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インドの畜産事情

鈴木達行＊

始めに

　近年，インドの実質国内総生産率（GDP）は6％

を超え，著しい経済成長の進展が報じられている。

とくにIT産業の発展と世界進出は目覚しく，世界

の長者番付では目本を抜いてアジアでトップの座

に躍り出た。しかし，これらの経済的恩恵に与る人

口は国民全体の20％にも満たないのではないか？

　実際に近代医療を受けられる人口は国民全体の

20％以下で，それもデリーやチェンナイなどの大都

市近郊の居住者に限られている。っまり，総人口10

億2，700万人のうち，8億人を超える国民の生活レ

ベルは依然として低く，貧困の域から脱し得ていな

い。その原因はヒンズー教の教義であるカースト制

度にある。カースト制度はバラモン教時代を含める

と2千数百年の長い歴史があり，しっかりと根を下

ろしている。ヒンズー教徒内の社会的序列は生まれ

ながらに決まっていて，下層にある者は一生浮かば

れることはない。そのため，彼らはr人は生まれな

がらに平等だと教義し，平和な世界に導いてくれ

る」活き神様に救いを求める。仏陀は教義の中で社

図1修行を積む苦行者

会的序列を否定し，総ての人が平等であると説いた

が，ヒンズー教のカースト制度の上層にあって，そ

の宗教から利便性を求めるアーリア系のグループ

によって受け入れられることはなかった。

　インドの畜産業はIT産業のように時代の先端を

走る企業に比べて，下位カースト層の占める割合が

高く，近代化を遅らせる要因になっている。一方で

は，国民の多数が「ベジタリアン」であるという民

族的特異性から，動物性蛋白摂取をタブーとする風

潮もあって，畜産業への力点が削がれる面もある。

また，宗教上の理由から摂取できる動物性蛋白が制

限されることも産業としての発展を妨げている。さ

らに，家畜を屠殺，解体し食肉を市場へ提供する職

業に従事する人達をカーストの最下位，またはカー

スト外の「ダリット」と呼び，人間扱いされない差

別社会が存在するなど，業界での舵取りが極めて難

しい。以下，これらの複雑な絡みの中で動物性蛋白

源を供給しているインドの畜産事情を紹介したい。

カースト制度

バラモン：僧侶など

クシャトリア1貴族，豪族，軍人など

バイシャ：商人，工業従事者など

シュードラ：農業労働者

ヒマラヤの羊

　インドで一般的に消費される肉は羊か鶏肉であ

り，羊肉の場合，そのほとんどが改良の進まない

ローカル種由来のものである。とくに暑い地域で遊

牧されでいる緬山羊は痩せていて羊腸の品質が悪

い。マドラス近郊で飼育されている緬羊は小さく，

柴犬くらいの大きさで痩せている。暑さによる環境

の劣化と草不足，草質の悪さが栄養不良に追い打ち

をかけているようだ。

　インド北部のジャム・カシミール州は標高が高く，

寒冷で羊の飼育に適L・ていることから良質の羊毛

が得られる。この地方では，もともと遊牧民がヒマ
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ラヤの麓で羊を飼って暮らしていたのだが，州政府

