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Elephant Waste Used to Make Alcoholic Drink  

 

gin   ジン(お酒) 

ingredient  原料 

digestive system 消化器系 

wilderness  荒野 

export   輸出する 

 

 

《Vocabulary and Phrase》 

レス・アンスレーは珍しいジンを開発した/ ジンとはフルーツと種の風味が付いた透明なアルコ

ール飲料である// そのジンの材料のいくつかは/ ゾウの消化器系を通ってきた// 彼は原材

料を南アフリカの荒野に行き手に入れる/ ゾウの排泄物をさがし、においをかぎ/ 良質な酒

を作る際に用いるために袋に保存する// 「ゾウは仕事をする/ ジンに味を加えるハーブやフ

ルーツを探す」とアンスレーは説明する// 2018 年に現地語でゾウをあらわす言葉から名づ

けられたインドラブジンが発売され/ アメリカ、カナダ、ドイツ、スイス、日本、台湾で売られて

いる// アンスレーと彼の妻ポーラは 1 か月に 1500 本ほど輸出している// 今年の初めから

/ 南アフリカの二大販売業者であるウールワースとピックアンペイが運ぶ// 「ゾウは消化をあ

まりしないため/ 消化管をすばやく通り、腸内細菌もおらず吸収作用も低い」/ と彼はロイタ

ー通信に言った// アンスレーは加えて「彼らは最上の葉と果物を選ぶことができる/ そして

最高の花と植物を」// ネズやシトラスのような通常のジンの材料にくわえて/ 乾燥し洗われ

たゾウから出た植物は/ 季節や気候に応じて変化する// これが一回ごとに味を変えるので

ある// 排泄物を収集した日付と場所が/ 生産されたボトルに書かれるとその製造者は言っ

た// その夫妻は利益の 15 パーセントをゾウの孤児院に寄付している/ そこでは両親を失

った若いゾウの世話をしている// このことは購入者がその商品に興味をもつもう一つの理由

である/ その特質性にくわえて// しかしゾウの排泄物からつくられたジンはどのような味がする

のだろうか？// バーテンダーであるジョアンナ・ジョーンズはそのジンを「土っぽい」味だと表現

する// 「それがまさにこれを特別にするのである」と彼女は付け加える// 

 

Les Ansley has developed an unusual kind of gin/ - a clear alcoholic drink that is 

flavored with fruits and seeds.// Some of this gin's ingredients/ have passed 

through the digestive system of elephants.// He gets some of the raw materials 

by going into the South African wilderness,/ finding elephant waste, smelling it,/ 

and then storing it in a bag to use when making the high-end alcohol.// “The 

elephants do the work,/ finding the herbs and fruit that give the gin its taste”, 

explained Ansley.// Launched in 2018, Indlovu gin - named after a local word for 

elephant/ - is sold in the United States, Canada, Germany, Switzerland, Japan, and 

Taiwan.// Ansley and his wife Paula export about 1,500 bottles a month.// Since 

the start of this year,/ two of South Africa's biggest sellers, Woolworths and Pick 'n' 

Pay carry it.// "The elephants, because they digest so little/ ... they have a very 

quick gut in-transit time, low gut bacteria, and very poor absorption,"/ he told the 

Reuters news agency.// Ansley added, "they get to choose the best leaves and the 

best fruits/ and the best flowers and the best plants."// As well as the usual gin 

ingredients, such as juniper and citrus,/ the dried and washed plant matter from 

the elephants/ change with the season and the climate.// This gives different 

tastes to different batches.// The date and location of the waste collection/ are 

given on the bottles produced, the distiller said.// The couple give 15 percent of 

the profits to an elephant orphanage/ - a place that cares for young elephants 

that have lost their parents.// This is another reason that buyers might be 

interested in the product,/ besides its unusual nature.// But how does gin that is 

made from elephant waste taste?// Bartender Johanna Jones described it as 

“earthy.”// “That’s what makes it different,” she added. 

 

 

《Linking Logic》 

ex.)  

export about 

 

gut   消化管 

absorption  吸収作用 

distiller   酒製造者 

orphanage  孤児院 

earthy   土のような、粗野な 
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