アニマルウェルフェア畜産を考える

~ アニマルウェルフェアセミナー in 十勝 ~

北海道 帯広食肉衛生検査所

奥野

尚志

2015 年 11 月 21、22 日の両日、
「アニマルウェルフェアセミナーin 十勝」が開催されました。「北海道・農業
と動物福祉の研究会」の研修の一つとして実施しました。その概要を報告します。20 世紀後半に加速された工
場的畜産システムは生産性、効率性を追求するあまりに、家畜の自由を奪い本来あるべき習性や生態、生理を
犠牲にしてきました。また環境汚染や生態系の破壊などの問題も発生させてきました。その反省から EU などで
は家畜の飼養管理を見直そうではないかという声が大きくなりました。アニマルウェルフェア（AW）とは「家
畜は単なる農産物ではなく、感受性のある（痛みや苦しみを感じる）生命存在である」という認識に基づいて、
少しでもその苦痛を取り除いて、快適性に配慮した飼養管理を実践しようとする考えです。

忠類地区での見学会
第一日目に「よつ葉放牧生産者指定ノンホモ牛
乳」生産者５戸の中の石黒、大和両農場を訪問しま
した（写真 1）。５戸はいずれも幕別町忠類地区の
（一社）日本草地畜産種子協会の「放牧畜産実践牧
場」の認証を受け、AW に配慮した酪農を行ってい
ます。AW に関しては帯広畜産大学・瀬尾哲也研究
室が作成した基準に基づき年二回の調査を実施し、
その結果をもとに改善を行ってきました。

石黒和彦さん

大和章二さん

現在、石黒農場は経営者の和彦さんが殆ど一人
で作業を行っています。石黒さんは平成元年に U
ターン就農し、
当初は高泌乳を追求し乳量を追った

写真１

当日（11月21日）の石黒牧場の放牧風景

り、共進会に出場したりしていたようです。しかし、平成 10 年から放牧を開始し、12 年からは非遺伝子組み換
え配合飼料を給与しています。飼料は青草とサイレージが主体で補助的に米ぬかや非遺伝子組み換え配合飼料
を与えています。成牛 50 数頭、育成牛約 30 頭を飼養しており、この規模は 27 年間変わっていません。午前７
時半頃から午後４時まで放牧し、夏季は昼夜放牧を行っています。冬場もほとんど毎日放牧を行っていますが、
寒冷時や天候などに応じて時間の短縮を行っています。平成 27 年 7〜９月にかけては獣医師の要請はなく、最
近第四胃変位は発生していないとのことです。放牧することによって蹄の状態が改善され、石黒さん自身牛が
のびのびとしているのを見ると癒されるとのことでした。
続いて大和牧場を訪問しました。経営者の大和章二さんは農家の三代目で、以前は畑作もしていましたが平
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成５年より酪農専業にしたとのことです。作業は両親を含め三人で行っており、放牧を初めて 20 年になります。
4 月下旬から牧草地を利用した放牧を行っており、５月中旬からは昼夜放牧を実施しています。冬季間中は朝の
搾乳後牧草ロールを置いたパドックに放し、夕方の搾乳前の午後３時ごろまで外に出しているとのことです。約
70 頭の成牛と 20 頭の育成牛を飼養しており、飼料用トウモロコシも栽培しています。値段の高い非遺伝子組み
換え飼料は使わずに、牧草や飼料用トウモロコシ、米ぬか、ビートパルプなどを給与しており、国産飼料 100%
を実現しています。第四胃変位の発生は以前からなく、いつ発生したか記憶にはないとのことです。AW 酪農
に取り組み放牧生産者指定牛乳を出荷することにより、AW 評価などで第三者の目が入り、自分が実際にして
いたことに対する評価を知ることができ良かったということです。

