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台湾のモデル家畜保健衛生所 
 

 本年３月、台湾の中華民国政府の研究員として、

同国の農林庁技正兼畜牧科家畜衛生股長の王銘堪氏

が来岡になり、岡山県の家畜衛生の状況を視察して

帰られたが、同氏の持参資料の中から、台湾の最南

端屏東市にある代表的な一家畜保健衛生所の現状を

紹介し、戦前は永年日本の統治下にあった台湾での、

その後の畜産や家畜衛生の状況の一端をのぞいてみ

ることにした。 

 

１、位置 

屏東市東部校外 

交通 屏東駅より徒歩 20分間 

 

２、沿革 

 1951 年屏東市公園附近に建坪 25坪の「家畜疾病診

断所」を開設した。専ら家畜の疾病診断と伝染病の

予防に従事して来たが1953年台湾省政府農林庁と中

国農村復興委員会（ＪＣＲＲ）から「豚コレラ」防

遏模範県として指定されるにおよび同年更に解剖室、

冷蔵室、試験動物室、車庫等合わせて 25坪及び焼却

炉１棟を増築したが豚コレラ防遏の成功に伴い、更

に家禽疾病の予防を始めた。そして豚蛔虫駆除予防、

養豚保険、家畜人工授精等逐次各面に発展し、遂に

現施設では応じきれず増築の余地もないので今後の

発展をも見込み、思い切って郊外に４、500坪の土地

を求めて新築（150坪）し、名称も「家畜保健衛生所」

（Animal Hygiene Center）と新に命名 1957年 12月

に移転した。 

 

３、県内の畜産状況 

 本県は台湾の最南端に位し、気候は亜熱性で県下

は 33郷鎮市（日本の町村）の行政区域に分けられて

いる台湾著名の農業県で、畜産は農村に於ける重要

副業、就中養豚は稲作に次ぐ産業で、農村の大事な

収入でもある。養豚頭数は全台湾で第２位、近時「豚

コレラ」の徹底的な防遏により養豚頭数は増加し、

子豚は他県市に供給しているほか、島内消費のみな

らず遂に香港、日本と外貨獲得にのり出している。

牛は大部分が水牛で農村の重要な労力であったが近

時機械農耕の発達に伴い、牛は漸次酪農或は肉用面

の改良へと向かいつつある。養鶏面は家禽疾病防遏

の開始により漸次優良鶏（洋種）に切りかえられ、

卵肉の生産は増加し県外移出の外、海外にも輸出さ

れている。産卵鶩、肉鶩の生産も全省で首位に属し

極めて名高い。 

 県下の家畜数を記すと次の通りである。 

 

牛  51,000頭 

豚  306,730頭 

山羊  5,995頭 

鶏  520,705羽 

鶩  200,437羽 

鵞  42,358羽 

七面鳥  23.310羽 

（1959年度） 

 

４、獣医師の分布 

県政府  （26） 

鎮郷市  （54） 

団体  （33） 

会社  （10） 

合計  123名 
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５、本家畜保健衛生所（Animal Hygiene Center）の

業務分担 

所長（獣医師） １名 

所員（獣医師） 13 名 

事務員 １名 

給仕 ２名 

牧夫 ２名 

監督下に家畜防疫隊員（獣医師） 30 名 

＊ 家畜防疫隊は Hygiene Center に６名配置、その

他は各郷鎮市に各１名駐在し郷鎮獣医人員に協

力し、専ら家畜防疫の業務のみを司っている。 

 

６、機動力 

Hygiene Center 小型ジープ １台 

オートバイ 16 台 

鎮郷市 オートバイ  54 台 

 

