
【豚肉関係】
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資料：農林水産省「畜産物流通統計」 財務省「貿易統計」 （独）農畜産業振興機構「食肉の保管状況調査」
注：推定出回り量＝生産量+輸入量+前年度在庫量－当年度在庫量－輸出量 資料 ： 財務省 「貿易統計」

豚肉の需給動向

計

916千トン

国別輸入量（部分肉ベース）平成30年度
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豚肉需給（部分肉ベース）の推移 豚肉の自給率の推移

資料 ： 農林水産省「食料需給表」 注：30年度は概算値。

(千トン)

・ 豚肉の消費量（推定出回り量）は、ＢＳＥの発生や高病原性鳥インフルエンザの発生に伴う牛肉・鶏肉からの代替需要により平成
16年度まで増加。
平成18年度には、この代替需要が落ち着き、その後は160万トン台後半を中心に概ね横ばいで推移していたが、最近は豚肉需要の
一層の高まりを背景に輸入量が増加したこと等から、平成29年度は180万トンを超え過去最高水準となった。

・ 国内生産量は90万トン前後で推移。
・ 豚肉の自給率（重量ベース）は、近年50％前後で推移。

(千トン)

平成

計

自給率（カロリーベース）

自給率（重量ベース）

年度



出典：USDA  “Livestock and Poultry: World Markets and Trade” “Long-term Projections 2019.3”（部分肉ベースに換算）
財務省「貿易統計」

※ 本資料中の「アジア」は、2007年は日本、香港、韓国、フィリピンの計。2017年は、日本、中国、韓国、香港、フィリピンの計。
2027年は、日本、中国、香港、韓国の計。（ＵＳＤＡ資料中の主要輸入国として明示されているアジアの国・地域を合算）
「中国」は、ＵＳＤＡ資料中の中国、香港の計。
「世界」は、ＵＳＤＡ資料中の主要豚肉輸入国の輸入量の合計。
「日本」は、貿易統計の数値（年度ベース）。なお、「日本」の2027年見通しは、2017年の輸入実績を据え置いたもの。

世界とアジア地域の豚肉の輸入状況
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・ 2007年の世界の豚肉輸入量は355万トン、うちアジア地域が120万トン、日本が76万トン。
・ この10年間で、中国の豚肉輸入量は16倍、アジアは2.5倍に急増し、2017年では我が国と中国で世界の輸入の４割を占
める状況。

・ 2027年の世界の豚肉輸入量は697万トン（2017年と比べて＋28％）、うち中国が183万トンとの見通し。
・ このように、世界的に豚肉需要が急激に伸び、関係者からは、いつまでも我が国が思うままに豚肉を輸入出来る環境に
なく、買い負けがおきるという声。このため、国内生産をしっかりと振興することが重要。

（輸入量）

2007年

2017年

2027年
見通し

76万ﾄﾝ
（日本）

120万ﾄﾝ
（アジア）

146万ﾄﾝ
（中国）

183万ﾄﾝ
（中国）

93万ﾄﾝ
（日本）

＋150％
＋54％

＋28％

300万ﾄﾝ
（アジア）

546万ﾄﾝ
（世界）

361万ﾄﾝ
（アジア）

＋1,454％

（0％）
697万ﾄﾝ
（世界）

93万ﾄﾝ
（日本）

355万ﾄﾝ
（世界）

＋23％

9万ﾄﾝ
（中国）

＋25％ 20％



※ 東京及び大阪の中央卸売市場における「極上・上」規格の加重平均値

・ 豚枝肉卸売価格は、例年と畜頭数が増える秋に低下し、その後、年末の需要期に向けて上昇する傾向。
・ 消費量が増加傾向で推移する中、PEDの発生による出荷頭数の減少等により、近年は年度平均で500円/kgを上回る水準で推移。
・ 令和元年度当初は、昨年夏の猛暑の影響による出荷頭数の減少等から高水準で推移していたが、７月に入り、冷涼な気候による出

