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さに明らかにしておいた方がよさそうです。
更新率アップのコスト計算について、豚の繁殖雌豚の更
更新率アップのコスト計算について、豚の繁殖雌豚の更
新率を仮に50％とすると、100頭規模だと毎週0.96頭（概ね
新率を仮に50％とすると、100頭規模だと毎週0.96頭（概ね
１頭）が死亡・淘汰されていることになります（母豚の生産日
１頭）が死亡・淘汰されていることになります（母豚の生産日
数は平均丸２年＝730日（分娩間隔150日とすると4.9産）で
数は平均丸２年＝730日（分娩間隔150日とすると4.9産）で
淘汰）。更新率40％とすると、生産日数は平均913日で、同
淘汰）。更新率40％とすると、生産日数は平均913日で、同
様に6.1産で淘汰されることになります。繁殖候補豚の育成
様に6.1産で淘汰されることになります。繁殖候補豚の育成
費用（又は購入費用）をａ、いずれも１産あたりほ乳子豚が
費用（又は購入費用）をａ、いずれも１産あたりほ乳子豚が
10頭生産されたとすると、子豚１頭あたりの母豚償却費は
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アップになります。金額に直すと、ａ＝３万円なら子豚１頭あ
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す。考えられる無駄は(1)不慮の疾病発生を許してしまうこ
す。考えられる無駄は(1)不慮の疾病発生を許してしまうこ
と、(2)能力の低い繁殖豚を放置すること、(3)能力の高い母
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今回は「母豚の寿命を脅かす要因」について情報を集めて
みました。その改善手法については、残念ながら本稿で十
みました。その改善手法については、残念ながら本稿で十
分に整理できませんでしたが、ヒントまではたどり着けたと
分に整理できませんでしたが、ヒントまではたどり着けたと
思います。
思います。

母豚の疾病発生と死亡（淘汰）のリスク要因
繁殖母豚の死亡は子豚ほど多くはありませんが、最近は
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その数値は少なくもありません。ちなみに、症状別の多い
順に列記すると、①突然死（17.5％）、②運動機能障害 （
（
順に列記すると、①突然死（17.5％）、②運動機能障害
15.7％）、③尿路感染症（9.6％）、④難産（8.8％）、⑤胃潰瘍
15.7％）、③尿路感染症（9.6％）、④難産（8.8％）、⑤胃潰瘍
（6.4％）、⑥呼吸器異常（3.1％）、⑦消化器異常（2.7％）、⑧
（6.4％）、⑥呼吸器異常（3.1％）、⑦消化器異常（2.7％）、⑧
代謝疾患（2.0％）、⑨事故（1.0％）、その他（33.2％）となっ
代謝疾患（2.0％）、⑨事故（1.0％）、その他（33.2％）となっ
ています。産歴毎に集計すると、１産（35.0％）、２産（27.2％）、
ています。産歴毎に集計すると、１産（35.0％）、２産（27.2％）、
３産（13.8％）、６産以降（11.6％）、４産（7.3％）、５産（5.1％）
３産（13.8％）、６産以降（11.6％）、４産（7.3％）、５産（5.1％）
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0.9％、他）、③生殖器疾患（18.7％；内訳は難産11.2％、
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ます（「突然死」は各項目に含まれ、突然死合計は全死亡
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照）。実際にそのような現象があるそうです。悪化すれば敗
照）。実際にそのような現象があるそうです。悪化すれば敗
血症に至り突然死もあり得ます。分娩直後に死亡が多いの
血症に至り突然死もあり得ます。分娩直後に死亡が多いの
はこの生理的変化に対応させていない人為的ミスと考えて
はこの生理的変化に対応させていない人為的ミスと考えて
もいいかもしれません。分娩舎内の高温や妊娠豚舎→分
もいいかもしれません。分娩舎内の高温や妊娠豚舎→分
娩舎の環境激変がさらに死亡リスクを高めます（4）。温度管
（4）。温度管
娩舎の環境激変がさらに死亡リスクを高めます
理も栄養管理も飼養環境も、繁殖豚を最適状態に近づけ
理も栄養管理も飼養環境も、繁殖豚を最適状態に近づけ
られるのは人為のみです。
られるのは人為のみです。
「低産歴」については、泌乳量に対する食下量の問題が
「低産歴」については、泌乳量に対する食下量の問題が
あるのではと疑っているのですが未検証です。特に初産は
あるのではと疑っているのですが未検証です。特に初産は
初めての分娩豚房を経験するわけで、移動（新環境）ストレ
初めての分娩豚房を経験するわけで、移動（新環境）ストレ
スが過度の場合、食下量が減ってそのまま分娩するとする
スが過度の場合、食下量が減ってそのまま分娩するとする
なら同じことが起こる可能性は否定できません。これまた筆
なら同じことが起こる可能性は否定できません。これまた筆
者未経験の推測です。
者未経験の推測です。

