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種族家によって 占められているのであ る。従っ
て， SPF 肥育豚 というものは 一般には存在し
ないのであ る。ただし， 1, 2 の例外があ る。
1 つは SPF 種豚 として不適格な 豚が肥育され

は " アメリカではすでに SPF

SPF 化している。
SPP 豚 農場と名乗るためには

豚は失敗してい

るではないか " という言葉であ る。わが国では

SPF 豚の本格的普及はこれからであ ることを
考えると，事の 真偽を是非とも 調べねばならな
い。 なぜならば，本当に SPF 豚が失敗してい
るのであ れば，その原因が 豚の集団変換という
構想自体間違っていること @Cよるものか，あ る
いは実施方法に 欠陥があ るからなのかを 調べ，
前者ならば畜産目的は 当然無理であ ろうし，後
者ならば方法を 改めればよいからであ る。
当研究所に SPF 豚 生産施設が完成するに 当
り， このような疑問を 解き， さらに SPF 豚の
将来性を検討するための 1 つとして，我々に 昨
秋，アメリカ と カナダの SPF 豚の実態にふれ
る機会が与えられた。 時間と言葉に 制約され，
十分に調べることが 出来なかったが ，

日頃の疑

問を多少なりとも 解消することが 出来たので，
それらを紹介しつつ ，わが国での SPF 豚はど
うあ るべきかについて 考えてみたい。
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海外の SPF 豚の状況は本誌においてすでに
アメリカの紹介を 花岡が，欧米諸国の 動向につ
いては赤池が 総説している。 ほかにも 種豚購入
や視察などでアメリカを 訪れた養豚関係者の 多
数が SPF 豚を見聞し ， 様々な意見や 感想を述
べている。 それらの意見の 中でよく耳にするの

1. アメリカの SPF 豚 農場の特色
アメリカでは SPF 豚 農場は種 豚 場に限られ
ている。 つまり， SPF 豚 協会の会員はすべて

ることと，他の 1 つは SPF
る KIeen‑Leen

豚をリースしてい

Inc. の場合で肥育 豚 段階まで

SPF

豚 協会

に加入していなければならない。

このようなわ

けでコロラドの American

C0 ．の社長の

Dr. L Ⅱ ttjohann

は SPF

Hog

豚 という言葉に 反 廃

し，再三にわたって「自分のところは SPF 豚
ではなく， SPF 豚 以上に清浄化した 豚 なの
だ。
」と強調したが ，

種豚 をすべて他の

SPF

農場から購入しているのであ るから説得力 @C 欠
け，どうも協会に 加入していないから SPF 豚
と名乗れないための 方便であ るよ う に思えた。

2. 種豚場が集団変換 (SPF 化 ) した理由
いくつかの種 豚 場で SPF 化した理由を 聞い
てみたが，同じ 答がかえってきた。 それは，自
分の農場が病気で 困ったからではなく 種 豚の購
入に来る農家が 病気の心配のない 種 豚を欲しい
というので SPF 化せざるを得なかったという
のであ る。一貫経営の多いアメリカでは 種豚 導
入が病気の感染経路となることが 多く，また一
般に，防疫@C ついても自衛意識が 高いため， こ
のような要求がなされたものと 考える。
なお，集団変換計画の 初期において 会員の大
部分を占めていた 雑種繁殖家は 現在・では激減
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し ，かわって種豚場としては 1 ランク上の純粋
繁殖家が大勢を 占めていて，ネブラスカでは 会
員の 99% が純粋繁殖家であ るという。
SPF 化は一貫経営農家が 自衛手段として 雑

種繁殖家に要求し ，雑種繁殖家が 同様の要求を
純粋繁殖家に 行ない，純粋繁殖 家の SPF 化が
進んだ結果，これから 種 豚を購入する 雑種繁殖
家は自由に SPF 種 豚を入手出来るようになっ
て，

幼 豚を収容する 羊飼および 群飼の アイソレータ
一に工夫を加え ，作業を容易にしていた。
つま
り，亜鉛鉄板あ るいは段ボール 製のアイソレー
タ一に無菌空気を 加温して供給し ， ミルクや水
はパイプを通して 内部に給与するようになって
いて生産原価の 軽減に努めていることがよくわ
かった。