荷頭数の増加・需要の減退により価格が一時的に低下。その後は梅雨明け後の気温上昇により価格が回復し、安定に推移。

豚枝肉卸売価格の推移
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資料：農林水産省統計部「畜産物市況速報」
注1：東京大阪食肉市場の生体搬入物の頭数加重平均価格（上規格以上）である。
注2：土・日曜日､祝日の価格を除く。

年度平均価格
H27年度：540円/kg
H28年度：528円/kg
H29年度：564円/kg
H30年度：517円/kg

（円／ｋｇ）

月別平均価格
最高値

H29年 7月：662円
最低値

H30年 3月：434円



区　分　／　年 21 23 24 25 26 28 29 30 31

　飼養戸数（千戸） 6.9 6.0 5.8 5.6 5.3 4.8 4.7 4.5 4.3

　（対前年増減率）（％） (▲4.7) (▲12.8) (▲2.8) (▲4.6) (▲5.4) (▲8.3) (▲3.3) (▲4.3） (▲3.4）

うち肥育豚2千頭以上層（千戸） 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

戸数シェア（％） (16.7) (18.4) (19.1) (20.6) (21.5) (21.8) (23.2) (25.2) (26.1)

　飼養頭数（千頭） 9,899 9,768 9,735 9,685 9,537 9,313 9,346 9,189 9,156

　（対前年増減率）（％） (1.6) (▲1.3) (▲0.3) (▲0.5) (▲1.5) (▲2.3) (0.4) (▲1.7） (▲0.4）

うち子取用雌豚（千頭） 937 902 900 900 885 845 839 824 853

　（対前年増減率）（％） (2.9) (▲3.7) (▲0.2) (0.0) (▲1.6) (▲4.5) (▲0.6) (▲1.9） (3.6)
うち肥育豚2千頭以上層（千頭） 6,219 6,492 6,394 6,583 6,528 6,309 6,479 6,606 6,664

頭数シェア（％） (65.4) (68.6) (68.0) (70.3) (70.7) (70.0) (71.9) (74.5) (75.6)

　一戸当たり平均

　飼養頭数（頭） 1,436.7 1,625.3 1,667.0 1,738.8 1,809.7 1,928.2 2,001.3 2,055.7 2,119.4

　一戸当たり平均

　子取用雌豚頭数（頭） 158.0 176.5 183.7 194.7 206.4 214.4 220.9 226.3 246.6

資料：農林水産省「畜産統計」（各年2月1日現在）
注：H22年及びH27年は世界農林業センサスの調査年であるため比較できるデータがない。

また、H23年及びH28年の（ ）内の数値は、それぞれH21年及びH26年との比較である。
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豚飼養戸数・頭数の推移

・ 飼養戸数は、小規模層を中心に減少傾向。
・ 飼養頭数は、平成23年以降減少傾向で推移。
・ 一戸当たり飼養頭数及び子取用雌豚頭数は着実に増加しており、大規模化が進展。

（平成）


豚戸数・頭数

		

						区　分　／　年		14		15		18		19		21		23		22		24		25		26		28		29		30		31						区　分　／　年		2		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		18		19		20		21

				　飼養戸数（千戸）				10.0		9.4		7.8		7.6		6.9		6.0		-		5.8		5.6		5.3		4.8		4.7		4.5		4.3				　飼養戸数（千戸）				43,400		18,800		16,000		14,400		13,400		12,500		11,700		10,800		10,000		10,001		8,880		7,800		7,550		7,230		6,890

						　（対前年増減率）（％）		（▲7.4）		（▲5.7）		（▲12.2）		(▲3.2)		(▲4.7)		(▲12.8)		(-)		(▲2.8)		(▲4.6)		(▲5.4)		(▲8.3)		(▲3.3)		(▲4.3）		(▲3.4）				　（対前年増減率）				（▲13.5）		（▲14.9）		▲ 14.9		▲ 10.0		▲ 6.9		▲ 6.7		▲ 6.4		▲ 7.7		▲ 7.4		0.0		（▲5.8）		▲ 12.2		▲ 3.2		▲ 4.2		▲ 4.7

