「第２回アニマルウェルフェア畜産フォーラム」講演＆報告要旨
※2015 年１月 31 日(土)午後１時 30 分～４時 30 分．北海道クリスチャンセンターで

＊瀬尾 哲也代表あいさつ
・午前中の会議のなかで、アニマルウェルフェア
の原点は、それぞれの立場で、家畜のためにできる
ことを少しずつやっていくことだ、と認識し直した。
動物を幸せにすることによって、生産者も作る人も
食べる人も、皆がハッピーになっていくシステムが
実現するようにしていこう、と。これからも少しず
つ取り組み、大きなうねりにできるよう頑張ってい
きたい。

＊基調講演：乳牛の疾病から見えるアニマルウェルフェア
別海町の獣医師・岡井 健さん

酪農の原風景と家畜との交流
・以前は家畜福祉の考え方や概念を聞いて、「どうなのかな…」と思っていた。
ある時、ＢＳの番組で、ドイツ・アウトバーンの交通事故のニュースが流れた。
２日ほど高速道路を止め、車が何 10 台も並ぶ。事故処理が終わり、最初に出てき
たのが家畜車。僕は獣医だからすぐに分かり、ドイツは家畜福祉を本気でやって
いるんだな、と思った。
・酪農業は家畜の扱いにおいて、畜産業のなかで特異な位置を持っている。酪農家が乳牛に接する時
間は長く、出産・育成・授精・分娩と、毎日欠かせない搾乳・除糞・給餌を数年間くり返す。長い生涯
を共にし、個体観察や管理などが要求される。まるで家族のように扱うのが本来の乳牛の形だった。
・毎日の作業などを通じ、乳牛の個性に触れ、酪農家と乳牛の間に心情的な交流が生じる。乳牛と情
を通わす飼養形態は、家畜福祉の概念を最も受け入れ易いと思われる。
・学生時代、『原野の四季』『牧人小屋便り』などの作品を書いた、周はじめさんの本を読んだ。この
人が別海にいたことを、僕は知らなかった。皆さんは、酪農といえば草と牛というきれいな風景を思い
出されるでしょう。もともと原野だったところを切り開いたが、情のある人たちは桜の木だけを残して
いった。これが酪農の原風景だと思う。
・人間が食べられない草や余剰物を与え、肉や牛乳、卵に換えてくれるのが畜産本来の姿。家畜福祉
は、クリスチャンなど西欧の人たちの考え方が主だが、仏教国の日本は違う。使役馬、使役牛として飼

うなかで、家畜を生きとし生けるものと捉えていた。治療中に牛が死んだりすると、一家総出で悲しみ、
近所の農家が見舞いに集まった。農家は家畜を慈しみ、ねぎらい、感謝した。周さんの本には、馬頭さ
ん（馬頭観音）が載っている。公共牧場には牛魂碑を設置し、フリーストール牛舎を建てたばかりの人
が、家畜のために碑を建てる。こうした農家が今でも散見される。

牛肉自由化きっかけに規模拡大が進んだ
・しかし、多頭化、高泌乳化の進行で、そうした気持ちはだんだん無くなってきた。一番大きな転機
は 1980 年代の牛肉の輸入自由化。乳牛を屠場に出す場合、それまでは 20～30 万円になったが、一気に
３～５万円まで下がった。農家の手取りが減っただけでなく、牛を丁寧に扱わなくなった。農家から「い
つまで治療しているんだ」と言われるようになり、
「ちょっとおかしいな」と思い始めたのがこの頃。
（病
気になっても）寝返りをさせない、硬いところに置く、外に出さない…。それで牛が勝手に廃用になっ
てしまう。経済価値が低いからである。
・
「北海道牛乳」という名前の製品のほとんどに放牧風景が描かれているが、最近、これは偽装なんじ
ゃないか、と思う。粗飼料主体の昔の形態でやっている酪農家は全体の５～10％はいるが、頭数が少な
いから「北海道牛乳」の２～３％しかないだろう。閉塞された空間で飼われている牛から搾ったものが
圧倒的に多い。放牧酪農でも、さまざまな形で高泌乳をやっている。
・50 年前に全国に 40 万戸ほどあった酪農家戸数は、今は３万戸を切った。ところが頭数は変わらず、
乳量は伸びてきた。生乳の生産量は 800 万ｔ台を維持していたが、数年前に割り込み、最近は「バター
がない」とか言われている。
（昔のような）放牧形態を維持していたら、こうした乳量は稼げない。

