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酪農における企業的経営体のビジネスモデル

l.課題

2. 方法

3. ビジネスモデルの類型

1 .課題

近年の牛乳消費の減退による乳価の低迷や

輸入飼料をはじめとする生産資材価格の高騰

により、酪農経営では大幅な収益性の低下が

見られる。特に北海道の乳価は、飲用向けが

大半の本州と異なり、加工向けが大半であり

都府県に比較して低い水準にあるため、自給

飼料基盤に恵まれているとはいえ、厳しい状

況におかれている。

この主うな状況の中、北海道の酪農生産の

現場では、複数戸の酪農経営の協業による数

100頭規模への超大規模化や、自給飼料生産

部門を複数の経営で共同化して数100ヘクタ

ール規模の自給飼料生産を行う TMRセンタ

ーの組織化、あるいは、生乳の加工部門や販

売部門の導入による経営の多角化等を行う経

営体が現れている。このような経営体では、

大規模な設備投資や多数の労働力の雇用、独

自の生乳加工販売活動など、これまでの家族

労働力による生乳生産という経営方式からの

脱却を図っている点に共通性があり、新たな

経営方式の可能性を提示している。このよう

な経営体の特徴を分析し、その「強み」や

「弱み」を明らかにすることは、酪農生産の

久保田哲史・藤田直聡・若林勝史

4. TMRセンターモデルの最適化分析

5. 多角化モデルのバリューチェーン分析

6 結語

将来を展望する上で重要となる。

このような酪農における新たな経営方式を

示す経営体に対するこれまでの研究として、

北海道における超大規模経営に関して、畠山

他 (2002)は、財務管理の側面に着目し、超

大規模経営は徹底したコスト把握を行ってい

ることを指摘している。また、矢坂 (2001)

は、北海道では協業経営型のメガファーム設

立により経営の「ゆとり」創出を重視してい

ることを指摘している。ここで分析された超

大規模経営はいずれも超大規模化によって家

族経営の枠を超えてコスト低減や「ゆとり」

創出、収益性向上を図っており、規模の経済

性を追求する方向として整理されている。

その他、藤田他 (2009)は、超大規模経営

が直面する課題と、それを解決するための技

術的ニーズに関する分析を行い、繁殖成績の

改善や乳房炎の防止とともに、スラリーの悪

臭対策へのニーズが高いといった、規模の経

済性追求の負の側面への対策の重要性を明ら

ヵ、にしている。

以上のように、超大規模経営については、

これまでの研究の中で、経営体としてのメリ

ットや課題が明らかにされている。
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一方、 TMRセンターに関して、荒木(2CXX))

