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自然の中で生き生き育つ「富士あさぎり高原放牧豚 J飼育

一遊休草地利用の 放牧 で， 畜産 の新 しい 生産 ・販売スタイル確立を目指す一

大津貴之矢崎栄司$本

はじ めに

1996年 8月より，富士朝霧高原での 「有機の里づ

くり jの一環として始まった放牧豚事業(富士あさ

ぎり高原放牧豚 ・松沢牧場)も，今年で 10年目を

迎える。筆者は当初からこの「放牧豚事業」に関わ

り，現在もマーケティング担当として，放牧豚生産

と独自の販売スタイルの確立と継続 ・発展を模索し

ている。

10年の歳月を経る中でさまざまな問題に遭遇し，

幾多の苦い体験をし，喜びとも出会った。また，放

牧豚の販売を通じて，環境，食，家畜に対する消費

者の意識や関心が変化してゆく様子も間近に見て

きた。

今日では，世界的なバイオエタノ ーノレ需要による

トウモロコシなどの穀類の高騰， CO2の増加を招く

フードマイレージの問題，食の安全や人畜共通感染

症の問題など，環境，健康，動物福祉に配慮した 「食

べ物のかたち」を真撃に考えて実行して行かなけれ

ば畜産生産者も生き残れない時代に入って来てい

ることも事実だ。

BSE問題を契機に始まった食肉の トレーサビリ

ティー ・システムが浸透してきてはいるが，生産者

の顔がはっきり見える安心・安全食材はまだまだ一

部のことにすぎず，現在もなお食肉偽装や違法表示

事件が多発しており，消費者は不安を募らせている。

そんな消費者の不安を振り払い，消費者に信頼の

得られる畜産のあり方を，小規模ながら，自然・人 ・

豚に優しい 「富士あさぎり高原放牧豚Jの生産・販

売を通じて考えている。

朝霧高原の自然条件

雄大な富士山の西麓に広がる朝霧高原は，日本国

内有数の酪農地帯として，本州では最大の 1，000ha

-スワインズコート 富士あさぎり高原放牧豚生産・営業販売促進

担当 (Takayukiusawa) 

"アースワークルーム (EijiYazak;) 

の草地を有している。朝霧高原は，その名の通り，

朝夕は霧が深く，年間平均雨量が 2， 500~2， 600mm

という多雨な地域で，もともとは富士山の火山灰土

が堆積した黒ボク土のやせた土地だ、ったが，長年の

酪農の副産物として乳牛の糞尿が有機物を土中に

大量に蓄積させ，肥沃な土壌に生まれ変わらせてき

た。そのため，日照時聞が短いにもかかわらず牧草

がよく生え，家庭の主婦たちがつくる家庭菜園では

高原野菜が生き生きと育っている。

写真 l 放牧場の風景と春の季節
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有機の里づ くり

全国的な牛乳消費量の減少，乳価の停滞 ・下落の

ために酪農経営は厳しい状況を迎え，かつては 200

戸を超えた酪農家数は，現在 65戸程度にまで減少

し， 1，000haの草地うち 300haが遊休草地となって

おり，雑草で荒れた草地も増えてきた。これまでは

乳牛を飼い，牛乳を搾って指定団体を通じて大手牛

乳メーカーに販売するだけでよかったが，もはやそ .

