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家畜の温熱環境 生理 学 (21)

ーその内容と家畜管 理学における役割

山本禎紀*

XI.家畜の生産性と温熱環境

との関係

XI-3. 豚の生産性と温熱環境

XI-3-1 はじめに

養豚は，豚の優れた繁殖能力と産肉能力に支えら

れており，前者は母豚の驚くべき多産と子育(産乳)

能力として，後者は離乳後の子豚の優れた成長(増体)

に表れる。したがって養豚における温熱環境生理学

の役割は，これらの生産性と関係する温熱環境作用

を捉え，環境管理技術と結びつけて検討することに

ある。このような対応の必要性は，養豚の規模の拡大

と専業化とともに，飼育豚の変遷や改良により，

飼育環境の改善による能力の発揮や効率の向上が

求められているからである。

温熱要因の作用を生理学的に解明することは

大切であるが，これまでに指摘したように作用機序

の解明とは別に，生理・生産指標に表れる影響に

ついては，温熱要因を管理する立場から必要とする

関係で把握することも求められているのであり，

養豚においても養鶏以上に整った畜舎や飼育施設

が普及し，また給与飼料には規模を問わず配合飼料

が用いられており，生産性に影響する温熱環境に

無関心な管理や経営などあり得なし、からなのである。

すでに温熱環境に対する豚の適応，体温調節性の

生理反応，臨界温度などについてふれた。したがって

ここで取り上げたい内容は，図 XI-3-1に例示した

ように，肥育豚の生産指標である飼料摂取量，日増

体量，飼料要求率が，ともに環境温度と関係している

ことの内容について，改めて検討し直すことになる。

養豚は，豚の飼いやすい性質と配合飼料のみで

飼育できることから機械化され，大規模化の道を

歩んでいる。しかし規模の拡大は養鶏と同じように，

世界の食料問題と関係し，地域における環境汚染
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図 XI-3-1.肥育豚の日土自体量，飼料摂取量，及び，
飼料要求率と飼育環境温度との関係 (Nicols ら

(1982) 1)の表から作図)

湿度はいずれも相対湿度で 55%，各点は 16頭ずつ
の去勢豚を 75kgから 4週間飼育した結果

。

問題も生じさせている。また日常の飼育管理では，

これから取り上げる温熱環境だけでなくアニマル

ウエルフェアーの観点からの適切さも求められて

いる。いずれの課題も問題が深刻な状況にあること，

また，簡単には対処できない難問であることを確認

しておかなければならない。

本章では豚の成長に伴うステージを，子豚期，

育成 肥育期，繁殖期に分け，それぞれにおける

豚と温熱環境との関係を取り上げる。なおここに

示す数値の多くは参考になるものであるが，残念

ながらそのまま役立てられないこともある。数値を

検証したり改善するには，関係する試験研究機関の

努力が必要なのであるが，これまでにもふれたよう

にわが国では期待できる現状にない。しかし優れた

養豚家であられた福山市金江町の渡辺泉氏が以下
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40 のように指摘されているように叱生産者

