す．そちらは輪作体系の適地として

づくりで化学肥料の使川剛を減らし︑

の収樋が終わると︑畑を通気牧柵で

うちで作る野菜に付加伽仙をつけて

い︺鎗作と︵豚の糞尿週・北による︶ｋ

て元気︑残った茎や染︑根を黙々と

位慨づけ︑放牧豚でうまくまわした

三年前に十一噸から始めた錐豚部
食べる．アスバラや腿イモの端物な

囲って豚を放牧︒今年は雨の︑が多

門は当面顕台に刑え︑皇つの群れに

と︑畑に案内してくれた側社の企
剛担当・和川沸史郎さん︵沼年︑兵
厳寒期の卜勝平野は雌低弧温がマ

叩雌生まれ︶は愈欲的だ︒

︵泥を浴びる場所︶﹂を設ける︒動物

豚の体温網轆を側るために﹁ぬた場

いする習性があるので︑それができ

には樹木などに体を隙りつけて身細

イナスニー庇行のⅡもある︒ｒ豚は

床には水凹チップを散き紙めて防寒

冬場は生後三力川まで含内で育て︑

川本の多くの養豚場では︑﹁伽体

る場所をつくる工夫も忘れない︒

徐々に温度をドげながら外気棚に慨

ストールと呼ばれる枠のなかで豚が

管哩がしやすい﹂といった剛山から︑

アニマルウェルフェアの面では︑

しない．繁航川の雌豚もまた︑川能
︵左の写典︶を造ったり︑黒さに洲い

の拘束と繋留︑澱厚飼料の多給にあ

さんは︑﹁川本の畜巌の特徴は︑家奇

学大学院農学研究科教授の佐藤衆介

家箭柵祉研究の鋪一人行で東北大

加年代までは健全だった
循環型の畜産と家畜たち

勤が少しずつ広がっている．

方︑卜勝刷の家帝禍祉を追求する柵

どもの情操数行や癒しの場にする↓

体系の要に放牧盤豚を仙仙づけ︑︒Ｉ

勝放牧豚研究会﹂が誕碓した︒輪作

雌荷や加工販売業醤らによって﹁ｌ

今年三川には︑志をともにする化

な限り肥育豚と一緒に放牧する︒

ド﹂ではもちろん︑ストール飼いは

態に鮒かれる︒﹁北海道ホーブラン

収存され︑自由に身動きできない状

趾豚はより狭い分娩川のストールに

飼育されている︒出産時期になると︑

らす轡大きくなった豚たちは︑岬の

とで生じる発酵熱も生かしてきた︒

対策を施す︒豚が床を伽り起こすこ

寒さに珊いので豚舎に断熱材を入れ︑

﹁小麦を収種したあとの休閑地に赤

ほどの広さの畑の毛附で飼育する．

別のグループは︑八十ヘクタール

跡地での放牧につなぐ︒

分けて︑畑の中で飼育されていた︒

く畑はぬかるむが︑豚たちはいたっ

クローバーを崎き︑豚を放していま

｢放牧分娩｣に転換した

呂さに弱い豚のために簡素な小且を造り、日除け対策に努める
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アニマルウェルフェア︵家畜福祉︶に対

する行政側の動きが鈍いなか︑十勝管
内では志をもった生産農家や研究者に
よって︑豚を放牧飼育したり︑独自の
酔価基準をつくって福祉レベルを高め
る試みが始まっているｌ将来的には︑
家畜福祉の畜産品ブランドをめざす動
きだ︒蓬者の身近にいた家畜の飼い方
を振り返り︑農水省が策定した﹁飼養
管理指針﹂の中身を検証しながら︑ア
ニマルウェルフェアの現状とこれから
の畜産改革のあり方を探ってみた．

は昭年１月号﹁十勝だ﹃北海道ホープ

を志向する臘嶋である︵排しい絲緯

北里大学八画牧墹では
生まれた肉用牛の子と
もは半年間、母牛たち
と一緒にすご･す

いきたいですね﹂

ランド﹄の挑戦﹂を参蝋︶．

育に移行する

哩場の︑除け対策として簡楽な小股

日除け対策や泥浴びなど
豚の習性に配慮して工夫

中を元気に走り回るという︒

ブロッコリー畑で黙々と残さを食べる豚たちの隅で､『北海道ホーブランド｣の従菜員たちが収租作業。
別の畑では小麦の跡地に赤クローバーを蒔いて食べさせる。放牧豚は草刈り機と風尿散布樋の役割も果たす