れだけで地域として酪農を継続していくことがで

きなくなったのである。

そこで考えられたのが，広大な草地に牛や豚を放

牧することで家畜のストレスをなくし，地域の自然

環境を守り，自然との共生のなかで安全で質のよい

豚肉を生産するとともに，その副産物を利用して高

原野菜や乳製品などを生産し，それを地元で消費し

(地産地消)，さらに地域の特産品として環境や食

の安全に高い意識を持つ消費者に提供して地域活

性化をはかる「有機の里づくり Jの取り組みである。

この取り組みの中から富士あさぎり高原放牧

豚肉」をはじめ，さまざまな乳製品や酪農を次世代

に譲った高齢者が栽培する「朝霧高原野菜」が生ま

れている。

これまでの富士朝霧高原

における放牧豚生産

広々とした草地で，ストレスなく健康に育てて生

産した放牧豚肉は，生産者の松沢牧場，技術指導や

販売先の開発を行った(株)湘南ぴゅあ，富士開拓

農協， (農)富士農場サービスなどの努力で，有機

農産物やこだわり食材を扱う大手宅配会社や地元

の食肉庖で販売され，安全 ・安心の食材として注目

を集めた。

その後， BSEや鳥インフルエンザ，食肉偽装事件

などの影響から消費者の食の安全，健康への関心が

急速に高まり ，安心できる健康放牧豚肉への需要が

急増して，さらに多数の引き合いがきている。

現在，放牧豚生産は松沢牧場および酒井農場の 2

か所で行われており，どちらも自然との共生，動物

福祉をテーマに，周辺環境の保全に配慮しながら

「大自然を走りまわり健康に育った豚肉Jを地元消

費者，食品流通，レストランや料理庖などに提供し，

喜んで、いただいている。

また，豚は草をよく食べ，鼻を使って土を掘り起

こすことから，雑草の生えた草地への放牧は除草の

面からも効果的であり，環境管理動物としても役立

つことが分かつた。

松沢牧場における放牧豚の

生産スタイルと特徴

飼育 頭 数 ・ 品 種

現在，松沢牧場で飼育 ・出荷される放牧豚(肉豚)

は，母豚 30頭から自家生産した LWD，LWB種と

県内から子豚導入した豚で，年間約 500頭ほどであ

る。

写真 2 刈り取った草を餌に草をあげる

飼養管理は， 28~35 日以上の離乳と決めており，

その 5日後に 2回，雄豚 (Dおよび B)と本交して

いる。母豚候補，母豚導入は， LW， WY， Y，を主

に， 1 部依託で， 5~5. 5月齢体重 100kgほどで導入，

少々遅めだが，今後の出産成績を考え，初回交配は

250日齢，体重 140kgほどである。

母豚と種豚の管理

母豚と種豚の管理は，従来の一頭ごとに区切られ

たストールで、はなく， 1区画 6m2程度の自由に動く

ことができる広いストールで 2~3 頭を l 群として

管理している。自由に動き回れることでストレスが

緩和される。

分娩サイクノレは，授乳期間 28~35 日で年間 2.0

回を基準とし，その聞は一般の分娩ストールで管理

している。

子豚の管理

分娩後の子豚は，少々長めではあるが 28~35 日
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問の授乳期間を経て離乳。 その後体重が 20~30kg

程度に育つまで育成舎で管理する。

※断尾 ・切歯は基本的に実行しない。しかし，授

乳中の母豚が明らかに犬歯を嫌がり ，射乳を拒否し

た場合には切歯を実行するが，その事例も年間数回

ほどである。

馴致

30kg程度に育った子豚(肉豚=食肉用)は，放牧

場内に設置されている小屋で， 約 2~3 週間の恩1 1致

期間に入る。

この期間に子豚は，これまで知ることがなかった

大自然を身近に接して，自然と自分との関わりを体

感する。ひんやりとした外気，風の音，草木のさざ

めき，虫，野鳥の鳴き声などの未知の世界と触れ，

周辺の環境に順応し，病気等に対する抵抗力や免疫

力をつけてし、く 。この馴致期聞がないと，急激な環

境の変化に対応できず，生育が悪くなり，病気にか

かりやすくなる。

放牧

2~3 週間の馴致期間を経た後，放牧場内の牧区に

2~3 か月開放牧する。

豚は広い草地に放牧するととで，好きなときに走

りまわり ，仲間とじゃれ合い，鼻で、穴を掘ったり，

水辺で遊んだり(水浴び)，寝ころんだり(泥浴び)

