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消費者のもとめる家畜と草地のつながり

山本 謙 治

(株)グッドテーブルズ・代表取締役社長

皆さん、こんにちは。 3学会合同で一緒になられる

ということで、おめでとうございます。おめでとうな

のかよくわかりませんけれども。私は畜産であると

か、草地関係のスペシャリストではまったくありませ

ん。どちらかというと、消費、流通側でいろいろとやっ

てきた人間で、しかも、野菜が本当はメインの仕事の

領域としてやっていました。農産物の流通コンサルタ

ントという立ち位置です。なぜか最近、畜産物にかか

わることが多くなってきました。特に午肉です。その

中でも、メインストリームである、肉牛の中で言えば、

黒毛和牛のような、格付けで上位を占めるような部分

の品種とのかかわりというのはまったくありません。

今、秦先生とか、いろいろな方がお話しされていたよ

うな、赤身であるとか、そういった部分の価値再創造

をお手伝いしたり、自分でも実はウシを何頭か持って

いるのですけれども、そういった部分の仕事が多く

なってきました。今回は、そういう消費側がどういう

ふうに動いているのか、もしくは消費者と生産者の接

点となっている料理人であるとか、流通の状況がどう

なっているのかということを、当事者の目からお話し

させていただ、ければと思います。

私本人は短角和牛と、岩手県の本場の、岩手県の二

戸という子牛の生産地で出会いをしました。本当は山

形村という、もうひとつ、大地を守る会というところ

と契約取引をしている産地でも出会いました。この二

戸というところは、非常にどでんと大きい草地の中で、

牧野の中で放牧されている風景に圧倒されました。黒

毛は当然ながら、生産地に行ったりしていて、鹿児島

であるとか、宮崎とか、非常に密接にかかわりがあり

ますので、見ていたのですけれども、これはある意味、

本当に和牛と言えるのはこちらなのではないかと思っ

たわけです。結局、今、まったく消費者には届いてな

いというか、知識がありません。日本のウシは海外の

穀物をたくさん食べて育っています。最初の三谷先生

の講演の時に質問された内容で、私も経緯がよくわ

かった感じですけれども、国策とか、いろいろな絡み

もあって、今、国産といっても、和牛の中で純粋にカ

ロリーベースの国産度は低いという状況になっていま
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す。このことを消費者はほとんど知りません。まった

くわかっていない。いや、それはもうよくわからない

けれども、よく安愚楽牧場のCMとかで見かける、草

地の中で、平原の牧草の中でウシって育っているので

はないの、草を食べてというふうに思っているのが実

際のところです。本当にそういう図があったのだな、

これは本当に岩手の土地でできる草を食べて育ってい

る。これは本当に和牛と言えるのではないかとJ思った

のです。

それで、ごねまして、私は農家でもないので、本当

は駄目なのですけれども、オーナー制度があったので

す。オーナー牛舎というのがあって、看守さんがいて、

先ほどのマブリ、ベゴマブリさんがいて、タバコ生産

とかをやっている人たちが傍らで短角牛をやる制度と

いうのがあって。そのお金だけ出すので、あとはその

マブリの人に見ていてもらうという、オーナー制度と

いうのがあったのです。おれにもウシを持たせてくれ

という話をしたら、最初は、いやいや、部外者だし、

農業者の認定もあるわけではないし、それはちょっと

と言われたのですけれども、ここの関係者の人が、待

てよ、いろいろなところに記事を書いている人だから、

もしかすると、短角の宣伝になるかもしれないなとい

うことで、入れてくれることになりました。ですので、

私は農家ではありませんし、共済とか組合に入ってい

ませんので、登録自体は私の名前ではやっていません。

牧野組合の名簿の中に私がいまして、その名簿と「ひ

つじぐも」という、あそこの母ウシがいますけれども、

彼女が結び付いている、そういう関係になっています。

この写真にいる子牛が 1頭目の「さち」という女の

子です。普通、女の子が生まれると、保留して、繁殖

用に起用するのですけれども、私はこれも肉にしてし

まいました。 2頭目が「国産丸」というのがいて、こ

れもことしの 5月に肉にしました。実は先ほどの高橋

さんのえりものスライドの中で、岩手県の生産者の息

子さんがうちに来ていたという話がありました。彼は

畠山さんという生産農家ですけれども、その畠山さん

のところに 3頭目のウシを預けています。これは草だ

け食べさせて育ててくれという話をしたので、名前は

「草太郎Jと言います。そんな感じで、私のウシも順

調にいまして、全部ウシは肉にして、それを私自身が
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販売しています。ですので、ウシを売るというところ