泌乳量の急増を支えた輸入穀物
・40 年ほど前の１頭あたり泌乳能力は年間
4,000 ㎏程度。現在は 8,000 ㎏を超え、牛群平均
では１万㎏超の農家が珍しくない。酪農家が多
く飼料を作ったわけではなく、輸入穀物を大量
に購入するようになっただけだ。ほとんどがト
ウモロコシで、アメリカから輸入する。関税が
かからず、どんどん規模が大きくなる働きをし
ている。去年は穀物の生産量が伸び、（世界の）
穀物全体で 25 億ｔくらいになった。取引価格も
下がってきている。ここ２～３年、アベノミク
スで円安になり、餌代はむしろ上がって、大きい酪農家は苦しんでいる。外部要因に左右される酪農形
態になってしまった。
・日本では毎年、ほぼ 4,000 万ｔの穀物を消費し、うち米と小麦で 1,000 万ｔ足らずを国内生産して
いる。輸入穀物は 3,000 万ｔ弱で、人に向けられる割合は３分の１程度。残りの 2,000 万ｔは家畜が食
べている。

・40 年前に畜産物の 47％を自給していたが、
今はカロリーベースで 14％。驚いたのは、当
時も今も熱量は 2,450k ㎈台でほとんど同じ。
食べるものが豊富で２割くらい廃棄されてい
るのではないか。油脂分がすごく増え、６％だ
ったカロリーは倍以上になっている。「自給率
40％」には畜産が大きく関係している。
・畜産が近代化して大規模化し、高生産にな
る。それを担うのが個体改良で、支えているのは配合飼料が圧倒的だ。食料自給率の問題を分かりづら
くしているのは飼料の問題であり、牛肉（生産のための熱量）は 90％以上が海外依存といえる。

穀物の飽食で増える乳牛の内臓疾患
・私は学生時代、乳牛の病気として「第４胃変位」を習ったことがない。しかし現在は、全体の４～
５％が罹る。腹の真下より少し右にある４胃が膨らむもので（関係者は）
「４変」と呼ぶ。今は手術をす
ると簡単に治るけれど、それが逆に悪いんじゃないか。僕はこれまでに 2,000 頭以上の乳牛の腹を切っ
たが、衝撃的だったのは分娩直前に消化性の潰瘍で胃に穴が開いていたケース（下の写真）。腹膜炎を患
い死んでしまった。
・牛には４つの胃があり、１～３胃は食道が変化した
もの。４胃だけが私たち単胃動物と同じように消化液を
出し、ストレスを受けやすい。ストレスで穴が開いたり、
４胃が延びる場所は決まっている。牛は何も言わないけ
れど、人間と同じようなストレスを受け、胃がキリキリ
痛くなっているんじゃないか。
・私が最後にいた診療所では、年間 800 頭くらい腹を
切っていたが、うち 10 頭くらいは胃潰瘍の牛がいた。
胃の中がすごくただれている。牛は、泌乳や飼養管理、飼料、環境変化によるストレスを受けている。
それを第４胃変位という分かりやすい形で表し、時には胃潰瘍になる。突然死んでしまう牛もいる。
・これらの病気は餌をやりすぎたために起きるのではないか。家畜福祉では「動物を飢餓から救いな
さい」と言うが、近代酪農は牛が飽食になり、多くが脂肪肝（左下の写真）に罹っている。
・乳牛は 13 カ月間隔くらいで子どもを産む。最初の 11 カ月ほど搾乳し、２カ月ほど搾らない時期を
置く。その間にエネルギーを貯めて体力をつけ、子どもは２～３倍の大きさになる。分娩して泌乳が始
まると、立ち上がり段階は食べた以上のものが牛乳になる。それを担うのは、
体中に貯め込んだ脂肪を分解してくれる肝臓である。
・肝臓が処理しきれず、オーバーフローしてしまうとパンパンに腫れてく
る。もともと肝臓は茶色いけれど、黄色く変質して水に入れると浮いてしま
う。
・病気のほとんどは分娩後に起きる。今まで貯め込んだエネルギーを牛乳

