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ORGANIC SHEEP FARM
IN PENINSULA VALDES,
PATAGONIA
パタゴニア、バルデス半島オーガニック牧場

July 07, 2018

洋服作りの源流である農業の現場を伝えるＦＡ
ＲＭＳ。今回は地球の裏側アルゼンチン・パタ
ゴニア地方にある世界自然遺産の中で育てられ
るオーガニックウール牧場を紹介する。

野生動物の宝庫、
世界自然遺産の中で生きる羊た
ち
 

　世界自然遺産バルデス半島はアルゼンチン・
パタゴニア地方の北部、大西洋に突き出た約３
６００㎢の半島だ。半島が形成する大きなヌエ
ボ湾と、低い灌木と草の生える陸地には、他で
は見られない動物相がある。鯨やシャチ、オタ
リア（アシカの一種）などの海洋生物が住み、
オンシーズンにはホエールウォッチングに来た
人達で賑わう。また、運が良ければオタリアに
襲いかかるシャチが見られるらしい。陸上には
グアナコや、現地の名前でマーラというパタゴ
ニアウサギなどが生息する。洋服作りの原点は
農業にあるという思いで、大好きなオーガニッ
クウールが作られる現場を見るため地球の裏側
にあたるパタゴニアのバルデス半島に行ってき
た。
　滞在していたトレレウの街から車でバルデス
半島に向かった。車を運転するのはディエゴ。
羊のスペシャリストで渉外担当。ラテン系らし
く明るい話し好きな人で、運転中もこの地域の
話の他、シーカヤック中にシャチに遭遇し慌て
て岸に戻った話などを聞かせてくれて、長時間
のドライブも楽しいものになった。トレレウの
街にある、アルゼンチン唯一のウールトップ工
場と、パタゴニア地方で１１の牧場で１３万頭
の羊をオーガニックで育てる「フルマン」の経
営者一家のウィリーが助手席に座っている。
　車はトヨタのハイラックス。牧場関係者の８
割は乗っているという絶大な信頼を集める車
だ。パタゴニアでは大きな道（といっても片側1
車線）を外れると未舗装路で、4輪駆動のこの車
が必要である。他のメーカーの同様な車種に比
べ圧倒的に故障が少なく、何かあってもパーツ
が安い。アルゼンチンにはトヨタの工場があり
ハイラックスはこの国で作られている。
　寄り道をしながら約2時間でバルデス半島の入
り口に到着した。半島に入るには入場料を払い
ゲートを通らなければいけない。ここは世界遺
産であると同時に国立公園になっている。今は
オフシーズンなので、寂しい雰囲気だが、ホエ
ールウォッチングがはじまる7月以降と夏にあた
る１月からは多くの観光客とビーチで遊ぶ若者
で賑わうということだ。
　ゲートを超えた後も、真っ直ぐな舗装路が半
島の観光拠点であるプエルト・ピラミデスに向
かって続くが、僕らの乗った車はすぐに右折し
て砂利道に入った。何も無い草原の中、数日前
に降った雨でぬかるんだ道をパートタイムの四
輪駆動に切り替えながらハイラックスは走って
行く。「牧場はどこなの？」という問いかけに
対しての答えは「このあたり全部が牧場だ。う
ちの牧場はもっと先だけど」。周囲の見渡す限
りの草原は全て羊の牧場であった。日本で牧場
というと草原に牛や羊がいてのどかに草を食
（は）んでいる姿や大きな牛舎とサイロを思い
浮かべるが、このあたりには見渡す限りそうい
うものが無い。それどころか羊の姿は一切見当
たらない。「羊を見つけるのは大変だよ。」と
いうウィリーの言葉通り、いくら目をこらして
も羊は見つからない。ただ有刺鉄線の柵が牧場
であるというのを示していた。
　だんだんと細くなっていく道を進み、１時間
ほど走って辿り着いたのはSAN JORGE牧場、
フルマンが経営するオーガニック羊牧場だ。
　ここは、○○○○ｈａの広大な敷地の中で
○○○頭の羊を飼育している。羊たちはほぼ完
全に自然環境の中で暮らしており、いわゆる家
畜のイメージとは異なり野生動物のように生き
ている。小屋に集められるのは年に3回だけ。食
事はもちろんのこと、出産も木陰など自然の中
で行う。近年、欧米で大きく取り上げられるよ
うになったアニマルウェルフェアの実践の場で
ある。
　このアニマルウェルフェアの基本的な思想は
「5つの自由」に表現されており、それは
①飢えや渇きからの自由
②痛み、負傷、病気からの自由
③恐怖や抑圧からの自由
④不快からの自由
⑤自然な行動をする自由。
　より自然で健康的に、そして人間によるスト
レスを最小限にすることが求められている。同
時にオーガニックの認証を受けるこの牧場は自
然に生える牧草のみで羊を飼育し、認められた
薬品のみでの最低限の医療行為しか行わない。
ミュールシング（寄生虫防止のため、子羊のお
尻の皮を剥ぎ取ること）はもちろんここには無
い。動物愛護団体の中にはウールの使用をやめ
て、合成繊維を使うことを推奨するところもあ
るが、僕は違うと思う。動物にも、環境にも負
荷の少ない方法で育てた羊毛は最高の繊維だ。
それは、合成繊維にはない、いくつもの素晴ら
しい特徴を持ち、再生産できて持続可能だ。
　これらのことが実践できるのはパタゴニアと
いう土地があってのこと。大西洋から吹く強い
風と寒さのため、牛の飼育や畑には向かない広
大な草原があり、この牧場は羊一頭あたり東京
ドーム一個分の広さがある。これだけ土地があ
れば、羊が草を食べても、次にまた同じ場所で
食べるまでに草が成長する。飼料を食べさせな
くても十分な食事ができる環境である。もとも
と虫が少ない場所で、ヒツジキンバエなど羊に
寄生する蠅はいない。なのでミュールシングは
いらない。羊が自由に快適に暮らせる環境が整
っている。

