
ミルキーウィーンフィーダー
ボールフィーダーから学ぶ

～新機材の開発経緯と豚の生理～
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養豚業態の大きな変化

• 多産系・泌乳力の高い母豚の出現

• 人工乳と腸内環境（下痢発生機序）の研究

• 規模拡大（生産コストダウン＝仕事の増加）

• 飼料、生産コストの軽減

• 生産物（肥育素豚、出荷販売豚）の内容
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管理の仕事の理想と現実

• 規模拡大はコストダウンが大きな目的だが、それだけ
に管理者個人への負担が高まる

• 作業環境へのインフラ投資が改善に必要

– 少人数で欧米並みの省力化を達成したい（究極の目標）

– 経験が少なくても、体力がなくても実施可能な仕事

– 楽しい仕事や誇れる仕事がしたい

– 管理の方法や成績の向上をみんなと共有する
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5

どうやって生産者の期待に応えるのか？
大きく沢山の離乳子豚。遊ぶことなく効率よく妊娠→分娩

欧米の多産系母豚にも同様なプレッシャーがあります！
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当然ながらの産子数の急増
すでに止められない領域に達する
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里子を受けた豚

里子を受けても、出されても生産性は落ちる
里子システムの限界？

ＥＵでは分娩バッチで離乳子豚を、という概念で
複雑な里子管理を頻用してきた
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・母豚、子豚、管理者の限界
・子豚のためが実はデメリットに
・母豚の調子も崩れる
（子豚の不揃い→肥育成績に影響）
（母豚ナースとのセットで、感染のリスク）
（母豚の削痩・体調不良→不受胎など）
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里子（ナース）の欠点・デメリット
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特殊フィーダーの歴史的背景

1. トランジションフィーダー（１９９８年ごろ開発）
– 離乳後14日間のリキッドで使用する（豚にストレス少ない）
– 1時間ごとに設定時間だけ給餌する画期的な仕組み

2. ミルキーウィーンフィーダー（温水使用）
– 5日令以上から使用可能の早期離乳リキッドフィーダーへ転換
– 離乳以降も（1と同様に）使用可能
– 大きくなりすぎると壊される（～15ｋｇ）リスクあり
– 基本機能はトランジションを継承

3. スプリントフィーダー(ＥＵ：離乳舎のリキッドも依然人気）
– 離乳舎導入以降で強度・耐久性あり（～３５ｋｇ）
– ミルキーウィーンフィーダーの特徴を継承
– 不断給餌（豚が自分でリキッドフィードに）
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トランジション

ミルキーウィーン

事故率多少下がるが、それ以上に産子数が増える
ので、持ちこたえられない
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ミルキー導入の経緯

• 2010年インターネットで発見
• 直接メーカー（ＵＫ）への打診、情報交換開始
• 2011年5月2台購入
• 2011年6月セーフポーク学会の際にEU農場見学
• 2012年春から農場トライアル開始～
• 2012年早くも外部販売開始～徐々にｸﾞﾙｰﾌﾟ内で
• 2012年末に英国メーカー本社訪問
• 2013年、グループセミナーで活用を報告
• 2013年グループに好評なため、一般販売開始
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ベルギーの農場で利用されていた
ミルキーウィーンフィーダー
（トランジションフィーダー） 2011
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１ペン80頭収容の特殊ナーサリー

相当過密に使用されているが、同
時にドライフィーダーや給水も
設置されていた
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母豚に残した子豚、ちょうど17日令ころ

同じ日令のミルキーに逃がした豚
（8日～28日までの3週間収容が通常）

子豚の成長活力に遜色ないが、
ミルキーの豚の方が
その後の発育がスムーズ

餌の切り替えがまったく問題ない
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離乳舎でも同じタイプのリキッドフィーダーが使用されていて
その発育ぶりに驚いた
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自動化リキッドフィーダー使用スキーム（メーカー提案例）