７、業務 

 本家畜保健衛生所は家畜防疫及び家畜人工授精の

２大部門に分かれている。 

Ａ、家畜防疫は豚コレラ、豚丹毒、家禽の伝染病防

遏、牛結核、の検査の外狂犬病の防治や、豚蛔虫駆

除家畜保健の指導等の面の仕事もすべて含まれてい

る。 

ａ、（１）、本家畜保健衛生所に於ける豚コレラ防遏

の特種性 

「豚コレラ」のしょうけつは昔から台湾養豚界の

一大脅威で、本県でも年々約 20,000 頭の被害を出し

ている。1953 年台湾省政府農林庁と中国農村復興委

員会（ＪＣＲＲ）で樹てた「台湾豚コレラ撲滅計画」

を第一歩として人為、地理条件の有利な本県を全省

の豚コレラ撲滅「モデル県」として指定し大規模な

工作が開始された。行政力を発揮して有効ワクチン

の徹底的予防注射と云う方針の下に冒険的に豚コレ

ラ家兎通過毒が採用された。（1949年以前は寺門氏ホ

ルマリン・ワクチンを使用していたが、効力不十分

のため 1950年よりクリスタル・バイオレット・ワク

チンを使用したが高価なことと、免疫力発生緩慢の

ため常在地での使用は思う存分の効果が発揮できず

採用されなかった。） 

 豚コレラ家兎通過毒のStrainはヒィリッピンより

輸入農林庁淡水獣疫血清製造所で実験室テストの上

本県の野外に於いて更に小規模な野外テストを行い

その後始めて予定計画どおり全県下に施行された。 

 県内テストの大要を記せば次のとおりである。 

 

（２）屏東県予防注射成績 

 
（３）施行後の豚コレラ発生状況 

 
（４）本工作の行政的な重要措置 

１、注射豚はすべて耳切鉗子で耳に記号を鋏切し

未注射豚と区別し、未注射豚は移動、売買、屠殺

禁止等の法令（県令）を布告して取締りを行った。 

２、一時中止していた屠畜衛生検査を開始し、病

豚並びに未注射豚の屠殺を禁止した。なお屠殺後

発見せるものは即時焼却ならびに消毒を行い、そ

うして畜主には時価３分の１の補償金を支払った。 
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３、県界重要道路に検疫所を設置（３箇所）法令

により出入豚の検疫を行い嫌疑豚は繁留を行った。 

４、予防注射完全遂行のため注射豚より注射料金

をとり（仔豚１円、肉豚２円、種豚３円）注射後

10 日以内に斃死したるものにものに対しては政府

より時価の３分の２に相当する金額の補償をした。 

 

（５）、本工作に附随する主なる調査実験 

１、豚コレラ家兎化 Virsの毒力復帰試験を行った

が復帰の可能性は認められなかった。 

２、同居るす豚の一部に家兎化ワクチンを接種す

る時、接種しない同一群の中にも免疫される豚が

ある。 

３、生後２週、４週、６週の哺乳豚に家兎化ワク

チンを接種するに２週のものは予防注射後３－６

ヶ月、４週のものは９－12 ヶ月、６周の者は１年

以上免疫力を保持したため予防注射は６週目にす

べき事を提唱する。 

４、予防注射斃死率は常に 0.6％でこの斃死率引下

げの為日本家畜衛生試験場より笹原博士を招へい

1957 年 11 月より３ヶ月調査のため本所に於いて

Ｈ・Ｖ・Ｊ、日本脳炎の検索の結果この存在を確

認せるも病畜を分離するにいたらなかった。 

５、1955 年２月以降「豚コレラ」発生無きも保毒

豚検索のため生存永き母豚20,000頭に付き保毒豚

検査を行うもすべて陰性に終わる。（小倉氏提唱の

方法による） 

６、1956 年５月より豚コレラ予防の成果検討のた

め県下を３分、第１区は（３年）、第２区（２年）、

第３区（１年）すべて豚コレラ家兎通過毒の予防

注射を停止（豚丹毒注射は続行するも豚コレラの

発生を見ず、過去の方法による豚コレラの防遏は

有効である事を認めた。 

備考 上記の豚コレラ

撲滅モデル工作遂行の

ため獣医師 105名を動員

３ヵ年の年月を費やす。 

 