し〃下旬のある日︑わたしは大規

生まれたばかりのホルスタイ
ン(乳用槽)の子牛．ほとんど
の牧嶋では、出産直後に母牛
から引き越され、独厨での哺

ども与え︑秋のトウモロコシの収櫓

裳

模な畑作経樹のかたわら放牧披豚に

I

拘束と繋留︑穀物多給を見直し
ブランド畜産品につなぐ動きも

畜産改革(その,）

卜勝川にほど近いブロッコリー畑

唾

も取りくむ︑卜勝管内離別町の農業

垂轆fイ

は十へクタールほど︵札幌ドーム２

〜

化産法人﹁伽北海道ホーブランド﹂

｜ル

『I･lEI･IOPP〔)JOURNAl

｢アニマルウェルフェア｣で
個分︶の広さがある．ブロッコリー

l吃ィ

︵妹尼英奨代災取締役︶を訪れていた︒

帥

謹謹篝童
鐸
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羽

放牧豚は輪作体系の一環
十勝に適した飼育を探る

穂

2

グ

ここは︑アニマルウェルフェア畜雌
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タ

D

る︲と︑その間越点を脂摘する

・八八州年化まれのわたしが小学

粟の近代化が進んだ上り年前後山こ
えた家帝の肉や乳・肉製仙を禰蘭す

ているその紬果．捌物を人杣にり

よう﹂と碓もが・渦うが︑そのことを

していく﹂﹁もっと食料︑給帯を刑め

と﹄ケージ則い盤憩腿家が現れ︑わ

ガィモ︑撫斐などを作るかたわら
染桝の一つ︶の典Ⅲ感染も苑化．わ

化だったころ．わが家では米やジャ

もともと箭産の歴史が浅かった北

家帝を飼って碓州を血てていた〃脇
たしが辿った膿粟尚校には︑新しい

ればするほど︑川本の川紬聯は低卜

抑道では︑・九七ｎ年代以降に家

鯉は一頭の乳牛から始まり．すでに

が町では一豆Ｉカッスル描︵法定仏

帝の仙服や柵祉を川洲する﹁奇脈の

卜航ほどに１．腱家のｒは即峨〃

メ人咽・

特徴﹄が猟拷に現れるようになった︺

帆も減らさなければ︑︑給率の川北

の火城給与を兇位し︑帝朧物の汕凹

物紛与賊もそう多くなく︑慾以外の

剛る人は少ない．家箭の陥使や織物

乳牛のほか︑股耕や

をした︒まだ屯爺がなく︑そうする

﹁拘束と繋制﹂によって動物を飼い

は火現できないのだ

小・一のころからバケツをｒに乳搾り

しかなかった
効物か町仙の︑川を大きく川洲され

織物を大賊に食べさせる帝廉は︑仙

冬山適材︑闘い物の足として柵鮒し

るｆや鴎も飼っていた︒

た脇︑毛糸の脱料や卵︑肉が禅られ

その後の数卜年間は︑餌←豚・肉
るだろうか１１食点にｋる箭脈倒舳

堆物は︑安全で美味しいものといえ

れる飼育蝋境のなかでつくられた帝

余な姿だろうか︺ストレスにさらさ

コーン︵飼料川トウモロコシ︶︑稲蕊

川牛←乳牛の賊に鮒瑚咽の帝雌から

牛の食べものは︑牧峨ヤデント

ほんの少し与える配合飼料と撫斐の
とを号えてほしいものだ．

を川にする伽に︑少しでもそんなこ

に支えてきたのが︑わが身を削り↑
病気と格闘してきた家帯たち︺今で

の卜で飼われることが多く︑家箭柵

は︑﹁拘束と繋制︑濃〃飼料の多紛﹂
川本では﹁家畜柵祉﹂と肌されてき

ＯｌＥが国際基準を策定
ＥＵで盛んな家畜福祉食品

の消賀岫が卿えていく︒それを懸命

が主流になり︑畜唯製舳

など細飼料が人方で︑織物は冬場に

は︒〜堂頭の豚を飼う鰹家がいて．

慾は小さな小隈で飼った︒近隣に

歳を超えるものがざらにいた︒

少ない︒しかし︑牛たちは災命で１

挽き削りくらいなので︑牝雁乳拙は

〃工場畜脈

家畜の拘束と繋留そして