は、自給飼料生産の協業を行う北海道では一

般的なTMRセンターを特に農場制型TMR

センターと呼び、農地の一体的利用による機

械の効率的な稼動や自給飼料生産のコスト把

握によるコスト低減の可能性が期待できる点

を経営体のメリットとして指摘している。た

だし、 TMRセンターの課題として、農地の

分散と作業効率低下を挙げているが、指摘に

とどまり、解決方策は示されていない。

さらに、経営の多角化を行う経営体に関し

て、飯j畢 (2008)は、生乳生産と乳製品製造、

レストラン事業を行う経営体の分析から、多

角的経営体における販路拡大への取り組みの

重要性を指摘している。また、生乳生産に関

しては、販路拡大にともなって地域内の他の

経営から生乳を購入するようになったことに

触れており、多角化した部門間のバランスが

課題の一つであることが示されているといえ

る。他方、長尾 (2001)は、チーズ加工とレ

ストラン事業を行う経営体の分析から、多角

的経営体は高品質な生乳を自家加工し、自家

販売を行うことで高付加価値を実現している

ことを指摘している。ただし、これらの研究

では、生産物の高付加価値化を実現している

多角的経営体の実態整理に比重が置かれてお

り、高い付加価値を得るための販売戦略等に

関する分析はあまり行われていない。

そこで、本稿では、超大規模化、 TMRセ

ンター化、多角化の 3つの方向を酪農生産の

新しい担い手としてのビジネスモデルとして

類型化した上で、これまでの研究の中で課題

として残されている、 TMRセンターにおけ

る農地の分散による効率性低下を最小限に抑

えるための方策と、多角的な経営における高

い付加価値の将来にわたる維持を可能にする

販売戦略等の経営戦略を、実態調査に基づい

て明らかにする。

2.方法

第1に、北海道の超大規模化、 TMRセン

ター化、多角化を図る企業的経営体の実態調

査から事業構造の違いによる類型化を行い、

類型ごとのメリットやデイメリットを整理す

る。第2に、 TMRセンターでの収穫作業に

関するタイム・スタデイ等から、収穫作業体

系のモデル化を行い、シミュレーションによ

って圃場分散等の与えられた条件の下での最

小コストを実現する飼料生産計画を示す。第

3に、多角化経営の経営戦略の調査に基づい

て、高付加価値の実現を維持していくための

戦略を整理する。

3. ビジネスモデルの類型

酷農における企業的経営体を、事業構造に

基づいて以下の3つのビジネスモデルに類型

化した(表1)。

第1に、超大規模経営は、 1戸の経営によ

って成立しているものと、複数戸の協業によ

り成立しているものがある。生乳生産の規模

の経済性の追求によるコスト低下を競争戦略

としている。北海道平均(平成21年、 「北海

道酪農・畜産関係資料2009年度版」北海道農

政部畜産振興課)の「労働力2.7人で経産牛
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表 1 酪農経営体のビジネスモデル類型

(単位.戸、頭、 kg、人)

日| J I K L 民tl I N 

類型
大規模 TMRセンター 多角化

生乳生産 (大規模飼料生産) (加工・販売)
構成

1 3 6 10 15 1 
経営体数
経産牛

435 900 437 697 1，025 45 110 
頭数
個体乳量 8，000 9，800 10，000 8，900 9，000 7，500 8，600 

労働力 13 19 委+出
従+委

委+出 26 10 
十出

競争戦略 コストイ氏下 コスト低下 向付力日価値化
注:1)聞き取り調査より作成

2)従=従業員雇用、委ニ建設企業等への作業委託、出=構成員
による作業出役

飼養頭数75頭」と比較すると、北海道平均労

働力一人当たり経産午頭数が27.8頭であるこ

とに対して、超大規模経営体の場合は日経営

で33.5頭、 I経営で47.4頭である。ミルキング

パーラ一等の省力設備の導入によって労働力

一人当たりの規模拡大を図っている。

超大規模経営が直面する大きな課題とし

て、家畜排世物の処理に関わる臭気の問題が

ある。貯留時の臭気対策としては、スラリー

ピット等の一次処理施設の装備や微生物の利

用等があり、散布時の臭気対策としては、バ

ンドスプレッダーやスラリーインジェクター

の利用等がある。いずれも設備投資が必要で

あり、超大規模化にともなう家畜排植物処理

の問題は、規模の経済性とはトレードオフの

関イ系にある。

第2に、 TMRセンターは、複数の酪農経

営 (5~20戸)による飼料生産の部門共同化

と外部化により、飼料生産部門の効率化と飼

養管理との分業化による酪農経営の省力化を

追求する o. とくに飼料生産に関して、土地利

用の一体化と飼料関連作業の一体的遂行、個

別機械装備の廃止と大型設備への共同投資に

基づく、規模の経済性の追及によるコスト低

下を競争戦略としている。また、乳牛の飼養

管理については、飼料生産に関する主要作業

の外部化によって省力化された労働を活用し

て、飼養頭数の拡大、すなわち生乳生産量の

拡大が可能になる。さらに、飼料を共通化す

ることにより経営聞の技術の平準化が図ら

れ、相対的に収益性の低い経営において収益

性の改善が図られる。

その他、 TMRセンター化によって、家族

経営形態の維持が可能になる。協業経営によ

る超大規模化では複数戸の酪農経営がひとつ

の経営体になるため、経営展開に対する個々

の酪農経営の主体性が制限される。しかし、

TMRセンターでは飼料生産部門のみの協業

化のため、超大規模化の場合と異なり、それ

ぞれの酪農経営は飼養管理部門の展開に関し

て主体的に対応できる。

TMRセンターの課題は効率的な作業遂行

による TMR製造コストの低下と TMRの供

給量の確保である。 TMRセンターでは、

片道数km~lOkm超の広い範囲に分布する数

lOOha~ 1，OOOha超の飼料作物を、収穫適期内
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に収穫し、 lか所の飼料貯蔵拠点(センター