ｂ、家禽疾病防治 

 有効ワクチンの出現に

より奨励の対象である洋

種鶏を伝染病により保護し、年を追って養鶏事業は

羽数の増加と共に企業化された。近年来の注射羽数

を列記すれば下の如くである。 

ｃ、豚蛔虫予防 

 県下 11,527 頭について虫卵検査、寄生率 73.5％

の陽性豚に弗化ソーダによる駆虫をした、駆虫率は

83％であった。その外環境衛生改善のため豚舎

2,500棟を改良、10,000棟にリゾール消毒を施工。 

ｄ、牛結核の予防 

 人畜共通伝染病の重要性に鑑み 1958 年より徹底

的粛清にのり出す（ツベルクリンはソートン無蛋白



岡山畜産便り 1960.08 

培地製法に依った） 

ｅ、養豚保健共済事業 

 豚コレラ予防の徹底的遂行と農民損失共済のため

県下の郷鎮ファーマー・アソシエーション（農民協

会）に業務を委託す。 

ｆ、検査及び病性鑑定 

 1959 年 7,614 件に亘る検査及び病性鑑定す。３期

わけて県下 60名の獣医師の講習会を催す。 

 

Ｂ、家畜人工授精 

 台湾の家畜人工授精は1954年日本の西川義正博士

が渡台前後より各地の畜産改良場で尐数例実験的に

実施されたが、品種改良面で実際的に農民間にこれ

が応用されたのは本衛生所の実施が全島で最初、

1957 年６月より本業務に着手３年になるがその間の

大要を記すと次のとおり。 

（１） 実施系統 

  本県の衛生所がサブセンターの役を持っており、

上の畜産試験所がセンターになるわけで更に本事業

の遂行のため、家畜の多い県下郷鎮の協会ではサブ

サブスティション(本県では６箇所)を置き、尚サブ

サブスティションのない協会では特に人工授精師を

雇ってサブサブスティションより精液を購入、人工

授精の実施に当っている。 

（２） 改良方針 

 牛＝県下の畜牛の 66％は水牛（34,000頭）で 33％

が黄牛（17,000 頭）で乳牛 350 頭で、改良の主要目

標は大体黄牛に置かれる。即ち従来の黄牛は体型が

著しく小型で極めて利用価値が低いのでこれに印度

牛（Sind 種）を交配し、それを基礎牝牛として更に

「ホルスタイン」を交配して酪農牛に、又一方では

「サンタ種」を配合して将来肉牛を作り出すべく努

めている。 

 豚＝在来の「双渓」「桃園」「美濃」特に「バーク

シャー」或は「ヨークシャー」等を交配しＦ１の豚

肉を作り出しているが、最近香港、日本の海外向き

のため脂肪の尐い「３品種雑交」即ち在来バークシ

ャー→Ｆ１を母豚とし更に「ハンプシャー」或は「ヨ

ークシャー」を交配するわけである。 

 

（３） 精液の供給 

 牛の精液はすべて（水牛、印度牛、山羊）センタ

ーにて調整され、本県のサブスティションには週２

回汽車で（二時間半）無料で供給され、尚郷鎮のサ

ブサブスティションでの使用は必要のつど鳩或いは

車輸送される。なお優良ホルスタインの改良として

は「オランダ」或いは「アメリカ」より凍結精液が

輸入され、又肉用牛は「ヒィリッピン」よりＩ・Ｖ・

Ｔ精液（試験的）が輸入され使用されている。（上記

２種類の精液はＪ・Ｃ・Ｒ・Ｒより定期的に寄贈さ

れる）。豚の精液はサブスティション或いはサブサブ

スティションに於いて其それぞれ優良種牡豚を繁養

し、採精処理（保存液は卵枸液）して使用している。

なお精液の大部分は調整当日使用され、保存のもの

は 30時間以上は使用しない。 

 

（４） 人工授精頭数 
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（５） 人工授精の料金 

 各県市において「まちまち」であるが、本県は 1957

年開始時は無料で施工されたが、翌 57年から事業運

営のため有料となり、然し自然交配に比すれば３－

４割位安価である。 

 なおサブスティションより供給する豚精液は１頭

分 50cc、N・T＄・7.5円となっている。 

 

（６） 種畜 

１、バークシャー種牡豚 12 頭、バークシャー

種牝豚 1頭（訓練用） 

２、双渓（２頭）、桃園（１頭）、美濃（２頭）、

ハンプシャー（２頭） 計 20頭 

 

