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中洞式山地酪農

中桐 正*・雨田章子**

はじめに

日本の酪農は大きな岐路に立たされている。それ

までのある種神話化された牛乳滋養論の瓦解・大手

メーカーの不祥事， BSE，穀物相場の高騰，牛乳否

定本の相次ぐ発刊など戦後酪農の手法がことごと

く否定されている観を否めない。

戦後の酪農は日本農政の基幹となった農業基本

法(1961年)において選択的拡大作目として米や果

樹とともに生産の拡大と内外価格差の是正を目指

した。モノカルチャーによる拡大政策は輸入飼料に

過度に依存した工業型酪農の普及であった。これは

生命産業といわれる酪農を自然から遊離した歪な

業界にしてしまった。

著者は山地を利用した放牧酪農を 30年余に渡り

実践してきた。これは戦後まもなく，植物学者の猶

原恭爾博士が提唱した「山地酪農Jが背景になった。

しかし，工業的酪農の激流に押し流された山地酪

農は 1987年に乳業界が取り決めた脂肪分 3，5基準

によって崩壊してしまった。一方EUが先鞭を切っ

た「家畜福祉」という概念はいみじくも山地酪農の

手法と合致するという皮肉なこととなった。

食の安全や家畜福祉，環境問題が百家争鳴のいま

こそ虐待的飼育におかれてきた乳牛たちの思いを

真撃に受け止め乳牛，酪農家，消費者それぞれが共

通の幸せに基づいた新たな日本型酪農構築をしな

ければならない。幸いわが国には全ての動植物と共

生を重んずる仏教的思想を先人達が継承してきた

歴史がある。

林業については門外漢といわれることは覚悟の

上で私見を述べたい。日本の林業は戦後の拡大造林

事業で用材となる杉，松，檎などの針葉樹の植林が

おこなわれた。しかし木材の自由化により安価な木

材が海外から輸入されるようになり林業経営が成

り立たなくなってきた。

本山地酪農家(中洞牧場) ・東京農業大学客員教授

(Tadashi Nakahora) 1 章~4 章

神(株)美瑛ファーム(SyoukoAmada) 5~6 章

放置された森林は間伐が行われないので線香林

といわれる細くて用材に不向きな木材にしかなら

ない場合が多い。近年では管理されない欝蒼とした

杉林から飛散する花粉による「杉花粉症jが国民病

となりつつある。また間伐しない植林地の林床は

欝蒼として太陽光線を遮り一切の植物が生育でき

ない環境になっている。このことは森林の生態系が

崩れ生物多様性が希薄になり野生動物の生息に

とっても大きな問題である。

またそのような森林は森林機能の大きな要素の

ーっとして挙げられる水源酒養の機能も低下して

傾斜地の土砂崩壊の要因になっている。

ともに停滞している酪農と林業という二つの産業

を一つの経営体で、運営してシナジーをもたらそうと

言うのがこの拙論の目的である。これはあくまでも

現場で牛と森林に接してきた著者の体験から述べた

もので学究的な追及ははなはだ拙いものである。浅学

非才のご、批判は甘んじて受けさせていただく。

1 酪 農 の 現 状 と 問 題 点

1 )アメリ力の経済戦略

わが国の酪農は戦後大きく拡大した産業である。

戦後，国民的食糧難の中，戦勝国アメリカの援助で

飢えをしのいでいた現実があった。学校給食にアメ

リカから支給された脱脂粉乳を飲まされた記憶を

持っておられる方も多いはずだ。米食文化をことご

とく否定され学校給食で米を食べることもできな

かったのである。パンに牛乳という食生活は子供の

頃から半強制的に馴染まされ，それに伴い牛乳の消

費量も拡大していった。

敗戦の食糧難の時代にアメリカからのあらゆる

援助があったから戦後の日本が急速に経済復興し

たことに異論を挟む余地はない。しかしその裏側に

はアメリカ経済と紐帯した戦略も見え隠れする。

現在でもその状況は大差ないがアメリカは農業

大国であり常に余剰穀物を抱えていた。それの販売先

として日本に畜産業を定着させることで消費の安定
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を図った。その戦略はみごとに功を奏し年々家畜飼