と，行動の自由が与えられ，表情も生き生きとして

目が輝いてくる。狭い豚舎での密飼いの豚に見られ

るような，仲間の尾にかみつくなどの異常行動や攻

撃行動， うつ症状などはまったく見られない。

放牧期間中の餌は放牧場に生える草(牧草や雑

草)とリサイクノレ資源のパンを混ぜた自家配合飼料

で，不断(自由)給餌にしていつでも自由に食べら

れるようになっている。

2~3 か月間の放牧で， 約 110kg程度の体重になっ

たところで出荷する。まれに増体が遅く， 4か月程

度の放牧期間を要する豚もいるが，約 1か月間の放

牧期間延長でほぼ 110kgまで増体し，ほとんどが出

荷となる。

自由に飼料と草を食べて運動をしており，決まっ

た時間に餌を与え，運動をさせない一般の舎飼いの

豚に比べて増体に時間がかかる。また個体差もはっ

きり現れ，増体にばらつきが出ることもある。

ただ， 一般に放牧というと運動量がかなり多いと

思われているが，実際には l日のうちで運動をする

時間はそれほど多くなく，穴を掘ったり，仲間の豚

とじゃれ合うなど適度な運動をして，あとはのんび

りとリラックスして過ごす時聞が多い。

写真 3 放牧豚と触れ合う

放牧場での飼養頭数

松沢牧場の場合つの牧区の大きさは，小さな

ところで 10a，大きなところで lha程度で， 1頭当

たり1O~15 坪 (30~50 rrO以上の放牧面積の確保

を目安としている。

放牧場の管理

放牧期聞が終わると，牧区は最低でも 3か月以上

の休牧を実施している。休牧により，土壌中に豚が

排出した有機的糞尿(窒素成分等)を自然や微生物

等の酸化 ・還元力により健全化をはかろうと考える

からである。また，休牧することで豚病発症の低減

効果があり，休牧後新たに放牧する豚にストレスを

写真4 真冬の放牧豚
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写真 5 飼料用大型撹枠機， f資枠前 ・後

与えることなく育てる ことができると考えている。

放牧によって牧区の草(牧草及び雑草)は，ほぽ 3~

4週間できれいに食べられてしまい，放牧終了時に

はまったく草が残っていない状態になる。休牧する

ことによって草が生え，その草が土壌に溜まった窒

素成分を吸い上げ，放牧された豚がその草を食べて，

体をつくるための栄養分とするという循環が成り

立っている。より効率的に土壌から窒素分を吸収す

るために豆科の牧草や作物を放牧地で栽培し，豚の

餌とすることもある。

飼料内容

・育成期までの肉豚には一般配合飼料を給与。

・放牧期は，指定配合飼料(非遺伝子組み換え ・ポ

ストハーベスト農薬不使用)とリサイクル資源、のパ

ン配合した自家配合飼料を状況に応じて配合して

いる。飼料にパンを配合する目的は，肉質の改善効

写真 6 放牧豚の出荷風景

果を期待することと同時に，豚の噌好性の改善にも

つながるからである。パン配合の多い飼料は明らか

に豚が喜び，管理している人間をも安らかな気持ち

にさせてくれる。またパンに含まれるフィターゼが

難分解物質のリンの栄養利用効率(体内への吸収)

を高めるとともに，リンによる環境汚染の軽減も期

待される。

抗 生物質など薬剤使用

病気予防のための抗生物質や薬剤は基本的に使

用しない。病気感染があったときは，できる限り薬

剤に頼らない方法での回復を模索する。ただし，感

染豚の苦痛，他の豚への影響を配慮してやむを得ず

使用した場合もあるが，あくまでも緊急措置である。

薬剤を使用した豚は，残念だが富士あさぎり高

原放牧豚Jとしないで， 一般の豚肉として市場出荷

する。

出荷時の状況

出荷は毎週月曜日と決めて，事前の注文に合わせ

て出荷豚をカラースプレー缶で記して選別してい

る。また一般の豚舎飼育と違い，広い放牧場での出

荷は大変な作業である。最大の苦労はなかなか豚が

捕まらないことである。現在，農協職員や配送業者

の方々にお手伝いしていただいているが，今後は，

豚にストレスや恐怖感を与えることなく，自然に配

送車に誘導できるように，誘導方法や牧区の構造を

改善しなくてはいけないと考えている。

子豚が生まれてから出荷までの飼養日数は，
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LWD180日齢以上， B血統 210日齢以上で，体重