の非常に大変な部分というのはいささかなりともわ

かっている状況です。

ウシだけではなくて、いろいろと出会いをしていま

して、これは梅山豚(メイシャントン)という、皆さ

んも聞いたことがあるかと思いますけれども、中国系

のブタです。雲南省のほうでいた希少なブタで、日中

国交が回復した時に100頭ぐらい贈呈されました。そ

れを今、実は農水省の試験場ではなくて、茨城県の塚

原牧場というところで、そこがほとんど原種トンを

持って、これにデ、ユロックをかけて生産しています。

これが日本の薩摩黒豚と言われている、パークをかけ

たものよりさしがすごく入るのです。肉の重量は非常

に少ない、脂ばかりになってしまいます。なので、格

付け上、市場流通に出したら大変なことになってしま

うので、全量契約取引をしているところです。非常に

高い値段で売っています。ただ、.これは本当にマーケ

ティングに成功していて、一流どころのレストランに

しか卸しません。それぐらいの量しかできないという

ことがあるのですけれども、そうすると、みんな欲し

くなる。いやいや、銀座辺りでフレンチだと、もうこ

こにしか卸しませんみたいな形の厳しいチェックを入

れるので、ブランド価値が落ちないということをやっ

ています。ここが林開放牧をして仕上げます。仕上げ

に林開放牧というのはなかなか不思議だなと私は思っ

たのですけれども、ブタの場合はドングリであるとか、

土の中のいろいろなものを食べて育つので、仕上げの

部分に林開放牧を入れるのは非常にいいのだという話

を私はうかがいました。そんなことでブタの放牧もあ

るのだなということを知った次第です。

そして、乳業です。先ほどの三谷先生の話で非常に

面白かったのですけれども、今一番、牛乳であるとか、

牛肉において、私たち消費者と料理人とか、そういっ

たところをつなぐ立場からすると、非常にもったいな

いな、つまらないなと思うのは、もう午乳も牛肉も何

でもかんでもコモディティになってしまっています。

消費財になっているということです。消費財とは何か

というと、メーカーが違う鉛筆が 5種類あったとして

も、鉛筆にそんなに価値を普通の人は求めないですね。

だ、ったら、安いものを選ぶというふうになってしまう。

これが消費財の在り方だと思います。本来、食べ物と

いうのは、消費財であると同時に、噌好(しこう)性

が高い。やはり私はこういう味のものを好むからこち

らにするというものであったと思うのですけれども、

今はコモディティ化が甚だしい状況、安いほうを選ぶ。

それを助長しているのは商品が全部画一的になってい

るからかなと思います。午乳を見たときに、全部UHT

で同じ味になってしまっています。というのは、本当

に、料理している側からもつまらないという声をよく

聞きます。そういう状況の中で、杵築乳業、これは島

根県で、ブラウンスイスであるとか、ホルスタインを

山地酪農して、それで牛乳をしぼっている。これを飲

むと驚く消費者が多いのです。どんなふうに驚くかと

いうと、これも誤謬(ごびゅう)ですけれども、消費

者の人たちは、自然に近い方法で育てていると何もか

も濃くなっておいしくなると思っています。幻想で

す。草を食べて育った牛乳が濃くなるということは基

本的にないわけで、非常にあっさりとした、風味のあ

る、パスチャライズにすると、牛乳になると思うので

すけれども、みんな驚きます。あれ、薄いわねと言い

ます。ただ、それをちゃんと順々と説明すると、なる

ほど、なるほどと言って、牛乳にも違いがあるのです

ねと言って、買うようになってくれる。

今、私の事務所は東京の日本橋にあって、ちょうど

島根館という島根のアンテナショップが三越の前にあ

ります。そこは非常にお客さんが入るところです。こ

とに山のおちち牛乳が結構入っています。私もたまに

買いに行くのですけれども、売り切れることが多いで

す。買っていく固定ファンがいるのです。運賃が乗っ

て結構高いです。そういう状況です。こんなふうに、

いろいろなところで、放牧であるとか、草地というも

のを生かした資源というものがあるということを知る

につけ、これは本当にもったいないな、もっとちゃん

とマーケティングをすれば売れるのにと思うのです。

食のマーケットのほうから見た放牧、もしくは草地

活用の魅力ということを考えると、とにかく、今、食

べ物の業界の話題というのは、中央の話はもうつまら

ない、飽きたという状況になっています。『秘密のケン

ミンSHOW~ という番組があるのをご存じですか。北

海道で、やっているかわかりませんけれども。新潟県の

中越の地方に行ってイタリアンというと、それはイタ

リア料理のことではなくて、焼きそばをいためた上に

ミートソースもどきをかけるものであるみたいな、そ

ういう各県のB級グルメ的な話を出して、えーっとみ

んなで驚いて楽しむという番組があります。この番組

が非常に面白いのは二つの観点があって、一つはその

差が面白い、差異があるということが面白いという時

代になったのだということです。もうひとつは、各地

方の人たちは、それを見て、当該地域にその番組のス

ポットが当たったときに驚くのです。これって普通

じゃなかったのという驚きがあるのです。その面白さ

もあるのです。

例えば高知県に行くと、ひまわり乳業という、これ

も素晴らしい乳業メーカーがあります。そのひまわり

乳業というところが作っている「リープル」という乳

酸菌飲料があります。高知の子どもたちは絶対にこれ

で育ちますので、「リーブワレ」は全国の子どもが飲むも

のであるというふうに擦り込まれているのです。で

も、大学とかで大阪とか東京に行くと、まったくない

ので、「リープル」みゐな飲んでいないのと本気で驚く
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のです。そういう中にいる人たちも、これが差異だっ