料としての穀物の輸入量が増加していくのである。

「アメリカがくしゃみをすれば日本の畜産は風

邪を引く」と拘s撤されても仕方ない状況が今日まで

続くのである。できるだけアメリカ産の穀物を多く

消費する形態の畜産が好都合なわけでアメリカの

指導の下，工業的畜産への道をひたすら走り続けた

のである。鶏はゲージに，豚はストールに牛はスタ

ンチョンにと身動きさえ自由にできない環境に飼

育されていくのである。一農家当りの飼育頭数も

年々増加していくのである。

2)工業的酪農の行き詰り

このような家畜飼育環境では当然のことながら

家畜の健康管理に支障をきたすことは明らかで，豚

コレラ，口蹄疫， BSE，鳥インフルエンザ，など，

いずれの家畜も様々な病気が発生して業界では大

きな問題となっていくのである。

土地から遊離した工業型畜産では糞尿の問題も

発生した。土地還元できない大量の糞尿は産業廃棄

物と して野積みされ土壌の汚染や河川への流入で

大きな環境問題を各地で発生させた。

最近は「家畜福祉Jという概念がある。これは工

業的畜産の急激な普及から家畜が虐待的飼育に

なっていることを問題視した概念である。特に欧州

ではこの概念はすでに市民権をえている。EU統合

の基本条約となったアムステルダム条約の中に家

畜への差別防止を規定した条約を世界で始めて盛

り込んだ。

この流れを受けて 日本でも東北大学大学院農学

研究科の佐藤衆介らによる研究からその概念が取り

入れられつつある。

3)農協独占の流通

6次産業化，産直，農商工連携など他の農産物で

は様々な流通形態が模索されている中，未だに農協

独占の流通しか存在しないのが酪農業界である。著

者が 1992年に牛乳の個人ブランドでの販売に踏み

切ったが当時はアウトサイダーとよばれ農協・行政

から不当な圧力をかけられた。借入金の苛数諒求の

督促はおろか貸し剥がしの強要，補助金の遮断など

農協の独善的行為が何の法的根拠もなくまかり

通った時代である(中洞 2009)。

現在はそのようなあからさまな行為はないとは

言え，未だに牛乳を独占的に買い占める構図は全く

変わらない。この状況が今後も続くとすれば今まで

同様一般消費者のニーズを無視した独善的な業界

に更に加速していくことは論をまたない。

TPPをはじめグローパノレ化が進行する昨今の日

本酪農の存亡をかけてサパイパルを考えた ときに

は経営者の主体的経営能力をフルに発揮しなけれ

ばならなし、。その足かせが農協による独占である。

農協のインテグレーション(垂直支配)の傘下にある

酪農経営者は自ら生産する生産物に付加価値商品を

付けることを放棄した。利潤を確保できる販売価格の

設定や廉価な仕入に務めることが経営者の最大の

責務であるがこのことを全て農協に牛耳られて

しまったのである。

写真 l 中桐牧場の里fシバ放牧地
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今後，輸入関税ゼロ時代を迎えよう としている時

それに対抗する手法としては顔の見える関係で消

費者との信頼関係の構築 しかない。現状の一元集荷

多元販売で生産者の顔の見えない商品では海外の

乳製品に太万打ちできるわけがない。このような酪農

業界の存亡を危倶するのは著者一人ではなかろう。

2 .林業の現状と問題点

1 )破壊進む世界の森林

「文明の前に森林あり，文明の後に砂漠あり」古代

文明が栄えた各地は大河がありそ して森林があった。

その森林を切り尽く し文明は滅び砂漠となった。古代

文明は地球上においては限定した地域であった。とこ

ろが森林をないがしろにする現代文明の森林破壊は

地球全体が砂漠と化するとし、う大きな問題なのである。

人類は森林の恩恵で今日までの生命の維持が可能と

なり高度な近代文明の基礎となったことを忘れては

いけない。特に索時雨林の消滅が激しく日本の国土面積

の40%にも及ぶ1500万haが毎年消滅しているという

(矢部2002)。

2)放置された日本の森林

太平洋戦争で敗れ焦土と化 した日本の各都市は戦

後復興と ともに木材の需要が高まり各地の山々で急

激な伐採が進んだ。その伐採跡地などに「拡大造林」

呼ばれた国家的プロジェク トで造林事業が進んだの

である。

しかし日本経済の急激な復興とともに国際経済化

の波に巻き込まれ， 71て材の自由化で東南アジア，アメ

リカなどから外材が大量に輸入され圏内木価が暴落

した。林業家は伐採すればするほど其の経費を賄う こ

とができなく赤字となる状態となった。赤字を作らな

いためには何もしないことである。経済的回収が何十

年先とし、う林業は木価の低迷でその経済的回収サイ

クルが崩れて しまい杉，松，檎などの「拡大造林事業J

で造林した人工林の放置されたのである。その面積は

日本の全森林面積の 40%を占める l千万haにも及ぶ

のである。

3)生物多様性の崩壊

放置された人工林は他の動植物を寄せ付けない

単層的林地となった。広葉樹の木の実を主食とする熊，

鹿などの野生動物は餌を求めて人里まで降り栽培

する農作物を餌にせざるを得ない状況に追い込まれ

た。そのため人間と遭遇する機会も増え時には人間に

写真 2 生物多様性の崩壊した杉の植林地

危害を加え，命までも奪うこともあった。

2006年は年間で 5，185頭のツキノワグマが捕獲

され其の 9割が捕殺処分されたのである。ツキノワ

グ、マの推定生息数は全国で、約 1万頭から2万頭程度

と推測されているこの数字の l万頭と推定すればす

るならば生息数の半分が人里に出てつかまり生命

を落としたことになる。(田中 2007)