110'" 1l5kgで出荷となる。枝肉歩留まりは皮はぎで

68%，飼料要求量率は 3.2%で， 4か月齢から出荷

(放牧期間中)までの事故死亡率は 5%以内となっ

ている。

放牧豚の肉質

放牧豚の肉質は，総体的な肉質・・・ ・色，保水性，

臭気，弾力性，柔らかさ，などのさまざまな面で，

明らかに一般豚の肉質とは異なる。

際だつ特徴は肉色と味である。運動量の多い動物

の肉は主にヘモグロビンの作用で赤色を形成する

が，放牧豚も同じで，一般豚の肉に比べて赤身が濃

く，日々適度な運動をしている健康体の肉といえる

だろう。

また，運動をしていると一般的には肉が固くなる

と思われがちだが，肉質は弾力があって柔らかく ，

保水性もよい。放牧豚肉には，放牧することによっ

て， 一般の豚舎飼いの肉豚に比べて飼料内容の吸収

に微妙な違いが出ているように思える。

さらに，放牧することで，飼料からではない，腸

内細菌叢からのタンパク供給も影響しているので

はないかとも考えられる。微生物叢からのタンパク

供給が豚肉の肉質に及ぼす影響については大変興

味があるところで，今後の研究課題としている。

放牧豚肉には，ほとんど臭みがなく，いわゆる豚

肉特有といわれる獣臭も感じられない。また，脂肪

にも臭いがなく，すっきりとした味わいで舌触りも

なめらかである。放牧によってストレスが軽減され，

腸内細菌叢のバランスがよくなり，体内の生理作用

が賦活されているからではないだろうかと考えて

いる。

上記，放牧豚肉の特徴を見ると， 一見変わってい

る豚肉と感じられるかもしれないが，販売先には大

変喜ばれている。

放牧豚肉販 売の

独自スタイルとサービス

ス ペック・セットを主体にした販売

に理解を得る

創設当初からの販売先を軸に，現在では和食，中

華，洋食の料理庖やレストランへの直販にも力を入

れている。料理人が使ってみたいとし、う要望から取

引が広がっており，プロが喜ぶ食材として認められ

ている。

直販は，各部位が入ったスペック ・セット(肩ロー

ス，ロース，パラ，ワデ，モモ，ヒレ)が主で，そ

れらの部位の用途に合わせた「料理のご提案Jを添

付し，肉豚の出荷計画，納品目時，肉量，スペック

の用途，メニュー構成，調理方法などを提案しなが

らシェフや料理人と商談する。

営業開始当初は，豚の話よりも豚肉料理の話が多

く，大変苦労した。しかし，料理人や、ンェフに「一

つの料理を農場から一緒に作っていこう」と話すう

ちに，その気持ちが伝わり，当社が提案する「フル

スペックを上手に利用するシステム」を理解してい

ただけるようになった。生産から消費までのストー

リーを豚肉料理としてアピールすることで，他庖と

の差別化もはかれるメリットがある。

生産過程やスタッフの声 ，顧客の声

を毎日ブログで公開

生産から直販を一体とした展開をすることで発

見もある。毎回出荷する豚肉の肉質，色，赤身質，

脂肪質，加工時のクッキング変化およびお客様の反

応の声などもその一つである。

また，品種の好みもさまざまである。たとえば，

一般的には喜ばれると思って LWB種のパーク

シャー交雑種を納品したところ， I当庖の料理には

通常の LWD種の方が適している」という意見をい

ただいたことや， Iハムやベーコンなどの加工品を

製造しているが，発色が通常の豚肉とまったく異な

るのは何故なのかつ」などの疑問の声である。分か

らない質問や問い合わせも多くあるが，できるだけ

返答して今後の学習課題にしている。