自らが気付かれ理解と修正がなされるもの

と期待したい。養豚経営には簿記が最も

大切であり，裏付けは日々の生産記録に

ある。その角勃庁には生時体重，個f荷哉別，飼

料給与量，出荷時体重などが不可欠であり，

これら数値の正確な記帳記録は，いずれも

必要だと実感させられたとき達成できる。

XI-3-2.子豚期と温熱環境

子豚期の生産指標は，産子数，出生時体

重，死産子数 p甫育頭数，離乳時子豚数，

生存率 (P甫育率)，離乳時体重などで表す。

これらの数値は，母豚の 繁殖能力，泌乳

子育能力と関係し，母豚の強健性を含め

それぞれを支える遺伝的能力に大きく依存

している。したがって雑種強勢効果を利用

するので，母豚の多くはFl，ないし，合成豚

とよばれる多元交配雌豚が用いられている。

豚の産子数は多く，同時に出生時の損耗

も少なくない。妊娠期聞が 114日と短いことと関係し，

出生時体重は小さく，多くは1.3kg前後であるが，

そのふれ幅は 0.6-1.8kgと広く，事故の多くは小さ

な個体に発生する。新生豚の損耗には，虚弱死や母

豚に暁まれるものを含むが，体温調節機能や行動と

関係する寒冷死や母豚に暖を求めて下敷きになる

圧死が多く，これらは温熱環境と関係している。

出生直後の子豚の直腸温は，図 XI-3-2に例示し

たように変化し，まず子豚は低体温を経験する 3)。

この体温の降下は，母豚の体温より低い環境温に

曝され，胎水で、ぬれた体を乾かすために体熱が奪わ

れるからであるが，子豚の代謝水準が低いため体熱

を十分に補給できなし、からでもある。体温の降下の

大きさは，出生時の環境温度と体重が関わり，体重

lkg以下での降下は大きく，その後の順調な回復も

期待できないが， lkg以上での問題は指摘されてい

ない。出生時体内lこ貯蔵されているグリコーゲン量

は体重と相関しており，出生時に受ける寒冷刺激に

応じる産熱反応を支える熱源となる九いずれにせよ

貯蔵エネルギーの少ない新生豚にとって，索臓は母乳

から得なければならない。したがってで、きるだけ早い

初乳の摂取が求められ，この哨手凶子動は母子免疫確立の

ためだけでなく，正常体温への回復と維持にとって
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図 XI-3-2. 出生時からの子豚の直腸温の推移に及ぼす環境温度の
影響と看護の効果(秦寛ら(1985)3)) 

環境f昆度条件は図中の 3室温，各室温区とも放任区と看護区からな
る。すべてに保温箱があり，その他分娩柵周辺に赤外線ランプと電
熱マットの有ると無しの条件で調べられた。看護区は，出生後直ち

に羊水を拭き取り保温箱(28-31
0C)に収容し， 12時間後まで l時間

毎にH南乳させた。図中の供試頭数は離乳時まで測定された 112頭の
平均値で，測定開始時の頭数は 136

も大切である。子豚は出生直後から 4-5時間，母乳を

求めて行動し，明るくあたたかな保育箱や補助熱源を

用意しでも利用しない。したがって，舎内温は 150C，

少なくとも 10
0

C以上を必要とするとされている九

分娩時の介助と温熱環境の整備は，分娩事故を防ぎ

母子聞の晴育行動をしやすくすることで，子豚の命

を救うとともにその後の発育を健全に導くことに

なる。

豚の低臨界温度は， HolmesとCloseにより体重別

と飼料 (ME)摂取水準との関係で，表 XI-3-1の

ように提示されている 5)。体重 2kg時の低臨界温度

から推測できるように，出生時期の値はさらに高い

34
0C付近にあると考えられる。成長に伴う臨界温度

の降下などについては次項以下で取り上げるが，

低臨界温度が適温の下限を指しているので，子豚期

の低臨界温度はほとんど母豚の高臨界温度を超え

る高さにあり，母豚と子豚の両者に適した温域は

ごく狭く限られていることになる。したがって分娩

育成豚舎の適温を表示したり，用意することはでき

ないが，原則としては，母豚に涼しく，子豚に暖か

くとなる。適正な温熱環境は，母豚では泌乳能力を

支える飼料摂取量と強く関係し，また子豚に対して

は生存と発育に欠かせない条件となる。
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表 XI-3-1 豚の低臨界温度一高臨界温度(熱的中性圏・生産適温温域)と，低臨界温度以下の温域での

必要エネルギー量とその補給飼料量 (Homesand Close (1977)引から引用)

代謝エネルギー(ME)摂取水準 臨界温度以下での

体重
維持量 維持量2倍 維持量3倍 熱産生量 飼料量

M 2恥4 3M 増加率 に換算

。正g) (蹄臨界温度(LCT) 高臨界温度 (UCT)，OC) (kcal;oc日) (g;oC日)