4)再生可能な資源

森林の持つ炭酸同化作用は動植物の共存には欠

かせない作用である。太古の昔から炭酸同化作用で

生成される植物資源は尽きる ことのない無限で再

生可能な資源で、あった。それは食料となり建築資材

となりエネノレギーとなった。一方化石燃料(石油，

石炭，天然ガス)でも コンク リート建築に用いられ

るセメント(石灰石)でも鉄の原料である鉄鉱石で

も有史以来数十億年に亘り蓄積された有限な地下

資源である。これを近代文明はたった百年そこそこ

という地球の歴史から見ればほんの一瞬の聞に浪

費しようとしている。

地球上で再生可能な資源，それは木材を中心と し

た植物資源しかないのである。太陽エネルギーを活

用した植物資源は有史以来尽きることなく再生を

繰り返してきたのである。それが人間生活の利便性

を向上させながら，水源1函養の働きをして，川を守

り，田畑を潤 し豊穣の海を守って人間も含む地域生

態系を維持し続けてきたのである。

3 .山地酪農とは

戦後まもなく ，植物生態学等の研究で「草の神様」

とまで呼ばれた植物学者猶原恭爾博士によって提唱

された里子シパ放牧地を利用した山地放牧型酪農を

山地酪農とし、う。



120 畜産の研究第67巻第1号 (2013年)