の支援が始まると，その輪郭がはっきりしてきた。

　スリナガル近郊には緬羊牧場が7ヶ所あって

32ヶ所に疾病予防のためのチェックポイントを設

けている。

　遊牧民は羊の群れを連れて夏は標高4，000mを越

える草地を求めて移動する。これを夏牧場と呼んで

いる。秋になって山頂に雪が降ってくると徐々に山

から下り，都市近郊の草地で冬を過ごす。これを冬

牧場と呼んでいる。

図2　スリナガル市内で緬羊を追う羊飼い

　カシミール地方で飼育される家畜は羊が110万頭，

山羊が60万頭，牛が220万頭であるが，豚は宗教

上（回教）の理由から極めて少ない。

　一方，羊毛専用種であるコリデールやメリノーは

約8000頭と少なく，国内30箇所の牧場で飼われて

いる。これらの牧場は主としてラジャスタン，ヒッ

サー，ジャム・カシミールなど気候の寒冷な地に集

中している。

　羊毛の集荷量は40ミリオンケージで，オースト

ラリア産羊毛がkg当たり30ルピーなのに対し，10

ルピーで3倍安い。しかし，絶対量が足りないので

90％はロシアから輸入している。

　羊の主な病気は寄生虫で皮膚，胃，肝臓などに寄

生するMookwo㎜（皮膚寄生虫〉，Fasciolainfbction，

Smaller　liver　nn⊆e（肝臓寄生虫）やColynebacterium

ovis，Jo㎞e’s　disease（腸寄生虫）などである。ヨー

ネ病はロシアから輸入した羊から感染し，慢性で腸

が冒されることから感染した羊は痩せていて食用

にならない。

　筆者はシャガール氏と夏牧場にいる羊の群れを

視察した。　「この牧場には緬羊が2，800頭，山羊が

350頭ほどいるよ」と牧童が言った。

　「山羊は利発だからいつも先頭を歩くんだ。夏牧

場は標高4，000mもあるので，そこへ辿りっくには

幾目もかかるし，幾つもの難所を越えなければなら

んでね。そんな時，山羊は崖を平気で登るが，緬羊

は登りきれずに足を滑らせて崖下に落ちてしまう

ので気を使うよ」

図3　山羊は緬羊群の先頭を歩く

　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　ひざまず

　やがて牧童達7人は太陽に向かって脆き，額を

土に突けながら，お祈りを始めた。

　7月に入って雨季になると，強い雨が降ってきて

連目の暑さから開放される。しかし雨季になると牧

草の発育が促され，これに付着した寄生虫の卵を緬

羊が食べる。寄生虫の卵は緬山羊の腸内で成虫とな

り腸壁を通過し，穴を開ける。これをピンホールと

言っている。ピンホールがあるとソーセージ製造の

ための肉詰めが出来ないので，商品価値が無くなっ

てしまう。

　ニューデリー屠場では羊腸のピンホールの有無

を若い婦人が口付けして呼気により確かめていた。

　r口付けして大丈夫ですか？」と質問すると，

　「ウーン，この業界では結核が多いよ」と責任者

のメロトラさんが応えた。

　文盲の人達への衛生教育が徹底されない限り，感

染病の撲滅は極めて難しいように思えた。

　インドでは結核の死亡率が高いため，各地で結核

撲滅キャンペーンが頻繁に行われる。

　デリー市内だけで結核陽性患者が6万人を超える。

結核に罹っても隔離されるわけではないので，彼ら
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は感染源になる。一方，牛と生活している農民は非

衛生的環境から牛から人へと牛結核の感染を余儀

なくされる。牛からの感染は結核菌に汚染された牛

糞が主因であり，家畜商や屠場で働くブッチャーな

どに感染機会が多い。

図4　策に牛糞を乗せて運ぶダリットの婦人

　カサプラはブッチャーの町だ。水牛の肉片を入れ

た薄汚れた籠を頭に載せて歩く男達，サリーを着た
‘
若 い女が牛糞の入った策を頭上に載せて運んでい

た。彼女の額には糞汁が2～3本筋を描いて垂れて

いる。その側を羊の毛皮を載せた馬車が通った。子

供は裸で牛糞の上で遊んでいる。彼らはrダリット」

と言われるカースト外のアンタッチャブルな人達

である。

図5　政府の牧場では牛糞を乾燥して販売しゼいる

図6牛の屠殺禁止令について報じた新聞記事

図7　ボンベイの屠場では牛をと殺していた

牛の屠殺禁止令
　9月に入って，国務大臣から家畜保護に関する法

48条を厳守するよう各州政府へ通達された。法48

条には「雌牛とその子牛，泌乳中の水牛とその子牛，

種雄牛と種雄水牛，使役中の雄牛と雄水牛の屠殺を

禁止する」と記載されている1

　ヒスカルプラデッシュ州のトリプラとマニプー

ル村では古来，牛肉を食べる習慣があるが，この習

慣を無くすための中央政府からの強い働きかけと

法遵守の必要性が説かれた。一方，法規制が難しい

アンドラプラデッシュ，マファラシュトラとアッサ

ムやタミルナドウ州には大統領指令で国の法規制

に従うよう伝達された。また，法規制そのものが無

かったケララ州には，法の制定とその実行が促され

た。

　これを受けて，8月の終わりにはタミルナドウ州
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を始め，多くの州では改めて「雌牛の屠殺を禁じる」

