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肥育豚のストレス低減管理技術の検討（第l報）

飼養密度がne育豚の発育および肉質に与える影響一

｛左藤智之・石川敬之・笹木教降

約 既育豚のストレスを低減し、発育および肉質向上を国るため、 i唾液をストレスマーカーと

し、 l壁i夜採材方法の検討および飼養筏疫の影響調査を行った。考案したi唾液採材方法i士、従来法に

比べ短時間で、確実に唾液を採材することができ、群飼綜においても個体ごとの採材が可能であっ

た。試験豚において飼養密度2rrf／頭の低密度症と 1nfl頭の高密度区で、IgA濃度、生育およびゃ肉質

を比較したところ、唾液中IgA濃度は、高密E室長Eは低密疫区に比べ高い傾向にあった。発育成綜で

は、低密度区は高密度区に比べ試験期間DGでやや大きい植を示し、生涯DGおよび出荷体重が大きか

った（P<O.0のものの、その他の成績で差はみられなかった。 i有色については、脂肪企の a叶疫（赤急）

で高密度区が高く、胸最長鮪の肉質検査で、は低密度IKの7j(分が高かった（Pく0.05）。

キーワード： 肥育！！家ストレス 唾液中IgA濃度

緒

福井県ブランド畜産物のふくいポークは銅

料米が給与されることで、ロース内の脂肪が増

加し、食味の良い肉として販売されているもの

の、一方で、しまりの悪いもの、肉色の濃いもの

も散見される。その原因としては、餌養密度な

どの飼養管理要因や気温、湿度などの環境要因

といった様々な豚へのストレスが作用してい

ると考えられる（日本飼養標準掠， 2013）。

近年、唾液中のIgA（免疫グロプリンA）濃度

がストレスマーカーとして｛吏用できるとの報

されている（宗部ら， 2010）。そこで、豚か

らの効率的な唾液採取方法を検討するととも

に、餌養密度および気温などの環境要閣が肥育

豚の発育や肉質に与える影響について調査を

行った。

一20-

材料および方法

試験 1

唾液採材において、従来法と福井畜試法を比

較した。

( 1 ）供試豚

LW交雑撞去勢6頭

( 2）試験方法

①従来法：脱脂綿を糸で吊るし、豚に約30秒、

担鳴させる（宗田ら， 2010) （図 1）。

②福井畜試法： 100×l×0.5cm程度の竹（捧）

に切れ込みを入れて脱脂綿を結束バンドで

自定し、採材予定豚の口に横から入れて約30

秒阻鴎させる（図 2)

( 3 ）調査項思

採材時間、向時多頭採材の可否、群鮪での対

応可否、採材の確実性について調査を行った。
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図2 福井畜試法による唾液採材

試験2

飼養密度が肥育豚の肉質などに与える影響

について調査を行った。

( 1 ）飼養密度の設定

県内養豚農家の肥育後期飼養密度を調査し

たところ表 1に示す状況であった。これらを基

準に試験区を設定した。

表1 県内養豚農家の飼養密度
農家名 肥育後期飼養密度（rrf/頭）

A 0.66 

B 

c 
l～0.8 
0.8 

D 0.8 

( 2 ）供試豚： LW交雑種去勢

( 3 ）試験区の構成は表2のとおりとした

表2試験区および区の構成

試験区 頭数 飼養密度 飼養期間

低密度区 3 2rrf/頭 109～183日齢

高密度区 6 lrrf/頭 11 1～178日齢

6 rrfの豚房を使用

試験期間 ・平成25年5/27～8/20

JA全農ミートフーズ（株）豚肥育プログラムによる飼

料給与体系で飼養

－よ
円ノト】

邑週
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図3 低密度区の飼養状況（178日齢）

図3 高密度区の飼養状況（178日齢）

3）調査項目

唾液中のIgA濃度（ 1回／W：午前10時に採取）、

気温、発育調査、枝肉成績、胸最長筋の肉質検

査、肉色。

唾液中IgA濃度は宗田らの方法（宗田ら，

2010）に準じて測定した。枝肉成績（枝肉重量、

背脂肪厚）は格付け結果を用いた。胸最長筋面

積および皮下脂肪厚は第4胸椎切開面を測定し

た。肉色は色差計（NF-333，日本竜色株式会社，

東京）により測定した。肉質分析は、第4～10胸

椎部分のロースを採材し供した。

結果

1.試験 1

今回考案した唾液採材方法（福井畜試法）と

従来法について比較したところ、 l頭当たりの

採材時間は、従来法；3～5分、福井畜試法；30秒

～l分と大幅に短縮された。また、群飼豚から

の採材や同時多頭採材が可能で、採材の確実性

も高かった（表 3）。



採材II寺間（1頭当たり） 3～5分 30秒～1分

｛思｛本百lj採取 可能（単独飼養） 可能

伺II寺多数採材 不可 可能

若手飼での対応 不可 nJ主IB

低～主主 高い

2.試験 2

( 1 ）唾液中IgA濃度の推移

試験期間中の時液中lgA濃度は、高密度[Kが

低密度区に比べ高い傾向にあった。気；患の推移

とlgA濃度を比較したところ、低密度区が

度区に比べより影響を受ける領向にあった（図

5) 