猶原博士は砂防植栽，河川敷植物の研究からし、か

に草を国家国民のために役立てるかを真撃に研究

した学者で、あった。このことは文豪井上靖著「満ち

てくる潮」に異端の植物学者として准主人公として

その小説の中に登場している。猶原博士はその手法

を確立するため自ら牛を飼い酪農家としての実践

を 10年間も行ったのである。研究が現場の酪農家

にし、かに実践できるかが重要であるという認識か

ら現場主義に基づくもので、あった。その後全国を行

脚して志ある酪農家に山地酪農を指導した。

その活動は全国に広がり岩手県田野畑村，秋田県

千畑村，高知県高知市，南国市，島根県大田市など

では数名から十数名のメンバーで山地酪農研究会

が結成されグ、ループとしての活動も行われるよう

になった。その他にも全国各地で単独で山地酪農に

挑戦する若者が多数いた(岡崎 1980)。しかし業界

が取り決めた乳脂肪分3.5基準で脆くも山地酪農は

崩壊してしまった。

戦後十数年経て高度経済成長期に入ったころ一

般の酪農は拡大路線即ち工業型酪農の普及が進ん

だ。この頃猶原博士はその拡大路線に異議を唱え永

続性のある山地酪農を千年続く酪農形態として提

唱し続けた。これを「千年家構想j としづ。

現在では有機農業で持続型農業などと言われて

いるが大量生産華々しい高度経済成長期にこの千

年家構想、を提唱し続けたことは，閉塞感に包まれた

現状の酪農を顧みれば今こそ真撃にこの千年家構

想、に基づく山地酪農を評価しなければならない時

であろう。

4.中洞式山地酪農

著者は 1984年現在地に入植して現在の中桐牧場

を開設した。当初は山地放牧は行っていたものの生

産された牛乳はそのまま農協に出荷をしていた。入

植 3年目の 1987年に農協系統が乳脂肪分の取引基

準を 3.5%以上という基準を設定した。

この基準設定によってそれまで草食動物である

乳牛に青草を給与するという当然の牛飼いの方法

が全面的に否定されたのである。特に放牧飼育を

行っていた山地酪農はこの基準で壊滅的打撃を受

けた。

著者も御多分にもれず 3.5%をクリアできず半値

以下で出荷させられ経営的な危機を迎えた。そこで

著者は牛乳の直売に踏み切ったのである。業界とは

二律背半となる自然放牧・輸入飼料不使用を全面に

訴え牛乳の宅配を始めたのである。牧場内にある森

林に牛を放牧する林間放牧による森林の再生，牛乳

プラントの設計・製造ライン工事，商品の開発，百

貨屈をはじめとする食品小売業界への流通などの

ノウハウを構築して来た。

I野シバ放牧地

猶原恭爾博土が提唱した山地酪農において，その

最大の特徴が日本在来の野シパ (zoysiajaponica 

steud)による放牧地の造成方法である。北海道以南

の日本の山地に自生する野シパは外来の牧草が

普及する前は日本の放牧地の主体草で、あった。

野シパの最大の特徴はその生命力と再生力に

あった。牛馬の放牧で他の植物が食いつくされて最

後の極相として野シパが残るのである。放牧による

自然の植物遷移を待てばおのずと野シパ草地を形

成していくが蔓延るまで相当の時間を有する。この

ため山地酪農では野シパの地下茎を移植して短期

間に野シパの増殖を図る。地下茎を 20~30cm 程度

の長さに切り取り株間 1m間隔で全面積に移植す

る。野シパは庇陰を嫌う好日性の植物のため常に日

光が差す環境を作らなければならない。移植当初は

過放牧状態で牛を放牧するため採食不良で栄養状

態の悪化を起こすので外部からの補食を行う。この

補食は外部からの植物種子の導入で、野、ンパ以外の

植物の繁茂を促し食べ残しは有機物肥料として放牧

地に還元される。また，牛が食べ残した自生の不食

植物を掃除刈りをして野シパの庇陰を防がねば

ならない(猶原 1973)。

II.林開放牧

野シパ草地以外で、も植物が自生する環境があれば

牛は採食活動を旺盛に行う。林地の下草は格好の牛の

餌となる。前述したように日本の森林は薮化して人聞

が森林に入ることを拒んで、いる。このため枝打ちゃ

間伐という林業作業ができない状況になっている。

どんなに薮化した森林でも牛を放牧することに

よって牛の頭数と植物の生長量にもよるが 1~2 年

で下草を食べつくし見通しの聞く明るい森となり

人間も容易に森林に入ることが可能となる。人聞の

立ち入りが可能となれば，間伐や枝打ちの作業が容

易にできる。枝打ちゃ間伐が行われれば林床に日光

が差す環境になり新たな下草が生えて半永久的に
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写真 3 林間放牧

放牧可能な森林となる。ここで林業と酪農の共存が

できる。

林業作業で最も過酷といわれる下草刈りは真夏

の炎天下で行う事が最も効率が良いため土用のこ

ろ行われる。炎天下での作業の上，急傾斜での作業

はさらに過酷である。また蜂にさされたり漆にかぶ

れたり蛇や熊などに遭遇することもたびたびある。

この下草刈り作業を牛の採食行動で補う事に

よって過重な下草刈りの労働が大幅に軽減される

こととなる。山地に自生する植物で不食植物はアジ

サイ，タケニグサ，ノバラ，エンレイソウなどごく

わずかであってほとんどの植物は可食植物である。

牛の飼育を行いながら林業作業の軽減が図られる

という一石二鳥の効果がある。針葉樹の植林地での

牛の放牧で軽減される下草刈り労力は 80%にも及

ぶという調査結果もある。

里山広葉樹の萌芽更新林は化石燃料の普及による

燃料革命と呼ばれた 1960年代まで薪炭林の更新方法

として一般的に全国各地で行われていた。これらは

燃料やキノコのホダ木用として利用されていた。現在

ではこの広葉樹林が放置され薮化が進み人の立ち

入りを拒んでいる。そこが熊やイノシシ，サノレなど

の野生動物の格好の住処となっている。この野生動物

が回畑を荒らすのみならず，人間にも危害を加えて

いる事例が全国各地で発生している。ここに牛を放牧

すれば針葉樹植林地と同様に下草を牛が採食する

ことによって薮が解消され明るい森となり人の

立ち入りが可能となって広葉樹の管理がしやすく

なるとともに野生動物の被害が大幅に軽減する。

広葉樹の植林地でも萌芽更新林でも同様である

が広葉樹のほとんどは牛が採食するので幼木時期

の 2~3 年は牛の放牧はできない。成長点が牛の口

先以上の高さになるまで禁牧しなければならなし、。

ill.牛乳プラントの設計・ライン配管工事

牛乳乳製品を製造するには，保健所から「その施

設，機械含めた製造ラインの営業許可が必要となる。

牛乳，乳製品を製造するには r食品衛生法Jおよ

び「乳及び乳製品の成分規格等に関する省令J(以

下乳等省令と呼ぶ)による許可を受けた施設・製造

ラインで行うことが義務づけられている。飲用牛乳

は「乳処理業J，アイスクリームは「アイスクリー

ム類製造業J，バター， ヨーグノレトなどは「乳製品

製造業」のそれぞれの営業許可が必要となる。使用

する機器はすべてステンレス製で各商品別に製造

室が必要とされる。(都道府県によっては同室での

許可が下りる場合もある)

工事着工前に平面図で各機器の製造室における

配置を示さなければならない。機器配置ののち十分

な作業空間が確保されることが重要な要素となる。

また，床からの排水溝，耐水性の壁も取り付けしな

ければならない。製造室で、使用する水は公共の上水

道であれば問題ないが井戸水などを使用するとき

はその水質を検査して問題がなくても滅菌装置の

設置を求められる。
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製造工程表と各機器の仕様書・カタログを必ず添