に換える、泌乳量を増やす最も重要な時期なので、乳房炎や起立不能、繁殖障害にしても、肝臓が処理
しきれなくなる。フォアグラと同じで、明らかに過食によるものだ。
・脂肪肝や乳房炎、起立不能で突如として死ぬ牛がいる。人間でもよくある、播種性血管内凝固症：
ＤＩＣ（disseminated intravascular coagulation）という病気で、あちこちで血液の凝固が起き、突発
的に死んでしまう。ストレスや過食の証でしかないと思う。

「マイペース酪農」で土・牛・人にやさしい農業
・別海などで、30 年くらい「マイペース酪農」
の集まりを持っている。表は、マイペース型農家
８戸と道東あさひ農協の酪農家（マイペース型を
含む）の平均的な数値を比較したもの。草地面積
はそう変わらないのに、経産牛の頭数はほぼ倍。
マイペース型の年間乳量は 300 トン足らず、道東
あさひは 600ｔ。農業収入は約 3,000 万円と 6,400
万円くらい。飼料代は 500 万円に対し、2,000 万円
かかっている。肥料代も多い。しかし、実質的な
所得は同等か、たくさん搾っている農家のほうが
悪かったりする。これでは、何のために仕事をや
っているのだろうか。
・大規模農家は朝から晩まで働いていて、本当
にかわいそうだと思う。大きなフリーストール牛
舎を造り、餌を食べさせ、コンピューターの前で個体管理をやって…。一方、マイペース型の人たちは
搾乳が終わると、本を持ち出してＴＶを観ていたり、野菜や花を作ったり、手芸をやったりする。
・大きいところは事故による淘汰率が 10％を超えるが、マイペース型は５％くらい。ほとんど事故は
なく、診療もない。僕が行っている農家の年間診療代は 23 万円で、獣医さんは儲からない。ところが、
大きな酪農家は第４胃変位が５％くらいの牛に起き、治療すると８万円ほどが共済組合の収入になる。
共済組合の事業部長もやったが、共済の収入の半分くらいは開腹手術によるものだった。
・500～700 頭くらい搾れるフリーストール牛舎（注＝繋留しない牛舎）では、糞尿はきちんと処理さ
れ、外には牛が全然出ていない。配合飼料と草を一緒に混ぜて作るＴＭＲ（混合飼料）を与え、フリー
ストール＆ミルキングパーラー（注＝搾乳のための施設）でやるとたくさん飼える。でも、牛は平均 2・
5 産くらいしか持たない。マイペース型の人たちはその何倍もの期間飼っている。
・マイペース酪農の特徴は女性が多いこと。家畜だけでなく、人間や土地にも無理をしない。すると、
牛は健康になり、きちんと応えてくれる。生産量は上がらないけれど、経費が少なくて済み、健全な牛
乳を消費者に提供することができる。

これからの家畜福祉へ３つの提案
・今年は国際土壌年。健全な土壌は食の安全と環境に欠かせない根源的なもの。動物だけに一極化し

てただ可愛がるんじゃなくて、土壌にも、草にも、酪農家自身にも、生きものにもやさしく無理がない
－－そうしたものをつくるのが本来の家畜福祉ではないか。
・乳牛の場合、これまでの家畜福祉の提案だけではいけないのではないか。今、数 100 頭搾乳の酪農
家がどんどん出てきたが、いくら人数を増やしても牛を観察できない。
「成人男子一人で 30 頭搾乳くら
いを飼育の上限にする」を提案したい。病院では、医者の数によってベッド数を決めている。それと同
じように頭数の上限を設けるといい。
・２番目は、穀物給与量の上限を設けること。平均３ｔ／年くらい与えているのを１ｔ以下くらいに
するべきだ。一生懸命やっているところと、どんどん輸入穀物を与えているところを一緒にするのはお
かしい。そうすることで、世界的な穀物価格を下げ、飢餓を解決する方向に行く。
・家畜福祉の評価基準を設け、３～５段階のグレードをつくり、乳価に差をつけて酪農家を支援する
ことが必要ではないか。