子豚 2 31-33 29-32 29-31 11 4 

20 26-33 21-31 17-30 39 14 

肥育豚 60 24-32 20-30 16-29 76 . 26 

100 23-31 19-30 14-28 103 36 

妊娠豚 140 (thin) 20-30 15-27 11-25 170 59 

140 (fat) 19-30 13-27 7-25 98 34 

ME : metaboli四 bleenef'邑y，M:m剖ntenan∞，維持量， LCT : lower critical tempぽature，

UCT : upper critical temperatu民飼料MEは， 2.87kcallg， thin :痩せ形，晶t.肥満形

XI-3-3. 育成ー肥育期と温熱環境

豚の育成一肥育期の生産指標は，飼料摂取量，日

増体量，飼料要求率，出荷日齢，出荷時体重，生存率

(出荷率)，背脂肪の厚さ，肉脂率などである。

成長には相当の養分が必要であり，養豚では離乳時

から完全配合飼料が用いられているので，エネルギー

と栄養素は給与される飼料から摂取することに

なる。増体は主に養分摂取量に左右されるので，

ここでは鶏と同じように飼料 (ME) 摂取量に決定

的な影響を及ぼす温熱環境との関係を検討し，栄養

素やその配合などについてはふれない。

XI-3-3-1 飼料 (ME)摂取量と増体

すでに図 XI-3-1において，肥育豚(肉豚)の飼料

摂取量などの反応に及ぼす環境温度の影響をみた。

飼料摂取量は環境温度OOCから 35"Cの上昇に応じて，

約 5kgから1.5kg/頭日と大きく減少し，日増体量は，

20
0C前後を頂点、とする山形に変化，飼料摂取量の

少ない高温側で著しく小さくなるが，よく食べる

低温側でも同じように減少しており，飼料摂取量が

そのまま増体にならないことを表している。した

がって lkgの増体に要する飼料摂取量(飼料要求率)

は， 20
0Cを底とする変形した U字曲線となっている。

飼料摂取量に影響する温熱環境は，体温や体温調

節と関係する食欲を介して表れ，さらに摂取された

飼料は，消化，吸収，代謝過程においても，図 XI-l一1

にみたように，温熱環境の影響をうけた生理機能，

酵素，ホルモンなどの調整を受け，生産量や効率の

変化として表れる。

豚の飼料(ME)摂取量と温熱環境の関係について

の解析は，鶏のように多くなされていないが，肥育

豚の代謝エネルギー (ME)摂取量の推定として，

環境温度と体重を変数とした計算式が Closeによっ

て，以下のようにまとめられている 6.8)。

Y ニ 9.6 + 0.075X) + O. 52X2 - O. 012X)X2 

Y: ME摂取量， MJ/頭日， X，:環境温度 OC，

X2 :体重， kg (適用範閉 20ー100kg)

この式から環境温度が I
OC低下するごとに増加する

ME摂取量は，体重 20，50， 100kgの肉豚で，それ

ぞれ， O. 165， O. 525， 1. 125MJ/頭日となり，また，

体重 20kgから 100kgの範囲で，体重の増加にとも

なう ME摂取量の増加率は，環境温度 WCで0.40，

30
0

Cでは 0.16MJ/kg日と計算できる。このように

環境温度の影響をエネノレギーの量で、具体的に把握

できるので，使用する飼料の ME含量から飼料量で

とらえることもできる。しかし残念ながらこの式の

係数には，何の意味も含まれていない。

飼料摂取量に及ぼす環境温度の影響は， Closeの

説明によれば，イギリスの飼養標準(NRC)において

の減少率は，環境温度 5-30
0

Cで， 1. 65%/oC，上記

の式での値は， 20kgで1.0%， 100kgで 2.5%/"Cで

あるとしている 6)。いずれにせよ環境温度 IOCの変化

に伴う変化率は，鶏では 0.6-2%であったが (XI-2)， 

豚でもほぼ同じ程度のものであり，温度に対する

変化率は常に 1%/OC程度は伴う。したがって，かり
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に環境管理により環境温度を 50C改善できるならば，

純益として飼料代の 5%程度が得られることを示し

ている。

環境温度上昇に伴う飼料摂取量の減少率は，

図 XI-3-1からもわかるように，温域によりかなり

の変動するが 100g/
0

C頭日ほどであると推定できる。

この数値は豚の品種，体重，飼養条件などで違って

くるもので，明確に捉えることは難しいと思われる

が，このような把握が必要で、あることは確かである。

この要求に応える試みも Closeによりなされており，

図XI-3-3に引用した 7，11)。

図には， 日増体量 (DG: daily gain， g/kgO. 75日)

に及ぼす環境温度と飼料摂取水準との関係で描か

れており，特徴は，成長段階や体の大きさを補正で

きる代謝体重 (MBS:metabolic body size， kgO.75) 

当たりで表記されていることにある。図の脚注に

例示したように，得たい数値は豚の体重を MBSに

60 

50 トピノ~
40t / 一 、

苦30

目士軍剛tF 20 

田
10 

。

o 10 20 30 

環境温度 (OC)