AW の世界的動向
第二日目には、十勝プラザでセミナーを開催しました。
日本獣医生命科学大学松木洋一氏から AW 畜産の EU を主とした世界的な動向についての講演を聴きまし
た。AW 畜産（家畜福祉畜産）とは家畜を行動要求満足度の高い状態で飼育するシステムであり、このことに
より人も家畜から安全で質の高い「食品」とそれに加え「癒し」をも与えられ、人と家畜が満足して生きる相
互依存システムであるという話がありました。OIE（国際獣疫事務局：日本も含め 168 か国の加盟）は、2002 年
第 70 回総会で新しい任務として食品安全と AW を取り上げ、AW 基準を作成することを提案し、AW の観点か
らの動物の福祉改善を新たな使命の一つに掲げています。
また EU では AW 政策として 1970 年頃より様々な施策が進められており、科学、知識、経験に基づいた家
畜の飼養管理の改善がなされています。WQ（家畜福祉品質）プロジェクト等による市場経済化も進んでおり、
AW 食品の認証制度、ブランド化が行われています。AW の対象家畜は牛に限られたものではなく、どの家畜
に関しても苦痛を取り除き、快適な環境や取り扱いに配慮した飼養管理等について取り組まれています。家畜
全般にわたり様々な規制や取り決めがあり、研究も進んでいます。採卵鶏のバタリーケージ飼育を 1999 年から
2012 年までに廃止し、2012 年１月からは全面禁止することを決定しました。繁殖雌豚については妊娠豚の受胎
後 4 週以降分娩予定の 1 週間前までの期間のストール飼育を 2012 年までに段階的に廃止し、2013 年１月からは
全面的に禁止することを決定しました。最近では 2015 年 4 月にはオランダ・ドイツ・スウェーデンの大臣が宣
言した「豚保護指令（豚の保護のための最低基準を定める理事会指令）」（1991 年制定）の改正勧告では断尾を
全農場で禁止する法令の導入、去勢に際しては麻酔薬及び鎮静薬を使用する法令の施行、（2010 年のブリュッ
セル宣言では 2018 年までに全ての雄子豚の去勢を禁止することが提言）、妊娠豚及び未経産豚の群飼養を進め
る等の内容が含まれています（詳しくは畜産の情報 2013.9 等を参照）。EU が進めてきた AW 法令の根拠には、
AW に関する情報と研究データの蓄積があります。そして AW 畜産政策を推進する背景には持続可能な農業の
実現と WQ（家畜福祉品質）ブランドの市場経済化プロジェクトがあります。AW 畜産は有機農業と深い関係
があるとの認識の下で、自然共生農業（土の力を活かし、地域の自然環境や多様な生物の生態系を保全し共生
する農業）への取り組みが広がりつつあります。

自家生乳加工製品販売の草分け「あすなろファーミング」
次に十勝清水町の「（有）あすなろファーミング」代表取締役村上勇治さんから話をお聴きしました（写真
２）
。創業のきっかけになる転機、出会いと創業時の苦労、現在に至る道そして将来への思いを話されました。
酪農学園短大卒業後、三代目として酪農業を継ぎ、当初は共進会への出場や乳量１万キロを目指したりしてお
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り、農林大臣賞や内閣総理大臣賞なども受賞し、自分の道
が見えてきたと思った頃、今から 34 年前に岡部久先生と
出会い、酪農人生を 180 度変えたとのことです。以下要約
して紹介します。
「日本は米国を追いかけているが、ヨーロッパから学ん
だ経営をし、
自分の生産物を消費者に届ける取り組みをし
てはどうか」という岡部先生の言葉に動かされ、受賞した
賞金でヨーロッパに勉強に行きました。ヨーロッパの現状
を目の当たりにして北海道酪農の遅れを肌で感じました。
その中で最も感動したのはドイツのオーガニック農場で

写真２

 すなろファーミングの村上勇治さん
あ
と耳を傾ける会場の皆さん

牛乳を飲んだ時のことです。その味に感動して動くことができませんでした。
「牛が食べるものを見せてもらえ
ますか」とお願いして、牛舎にある全部の飼料を食べてみました。ものすごくおいしかった。帰国後帯広畜産
大学の先生からオーガニックとは化学肥料や農薬を使わない農業のこと、有機農業であることを聞き、自分の
畑で実践してみることにしました。当時 30ha くらいあった畑を化学肥料や農薬をやめ１ha ずつ自農場から出
る糞尿とバークを利用した堆肥に変換しました。しかし収量は減り１ha あたり３ロールくらいしかなく、父親
からはやめるように言われました。たまたま十勝共進会で優勝し早来で開催された全道大会に出場した時のこ
と、清水町からは他に７頭出場しましたが環境の変化からかどの牛も各自が持参した自家牧草を食べ ようとし
ない、
ところが私の有機に転換して３年目の牧草をやってみるとどの牛もおいしそうに全部平らげました。牛に
は分かるんだ、これが本当の牧草なんだと、自信を持ちました。５年かけて全ての畑を有機に切り替え、現在
は 65ha の畑を有機で育てています。20 年前からミネラルを補強するために沖縄の化石化したサンゴ肥料を使っ
ています。
本格的に放牧に取り組み始めたのは有機農業に出会ってからです。牛にストレスをかけず、喜んでお乳を出
してくれる、そのミルクを商品化出来ないかと考えて昭和 61 年に清水町内の畑作・酪農家８戸で「あすなろグ
ループ」を結成し、7 品目の農産物を直売しました。ところが全然売れず、地元農協の店舗には夏になっても本
州の大根が売られている、地元で採れているのになぜ売られていないんだろうかと思いました。平成３年 12 月
に「あすなろファーミング」の工場をオープンすることが出来ました。創業に際しては３省にまたがる認可が
いったことや農協と町の推薦も必要だったことから大変な苦労をしました。周囲の皆さんからは「３年で潰れ
る」と言われましたが、
「大手乳業メーカーには無理な 63℃30 分間の低温殺菌ノンホモ牛乳が君のところならで
きる。大丈夫だ。
」という乳業メーカーの工場長さんからの励ましもあり、借金をして始めた工場ですが、その
ことは全く気になりませんでした。当時１ℓパックが 170〜180 円のところ、280 円で販売を始め（未だに値段
は変わらない）
、現在男女 12 人で牛乳や乳製品の製造、販売を行っています。１年に一つずつ新商品の開発を進
め、現在は 25 種類の商品を販売しています。一時期は１万キロを搾乳しましたが、今では６千キロ弱です。自
然分娩で人間が手伝うことは一切ありません。冬場でもよほどの吹雪ではない限り牛は外で飼っています。冬
場は青草がないので乾草とサイレージを自由に食べられるようにしています。牧草は全てロールにして乾草や
サイレージにしています。細断して混ぜ合わせることがないので、第四胃変位は一度も発生したことはありま
せん。今まで AW というものはよく分からず、耳慣れない言葉したが、今回のこのセミナーに参加させてもら
い、今日の話の準備を進めていくうちに、自分のしていることや思っていることが AW と一致することがあり
納得しました。皆さんが話され考えられているような AW 認証制度が発足すれば、牛が幸せになりその牛乳を
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飲むことによって人間も幸せになれます。生産者も消費者も動物もみんな一体となって喜んでおいしいものを
いただいて、そして健康になります。認証制度があればそうしたことが可能になるのではないかと感じました。