のパンカーサイロ)に貯蔵することになる。

そのため、個々の経営で対応していたときに

比べて、作業規模が数倍になるだけでなく、

飼料貯蔵拠点への運搬距離も長くなる。飼料

の刈り遅れ等による品質低下等を回避するた

めに、大規模な作付面積に対する収穫適期内

での作業遂行が課題となる。また、乳牛飼養

管理との分業化を目的に、刈り取りや運搬、

パンカーサイロへの貯蔵作業等を地元の建設

業協会等へ委託しているため、委託費用を抑

え、 TMRの低価格化を図ることも課題とな

る。

さらに、 TMRセンターは、莫大な投資に

よって飼料の生産供給体制を整えているた

め、設備の稼働能力を満たす供給量を確保す

ることがTMRの低コスト化のために重要と

なる。この点に関して、各TMRセンターで

は、構成各酪農経営の飼養頭数の維持や、稼

働能力に余裕がある場合には飼養頭数拡大や

構成酪農経営以外への販売等が行われてい

る。

第3に、多角化経営は、加工とそれに基づ

く販売によって生産物の付加価値を高めるこ

とを競争戦略としている。生乳生産のみの場

合には、経営の収益は乳価の変動や飼料費等

の生乳生産資材費の変動に大きく影響され

る。多角化経営では経営内で生産された生乳

を午乳やチーズ等の最終生産物に加工して販

売するため、乳価変動の影響を緩和すること

ができる。また、飼料費等の生産資材の変動

の影響も、加工部門や販売部門での収益によ

って緩和することも可能になる。

また、多角化経営の場合は、収益拡大を乳

牛の飼養頭数拡大や飼料生産の拡大に依存し

ないため、家畜排植物の処理や土地の集積に

制約を受けることもない。

さらに、体験牧場や観光牧場への展開を図

り、生乳や乳製品の生産および製造プロセス

を消費者等に見せることによって、消費者に

対する憩いの場や教育機能等の提供になり、

製品のみならず生産および製造プロセス自体

が収益を生む可能性もある。

多角化経営の課題は販路の確保である。製

品が販売されることによって高い付加価値も

実現できる。生乳生産のみの場合にはホクレ

ンが買い取ってくれるが、加工販売を事業化

する場合には、販路確保のための営業活動が

必要になる。また、販路を確保していくため

には、製品自体の魅力も必要になる。例え

ば、有機質飼料に基づく生産であることや低

温殺菌といった生乳の差別化を行うための生

産体制の整備や技術習得も重要となる。

さらに、生乳生産部門と加工部門とで適正

規模が異なる場合があり、特に加工部門の能

力が生乳生産部門よりも大きい場合には原料

乳の外部からの導入等が必要になる。その場

合には、自家生産される生乳と同じ品質を確

保するための、原料乳生産委託経営に対する

飼養管理マニュアルの提示等、技術支援も必

要となる。

その他にも、体験牧場や観光牧場への展開

を図る場合には、防疫や来場者の事故の防止

に関する措置等が必要になる。
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4. TMRセンターモデルの最適化分析 期間、委託費用等に応じて、収穫費用を最小