また，生産過程やスタッフが日常感じたことを，

ほぼ毎日インターネットのブログに載せて公開し

ている。主な記事は，牧場の天候や「分娩がありま

した!J I放牧デビューしました!J I営業に行っ

てきました!Jなどの報告事項だが，時にはお客様

の創作料理の写真も紹介している。当ブログには，

多い時で月に l万人以上のアクセスがある。

ほぼ毎日ブログを公開することにより，放牧豚を

扱っていただいている料理人や食べていただいて

いる消費者から「毎日の生産に参加している気持ち

になり嬉ししリというようなコメントも送られてお

り，一つのコミュ二ケーションの場にもなっている。
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写真 7 真冬の放牧豚

生産者ネットワーク

増加する顧客の要求通りに放牧豚肉を供給する

ためには生産量を増やさなくてはならない。しかし，

限られた草地(生産環境の中)では頭当たりの

放牧面積を狭くし，放牧期間を短くして舎飼い期間

を長くする，病気予防のために薬剤を使用するなど，

放牧豚の本来の目的に反することをしなければな

らなくなる。

そこで，同じ考えや哲学を持つ生産者との交流を

はかることで，生産が間に合わないときは，その生

産者の豚で代用することができ，顧客への安定供給

も可能になり信頼も増すようになる。

たとえば，放牧豚が欠品した場合には，顧客に状

況を明確に説明して，同じように動物福祉や自然と

共生する農業を目指してストレスなく豚を生産し

ている，浜松市内の遠州黒豚(森島農場)を代替商

品として納品する仕組みを構築している。

遠州黒豚は繁殖豚に SPF豚(特定病原菌不在)を

導入し，周辺の環境に調和した飼育プログラムを実

施しており，肥育期は広々とした豚房オガクズを敷

き，できる限りストレスを軽減する飼育法を実践し

ている。

豚はもともと，走ったり，穴を掘ったりして遊び

たいという性質があり，ストレスを感じない環境で

育てられた豚はフケ豚(水分の抜けたボソボソした

食感の豚肉)になりづらく，消費者の好感へとつな

がっている。

放牧豚事業に伴う活動

執者は「富士あさぎり高原放牧豚」の生産 ・販売

促進の業務に携わるかたわら，横浜スローフード協

会に所属し，神奈川県や静岡県内の伝統的な食材や

生産技術の維持に活動している。

また神奈川県内にある食品製造・総合食品卸会社

(株)オーケーフーズの商品企画開発室の室長も兼

ねている。代表取締役の近藤和夫氏は，もともと富

士あさぎり高原放牧豚のファンで，当事業の良き理

解者でもあり，顧客でもある。

特に最近では， (農)富士農場サービスの桑原康

代表との関わりで，富士あさぎり高原放牧豚事業の

継続に伴い，ブランドポーク「富士の豚J (LYB. 

ルイビ豚，富士の黒豚)を世の中に発信していく取

り組みに力を注いでいる。

これらの活動を通じて，単に銘柄豚の生産 ・販売

だけでない，食材全般の，時代にふさわしいあり方

や最新情報を顧客に提供することで，本質的なカス

タマーサービスが実現できると考えている。

横浜スローフード協会

h口p:/ /www.y-slow.com/top.html 

富士農場サービス

h即 ://www. f同inojo.or. jp/menu/kaisyaannai. h加 l

O お客様の声 1

東京都目黒区中目黒 フランス料理

「トロワピエロJ シェフ 神谷英生氏

(公式サイト http://r.gnavi. co. jp/a293400/) 