たということがわかっていない。こういう面白さがあ

ります。

今、実はこのグルメの業界で一番面白みがあるのは

この差異の部分だということになっています。その証

拠に、 Wdancyu~ という日本で一番レベルの高い、消費

者向けのグルメ雑誌がありますけれども、これはもう

20年ぐらい前まで、バブルの時期には売れて、食ブー

ムを作った、けん引した雑誌です。東京、大阪、札幌、

福岡のレストランを特集していれば、もう全部 1冊成

り立っていたのです。そのころは、取りあえずまだ食

べ物の高度成長期みたいな感じです。イタリアンでこ

ういうものが面白いとか、とにかく料理のコウセイが

とれていればよかったという時代だ、ったわけですけれ

ども、もう飽きてしまったのです。みんな鉄人坂井の

弟子、孫弟子、ひ孫弟子みたいな感じで、みんな系統

図が書けてしまうような状況になってしまったので、

どこに行っても同じ。東京でどの庖にいってもたかが

知れている。変化が見られない。そういう状況になっ

てしまっています。

今、一番人気が高いのは、例えば青森県に、イタリ

アで修業した人が、普通東京を経由して屈を出すのに、

青森県に帰って青森で屈を出しました。「ダ・サスィー

ノ」。出しているものは青森県の獣肉、クマだとか、イ

ノシシだとか、そういったものを自分でサラミにして、

おばあちゃんが作った野菜とか、その辺の山菜を全部

イタリアンにしてというものを出す。ほとんどオール

青森県産というような料理がむちゃくちゃうけている

わけです。地元の人も食べるけれども、やはり県外ナ

ンバーがズラッと並んで、飛行機に乗って食べに来る

人たち。こういうブームが起こっています。今はもう

地方というふうになっています。

ということは何を表しているかというと、先ほど、

コモディティ化している食べ物という話をしましたけ

れども、これからはそのコモディティからだんだんと、

噌好品というとちょっと違うのですけれども、ちょっ

と区別が付く、差異がある、ちょっと違うものだよと

いう見せ方をさせていく。そうすると、食べ物の価値

を再創造することになるのではないかという話です。

ですので、私は牛乳とか牛肉に関しては、これからは

この牛肉はメインストリームの黒毛の肉と違って、こ

れこれこういう作り方をしているのだよという差異を

表すようなことをしていかなければいけない、そうし

ないと意味がないとJ思っています。

二つ目。黒毛和牛の霜降り重視の世界観。これは確

実に変わってきているなと思います。そんなことは皆

さんもよくわかっていると思います。肉稼業さんは、

こんなことを言うとぎゅっとしかめられるかもしれま

せん。私は『専門料理』という雑誌に連載を持ってい

ます。『専門料理』というのは柴田書庖が出している雑

誌で、大体志の高い料理人だと読んでいる雑誌です。

そこに「牛を飼う、日本の食を考える」という連載を、

もう 4年書いています。何を書いているかというと、

短角であるとか、土佐赤牛、褐毛和種であるとか、熊

本赤牛とか、そういったものの、こういうウシは草を

食べていてこういう味がするというようなことをつら

つら書いています。そうすると、料理人には非常に反

響があるのです。今まで卸しであるとか、もしくは自

分のところに納入する納め屋という人の話しか聞いた

ことがなかった。良い肉を適当に持ってきてくれと言

うと、黒毛のA4です、 A5ですという形で向こうが

サンフ。ルを持ってきたものをいいかなと思って使って

いるだけだ、った。でも、実はいろいろな話があるのだ

ということを彼らは知る。それを聞いて、私は逆に驚

くわけです。料理人は素材のスペシャリストではな

かったのと。実は違うのです。料理人はきっといろい

ろな素材を知っているはずだ、いろいろな素材に触れ

てまわっているはずだ、と皆さんは思っている、そうい

う錯角があるのではないかと思うのですけれども、彼

らは忙しいのです。酪農家であるとか、肉牛農家のと

ころに行くと、おれたちが作って売るのなんてやって

いられないよ、大変だよという人が多いです。生産だ

けで、手いっぱい。それと同じで、料理人も自分の庖を

回すのに手いっぱいで、素材のスペシャリストには実

はなっていないのです。そうなると、逆に、私は売り

込めばいいと思います。料理人は新しい料理のネタは

非常に欲しがっていますので、そこに積極的に情報提

供をしていくべき。そして、黒毛以外の価値がありま

すよということをもっと言ったほうがいいです。

実際、フランスとかイタリアで修業してきたシェフ

というのは霜降り肉なんて一切触れたことがないので

す。今、基本的に、料理人が洋食系で修業するルート

というのは、料理学校を卒業するとか何とかして、国

内のフレンチレストランであるとか、そういったとこ

ろで修業したあと、フランス、イタリアの現地に行く。

これは料理学校から行くこともあります。そうなる

と、高卒で料理学校へ入って、 2年ぐらいしていきな

りフランスに飛ぶとか、そういうことになります。彼

らは若いころに日本で修業していますから、そんなと

きに霜降りの極上肉を自分のポケットマネーで食べる

ということをしていません。いきなり行った修行先の

フランス、イタリアで普通に食べられる肉といったら、

赤身肉です、当然のことながら。それを食べて、それ

を料理して、それに合うような郷土料理を勉強して

帰ってきて、さて、日本で困るのです。あれ、なんで

こんなビラビラな霜降り肉しかない。しょうがないか

らホルでも使うかという感じになるわけです。そうい

う人たちが短角であるとか、熊本の赤牛のほどほどの

さしの入ったやつ、ほどほどのA2の部分とか、 A3

の下のほうとかを使うと、ようやくこちらの感覚なん
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だよと言うようになってきています。