I"" IgA（μ 仰11)
cc 

閣5 唾液中lgA濃度および気；昆の推移

( 2）発育成績および飼料要求率

発育成績では、生涯DGおよび出荷体重で

低密度区が高密度医より大きかった（Pく0.05）。

肥育期の鯨養要求率では、脊意差は見られ

なかったものの低密度区は低い値を示した

（表4）。

(kg/ Iヨ） 0.75 こと 0.18 0.63土 0.09 

生涯DG(kg/ Iヨ） 0.65土 0.06 a 0.55土 0.04 b 

出？皆目齢(S) 183.0 ± 1.73 178.0 ± 0.00 
出高体重（kg) 121.3 ごと 10.97 a 99.3土 6. 7 4 b 

銅料要求率（肥育期） 2.68土 0.32 3.23土 0.55 
異符号（a,b）間；こ存；意差あワ（P<0.05) 

( 3）枝肉成績

枝肉成績では、校内重量で低窮度広が高密

度匿よりも大きかったが（Pく0.05）、その他の

項目で差は見られなかった（表 5）。

校内重最（kg) 78.0 6.43 a 66.6土 6.66 b 

背脂肪j享（cm) 1.8土 0.25 1.5土 0.39 
歩留（当） 64.3土 0.01 67 .3 0.07 

第4R旬tft切潟立証
胸最長筋面積（cnD 38.83土 4. 75 38.85土

( 4）肉色および肉質検査成績

肉色では、脂肪色のど値（赤色～緑色）で高

密度区が高かった（Pく0.05) （表 6）。絢最長

筋の肉質の水分で、低密度区は多かった

(Pく0.05）。 ドリップロス、加熱損失では低密

度区が低い傾向を示したものの差はみられな

かった（表 7)。

表＇6 I勾色および脂肪色
依密度[K 高密度区

併せ L* 47. 75土 2.86 L15.29土 4.52

1.49土 0.63 2.28士 1.73 

色 ＊ 2.55 ごと 0.54 3. 77土 1.99

!Ji'] L* 67.45土 2.95 65. 77土 2.86

11方 持C 0.15土 2.25 a 3.27土 1.40b a 

色
手ド 1.36土 1.03 3.02土 1.97

異符号（a,b）存立に千子；玄釜あり (P<0.05) 

1.07 b 

2.85 ± 1.16 3.66 ± 2.77 
30.53 ± 1.32 31.57 ± 2.78 
4.78 ± 0.39 4.48 ± 0.65 

(P< 0.05) 

