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ニ ュ ー ス 
ト ピ ッ ク ス 

●飼料用イネの作付急増 
 
　地域で生産される貴重な自給飼料として、また遊

休水田の有効活用から、飼料イネが注目され作付け

面積が１１年度７３haであったものが平成１４年度に

は３，５９３haと急増している。専用品種や専用収穫機、

サイレージ調製用乳酸菌等が開発され、飼料イネは

実用技術となっている。黄熟期頃に収穫・調製した

サイレージ（稲発酵粗飼料という）は流通している

輸入チモシー乾草と遜色のない栄養価で、乳牛に

対しては同程度の泌乳効果、肥育牛に対してはイナ

ワラと濃厚飼料の節減効果が認められている。平

成14年７月にホテルオオクラを会場に開催された「ブ

ランド・ニッポンを試食する会」では稲発酵粗飼料

を給与した黒毛和牛の牛肉が好評だった。 

　稲発酵粗飼料は、一般に他の飼料と合わせて給

与するが、地域飼料資源の積極的な活用をセール

スポイントにして畜産物生産と販売に取り組んでい

る例が見られる。例えば、新潟県岩室村の、（有）「米

工房いわむろ」では、Ｆ酪農家が稲発酵粗飼料を利

用した完全混合飼料（ＴＭＲ）を泌乳牛に給与し、夫

人が中心となって本格的なジェラード専門店をオー

プンさせ、「毎日搾る生乳を低温殺菌しているので、

牛乳本来の風味が活きている」と地元で評判とな

っている。鳥取県では、県畜産農協と京都生協との

連携でホルスタイン種去勢牛に稲発酵粗飼料をは

じめ最大限地域飼料資源を活用した完全混合飼料（Ｔ

ＭＲ）を給与し、18カ月齢で出荷し赤肉の旨さで販

売に力を入れている。今後は、肥育牛への給与と肉

質評価など、稲発酵粗飼料が貴重な地域飼料資源

として、より安全・安心な畜産物の提供へ大きく貢

献することが期待されている。 

 

●食品安全委員会、活動始まる。 
 
　平成１５年７月１日、食品安全基本法が施行される

とともに、リスク管理を行う関係行政機関から独立

して、リスク評価を科学的な目で客観的かつ中立公

正に行う機関として、内閣府に食品安全委員会が設

置された。食の安全に深い識見を有する７名の専門

家からなる食品安全委員会の下には、延べ２００名程

度の専門委員からなる専門調査会が設置されている。 

　専門調査会としては、企画専門調査会、リスクコ

ミュニケーション専門調査会、緊急時対応専門調査

会がすでに立ち上がっており、個別のリスクについ

て専門分野ごとに検討する専門調査会についても

プリオン専門調査会、遺伝子組換え食品等専門調査

会、動物用医薬品専門調査会、汚染物質専門調査会、

肥料・飼料等専門調査会等順次設置され、活動を開

始している。 

　なお、第１回プリオン専門調査会は８月２９日に開

催され、伝達性海綿状脳症に関する牛のせき柱を

含む食品等の安全性確保について審議がなされた。

その結果を踏まえて、食品安全委員会における食

品健康影響評価が実施され、脊根神経節のリスクに

ついてはせき髄と同程度であると考えられること、

背根神経節を含むせき柱については特定危険部位

に相当する対応を講じることが適当であると考えら

れることが厚生労働省に通知された。 
 
 
 
 
 

図　食品安全委員会の構成 
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（添加物、農薬、動物用医薬品、器具・
容器包装、化学物質、汚染物質） 
 