消費者の多くも、実は普段食べたいのは赤身肉であ

るという実情が見えてきています。私は実は 3週間ほ

ど前に宮崎県のNHKに呼ばれて、口蹄(こうてい)疫

が一段落しましたので、これからの宮崎牛をどうする、

どうなるシンポジウムを収録するというので、そのコ

メンテーターの一人として座りました。最初に言われ

たのは、山本さんには宮崎牛というのは特においしく

ないのだということをはっきりと外からの目線で、言っ

てほしいのですと言われまして、悪役になるのかと

思って、非常に暗たんたる気持ちで行ったのです。実

際にそれを言って会場の中を凍り付かせてしまいまし

た。ただ、そこで面白いデータがありまして、宮崎県

内で一番人気を集めている食品スーパーがあって、そ

こで庖頭調査をしたのです。宮崎の県民の人たちに対

して、普段食べたい肉はどういう肉ですかというのを

やったら、何と 7割が赤身肉がいいと言ったらしいの

です。霜降りはもうはれの日でいいという形だ、ったの

です。結局、そういうことなのだなと。

しばらく前に家畜改良センターの和牛の研究をされ

ている方の講演を聴いた時にも、実はセンターで消費

者モニター調査して、 BMSナンバーごとに自分が一番

おいしいのはどれだみたいなことをやると、 BMSナン

バーが上のほうになって、 10以上になったりすると、

BMSナンバーの 1、2、3ぐらいのところと、 10、11、

12番はほとんど同じです。要するに、そんなにニーズ

はない。一番多いのは中間層だったりするのです。 A

3、A4のはじめぐらいがいいということになる。要

するに、消費者はそんなにさし重視になっていない。

今、マスコミがわかりやすいから、 A5、A4という

言葉がわかりやすいので、やっていますけれども、実際

に彼ら、彼女らが食べているかというと、そんなこと

はないというのが実際のところです。

『美ST~。何と読むのかよくわからないですけれど

も、これは WSTORY~ という雑誌です。美魔女という

言葉を作った、売れている婦人雑誌です。大体30代、

40代の女性がターゲットになっています。この『美

ST~ という雑誌で、つい先日、今、出ている号で赤身

肉特集。男性には本屋でこれを手にとってレジに持っ

ていく勇気がなかなか出ないとは思いますが、是非 1

冊買ってみていただきたいと思います。この赤身肉特

集。実は私が監修ということになっていて、そこに解

説記事を書いています。赤身肉は女性にとっては非常

にいいのだそうです。先ほど、秦先生の話にもありま

したように、カルニチンであるとか、美容効果が高い

というところで彼女らはすごく注目しています。編集

者の人もすごく興味を持って、北海道の短角と岩手の

短角を織り交ぜましたけれども、熊本赤牛、土佐赤牛、

それとオージーみたいな形で食べ比べをしてもらっ

た。食べ比べをしたのは、なんと川島なお美とダチョ

ウ倶楽部の寺門ジモンです。寺門ジモンさんはどうや

ら黒毛和牛が大好きらしくて、黒毛の雌も入れてくれ

よとか言っていたのですけれども、強引に押し切って、

駄目、赤身の品種だけということでやって、こんなふ

うに「マルディグラJというところの和知シェフに料

理をしてもらって、食べ比べをしました。結果はいろ

いろと出ているのですけれども、やはり赤身はおいし

いねと。こんなのが婦人雑誌の、高級層向けの雑誌の

センタ一ページにどかんと載るという時代になってき

ているということです。

これは『おいしさの科学』という、この間、新創刊

されて、今、きのこの粘り特集が出ている雑誌があり

ます。次の号が出るのですけれども、次の号は熟成肉

のことをやりたいという話になっています。和牛の価

値観を変えるドライエイジングというところで、私は

またインタビューされて、これが起こしたやつです。

非常にみんな熟成に注目しているということです。熟

成といっても、要するに、ウェットエイジングではな