「日本の豚にも，もっと美味しい豚があるはず

だ、」と考えていたときに「富士あさぎり高原放牧豚j

と出会った。「富士あさぎり高原放牧豚」は単に「肉

質が良い，良質な豚j というだけでなくなぜ良

質な豚が我々の手元に届くのか?Jを教えてくれた。

「健康で美味しし、」は，当たり前のことのよ うに

聞こえるかもしれないが，それを生産するために，

より自然な形の放牧で抗生物質を与えず，非遺伝子

組換えの飼料を使って育てた「病気にしなし、」健全

な豚は，時代の要請であって，レストランではお客

様にアピールしやすい。

そして我々レストランにとって， 一番の利点は明

確な流通システムである。

通常の食肉流通を通ってきた食材は，生産者の考

えやこだわりに流通業者のフィノレターがかかって

いて我々に伝わりにくく， しかも価格も高くなる。

しかし大津氏が構築する生産 ・販売システムは生産

者との直接的なやり取りが可能で，情報量も豊富で，
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価格も抑えられている。

月曜出荷，火曜と畜場，土曜納品という明確さは，

レストランにとって鮮度や肉質の状態がよりよく

把握できる。とくにブログで放牧の状態，メールで

豚の生産履歴も知ることができ，これらはすべてレ

ストラン側が欲しかったものである。これにより，

お客様に正しく良質なものを低価格で提供するこ

とが可能となった。

O お客様の声 2

東京都渋谷区恵比寿 和食ダイニング

「凍音」 庖長栗田修敬

(公式サイト http://r.gnavi・co・jp/g205300/)

「富士あさぎり高原放牧豚j との出会いが，私の

食材に対する考え方を変えました。

それまで私は，食材の品質にばかり目を向けてお

り，食材がどのように育ち，どのような経緯をた

どって私たちの手元に届くかということを重要視

しておりませんでした。

確かに農産物の「トレーサビリティ制度」が浸透

しておりますが，それはあくまで生産者側の一方通

行な情報開示に過ぎないのではなし、かと，私は考え

ていました。 しかし富士あさぎり高原放牧豚J

と出会い，その考え方が変わりました。

私たち飲食庖は食材を調理し，エンドユーザーで

あるお客様に直接提供する重要なポジションです。

その飲食店が食材のことを何も知らないのでは話

になりません。その点富士あさぎり高原放牧豚」

は， r今回の豚肉は，こう言った肉質だから，こん

な風に調理したらどうですか ?J といった，通常の

生産履歴や商品説明には書ききれない情報を生産

側から得ることができます。

生産者窓口でもある大津氏の情報をお客様に伝

え，またお客様の声，私たちの声をタイムリーに伝

え，共に美味しい創作豚肉料理を造り続けたいと考

えています。

O お客様の声 3

横浜市中区石川町 シチリア料理

「グランドゥーカJ オーナーシェフ 斉藤竜治氏

(公式サイト http・//www.granduca-jp.com/) 