生物系評価グループ 
（微生物、ウイルス、プリオン、かび毒・
自然毒等） 
 
新食品等評価グループ 
（遺伝子組換え食品等、新開発食品、
肥料・飼料等） 



●放牧サミット北海道帯広市で開催される 
 
　私たちが毎日飲んでいる「牛乳」や「肉」を提供

してくれる牛たちは、どんなところで飼われ、どんな

餌を食べているのでしょうか。 

　イメージは、牛乳のテレビコマーシャルのように、

広い草原で伸び伸びとした環境で飼われた牛から

生産されていることを連想します。 

　しかしながら、近頃の多くの酪農家における乳用

牛は、牛舎に繋がれたまま、輸入されたトウモロコ

シなどの穀物飼料に加えて、最近では、草食性動物

として必須の牧草までも輸入の乾牧草として海外

に依存するケースもかなり見られています。その

ような現状にあって草食動物である牛の生理に最

も適した飼い方でかつ、多くの労働を必要とせず、

コスト的にも比較的安価である放牧酪農が今、もう

一度見直されてきています。そこで、３００名を越え

る全国の関係者が一同に会して第３回放牧サミット

が北海道十勝の帯広市でお互いの意見交換の場と

「放牧酪農の課題と展望」をテーマに８月２７日～２

８日に開催されました。 

　放牧サミットでは、消費者の立場に立つジャーナ

リストの増田淳子さんからは「消費者としても、広々

とした草地で放牧された健康な牛から搾られたお

いしい牛乳を飲みたいと思っている。もっと放牧酪

農に積極的に取り組んでほしい。そして、もっと消

費者に酪農の生産現場を理解してもらうように生

産者側も努力してほしい。」との放牧酪農への熱い

エールの話がありました。その他、東京大学の矢坂

助教授、アメリカペンシルバニア州立大学のミュラ

ー教授からそれぞれ、放牧酪農についての農業経

済学的な面からの評価、さらには、米国の放牧酪農

の現状や放牧牛の栄養管理の技術面など、最新の

研究成果の紹介がありました。 

　そして、翌日、放牧酪農を実践している農家の現

地研修をおこなって２日間にわたる有意義な放牧サ

ミットを終了しました。 



和 牛 の 話  

畜
産
面白ばな

し

　和牛と言う言葉は二通りの意味で使われます。

一つは広い意味での和牛で、我が国で作り出された

肉用牛である黒毛和種、褐毛和種、日本短角種、無角

和種の４品種まとめて言う場合です。もう一つの使

い方は、この４品種の中の黒毛和種のみを指す場合で、

一般的には、和牛イコール黒毛和種として使われて

いる場合が多いようです。黒毛和種は上に述べた４

品種合計頭数の約９０％を占めています。 

　さて、ここで話題にする和牛は黒毛和種のことです。

黒毛和種は名前が示すとおり毛色は黒ですが、漆黒

ではなく少し茶色を帯びた黒です。和牛の祖先であ

る牛は、稲作文明とともに我が国に入ってきたと考

えられています。そして長い間、農耕、運搬、厩肥生

産に用いられてきました。役牛として世代を重ねて

きたわけです。 

　明治時代中期にいたって、ようやく食肉の需要が

増えてくると、我が国の牛をもっと大型に改良しなけ

ればという機運が高まりました。そしてヨーロッパか

らいろいろな品種の牛を輸入して我が国の牛との交

配が行われました。和牛の歴史で言う雑種万能時代

です。その結果、確かに牛は大きくなりましたが、体

格はバラバラ、役用能力はがた落ち、肉質も悪くなり

ました。大正時代に入りこの反省から、外国種との交

雑をやめて、交雑種の中から目的にかなった牛を選

んで繁殖に用いるという組織的な改良努力が行われ

ました。そして昭和１９年、黒毛和種が一つの品種と

して認められるに至りました。戦後は改良目標を肉

利用に絞り、改良努力を続けています。 