図 XI-3-3. 体重 20-105kgの肉豚の日増体量に及ぼす環

境温度と飼料摂取水準の影響 (Close，W. H， (1981)7)) 

引用文献 10)を基に，他の成果を加え作製されており，

日増体量と飼料摂取水準はともに代謝体重 (MBS:

metabolic body size， kgO.75)当たりで表記されている。飼
料摂取水準は 4段階， . :40g(M)， 0 :80g(2M) ， 

.A. : 120g (3M) ，ム:160g(4M)/ kg075日，Mは維持水準，

最良の日増体量を示す環境温度は図から， 4Mで約 15
0
C，

3Mで20
0

C，2Mで25
0

C，Mで300C以上となっている，

体重 20，60， 100kgのMBSは，それぞれ， 9.5， 21. 6， 31. 6 

であり，体重 60kg，環境温度 200C，飼料摂取水準 120g

の飼料摂取量と日増体量は，それぞれ， 2. 6kg (120 x 

21. 6=2592g)とO.89kg(41 X21， 6ニ885，6g)となる

直して乗じて得ることになる。飼料摂取水準

40g/kgO 75 日では表示されている温域内で最良の点

に達していないが，その他の飼料摂取水準で、はいず

れも頂点を持つ山形となっている。現場で生産性

(日増体量と効率)を把握するには，飼料摂取量

(消費量)だけでなく増体そのものも得ていなけれ

ばならない。日増体量は飼料摂取量だけなく，温熱

環境によっても大きく修飾されるからである。

臨界温度，特に低温側の臨界温度 (LCT) は，

温熱環境の影響が熱放散量におよび，熱産生量の

増加となり始める温度と定められている(IV-5)。

表 XI-3-1には，高臨界温度 (UCT) を含め提示さ

れており，このLCT-UCT聞が熱的中性圏(図直一2，

園田-9参照)にあたり，生産適温域とみなされてい

る。図 XI-3-1と図 XI-3-4の日増体量にみられる

山の頂点に当たる温域である。表には LCT以下の

温域で環境温度が低下したときの lOC当たりのエネ

ルギー損失量とこれを補うたに必要になる飼料量

(増給量)が付記されている。

低臨界温度と高臨界温度は，増体に伴いともに

低下し，飼料摂取水準との関係でみても摂取量の

増加に伴い同様に低下している。また提示された

熱的中性圏は，いずれの区分においても 7-WCに

及ぶ広い温域であることに驚かされる。この一部は，

次に検討する豚の特性，寒ければ寄り集まり，暑け

れば離れるという性質が関与している。この例から

も感じとれるように，提示されている環境温度とは

何か，あるいは温度のみとしても平均温度ととらえて

よいのか，その場合環境温度の変動幅をどうみるのか，

湿度や風，その他の温熱要因，例えば床や敷料の

種類や性質の違いをどうみなすのかという問題を

伴ってし、る。

豚の臨界温度に影響する温熱環境要因は多数に

上り， XI-3-5で取り上げるが，ここでは先の群飼

(グループ)効果を検討しておきたい。図 XI-3-4に

熱産生量に及ぼす群飼頭数の影響を調べた結果を

示した 9)。頭数増加に伴う熱産生量(放熱量)の抑制

効果は，低い温域で寄り集まることによる放熱面積

の縮小に伴うもので， 4頭まで効果的に減少する。

しかしこの効果は， 4頭以上の群飼と温かな温域で

は認められない。



飼料(ME)摂取4水準を条件として測定されたNEpを，

蛋白質と脂肪に分けて蓄積量を表示した Closeらの

成果から引用した 10)。

蛋白質と脂肪の蓄積量はともに飼料 (ME)摂取

水準に依存しているが，蛋白質の蓄積は主に摂取量