という通達が出た。

　しかし，法規制の実行に当たっては各州の対応は

まちまちで統制の難しさが感じ取れる。

　基本的には牛の屠殺が禁じられているにもかか

わらず，カルカッタでは雌牛の屠殺が公然と行われ，

ニューデリーでも回教徒により密殺されている。ウ

タプラデッシュ，ビハール，ベンガル，マハラスト

ラの4州では，使役の有無を問わず雄牛の屠殺を許

可している。

屋根の無い屠場
　デリーの屠場へ行った。仰向けにされ，四つ脚を

ロープで締められた水牛の屠体が80体ほど転がっ

ており，無造作に取り出された内臓を数10羽のカ

ラスと数匹の犬がつっいていた。ブッチャーは右手

にナイフを，左手にコカコーラの缶を握って，血飛

沫にもお構いなく旨そうに飲み干していた。

　屠殺は朝4時から7時までが水牛，7時からは緬

山羊と，時間差で振り分けている。

　緬山羊の屠殺が終わると，緬山羊のバイヤーや肉

屋の親爺（カチャワラ）が自転車やスクーターの荷

台に血の滴る肉の塊を載せて入り乱れていた。

　インドでの家畜の屠殺は宗教的色彩が強く，特徴

的である。

図8　屠場へ持ち込む水牛と緬羊を
　　仕分けするブッチャー

　インド各地から列車や車で輸送された家畜は屠

場に隣接する休憩揚に集められる。これらの家畜を

5人の獣医師が検査し合否を決める。合格したもの

は次の休憩場に集められ，2～4日問観察され，この

間ブッチャーに売られる。ブッチャーは購入した家

畜をペンに入れ，それぞれ3人の獣医師によって観

察を受ける。

　このように家畜が屠場に集積され屠殺されるま

でには7～8目を要し，この間に各種の病気がチェッ

クされる。

　屠殺される家畜は品種ごとに，それぞれ専用の屠

場で実施されるのが基本だ。ニューデリー，バンガ

ロールやボンベイの屠場の床は石で敷設されてお

り屋根は無い。ニューデリー屠場では豚が一目50

頭，緬羊と山羊が7，000～8，000頭，水牛が400～500

頭屠殺される。

　電気でショックを与え，頚静脈を切断して放血し，

L字型の釘で吊り下げたのち皮剥ぎ，内蔵の摘出が

行われる。床や壁の熱気を取るため常に水が掛けら

れ，屠場検査員はオーヤラックスで手や刃を消毒し

ている。屠場には屋根も塀も無いのでカラスや犬が

侵入して肉片を平らげている。暑い太陽が石畳みを

照らしていた。

図9　屠場の内部，犬やカラスが内臓を食べている

　立会いの獣医師ラン氏が言った。

　r太陽光線による消毒は何にも増して有効だよ」

　スルナガルの公的屠場では緬羊が一日400頭屠殺

されるが，個人的に行われる密殺が一日1，500頭に

も及ぶ。とくに牛は全て密殺である。・

　保冷設備は無く，小型のトラックや3輪車，自転

車にそのまま血の滴る肉片を積んで市場に運ぶ。

　アグラ近郊にあるインドの軍隊にも専用の屠場

がある。羊は屠場から2㎞離れた指定牧場に集め

られ，そこで2～3日獣医師に観察されたのち屠場
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に持ち込まれる。

　羊は電撃器（Tong型〉で失神されると，ゲロチ

ンに頚を挟んで切断する。切断する度に角の付いた

頭がrストーン」と飛んで床に落ちる。その後ステ

ンレス製の放血台の上を滑りながら移動し，後ろ足

からトロリーに吊られ剥皮，内臓の摘出が行われる。

この間，自』動緬羊洗浄装置で屠体が洗われ，チルド

室へ保管される。軍人のために準備される緬羊の頭

数は一目900頭である。

図10　イザツナガル獣医研究所

図11ムクテッシュワヘ向かう急峻な坂道

ムクテシュワとイザツナガル
　　　　　獣医学研究所

　運転手のデバンシン氏がバレリーへの道を熟知

していると言い，獣医衛生局長のチャタジさん夫婦

も一緒なので何ら問題は無いはずなのだが，デバン

シン氏が道を問違って100㎞も離れたルーキーと

いう町までやって来た。そこで間違いにやっと気が

ついて外気温が43度もある灼熱の太陽のもと

100㎞を折り返し，やっとバレリーにまで辿り着い
た。

　バレリーにはイザツナガル獣医学研究所があっ

て，3，000人の職員が家畜の疾病に関する研究に携

わっていた。

図12ムクテッシュワ研究所の研究スタッフ
　　　　　ムクテッシュワ

　コーディネーターのカトパタル氏がイザツナガ

ル研究所セ実施している家畜の改良について説明

した。

　「牛の精液は米国から輸入しています。ご存知の

ようにインド肩峰牛（ゼブー）はわが国にとってと

ても大切な牛です。そのため米国からホルスタイン，

ブラウンスイス，ジャージーなどの凍結精液を輸入

し，インド肩峰牛の雌に人工授精をしています。そ

の結果，生まれた交雑種の雄の精液を採取して凍結

保存し，これを農村に送っているのです」

図13ムクテッシュワ研究所ゲストハウス
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　村では送られた凍結精液でインドゼブーの雌に