　現在の和牛は、生まれたときの体重が雌で約２８ｋｇ、

成熟した雌の体重が４８０ｋｇ前後と、世界の肉用牛の

中ではもっとも小型の品種に属します。ちなみに、山

口県萩市の沖合にある見島で飼育されている天然

記念物見島牛は、外国種の影響を受ける前の和牛の

姿を伝えているとされます。見島牛の成雌の体重は

約２８０ｋｇです。 

　肉用牛としての和牛の特徴は、なんと言ってもそ

の優れた肉質にあります。肥育が進むと、筋肉の中

に脂肪が沈着して、霜降り牛肉になります。世界中の

牛で和牛ほど優れた霜降り牛肉を生産する肉用牛は

ありません。外国の肉用牛は霜降り肉を生産しよう

として餌をどんどん与えて肥育しますと、皮下脂肪（皮

膚と筋肉の間にある脂肪）ばかりが厚くなって筋肉

の中には脂肪があまり沈着しません。霜降り肉生産

には向いていないのです。 

　また、和牛の脂肪は不飽和脂肪酸の割合が外国の

肉用牛に比べて高いことも特徴の一つです。よく肥

育された和牛肉の脂肪の脂肪酸組成の約６０％は不

飽和脂肪酸から成ります。不飽和脂肪酸はご存じの

ように、動脈硬化を予防するなど生体機能にプラス

の働きをする脂肪酸です。また、不飽和脂肪酸の割

合が高いために、和牛肉の脂肪の融点が低くなり、食

べたときの舌触りをなめらかにする働きもあります。

和牛肉がおいしい理由の一つです。 

　このように高級牛肉を生産する優れた特徴がある

ために、和牛はWagyuとして世界から注目されてい

ます。すでにアメリカ、カナダ、オーストラリアには

Wagyu牧場やWagyu 生産者団体があり、最近で

はヨーロッパでも和牛牧場が生まれています。共通

した宣伝文句は「世界でもっともおいしい牛肉を生

産する牛 」です。 

松川　正（まつかわ　ただし） 

            (社）畜産技術協会付属動物遺伝研究所 

佐賀牛のロース 



羊肉の種類と特徴～ラムとマトン 

　羊肉は、牛肉・豚肉・鶏肉に続く第４の食肉として数えら

れることもあり、世界的には宗教上の制約がなく多くの国

で親しまれていることから、皇室の賓客の晩餐にも供され

ています。わが国では、確かに、羊肉生産量は多く見積もっ

ても年間２００トンに過ぎず、輸入羊肉も加工原料仕向の減

少に伴い、平成１４年には骨付き肉７,０００トン、除骨肉１７,８０

０トンと、１０年前のおよそ３分の１になっており、畜肉消費全

体から見ると、馴染みが薄い部類に入るかも知れません。 

　しかし、昭和３０年代初頭には、わが国にも１００万頭近い

毛肉兼用のめん羊コリデールがおりました。戦後の生活

物資、特に衣料品の不足に対処する自衛手段として、１戸

に１～２頭という自給自足的なめん羊飼育が、戦後の１０余

年で５倍に増加した結果でした。けれども、めん羊の黄金

期は長く続かず、ウール、羊肉の相次ぐ自由化に伴って、国

産めん羊の需要は急速に衰退し、その後２０年で羊は食べ

尽くされてしまったのです。さまざまな加工・調理法が考

案され、漢方で体を温める効果をもつ羊肉が、ジンギスカ

ン料理として北海道の郷土料理に定着したのもこの時期

ですが、主に老廃羊であったために、「羊肉は安いが、固く

て臭い」という、めん羊にはありがたくない固定観念をも

植え付けてしまうことになりました。 

　羊肉は１歳未満の子羊肉ラムとそれ以降のマトンに大

別されています。どんな動物にでも言えることですが、若

い肉は柔らかく、においもクセも少ないのですが、年齢と

ともに筋繊維は固くなり、脂肪の蓄積と共に特有の風味

が増加していきます。羊肉がポピュラーな国では羊肉の

区分は微妙に細分化されています。オーストラリアでは５

ヵ月齢までをラム、１６カ月齢までをサマーラムとし、ドイ