くて、アメリカで行われているのはドライエイジング

です。真空を外して、外側をガビガビにして乾燥させ

る。そうすると菌が付いて、中のテイミ成分であると

か、そういうものが非常に増えた肉になるということ

です。こういったことが雑誌のキーワードとして取り

上げられる。つまり、肉を食べたいと受け取る側の多

様化が進んできているということだと思います。

これはまた違う話です。中央の話から地方の話とい

うことをしましたけれども、これは地方レストランで

一番有名な「アル・ケッチァーノ」という、山形の庄

内のレストランです。今、見ていただいているのは、

焼き畑をしたあとのところですけれども、雑草に見え

るのは全部カブです。野菜です。焼き畑でカブを作っ

た。これを今までは細々と漬物にしていたのですけれ

ども、地方レストランの雄と言われているとの「アル・

ケッチァーノJの奥田シェフが、これを使って、圧内

の食材だけできらびやかな料理を作るのです。ここに

県外ナンバーばかりがず、っと並んで予約が取れないと

いう状況になっています。

こういうふうに、料理であるとか、グルメの業界は、

みんなもう今までどおりの価値観はつまらないという

状況になってきています。ただ、惜しむらくは、選択

肢がないのです。いつもこの特集をやりますので、ヤ

マケンさん、ちょっと教えてくださいと言われてイン

タビューを受けて、ではこの肉はどこで手に入るので

すかと必ずきかれます。ううん、手に入るときもある

し、手に入らないときもあるんだよねとしか言いよう

がなくて。よくご存じの方も多いと思いますけれど

も、定量を安定的に買える短角牛の肉のところは意外

に少ない。短角以外もそれはまったく同じです。です

ので、このボリュームが出てくる、流通がついてくる

というところまでもう少しかかるかなと思っていま
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す。

さて、もうひとつ、エシカルという流れが消費の段

階では起きてきているように私は考えています。エシ

カルというのは、倫理的、道徳的ということです。エ

シックスという言葉がありますが、倫理学です。エシ

カルな消費、つまり、倫理的な、道徳的な、これを買

うことが世の中のためになるのだ、誰かが助かるのだ

という動機付けでものを買うという購買行動がかなり

盛んになってきているなというのが、少なくとも首都

圏で感じるところです。

これは実は世界的な流れとなっていまして、例えば

水産においてはMSCという認証制度があります。こ

れは有機認証と同じようなものですけれども、何が違

うかというと、持続可能性を認証しているわけです。

つまり、今の漁船は非常に性能が高くなってしまった

ので、海域全体を刺し網を使ってもう全部取れてしま

う。底引きを使うと、壊滅的に海底の地形も変えなが

ら、全部根こそぎとってしまう。水揚げした魚の中で、

実は商品になるのはその中の10分の lぐらい。あとは

もう全部、混獲と言いますけれども、いらない魚、稚

魚などをとってしまう。これは全部海に廃棄してしま

うというのが実は現状の農業なのです。産卵前の稚魚

を捕ってしまうと、結局、産卵をしないので、個体数

がぐんぐん減っていくということで、実はFAOの調査

によると、全世界的に無尽蔵にとっていいよという魚

は全体の20%しかないそうです。あとの80%は管理し

てとらなければいけない。ウナギなんて、本当は絶滅

が危倶(きくすされている種になってしまっています。

そういったところでMSC認証というのがあって、私

の大嫌いな企業のマクドナルドの欧州の庖舗では、

MSC認証をとった白身魚以外はフィレオフィッシユ

にしませんという宣言を出して、実際にそうしていま

す。そういう世界に冠たるファストフード企業がそう

いう行儀のいいことをやり始めました。

翻って、日本はどうかというと、日本人はマグロと