人工授精し，雌を産ませて乳搾りするのだが，実際

には，これらの改良された牛よりも水牛の方が2～

2。5倍も乳をよく、出す。それにもかかわらず牛の改

良にカを注ぐのはどんな理由があるのだろうか？

再びカトパル氏が言った。

　rインドでは水牛を殺して肉にすることができ

ますが，牛の屠殺は禁じられています。っまり，殺

しではならない牛を農業分野で有効に活用するた

めの方策なのです」

図14　カトパタル氏とインド肩峰牛

　15世紀にインドヘ侵入し，農耕社会を構築した

アーリア族にとって牛は最も大切な財産であった。

ヒンズー教の教義の中で登場する牛は神クリシュ

ナの仲間であり，その地位が高い。

　ムクテッシュワはイギリス統治時代ヒマラヤ山

脈の麓に造られた獣医学研究所で，標高2，250mの

高地にある。細菌やウイルスを使った研究では培地

や試料を保存するために冷蔵庫が必要だが，冷蔵手

段の無かった時代，この高地での低温環境が研究の

ために大いに役立ったに違いない。

　私達は国産車アンバサダーに乗って蛇行の激し

い急な坂道を登った。時折車がオーバーヒート気味

になると，道脇に止めて休みながらの悠長な旅であ

る。

　ムクテッシュワ獣医学研究所で作られている口

蹄疫ワクチンには特徴がある。通常，牛の口蹄疫ワ

クチンを製造するには牛の腎臓を組織培養に用い

るのだが，此処では山羊の腎臓が組織培養に用いら

れていた。口蹄疫ウイルスを山羊の腎臓で増やし，

これをホルマリンなどで不活化する。口蹄疫には

A，o，c，Asia－1などの型があるので，最終的には，

これらの各型ウイルス由来不活化ワクチンを混合

して接種することになる。

　ムクテッシュワの夜は寒いので薪を焚きながら

暖炉で部屋を暖めた。そこに運転手のデバンシン氏

がやってきた。

　r車の中は寒いので，アンタの部屋に泊めてくれ

ないか」

　rいいよ！こちらのベッドを使ったら」と，彼の

申し出に快く応じた。

　しばらくして♪チャタジ氏がやって来て，’

　「デバンシンを君の部屋に泊めてはいけません。

ここはインドだ。こちらのやり方に沿ってやっても

らいたい」と言って，デバンシンさんを私の部屋か

ら追い出した。

　彼はカーストでいう最下位層だから外国人と寝

起きを共にしてはならないのだ。しかし，この寒さ

で車の中で寝るには無理があるし，r長距離運転で

さぞかし疲れているだろう」と心配していたところ，

ゲストハウスの主事の好意で彼はダイニングルー

ムで寝かせてもらうことになった。

　翌朝，居室のカーテンを開けるとヒマラヤの雪山

が霧の晴れ間からくっきりと顔を出し∫一小鳥が
さえず　　　　　　あたか

聴って，恰も，その空間へ吸い込まれて行くよう

な美しさであった。その時，窓の直ぐ椥で大きな白
　　　いぶか
い猿が訪しそうに私を見つめていた。

　ムクテッシュワを出発して間もなくチャタジ氏

が

　「インドで狂犬病に罹患して亡くなった人は年

間，せいぜい100人位のものですよ。牛疫なんか，

とっくに無くなったし，口．蹄疫の発症もさほど問題

ではないと思いますよ」と言った。彼はインド国の

高級官僚として愛国心が強く，自国のことを悪く理

解されないように気配りしているのだ。

　　　　　　　　　　きし　車はジグザクした道を軋みながら下りて行った。

やがて標高2，000mの地点にあるナイニタル湖に到

着し，チャタジ氏らと2ルピー（70円）を払って土

地の男が漕ぐボートに乗った。

　ナイニタル湖を出てミラーの街へ到着したのは，

夕方8時を過ぎていた。街の露店には電気が無く，

暗闇で異様に輝く店主の大きな眼球が蝋燭の光で

揺れていた。私達は喉の渇きをいやすためマンゴ
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ジュースを飲んだ。木製の機械により手垢で汚れた