＊現場報告その１：半田ファームが考えるアニマルウェルフェア
大樹町の半田ファーム代表・半田 司さん

いち早く導入したフリーストール牛舎
・家畜を飼う人のなかには、農家を後継する人、憧れてきた
人、企業から学んで自分でやってみたい人、獣医さんの関係か
ら入った人などがいる。私の場合は後継で、酪農学園で２年ほ
ど勉強し、人工授精師として雄武町で７～８年ほど携わり、昭
和 53 年に家に帰り、翌年に牛舎を建ててフリーストールにした。
・雄武町には当時、全国６カ所のモデル事業の一つとして、
フリーストール牛舎があった。ワンルームの牛舎のなかにパー
ラーや寝るところがある過酷なシステムになっていた。別海で
は、機械メーカーのフォードの施設課が造った大きな真空サイ
ロが倒れる事件があり、フォードの撤退時にはフリーストール
牛舎があった。牛舎のマニュアルは米国の会社が持っており、
寝るところの寸法や換気、パイプラインの径、真空圧や調整機
の問題など、今とあまり変わっていない技術があった。
・先ほどから話を聞きながら、そのころを思い出した。当時は昼夜問わず、大学の先生が学生を連れ
てうちの牛舎を訪れ、寸法を測ったりしてデータを集積した。それらがあって、今日がある。

パドックで放牧、快適な牛舎へと試行錯誤
・現状をスライドで説明したい。私のところは全部放牧ではない。パドック（注＝牛舎に付設した運
動場）に近く、家畜福祉や土を踏んで自由に動けるといった意味合いのほうが強い。乾乳牛で１ha、搾
乳牛は３ha くらいの広さがあり、自由に草架へ行ける。妊娠初～末期の育成牛用には１ha くらいで、

カウンタースロープのほうから自由に動けるようにしている。パドックのまわりは林になっている（牛
舎とスロープ、パーラー、放牧場、カーフハッチ、飼料や敷料、堆肥場など位置関係の説明～略）
・牛舎は 40 年前、自分たちですべて手作りした。当時のマニュアルでも、通路とホールディング（注
＝待機経路のこと）エリアは兼用できなかった。だが、これをミルキングパーラーまで延ばすと建築コ
ストがすごくかかる。パーラーの能力は４頭ダブルで１時間に 35～40 頭搾乳、日量 20～25 ㎏／頭くら
い。今は通路をホールディングエリアにしている。
・欠点はたくさんあった。通路はコンクリートだけで、溝も掘っていないので滑る。どう乗り越える
かをめぐり、溝を掘るかどうか議論した。結果的には、トラブルはほとんどなく、人間が脇を通っても
牛が逃げることもない。人間と牛との距離感が少なくなっている、と感じる。通路で転んで立てなくな
るのは、その前兆がある。それを見ていないのは人間のほうに問題があり、牛に悪いことをしているこ
とになる。
・今はストールはなく、新しいものも付けない。できるだけ棟を高くして寝られるようにしてある。
40 年前は餌に対して通路があり、寝るところがあるタイプだったが、今は餌箱に対して通路が２つある
ようなシステム。70～80 頭ならばこれで十分と思う。