飼料貯蔵拠点 (TMRセンターのパンカー 化する牧草圃場と飼料用トウモロコシ圃場の

サイロ)への多数回の往復運搬をともなう飼 立地配置およびトラック台数を求めるシミュ

料作物の収穫作業では、圃場から飼料貯蔵拠 レーションモデルを構築する。このモデルを

点までの距離およびトラック台数によって運 事例とする TMRセンターに適用し、収穫期

搬時聞が異なるため、作業時聞が異なる。作 聞や委託費の大きさ等の条件に応じた最適立

業に関する委託料金は人員 l人あたり作業時 地配置等を提示する。

聞や運搬トラック 1台あたり作業時間で決め 図1に対象としたTMRセンターの組織お

られるため、作業適期の範囲内で作業人員や よぴ運営に関する模式図を示す。 TMRセン

トラック台数をできるだけ減らすか、あるい ターは 6戸の酪農経営で構成され、 6戸合

は逆に作業人員やトラック台数を増やして作 計で経産牛約440頭を飼養している。圃場総

業時間を短縮化させるかよって、適期内での 面積は約300haで、あり、牧草を200ha、飼料

作業完了と委託費用の低減を図ることが重要 用トウモロコシを100ha生産している。圃場

となる。そして、このような作業時間の長さ はパンカーサイロから 1kmの範囲に100ha、

とコストの関係は、飼料作物の収量や委託費 3kmの範囲に75ha、5kmの範囲に90ha、7

の大きさにも影響を受ける。適期内に作業を kmの範囲に35ha分布している。

完了し、かつ委託費用を抑えるためには、各 地域の建設業協会との協力関係により、収

飼料作物を、収穫適期の長さや収量、委託費 穫作業時にはハーベスタのオベレータ一作業

の大きさ等に応じて、各圃場へ適切に配置 と、 10 トントラックを運転手含めて 4~5 台

し、適切なトラック台数を用いて作業を行う 使用する収穫物運搬作業と、パックホーとホ

ことが重要になる。 イールローダーをオペレーター含めて各 l台

そこで、 TMRセンターの圃場分布や収穫 使用するバンカーサイロへの飼料詰め込み作

TMRセンター

構成農家:6戸 飼養頭数:約780頭
圃場面積:約300ha(経産牛:440頭)
(採草地:200ha) (未経産牛:340頭)
(コーン:100ha) 

地元建設業協会

図1 組織運営模式図
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トラックが4台以上では、作業時間ており、業を建設会社へ委託している。

コストが上昇している。は短縮化されず、図2はタイムスタデイの結果をもとに、飼

表2に事例TMRセンターの実態に基づき料貯蔵拠点から lkmの距離にある 1筆 5ha

策定した線形計画モデルの単体表を示す。単圃場でのトウモロコシ収穫作業時間をトラッ

体表は作物ごと・圃場距離ごと・トラック台クの台数に応じて示したものである。

数ごとの 1筆 5haを単位とした、作業プロトラック台数が少ないときはハーベスタの

トラック台数統一プロセス、費用プロセス、待ち時聞が生じるために、作業時聞が長くな

TMRセンターの必要セスから構成される。トラック台数が3台以上になるとっている。

面積と収穫期間の制約の下で、費用プロセスハーベスタハーベスタは待ち時間のロスなく

の利益係数として設定される委託費用合計がトラック台数が4台稼動を続ける。そして、

最小化されるように作物ごとに特定距離の圃や 5台になってもトラックの待ち時聞が増え

場が選択される。また、各作物について、圃ていくのみで、作業時間は短縮化されない。

トラック台場ごとに選択されるプロセスは、図3は、図2におけるトウモロコシ収穫作

数が同じになるように制約されている。業の委託コストを示したものである。

このモデルを用いて、表3に示すシナリオトラック 3台のときが最も低コストとなっ

圃トラック待ち時間

7
6
5
4
3
2
1
i
o
 

作
業
時
間
(
時
間
)

ロハーベスタ待ち時間ロ総作業時間

5台3台 4台

トラック台数(台)

2台1台

距離1km圃場におけるトウモロコシ5ha作業時間

180 
160 
140 
120 
100 
80 
60 
40 
20 
0 

図2

費
用
(
千
円
)

5台4台3台2台1台

トラック台数(台)

距離1km圃場のトウモロコシ5ha収穫コスト
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表2 シミュレーションのための単体表(抜粋)

距離1km 13替km草作lk栗m •.. 7km 距離2嘗lk草m作菜"・ |距トウ離モ1ロkmコン作・a秦a 1台 1番・草5台 1台2雀き・耳・互ー I ~トムEワコモロコソ
トラック11台替草ー 5費台用 費1台2用答率.. 費1ト台ワ用モローコン