穀物多給が畜産のネック

ることは少なかった︒

岬時は柵蝋剛の帝倣が他伽で︑殻

道北の峨後州拙地で行ったわたしの

六１１Ｌ叩年代を掘り返りながら︑
そのことを豚えてみよう︺

選謹
ｒｊｑ■胚

年の瀬に階殺され正川の食卓に上る．

の人はもちろん︑帝腋側係行にもま

た﹁アニマルウエルフェア﹂は︑全船

フェア︵乏里司吊︶には稚細や繁栄の

だなじみの柳い・両葉である︒ウェル

川本で汕闘される織物は年間川ｒ

祉は賎ろにされている︒

道内どこの腿村にも︑こうした〃
″トンほどで︑このうち七八％が輸

豚肉は特別な川の食べものだった．

入物で占められる︒輸入穀物のうち︑

アニマルウエルフエアの収りくみ

が分かりやすい︒

が犠せな状態﹂をイメージしたほう

葱味があるから︑柵祉よりも︑﹁求箭

畜椣合経営の姿があったはずだ︒効

カロリーベースの食料自給率を算

ほぼ半分の朏が家箭に与えられる︒

込められるようなことはなかった︒

物たちも一年中︑箭舎のなかに閉じ

川するとき︑﹁輸入飼料による乍産部

肉用牛

分﹂もカウントされる仕組みになっ

I

それが大きく変貌するのは︑ｎ本

ﾌﾞﾛｲﾃ

が簡庇締済成腿の道をひた走り︑磯

これらの伽きを蹄まえて︑ＯｌＥ
︵川際勁物保仙槻側．Ⅱ本を含む１
７４力側が加盟︶はＵ肛年︑アニマ

﹁隅殺﹂に側する︑初めての川際的な

ルウエルフェアに配慰した︲輸送﹂と

と飼育禰哩に側するガイドラインを

ガイドラインを鞭定︒その後︑畜縛

多搬な施蛎を推進するＥＵでは

まとめる作業を続けてきた．

一蝋として捉えている︒ＷＴＯ︵枇

アニマルウェルフェアを劉易職略の

柵助政策を﹁緑の政蛎﹂として打ち川

界貿助機関︶の農業交渉で家畜櫛祉

る捕助金制度︵成牛１頭あたり５０

す一方で︑家畜柵祉のコストに対す

家畜禍祉にかなう畜産物に﹁ウェ

０１−口など︶も導入した．

ルフェア・クオリティー︵ＷＱⅡ家

る動きもある︒食肉や乳製舳︑卵の

畜禍祉品質︶﹂というブランドをつけ

ＷＱラベルが多くの側で側発され
し︑家畜編祉を保紙するブランド品

企業養豚場みずから向主基蝋を策定
として光り込みを図る動きが加速し

乳用牛

ＩＬＰｌｑ．こ■口・■１口

は︑ｎ年ほど伽に︒←勤物保拠法を制
定したイギリスを小心に︑﹁肋物の林
揃の除去﹂と﹁膿待防止蛤を桃にした

ＥＵ︵欧州迎合︶レヘルの保謹聴叩が

迎勤が始まり︾・几凡年代には︑

汕縄織として．次の﹁八つの向山﹂の

鞭定された︒そして今︑Ⅲ界的な典

脱則が確叫Ｍしている︒

給餌や 給 水 ︶

叩飢えと渇きからの自由︵十分な

上︶

②不快からの自由︵飼育環境の向

ガや病気などの手当て︶

③痛み ︑ 偶 ︑ 病 気 か ら の 自 由 ︵ ケ

や生態にかなった飼育︶

④通常行動への自由︵動物の習性
⑤恐怖や悲しみからの自由︵心身
のストレスからの解放︶

家畜柵祉を火現するには︑こうし
九七年には︑ＥＵのアムステルダ

た脱川が保祉されなければならない︒

ム条約特別級定幽で︑﹁家舟は単なる

股巌物ではなく︑感受性のある惟命
−ジ飼いの段階的

〃住﹂と進侭された︒ＥＵではすで

あのマクドナルドですら︑家畜福

ているという︒

豚

48
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陥胆樋器や腱漿樋械がそろっていた

京厨福祉畜圏品の取りくみや海外事愉の栩告が概いた

… 鐙 幾

繁殖川雌豚のス

祉に側する資金援助に協力的で︑﹁製

品にはケージ飼いの鶏の卵を使って

採願■

ー

の繋ぎ飼いの原則