						うち肥育豚千頭以上層（千戸） センコ		2.1		2.1		2.0		2.0		2.1		2.0		-		2.0		1.9		1.9		1.9		1.9										うち肥育豚千頭以上層		－		－		2.0		2.0		2.0		2.1		－		2.1		2.1		3.1		2.0		2,034		2,000		2,092		2,050

						戸数シェア（％）		(25.4)		(26.4)		(30.7)		(31.0)		(34.2)		(37.0)		(-)		(38.7)		(38.4)		(40.7)		(40.7)		(40.7)										（戸数シェア）		(－)		(－)		（16.6）		（18.7）		（19.7）		（21.3）		(－)		(24.0)		(21.3)		(21.4)		(27.2)		(30.7)		(31.0)		(33.7)		(34.2)

						うち肥育豚2千頭以上層（千戸） センコ		0.84		0.887		0.9		0.9		1.0		1.0				1.0		1.0		1.0		1.0		1.0		1.0		1.0						うち肥育豚千頭以上層		－		－		2.0		2.0		2.0		2.1		－		2.1		2.1		3.1		2.0		2,034		2,000		2,092		2,050

						戸数シェア（％）		(10.3)		(11.4)		(13.7)		(14.3)		(16.7)		(18.4)		(-)		(19.1)		(20.6)		(21.5)		(21.8)		(23.2)		(25.2)		(26.1)						（戸数シェア）		(－)		(－)		（16.6）		（18.7）		（19.7）		（21.3）		(－)		(24.0)		(21.3)		(21.4)		(27.2)		0.0		0.0		0.0		0.0

				　飼養頭数（千頭）				9,612		9,725		9,620		9,759		9,899		9,768		-		9,735		9,685		9,537		9,313		9,346		9,189		9,156		右左表で確認 ミギヒダリヒョウカクニン		　飼養頭数（千頭）				11,817,000		10,250,000		9,900,000		9,823,000		9,904,000		9,879,000		9,806,000		9,788,000		9,612,000		9,612,001		9,724,000		9,620,000		9,759,000		9,745,000		9,899,000

						　（対前年増減率）（％）		（▲1.8）		( 1.2)		(▲1.1)		(1.4)		(1.6)		(▲1.3)		(-)		(▲0.3)		(▲0.5)		(▲1.5)		(▲2.3)		(0.4)		(▲1.7）		(▲0.4）				　（対前年増減率）				（▲0.4）		（▲3.5）		▲ 3.4		▲ 0.8		0.8		▲ 0.3		▲ 0.7		▲ 0.2		▲ 1.8		0.0		( 0.0)		▲ 1.1		1.4		▲ 0.1		1.6

						うち子取用雌豚（千頭） センコ		916		929		907		915		937		902		-		900		900		885		845		839		824		853						うち子取用雌豚		1,182		970		941		934		939		931		929		922		916		917		918,000		907,100		915,000		910,100		936,700

						　（対前年増減率）（％）		(▲0.6)		( 1.4)		(▲1.1)		(0.9)		(2.9)		(▲3.7)		(-)		(▲0.2)		(0.0)		(▲1.6)		(▲4.5)		(▲0.6)		(▲1.9）		(3.6)						（対前年増減率）		（▲2.6）		（▲3.8）		（▲2.9）		（▲0.8）		（0.6）		（▲0.9）		（▲0.2）		（▲0.8）		（▲0.7）		（▲0.8）		(▲1.3)		▲ 1.2		0.9		▲ 0.5		2.9

						うち肥育豚千頭以上層（千頭） センコ		6,615		6,812		7,232		7,379		7,833		8,022		-		7,974		8,007		7,980		7,980		7,980										うち肥育豚千頭以上層		－		－		6,013		6,134		6,304		6,450		－		6,640		6,615		6,616		6,874		7,232,000		7,379,000		7,500,000		7,833,000