何よりも大切にしたいのは牛の気持ちを忘れないこと
今回のセミナーでは、更別農業高校の友西このみさ
んに牛への思い、酪農に寄せる願いを自作のイラスト
（絵本）も用いて話していただきました（写真３）。次
世代を担うべき若者の一人として、酪農に対して日頃
考えていることを素直な飾らない言葉で伝えていた
だきました。小さな頃から牛が大好きだったこのみ
さんは酪農の手伝いに何度か行き、実際の作業を通
して酪農の楽しさ、牛と接することの喜びを体感し、
将来は酪農家になりたいという夢を抱くようになっ

写真３

自作のイラストの前で話す友西このみさん

たということです。以下友西さんの話を紹介します。
酪農家への夢をふくらませていましたが、中学生の時に手伝いに行った一軒の酪農家で悲しい光景に出会い
ました。牛たちは有刺鉄線や電気柵に囲まれて、そしてコンクリートの上で横たわっていました。人間と同じよ
うに牛にも感情があり、有刺鉄線や電気柵にあたれば痛みを感じ、コンクリートの上に寝そべるとその硬さを
感じ、ストレスにつながるかもしれません。想像していた酪農光景とは全く違うことに疑問を抱き、快適な環
境の中で牛が過ごす酪農とは何なのかを勉強し、家畜自身がどのように感じるのかを科学的に捉え、ストレス
や行動の制限が及ぼす影響を少なくしようとする海外では飼養管理で重視されている「アニマルウェルフェア」
という考え方があることを知りました。AW 研究をされている帯広畜産大学の瀬尾先生に話をうかがいに行き、
家畜の快適性を追求することでストレスによる免疫の低下や疾病の予防につながることを知りました。ストレ
スと生乳の品質とは関係し、乳房炎などになると出荷にも影響し経営にも支障をきたします。AW 畜産に取り
組むことは新しい設備を導入したりすることによってコストがかかったり、家畜を洗ったりする等の作業負担
が増すなどの問題点もあります。日本ではまだまだ AW 畜産の考えが広く知られていませんが、実際に取り組
んで成功している生産者もいます。旭川の佐竹牧場（クリーマリー農夢）では搾乳牛 6 頭ですが、牛の行動を
制限しないように飼育し、徹底した清潔な搾乳方法で経営を成り立たせています。生菌数が 100 を超えたこと
がないのです。搾乳中も１頭１頭毎に「えらいね」「今日もありがとう」と語りかけ、ブラッシングをしてあげ
たり、撫でてあげたりと、牛たちはすごく幸せなのだと感じました。頭数が多いと搾乳はスピード勝負となっ
てしまいます。佐竹さんの農場では 6 頭しかいないので丁寧な飼育ができます。これらのことを知り牛に優し
い経営をやりたいと改めて感じました。私の家は農家ではないのでハードルは一層高いかもしれませんが、で
きるだけ自由に過ごせる環境で牛を育てたいと思います。大規模経営の酪農が多くなるなか、私の考えは時代
に反しているかもしれません。しかし何よりも大切にしたいのは生産者が牛の気持ちを忘れないことです。AW
の難しいところは牛への思いやりを利益に結びつけなければならないことです。AW を十分には理解はしてい
ないのですが、牛を大切にし健康で元気な酪農を行うことはどんなにすばらしいことかを色んな人に伝えてい
きたいと思っています。進学し牛本来のあり方を存分に発揮できる酪農のあり方を研究したい、どんな酪農家
の牛たちも快適で生き生きと過ごすことが、北海道の酪農になるように一歩踏み出したい、そのためにまだま
だ学び続けていきます。
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