ガラスコップに絞り込んだマンゴ果汁，それで喉を

潤した。

図15　口蹄疫に罹患し，起立を嫌うコブ牛

’ロ蹄疫の発生

　インドには牛や緬山羊などの家畜に多くの病気

がみられる。近年，宮崎県で摘発された口蹄疫は慢

性的だし，牛疫，結核，天然痘，流産を誘発するブ

ルセラ病，腸粘膜を冒すヨーネ病，食中毒を齎すサ

ルモネラ病や各種寄生虫症などさまざまである。人

では蚊から媒介されるマラリア，ハンセン氏病や結

核などの抗酸菌由来のもの，コレラ，赤痢などの食

中毒も珍しくない。WHOの調査ですでに消滅した

と考えられていたチフス，天然痘やペストなど古典

的な病気も問歌的に発生して世閲を驚かせる。イン

ドが病気の巣と言われるゆえんである。

　インド国内における家畜疾病発生報告によると，

1月の口蹄疫発生件数は多く，241件，29，390頭の

発症，58頭の驚死が報じられた。

　9月中旬，首相の自宅で飼われていた雌牛2頭が

口蹄疫に感染したとヒンズスタンタイムスで報じ

られた。

　雨季になると，降雨の移動に伴って南から北へと

風土病のように口蹄疫が発生する。このため外部か

らデリーへ家畜を持ち込む際には7ケ所のチェック

．ポイントで口蹄疫や牛ペストなどの各種ワクチン

が接種される。

　10月に入って口蹄疫は各地に感染の輪を広げて

行った。グルガオンで現場の獣医さんが「近くの村

で重症の口蹄疫に罹った牛がいるので見に行こう」

と誘ってくれた。

図16　口腔粘膜は水泡が剥がれて
　　　廉燗を呈している

図17　ヒヅメの粘膜に水泡ができ，

　　　これが廉燗となる

図18　口蹄疫に罹患した水牛は
　　口からの流誕が激しい

　3頭の白いインドゼブー牛の歯茎には3～4個の

水泡と，それが破れた後の茶褐色の康欄面があった。

ヒズメの繋ぎ目は水泡が破れて炎症を起し，包帯が

してあった。獣医さんが包帯を解いて繋ぎ目を見せ
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てくれた。牛は痛みがひどく，起立するのを嫌がっ