ツでは６ヵ月齢以下をミルクラムと呼んで、特にクセのな

い若齢ラムを区別して扱います。また、ニュージーランド

では２歳未満をホゲットと呼んでマトンと区別しており、

羊特有のうま みと柔らかさを併せ持つ肉として好みます。 

　以前、北海道滝川市の農業祭でラムとマトンの食べ比

べを実施しました。ラムは６カ月齢の雄で枝肉重量２１kg（写

真右）。マトンは５１カ月齢の雌で枝肉重量４２kg（写真左）。

いずれも放牧の羊で、５日前に屠殺された新鮮な羊肉です。

８６％の人が両者の違いを認識し、うち５６％がラム支持派で、

「柔らかさ」が適度で「あっさり」している点を評価しまし

た。一方、４４％のマトン支持派は「歯ごたえ」と「うまみ」

を評価理由に挙げました。嗜好性は食習慣の違いによる

慣れの問題でもあり、日本人が好まない「羊肉臭」も、欧

米ではフレーバーのひとつとされます。これは、熟成や長

期保存、凍結解凍を繰り返すうちに主に脂肪の酸化によっ

て生じる揮発物質が原因と言われています。この食べ比

べでも、何らかの表現で「におい」についてのコメントが

あったのは２６４名中６名のみで、新鮮な羊肉ではラム、マト

ンを問わずにおいの問題はほとんどないと考えられました。 

　クセがなくて柔らかい生鮮ラムは、脂肪やスジをきれ

いに除いた赤身肉を生姜醤油で味わう贅沢なお刺身にも

なりますし、骨付きラムチャップのステーキやモモのロー

ストなどは、合わせるハーブによって、洋風、和風、エスニ

ック風と、自在に変身できます。こうしたお洒落感覚や手

に入りにくい高級感も、現代人の嗜好にマッチし、現在、わ

が国のめん羊飼育は、大型で早熟早肥の肉用種サフォー

クを主流とする、ラム生産に集約されています。 

　一方、マトンの利用では、加齢に伴って問題となる「に

おい」を処理できるジンギスカン料理や、過剰な「歯ごた

え」を煮ることによって解決できるシューパウロウ（モン

ゴル風塩ゆで）料理が、羊肉本来の「うまみ」を楽しむこ

との出来る優れたメニューに挙げられます。 

　最近の話題では、体内の蓄積脂肪を燃焼させるのに重要

な役割を果たすアミノ酸「Ｌーカルニチン」の含有量が、他

の畜肉に比べ格段に高いことも注

目を集めています。ラムよりもマト

ンで約２倍に増加する（２００-２５０

mg/１００g生肉中）ので、ダイエッ

ト効果を期待して、マトンが脚光

を浴びるかも知れません。 

戸苅　哲郎（とがり　てつろう） 

北海道立畜産試験場 

畜産
物あれこれ

左マトン　　右ラム 



技術
講座
クローン技術について 

　クローンという言葉を聞いた時に、皆さんはどのような

ものを思い浮かべるでしょうか？全く同じ顔と個性を持っ

た人間がまるでコピーされたように出来あがってくるよう

な連想をすると、気持ちの悪い感じを持たれる方もいるか

もしれません。クローンとは「同じ遺伝情報を持ったグル

ープ」ということで、一卵性双子がそうですが、自然の生殖

によって出来たものはクローンとは呼びません。 

　クローンと言っても実際にはいくつかの種類があります。

受精卵を真っ二つに切断して人工的に一卵性双子を作る

ことが可能で、これは「分割クローン」と呼ばれます。３つ

とか４つ以上に分割出来ないかと考えるかもしれませんが、

これは非常に困難です。このため、「核移植」と言う技術が

開発されました。この技術を使ってクローンをたくさん作

ることが可能になりましたが、使う細胞の種類によって「受

精卵クローン」と「体細胞クローン」との２種類があります。

「受精卵クローン」というのは、１６～３２細胞の受精卵の細

胞それぞれからクローンを作ります。この技術はすでに約

２０年程前に羊で成功しています。「体細胞クローン」とい

