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豚の改良と登録 
牧 田 専 治 

 

まえがき 

 最近わが国の養豚は，めざましく発展しており，昭

和32年２月１日の農林省統計によると，その飼養頭数

は154万6,000頭であるが，31年１月から12月まで１年

間の屠殺頭数が214万5,615頭であることからすれば，

実際に全国で飼養されている頭数は200万頭を越える

ものと推定される。 

 このように，養豚が非常な勢いで発展してきた理由

として考えられることは，最近農業経営において畜産

の重要性が一層認識され，殊に繁殖力が旺盛であり，

資金の回転が早く，早肥性に富み，飼料の利用範囲が

広いことなども豚のもつ特性が，わが国の農家に取入

れられ易い家畜であることが挙げられるのである。 

 更に注目すべきことは，最近豚肉の需要が急速に増

加していることであり，しかも従来極めて尐なかった

ハム，ソーセージ等の加工品の需要が急増し，従って

食肉加工業が増々盛んとなり，その企業形態も逐次大

企業化しつつあるので，豚の枝肉需給が自然に調節さ

れるようになったため，兎角変動の激しいといわれる

豚肉価格が比較的安定していることが，養豚の発展に

大きな影響を与えているものと思われる。 

 以上のように，豚肉の需要が増し，養豚が発展する

に従って品質のすぐれた，市場性の高い豚が要求され

ることは当然であって，従来のように単に豚を肥らせ

ればよいというような単純な養豚ではなく，また農家

経営の面から見ても体型，能力の優れたものを飼育し

なければ充分な収益を挙げることができない。 

 従って将来これらの事柄を考慮しつつ，益々豚の改

良を進めることが大切である。 

 豚の改良を推進するためには色々な手段が必要で

あるが，ここでは豚の改良上重要とされる２～３の問

題等について検討すると共に豚の普遍的な改良の基

礎である登録について述べてみたい。 

 

一．種豚改良の経過 

 わが国の豚は，明治末期に農商務省が欧米殊に英国

から輸入した種豚によって，在来種の画期的な改良が

行われ，またその後も引続き種豚が輸入されて著しく

改良されたのであるが，戦時中約10年間に亘る輸入の

杜絶と戦争直後豚の飼養頭数が10万頭前後に減尐し

たため，近親繁殖となり種々の障害が現われてきたの

で，昭和25年以来再び英国及び米国から種豚が輸入さ

れ，現在既に196頭（内米国より８頭）に達している。 

 これらの種豚は戦国わが国の豚の改良に相当の効

果を挙げており，輸入豚との交配によって生産された

仔豚は，一般に発育が良好で，骨格もよく，また屠肉

歩留りもよいといわれている。しかし耳がやや大きく

て附根のゆるいもの，乳頭の配列とその質のよくない

（副乳，育乳など）もの，ヨークシャー種で斑点の現

われるもの，バークシャー種で白徴の乱れる（米国輸

入豚）もの等の欠点も尐くないので，これらの点につ

いては，今後充分選択淘汰を行う必要があろう。 

 先に述べたように，戦後における種豚の輸入は血液

を更新するため必要であったが現在わが国における

種豚は，体型資質が著しく，改善され，先年行われた

第１回及び第２回並に本年３月行われた第３回の全

日本豚共進会に出品された種豚，肉豚は極めて体型資

質が優秀であり，また全国的に斉一されていたことを

考えれば，わが国の豚は世界的な水準から見て決して

劣るものではないと考えられる。 

 従って今後は徒らに輸入豚に頼ることなく現在の

種豚を益々改良し，優秀な種豚の東南アジア諸国に対

する輸出を一層促進すべきであると思う。 

 

二．豚の体型 

 いうまでもなく，豚の最終の目的は肉を利用するこ

とである。従って豚の体型としては，優良な肉を豊富

に与えたものでなければならない。 

 わが国で飼育されている豚の品種は，主としてヨー

クシャー種とバークシャー種で，しかもヨークシャー

種が大部分を占め，バークシャー種は全体の約１割程

度である。 

 元来ヨークシャー種やバークシャー種は生肉用型

（ポークタイプ）の豚として改良されたものであり， 
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第３回全日本豚共進会の種豚名誉賞 

わが国においては，豚肉が主として生肉用として利用

されているので，これらの品種が普及されている。 

 しかし，前述のように食肉加工が盛んとなり，ハム，

ベーコン等の加工用としての需要が逐次増加してく

るに従って，現在の豚を加工用に適する中躯の伸びた

豚にすべきではないかという意見もあり，また生体取

引を主とする地方業者の間には，中躯のつまった早熟

の豚を好むという傾向もあって，中躯の伸びの点につ

いては賛否両論がある。けれども食肉加工が盛んにな

ったとはいえ，豚肉全体の消費量からいえば未だ20％

程度であり，また将来欧米諸国のように加工用が生肉

用を上廻ることになれば，むしろ大ヨークシャー種等

のベーコン型の豚を採り入れるべきであろう。 

 また中躯のつまった豚は，当然ロースが短かく，脂

肪が厚くなりがちで枝肉取引では反って不利である。 

 従って，わが国の豚は，ヨークシャー種またはバー

クシャー種本来の理想体型を目標とした審査標準に

よって改良が進められるべきであると思われる。 

 