た。

デリーから北東に向かって10㎞の地、点にマスブ

プール（Masbbpur）村がある。ここ．ではデリー市内で

うろついていた水牛や牛が捕獲され，5，000頭ほど

が飼育されている。全部で128棟の畜舎があって，

それぞれ40頭前後が収容されていた。

　元来，インドでは牛や水牛を囲いの中で飼育する

習慣が無く，彼らが街中をうろつき糞便を撒き散ら

すことに何ら抵抗感は無いし，糞便が貴重な燃料に

なりうる。ましてや，牛は神クリシュナの仲間ゴ

ピーである。ところが，このところ観光客が増え，

牛や水牛の放し飼いに非難が寄せられると，市当局

は環境美化のため公的な牧場を建設して街から牛

や水牛を追放するようになった。

　「口蹄疫と大袈裟に言うが，風邪に患ったような

ものだよjと案内してくれた獣医助手のダス氏が

言った。

　その後，マスブプール村に収容されたコブ牛の数

頭にも口蹄疫の症状が表れた。

　9月23目頃から発熱があり，食欲減退と著しい流

灘があった。10目後の10月3目には食欲が廃絶し，

口腔粘膜や歯根部にクルミ大の茶褐色の廉燗がみ

られ，痙痛のため開口を嫌がった。また，蹄部の繋

ぎの皮膚にも水泡が破れた後に出来たと思われる

廉欄があり，蹄が剥がれて癒痛が激しく歩行が困難

であった。コブ牛が難儀して1週間を過ぎた10月8

目に食欲が快復してきた。

　口蹄疫を患ったコブ牛が家屋から100mほど離れ

たマンゴの木に繋がれていた。

　「他の水牛に感染するので隔離したのだよ」と飼

い主のオンパルカ・シュマリックさんが言った。

　彼の口蹄疫治療法は興味深い。バブル（Babul）

と呼ぶ大きな樹木の皮を剥がして，これをボイルし

てエキスを採る。このエキスを廉欄面に塗ったり，

サダハリ（Sadahari）と呼ぶ常緑草のエキスを水泡の

破れた簗燗面に塗っ七いた。

　r一番大事なのは牛の身体に油を塗る作業だな」

　彼は牛の身体に油を塗ることでウイルスの出入

りを阻止できると信じているようだ。

　r牛の身体に油を塗るなんて，効果あるの？」・

　「昔からやっているよ。祈祷師が教えてくれたのさ」

　「お陰で，この牛はやっと食欲が出てきたようだ」

　r病気になって治るまで40目はかかるね。この

　間，乳を出さないので儲けにならんよ」と彼は

　嘆いた。

　「ワクチンは接種しないの？」

　rワクチンは一回注射すると11ルピー（385円）

　もかかるからね。この辺では誰もしないよ」

　口蹄疫に弱いのは水牛，雄牛は比較的強いらしい。

抗酸菌である結核やヨーネ菌を起因とする疾病

は慢性で，デリーの乳牛牧場で実施したツベルクリ

ン反応では10％が陽性であった。

　口蹄疫にしろ，牛疫にしろ，ワクチンの接種に村

民が拒否することが多い。

　人工授精所の担当者，シン氏が言った

　r牛の精液を持ってミラーの奥地の村に行った

とき，村人達が人工授精を予定していた牛をどこか

へ隠してしまった。そんな不純なことをしてはなら

ないと祈祷師が言ったからさ」

　文盲率の高いインドの農村，誰かの噂や占い師，

村長などの一言が彼らの行動を支配する。

犬の咬傷と狂犬病予防
　デリー市郊外のグルガオンの近く，マスブプール

村にスータンガリ城がある。ここは744年頃栄えた

イスラム教の文化都市で，モンゴリア王の崩れた館

が残っている。地下に向かって階段を下りて行くと

モンゴリア王と愛犬の墓が仲良く並んでいた。イン

ドでは古来犬は神への遣いとして大事にされ，虐待

することは許されなかった。そのため街中を犬がう

ろっくので咬傷機会が多い。

　インドでは年間狂犬病による死者が2万5千人と

報告されている。しかし，実際には，この数値をは

るかに超える人々が犠牲を被っているに違いない。

それはインド国内に生息している犬の頭数が5千万

頭と推測され，街中をうろついている野良犬の数は

行政が把握している数をはるかに超えているから
だ6

　ニューデリー市は犬への狂犬病ワクチン接種を

指導しているが，法的義務が無いので，実際のワク

チン接種頭数は僅かである。そのために狂犬病を発

症した犬の把握が難しく，人への咬傷が後を絶たな

い。文盲率の高い地域では犬の咬傷を軽るんじ，症

状が出ると活き神様の元へ走る。イザツナガル獣医

学研究所では狂犬病ワクチンを製造し，万が一の緊
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急事態に備えているのだが。