付し各商品別にその製造方法を明示して保健所か

ら了解をとってから設計図の作成に入らなければ

ならない。設計中に疑問などがあったら遠慮すること

なく保健所に問い合わせることが重要である。万が一

完成後保健所からの許可が下りないことがあっては

膨大な損失を被る場合があることを常に肝に銘じて

おかなければならない。

製造工程表では乳等省令によって決められた殺

菌温度と時間によって殺菌することを明示し lOOC

以下に冷却する方法も明示しておかなければなら

ない。また，製造工程での記録簿(製造日報)も許可

申請前に保健所に提出しておき前もって指導を仰い

だ方が無難である。

製造室以外には受乳室，検査室，更衣室，トイレ，

機械室(ボイラー，アイスパンカー)は必ず必要と

される(中洞 2007)。

N.商品の開発

①牛乳

牛乳は乳等省令で 63度 30分間の殺菌，又はこれ

と同等以上の殺菌効果を有する方法で加熱殺菌す

ることが求められている。つまり， 63
0C以上であれ

ば何度でも上限の規定はない。日本の飲用牛乳はそ

のほとんどが 120~1400Cで 2~3 秒の超高温短時間

殺菌法 (ultlahigh temperaωre short time. UHT) 

で殺菌された牛乳である。この設備には莫大な投資

が必要となり一般酪農家が建設するプラン トには

不向きである。

酪農家が投資できるプラントの仕組みは低温保

持殺菌法(Iowtemperature long time ・LTLT) によ

る方法が良い。これは低温殺菌牛乳と呼ばれ，また

この製造方法はパッチ式とも呼ばれている。ジャ

ケットの付いたパステライザータンク(以下パスタ

ンクと呼ぶ)で湯煎して 63度まで昇温し 30分間保

持して冷却する方法である。パスタンクのジャケット

部分には蒸気を作るボイラーからの配管，水道の配管，

アイスパンカからの冷水の配管が接続し，それらを

使って昇温，冷却を行う。

冷却した殺菌乳はポンプを使って充填機まで送

りビンに詰める。充填機前には 80メッ、ンュから 100

メッシュ (1cm 四方で 80~100 の穴が空いたもの)

のストレーナーを付け異物の除去を行う。充填時に

は殺菌乳の加水の有無を確認するため比重の検査

をする。あわせて風味の確認をし充填を始める。

充填温度は 100C以下，限りなく低温状態で行うことが

品質の向上につながる。

②ヨーグ、ノレト(ドリンクタイプ)

ヨーグルトの製造はパスタンクで 70度以上で生

乳を殺菌して 40度まで乳温を下げ乳酸菌を添加し

て 4時間以上発酵させる。発酵が終わったらアジ

テーター(撹枠羽)を高速で回転させ固まったヨー

グルトを液状にする。このときホモゲナイザー(均

質機)を使うとなめらかなヨーグル トに仕上がる。

これをポンプを使って充填機に送り充填する。

ハードタイプは発酵前に容器に充填したのち

発酵室にいれ発酵させる。

③アイスクリ ーム

アイスクリ ームは原材料をパスタンクに入れ良

く撹持しながら 68度 30分殺菌する。その後冷却し

てフリ ーザー(アイスクリ ーム製造機械)に入れア

イスクリームとする。それをカップに小分けして

カップシールを貼りふたをしてショ ック フリー

ザー(急速冷凍庫)で凍結させる。

④ソフトクリ ーム

ソフトクリ ームは少量でも高価格で販売できる

商品であるから少頭数，少乳量の酪農家の販売商品

とするのには最適である。

製造方法はアイスクリームに準ずるがフリージ

ングは庖頭で販売する時に行う。

製造室ではアイスクリームと同様に原材料をミ

キシングシしてパスタンクで殺菌，撹排，冷却を

行う。それを容器に充填して庖頭のソフトクリーム

フリ ーザーで商品とする。

写真 4 自社で設計建設した牛乳プラント
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牛乳 100cc を 300~400 円での販売は相当の高値