ある時，スローフード活動をするかたわら富

士あさぎり高原放牧豚Jを生産 ・販売する大津氏と

出会った。

当時，国産で美味しくてインパクトがあり，ス

ローフードやオーガニック関係の豚肉を探してい

た。 2005~2006 年度にかけ，あらゆる「銘柄豚J を

仕入れて料理に使うために試行錯誤してきたが，こ

れといってピンとくる豚肉がなかった。

これまで 20年以上の料理人生を送ってきたが，

なかなか「これだけという豚肉には出会えなかっ

た。しかし大津氏と出会い，すぐにピンときた。「私

が探していた豚肉は，味や見た目のよさ，銘柄の豚

肉ではなく ，豚をこよなく愛する人が作っている豚

肉であり，それが美味しさにつながる」と。

現在，当庖では 1か月に約 60kgの放牧豚肉を調

理しているが，それよりも生産者との紳がこれまで

にない料理につながると，グランドゥーカ ・スタッ

フ一同感じています。

おわりに

日本の養豚は，かつては軒先養豚といわれたよう

に，農家の軒先にある豚小屋で，誰の目にも見える

ように飼われていた。

しかし，効率を求めて密飼い，大規模化を進める

企業養豚が主流になると，生産者以外の，多くの流

通業者の目にも飼育中の豚の姿は見えなくなり，料

理人や消費者にとっては，その実態はまったくうか

がし、知れないものになった。

そして，多頭数の豚をまとめて 1か所で飼うため

に，大量の糞尿が排出され，養豚施設周辺にその臭

いが蔓延し，排f世物による土壌や水質汚染も起こる

ことから，養豚施設は人々の目から離れたところへ

と遠ざかって行かざるを得なくなった。

日本の養豚場での 1m2当たりの平均飼養頭数は

2~2. 5頭となっており，コンクリート製の床の上で，

ほとんどが外の景色を見ることや太陽の光を浴び

ることなく，自由に身動きすらできない状態で，飼

料(穀物)を肉に変えるだけの存在として一生を終

えている。

さらに豚は運動不足と不衛生な飼育環境のため

に病気にかかりやすく，密閉された豚舎では，あっ

と言う聞に感染が広がる。そこで，病気予防に抗生

物質などの薬剤が多用されている。その現状を知ら

ずに料理人は豚肉を調理し，消費者は食べているの

である。まさに現代の養豚業は，消費者にとっては

ブラックボックス化していると言えるだろう。

一方で，食の安全や環境，健康への関心の高まり
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から食肉のトレーサビリティ制度の導入，食肉偽装

や食品違法表示の摘発が相次ぎ，これまでの経済効

率を求める畜産経営や食肉販売のあり方に対する

疑問や見直しの声も挙がっている。

筆者らは，地域の自然環境と豚の感情や生理，特

有の行動や遊びの自由など家畜福祉に配慮した自

然共生型の養豚と進めるとともに，牧場で子豚が生

まれるところから，流通業者や料理人，消費者に情

報を提供し，飼育過程のすべてを知ったうえで調理

し，食べていただくという，生産，販売，消費が一

体となった新しい畜産システムの確立を目指して

いる。

日本では，中山間の遊休農地や放棄林地が，さら

に増えていくと予想され， 5~10 年後には日本の農

地の 40%を占める中山間の農地のほとんどが放棄

されるとの見方もある。また，飼料価格の高騰や輸

入豚肉の増加で，既存の養豚経営が成り立ちにくく

なっている状況から，遊休農地や林地を利用して飼

料用の米，トウモロコシ，イモなどの飼料作物を栽

培し，豚を放牧飼育することで，新しい養豚形態が

見えてくるのではないだろうか。遊休草地を利用し

た「富士あさぎり高原放牧豚」の試みが参考になれ

ば幸いである。

新製品紹介

動物用医薬品

劇要指示医薬品 ! フロ ル フ ェ ニ コ ー ル散 0.5% rフジタ J

フロルフェニコール散 0.5%rフジタ」は飼料と混合し

て投与するタイプの豚専用胸膜肺炎の治療薬です。主剤で

あるフロノレフェニコーノレは腸管吸収 ・体内移行が良く，す

ばやい効果が得られます。体内からの消失も速やかですの

で，休薬期間がと殺前 3日間と短いのも特徴です。

・成分及び分量

本剤 100g中

フロノレフェニコール ・・・・・ 0.5g

-効能または効果

有効菌穏

アクチノパシラス ・プルロニューモニエ

適応症

豚:胸膜肺炎

・用法及び用量

飼料1tあたりフロルフェニコールとして 20~40g を均

一に混じて経口投与する。または， 1日体重 1kgあたりフ

ロルフェニコーノレ量として 1~2mg を飼料に均一に混じて

経口投与する。

・包装 20kg クラフト袋入り

・有効期間 18ヶ月

・使用禁止期間

豚:食用に供するためにと殺する前 3日間

-お問い合わせ

フジタ製薬(株)

干193-0942 東京都八王子市桝田町 1211

販売促進部

TEL:042-661-5528 
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