
肥育豚省力出荷システム導入による養豚経営の

収益性の向上 活動期間：平成29年度～令和元年度

○ 県内の出荷豚の平均枝肉重量は約74kgで、農家間差も67.3kg～77.6kgと
大きい状況にあり、適正体重での出荷による販売単価の向上が課題。

○ 体重測定を行わない理由は、労力的理由によるものであり、また、肥育
豚の省力システムであるオートソーティング装置も、装置トラブルの問題も
あり県内普及率は２％と低い状況。

○ 画像解析による新型オートソーティング装置と省力的選畜台を開発する
ことにより、養豚経営の労力削減と粗収益の増加により所得の向上を実現。

具体的な成果

１ 養豚農家の現状把握（アンケート）
■体重測定をしないで出荷する農家が44％

また、体重計所有農家の35％が実施して
いない現状。

■出荷豚の選畜基準は、目視・日齢とする
回答が84％で、あいまいな基準で選畜。

①体重測定の実施
実施22戸／39戸

②実施しない理由
労力負担大が73％

③目視・日齢で選畜

２ 新システム導入による経営改善効果
■養豚肥育経営（2000頭規模）における、

新システムの導入効果を経営試算。
■粗収益は、枝肉重量の改善より7％増加。
■労働時間はシステム導入により14％削減。
■導入に係る総費用の増加率は6.3％。
■農業所得は19％増加。

①出荷豚1頭当たりの粗収益
38,973円 → 41,647円（6.9％増）

②出荷豚1頭当たりの総費用
37,156円 → 39,484円（6.3％増）

②出荷豚1頭当たりの所得
1,401円 → 2,163円（19.0％増）

④労働時間の削減：69.8分 → 60.2分

普及指導員の活動

平成29年
■プロジェクトの目標が粗収益5％増加入で

あり、この数値目標に基づき養豚経営の
経営試算を行い技術開発の数値目標を
決定。

■県内養豚生産者の体重測定に関する
アンケート調査を実施。

平成30年
■生産者アンケート調査結果を分析し、

農家の現状分析とともに開発技術の
普及可能性を分析。

■実証農家等のコンソーシアム構成員と
連携した活動の実施。

令和元年(平成31年)
■養豚農場の労働時間調査と現地実証試

験の実施を支援。
■実証試験で得られた成果と県内養豚経

営の現状から新技術の経営評価を実施。
得られた成果を用いて令和２年度以降
の普及計画を策定。

普及指導員だからできたこと

・開発する技術の経営評価を県が有する
経営管理指針指標値を用いて行い、新技
術の普及に活用する資料が作成できた。
また、既存施設に導入する場合について
の分析を行うことができた。

・現地実証を行う養豚経営、民間企業、
研究機関、大学等の連携強化を図り、
養豚現場のニーズにあわせた技術開発が
できた。

宮崎県

解析に用いる撮影画像

金額等 比率
粗  収  益 38,973円 41,647円 2,674円 6.9%
飼  料  費 14,187円 15,200円 1,013円 7.1%

減価償却費 1,485円 2,735円 1,250円 84.2%
雇用労働費 899円 253円 -646円 -71.9%
総  費  用 37,156円 39,484円 2,328円 6.3%