のみに応じており，環境温度の影響は及び難い。

これに対して熱源となる脂肪の蓄積は，環境温度の

影響を強く受け，蛋白質の蓄積が充たされた残りの

部分になっていることがわかるLここには図 XI-3-1

でみたような低温や高温条件が含まれていないが，

そのような温域では効率や脂肪蓄積の低下だけで

なく，赤肉の蓄積にまで影響が及ぶことになる。

なお CloseとStanierは，同じような条件での試みを

2週齢の早期離乳子豚で行い，その成果の一部は熱放

散量(二熱産生量)とて図 IV-13に引用し，それまで

の成果との違いを指摘したりしたが，蛋白質と脂肪

蓄積の動態は，この肉豚と類似した結果であった l九

豚の肉質は，赤肉と脂肪の割合だけでなく，脂肪

交雑や脂肪の質などできまる。これらは主に品種，

系統，ならびに給与飼料の質が大きく関与すると

されている。温熱環境との関係では，軟脂豚やふけ

豚肉と言われる豚肉が話題となる。

軟脂豚(softfat swine)とは，脂肪組織に不飽和脂

肪酸(リノール酸)の割合が多くなった個体であり，

原因が給与飼料や遺伝的なものでなければ，低温や

高温に長期に曝されて生じる可能性が指摘されて

いる。理由は，菩積脂肪が熱源として利用される場合，

飽和脂肪酸から使われることになるからである。

ふけ肉はPSE豚肉ともいわれ，その発現は出荷時に

問題となる PSS(porcine s紅白ssyndrome，豚ストレス

症候群)といわれる豚の特性と関係しているとされ

ており，注意すべき管理事項となっている。 PSEとは，

肉の色が抜け白っぽく (pale)，軟弱でしまりがなく

(soft) ，浸出液がでやすい (exudative)状態を表現

している。また PSSは，筋肉質で赤肉の多い，環境

変化などのストレスに対する感受性の高い豚で

発症しやすいとみなされている。発症のメカニズ、ム

は明らかでないが，次のように説明できる。通常，

豚はよく食べ，休み，太るといわれるように副交感

神経系支配の優位な家畜である。しかしなれない

出荷一輸送ストレスなどに曝されると，交感神経系

支配の緊張状態が持続し，白血球の急増や副腎皮質

ホルモンの過剰分泌などをともなう。この過剰な
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3 4 

子豚の頭数

図 XI-3-4.子豚の休息時の熱産生量に及ぼす群飼頭
数の影響(秦寛ら(1987)9)) 

離乳後 10-27日，体重 6.3-12.5kgの問の測定， 20
0

Cで
飼育している子豚を 200C (.)と 280C (0)のチャン
ノ〈ーに移して測定した休怠時の値

8 6 2 

XI-3-3-2 蛋白質(赤肉)と指肪の蓄積と肉質

豚の生産性に及ぶ温熱環境の影響は，飼料 (ME)

摂取量や日増体量に表れるが，この関係をエネル

ギー収支で表すと，すでに記したように以下のように

なる。 NEp= ME -HP (NEp:生産の正味エネル

ギー量，l¥在E:摂取代謝エネルギー量，田:熱産生量，

いずれも単位は MJ/頭日)。生産量である NEpは，

温熱環境に影響されやすい MEと HPの大きさに

よって決まることがよくわかる。ここで取り上げる

赤肉と脂肪の蓄積は，生産された NEpの内訳に

当たる。まず図 XI-3-5に，環境温度 10-30
0

C，
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図 XI-3-5. 肉豚の蛋白質と脂肪の蓄積量に及ぼす環境
温度と飼料 (ME)摂取水準の影響 (Closeら(1984)10)) 