　ニューデリー地方会議録によると，昨年はニュー

デリー市内で28件の狂犬病発症をみたものの，今

年は14件で大幅な減少をみたと報告している。昨

年度は19，635頭の犬が捕獲されガス室へ送られた。

今年はすでに59，000頭が捕獲され殺処分されてい

る。一方，昨年の犬による咬傷は4，670件であった

が，今年はすでに4，150件と増えている。

　市獣医局では「ニューデリー市には充分な狂犬病

ワクチンがストックされているので，犬に咬まれた

ら直ちにワクチンを接種するように」と注意を呼び

かけている。

　ニューデリー市内では，9月に入って再び野良犬

捕獲事業が展開された。ニューデリー市獣医局はテ

レビや新聞紙上を通じてr飼い犬には身体にピンク

などの色をっけて，識別が容易に出来るように」と

注意を呼びかけた。

　捕獲は日曜日の朝6時から夕方10時まで行われ，

1，130匹の犬が捕らえられた。これらの犬のうち，

病気に罹っているものは，当日のうちに殺処分され，

健康なものは24時間保管し，この間に飼い主が現

れた場合には引きとってもらうこととした。

　野良犬を捕獲するために，特殊な布バッグや網を

使うなどの方法がこれまで用いられて来たが，いず

れの方法も有効性が低かった。そこで，今回はトラ

ンキライーザー・ガンを用いる方法を試みた。その

結果，トランキライザー・ガンで撃たれた犬は2分

以内に脚がふらっくなど，捕獲効果が表れ，30分間

は眠ったままだった。このことから市獣医局はこの

方法がベストであると結論付けた。

ミルクセーリングブーツ
　約5，000年前に記載されたヒンズー教の聖典ギタ

（Gweta）に食ぺ物の善し悪しにっいて記載した部

分がある。それによると，食品は三つの段階に分け

られている。食べて良いとする食品の順にサトリッ

ク（Satrik），ラジック（R句sik）とタムシック（Tamsik）

とランク付けされている。

　サトリックには牛乳，果物，青い葉を持つ野菜な

どが揚げられ，ラジックには穀類，芋類などエネル

ギー源の高いもの，タムシックには玉ねぎ，ショゥ

ガや酒などの細胞に対して刺激的なもの，水牛乳な

どが含まれている。面白いことに牛乳が最高位のサ

トリックで水牛乳が最低位のタムシックだと言う

ことである。このようにヒンズー教では食品におい

ても序列をっけるという厳しい現実がある。

　r牛乳はマザーミルクと言って水牛乳とは明ら

かな違いがあります」と付き添いの獣医官が言った。

感染病の多かった時代，若くして亡くなったお母さ

んの代役として牛乳が重宝されたためであろう。

　7月中旬，メロトラ氏とデーリープラントヘ出か

けた。ニューデリー郊外へ出ると600年前に建てら

れた回教徒の王様の墓，ハマヤム・タム（Hamayumu

Tomb）や2000年前に建てられたオルド・ホルド（Old

Hold）などの歴史的建造物に出会う。やがて私達は

ジャム川を渡ってミルク・プラントヘ着いた。

　ミルク・プラントではプラントマネージャーのタ

ルプル氏が案内してくれた。

　「この工場はデンマーク方式で建てられたもの

です」とタルプル氏が言った。

　工場にはミルク搬送用のタンクローリーが忙し

そうに出入りしていた。

　工場では近郊の村から運ばれてきたミルクの13

万リッターをパスツライズして市場に提供してい
る。

　「プラント能力は40万リッターもあるのですが，

農村からの原乳補充が追いつかないのが現状です」

　この工場に持ち込まれる原乳の80％以上が水牛

乳，20％弱が牛乳で，これを混ぜ合わせてパスツラ

イズしている。また，絶対量が不足する時は，自給

もしくは輸入した粉ミルクを季節的な変動に合わ

せて25～50％の割合で混合している。

　r最大限，50％です」と，それ以上混ぜ合わせて

はいけないと言わんばかりの強い口調でタルプル

氏が言った。

　村で購入される原乳の価格は水牛乳がリッター

2．6ルピー，牛乳が2．0ルピーで水牛乳の方が高値

である。ミルクの生産量も水牛が一目1．8～4リッ

ター出すのに対し，牛は0．5～2リッターにしかす

ぎない。このため，水牛はロープに繋がれているが，

牛は繋がられることなく街中を闊歩しながら余生

を過ごしているようだ。

　r農家の主は，乳を提供してきた牛が歳老いて用

を足さなくなると，（長い間，ご苦労様）と言って，

牛舎から開放してあげるのだ」とゴギチャチャが

言ってたが，実際問題，乳を出さない牛を牛舎に繋
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図19　鎖で繋がれている水牛と
　解放されているコブウシ