トラック1台 1台 2台 5台 トラック1台 トラック1台 選択 選択 選択 選択 費用

労働制柏 2T番番草草
480D主 221393113 156 
4800孟 B3 

〈分)
トウモロコシ 480ol~と 233 

制f付約面(h積.) 
1番草 200壬 5 5 5 5 
トウモロコシ 1001;;;;; 5 

団地制(h面約.) 積

lkm 100孟 5 5 5 5 
3km 751~ 5 
5km 90註

7km 351~と 5 

各1番団草地 lkm 1 -1 

3km -1 

5km 
2番草 7km 

1番草1台商積 〉 5 5 -200 
孟

墨1番草5書台函聾積 " 
5 200 

11~ 1 1 
トラlノク 〉 5 -200 

台数統一 " 2番草台数童択 11~ 1 
トウモロコシ1台面積 〉 5 100 

孟
トウモロコシ台数選択 II~ 1 
1番草1台 孟 221393 60 

孟

トラック費 21番番草草5台台
〉 156 -60 
2三 B3 60 

用計算
2茎

トウモロコシ1台 三三 233 -60 
〉

他費計の霊算託

ー=

1 一1

にしたがって、シミュレーションを行う。 台数の上限を 5台まで増加させた場合の試算

まず、 「初期」として、事例TMRセンタ を行う。続いて、対象地域の過去3ヵ年の事

ーの実態に基づいて、牧草作業トラック台数 例地域のアメダスデータを見ると、トウモロ

を 3~4 台、トウモロコシ作業トラック台数 コシ収穫期間である10月上中旬の降水確率が

を3台、ハーベスタ収穫とパンカーサイロへ 5 % (2008年)、 20% (2009年)、 30% (2010 

の詰め込み作業も委託する条件での試算を行 年)と上昇してきているため、それへの対応

う。 として収穫期間を 1日短縮させた場合の試算

次に、運搬作業の効率化のためにトラック を行う。最後に、より低コスト化を図るため

表3 シミュレーションの内容と条件

内容 条件
ハーベスタ

運搬トラック トウモロコシ 収穫と飼料

台数上限 収穫期間 詰め込み

作業主体

牧草作業

初期 現状のトラック利用 :3-4台
7日(56時間)

建設業協会

(現状) 台数を上限とする。 トウモロコシ へ委託

作業 3台

トラック
作業の効率化を考慮

建設業協会

増加
してトラックの委託台 どちらも5台 7日(56時間)

へ委託
数を5台に増やす。

トウモロコシ
近年の収穫期間の

降水確率上昇を勘案 建設業協会
収穫期間

して収穫計画期間を
どちらも5台 6日(48時間)

へ委託
短縮

短縮化する。

低コスト化のためにト TMRセンター

委託作業 ラック運搬以外の作
どちらも5台 6日(48時間)

構成農家

の絞込み 業を委託せずに自家 による

作業により行う。 自家作業
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に、ハーベスタ収穫とパンカーサイロへの詰