ストレスとは、 「生存にかかわる環境中の刺

激に対処するための生体の状態j を意味し、

産分野では f動物が環境や管理上の不良条件に

対処するために生理・生態面で異常または接端

な調整を行う状態」と定義されており（植竹、

2005）、家斎にとって環境・管理の悪化が大き

なストレッサーとなりうることから本試験で

は、気温などの環境条件や偶養密度といったス

トレッサーと発育、肉質との関係について調査

つんつω



を行った。

試験 1の福井寵試法による採材では、竹の先

に脱脂綿が国定されているため、確実に口の中

に入れることができ、従来法に比べ短時間で確

に唾液を採材することができた。また、群館

豚においても個体ごとの採材が可能であった。

i藍j夜中IgA濃度の平均値は、今回の試験在荷

で有意差はみられなかった。藤部らは、 106日

齢の肥育豚を飼養密度0.37nf／頭i玄と0.87ni尽員

区で14日飯養し、 i唾i夜中IgA濃度を測定したと

干ろ荒は無く、負荷したストレスは豚が苦痛を

感じる濃度ではない、または飼養密度などの慢

性的なストレスに反応しない可能性があると

している（藤田ら， 2012）。保科らは、鈎養密

度0.94n:f／頭i玄と0.75nf／頭症で、体重lOOkgU寺に虫

中コルチゾール値を比較したところ0.75nf／頭

区が低いと報告している（藤田ら， 2004）。今

、高密度区が低密度区によヒベ有意差はなかっ

たものの高い傾向にあった。試験2では調査期

間が70日と長期であり、暑熱期であることから

飼養密度が唾液中IgA濃疫に影響を与えたこと

が予想される。特に低密度広では、期間全披で

気瓶の変動に影響を受けたと考えられる。調査

期間後半、高宿度区で、lgA濃度の動きが小さか

ったのは、飼養密度が’慢性的なストレスになっ

ためと考えられる。ただしIgA濃度は個体に

よるぱらつきが非常に大きく、測定艇も大きく

変動するため、今後もfY-u数を重ね精度をj二げて

いく必要がある。

発育成績は、生涯DGで低密度区は高密度区

より大きく、試験期間DGで差はみられなかっ

たものの低密度区が大きい傾向にあり、枝肉重

も同様に低密度B:が大きかった。

また、水分含量は低密度医が高密度区に比べ高

く、差はみられなかったもののせん断力は高密

度区が低く、加熱損失は高密度区が多い傾向に

あった。

大石らは、鋳養密度l.09rrf／頭区と0.56nf／頭芭

で3ヶ丹間肥育して比較したところDGは1.09

nil頭！支が大きく、飼養密度が高くなると発育に

悪影響が出る可能性があり、運動を制摂すると、

骨格筋への血流減少や刺激低減により筋繊維

のサテライト細抱が増殖しないことから筋繊

維が肥大せず、筋築中に脂肪が沈着し蛋自質割

合が減少する。以上の機序によりせん断力が低

q
u
 

q
ム

下し、加熱損失や水分については、高密度区は

ストレスにより1奇怪主酸素が増加し、ビタミンE

の抗酸化物質が失われ保水性が低下すると

報告しており、今回の試験でも発育および肉質

成績において同様の結果で、あった。

肥育｝誌のストレスが多くなると、色が淡く筋

肉が軟質でドリップロスが多し＼PSE豚肉となる

場合がある（司本飼養1標準隊， 2013）。今回

の試験では肉色で雨試験区に差はみられず、脂

紡色の a吋註（赤色～総急）で高密度B:が大きか

ったものの、絡付に影響する程で、はなかった。

以上の結果から、今回の試験で設定した飼養密

度では、肉色や格付けに影響は出なかったと

えられる。

文献

独立法人農業・食品産業技術研究機構編

日本飼養標準豚 2013年販

MUNETA Y, TADAO Y, YUM, TOMOYUKI S,RYUICHIRO 

M, YOSITAKA 0. Salivary lgA as a Useful 

non-invasive marker for Restraint stress 

in pigs. 

]. vet. med. Sci. 72 (10) . 1295-1300. 2010 

田慶一部・高橋孝志・野IJ宗彦・菊佳男・

田吉広． f密餌しリがjほの生産性と免疫機能

に与える影響およびストレスマーカーの

変動．栃木県中央家畜保健衛生所平成24

原稿.46-51. 2012 

大石仁・坂代江・宮部工．豚の銅養環

境が生産性に及ぼす影響．茨城県畜産セン

タ一新究報告（39)6772.2006 09 

植竹勝次.4二のストレスとは．臨床獣医” Vol.

23 (N03). 10-23 

豊浦雅次．豚のストレス．綜病会報.NO. 27. 1995 

保科和夫・月間光彦・店沢秀行・近藤君夫・神

田 章．豚の飼養密度とストレスおよび豚

肉の食味成分の関連語査．長野県安心安全

こだわりの畜産サポート

23-31. 2004 

山根逸郎・池口厚男・谷口直樹・宗田吉広・間

保健浩．死亡事故が多発する養豚農家にお

けるストレス指標および経清的損失調査．

獣医疫学雑誌は(1)23-24. 2010 



野口宗彦・赤間京子・菅沼京子.m＇.：育豚のスト
レス低減技術の開発昏栃木県離農研究セン

ター芳賀分譲養豚研究室平成24年

度概要書.72-73. 2013 

辻本賢二郎・石川敬之・佐藤真理子－松谷隆

広．生時から出荷まで全期間を通した豚へ

の玄米給与が発育や肉質に及ぼす影響．福

井畜試研報第26号： 12-17.2013 

Examination of the stress reduction management technique of the fatting pig 

幽 Breedingdensity growth of the fatting pig and influence to give琵eshysubstance.幽

(The first report) 

Tomoyuki SATO, Takayuki ISHIKAWA, and Kiyotaka SASAKI 

The aim of this study was to impr 

in saliva. At五1・stwe improved the method for collection of saliva in fatting pigs and as a result the time of 

collection of new method were shorter than the conventional method, and the collections of saliva were 

possible for the new method, in many fatting pigs surely. The IgA concentration of fatting pigs in the low 

density area (2 m2/a pig) tended to be low from those of fatting pigs in the high density area (lm2/a pig). The 

life DG and the shipment weight of pigs in high density group were bigger than those in low density group. The 

fat-color・eda* level (red) and the water of the ward of the sir‘loin meat in high density group were higher than 

that in other group. 

Keyword IgA density out of saliva, Fatting pigラ Stress
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