5, SPF 豚による利益

このような会員の 質的変化をもたらしたの

ではなかろうか。

SPF 豚を飼う目的としてネブラスカ
Dr. UnderdahI

3. SPF 豚 農場は減少しているか

① 主な病気をなくすことができる。
② 同じ数の母豚からより 多くの豚が出荷で

ネブラス ヵ においては SPF 豚 協会の会員数
は 1964 年をピークに 減少しているが ， SPF 種

きる。
少ない飼料でより 短期間に出荷できる。
④ 実利益のふえる 機会が増す。

豚 として認められる 頭数は年々増加している。
他の州においては 協会と大学の 協力体制および
指導体制，あるいは SPF 検定方法の変更などの
問題がからんでいるため 一概にはいえないが 減
少傾向ないしは 横ばい状態にあ るといえよう。
会員の減少理由として ，手数料が高いことに
よる脱退がかなりあ るのでは低いかという 人も
いるが，この 点については 会員は大部分が 大き
い種豚場であ って，この程度の 経済負担は問題
で低く，また 協会も営利が 目的でないので 必要
以上にとっているとも 思えなかった。

SPF 豚 失敗 説 のもう 1 つの材料はプライマ
リー SPF 豚 生産施設が減っているというデー
タであ る。1961 年 40 カ所，70 年 4 カ所，7W年
7 カ所となっている。 この間の事情を 聞いてみ
ると 61 年の 40 カ所の生産施設のほとんどは 税
金のがれのため 名目的に設けられたもので ，初
めから使われていなかったという。 最近の傾向
として，自家用の 生産施設を設けた SPF 豚農
場が 2, 3 出来ているという。 以上はネブラス
カの例であ る。

大学の

は次の事を示した。

③

実際に見て廻った 限りでは，アメリカにおけ
豚のメリットは 流行性肺炎 (SEP),
萎縮性鼻炎 (AR), 豚 赤痢，ブルセラ 病， レ フ
トスピラ症，内部および 外部寄生虫などの 病気
を持っていない 種 豚の生産，購買が 出来るとい
うことにつきるようであ る。
SPF 化した 種豚だからといって 価格にプレ
ミアムがつくわけでもないのに ，かなりの種豚
場 が集団変換していることは 種 豚の販売におい
る SPF

て

SPF

豚に対する信頼の 厚さを物語ってはい

ないだろうか。 カナダではこれまで ， 数 ドルの

プレミアムがついていたそうであ るが，現在は
ほとんどなく ，

Cannaught

医学研究所が 養豚

部門を廃止した 原因でもあ る。
ネブラスカで 1968 年に一貫経営農家が 購入
した種豚 0 55‑65%
は SPF 豚で， この大部
分が 種雄豚であ ったという。 なお，ネブラスカ
の豚の飼養頭数はおおよそ 600 万頭といわれて
いる。

4. プライマリー 52% 豚の生産方法

SPF

アイオワに 1 カ所帝王切開法を 行なっている
生産施設があ るが，一般 @C は子宮切断 法 が行な
われているという。 手術の方法，設備など Dr.
Young 以来少しも変っていないように 見受け
られた。 ただし，哺育は 無菌室方式ではなく ， ，

に

豚の飼料要求率については

，

アメリカ

SPF 肥育豚 がいないことと 飼料が自給出来

て安価であ ることなどからしてデータはほとん
どない。 SPF 豚 協会では飼料要求率の 記録は
奨励しているが ，必要とはしないため ，会員の
約 10% が飼料要求率を 計算しているにすぎな
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いという。 この記録によると 年々改善が見ら
れ， 66 年の 310 頭の 34‑173.61b5 間の要求率
は 2.88 であ ったという。 飼料要求率 や一日当
り増体量は清浄 度 @C よって大きく 左右されるの
で，確実に SPF