め込み作業を構成員の出役で実施し、委託費

を削減した場合の試算を行う。

立地配置に関するシミュレーションの結果

を表4に示す。まず、初期の条件では、 トウ

モロコシは lkm団地、 3km団地、 5km団

地に立地する。事例TMRセンターにおいて

も、試算結果と同様に、トウモロコシはセン

ターに近い圃場にも遠い圃場にも作付されて

いる。このことから、本モデルはTMRセン

ターの圃場の立地配置の実態を反映し、シミ

ュレーションのための計画モデルとしての妥

当性が高いとみなしうる。

次に、トラック台数を 5台まで増加させる

と、センターに近い団地は牧草になり、トウ

モロコシは遠い団地に立地する。

図4に、「トラック増力日」のシミュレーショ

ン結果を説明するための費用最小化のメカ

ニズムを示す。図 4を見ると、 lkm圃場と

5km閏場のいずれにおいても牧草の収穫コ

ストがトウモロコシよりも高い。しかし、 1

kmの牧草と 5kmのトウモロコシを組み合わ

せると、 5kmの牧草と lkmのトウモロコシ

を組み合わせるよりも低コストになる。

次に、 トウモロコシの収穫期間を 6日に短

縮化すると、期間内に収穫作業を終わらせる

ために、 トウモロコシの一部が作業時間の短

くなる距離3kmの圃場に立地する。

さ らに、ハーベスタ収穫と牧草詰め込み作

業を出役で行うと、時間当たり委託費用が低

減する。そのため、全体的にトラック台数を

減らして作業時間を延ばしても低コストとな

表4 TMRセンターの運用条件を変化させたときの飼料作物の立地配置と

費用に関する試算例

土地利用
lkm圃場 3km圃場 5km圃場 7km圃場
100ha 75ha 90ha 35ha 

トウ トウ トウ トウ 委託 償却
牧草モロ牧草モロ牧草モロ牧草モロ

費 費
合計

(ha) コシ (ha) コシ (ha) コシ (ha) コシ
(万円)(万円)

(万円)
(ha) (ha) (ha) (ha) 

初期
95 5 。75 70 20 35 。750 750 

(現状)

トラック増加 100 。75 。25 65 。35 698 698 

トウモロコシ
100 。25 50 75 15 。35 717 717 

期間短縮
委託作業

100 。15 60 50 40 35 。429 123 552 
の絞込み

注:1)団地内の各国場は1筆5ha。
2)牧草合計200ha，トウモロコシ合計100ha。
3)事例TMRセンター圃場は距離lkm団地lこlOOha、3km団地に75ha、5km団地に

90ha、7km団地に35ha分布している。
4)現状はハーベスタによる収穫、トラックによる運搬、パンカーサイロでの飼料詰め
込みの各作業をすべて委託した場合。

5)トウモロコシ適期短縮はトウモロコシの収穫期聞が7日聞から6日間へ短縮した場
A 
口。

6)委託費用削減はトラックでの運搬作業以外の作業をTMRセンター構成員の出役
によって実施した場合。
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lkm圃場5ha 5km圃場5ha

牧草1番草+2番草 11 100，.44千円 147.70千円

トウモロコシ 77.27千円

224.97千円
組合せ費用合計 牧草5km

トウモロコシlkm

図4 最低収穫費用の組合せ費用

る。少ないトラック台数で適期内に収穫作業 託費は約750万円になる。トラック台数を 5

を終わらせるために、トウモロコシはより近 台まで増加できる条件下では、総委託費は約

隣の 3km圃場と 5km圃場に立地し、 7km 700万円に低下する。次に、トウモロコシの

圃場は牧草となる。 収穫期聞が縮小すると、トウモロコシの適期

図5に、委託費削減の場合の費用を第3図 内収穫のために、牧草が遠い圃場に立地し、

と対比して示している。図2と図3ではトラ 収穫時聞が長期化するため、全体の委託費用

ツク 3台の場合に作業時間が最も短く、か は約720万円に増加する。さらに、運搬以外

つ、費用も最も低かった。しかし、図2と図 の委託作業をTMRセンターの構成員による

5では作業時間の長いトラック 2台の場合に 出役とすると、委託費は約430万円に低下す

費用は最も低くなっている。このような理由 る。この場合、出役にともなう機械装備の償

からトラック台数を減少させ、作業時間を長 却費約123万円を含めても、コストは約550万

期化する選択が行われる。 円に低下する。

トラックを現状の台数利用する場合、総委 以上のように、圃場が広範囲に分布する大

180 

160 

140 

雪 120

λ二 100

千 80

円 60

40 

20 

0 
1台 2台 3台 4台 5台

トラック台数(台)

図5 距離 1km圃場のトウモロコシ 5ha~又穫コスト(出役の場合)
注:出役コストは1，500円/時間である。
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規模な飼料生産における作業では、収穫期間