第３回全日本豚共進会の種牡豚優等賞 

 

三．豚の能力 

 豚の能力としては，繁殖能力と肥えい能力（産肉能

力）がある。 

 種豚としては体型が優秀であると共に，これらの能

力の高いものでなければならない。繁殖能力について

は，高等登録の項で述べるが，分娩した仔豚を検定し

て親の繁殖能力を知るものであって現在までの高等

登録頭数（産仔検定）は3,700頭に及び，繁殖能力の

検定が急速に進展していることは種豚の改良上極め

て結構なことである。 

 次に肥えい能力ということは，できるだけ尐い飼料

で，なるべく多くの肉をしかもできるだけ早く生産す

る能力をいうのであって，肉及び脂肪がいかに経済的

に生産されまた生産された屠体が優秀であるかどう

かということは，養豚経営上大きな問題であり，将来

は優良な体型をもち，繁殖能力のすぐれた系統の豚を

更に肥えい能力検定によって選択し，これを増殖普及

していくことが極めて大切なことである。 

 欧米諸国，とくにデンマーク，ドイツ等においては，

既に古くから肥えい能力の検定を実施しており，赤肉

と脂肪の割合，屠肉歩留，肉質，早肥性等において著

しく改良されているが，わが国においては残念乍らま

だ一般に実施の段階に到っていないことは甚だ遺憾

なことである。 

 わが国における肥えい能力の検定は，昭和27年に日

本種豚登録協会が，その必要性を痛感して開催した最

初の打合会において農業技術研究所家畜部の丹羽太

左ヱ門技官が発表された試案に基いて，昭和29年度に

同研究所において丹羽技官がわが国において肥えい

能力を実施するための基礎試験を実施され，引続き３

ヵ年の試験を経て，現在わが国において行う肥えい能

力検定の基礎を確立されたものであり，既に数県にお

いては，両２年以来これが実施に着手している。 

 また，農林省においても，本年度から小規模ではあ

るが検定を実施することになっており，来年度におい

ては本格的な検定を実施すべく予算措置を講じてい

るようである。 

 かように，おくればせ乍らわが国においても肥えい

能力検定が実施の段階に入りつつあることは極めて

意義のあることであり，豚の改良上その急速な普及が

期待されるのである。 
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 肥えい能力の検定には，検定所において本格的に行

う集合検定と，主として農家において行う簡易検定

（現場検定）とがあり，前者は国または都道府県等に

おいて設けられた検定所に，生後60～70日の同腹の仔

豚４頭（牝２，牡２）を一組として送り，ここで生後

90日から本検定を開始して，検定豚が100㎏（26貫）

になるまで検定するのであるが，その間一定の飼料及

び管理の下に，飼料の消費量，その価格，体重体尺の

測定，100㎏になるまでに要した飼育日数等を調べる

と共に屠殺して，屠肉歩留，肉質，赤肉と脂肪の割合

等屠体を調べるのである。 

 なお，この検定仔豚は繁殖能力の検定（産仔検定）

に合格した種豚から生産された仔豚であることが望

ましい。 

 次に，後者（簡易検定）は仔豚を生産した農家にお

いて，離乳後出荷までの間の仔豚の発育，飼料の利用

性等を検定委員の指導のもとに生産者自身が検定し，

出荷後屠場においては，検定委員が屠体について，肉

質その他を検定するのである。 

 この方法は，検定所の設備がなくても容易に検定で

き自己の飼育する豚の能力を知ることができるとい

う利点はあるが，飼料の質，給与量，日々の記録等の

正確を期し難い憾がある。 

 

四．豚の系統調査 

 種豚の体型，あるいは前述のような能力を詳細に記

録し，その遺伝関係を系統的に調査し，種豚の選定，

交配等にこれを利用して優秀な遺伝形質を具えた系

統を作ることが豚の改良上必要なことである。 

 乳牛または和牛においては，早くからこれらの調査

が行われ，実際の改良に役立てられているが，遺憾乍

ら豚においては，従来系統に関する考慮が薄かったの

である。 

 そこで，日本種豚登録協会では，昭和27年以来おく

ればせ乍ら優良豚の系統調査を行い，その結果を毎年

公表している。 

 その方法は，第一段階として過去において産仔頭数

が多く，一般に優秀であると認められている種牡豚の

体型上または能力上の特徴，子孫の分布状況等を調査

し，第二段階としては，高等登録種牝豚の系統，産仔

検定成績等を調査しているが，将来は肥えい能力の検

定成績をも併せて調査する予定である。 

 幸いにして，この調査が転期となり，最近各県にお

いて豚の系統に関する認識が深まりつつあることは

喜ばしいことである。 

 