ventional

状態を維持しない 限り， Con‑

豚 より優れた成績はでないであ

ろ

ァ

．

SPF

豚では病気が 防げないか

大学と協会が 一体となって 指導している ネブ
ラスカでは SPF

豚に対する批判は 聞けなかっ

たが，他の州ではかなりの 批判がなされてい
る 。 その主なものは ，
SPF 豚では病気が 防げ
ないというものであ る。 なぜかというと アメり

アイオ ワ 大学の

Dr. Speer

は SPF

豚が 特

力の SPF

豚の環境・管 理 規制がかなりルーズ

別 飼料要求率で 優れているといえないとしてい

であ ってアイオワあ たりでは 3 年くらいで

る。

Conventional

Waldo

農場主の話では ，

種豚 として売れな

くとも，生育が 早く肉質もよいので 肥育して損
はしないという。

ネブラスカでも 71 年に AR
豚群が 15%,

SEP

が疑われる SPF

が疑われる SPF

あ ったという。 ConventionaI

豚群が 2

豚で， SEP

の

病変を示す割合は 舎飼いする冬期には 70%, 放

わが国では SPF 豚の欠点として 厚肥 になり
やすいといわれているが ，

豚では病気が 防げないといわれているという。

%

6. SPF 豚は肉質が悪いか

SPF

化する例が多いことから

これは SPF

化が厚

牧する夏期には 30 〜40%

オワではと殺した SPF

になるという。 アイ
豚の

1/3〜Ⅴ 4 が SPF

脂の原因となったのではなく ，単に今まで 手術
してきた豚の 素質によるものと 考えられる。 ア

状態でなく， 70 ， 71 年の 2 年間に資格認定済み

メリカでは SPF

という。 この原因は協会と 大学の指導が 行なわ

豚 協会の主な任務は 140

日

輪

における SPF 種豚としての適格検査であ り，
この検査は体重と 背脂肪の厚さが 物指しとなっ
ている。 この方法による 種豚選抜の効果は 年々
あ がっていて， ネブラスカにおいては 200Ibs
時の平均背脂肪の 厚さは 58 年 1.4in. を越えて
いたものが 71 年には 0.gin. にまで薄くなって
いる。

と体格付けにおいても No.

1 の割合が

の

SPF

豚 農場が 150 から 1/5 の 30 に減った

れることが少ないことにあ ると考えられるが ，

Dr. Switzer

によるとアイオワでは 病気の発生

が集中的に起こるからであ り， それは飼育密度
が高く感染の 機会が多いこと @C よるという。

"Certified

カナダでは，集団変換は

Poljcy

for Swine"

的にはアメリカの

Herd

と 呼ばれているが ，実質

SPF

豚と 同じと見てさしつ

60 年に約 35 膠であ ったものが 71 年 @C は 85%

かえない 0 この政策はオンタリオ 州政府が定め

以上になったという。 これらの成績は 検定用と

年以来，同州だけ 実施しているも
ので，現在31 農場が参加している。 生産はす
べて子宮切断決によっている。

してと殺された

ventionaI

SPF

豚のものであ る。 Con‑

豚の全米平均による

No.1 の割合は

たもので， 61

40%

といわれている。
このことから ，わが国の SPF 豚の厚脂 問題
は高 能力な豚を系統的に 手術して行くとか ，大
きい SPF 種豚場なっくり， SPF 豚 内で品種
改良を進めて 行くとかすれば 解消すると思われ
る。
阿 een‑Leen
Inc. ではこの対策として ，

なり鼻曲りの 症状は見られないにもかかわらず
鼻 中分骨の重度な 変形ないしは 消失が屠殺して
のち見出されるという。 実害は少なく 病変部か

ConventionaI

策として， 67 年以来， AR,

種豚 場を持ち， ここで品種改良

を行ない，初産の 成績のよい母豚のみを
で手術しているという。

2 産目

カナダでは 67 年から SPF
が見られた 0 この AR

ら

B. レonchisePtica

一な農場と SEP

と異

は説明した。 この対

SEP

ともに ブ

リ

のみ ブリ 一な農場の二本建て

SPF 豚 農場の認定を 行なっている。 31

の 内訳は ，

一 3

の侵潤

は全然検出されないとバ

ェルフ大学の Dr. Oliver

の

豚に AR

はアメリカの AR

農場
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維持するための 諸規制がめるやかすぎたため ，

16

SPF 豚では病気は 防げないという 評判をつく

4

りつつあ るように思えた。
インディアナの 協会では 71 年 7 月に初めて
パデュ 一大学獣医学部の 参加を得て， これまで
のなれあ い的な検定にメスを 入れ，厳密に検定
した結果， 19 の SPF 豚 農場が 9 農場にまで減

16

年 目のテスト 中

となっている。
SPF 豚 農場であ っても， 下 痢 と膿瘍は時々
見られるようであ った。 また， Corynebacte‑
r油m

による膿瘍は 二次的な問 題 であ って， 大

きな問題ではなくほとんどの 豚 はこれを持って

少したという 0 しかしながら ，このように SPF

いるという 0 膿瘍の 80 〜90% は S 比eptoc0ccus

の資格を明確にすることが ， 種豚 場にとっても

によるもので ，これは飲水から 由来し， Cor 汁
nebactehum によるものは 少ないそうであ
る。豚 赤痢はアイオワ 大学の Dr. Harris らが

大切なことだと 理解されたことによって 再び
SPF 豚 農場が増加し ，現在 20 農場となってい
る。 これは適切な 指導があ れば SPF 豚 計画も
確実に進められることを 示唆する事例であ る。
病気予防はどのような 方法をとるにせよ 基本
的には病原体から 豚を隔離するということにつ
きるようであ る。
薬剤による清浄化は 実験規模では 可能かも知
れないが畜産目的では 無理であ ろう。

T 彫タ 0% 移り 倣 0 み ㏄ん8/ioe が原因と考えてい

るとのことであ

った。

8. SP 旦豚 にようない病気の 防ぎ 方
スヱ一 デンで実施されている へルス・コント

ロール方式も SPF 豚によらない 豚病清浄化の
一方法であ る。
我々は AR

の原因が B.