かふかひれの問題も最近出てきました。ああいう問題

が出てきて、ペニンシュラホテルがふかひれを使わな

くなったとか言い出すと、でも、ふかひれを食べるの

は私たちの文化じゃないみたいなことを言い出してし

まうのです。でも、世界的に見ると、いやいや、文化

は文化なのだけれども、まずは個体数を復元させてか

ら食べましようという流れになっています。こういう

のもエシカル。倫理的な行動です。

もうひとつ、これはアメリカのホールフーズ・マー

ケットという、ご存じの方も多いと思いますけれども、

オーガニックスーパーです。オーガニック商品しか置

かないスーパーです。アメリカでは、アッパーの人た

ちは食べ物にすごく気を遣う、健康に気を遣う。アメ

リカのウシは成長ホルモン剤を飲ませているとか、そ

ういったこともあって、非常にこういうことに、アッ

パークラスの人たち、収入が多い人たちは気をつける

のです。そのホールフーズ・マーケットで、庄が独自

にファイブステップアニマルウェルフェアレイティン

グというのをやっています。これは、一番低い段階の

ステップワンを見て、もうこれで日本の畜産は全部ア

ウト。ステップワン、ノーケージです。鳥かごとか、

枠とか、密飼いがないことということです。ですので、

これを日本に持ってこられたらたまったものではない

とJ思っている畜産関係者はたくさんいるわけですが、

草地を利用している畜産はもってこいだという話があ

ります。こういう状況です。

私は実際に行ってきたのですけれども、ホールフー

ズの肉の売り場はちゃんと色分けされたような、こう

いうレイティングカードがあって、堂々、一番センター

で売られているのが、この見た目も真っ赤、これは完

全にグラスフェットです。ここに誇らしげにローカ

ル、自分の庖舗から80キロ圏内で生産されたものでグ

ランドビーフと書かれています。これは90%グラス

フェットなビーフなのだということが書かれていま

す。これが一番いい位置で売られているという現状が

あります。食べておいしいかどうかはわかりません。

けれども、エシカルだなということがちゃんと評価さ

れる売り場づくりがされているということかと思いま

す。

こんなことがありますので、エシカルということを

もう少しちゃんとうまく使っていったほうがいいなと

思います。放牧畜産と言ったときに、放牧していると

のどかだなというぐらいのイメージしかないかもしれ

ないけれども、本当はそこに倫理が加わっています。

乙れをやることが環境によってもいいし、しかも、国

産というのは本当はという話をちゃんと伝えていけ

ば、私はそれに追随してくる人たちが、メジャーには

ならないけれども、相当数いると感じています。

先日、佐渡に行って来ました。新潟県の佐渡島。あ

そこはトキが戻ってくる島ということで、今、売り出

しをしています。稲作地帯ですから、田んぼがたくさ

んあるのですけれども、そこに冬期、冠水をして、水

をたたえて、見虫をたくさん生息できる環境にして、

農薬も低農薬にすることによって、その子たちが死な

ない。そうすると、餌なので、 トキが戻ってくる。そ

のトキを守る米だという形のトキ何とか米というブラ

ンド化をした米を作ったのです。そうしたら、それま

で、佐渡の米はうまいが、あまりブランド価値がなかっ

たのですけれども、今、コープネットとうきょうとか、

そういった生協の取り組みで脚光を浴びて、量が足り

ないという状況になっているのだそうです。いや、何

も言わなかったら引き合いがなかったのだけれども、

トキの話をした途端に、全然みんな食い付きが変わっ

てしまったという話です。エシカルな消費というニー

ズは圏内でも相当に生まれているということを私は実
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感しています。ここに草地、放牧畜産は乗らなければ