五．登録の現況 

 種豚の登録が豚の改良のため，欠くことのできない

重要なものであることは，今更いうまでもないことで

ある。 

 

年  度 種豚登録 高等登録  年  度 種豚登録 高等登録 

昭和18年 3,195頭 4頭 

 

昭和26年 9,032頭 180頭 

 19 153 4  27 21,074 385 

 20 154 2  28 14,846 534 

 21 635 0  29 15,533 687 

 22 1,312 0  30 16,633 793 

 23 2,854 11  31 15,357 890 

 24 8,721 95     

 25 7,984 109 計 117,513 3,694 

 

 殊にわが国のように１～２個ずつの豚が各農家で

飼われ，繁殖が行われている現状では登録によって豚

の改良を行うことが最も近道であると思われる。 

 わが国の豚の登録事業は昭和27年帝国畜産会にお

いて，全国的な登録が開始され今日に至っているが，

昭和24年以来の躍進振りはめざましいものがあり，更

に今後も一層普及するものと思われる。しかし乍ら，

本県における種豚の登録は現在までに僅かに54頭に

過ぎない現況であって，この点極めて残念なことであ

る。 

 元来，近畿，中国，四国地方は他の地方に比し豚の

生産及び飼養頭数が尐く，また従って豚肉の消費も尐

なかったのであるが，近年大阪屠場等関西地方におけ

る豚の屠殺頭数は逐次増加しており，これにつれて飼

養頭数も急速に増加しつつあることからすれば，本県

の食豚関係の方々が此の際豚に対する認識を新たに

され，登録の普及徹底を図られ，本県における豚の改

良と増殖に努められることを特に切望したい。 

 

六．登録の方法 

 現在わが国においては，日本種豚登録協会が全国的

な種豚の登録を行っており，各県に支部を置いて登録
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業務を遂行している。 

（一）仔豚登記 

 仔豚登記は，血統登録ともいうべきものである。従

って血統を確認することが大切であり，次のような条

件を具えたものについて仔豚検査員の検査に合格し

たものが各県支部において登記され，証明書が発行さ

れる。 

 （イ）登録を受けた豚同士の間に生産された仔豚で，

離乳前のもの。 

 （ロ）その種類の形質特徴を具え，発育良好，外観

正常で乳頭12以上を有し，その配列が正しく，毛並の

良好なもの。 

 （ハ）同腹生産仔豚５頭以上のもの 

 仔豚登記において特に注意しなければならないこ

とは，必ず離乳前に登記することである。これは離乳

後では母親を確認することが困難なためである。 

 さらに，仔豚登記においても優良な仔豚のみを登記

すべきであるから，著しく発育不良なもの，奇型のも

の，乳頭12未満のもの，育乳頭のあるもの等は淘汰す

べきである。 

 仔豚登記を受けようとするときは，分娩後15日以内

に種付（人工授精）証明書を添えて支部に申込むこと

になっている。 

（二）種豚登録 

 種豚登録は体型によって選択淘汰を行うことが主

眼であって，次のような条件を具えたものについて審

査委員の審査に合格したものが登録される。 

 （イ）仔豚登記を受けたもの。 

 （ロ）生後８ヵ月以上で，審査の結果その得点が70

点以上のもの。 

 種豚として必要なことは，優良な仔豚を数多く生産

するような体型を具えると共に良質の肉を豊富に具

えた体型のものでなければならない。従ってこれらの

条件が満されるような厳格な選択淘汰が必要である。 

 種豚登録を受けようとするときは，仔豚登記証明書

を添えて支部に申込むことになっている。 

（三）高等登録 

 高等登録は一定期間，分娩された仔豚の発育状態を

検定して，親の繁殖能力を判定するものであって，次

の条件の一つに該当するものが登録される。 

 （イ）牝豚については，種豚登録の際審査の得点が

80点以上のもので，種豚豚産仔検定に合格したもの。 

 （ロ）牡豚については，その種付によって３頭以上

の異った牝豚から生産された娘豚中に５頭以上の高

等登録豚があるもの。 

 体型によって繁殖能力はある程度判定し得るもの

であるが，分娩した仔豚を検定（７週間）して仔豚の

育成率，総体重，発育の斎度等を調べることが最も的

確な方法である。 

 高等登録は予め分娩予定日を記入して，申込書を支

部に提出することになっている。 

 なお，この外に名誉高等登録の規定もあるがここで

は省略する。 

（筆者は日本種豚登録協会技師） 

 

 