						頭数シェア（％） トウ		(72.1)		( 73.8)		( 79.0)		( 79.7)		( 82.3)		( 84.8)		(-)		( 84.9)		(85.5)		(86.4)		(86.4)		(86.4)										（頭数シェア）		(－)		(－)		（64.4）		（66.4）		（67.2）		（68.8）		(－)		(68.2)		(69.3)		(69.4)		( 74.7)		(79.0)		(79.7)		(80.8)		(82.3)

						うち肥育豚2千頭以上層（千頭） センコ		4,730		5,054		5,512		5,711		6,219		6,492				6,394		6,583		6,528		6,309		6,479		6,606		6,664						うち肥育豚千頭以上層		－		－		6,013		6,134		6,304		6,450		－		6,640		6,615		6,616		6,874		7,232,000		7,379,000		7,500,000		7,833,000

						頭数シェア（％） トウ		(51.6)		(54.8)		(60.2)		(61.7)		(65.4)		(68.6)		(0.0)		(68.0)		(70.3)		(70.7)		(70.0)		(71.9)		(74.5)		(75.6)						（頭数シェア）		(－)		(－)		（64.4）		（66.4）		（67.2）		（68.8）		(－)		(68.2)		(69.3)		(69.4)		( 74.7)		(106666.7)		(112484.8)		(120000.0)		(132091.1)

				　一戸当たり平均																																		　一戸当たり平均

				　飼養頭数（頭）				961.2		1,031.3		1,233.3		1,292.6		1,436.7		1,625.3		-		1,667.0		1,738.8		1,809.7		1,928.2		2,001.3		2,055.7		2,119.4				　飼養頭数（頭）				272.3		545.2		618.8		682.2		739.1		790.3		838.1		906.3		961.2		962.2		1,095.0		1,233.3		1,292.6		1,347.9		1,436.7

				　一戸当たり平均																																		　一戸当たり平均

				　子取用雌豚頭数（頭）				104.3		112.1		133.8		139.5		158.0		176.5		-		183.7		194.7		206.4		214.4		220.9		226.3		246.6				　子取用雌豚頭数（頭）				31.1		58.4		66.8		73.5		78.9		84.7		90.2		97.5		91.6		92.6		118.1		133.8		139.5		145.6		158.0

																																																														肥育豚頭数 ヒイクトントウスウ		9,149,000		9,258,000		9,278,000		9,516,000

																																																														肥育豚戸数 ヒイクトンコスウ		6,620		6,450		6,210		6,000

																																																														子取雌戸数 コトメスコスウ		6,780		6,560		6,250		5,930

				○豚飼養戸数・頭数の推移

						区　分　／　年		13		14		15		15								16

				　飼養戸数（千戸）				10,800		10,000		10,001		10,001								9

				　（対前年増減率）				0.0		▲ 7.4		0.0		0.0								（▲5.8）

						うち肥育豚千頭以上層		2.1		2.1		3.1		3.1								2.0

						（戸数シェア）		(24.0)		(21.3)		(21.4)		(21.4)								(27.2)

				　飼養頭数（千頭）				9,788,000		9,612,000		9,612,001		9,612,001								9,724

				　（対前年増減率）				0.0		▲ 1.8		0.0		0.0								( 0.0)

						うち子取用雌豚		922		916		917		917								918

						（対前年増減率）		（▲0.8）		（▲0.7）		（▲0.8）		（▲0.8）								(▲1.3)

						うち肥育豚千頭以上層		6,640		6,615		6,616		6,616								6,874

						（頭数シェア）		(68.2)		(69.3)		(69.4)		(69.4)								( 74.7)

				　一戸当たり平均

				　飼養頭数（頭）				906.3		961.2		962.2		962.2								1,095.0

				　一戸当たり平均

				　子取用雌豚頭数（頭）				97.5		91.6		92.6		92.6								118.1







豚の生産能力向上への取組

• 我が国では、（独）家畜改良センター、県、民間種豚生産者が国内外から育種素材を導入し、それぞれで改良を実施。

• 産肉能力（増体性など）は、着実に向上するとともに、国産の種雄豚（デュロック種）は、肉質面で一定の評価を得ている。

• 一方、繁殖能力（年間離乳頭数など）は、改良の母集団（改良基盤）が小さいことに加えて、改良データの収集体制が不十分であり、デンマーク
やオランダなどの改良先進国に比べて劣る状況。