J惑があるがソフトクリーム 100cc であれば 300~

400円でもそこそこリーズナブ、ルな価格感で、ある。

10 1 のソフトミックスから 80~100 個のソフトク

リームが出来るので 10 1 の牛乳が 24， 000~40， 000円

の販売高が望める。

⑤バター

バターは生乳を 63度 30分間殺菌して 40度まで

温度を下げセバレーター(分離器)でクリームと脱

脂乳に分離する。分離した生クリームを再度 63度

30 分殺菌してそののち 14~150Cまで冷却してバ

ターチャーンに入れ水分(バターミルク)を抜き

ワーキングをして容器に充填する。

V.商品の流通

①宅配

これは出来るだけ近場の個人宅に牛乳を配達す

る方法である。最初の販売販売方法としては最も簡

易な販売方法である。冷蔵状態を保てる箱を用意し

て保冷剤を入れその中に牛乳を入れ運搬する。配達

先にも専用の保冷箱(牛乳箱)を置いてその中に牛

乳を入れる。高温になる時期は牛乳と保冷剤を一緒

に入れ牛乳の昇視を防がなければならない。

出来れば早朝に配達してお客様が目覚めたらす

ぐ冷蔵庫に入れられることが大切である。前回配達

した空ピンも前もって牛乳箱に入れてもらう習慣

をつければ返ピンが容易になる。これとは反対に昼

配達はお客様とのコミュニケーションがとれる絶

好の機会となるが配達効率は格段に落ちることが

難点である。配達件数が少ないうちは昼配達でお客

様との親密な関係を作り，配達件数が増えてきた段

階で早朝配達に移行すべきであろう。

②百貨庖卸

大量生産できない商品として大量販売はできな

いので高価格で販売できる方法として百貨庖卸が

ある。販売数は少なくてもブランド価値を高めるた

めには百貨屈が最適である。

各百貨屈には部門別(牛乳，乳製品は日配とかグ、

ロサリ一部門といわれる)にバイヤーといわれる仕

入れ担当者がいて商談日が決められているのでそ

の日のアボをとり商品の説明を行う。この時は必ず

他社商品との違いを明確に説明する必要がある。少

乳量の酪農家の商品は価格で他社商品・大手メー

カー商品との競争はできないので商品の特性を

持って勝負するべきである。その為にはプレゼンの

方法を前もって検討して的確な説明をしなければ

ならない。

持参する資料は商品説明書，見積書，外部機関で

行った成分分析，一般細菌，大腸菌群などの商品検

査票並びに牧場，プラントの写真などがあると良い。

定番の庖頭販売もあるがそれ以前に催事と呼ばれ

ている臨時的な販売は約 1週間程度の期間で販売場所

を百貨庖から借りて販売する方法である。大規模な

ものは物産展とよばれ百貨屈の最上階に近い階で

広いスペースととって行われるが食品売り場いわ

ゆるデパ地下といわれる小規模の催事の出庖がやり

やすい。ここで商品価値がバイヤーに伝われば定番

商品としての販売の可能性も出てくる。この商談

方法は大手スーパーでも同じであるがほとんどの

スーパーは低価格商品の大量販売がほとんどで

あるので少量生産の商品は不向きである。

@自然食団体

食の安全性に特化した団体への卸等の販売方法

である。有機，無低農薬栽培，無添加食品を取り扱

う団体であるので可能な限り化学的な物質を排除

した生産が望ましい。特に酪農には放牧が大きな

キーワードとなる。放牧で自然な草を食ベストレス

の少なし、飼い方が求められる。ただ現状は放牧牛乳

が普及していないので放牧牛乳による販売の機会

は大いにその可能性が大きい。

原発事故以来このような団体の放射能基準は

頗る厳しいものがある。国の基準では牛乳は 50

ベクレル以下 (2012年 4月施行)と定められている

が団体によっては不検出の商品しか取り扱わない

という基準がある。

④直売庖

この方法は直営の小さな売屈で販売する方法で

ある。売届は販売は保健所から「喫茶営業JI牛乳

販売業j の営業の許可が必要となる。喫茶営業は

2層シンク，手洗いなどがあれば比較的容易に許可

が取れる。

この直売庖では高価格販売が可能なソフトク

リーム，ジエラードが中心とした方が利益が上がり

やすい。それに牛乳などの商品を併せて売ることが

出来る。ソフト製造マシーン(ソフトクリーム

フリーザー)は新品では国産で 100万円から 200万円

程度，外国産だと 300万円程度するが国産中古だと
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頗る安価で購入できることがある。その他冷蔵庫は