母豚の繁殖能力と淘汰のリスク要因
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汰）、②産歴（初産は分娩舎に適応できないもの、８産以上
は子数が少ないものが目立つがそうでなくても計画淘汰の
対象）、③異なる管理・豚舎システムに適応できないもの、
④出生頭数が９頭以下の母豚淘汰は12-13頭の24～60％
どうか多い、⑤離乳から次の分娩まで120～122日（発情再
帰日数が5-7日以内）の場合はそれ以外より淘汰が少ない、
逆に137日以上は少なくとも50％多い、⑥初産が高齢（14
か月齢）は12か月齢より16％淘汰が多い、⑦繁殖障害によ
る淘汰は分娩後70-100日に多い（産歴毎のグループシス
テムのせいか放置日数が長く経済的にマイナス）、⑧乳房
異常による淘汰は分娩後30-40日に多い（離乳時に乳房
炎の診断が実施されるため）、などです。
「繁殖能力が低い母豚の淘汰」について、「疑わしきは罰
せよ」が淘汰の基本的考え方であり、「もったいない」淘汰も
なかには含まれていると思われます。淘汰基準のうち「産
歴」はクリアで間違いようがありませんが、「繁殖障害」の要
因分析は多方面の検討が必要で、「記録されている淘汰
理由の25%以上が不適切」 （6）というのもわかるような気がし
ます。適切な原因・理由を把握し、それを改善につなげる
ことが重要ですが、毎日の作業の瞬間瞬間で判断すること
は難しいことかもしれません。表１の「繁殖障害」のうち、「異
常なおりものがある」「子宮炎」は本交で汚染拡大する危険
性が高いので完治しないなら淘汰、「膣脱」は回復可能か
どうかの見極めをしてもらう、「流産、ミイラ」は原因が生殖
器感染なら後遺症の可能性があるがとりあえず次の発情ま
で見て判断、「難産」は陰部が小さいなら選抜の問題、太り
過ぎならコントロール可能として淘汰の必要なし、それ以外
は複合要因を勘案し、回復のためのコントロールが可能か
どうかで判断することになるでしょう。このように曖昧だから
やっかいです。

淘汰の候補に挙がった母豚は回復の見込みがあるかの
判断ですが、淘汰を少なくする最大の戦略は候補にも挙
がらない「予防」にあります。以下に研究者の意見（7）をまと
めて列記しておきます。遺伝形質の話はいいとして、それ
以外でも抜けがあるかもしれませんがご容赦ください｡
(1)母豚の健康状態に影響する最大のイベントは、出産（
特に初産）直後に子豚がすくすく育つだけのカロリーの
乳汁を量にして５L、急に分泌しなければならないとい
う生理変化である。分娩後の栄養状態は妊娠末期のボ
ディコンと分娩直後の飲水量・食下量が深く関係する。
特に初産豚の栄養管理には注意を払う。分娩後の増量
した飼料を食える胃腸を持っておくことも重要。
(2)お産で失われた水分の補給、乳汁分泌のための水分

補給の観点で分娩直後の十分な（強制）飲水が必要。
長く立っていそうもない母豚にいかに早く飲ませるか。
(3)分娩後すぐに立てるかどうかを確認する（分娩が正常
かどうかと、飼料摂取・飲水への影響を確認。歩行困難
な母豚は次の分娩で死亡（淘汰）する確率が高い）。
(4)分娩母豚の最適温度は「16℃以下」を忘れずに（冷却
が必要）。
(5)授乳中の感染症は食下量に影響するので細心の注意
を払う。
(6)死産が１頭以上いる母豚は死亡・淘汰のリスクが高い
ので、意識して観察し状態に応じてケアする。
(7)分娩誘導すると母豚の死亡・淘汰のリスクが高くなる。
(8)週末の分娩予定は、分娩中の死亡の可能性が９％高
い。
(9)看護分娩は母豚の死亡・淘汰率を高める可能性あり。
(10)分娩後２、３日間に、飼料摂取量が多くなっていない
母豚では死亡・淘汰率が高い（分娩後２、３日の観察強
化）。
(11)ウイルス感染などによる死流産などの繁殖障害は、発
情再帰などで淘汰リスクが高くなる（1）（7）（ワクチンで予
防できるものは接種しておく）。
(12)授乳期の背脂肪消失が多い（食下量が少ない）と次
の発情が遅れ、淘汰リスクが高まるので、離乳時の背脂
肪厚又はボディコンを維持するような栄養管理を行う。

今回は、「更新率が50％もあるのはいいことだろうか」とい
う疑問からスタートしました。更新率を低くできればコストダ
ウンになる、と意気込んで資料を集めてみたものの、保有し
ている系統や飼養管理・栄養管理方針で大きく異なる可能
性があるため、目標更新率は農場それぞれで決定するの
がベストという結論に達しました。よって、言いたかったのは
「無駄は省く」です。
いろいろな資料を見ていると、母豚の死亡・淘汰率を改
善しようという意見をぽつぽつ目にします。飼料高騰で少し
でもコストダウンを図ろうということでしょう。無駄な更新を少
なくするには、生身の母豚とデータを見る目、その前に判
断するためのデータ蓄積が必要のようです。何事も技術で
すね。
ワクチンメーカーとして言えることは、母豚が不慮の疾病
を起こさないような免疫管理をすることです。特に、ウイルス
感染による繁殖障害発生後の後遺症で淘汰しなければな
らない危険率が高くなることは見逃せません。繁殖障害を
起こす疾病に対して、必要なワクチンはやっておいた方が
よさそうです。

表１ 繁殖雌豚の淘汰理由
妊娠していない、発情が弱いかない、異常なお
繁殖障害 りものがある、発情再帰延長、流産、子宮炎、
分娩間隔延長、ミイラ、難産、膣脱
乳房異常 泌乳低下・停止、乳房炎、乳房膿瘍
脚弱

関節炎、爪の傷害、爪膿瘍

死亡

農場内で発見された死亡
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