試験開始時の体重は 21-38kg，38頭供試，飼料 (ME)
摂取量は0:440(M)， .:880 (2M)，ム・1320(3M)， 

...: 1760 (4M) kJ/kgo.75日(Mは維持量)，中央部の一点破

線が蛋白質，山形の実線は脂肪の蓄積量で，点線部分は

推定

30 
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生体防御反応と屠殺後の冷蔵過程の不具合が重なる

ことで，ふけ肉とされる豚肉を産出する。

XI-3-4 繁殖期と温熱環境

XI-3-4-1 成雄

成雄豚に求められる生産性は，正常な造精機能と

性行動の維持，人工授精に必要な良質の精液採取の

継続などである。岡本正幹によると，豚精子の生存

時聞と運動性保有時間は，わが国では 5-10月に暑さ

の影響を受け，ともに短縮するとする丹羽と瑞穂の

研究で明らかにされているが，この造精機能への影響

は，7}c裕や泥裕で、防止で、きることから，特に問題に

されることはなかった 12)。しかし先にふれたように，

今日では養豚においても人工授精は必要な技術と

なっており，困難とされてきた凍結精液の実用化の道

も聞かれようとしている 13)。人工授精の普及により，

気温の上昇と密接に関係する精子数の減少と運動

性の低下は，深刻な影響になるとみなされている。

しかし島田昌之によると，精子の異常は少なく主な

変化は精疑成分にあると推測されており，技術的に

克服できる可能性があるとされている 13)。

成雄に対する暑さ対策は，以前は水浴や泥浴で

なされていたが，今日では送風だけでなく空調機の

導入もなされており，頭数の多い雌とは違った対応

となっている。節電対策としては風通し，送風，断熱

となり，断熱性の高い天井の設置は極めて効果的と

なる。防寒に対しては，増し飼いで済ます場合が

少なくないが，寒くなる前から野外で飼育する時間を

とり，寒冷に対する適応力を高めることも大切である。

XI-3-4-2.成雌

成雌でも話題となる温熱環境との関係は，これまで

に検討した寒冷で、なく，暑熱の影響が主になり，発情

では無発情や発情回帰の遅れ，妊娠では受胎率の

低下，匹死による産子数の減少などとなっている。

慣習的に行われている種付け回数は，産子数の

増加と関連して 2回ではなく 3回になる傾向にある。

したがって自然交配に固執していた農場でも種付け 2

回からは，人工授精を取り入れるようになっている。

豚では乳牛で問題どされる受精，着床などの発生

初期における暑熱環境との関係での指摘はなく，

着床数の少ない場合流産している可能性は残るが，

夏の交配で産子数が特に減少するという傾向も

明らかにされていなし、。

妊娠末期には母子聞の栄養争奪があり，暑熱期の

影響は，母豚の栄養状態の維持とともに胎児にとっ

ても出生時体重と関係することになる。分娩後の

母豚では，産子数に応じたも必乳により体力の消耗が

激しく，離乳後の無発情など発情回帰に狂いを生じ

させ，しばしば「やせ(削痩)母豚症候群 (thinsow 

syndrome) Jを発症させる。これらの問題は，いずれ

も飼料(ME)摂取量が温熱環境に影響されることと

強く関係している。母豚の泌乳能力を十分に発揮さ

せるには，離乳後から分娩まで約 2kg/頭日の制限給餌

であった母豚に， 6kg以上の配合飼料を摂取させ

なければならなし、からである。したがって母豚の適

温は十分な養分を摂取できる比較的低い温域とな

る。しかしこの母豚の体力の消耗を防ぐ別の対処法

として，早期離乳技術が導入され定着している現実

も知っておかなければならない。

XI-3-5.養豚での温熱環境管理

防署と防寒技術については改めて取り上げるの

で，ここでは豚の行動や生理特性との関連で，寒冷

対策と暑熱対策を取り上げる。

XI-3-5-1.寒冷下での管理

分娩育成豚舎では，出生直後の子豚は寒さの，

泌乳を開始した母豚は，逆に，暑さの影響を受け

やすい。この相反する要求に応えることが環境管理

の工夫となる。

舎内環境の基本的な対策は，断熱，窓の開閉，局所

的な母豚への送風，保育箱と補助熱源の赤外線ランフ。

や電熱マットの利用でなされる。

豚親子の関係は鳴き声とコンタクトでなされ，

特に晴育・授乳行動は 1-1.5時間ごとに短時間で

なされる。したがって親子が常時接して生活する

必要はない。子豚は暖かく明るい場所を好むので，

保育箱，床暖房，赤外線ランプなどの局所暖房が

用いられ，母子分離にも役立つ。圧死を防ぐ母子

分離には，子豚が嫌う風を母豚の周囲に作出する

手段も試みられた。大切なことは子豚に行動の自由

を与え居場所を選択させ，群がりや分散などの行動

観察から，温熱環境の良否を判断することである。

北海道などの寒冷地では豚舎の暖房も必要に

なるが，防寒の基本技術は，断熱，防風，計画換気

となる。養豚では床を中心にした温熱環境の制御が

大切となる。その理由は，豚の毛は剛毛で荒く断熱



山本:家畜の温熱環境生理学(21)