「人間の福祉」も必要ではないか
・家畜福祉に対して、ヒューマンウェルフェア（人間の福祉）も必要である。自分はフリーストール
方式を採用した。そのシステムのなかに、ホールディングエリアに入るところをステップにするマニュ
アルがあった。
「ステップを 20 ㎝以下にしなさい」と。経験もなく見たこともないから信じてやったが、
ここで牛がひっくり返ることはない。
・パーラーは冬の間、できるだけ水洗いしないようにしている。排水は浄化しており、糞尿のスカム
が入ると容量が増えてポンプで送れなくなるので、冬場はスコップで片付けて終わりにしている。
・
（パーラーは）人間が動くところがフラットになっていて、牛は一段高い。造った当時はパーラーか
ら牛が落ちる夢をよく見た。実際には初産の牛もいるが、前の牛をちゃんと見ていて、スムーズに入っ
てくる。
・昔は固定型のストールになっていたが、今はライムケーキで下ごしらえをして、その上におが屑を
入れている。
・生産面でも、牛のストレス面でも水は必要だが、当初はどれだけ大事か分からなかった。水槽は電
気を一切使わず、地熱を使って年間凍らないようにしている。コストは少し高いけれど、何 10 年経って
も壊れない。冬場はタンクを置いて、朝晩手で作業をやっている。今後は、方式を変えて、外にもう１
～２カ所（水飲み場を）付けることにした。

飼料や排水処理について
・15％程度の穀類は抜けません。醤油粕や澱粉粕、コーンから油を抜いたものなど食品残渣も食べさ
せる。月１回、専門コンサルタントが訪れ、餌は分析にも出す。
（粗飼料は）サイレージなので、刈り取
りステージや畑の状況で（牧草の）栄養状態が変わるので、それだけを与えればいいとはならない。
・パーラーの排水は、浄化槽で活性汚泥と膜処理によって、きれいな水にしている。将来、窒素とリ

ンの除去問題が出てくるだろう。その前に（処理水を）土壌浄化しようとも考えたが、どんなやり方で
も 1,000 万円以上の費用がかかる。最終的には消費者側は何を考えているか、製品の価値をどう分かり
やすく説明できるのかだろう。

チーズ製造の取り組み
ホエー（乳清）を飲んだブーちゃんがホエー豚になる。ホエーをタンクに戻しておくと地元の豚屋さ
んが取りに来て、買ってくれる。その人がホエー豚として製品化している。
・朝４時ころから除雪をして、５時から５時半に搾乳が始まり、同時に生乳をチーズ工房に送る。物
理的な特性を失わないように、
（生乳の移動は）自然流下でやっている。８時くらいに生乳の殺菌が終わ
り、乳酸菌の培養をして、牛舎の仕事も終わる。200 リットルのチーズバットで 20～25 キロのチーズが
できる。100ｇ500 円で売ると 10 万円。

＊現場報告その２：エルパソ牧場の放牧養豚
幕別町の「エルパソ牧場」代表・平林 英明さん

病気などのリスクを背負う放牧養豚
・10 年ほど前から養豚を始めた。アニマルウェルフェアに興味を持った
のは、３年前に松木洋一先生にお会いしたのがきっかけ。英語の意味から
「動物を大切にせよ」と思うが、果たして僕がアニマルウェルフェアを実
践しているかどうか、今回の話のなかで（抱える問題を）解決に近づけら
れるかどうか、と思ってやってきた。
・我が牧場はいろんなリスクを背負っていて、たとえば豚丹毒という病
気が３年前から発生している。平成 24 年が非常に多く、決まって６月から
９月に発生し、１カ月の廃棄が 14 頭になった。26 年は少し下がった。豚
丹毒菌は常在菌で、実はたくさんの豚にあるらしい。
「自然に飼っていれば安心だ」
「動物にとっていい」
ということではなく、多くのリスクを背負う。それでも自然に飼うほうがいい、と僕は思っている。
・北海道特有のエキノコックスも発生した。肉処理場による廃棄処分があるので直接お客さんが食べ
るお肉には入らないが、
（牧場側は）現実にリスクを
背負う。いくつか罹らない方法があると聞くが、広
い土地のなかでは無理。30ha の牧場で豚を飼ってい
るが、大きな範囲で囲っているだけであり、豚は自
由に動ける。エキノコックスを除外することは無理
な状態である。ＰＥＤ（豚流行性下痢）や口蹄疫は
出ていない。
・放牧して飼うことは、いかにも健康な豚ができ
ると想像するだろうが、現実には多くのリスクを背
負う。自然で飼うことと、病気をどうしたら避けら
れるかジレンマがある。