労 働 時 間 69.8分 60.2分 -9.6分 -13.7%
農 業 所 得 1,817円 2,163円 346円 19.0%
　※出荷豚１頭当たりの比較

新システム導入による経営改善効果
肥育豚
2000頭

新ｼｽﾃﾑ
導入前

新ｼｽﾃﾑ
導入後

比較増減

出荷豚を選定する基準



様式１（詳細資料） 
宮崎県 
 

肥育豚省力出荷システム導入による養豚経営の収益性の向上 

 
活動期間：平成 29 年度～令和元年度 
 
１．取組の背景 

宮崎県内における肥育豚出荷の平均は、枝肉重量が約 74kg（図１：折線グ

ラフ）で推移しているが、県畜産協会のコンサル実施農家の平均枝肉重量は

67.3kg～77.6kg と農家間差が大きい現状にある。また、肥育豚の省力出荷シ

ステムとしてオートソーティング装置を用いた大群管理システムが開発され

ているが、県内農家への普及率は約 2％と導入が進んでいない状況にある。 
この要因は、装置の価格が高いことや誤作動等のトラブル発生、馴致不足

による発育低下などが考えられる。 
この様な問題を解決するため

に、養豚経営体、大学、試験研究

機関、民間企業、普及機関が参画

するコンソーシアムが組織され、

新しい出荷システム構築に取り組

んだ。 
なお、この取組は農研機構生研

支援センターの革新的技術開発・

緊急展開事業（経営体強化プロジ

ェクト）の支援を受けて実施した。 
                  図１ 宮崎県内の肉豚出荷の状況 

 （折線：枝肉重量、縦棒：枝肉単価） 
 
２．活動内容（詳細） 
（１）コンソーシアム全体の取組 
  コンソーシアムは、養豚経営体（宮崎県内・熊本県内）、宮崎大学、試験

研究機関（宮崎県・熊本県・生研機構）、県内民間企業、農業革新支援専門

員（専門技術員）で構成され、生研支援センターの専門プログラム・オフィ

サーの指導のもとで新技術の開発に取り組んだ。 
開発する技術としては、「豚のストレスが少ないオートソーティング装置」、

「豚のストレスが少なく省力的な選畜台」の２つの装置について開発・実証

試験を行い、専門技術員は普及機関としてプロジェクトの数値目標設定と開

発技術の普及計画の策定を担当し、活動を行った。 
（２）数値目標設定のための経営試算の実施 



   開発技術の数値評価を行うために、母豚 500 頭養豚一貫経営（宮崎県農業

経営管理指針指標値を利用）を経営モデルとして、出荷体重差が収益性に及

ぼす影響を経営試算し、開発技術の粗収益及び所得目標を決定した。 

 

（３）養豚農家の現状把握（アンケート調査） 

宮崎県養豚生産者協議会（ＭＰＣ）会員（会員数 90 名）を対象にアンケー

ト調査（回答数 39 件）を実施し、調査結果の分析により、農家の体重測定の

現状とともに、開発技術の普及可能性についての検討を行った。 

 

（４）新システム導入による経営改善効果の評価 

    2000 頭規模肥育専業経営を経営モデルに経営評価を実施した。なお、雇用

労働力を除く生産費は、宮崎県農業経営管理指針の指標値を用い、出荷成績

は、導入前は宮崎県内農家の過去 5 カ年の出荷実績値を、導入後は実証試験

結果を用いた。また、雇用労働費は、実証農場の労働力調査結果に基づいて

実施した。さらに、減価償却費についてはオートソーター（6 台）の導入費

と小群管理から大群管理に移行するための豚舎改修費用（㎡単価 20,000 円）

を見込んだ。 

   

３．具体的な成果（詳細） 
（１）養豚農家のアンケート調査結果の分析 
  出荷前体重測定の実施状況は、39 戸のうち 17 戸の農家が実施しておらず

（図２）、実施しない理由は「労力」を理由とする回答が最多であり、体重

計を所有する農家の 30％が体重測定を実施していなかった。 
  体重測定を実施しない農家の出荷時期の判断基準は、目視や日齢とした回

答が 84％を占め（図３）、出荷体重のバラツキが出やすい、主観的な基準で 
出荷が行われていた。また、体重測定実施の重要性を感じる農家は 90％の農

家が感じていた。 

 

図２ 体重測定の実施       図３ 出荷時期の判断基準 

 



  オートソーティング装置の県内での普及は 2％と低い状況にあるが、

装置を導入しない理由は、「価格が高い」、「既存豚舎に適合しない」

とした回答が多く（図４）、新型オートソーターを普及する際には、

導入コストや導入のための改修コストと導入メリットの費用対効果分

析の重要性が示された。 

     図４ オートソーティング装置を導入しない理由 

 