ガウチョと羊毛とアサード
 

　アルゼンチンを代表する料理であるアサード
を準備してもらっている間に羊を探しに出かけ
た。建物が建つ牧場中心部には見当たらないの
で、車に乗る。轍だけの道を５分ほど走ると羊
の姿が見えた。１０頭前後のグループである。
ただ、車が来るとすぐに逃げてしまう。そし
て、ある程度遠ざかり、安全であろう距離まで
離れると、こちらの様子をうかがっている。遠
すぎて撮影できないのでさらに轍を進むと、今
度は道の前方を横切るグループがいた。今度は
そっと車を降りて写真を撮ろうとする。忍び足
で近づいているつもりだが、近づくと逃げ、足
を止めると止まり、こちらを観察している。そ
れを何度か繰り返しても、どんどん距離が離れ
ていくばかりであった。
　そんななことを繰り返し、いつまでもまとも
に羊に接することが出来ないでいると、「馬と
犬で羊を集めてくるよ」という話になった。ア
ルゼンチンはガウチョの国である。数年前のガ
ウチョパンツブームでその言葉は有名になった
が、ガウチョとはアルゼンチンのカウボーイの
こと。ここにはカウボーイ文化が根強く残って
いる。ロデオは非常に人気が高く、サッカーに
次ぐほどのメジャースポーツだ。パタゴニアの
男達は子供の頃から馬に乗り、多くの若者がロ
デオに熱くなる。年に一度開かれる大会は日本
の甲子園のようなものらしい。ガウチョのトレ
ードマークは日本でも有名になった太いパン
ツ。これをブーツにたくし込む。そしてベレー
帽、これはみんな被っている。プラスして首元
にスカーフを巻き、腰にナイフをさせば完全な
ガウチョスタイルである。残念ながらガウチョ
パンツは履いていなかったが、そんな一人が牧
羊犬を連れて馬に乗って羊を追いにいってくれ
た。
　しばらくして、遠くに彼の赤いベレー帽が見
えた。それがだんだん近づいてくると、その前
に十数頭の白い羊たちが走る姿が見えてきた。
そして、はぐれそうになった羊を群れに戻すよ
うに駆け巡る黒い犬の姿。羊追いの姿を初めて
見た。目指す小屋に向かって、巧く羊の群れを
誘導する牧羊犬の姿には感動した。さっきまで
は人の来訪が嬉しくて、じゃれて、ただのペッ
トのようであった犬が、駆け巡りながら羊の群
を追っている。
　羊たちは木製の柵の間に誘導されて、一カ所
に集められた。目の前にいるのは１１頭の羊た
ち。この牧場では羊たちに１０数頭のグループ
を組ませている。２才までの子羊を中心に教育
がかりとなる雌を２頭、そして雄を1頭から２頭
加えたグループだ。こうして子羊達に自然の中
で生きる術を学ばせているという。 身の危険を
感じた時にそうするのか、互いに体を寄せ合っ
てひしめいている。羊たちが犬に追われるこ
と、そして狭い柵の中に閉じ込められることは
強いストレスになっているのであろう。早く解
放したいと感じながら、ようやく近くに寄れた
羊に触れ、撮影を行った。遠くからだと白く見
えた羊は、近くで見るとかなり汚れているが、
ほぼ野生の中で暮らしているので当然だろう。
汚れた毛を手で分けると、中には密に生えたは
真っ白な毛とピンク色の地肌が見える。
　ここにいる羊はメリノ種。羊毛用として最高