いけないと思います。

もうひとつ、最後の話ですけれども、放牧の畜産の

マーケティング、これが一番問題だと思います。業界

の方々はみんな、放牧の意味であるとか、放牧にした

ものと舎飼いにしたものと、濃厚飼料を食べさせたも

のと粗飼料を食べさせたものと違うということがよく

わかっているわけです。この真実の部分がまったくと

言っていいほど消費者には伝わっていません。私は昨

日、帯広でポテトフォーラムという、バレイショの技

術者の交流会で同じようにまた話をしてきました。そ

こでも話したのですけれども、じゃがいもに関して、

消費者が知っていることは本当に薄っぺらいのです。

男爵、メーク、時々、キタアカリ、たまにインカのめ

ざめ。ジャガイモがどういうふうにできているかとい

うこともほとんど知らないわけです。ところが、業界

に行くと、ジャガイモというよりバレイショというの

は、実は生食用もあるけれども、それよりも加工原料、

ポテトチップス原料、ポテトサラダ原料、そして、で

んぷん原料としての立ち位置が大きくて、品種もたく

さん、数々生産されていて、シストセンチュウ対抗性

とか、そういったものがあってというふうに、マニアッ

クな知識のっぽなわけです。ところが、消費者はその

かけらも知らない。年間 5品種ぐらい新しい品種が生

まれているにもかかわらず、知っているのは男爵、メー

ク、時々キタアカリ。ごくたまにインカ。そのぐらい

です。これはマーケティングが大失敗しているとしか

思えません。私は品種数をもう少し減らして、マーケ

ティング費用にあてたほうがいいと思うぐらいです。

その伝え方一つで実は需要というのは相当生まれる

のです。私は、こういったマーケティングを考えると

きに、消費者にダイレクトに行ってはいけないと思っ

ています。いけないということはないのですけれど

も、難しい。雲をつかむような話です。今、広告代理

屈がしのぎを削っている状況ですから、大メーカーが

ものすごくお金をかけて商品をPRして売るというや

り方になっています。そこになけなしのお金をはたい

てPRをするといっても、消費者になかなか届きにくい

です。私が、地域の特産品であるとか、こういったも

のをブランド化していくときに、最初の口として考え

ているのは料理人です。料理をしている人というの

は、興味はあるのだけれども、その食材に関係するこ

とを勉強している時間がないのです。なので、これを

用意してあげると、みんな来るのです。

実際、短角和牛という品種を黒毛和牛と何が違うか

ということを徹底的に食べ比べましようというイベン

トをやって、それにミシュラン東京版の発表がこの間

ありましたけれども、ミシュランの三つ星、二つ星、

一つ星に名を連ねているシェフばかり40人ぐらい、私

にはそのネットワークがありますので、呼んで食べ比

べをしたわけです。前沢牛のA4と短角牛のA3を食

べ比べるということをやりました。ほとんどのテーブ

ルで前沢牛がどかどかどかっと残ってしまう。短角牛

を食べて、これだよと言って、結局、帰るまでの聞に

商談が7件ぐらいまとまりました。もちろん、これは

量!としてはそんなにたいしたことはないわけです。み

んな使うところが決まっていたりしますし。ですけれ

ども、彼らがそれを扱う。そして、メニューに、大体

産地であるとか、品種が載ります。それはPR効果にな

るわけです。買ってくれて、しかもPRしてくれるとい

うところから、徐々にこの短角牛の地位を上げていこ

うということを、ここ 5年ほど、岩手県と一緒にやっ

ています。

これと同じようなことを土佐赤牛、高知県の褐毛和

種です。高知県の褐毛和種は、実は熊本の褐毛とは系

統がちょっと違うのです。彼らはさしも入るし、赤身

もうまい。しかも、さしの融点が黒毛よりも絶対的に

低くなる遺伝要素があるのだ、と言っています。これは

一応実験で解明されているようです。それを売りにし

てやっているのですけれども、これにもうひとつ、草

を食べさせたらどうなるというベクトルを足そうとい

う話をしていまして、実は今、粗飼料を多給した土佐

赤牛の開発というのを一緒にやっています。実はこの

土佐赤牛を飼っていた歴史の中で、試験場でちゃんと

組飼料を多給するという実験をしたことがありません

でした。なので、四国にしかないヒエ、ノビエという

のがあるらしいのですけれども、これをサイレージに

して食べさせるとか、いろいろとあの手この手でやっ

て、この土地は急峻(きゅうしゅん)な斜面なもので

すから、デントコーンサイレージを栽培するのが難し

いのです。なので、ヒエとかそういったものを使って、

手に入る粗飼料で多給をするということを実験的に

やっていました。この 1月、 2月に実は出荷になりま

す。「強力(ゴウリキ)J と「優男(ヤサオトコ)J とい

う、勝手に私が名前を付けました。この子たちがこれ

から出荷になるので、これを 1カ月ぐらい熟成させた

上で、関東と関西で食べる会をやって、粗飼料多給の

ものと、今までどおり、穀物多給をしたものの味の違

いというものをちゃんとわかってもらう会というのを

やろうという話をしています。

こんなことをしながら、究極的には、赤肉サミット

というのをやっています。何だ、そのサミットはと思

われるかもしれません。料理人しか呼ばないのです。

なので、一般には全然PRも何もしていません。ただ、

来ている人たちは本当にものすごくて、グルメの世界

を知っている方だ、ったら、こんなシェフが来るのとい

う方々が来てくれます。彼らは本当に興味を持って来

ます。どういうことをやるかというと、例えば短角牛

と言ったときに、短角といってもいろいろとあるわけ

です。岩手県の短角と北海道の短角では草地の性格が
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まったく違います。三谷さんの研究の話にありました