いません﹂とアピールしているとも

｢飼養管理指針｣の策定に関する畜種別スケジュール表

■ j ， −

鑿

準も定められ︑実
る︒

(｢推進委員会｣の提出資料から）

Ⅸノリ9
(
X
X
j）
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H22

H21
H20
H19
畜禰

鯛
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〃

I

典

＝

I

︽ら

すでに採卵餌と豚の﹁指針しか策定

参川︶

ミナーや樅産肖向けの勉強会を通じ

済みで︑汕黄荷などを対象にしたセ

この﹁慌針﹂づくりの瓶旨を︑化産

て将股杵発を岡っていく︒

推進委仙会で豚の搬総が始まったこ

街側はよく即解していないようだ︒

で︑﹁アニマルウエルフェアに対する

ろ︑股水肯で側かれた懇磯会のなか

た﹂︵惟進蚕での陥幽卓座長の発高︶︒

かなりの蹄戒感が生産街から川され

チ×奥行き︑八十センチ以化の広さ

いく方向性が兇えない︒﹁輔六１セン

家畜柵祉製品のブランド化に努める

が実態らしい︒

けであり︑これでは難航雌豚はｆｎ

を確保する﹂ことを推奨しているだ

ＥＵの堆産者とは漢泥の差があるの

今年懇・川に策定された採卵鯛と豚

山な状態に慨かれたままになる

の﹁指針﹂からは︑これまでの缶雌の

あり方を改革しようとする姿勢があ

Ⅲく︒ＥＵでは各国政府や食品企業
会が始まり︑○七年度からは畜種ご

アニマルウェルフェアに側する検討
される︒一方︑﹁ストレスをかけなけ

尾をかじることを防ぐために描慨と

豚の断焔は︑鮮飼いで豚同士が尻

唯後十日以内の実施を推奨︒ケージ

場合︑やむをえない手段﹂と奔縄し︑

ついて︑﹁羽つつきを防止できない

端を切り取る﹁ピークトリミング﹂に

ら根強い批判がある︑くちばしの先

採卵鋤では︑動物保繊Ⅲ体などか

研究機関などが︑こぞってアニマル
との﹁飼養管理指針﹂︵以下︑﹁指針﹂と

れば︑豚は尾かじりをしない﹂と放

たんＵ

まり感じられない．

ウェルフェアを推進しようとしてお

牧豚の麗家は言う︒しかし︑今側の

これでは︑何をめざす﹁指針﹂なのか

飼いを規制していく方向性もない︒

師や研究者︑畜産経営背︑動物愛讃

り︑日本とは対照的だ︒

豚と鶏の﹁管理指針﹂策定
つ﹂と位脚づけ︑﹁生後七日以内の実

﹁家畜禍祉に配蝋すると雑産性が蒲

検討作業を主導してきた股水行は︑

理解に苫しむ︒

﹁指針﹂では︑﹁断足は有効な手段の一

ＥＵでは禁止の方向にある﹁ス

進委倒会﹂のドに︑畜秘別の﹁分科会﹂

と学識者による﹁専門部会﹂が設けら

トール飼い﹂についても︑制限して

剛体︑消費者ら十血人で棡成する﹁推

ＯＩＥのガイドライン策定を受け

る計画だ︵別項のスケジュール表を

れ︑一○年度までに﹁指針﹂をまとめ

切断行為や拘束は容鯉へ

て︑Ｈ本政府はようやく亜い腰を上

かでやっていられない﹂といった業

みた．その絲果︑尚評価の牛群ほど

の陥腿家一・卜し︑の牛鮮で緋価を拭

血した紳伽刀仏をつくり︑Ｉ勝行内

瀬尼さんらは︑このシステムを兇

舎内の環境︑牛床の状態︑断雌の打

や水椚のｊ法・油潔さをはじめ︑牛

のをつくった︒そこでは︑給餌場所

スに岻祁を兇吹し︑より容剛的なも

いく道を遮求したい﹂

ける趨証システムを削り︑販売して

した農家の帝雌製舳に付加価仙をつ

と思います︒今後は︑峨剛をクリア

施﹄を蝋めている︒

げた︒農水省と環境省の主導による

(撞供埴球生杓曲姻)