うのは、文字通り体の細胞から作り出されたクローンで、１

９９７年に英国で成功しています。これが「世界で最も有名

な羊」といわれるドリーです。牛ではその以前から、「受精

卵クローン」を作る技術が実践されていたため、すぐに応

用されました。日本ではすでに６８０頭の受精卵クローン牛

と３５０頭以上の体細胞クローン牛が誕生しています。 

　ここで、クローンを作るために使われる「核移植」という

技術を説明します。「核移植」とは、「細胞の核を卵子へ移

植する」という意味です。まず、培養により成熟させた卵子

からその核を除去（除核）します。その卵子細胞のそばに

体細胞の一つを挿入した後、電気刺激を加えて二つの細

胞を融合させます。その後「活性化」という処理を加えて、

各種条件がうまく行くと、核移植された胚はちょうど受精

直後のように分割を開始し、一週間前後で移植の可能な胚

に成長します。これらを雌の子宮に移植して産子を得るこ

とが可能です。このようにして出来た産子は、核移植に使

われた体細胞が保有していた遺伝子を引き継いでいるこ

とになります。「受精卵クローン」の場合は、体細胞の代わ

りに受精卵の細胞を使いますが、その作成工程は非常に似

ています。（図参照）。 

　このようにして作られたクローンには、様々な使い道が

考えられます。特に畜産においては、遺伝的に優良で斉一

な個体を数多く増やすことが出来ますので、家畜改良にお

ける貢献が期待できます。実験動物として使い、正確な結

果を得ることが出来るでしょう。絶滅品種や希少動物を蘇

らせることも可能です。また、日本では遺伝子組換え技術

に対する厳しい規制のため、牛のような大きな家畜では難

しいのですが、外国の医薬品メーカーなどでは、遺伝子組

換えにより牛乳中に有用な医薬品を分泌させるようにした

り、臓器移植に使えるような豚を作り出す研究が進められ

ています。この場合、核移植技術は従来の遺伝子組換え動

物の生産効率を著しく高めることで注目を浴びています。 

　クローンの生産技術については、まだ多くの解決すべき問

題があるのも事実です。いったん受胎しても流産が多く、過

大子症候群と呼ばれる体重の著しく大きな子が生まれること

もあります。核移植に使われる卵子側の影響がどのくらいあ

るのかも不明です。特に体細胞クローン由来の生産物の安

全性について、はっきりした結論がまだ出ていませんが、その

生理的性質や繁殖能力は正常であることが立証されてきて

います。その生産技術の改善と共に、どのように有効にクロ

ーンを利用していくかについて、より一層の議論が必要です。
（表紙の写真は家畜改良センターで生産した体細胞クローンのジャージ牛です。） 

斉藤 則夫（さいとう　のりお） 

 独立行政法人 家畜改良センター 

割球 
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卵巣から卵子を採取し、よい未受精卵を選別 

核 

良い割球を選別 割球を未受精卵に挿入 

約7日間培養 

良い個別細胞を選び割球と同様に細胞ごと未受精卵に挿入 

電気的細胞培養 胚盤胞期胚 

初期化処理 
（全能性回復） 

皮膚細胞、乳腺細胞等 

100V、0.02秒（細胞当たり1.5V）
の電流を流し、細胞膜に微少の穴を
あけ、割球を細胞質に取り込ませる 

16～32細胞期に
分割した受精卵  
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体細胞クローン技術 

優良牛 
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　自然に恵まれた広い牧場で牛を放牧し、自給のエサで