抗生物質やワクチン投与をどう考えるか？
・病気の発生を除去するために抗生物質やワクチンを使っている。子豚を買ってきて、18 日齢、58
日の手前、82 日の手前で１回ずつ。豚丹毒は 110 日齢で。そして、134 日目に抗生物質を打ってから放
牧する。投薬やワクチン一切なしで飼うことは、少頭数なら可能かもしれないが、私は離乳豚を買って
いる。こうした予防や治療のために抗生物質を打つことは、アニマルウェルフェアのなかでどういう規
定に入っているか知りたい。皆さんは、病気のリスクと予防について、どう考えるか。

【牧場紹介スライド】
子豚を購入して生後 110 日で放牧へ
・この丘を中心に 30ha の牧場で、手前に子豚を
飼う場所がある。繁殖からやっていないので、生後
18 日齢、180 頭単位で購入する。死亡例が１カ月に
６頭ほどあり、小さな時期に死ぬのが２～３頭。80
日齢前には、肺炎や血中スピロヘータなどの症状が
起きやすい。180 頭の豚を 72 ㎡（0.4 ㎡／頭）で飼
っており、子豚の飼育面積としては広いと思う。
・次はビニールハウスで、90 頭ずつ分けて飼う。
1.8 ㎡／頭で、一般の豚よりかなり広くしてある。３
番目は天井にソーラー施設を付け、真ん中が開放型
になっていて、両側に寝るところを造った。ここは 1.6 ㎡／頭の広さがある。夏も冬も、生後子豚は 18
日から 110 日齢まで小屋飼いをしている。それが終わると放牧する。一般の豚だと 120～130 ㎏まで成
長し、出荷される大きさだ。

豚にとって快適な環境のなかで
・ブランド名の「どろぶた」は泥の上で生活している豚という意味。最初、この名前には抵抗があり、
食べものに「泥」はなかなか難しかったが、今では広く愛され、お客さんが増えている。
・集荷時には一切、電気のムチで追いかけたりしない。
声を掛けながら追っていくと、狭いところに追い込まれて
いく（右の写真）。耳標の色によって月齢が違うので、群
を発見して大きい豚を探す。２年くらい前までは１頭ずつ
個体管理をして、販売先のパソコンで検索すると見られる
ようにはしたが、あまり関心を示さないので今はやってい
ない（できるような条件にはなっている）
。
・丘の上は見晴らしが良く、豚たちもとてもリラックス
して、全然騒がない。広い空間なので臭いもせず、豚にと

っていい環境ではないか。だんだんアニマルウェルフェアらしくなっている（笑）。
・豚を密飼いするとストレスがたまり、尻尾のかじり合いが始まる。血みどろになり、ひどい。うち
の豚は全部尻尾がついているが、移動時間を間違えたりすると尻尾をかじる現象が起きる。一番事故が
多いのはソーラーハウス飼育のときで、注意して生後 100 日で放牧することもある。
・放牧地は７カ月以前と以後の豚の２グループに分かれ、600～700 頭ほど放牧されている。牧場全体
では 1,200 頭くらいで、子豚のところには約 500 頭。生後８カ月ころ出荷する。
・豚が小さなころは、電牧を張るだけではダメ。前に遮蔽物を置くと、電牧に触っても前に飛び出さ
ないので効果がある。その学習能力が大きくなって役立ち、ほとんど電牧から出ることはありません。