ｌｌＩＩｌｌｌｌＩ︲１１１口

界側の蝋向を弧にしすぎ︑世界的な

無︑診撫Ｍ数︑異常行動など多岐に

ちる﹂コスト間になり．飼料岡のな

流れを踏まえ畜雌改峨を進める豚え
生乳中の体細胞数や傷病数が少なく︑

と力を込め︑日本版の家畜福祉ブ

乳脂肪率が剛く︑疾病の減少によっ

惟脈コストもドげられる叫能性が・小

て治撫代などを抑えることができ︑

寄せる瀬尼さんは．

のレベルを上げていくことに期待を

か臘家︑身がチェックし︑家帝削祉

こうした評価堆地を満たしている

脳・畜巌岻側﹂だが︑家帝柵祉に対

川牛の一丘％ほどが刷磯される﹁酪

北海道は︑全側の乳牛の半数︑肉

脚に盛り込めるかどうか？﹂を模索

ていることを踏まえ︑﹁道の意見を緋

臘村基本計画﹂が見直し時期を迎え

◆

された︒これは︑家畜柵祉にかなう

道農政部では︑掴の﹁食料．股業．

する関心の間まりはまだ児られない

ランドづくりをめざす伽

飼い〃をすると︑惟産性がｔがるこ

﹁消閲行に家畜のより良い飼い〃を

くりもあまり期待できないだろう︒

が乏しい︒今後の乳牛などの指針づ

わたる噸Ⅱが評価される︒

術政に多くを細めないならば︑牝

アピールしていけば︑新たに︵帝産

農家ができる評価方法を
基に鯉証畜産品の販売へ

旅現場に近いところから窪えていく
危仙は杷愛にすぎないわけだ︒

製品を︶闘ってくれる叫能性がある
鏑準竪癖禰駒

している︒家高禍祉もその一つだが

つくって勉強している段階﹂︵畜脈振

﹁主査クラスの職側で検討チームを

興課の拠噺荷︶と動きが鈍い．臘水
省と同じく︑大きな期待はできない

︵以下︑次号に続く︶

片を増やすことが求められる︒

べものをつくる﹂と恥解できる澗曲

征す↓〃で︑﹁幸せな家帝が雌服な食

づかせようとする研究荷らに希馴を

や︑アニマルウェルフェア畜産を根

り︑有機畜産に挑戦してきた生産荷

ここは︑牛や豚の放牧を手がけた

ようだ︒
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狭いケージのなかでは餌は羽を広けることができない

略︶の策定作業が進んでい司獣嵯

函

とを懲味する〃業界関係荷がいだく

︷Ｊ碓・

風家自身ができる家畜福祉レベルの評価法を
つくった帯広密産大の瀬尾哲也さん

ことはできないだろうかＪ

︾

砧もい
﹄︒．

践二…舌謝

副X刃9

謬
雫
その後︑﹁八つの自由脱則﹂をベー

童

粥広畜脈入学畜産学科助教︵家奇
行勤学︶の瀬尼打也さんは︑道内で
フー牛の繋ぎ飼いがストレスになる

は数少ない家畜柵祉の研究省である

かどうか？﹂について㈲学内での伽
行糾代を進めており︑研究室では几

川の﹁推進委凹会﹂の仰門部会の．ｕ

人山学化が家帝柵祉を専攻する︒仙
でもあり ︑ 乳 牛 の 柵 祉 水 峨 づ く り に
ＥＵを中心にして︑股家レベルで

桃わってき た

家帝の飼餐踊境についてカテゴリー
ゞ診別に得点をつけるｆ法を使い︑アニ

ロ宮︼

灘睡ベルが問い﹂と併価

ｊ

寺か

駁謹
Ｑ

ｏ

蝿罐;
…鍵
ギ
識麗謹蕊鑿
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日本の畳豚場では一般的な分娩後のストール飼いの梯子(写真上)‐
下は放牧堀で出睡してしまった豚の子育ての樋子(園倶'北海過ホーフラント）