み

れれ cん isゆガca

g. SP 耳豚農場の規制の 実態

で

あ ると唱えているア イ オ ワ 大学の Dr. Switzer
を訪ねたところ ， SPF 豚 批判とそれにかわる
彼の新しい方法について 説明がなされた。

①

その新しい方法は
AR
B 比onc 7isePtica
｜

ま

乃

Conventional

③
が鼻孔 lc 感染

して起こる。
② いわぬ る SEP は MycopIasma によっ
て起こる。
③外部寄生虫は 多くの殺虫剤 @c感受性があ

50m

④

母豚を対

家 に鼻孔の B. OのnC んMaS ゆ fiCa の検査を繰返し

行 ない， また SEP は血液検査 (補体結合反
応 ) によって検査し ，この2 つがともに陰性の
場合，この母豚を 1 頭どと移動式の 小屋に収容
し，殺虫剤を 連続的に使って 隔離飼育すれば 病
気が防げるというもので ，母豚間の距離は 25ft
で十分との話であ った。 この実験場へ 案内して
くれた Dr, Farringt0n は「SPF 豚の概念は
よい。 ただし， どうやるかであ る。実際の適用
の方法に問題があ る。
」
と指摘したが ，

まさに

アメリカでは SPF

状態を

豚と ダブル。 フェンスで

以上はなすこと。

トラックを区別すること。

各農場の実態はこれに 近いが① ， ②に関して

は割合とルーズのように 見受けられた。
シャワー・システムを 採用している 農場はな
く， American

る。

という前提に 立って， Conventional

実施方法が問題で ，

基本的な規制は 次のとおりであ る。
① 衣服，靴の洗たくと 消毒。
② 訪問者の規制。

Hog

C0 ．も3 年前から中止し

ていて，設備はそのままなので 作業員の自由に
まかせてあ るという。 カナダも同様であ った。
我々の見た範囲では 農務省の NationaIAn

Disease

Laboratory

(NADL)

㎞ aI

がシャワー。

システムを実施していただけであ る。 NADL
で SPF 豚も含めた実験動物の 供給を担当して
いる Dr. Matthews

は規制について ，農場に

おいてもシャワー・システムを 実行することが
理想であ るが， 経済面から困難であ ろうとの
べ，さらに導入はフライフリー SPF 豚に限る
べきだとの意見であ った。 これは SPF 豚 農場
であ っても農場どとに 清浄度 が異なるので 農場
4 一
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間の移動はするべきではないとのことであ

っ

‑Ⅰ。

ナ

10. SPF 検定について
ネブラスカの SPF 豚 協会の規約では ， SPF
状態が維持されているか 否かの確認のため 1 豚
群 にっき 12 頭あ るいは 15% を屠殺し，指定病
理学者により AR と SEP の有無を調べるよ
ぅ 定めている。 しかし， ここでは検査の 方法に
ついては何の 定めもなく， このことはネブラス
力 以外でも同じであ って， 我々が訪れた 時 ， 獣

医学関係者の 間では SEP, AR の検査方法 お
よび病変部の 計測の基準化が 問題にされてい
ナ，
Ⅰ O

AR の原因については 学者によって 意見が異
なり， いまだに栄養 説 ，腐敗した排泄物からの
有機ガス 説 ，

BordeteIla

説，

他の細菌説など

いろいろいわれている。 Bordetella が原因で
あ る AR はア イ オ ワ と日本には存在するかも
知れないがほかではそのように 思えないという
人 もあ って，AR については現状では 屠殺後に
鼻甲 介の病変を一定の 基準にもとづいて 計測す

し
る と

う方法をとっているところもあ る o SEP

は Mycoplasma

であ ることが認められてい

て， AR

ほどの問題はない。

検査の重点は 剖検による具申分骨と 肺の病変
におかれ， ヵナダ においては普通 肉豚は農場渡
しが建前であ るが SPF 豚に限り検査のため 直
接 pa 肘ng plant へ持 込まれている。 検査頭数
は登録 1 年目は 1 腹 ごとに 3 頭， 2 年目からは
1 腹 ごとに 1 〜 2 頭と定められていて 検査の頭
数，体制ともにアメリカより 優れているように
思えた。
Ⅱ． SPF