必需で場合によっては冷凍庫も必要な場合もある。

ただソフト，ジエラードは夏場を中心にした商品

であり冬場の売り上げが極端に落ちるため冬場の

販売に適した商品開発を考えた方が良い。

立地にもよるができれば牧場が背景にあり牛乳

を生産する牛と接することが出来る環境であれば

最高である。

5 .家畜福祉

( 1 )家畜福祉とは

家畜福祉とはアニマノレウェルフェア (animal

welfare)の訳であり，西欧で生まれた思想、である。

家畜福祉の概念が生まれるきっかけとなったのは，

1964年にルース・ハリソン女史の著書「アニマノレ・

マシーン」によって，近代畜産における家畜飼育方

法の残虐性や投薬多投による畜産物の汚染を徹底

的に批判したことである(佐藤 2005)。

西欧では狩猟中心の文化が根付いており家畜が

近い存在である為，家畜への福祉の要求が消費者から

高まっていったo 一方日本では，家畜福祉という言葉

もまだ馴染みのない言葉で，生産者や畜産関係者の

認知度も低い。また， f家畜福祉J=f愛護」と認識され

てしまう。かわいそうと思う点では家畜福祉左愛護の

観点は変わらないが，愛護との大きな違いは，家畜

福祉は殺すという前提がある動物への配慮、という点

である。日本の一般的消費者にとって動物とは愛玩

動物(ベット)であり，産業動物は離れた存在でどのよ

うに生産されているかという部分が見えてこない。

しかし，日本でも当たり前のように乳・肉製品を消

費するようになった今，生産現場を知り，家畜福祉

という概念を考えていくべきではないだろうか。

1993年にイギリス政府の農用動物福祉審議会

(FAWC)が， 5つの自由 (Five Freedoms)をEUレベル

の基準として提唱し，現在これが世界的に認知され

ている家畜福祉の共通認識となっている。

①飢えと渇き，栄養欠如からの自由

②不快からの自由

③痛み，傷害および疾病からの自由

④恐怖と苦悶からの自由

⑤正常な行動を発言する自由

( 2)生産現場での家畜福祉

実際の畜産の現場で福祉を配慮するとはどういう

ことか。家畜にとっての幸福や，苦痛・不快といった

「かわいそう Jという感情の左らえ方は人によって

異なる。それらを客観的にとらえる為に，行動やス

トレス指数を科学的に分析する必要がある。ヨー

ロッパではそのような科学的な観点に基づいた，現場

での福祉レベルを評価する基準が設けられている。

評価法は，施設の環境，ウシの状態，行動などから

なっていて，それぞれ科学的な分析に基づいている。

(3 )中洞式山地酪農の福祉性

中桐式山地酪農では家畜福祉に配慮した飼養方

法を行っており，その大きな特徴は牛が本来の行動

を発現出来る点である。中桐牧場の牛の飼養方法を

紹介する。

1 .昼夜放牧

中洞牧場では，通年昼夜放牧を行い，ウシたちは

一日中外で過ごす。環境的な刺激が少ない牛舎と比

べて，放牧地で様々な探査行動をとることができる。

また，ウシ同士での親和や敵対といった社会的な行

動もみられる。給水設備や日よけが出来る林や設備

を設置し，ウシの健康状態を搾乳時などによく観察

する事以外は，あとはウシが自由に行動できるよう

にしている。

II. 自然交配

中洞牧場では，牛群に種雄を導入し本交をさせて

いる。人工授精と比べて獣医や受精師を待つストレ

スがなく，性行動を発現できる点で福祉的である。

また発情の発見の必要がなく，受胎率も人工授精よ

りも高いので人間の労力も軽減される。

ill. 自然分娩

ウシは群で行動するが，分娩が近くなると群れか

ら離れ，林などに向かう習性がある。中洞牧場では

厳しい冬以外は基本的に放牧地で自然に分娩させ

ている。分娩前後は，ウシの状態を特に良く観察し

なければならないが，健康なウシであれば助産の

必要はほとんどない。分娩すると子ウシの体を良く

祇めて乾かし，親としての役割を本能的に行う。

I¥人自然晴乳

一般的な酪農では，子ウシは分娩後すぐに親牛か

ら引き離され，初乳を飲んだ後は代用乳という粉ミル

クを人工の乳頭のついた容器で与えられる。数分で飲

み終わる為，子ウシは栄養的に満たされても生理的な

欲求が満たされずに，牛舎の設備や，他の子ウシの

耳など?を吸うような行動がみられることもある。
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成牛になって舌遊びという異常行動がみられる場