けれども、やはり草地のレベルで全然味が変わるはず

です。土地の土質でまったく変わるはずです。それを

ちゃんと確認するために、岩手の 3産地と北海道の 1

産地の短角牛を、全部月齢をまず合わせて、もちろん、

性別も合わせて、そして、屠畜(とちく)日もなるべ

く1週間以内に合わせて、熟成も同じ時期、時間をか

けて、全部条件を同一にして、褐毛和種もそういうふ

うにやって、ベンチマーク用にホルスタインをやって。

こういうふうに集めた肉をミシュランの一つ星のシェ

フ、フレンチで肉を焼くということで非常に技術の高

いという人に均一な条件で焼いてくれというオファー

を出して、全部均一な火入れです。全部均一な、中心

温度が何度になっているという形で焼きを入れてもら

う。この状態でそうそうたる人たち、ミシュラン三つ

星の人たちばかりに食べ比べをしてもらうということ

をやるのです。

そうすると、みんな初めて知るわけです。草を食べ

て育っていると言っても、まったく味わいが違うでは

ないかと。私はグラスと穀物が半々のほうがいい。私

はグラスだけのこの香りがいいと思うみたいな形で、

見事にこの噌好性はばらけます。でも、このばらける

のが正解だと私は思っていて、それぞれに少しずつ

ファンが付いていって、そのファンになったお庄が、

うちはこの岩泉の短角を使っている、うちは襟裳の短

角だという形で、その特性を宣伝してくれる。こうい

うことにつながるのではないかと考えています。

実際、先ほどの土佐赤午というウシは、私がこのプ

ロジェクトでかかわるようになってから、知事に会う

と、毎年、山本さん、出荷が 5%伸びましたみたいな

形で、結構着実に成果が出ているようです。このため

だけだとは思えませんけれども、龍馬ブームがあった

りしたので、土佐赤牛が売れたみたいなこともあった

と思います。確実にこういう赤身肉品種の出荷量であ

るとか、そういったものが伸びているかなと思います。

あとは、やはり流通の部分をちゃんと整備しなけれ

ばいけない。先ほど秦先生がお話しされていましたけ

れども、赤身肉なりの評価をしてあげなければいけな

いということがあるわけです。ただ、評価を受ける、

評価されたものを買う側としては、その評価というも

のがちゃんと妥当性があるのかということをきちんと

問うていくと思いますので、先ほどの秦先生の話に

あった、帯広畜産大学の口田先生の評価の方法とか、

ああいったところがもっとちゃんと確立されるのを私

は心待ちにしているところです。

日本の畜産、草地活用の放牧でもっと楽しくなるは

ずだと私は考えます。ただ、その楽しさがきちんとわ

かる形で伝えなければいけないと思います。伝える先

は消費者であり、その消費者の手前にいる料理人であ

るとか、肉屋も含めてだと思います。研究者の人たち

が持っている情報は膨大です。今日は本当にそれを改

めて思いました。ただ、そのうちの10分の lも伝わっ

ていないのが現状です。肉屋で短角を知らない人はた

くさんいます。黒毛と F1とホルを売っていれば、も

うそれで商いが立つし、もちろん、オージーとか、ア

メリカニュージー、そちらのほうを使っている率のほ

うが高いでしょう。でも、餌を変えれば味が変わると

いう世界はまだほとんどの人が知らない世界だと思い

ます。ですので、草地の活用を研究されている皆さん

に私のほうからお願いをしたいのは、これを食べたら

どういう味になるのだということをもっとわかりやす

くお話をいただければありがたいなと思います。

ちなみに、料理人は、例えば高知県の土佐赤牛を飼っ

ている人のところに行って、実はこの稲わらをこれだ

け食べさせると、わらにはバニリンというのがたくさ

ん含まれているから、すごく香りが良くなるのだとい

う話をされると、ウソか本当かわかりませんけれども、

なるほどと言って、ものすごく食い付いてきます。つ

まり、味や香りにことわりがある。理屈があるという

ところがすごく重要なのです。その理屈の部分を作る

のがアカデミズムだと私は考えていますので、今後、

是非、おいしさの部分の科学というところに重点を置

いていただければ非常にありがたいな、売りやすくな

るなと思う次第です。

ということで、私の持ち時間は消化しましたので、

この辺にしたいと思います。どうもありがとうござい

ました。
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