品種の羊である。メリノ種はもともとスペイ
ン・イベリア半島で開発された。長い間スペイ
ン王室が所有し、門外不出で管理された。後に
スペイン帝国が財政難に陥ると少量が他国に輸
出されるようになった。その際にフランスに輸
出され改良されたランブイエ・メリノが、１９
世紀末アルゼンチンに持ち込まれ品種改良を受
けたのが現在のアルゼンチンメリノである。こ
の牧場で採れるウールも平均で18.5マイクロン
と細く優秀なウールだ。
　細くてしかもオーガニック農法でストレスを
与えずに健全に育てられたウールは、現在ヨー
ロッパを中心に大変な人気で、需要が産出量を
上回っている。ただ、日本での使用は少ない。
僕が今回アルゼンチンを訪問した目的は、自分
が使うウールの原点を見たいということ以外
に、産地で生産している人達とふれあうこと
で、少量でも継続して日本にこの原料が届くよ
うにしたい。さらには、日本でもこのウールの
良さをより多くの人に知ってもらいたいという
思いもあった。
　建物に戻ると食事の準備が出来ていた。アル
ゼンチン牛のバーベキューだ。野菜があまり採
れないアルゼンチンでは肉の消費量が多い。一
人あたりの牛肉消費量は日本の約１０倍で、少
し前までは世界一であった。自然の草で育つ牛
の肉は赤身で巧い。かすかに牧草の香りを感じ
るような、最近流行のグラスフェッドビーフで
ある。もう間もなく日本への輸入が解禁される
ので、旅の記憶ととともに改めて楽しみたいと
思っている。
　そしてパタゴニアの名物料理がパタゴニアラ
ムの「パリーシャ」、羊肉の炭火焼き。パタゴ
ニアの羊肉のおいしさは世界一と言われてい
る。今回は、羊肉のシーズンではなく食べなか
ったが、８年前にパタゴニアを訪問した際には
食べた。日本で食べるラム肉特有の臭みは感じ
ず、同時に供された牛肉よりも多く食べてしまう
くらいおいしかった。羊はウールを採るだけで
無く、食用にもなる。この牧場でも飼育数の
数％が肉として出荷される。オーガニックで育
てられるこの牧場の羊は食用としても優秀であ
る。羊たちに触れあった後に、刈り取られた毛
の横に積み上げられた毛皮を見たときは、複雑
な思いであった。「やっぱり食べるのか」とい
う少し残念な気持ちと「それが当たり前だな」
という理解の両方があった。そんな表情をして
いたのか屠畜にもアニマルウェルフェアのポリ
シーを設けて実施しているという話をしてくれ
た。最大の苦しみをどれだけ軽減できるか、最
も大切なポリシーだろう。

　実際見た羊たちは自由に暮らし、牧場は素晴
らしく、そして人々にはこの牧場の考え方が行
き渡っていた。次回は毛刈りの時期に再訪する
ことを約束して牧場を後にした。
　フルマンは今ある１１の牧場以外にも、より
多くの牧場運営に参加してオーガニックウール
を拡げようとしている。次回の　ＦＡＲＭＳで
はフルマンが２年前に経営を引き継ぎ、来年の
オーガニック認可取得に向けて監査を受けてい
るアンデス山脈を望む牧場を紹介する。
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