性に欠けるこ.J:，足は短く皮下脂肪が発達している

こと，一日の大半を伏臥や横臥姿勢で床面に接した

生活をすること，また，豚はコンタクト・アニマルと

言われるように群飼されていると寒暖に応じた接触

行動をとり，温熱環境に対する群飼効果(図 IY-16

と図 XI-3-4参照)を発揮することなどである。

群飼効果は，闘争の防止や糞尿の分離を目的とし

たストーノレやケージでの個体別飼育では生かせな

い。図 IV-16に引用した例は繁殖雌豚についてである

が， lOCの環境改善に伴う群飼と単飼の飼料摂取量

は，飼料の ME含量を 12kJ/gとすると，それぞれ

O. 64と1.15g/kgo.75日，150kgの母豚では 27.5と

49.3g/
0
C頭日と，その違いは大きく，群飼による環

境温度の改善が 5-10
0

Cに及ぶことから無視し得な

いことがわかる。

Closeらは，これら温熱環境とみなされる条件を

臨界温度に影響する要因ととらえ，図 XI-3-6や

図 XI-3-7のように提示している 5，7，8，14)。

図 XI-3-6の例では臨界温度に影響する要因として，

ME摂取レベルの違いにより 3
0
C(2M-3M) ，風では

無風(stillair)と隙間風(draught)の違いで 5
0

C，放射

熱では日射の強弱の差で40C，床では乾燥藁とぬれた

コンクリートで 7-9
0

Cなどと，臨界温度に及ぼす

違いで表している。しかしながら実際に知りたい

臨界温度は，これらの要因の組み合わせであり，

とれらを参考にしても得ることは難しいだろう。

前章で検討したように，湿度は湿球温度 (WBT)

で測定した値を体感温度として，乾球温度 (DBT)

とともに表示したように，他の温熱要因もそれぞれ

体感温度としてとらえることが，よりよい方法だと

思える。

図 XI-3-7は， HolmsとCloseが熱産生量を基盤

とした，彼らの伝統的な検討方法にそって飼料摂取

水準，単飼と群飼，風のある無しの各条件(要因)を，

臨界温度の違いとして定め提示したものである九

臨界温度は低い順に，高水準飼料摂取(3XM)区の，

群飼で風なし約 10
0

C，単飼で風なし 14
0

C，単飼で

風 19
0

C，低水準飼料摂取(lXM)区の，群飼で風なし

約 21
0
C，単飼で風なし 23

0
C，単飼で風 25

0
Cとなって

いる。これらは一見わかりやすく，受け入れやすい

ので常識となりがちであるが，鵜呑みにできないこと

は随所で指摘した(IY-5など)。しかし残念ながら

ここで数値を改めるような指摘はできない。
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図 XI-3-6.群飼肥育豚の低臨界温度に及ぼす飼料 (ME)

摂取水準と他の温熱環境要因の影響 (Close1981他)7. 8.14)) 

群飼の頭数は 9，飼料摂取水準は， MEで2M:880， 3M: 

1320kJ/kgO.75日，風速は，無し(Stillair): O. 1m/秒，有り

(Draught): 0.8m/秒，放射熱は， Highでは夏， Lowでは

冬を想定，床については，乾燥した藁(Drystraw)と，ぬ

れたコンクリート (Wetconcrete)を想定
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図 XI-3ー7. 肥育豚(体重 60kg)の低臨界温度に及ぼす飼料

(ME)摂取水準，飼育方式，風速の影響(Homesand Close 

(1977) 5)) 

ム.群飼，無風， 0:単飼，無風，・:単飼，風速0.6m/秒，

1XM:維持量の飼料(ME)摂取， 3XM 維持量の 3倍の

飼料筏取， Mは440kJ/kgO75日(105kcalkJ/kgO.75日)，説明は

本文

XI-3-5-2. 暑熱下での管理

豚は表 XI-3-1の低一高の臨界温度にみられる

ように，決して暑さに弱し、家畜でない。むしろ暖かく

少し暑く感じられる程度が生産適温域であると

いえる。豚の体温，体温調節などについてはすでに

詳しくふれ，豚が暑さに弱いとする印象は，精液の

異常が春先の暑い日に始まることからもうかが

われるが，蒸散による放熱機能が乏しいので，水浴

や泥浴などの行動が制約される場合，突然，高体温

となり熱死を招くことになるからである(図 VII-14

参照)。これを避けるには，豚に自由な行動をゆるす
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ことが最良で、あるが，かなわない場合は，送風と組

み合わせた，噴霧，散水，点滴などの水の利用が有

効になる。

豚が暑さを感じ，糞尿を体に塗り付ける行動は，

自然界では泥裕であり，水だけよりも効果が持続

することになる。また送風方法も豚の横臥姿勢など

の行動に合った工夫が必要で、あり，施工業者任せ

では期待する効果が得られないこともある。
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