（２）新システム導入による経営改善効果の評価 
 【収益性の改善効果】 

 画像解析によるオートソーティング装置（新型オートソーター）の導入を

常時 2000 頭規模の肥育専業経営に導入した場合の経営改善効果（出荷豚１頭

当たりの金額）を表１に示した。 
粗収益は、出荷枝肉重量が増加することにより 2,674 円（6.9％）増加する

ものの、出荷日齢延長による飼料費の増加（1,103 円増）と、新システムの

整備費（＠200 万円×6 台÷7 年）と豚舎改修費（＠2 万円×3,000 ㎡÷10 年）

による減価償却費（償却延長 1.428 倍）の増加（1,250 円増）により、総費用

は 2,308 円増加する。なお、雇用労働費は、省力システム導入により労働時

間が削減され 646 円削減される。 
この結果、所得は 346 円となり、年間 5,000 頭出荷の場合では、173 万円

の所得の差となり、収入が費用を上回る結果となった。 
【労働時間の削減】 

常時 5,000 頭規模の雇用型肥育専業経営における労働時間の削減について

表２に示した。なお、導入前の労働時間は、実証農場における労働時間調査

結果を用い、導入後の労働時間は、新システムの導入と大群管理への移行に

よる労働時間の削減を見込み評価を行った。 
評価結果は、新型オートソーターの導入により選畜作業に係る労働力が全

て削減されることと、大群飼育への移行による管理の省力化により、部屋毎



の除糞作業が大きく削減される。 
 この結果、装置の保守点検に係る作業が新たに発生するものの、総労働時

間は 3,575 時間（25.5％）と大きく削減される結果となった。また、重労働

である体重測定や豚房毎の除糞作業が削減され、管理作業の軽労化につなが

ることが期待される。 
 

表１ 新システム導入の効果       
表２ 導入による労働時間の削減 

 

 

４．農家等からの評価・コメント（コンソーシアム構成員の実証農場） 
 ロードセル式のオートソーターにより大群管理を行う熊本県内の実証農場

において既存装置との比較試験を実施したところ、ロードセルでは、荷重部

に異物が詰まり（測定値の正確度が低下する）、掃除等の管理作業が毎日必

要であったが、今回の新型オートソーターでは、この作業が必要ないとのこ

と。また、おがくず豚舎等で豚体の汚れがあったり、有色の豚であっても正

確に測定ができる特徴がある。 
 

５．普及指導員のコメント（農業経営支援課 副主幹 中村 広） 
新型オートソーターでは、豚群の体重分布データの収集・表示等の出荷予

測の機能もあり、令和２年度中の市販予定であるが、平行して実証試験を行

った省力的選畜台については、改善すべき課題もあり、市販化に至っていな

い。なお、中小規模の農場等では、体重測定の省力化・軽労化を図るために

は既存の体重計に代わるこの装置の開発が必要としており、今後も試験を継

続し、改良を加え、早期の市販化を目指す。 
 

６．現状・今後の展開等 
  令和２年度に開催されるＭＰＣ研修会において、新型オートソーターの導

入に係る詳細のアンケート調査を行い、コンソーシアム参加機関と連携して

開発技術の普及に向けた取組を進める。 

金額等 比率
粗  収  益 38,973円 41,647円 2,674円 6.9%
飼  料  費 14,187円 15,200円 1,013円 7.1%

減価償却費 1,485円 2,735円 1,250円 84.2%
雇用労働費 899円 253円 -646円 -71.9%
総  費  用 37,156円 39,484円 2,328円 6.3%

労 働 時 間 69.8分 60.2分 -9.6分 -13.7%
農 業 所 得 1,817円 2,163円 346円 19.0%
　※出荷豚１頭当たりの比較

肥育豚
2000頭

新ｼｽﾃﾑ
導入前

新ｼｽﾃﾑ
導入後

比較増減

除糞作業 676時間 － 100％減
豚舎清掃 1,413時間 704時間 50.2％減
保守管理 － 365時間 100％増
その他の作業 6,305時間 3,802時間 39.7％減
　うち選畜作業 2,503時間 － 100％減
労働時間合計 14,020時間 10,445時間 25.5％減

肥育豚5000頭
（法人経営体）

新ｼｽﾃﾑ
導入前

新ｼｽﾃﾑ
導入後

増減率



  また、省力的選畜台については、実証農場、試験場、大学、開発企業と連

携して問題点を解決し早期の市販化を目指す。 
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