や作業の委託状況に応じて、飼料作物の立地

配置やトラック台数を調整することによっ

て、収穫コストを低減することができる。 T

MRの低コスト化のためには、各飼料作物単

独での作業計画立案ではなく、相互に関連を

持たせた年間計画を立案することが重要にな

る。また、このような年間計画を委託先の建

設関連企業等へ十分に説明することによって

作業の進行管理も図ることができると考えら

れる。

5監多角化モデルのバリューチェーン分析

多角化ビジネスモデルの各部門の概要を見

ると、 M経営では生乳の自家生産量340tす

べてを加工に利用している。また、地域内の

酪農経営2戸からも生乳を調達しており、生

乳の加工処理量は600tになる。製品は牛乳

およびアイス類、菓子類であり、販売額は

4億円に上る。設備投資額も大きく、新規の

設備投資も計画されている。設備の稼働率向

上が課題である。

N経営では生乳生産量は850tであるが、

その約 1割を加工処理している。製品は牛

乳、ヨーグルト、チーズ、菓子であり、販売

額は5千万円である。設備は80%稼動してお

り、生乳処理能力を拡大していくことが課題

である(表5)。

M経営の生産から販売にいたるバリューチ

ェーンを分析すると(表6)、内部資源の充

実を図り、それに基づいて販売・マーケテイ

ング方法を自ら創造している。また、生乳生

産部門と加工販売部門の発展を互いに独立に

考え、それぞれの部門での効率化を追求して

いる。

M経営の製品戦略は、ヨーロッパ型の酪農

を目標に、地域の原料を使って、地域の加工

文化、食文化を育て、地域に支えられたブラ

ンドを創造していくというコンセプトに基づ

いている。

主要ターゲットは大手メーカー市場とこだ

わり工房的市場との隙間市場である。具体的

な消費者増としては、 20代から40代の女性

で、噌好品としてのデザートと、ギフトやお

土産としての消費をターゲ、ツトにしている。

そのため、製品の品質のみならず、パッケー

ジも含めた商品開発を心がけている。

販売戦略としては、取引先の分散を図り、

特定販路への高い割合での依存を避けること

で、交渉力の維持に努めている。また、産直

によって最終消費者までの販路を把握できる

ようにしており、製品開発や販売戦略の立案

に役立てている。

表5 多角的経営体の概要

(単1ft:t、人)