日令 ５日 １０日 １５日 ２０日 ２５日 30日 40日 50日

トランジションフィーダー

ミルキーウィーンフィーダー（機能は同じ＋お湯が出る）

４～７日令
離乳日令

スプリントフィーダー（堅牢・全般～35ｋｇ.安価）

98年

05年

12年
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日本で始めて設置した農場の育成小屋（倉庫の改造）
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古い分娩舎を改造して
ナース小屋にして利用
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ミルキーウィーンフィーダー導入成功の要因

• 情報の収集（あふれる情報の絞込み）
• 養豚業界の直面する課題をよく知ること

– 多産系の台頭とその弊害の認識（未熟の増加、離乳子豚のば
らつき、下痢・事故率上昇）

– 生産性向上がコストダウン
– 省力化の決定打は？

• 私たちが生産者であり、かつ熱心なグループ生産者がい
た

• 日本の特殊養豚事情（世界で 大の高コスト体質〔飼料、
人件費、豚価〕）と国内優先のフレッシュ流通

• メーカーの惜しみない全面協力
• 豚の生理に基づく特徴的な機能搭載（さすがにイギリス）
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ボールフィーダー
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ＢＦ導入経緯
• 2010年以前 アメリカで不断給餌情報入手（多産系では通常管理

では特に栄養が間に合わない事情に遭遇）

• 2012年スペイン研修で訪問時、ある企業で見つけて導入

• ネットでも各種情報収集するが、評判はよくなく人気もまったくな
かった（機能性に欠ける＋日本は高温多湿で必ず遊んで散らかし
てしまうという、豚に対する先入観）

• 2013年グループ農場の意欲で試験開始→使い方を模索し、実績で
手ごたえつかむ

• 2013～14年、グループ内の連鎖反応で導入が進み、評価を高まる
（PED発症で限定管理＝省力化効果も発揮）

• 2015年 農場成果をグループセミナーで紹介

• 2015から雑誌広告展開、大手工務店などを介して外部販売着手～
コンテナー輸入開始

• 2016、母豚の 大限の力を引き出すために、より有効なことがわ
かった
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生産性向上への期待

• 生産性実績データの裏付け

–飼料使用量（あまり変化ない）

–離乳子豚の体重増加（乳量増加）

–離乳時に痩せる事が少ない

–離乳後初回種付けまでの日数

– ＮＰＤ（非生産日数：授乳せず、不受胎でいる期間）

–その他の付随的効果
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ある設置農場の飼料使用量（繁殖豚）

「授乳」使用量（t） 「種豚」使用量（t）

ボールﾌｨｰﾀﾞｰのあるなしで
飼料(種豚と授乳）の
使用量はほぼ同じだった

特に授乳用がほぼ同じなの
は、いかに無駄が多いかを
示している

当初はあまりにも多く食べるので飼料の使いすぎが懸念された
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ﾎﾞｰﾙﾌｨｰﾀﾞｰの数々のメリット

• 労務管理
– 分娩直後の母豚の給餌管理は頃合が難しい
– 時間をかければ沢山食べる豚にはメリット
– 母豚がやさしく、おとなしく人に慣れる
– 餌の無駄が極端になくなる/食べない豚だけ検温して治療する
– 余った時間を別の仕事に生かせる（介護助産、子豚の世話）

・ 生産経営
– 母豚がやせない！ やり方によっては分娩舎で太る
– たくさん食べる＝乳量増加＝離乳体重の増加
– 授乳飼料は増えるが、種付け飼料が減少する
– 痩せてないので発情再起が揃う（発情が強く、しかも長く来る）
– ＮＰＤが減少する（分娩率が向上、生産性の向上）
– 母豚群全体の管理効率が向上する（農場ごとに差は大きい）
– 従来までの母豚管理マニュアルの見直しができる（果敢にチャレンジ）
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豚の生理にかなった各種生産のポイント

• 産子数が多くなるほど子豚が小さくバラツクが、
まずは初乳をしっかり飲ませることが重要

• 里子は安易に逃げる方法であり、結果的に子豚
に問題が出る

• 母豚にとって 大の難所である分娩舎での過ご
し方（食欲・睡眠・授乳の3つを満たすこと）

• 子豚はグループ管理が基本（腹単位、ナース群
単位、離乳以降もペン単位＞群編成
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仮に使える資材でも
使い方を誤ると

その価値を見失う
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