豚用 飼料

特に， SPF 豚用 飼料は存在しない。 そのため
には 2 つの理由が考えられる。 1 つは飼料の大
部分が自家産であ って，魚粉も 使っていないの
でサルモネラ 菌などに汚染される 心配の少ない
こと。他の 1 つは SPF 豚 だからといって 栄養
所要量に差がないとされていることによるもの

であ る。我々の調べた 限りでは，ConventionaI
豚と 同じ飼料でよく ， NRC の標準あ るいは大
学ですすめている 配合設計に準じていれば 問題
ないとのことであ った。

12. SP 甘豚 リース会社
アメリカで 肉豚 において SPF
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を追求している 会社に別 een‑Leen

Inc. があ

維持によって 飼料要求率の 低減が期待出来る
SPF 豚の普及が急務とされねばならない。
SPF 豚は金がかかり ，また面倒な規制をしな

る。同社は SPF 豚の種豚や肥育 豚を リースす
ることが仕事で ，

SPF

豚 ゆえ @C 病気による事

故も少なく，肥育も 計画的に行なえるという 特
長をうまく活用している。
営業は 28 州におよび，現在リース中の原種
豚群 (図 ] の B と C)

ければならないことから ，

は 2,189 群に達し，その

内訳は
種 雌 豚
種 雄 豚
5,012 頭
計
1 群平均
となっている。 この 9 万頭の原種 豚 はわが国の
種腋生産をまかなって 余りがあ ることに注目す
べきであ る。同社の業績は 年々伸長し，ために
現在ではコマーシャル 用 種豚は売 切り制にして
いるという。 現在， 肉豚 として生産される 豚の
血液はヨークシャー 37.5%, デュロック 12.5
%, ハンプシャー 50.0% の三元交配となって
いる。

13. わが国での SPF

SPF

豚によらなく

ても育種による 慢性疾病に対する 抗病性の獲得
や産肉能力の 改良で十分だとの 意見もあ るが，
養豚先進国において ，このような 系統なり品種
ろう
がいまだ作出されていないのはなぜであ
か。 産肉能力の向上した 豚を SPF 化すれば，
更に成績の上がることはいうまでもないことで
あ る。
環境・管理規制による 防疫対策は SPF 豚に
限らず，すべての 家畜にとって 必要なことであ
り，実施すればしただけの 効果があ るものであ
る。
アメリカの SPF 豚は確かに環境・ 管理規制
の設定と実施に 問題があ って，一部で 反省の動
きが見られた。 わが国での SPF 豚の普及に当
っては， このアメリカの 実状を他山の 石とし，
SPF 状態維持のための 諸 親切を細かく 定め，
検定方法と検定所を 確立して行けば ，

豚

畜産局衛生課の 疾病による経済損失額の 推定
(「家畜衛生週報」1972, 2, 7 号) は豚で SEP,
AR による損失約 239 億円， と 畜場廃棄による
損失約 19 億円， 死 流産による損失約 28 億円，
胃潰瘍による 損失 約邸 億円，計 332 億円に達
している。 すべて SPF 化 (集団変換 ) すれば
胃潰瘍などは 別としても相当額の 損失は防げる
であ ろう。
薬剤による予防と 治療はそれはそれで 効果と
意義があ るが， SPF 豚の目的であ る慢性疾病
については万全でなく ，仮にそのような 薬剤が
出来たとしても 経済動物であ る豚への使用は 難
しく，長期的に 見れば集団変換方式が 低コスト
となるであ ろう。
飼料の大部分を 海外に依存しているわが 国に
とって，その 有効利用は大切であ り，清浄度の

一

SPF

豚

では病気が防げないという 批判は受けなくてす
むであ ろう。
一貫経営が増加の 傾向にあ り，また，大規模
化， 企業化しつつあ るわが 国養豚 界 にあ って
は，養豚家 自身の衛生意識，経済意識の 向上に
よって ， 新しい試みであ る SPF

豚の受入れら

れる条件がととのいつつあ ると思われるので ，

集団変換計画日本版の 立案が望まれる。
最後に我々の 調査に当り，種々の 有益なご助
言や見学生のご 紹介をいただきました 家衛試 の
波間博士，千葉県養豚試の 管野場長と小山氏，
同県庁の高橋 氏 ，アミノ飼料の 赤池 氏 ，大豆協
会の瀬良民および 案内と通訳でお 世話になりま
した萩原，山本，林田，高田の
諸氏に対し，ま
た，見学先の 皆様に対し心からお 礼を申しあ げ
ます。
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