M N 

生乳生産 出荷乳量 340 850 

部門 労働力 2十α 5 

加工販売 生乳利用量 550 85 

部門 製品 アイス類 チーズ
牛乳 牛乳

ヨーグルト
菓子類 菓子

生乳処理量 600 100 

販売額 4億円 5千万円
設備投資額 2億円 7千万円
労働力 24 5 

注:1)聞き取り調査より作成

2)αは加工部門からの手伝い

ハU
1
E
よ



表 6 M経営のバリューチェーン分析

価値活動 競争優
価値活動

の要素
位の形 戦略的対応
成手法

①生産基盤・ 自家農場 A 適正規模から無理に拡大しない。
施設整備 加工販売

B 先端設備への大規模な投資
施設

②生産資材調 生手L外部
C，D 

地域内の牧場と連携，他社集
達 調達 乳車の利用

③生産 生乳生産 A 
低化学肥料の自給飼料給与，
濃厚飼料低減

衛生管理 B 加工工場のHACCP対応

B 
急速冷凍技術による製品劣化
防止

@販売・マーケ 製品 A 
自社生乳生産を基盤とした乳製

ティング 品製造

販売管理 E 
自社マーチャンダイジングによる
ブランド維持

E 取引先分散による父渉力維持

顧客管理 E 
直接消費者への発送，顧客管理
-受注システム活用

@全般管理
部門聞の A 農場部門と加工・販売部門の
バランス 発展を独立に考える。

資料:撞谷住男氏の成果を参考に，実態調査により報告者が作成

注:I競争優位の形成手法」欄は， A:内部資源、の活用， B:内部資源、の獲得，

C:外部資源との連携， D:外部資源の活用， E:自ら創造，を示している。

売り上げの多くは産直ギフト商品で、カタ

ログギフト販売である。お中元とお歳暮の時

期に集中する。ギフト商品は卸業者や小売庖

を経ずに直接消費者へ発送している。品揃え

や値決めは自社で、行っている。特に値段は慎

重を期しており、値引きされないように注意

している。また、顧客管理にも万全を期して

おり、会社設立当初から顧客管理・受注シス

テムをj舌用している。

販売促進に関しては、広告はほとんどな

い。ホームページを通じたコミュニケーシヨ

ンを中心にしており、その他には物産展への

出品等を行っている。

今後の取り組みとしては、新たな事業部門

として、搾乳体験的な場の提供も考えられて

いる。また、販売に関しては、イベントにあ

わせた期間限定キャンペーン等を考えてい

る。

Nファームのバリューチェーンを表7に示

す。製品戦略の特徴は原料乳の品質向上のた

めの土作りである。土作りからこだわった生

乳の品質には自信があった。しかし、一元集

荷の中で評価されるのは量と脂肪分のみであ

る。自分の生乳が正当に評価されないことに

疑問をもち、加工部門を手がけるようになっ

た。

畑は毎年土壌分析をし、土壌の状態を管理

(ミネラルや可溶性糖分等)している。そう

したうえでミネラルとスラリーの撒き方に注

意を払っている。スラリーはタンカーで散布

可
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表7 N経営のバリューチ工ーン分析

価値活動 競争優
価値活動 の要素 位の形 戦略的対応

成手法

①生産基盤・ 自家農場 A 生乳雨品質化のための土作り
施設整備 加工販売

B 高品質生乳を生かした加工展開
施設

③生産 生乳生産 A 
微量要素にまで、こだ、わった両品
質化と安定生産

衛生管理 B 加工工場のHACCP対応
@販売・マー

製品 A 
自社生乳生産を基盤とした乳製

ケティング 口口口治信判会ミ三人丘E二1 

販売管理 D 地域ブフンド等の認証制度の活

@全般管理
部門聞の

A 
農場部門と加工・販売部門の

バランス 発展を独立に考える。

〆

/ 

資料:溢谷住男氏の成果を参考に，実態調査により報告者が作成
注「競争優位の形成手法」欄は， A:内部資源の活用， B:内部資

j原の獲得， C:外部資源との連携，を示している。

する。いかに均一に散布するかという点に留

意している。

牧草収穫は、水分調整を優先したいので自

家経営で収穫する。コントラや共同利用組織

では、機械の運用効率のみが優先され、高品

質な飼料の生産ができない。トウモロコシは

コントラクターに委託している(補助作業に

は出ている)。購入飼料は2008年度で2000万

円くらいである。

土作りと草作りからこだ、わった牛乳は大手

には真似できない。また、他の農家にとって

も、そうした品質の牛乳を“安定的"に生産

することは非常にむずかしい。この点はN経

営の強みであり、差別化要素である。また、

製造にあたって常にデータを取り続け、品質

の向上と安定化を目指してきている。その結

果、 4年間でコンテストで評価されるチーズ

を作り出すことができた。

ただ、チーズは利幅も小さく、パイも小さ

いため限界がある。それにくらべ、スイーツ

は利幅も大きく、伸びも期待できる。現在、

乳製品で注目されている生産者のほとんど

は、メインのスイーツアイテムを持っている

人たちである。今後はこの部分を伸ばしてい

く計画である。

6.結語

酪農経営の今後の担い手像を 3類型のビジ

ネスモデルとして整理し、そのなかで、 T M

Rセンターに関しては、大規模飼料生産の効

率化方策を明らかにし、多角的経営に関して

は、事業構造をバリューチェーンとしてとら

え、多角化戦略を明らかにした。

TMRセンターについては、近年、飼料生

産規模が拡大傾向にある。本稿で示した立地

配置等の飼料生産計画がより重要性を増して

行くと考えられる。

また、 Mファームと Nファームは、いずれ

も生産部門と加工部門の展開を独立したもの

ととらえている。生産部門には経営の土地面
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積や生乳の品質等から規定される経営固有の がある。それぞれの経営に固有の生産能力や

適正規模があり、加工部門には生産部門の生 販売戦略、製品ニーズに応じた多角化が重要

産能力以外にも実需や最終消費者からのニー になる。

ズの大きさに規定される経営固有の適正規模
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