生後８カ月で出荷、高品質の豚肉を追求する
・一般の豚は生後６カ月、生体で 120～130 ㎏、枝肉で 70 ㎏くらいのものを皆さんが買っている。う
ちは 240 日まで育てるので、生体で 180 ㎏、枝肉で 130 ㎏と、倍近い大きさになる。市場に流れても安
い値段でしか売れないので、自分でお客さんを見つけて販売している。東京や大阪には外国を体験した
コックさんがたくさんいて、
「豚は料理しやすいが、日本には選択するだけの種類がない」と言う。それ
で、僕の放牧豚に興味を持ってくれる。
・放牧豚の良さを証明するために最近、
東京のメーカーから食肉脂質測定器（左の
写真）を導入した。牛肉の世界でも数年前
から、脂肪酸の含有量によってプレミアム
の牛肉をつくる動きが始まった。豚肉でも
できないか相談していたところ、
「信州オレ
イン酸豚」が登場し、オレイン酸の値が 45
以上とある。先日、うちの豚を検査すると、
14 検体のなかで５検体から、50 という数値
が出た。牛肉でも 50 以上は評価基準が高く、
相当プレミアムが付いている。
・なぜオレイン酸の数値が高いのか－－僕はアニマルウェルフェアとつながると思う。豚はもともと
資質が高いもので、それを広いところで飼ったからだろう。

放牧養豚の原点はアメリカ研修だった
・リスクは背負っているけれど、僕には「こうやって豚を飼いたい」という強い思いがあった。1970
年代にアメリカの大きなフィールドで放牧豚を体験した。秋に畑に放した豚は落ち穂を拾って食べ、畑
を起して…という方法をやっていた。
・その体験から 40 数年、手作りソーセージ屋を続けてきた。自分のソーセージにはこだわりがあり、
無添加で作るなど工夫し、それが評価されて売れるようになった。でも、いろんな人がやり始めたので、
もう一つこだわりをつくろうと考え、肉を探した。北海道にこだわりの肉はなく、アメリカの体験を生
かそうと考え、放牧豚を始めた。

動物にやさしいと生産者の負担も少ない
・広いところに豚を放しただけで、豚に何かをしているわけではありません。餌も普通の配合飼料を
使っている。違うのは、６カ月肥育を８カ月にしていることだ。
・豚はもともと美味しいものだったにも係わらず、人間の都合でいろんな飼い方をして、人間が決め
た基準の大きさで出荷している。どう見ても６カ月より長く飼った豚のほうがうまいことははっきりし
ているけれど、脂が厚さ３～４㎝もつく。市場では脂をカットしなければならず、生産者はそれだけロ
スになる、と考える。本当は、脂が乗るまで育たなければ美味しいお肉にはならない。
・これは、動物にやさしい飼い方をすることによって、動物がちゃんと返してくれるという例だと思
う。アニマルウェルフェアを認知させ、少しでも高く売りたいのは正直な話だが、そうした飼い方をす
ることで豚の資質が変わることが確かであれば、みんながやりたいと思うのではないか。
・もうひとつは、放牧をすることで生産者の負担がすごく少なくなる。汚い、臭いという作業もほと
んどない。動物とともに生きている実感を味わえる。負担が少なくなり、いいものができる。その両方
があれば、誰にでもアニマルウェルフェアをやることを説得できるのではないか。

次の目標はヒマワリを食べて育てる豚
・岡井先生が指摘されたように、一人あたりの管理能力があるので、いくらでも頭数を増やしていい
訳じゃない。土地も管理能力にも限界がある。今、うちの牧場には３人いるが、そのメンバーで管理で
きるのは 1,000～1,500 頭くらいが適当な数ではないか。
・もう一つの豚との接点は、たき火をしたあとの残り炭を豚が食べにくること（下の写真）。豚は火を
怖がらない。小さな豚には炭を食べさせ
る。炭や木の実、オレイン酸の高いヒマ
ワリやカボチャの種を食べさせるといい。
・炭の次に計画しているのは、丘の上
で２つの区画にヒマワリを植え、１区画
ずつ豚を放し、ヒマワリの収穫時に食べ
させること。これは一つの夢。そうした
ことを含めて、皆さんが期待するアニマ
ルウェルフェアをどう実現するかのヒン
トを得たいと思って今日は話をさせてい
ただいた。

