題となる 点は，
第 1 に，畜産目的からみた S PF 豚の微生物規

養豚経営にとって ，優良な品種や 系統の選
択，雑種利用，飼料要求率の
低下などはきわめ
て重要な問題であ るが，豚 病の発生はその 経営
にとって致命的な 経済的損失を 与える結果にな
ることが，多くの 経験から明らかにされてき
た。 特に前記したような SEP,
AR,
豚 赤痢
などの慢性伝染病， トキソプラズマ病などは覚
見上健康にみえるため ，病気の発見がむずかし
，慢性化して ，徐々に集団内に 広がり，排除

制の規準をどこにおくかについて 早急に検討さ
れなければならない 0 その場合，規準決定にあ

たって考えられなければならないことは ，実験
目的ではなく ，畜産目的にたった 規準の決定が
重要であ る。養豚経営 @Cとって，最も 大きい 被
害を与えるような 病原微生物や 寄生虫の排除を
目的とすることと ，

さ引 C, 食肉衛生の面か

飼料効率の低下などを 招き，飼育管理の 不良，
季節や環境の 変化，豚の輸送など @c よって容易
に発病し， 顕性化してくることが 知られてい
る。 また， C れらの病気は 今のところ的確な 予

ら，人畜共通の 病気を排除することが 重要であ
る。
波 岡は検定の対象となる 疾病として SEP,
AR,
豚 赤痢およびトキソプラズマをあ げ， こ
れらの疾病の 侵淫を防ぐ環境規制を 行なうこと
によって，その 他の疾病，たとえば コリ ネバク

防や治療方法がないことから ，

テリア症，サルモネラ 症 ，

く

が困難になるばかりでなく ， 子 豚の発育阻害，

これらの病気を

集団から完全に 排除することはきわめて 困難で

2

)

3 のウイルスヰ
生

疾病の侵 淫 をも随伴的に 排除しうると 述べてい
る (波間蔵部 : SPF
検定法， SPFswine,

不可能に近いといわれている。 そして， これら
(
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ような施設，設備において 豚の SPF 状態を維
持することが 可能になるのか ，その検討が必要
であ る。厳密な隔離方式 (barrjer system) を
採用するにこしたことはないが ，経済的 @C み
て，どの程度まで 規準の範囲をゆるめることが
できるのか，その 許容範囲について 検討しなけ

ここにあ げたような微生物規制でた 果たして
十分であ るのか，または ，不十分なのかについ
て今後検討が 必要になってくるだろう。
なお，わが国における 畜産目的の S PF 豚の
評価をめぐっての 論争や誤解には ，

SPF

豚の

微生物規制 @Cついて規準に 起因している 点がみ
られる。 たとえば，第1 次 SPF 豚 (Primary
S PF 豚 ) は SPF 豚と 認めても，野外に 開放
して飼育され ，生産された第 2 次 SPF 豚 (S 巳
condary SPF 豚 ) は S PF 豚 とは認められ
ないといった 論議は， SPF 豚についての 微生
物規制の規準の 不明確な認識によって 起こる結
果とみられる。 畜産目的の SPF 豚 とは規制さ
れた微生物不在を 示すもので，飼育環境とは 関
係がないとみるべきであ ろう。 このことは実験
動物の SPF 規定と異なる 点であ る。実験動物
の場合には，妊娠末期において ，子宮切断，ま
たは帝王切開によって 船子を無菌的にとり 出し
た後，無菌的な 人工 乳 ，人工哺乳によって 育成
され，一定の 規制された環境で 維持されている
動物であ り，特に指定された 微生物や寄生虫の
ない動物と規定されている。 実験目的としての
S PF

豚と 畜産目的としての S PF

豚では，そ

豚の飼料と，飼料の 給与規

その許容範囲が 示されることが 重要であ ろう。
第 4 には， SPF 豚 としての育種的なプロバ
ラムがあ らたに検討されなければならないであ
ろ，

SPF 豚の飼育環境は 微生物規制を 考慮する
ために，相対的にみて ，閉鎖環境となり ，ある
一定の集団内のみで 繁殖が継続されるために ，

その結果として 集団の近支度が 上昇し， 近交退
化

集団の近支度の 上昇にともなう 各種の能

力低下

したがって， S PF 豚 集団における 近 支度をで
きるだけ上昇させないような 交配方法と，適当
な集団の大きさ (PopuIation size) が検討さ

た， S PF
豚の栄養要求は C0nventionaI

ま

豚 @C おける へ テローシス利用をどの

以上，畜産目的としての S PF 豚の評価と，
将来，わが国において SPF 豚の畜産目的の 利
用 が行なわれる 場合に考慮すべきいく っ かの 問
題点について 率直な意見を 述べさせていただい

合，発育や体重増加率，飼料要求率などの
点に
豚 とかなり異なった 成

績をあ げている。 したがって， SPF 豚 @C 適し
た新しい飼料の 作成，あるいは飼料給与標準が

た。 誤りのあ る 点，独断的な点もあ ろうかと思

新たに検討されなければならない n

われるが， これらの点については ，

ご批判， ご

教示をたまわりながら 検討を深めていきたいと
考える。

豚の施設，設備の 規準につ

いての検討も 行なわれなければならない 0 どの

一

，

ようにはかっていくかなどについても 検討が重
要になってくる。

豚に比べて大きい 差はないと推定されている
が， これまでの SPF 豚の飼育成績からみる
と， C0nventi0naI豚と 同一の飼料を 用いた場

第 3 には， S PF

豚のプロバラムに 対して，

どのような品種や 系統が適しているのか

0

おいて Conventional

が発現してくることが 予測される。

将来における SPF

準があ らたに検討されなければならないであ ろ

一般に，SPF

て，施設，設備をふくめた
環境規制の規準と ，

各 SPF 豚 農場間における 種性豚の精液交換と
それの人工授精が 考えられるだろう。 さらに，

てくることは 当然であ る 0.

つ

第 1 次 SPF 豚づ第 2 次 SPF 豚づ新しい 集
固形成のプロバラムのそれぞれの 過程におい

れなければならない 0 これらの問題に 関連して

れぞれの目的からみて ，その内容規定は 異なっ
第 2 には， S PF

ればならない 0
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