図20街を散歩する牛

ぎ止めておくほどの経済的余裕は無い。

　ミルクプラントヘ原乳を供給するために，ニュー

デリー市郊外には30箇所以上の州政府系集乳所が

ある。これをMilkChiHingCollectionCenterと言い，

周辺の村から馬車やリヤカーに乗せて絞りたての

原乳を運び込んでいる。これをミルク・プラントが

集めて工場へ搬入し，パスツライズするのだ。

　ニューデリーにはもう一つの政府系ミルク・プラ

ントがある。ここでは一目35万リッターのパスツ

ライズミルクを生産している。このように政府系ミ

ルクプラントでは一目，合計48万リッターのミル

クを生産している。ニューデリーで消費される一日

の乳量は80～100万リッターであるから，約50％が

政府系ミルク・プラントで，他の50％が民問のプラ

ントで生産されている。

　ニューデリー市内には牛乳販売所が350ケ所も設

けられている。中流以上の市民の50％が，このブー

ツを利用する。政府系ミルクプラントでパスツライ

ズされたミルクは，毎朝タンクローり一車に積み込

まれてミルクセーリングブーツ（牛乳販売所）へ

配っている。パスツライズミルクは生乳で摂氏5℃

に保たれており，市民は容器を持ってブーツに集ま

り，ミルクを購入している。

　一方，ニューデリー近郊で市場にミルクを供給し

ている個人営業者は1，000人ほどと推定されている。

彼らは水牛から乳を搾ったのち，二れをボイルして

お得意さんに配達している。パスツライズするなど

の施設が無いので，もっぱら加熱するだけの処置だ。

これをオートバイやリヤカー付き自転車で配達す

るのである。

　インドで最も先端的乳牛牧場（Daily　Faml）を形

成している地域はグジャラト（G両arat）である。グ

ジャラトのアナンダ（Ananda）では各農家が協同組

合を構築して乳牛牧場を経営している。協同組合は

8ケ所あって，大きい所では20万頭の水牛や牛を飼

育し，60人の専属獣医師が診療に当たっている。ま

た，ラジャスタンからも列車で水牛や牛の原乳が列

車でニューデリーに運び込まれている。

　ミルクプラントでは摂氏6℃に保たれて運び込ま

れた原乳を摂氏78度で15分間低温殺菌後に冷却し

て摂氏4℃に保つ。その後タンクローリーで各セー

リングブーツに配達する。

図21水牛乳を集める業者

終わりに

　インドにおける畜産行政は舵取りが極めて難し

い。一っは民族の成り立ちの違いである。たとえば，

先住民であったチベット＆ビルマ族，ドラヴィダ族
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などや15世紀頃に侵入したアーリア族間における

差別社会がある。これに伴うヒンズー教のカースト

制度では前者が最下層，後者が最上層にある。二っ

目は，ナーリア族は農耕文化を導入し，基本的には

「ベジタリアン」であるのに対し，チベット＆ビル

マ族やドラヴィダ族など先住民は狩猟民族であっ

たため，動物性蛋白を要求する。このため，牛肉の

食用を禁じても密殺は後を絶たない。三つ目は宗教

間における食肉のタブーである。ヒンズー教では牛

を食用として禁じ，回教では豚を食用として禁じて

いる。四つ目は教育である。カースト制度の上層は

高等教育を受けるが，下層の者は初等教育も受けず，

文盲率が高い。

　これらの理由からインドにおける畜産の展望に

は不透明感が漂う。ただ，牛乳に限って言えば，宗

教間を問わず肯定的で，その生産意欲の高さが伺わ

れる。これは農耕を導入したアーリア系の民族がヒ

ンズー教において牛を神，クリシュナの仲間（ゴ

ピー）に七ていることから，その地位が高いためで

あろう。

　インドに滞在中，カースト制度の下層で働く人達

と接触して，彼等には思ったほ、どの悲壮感もなかっ

た。ただ，早朝に，泣きの入った声でr活き神様」

のお墓に列を成してお祈りに来る集団には参った。

それはヒンズーでも回教でもない。アニミズムの世

界である。そのアニミズムの世界にいる人達もカー

ストから外れた「ダリット」である。ダリッ・トの人

達は差別社会の無い活き神様の教義に酔い痴れる。

有名な活き神様「サイババ」はドラヴィダ族である。

図22牛はヒンズー教の神，
クリシュナの仲間で地位が高い

農業畜産情報

農林公庫r融資額22％減

　農林漁業金融公庫は7月9目までに、2006年度

の融資実績を発表した。農業関係の融資額は1110

億円で、前年度に比べて308億円（22％）減った。

同公庫は、07年度から認定農業者へのスーパーL

資金（農業経営基盤強化資金）の聯資が無利子化さ

れることを見越して、農家が借り入れを控えた影

響が出ているとみている。

　国の経営支援策を担い手に集中する施策の一

環としてスーパーL資金は07年度から3年間、個

人では500万円以上1億円まで、法人では同3億

円までの融資について無利子になっている。

　06年度は無利子化の前年だったため、スーパー

L資金の融資は前年だったため、スーパーL資金

の融資は前年度より436経営体（17％）少ない2154

経営体の利用にとどまり、融資額も同124億円

（19％）減の522億円だった。

　また融資先の営農類型別に見た同資金の融資

額は、酪農が最も多く113億円だった。しかし、

生乳需要の落ち込みを受けて前年度に比べると

57億円減った。酪農に次いで多いのは肉用牛74

億円、養豚68億円などだった。

　林業、漁業、食品の加工流通などを含めた同公

庫の融資総額は2123億円で前年度に比べ384億
円（15％）減った。
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