牛を飼い、乳を搾り、その乳でチ－ズ・バタ－等乳製品を加

工し直販する。それも家族ぐるみ一丸となって…。これは

酪農経営の一つの理想像とも言える形でしょう。 

　こんな「酪農家の夢」を、旺盛なチャレンジ精神（後記参

照）と多大な努力で実現した高橋勝信オ－ナ－が営む「み

ちのくグリ－ン牧場」を訪れました。 

　福島県、阿武隈高原の標高６５０メートルの山木屋地区に

位置する同牧場は、３つの農業生産法人で構成され「（有）

高橋牧場」（牧場面積３０ヘクタール・採草面積７ヘクタール）

で乳牛を飼育し乳を搾り、「（株）みちのくグリ－ン牧場」で

高橋牧場の牛乳による乳製品（チ－ズ、バタ－、アイスクリ

－ム等）を加工し、直販しています。　 

　牧場には「自然村」が併設され、牧場公園、喫茶、バ－ベ

キュ－ハウス、研修室などの施設をもち、生産者と消費者

の交流が盛んに行われているとのことです。 

本物の神髄に触れて 

　（有）高橋牧場の事業目的が”良質原乳の生産”。（株）

みちのくグリ－ン牧場のスローガンは”緑の牧場から心を

こめて”。そして、同牧場で作られる乳製品を「牧場から生

まれる仲間たち」と紹介していることに感動しました。そ

の心は、牧場、建物の佇まい、そこに働く高橋さん一家とス

タッフの方々から伝わってきます。 

　高橋勝信オ－ナ－の酪農経営の基本理念は、糞尿堆肥

が自家内で処理できる量の牛を飼う（飼養頭数の算出の

基礎）、つまり循環型酪農を実践するというものです。　

その規模は、搾乳牛４５頭（ホルスタイン４０頭、ジャ－ジ－５頭）

と自家育成牛２５頭。牛に無理をさせないため搾乳量も余

裕をみて１頭当たり年間７０００～７８００ｋｇを、数年変わらず

維持しているそうです。 

　飼育環境も木立を有する林間放牧。なだらかな広い放

牧地で、牛が自らの蹄で耕し（爪切りが全く必要ない）なが

ら、野草雑草を食んでいました。隣接する７ヘクタールの

採草地にはチモシ－、オ－チャ－ド等の牧草が栽培されて

います。これら自給飼料と、ビ－トパルプ、綿実、ル－サン等

購入飼料を組み合わせて与えているとか。 

「山木屋」ブランド、本物の証明 

○６３°Ｃ３０分加熱の低温殺菌であること。 

　高品質で細菌数が少ない生乳なればこその殺菌法で、

試飲したその味は甘くやさしくなつかしい味でした。 

○自家栽培の牧草と吟味したバランスのよい飼料の給餌 

○１日中牧場で遊ばせておく 

　エサを食べ、搾乳された牛たちは、８時になると牧場に放

牧され、野草を食み反芻したり…。夕方になって乳が張り、

お腹が空くと麓の牛舎の自分のブ－スに勝手に帰ってくる

のです。自然の摂理に反しないみごとな管理は驚きです。 

○脂肪球を砕かない（口当たりをよくするためのホモジナ

イズなど手を加えない） 

○全部自前の牛乳 

　生産乳量８００リットルの７割を自社で使用。残りを組合を

通じ酪連に出荷。牛乳の仲間たちと呼ぶチ－ズ、バタ－、ア

イスクリ－ム等はすべて「山木屋牛乳」を原料に加工。とく

にナチュラルチ－ズは上質の生乳、低温殺菌牛乳だからこ

そ出来るのです。 

※酪農の冬の時代といわれた１９７０年代（今もかわりませ

んが）、「水よりも安い牛乳、酪農に未来はあるのか」と不

安に駆られた高橋勝信さんは、その解答を求め、酪農王国

ヨ－ロッパヘ。そこで見たのはきれいな牧場、きれいな牛

舎で牛を仲間として扱う酪農、家族とともに生き生きと働

く酪農家の姿だったそうです。 

蓮尾　隆子（はすお　たかこ） 

 家庭栄養研究会 
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”本物の牛乳” 
”理想の酪農経営”に出会いました 
”本物の牛乳” 
”理想の酪農経営”に出会いました 