（７） 実施中のことから摘要される事項 

１、豚の保存液の使用によって 0.7％食塩水（71％）、

６％ブドウ糖＋0.5％硼酸（72％）卵枸液（74％以

上）で受胎率は卵枸液が一番高い。 

２、豚の人工授精の受胎率は３月 81％で最高、七

月 66％で最低で季節により受胎率に高低のあるこ

と。（1958年） 

３、豚の精液保存 30時間以内ならば（卵枸液保存）

70％以上の受胎率が得られること。 

４、在来豚牡豚の精子はバークシャーの精子と比

して強いためか（保存面では大した差異を認めな

い）割に尐ない精子量でも（１cc－６千万）平均

の受胎率（70％）と産仔数（８頭）が得られるこ

と。 

５、人工授精せる母豚 1,000 例について調査した

ところ人工授精平均産仔数 8.3頭で、自然交配（同

じ豚で人工授精前１産）平均 8.0 頭でほとんど差

異が認められなかった。 

６、牛の授精では４月 65％が最高、８月 40.2％で

最低で、豚同様季節により受胎率に高低のあるこ

と。 

７、４回以上の授精でもなお受胎の出来ない牛が

13.1％で割りに多いこと。 

８、乳牛ホルスタインと印度牛と水牛の精液の 72

時間保存において乳牛と印度牛はなお60卅以上で

あるのに、水牛は常に同じ環境にて 30卅以下で明

らかに前２種に比し保存性の悪いこと。 

９、凍結精液では入荷期別により活力、受胎率に

相異があり最高受胎率44.8％であるが20％前後が

多く、凍結精液使用には相当改進の余地があると

思うこと。 

10、乳牛と黄牛と印度牛、雑水牛では牝牛生殖器

官の長短、内面の狭濶等相違があり、同じ授精器

具の使用ではときおり不便が感じられること。 

 

（８） 今後始めようと思う事項 

１、目下畜牛の受胎率が増進に主力をおいている

が、この面で受胎増進剤やホルモン剤の使用を試

みたいと同時に繁殖障碍除去、低受胎牛の検索に

のり出したい。 

２、授精後発情微弱やその他の原因のため受胎と

誤認し、時間の損失等を防ぐため早期妊娠鑑定の

面にも進出したい。 

３、牛の精液は将来凍結精液使用になる可能性が

あるので、この面でもっと深く先進国に学びたい。 

４、豚は台湾家畜の王座で人工授精の主体はどう

しても豚になり、今の授精情況では利用価値が余

り高くないので今後は更に利用性を高めるため、

尐量の精液で期待の受胎率と産仔数が得られる様

努力したいほか、種牡豚の方も濃厚、多量な精液

を出す系統の選択と飼養技術の向上を図りたい。 

５、豚の面では更にサブサブスティションの増設

強化を図りたい。 
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６、鶏の飼育羽数激増及び優良品種飼養に伴いこ

の面及び県下の産業である肉鶩（産卵鶩ｘ菁蕃鶩）

の増産を図るために交配羽数の増加と交配の不便

を避けるには家禽類の人工授精面迄手を広めなけ

ればならない。 

Ｃ、建築施設 

（１）、 事務室  ９坪 
    応接室  ８坪 
    宿直室  ４坪 
    便所  ５坪 
    自転車置場  10 坪 
（２）、 診察室  ５坪 
    薬室  ４坪 

    鏡検室  ４坪 
    細菌実験室  13坪 
    焼却場 
    孵卵室  ４坪 
    無菌室  ３坪 
    器具消毒室  ９坪 
    解剖室  ８坪 
    冷凍室  ４坪 
    車庫  ４坪 
（３）、 人工授精技術室  ８坪 
    精液処理室  12坪 
    採精室  10坪 
    種豚舎（20間）  120坪 
    鳩舎  ２坪 
    牛授精所  ４坪 

 

〔お知らせ〕 

草地造成技術特殊研修会

の開催予定 

 草の週間中の行事の１

つとして、県畜産課では、

農村での第一線指導者に

対して草地造成について

の認識を深め、技術の向上

を図るために次のとおり

研修会を開くことにして

いる。 

日時 ９月１日、２日 

場所 

 真庭郡川上村、 

川上中学校 

対象 

農業改良普及員、農林  

事務所、市町村草地関係担

当者 

研修内容 

グリーンプラン（草資源増

産計画）の説明 

草地造成の設計と草地の

維持管理について  

 

 