合こともある。一方自然哨乳の場合は，搾乳時以外

は親と行動を共にさせ，直接親牛から晴手しさせる。

好きな時に，長い時間乳頭を吸うことができるため

栄養的にも行動的欲求も満たすことができる(佐藤

ら1998)。

6. 家畜福祉ブランドの流通

( 1 )世界と日本の比較

ヨーロッパ各国で、は，家畜福祉の配慮、への要求は，

消費者の声で広まっていった。消費者からの家畜福

祉への要求の高まりを受けて，ヨーロッパでは法律

として具現化された。そして，家畜福祉に配慮され

た畜産物を消費者に届けるためのフードチェーン

が確立されている。イギリスの動物保護団体

RSPCAによって，家畜のアニマルウェルフェアの

改善のために消費者に理解されやすい食品ラベノレ

としてフリーダムフードが 1994年に開発され，フ

リーダムフード株式会社によって運営されている。

このフリーダムフード表示のある食品は，イギリス

では消費者がほとんど大手のスーパーで、購入でき

る非常に一般的な食品へと変化した。

また，世界的にも家畜福祉に配慮された畜産物の

認証が進みつつある。カナダにあるホールフーズ

マーケット (WholeFoods Market) 6居舗で，アニ

マルウェルフェアの認証システムが導入され，庖頭

に販売されているすべての牛肉，鶏肉および豚肉に

ウェルフェアレベルを表示するラベルが貼付され

ている(瀬尾 2011)。

一方日本でも， I有機畜産物の日本農林規格J(農

林水産省 2006)によって，有機飼料基準(環境へ

の付加をできる限り軽減して生産された飼料を給

与すること)，医薬品使用制限基準(動物用医薬品

の使用を制限すること)の他に，家畜福祉の要素を

含む，低ストレス飼養(動物の生理的及び行動学的

要求に配慮して飼養した家畜又は家禽から生産す

ること)の3つを生産原則とした基準が定められた。

しかし日本では，ヨーロッパのような消費者から

の家畜福祉への配慮の要求はあまり見られない。そ

れは先にも述べたように，ヨーロッパの消費者に

とって家畜が身近な存在で，それを殺して食べるこ

とを受け入れているが， 日本では家畜が消費者に

とって遠い存在であるからである。

著者は子供の頃から牛乳が大好きで毎食必ず

飲んでいた。畜産を学ぶために大学に進学し，集約

的に飼養している生産現場をみて，衝撃を受けたの

を覚えている。ウシが広い大地で自由に草を食べて

いるのが酪農だと思っていたからだ。それから様々な

使用方法があることを学び，飼養方法などによって

牛乳の味も違うことが分かつた。

しかし，生産者の多くは効率よく生産するために集

約的な飼養方法を選択せざるを得ない状況となって

いる。牛乳の場合，ウシの飼養方法など、にかかわらず

乳脂肪率によって決められた安い乳価で買い取られ，

大手工場に生乳が集められて牛乳や乳製品ができる。

その商品の宣伝などにはウシが放牧されて自由に

草を食んでいる場面などが使われる。そのため，実際

は安価で安定した畜産物を供給するために，家畜の

多くが集約的に飼育されている現状が知られず，その

飼養方法に疑問や関心を持つ消費者は少ない。

家畜福祉に配慮、した生産方法は，快適な環境を与

えるために飼養面積を広げたり， 1頭ごとによく管

理する必要があるため，その中で生産効率を上げる

のは難しい。実際，飼養環境をよくすることで家畜

の病気などが少なくなり健康状態の向上につなが

るが，集約的な飼養方法で家畜に無理をかけるほど

コストが抑えられている現実もある。

(2 )日本の課題

このような状況を打開するためには，家畜福祉に

配慮した製品の差別化し，その付加価値を理解して

もらうことが重要である。家畜福祉に配慮した生産物

は，生産コストの上昇により，価格が上昇ーしてしまう。

ヨーロッパの消費者は，このような価格上昇にとても

積極的である。 EU委員会が 2005年に実施した，加盟

国 25か国の消費者 24708人を対象とする世論調査

「家畜福祉についての消費者意識 2005J (European 

Commission 2005)によると，畜産物の購入時に 43%

の消費者が家畜福祉について考えること， 57%の消費

者が家畜福祉を配慮して生産された卵に高いお金を

支払ってもいい (5%までなら高くてもいいとの回答

が25%，10%まで高くてもいいとの回答が 21%，25%

以上高くてもいいとの回答は 4%)と回答している。ま

た，ヨーロッパで、は，家畜福祉に配慮した生産物を出

荷する農家に対して，政府が補助金を支払っている。

世界の家畜福祉への動きからすると，日本の取り

組みは遅れている。日本における課題は，生産者と
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消費者がより近い存在となり，消費者が正確に日本

の畜産の現状を知ることである。そのことにより，

選択する際に価格以外の噌好性や安全性，そして

「飼養方法」としづ新たな観点が生まれてくるだろう。

(3 )美瑛フアームの取り組み

著者は帯広音産大学在学中，中桐牧場，また中j同が

牧場創業コンサノレに入った企業の牧場3カ所で創業

時の研修(山地酪農の牧場開設，牛乳処理プラント

の建設)を行った。そのうちの 1カ所であるニシカ

ワ食品株式会社(兵庫県加古川市)が 2009年に設

立した農業生産法人株式会社美瑛ファーム(北海

道美瑛町)へ就職した。

美瑛ファームでは， 60頭のジャージー牛を飼養し

ており，昼夜放牧をとりいれた家畜福祉に配慮した

飼養方法を行っている。搾った生乳は牧場に隣接した

プラントで，牛乳，バターなどの乳製品を製造して

いる。さらにニシカワ食品ではその乳製品を使用した

美瑛ラスクやこだわりのパン独自ブランドで販売

している。夏季 (5~10 月)は，牧場内の売j苫(美

瑛放牧酪農場)でソフトクリームや牛乳などの乳製

品を販売し，実際に牛が放牧されている様子もみる

ことができる。

今後，乳製品の小売販売を開始し，家畜福祉性の高

い製品を直接消費者に届けていく予定である。

(4) 家畜福祉ブランドの可能性

より多くの生産者が家畜福祉に配慮した飼養方法

を取り入れるためには，ヨーロッパのように家畜

福祉に配慮された生産物を認証ラベルで差別化

して流通させる仕組みが必要である。日本でも食へ

の関心は高まってきているため生産者側からもよ

り積極的な情報発信が求められている。酪農教育

ファームのような実際に現場に行って体験か見学

をすることが最も効果的ではないだろうか，このよ

うに消費者と生産者の双方の歩み寄りがあれば，家

畜福祉に配慮、された生産物の需要も高まるだろう。
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