みなさまの 

VOICES

SPF豚てなーに？ Q

A

食の安全を考える 
　食品にかかる一連の不祥事件で引き起こされた消費者の不信感や不安感は、牛海綿状脳症（BSE）の

突発でその極に達しましたが、あれからもう２年が過ぎ、大分、沈静化したように思われます。この間、食品

安全委員会の発足をはじめとする行政当局の各種の対応措置や、食品の生産から加工、流通、販売に至る

各段階の関係者の数々の努力等がありました。食の安全についての反省に出発したこれらの措置は、こ

れからの食の安全確保にとって必要な対応ですが、食の安全をめぐる消費者の不信や不安は必ずしも解消されたわけでは

なく、また理解が深まったとも言えないように思われます。時間の経過とともに忘却されたきらいも少なくありません。 

 食の安全をめぐる議論はつくづく難しいと思います。例えば、司法の場では｢疑わしきは、罰せず｣とされていますが、食の安

全では｢(安全性に)疑問があるものは、排除する｣という逆の立場がとられています。社会の理解は、前者は人権に重きをお

いた考え方であり、後者では消費者の健康に対する危険性の排除に重きをおいた考えであろうと思われます。つまり前者で

は、｢灰色｣はシロですが、後者ではクロとして対処されるわけです。後者の場合、ことの性質上、｢灰色｣をクロとして扱うこと

に異論はないのですが、問題はどの範囲が｢灰色｣であるかという見極めです。食の安全をめぐる評価では、考えられる範囲

内での証拠をあげて、シロの確からしさを科学的に見極め、そうでないものは｢灰色｣つまりクロとしてあつかわれることに

なるでしょう(科学的にシロの証拠をあげることは不可能に近い)。つまり、限りなくクロに近い｢灰色｣から、限りなくシロに近

い｢灰色｣まで、その幅は広く、考え方、環境条件、食習慣、健康状態、その他の要因によって異なるものと思われます。さらに

専門家の科学的な見解と一般消費者の感覚的な違いも、問題になるでしょう。 

 畜産技術の生産と消費をつなぐこのような小冊子が、この間のギャップを埋めるのに一役を果たし、より健全な食の安全が

確保されることを期待しています。 

緒方　宗雄(おがた　むねお)　元農林水産省畜産局衛生課長 

 

　SPF豚とは、発育の妨げとなる特定の病気に感染していない健康な豚のことで、SPFはSpecific
（特定の）、Pathogen（病原体を）Free（持たない）の略です。 
 　最初のSPF豚は、母豚から帝王切開により無菌的に取り出した子豚を、病原菌を遮断した衛生

的な環境の中で人工哺育により育てて作ります。これを先祖（原種豚）として、厳重な防疫管理のもとで繁
殖を繰り返して増殖させ、その子孫が肉豚生産に利用されます。 
 　SPF養豚は、飼養衛生管理を厳密に行い、病気の有無を定期的に
検査する必要があります。このため、SPF豚農場認定制度があり、衛
生管理基準や病気の検査に合格した養豚場で生産された豚のみが、
SPF豚と呼ばれます。 
 　SPF養豚の利点は、発育が順調なので生産効率がよく、抗生物質
などの使用量が少なくてすみ、また豚肉の品質、斉一性、安全性など
に優れていることです。 

柏崎　守（かしわざき　まもる） 
農林漁業金融公庫 

大ヨークシャー子豚 
提供：家畜改良センター茨城牧場 

社団法人　畜産技術協会 
〒113-0034 東京都文京区湯島3-20-9  
TEL  03-3836-2301　FAX  03-3836-2302 
ホームページ  http://group.lin.go.jp./jlta/

・みんなで紙面を作る ＱandＡ 欄をご用意。皆様からのご質問を募集しています。 
　乳や肉、卵の生産に役立っている畜産の技術について、常日頃より「どうしてなのか？」と疑問に感じていたり、「もっと詳しく」知っておきたい
と思う事柄が多いと思われます。 
　質問の主旨を簡略にまとめていただき「Ｑ and Ａ」欄までお寄せ下さい。リーフレットの紙面上でできる限り分かりやすくお答えしてまいりま
す。それと同時に、消費者の皆様の関心事がどのようなところにあるのかを教えていただくことにもなりますので、それらをもとに今後の紙面作
りにも役立ててゆきます。 

質問状の宛先：〒113-0034　東京都文京区湯島3-20-9（社）畜産技術協会  
消費者向けリーフレット「生産と消費をつなぐ　身近な畜産技術 Ｑ and Ａ」欄 

Fax.  03-(3836)2302　e-mail：jlta@group.lin.go.jp

おお知知ららせせココーーナナーー  

・このリーフレットをご希望の方は下記までお申し込み下さい。 