• このため、（独）家畜改良センター、都道府県及び民間種豚生産者からなる「国産純粋種豚改良協議会」を設立（平成28年3月）し、優良な種豚
の能力評価や利活用を進めるとともに、改良に用いる豚の頭数規模を拡大し、我が国の種豚改良を加速化。

注：両年度とも公表年度であり、前３年度の平均値

三元交配した肉豚

交配した母豚♀
（繁殖能力が高く、強健）

ﾗﾝﾄﾞﾚｰｽ種♀ 大ﾖｰｸｼｬｰ種♂
原種豚として産肉や
繁殖能力を改良

ﾃﾞｭﾛｯｸ種♂
（肉質が良く、成長が早い）

品 種 H21年度（ｇ） H26年度（ｇ） 増体比（％）

デュロック種 （雄系） 870 912 105

ランドレース種 （雌系） 800 881 110

大ヨークシャー種 （雌系） 800 907 113

純粋種豚、
Ｆ１母豚、精液の供給

（原種豚）
・ ランドレース種
・ 大ヨークシャー種
・ デュロック種

能
力
評
価

肉 豚 農 家

種豚の
登記・登録

データ

評価結果

データ 評価結果

家畜改良センター日本養豚協会

遺伝的能力の高い
優良な原種豚の相互利用

（連携による改良基盤の強化）

民間
種豚場

県

国産純粋種豚改良協議会

家畜改良センターは、
筋肉内脂肪が多く
（ロースで６％以上）、
増体性の良いデュロッ
ク種を造成し、H27年８
月から供給開始。

産肉能力（一日平均増体量）の改良

繁殖能力の国際比較

原種豚の交配例

家畜改良センターが造成したデュロック種「ユメサクラエース」

国産純粋種豚改良協議会による改良の推進
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出典 ： 諸外国のデータについては、「2016 Pig Cost of Production in Selected Countries」

日本については、畜産振興課調べ

繁 殖 能 力 日 本 米 国 オランダ デンマーク

年間分娩回数（回） （ａ） 2.25 2.41 2.36 2.27

１回当たり育成頭数（頭） （ｂ） 10.0 10.7 12.6 14.1

年間離乳頭数（頭） （ａ）×（ｂ） 22.5 25.7 29.8 32.1



・ 養豚経営の安定を図るため、畜産経営の安定に関する法律に基づき、標準的販売価格が標準的生産費を下回った場合、その差額

の９割を交付金として交付。

・ 標準的販売価格と標準的生産費は四半期終了時に計算。当該四半期に発動がなかった場合は、次の四半期に通算して計算。

平成22～令和元年度補塡金単価（単位： 円／頭）

肉豚経営安定交付金（豚マルキン）の概要

標
準
的
生
産
費

[

消
費
税
抜
き]

物
財
費
等

家族

労働費

標
準
的
販
売
価
格

[

消
費
税
抜
き]

交付金
差
額 標準的販売価格が標準

的生産費を下回った場
合に差額の９割を交付
金として交付
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※H30.12.29までは
養豚経営安定対策事業の実績

《制度の内容》

① 負担割合 国 ： 生産者 ＝ ３ ： １

（交付金のうち１／４に相当する額は、生産者の

積立による積立金から支出）

② 補塡割合 標準的販売価格と標準的生産費の差額の９割

③ 対 象 者 肉豚生産者

《 １頭当たり生産者負担金単価》 ４００円／頭

《平成３１年度所要額》 １６８億円

年度 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度

平成２５～３０年度

令和元年度

四半期 第１ 第２～３ 第４ 第１～３ 第４ 第１ 第２ 第３ 第４
第１～２
（概算）

補塡金単価 730 860 860 610 3,810 1,230 120 4,310 4,250 発動なし 発動なし






