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北海道の肉用牛肥育素牛経営におけるwcs利用の実態と評価

l はじめに

2. 全国のwcs主要生産県における畜産利用実

態と評価

3.愛別町肉用牛肥育素牛育成経営におけるwc
S利用実態と課題

1 .はじめに

酪農経営や肉用牛経営といった大家畜畜産

経営では、粗飼料の給与という点から中小家

畜経営に比較して飼料自給率は高い。とく

に、九州地域を主産地とする和牛繁殖経営で

は、小規模な経営が多いということもあっ

て、飼料自給率は高い。北海道に比べると土

地基盤には恵まれていないが、温暖な気候を

背景に粗飼料の 2期作や 2毛作が可能で、あ

り、また乳午のように毎日生乳を生産するわ

けではないので、乳牛に比べて必要とされる

栄養分も少なくて済むため、飼料自給のため

の土地面積も少なくて済む。

酪農経営においても、北海道では豊富な土

地基盤を背景にした粗飼料生産が維持されて

おり、西南団地では飼料用とうもろこしの2

期作が行われている。また、酪農部門におい

ては飼料生産の組織化も進展している。粗飼

料の収穫調整を中心に、地域的に広範囲にわ

たって作業を請け負うコントラクターや、酪

農家数戸から20戸程度からなる共同の飼料生

産供給組織である TMRセンターが設立さ

久保田哲史・仁平恒夫

1 )愛別町における大家畜飼養の概要

2) W C  Sの利用実態

3) WC  Sの評価と課題

4目むすびにかえて

れ、個々の酪農家では導入が困難な高性能大

型作業機を導入し、粗飼料の大規模生産を行

っている。

以上のように、和牛繁殖経営や酪農経営に

おいては、飼養頭数規模拡大に伴って飼料自

給率の低下傾向が見られる側面もあるが、飼

料生産は高能率作業機の導入や生産の組織化

等を通じて維持されている。

その反面、肥育牛経営は土地との結び付き

は小さい。一般的に肥育経営の飼5f4f乍面積は

ゼロであることは珍しくなく、栽培している

場合でも数ha程度で、ある。ただ、稲わらは

収集されており、数10ha収集する経営もあ

る。飼料自給率が低いために、輸入飼料価格

高騰の影響も大きい。国内での飼料確保に向

けた取り組みが求められており、後に述べる

とおりwcsが国内で確保される飼料資源と

して期待されている。

本稿では、 wcs生産利用の全国的な動向

を踏まえながら、北海道の愛別町における肉

用牛肥育素牛経営におけるwcs給与への取

り組み事例を整理し、北海道の畜産経営にお
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けるwcsの利用実態と課題を整理する。

2.全国のwcs主要生産県における畜

産利用実態と評価

平成23年度、全国では約 2万3，000haの

wcsが作付け.されている。作付面積が

1.000haを超える都道府県は 5県あり、うち

4県が九州(熊本、宮崎、大分、鹿児島)、

残り l県は東北(宮城)である。また、続い

て東北の秋田が995haで、あり、さらに続いて

栃木が920haとなっている注1)。いずれも畜

産(酪農、肉用牛)の主産地であることがわ

かる。

wcsは上記地域を中心に、酪農経営や和

牛繁殖経営、肉用牛肥育経営へ供給され、搾

乳牛、乾乳牛、和牛繁殖素牛、乳雄肥育牛、

F 1肥育牛、経産牛肥育牛(乳雌)、黒毛和

牛肥育牛など、様々な牛に給与されている

(表 1)。

熊本県における先駆的事例であるM町やY

町では、一方では耕種農家が水田における葉

たばこ栽培のクリーニングクロップとしての

水稲生産を模索しており、他方では酪農家が

自給飼料の安定生産のための団地的な借地の

確保を模索しており、関連自治体のコーデイ

ネートによって平成10年よりwcs生産が開

始された。 wcsに対する乳牛の晴好性は高

く、酪農経営の評価は高い注2)。

宮崎県における先駆的事例である K町も上

記熊本県での事例と同様に葉たばこのクリー

ニングクロップとしての水稲生産ということ

が耕種経営側のひとつの契機になり平成9年

より栽培が開始されている。ただし、畜産側

は肉用午経営となっており、繁殖素牛や肥育

牛に給与されている。畜産側の評価として

は、繁殖素牛については晴好性や繁殖性に問

題なく、肥育午についてはwcs乾草の場合

は肥育の全期間に渡って給与しても問題な

表1 事例一覧(WCS)

熊本県 宮崎県 秋田県 大分県 宮城県

葉たばこ栽培のク 葉たばこ栽培のク 政策支援 集落営農 転作麦との代替、

契機
耕種 リーニングPクロップ リーニングクロップ 県農業公社作業

受託

畜産 自給飼料安定確 自給飼料増産 収穫技術の革新 自給飼料増産 県農業公社主導

畜種 乳用牛 肉用牛 乳用牛、肉用牛 肉用牛 肉用牛

イタリアンフイグフ 肥育牛に対して オーツヘイやチ 繁殖牛へは全期 繁殖牛は自由採
スとの比較 wcs乾草は全 モシー乾草との 問、肥育牛へは 食、肥育牛は全

給与状況 期間、サイレージ 代替 稲ワラやへイ 期間
は肥育前期 キューブ、の代替と

して肥育前期に

噌好性向い 曙好性向い 晴好性向い 同署好性向い 子午や牛体への
影響はない

TDNはイタリアン 繁殖性への問題 乳量・乳成分向上 とくに支障ない

評価
ライグラスよりやや はない
低い

増体量向上
脂肪交雑への問題
なし

資料.参考文献より作成
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く、サイレージでは肥育前期が望ましいと評

価されている注3)o

秋田県ではwcsは1980年代から乳午や肉

用牛への優れた飼料として認識されていた

が、コストと労力の点で作付けはわずかにと

どまっていた。しかし、平成12年の水田農業

経営確立対策による経営確立助成金の制度確

立や収穫作業の技術革新等を背景に、県内4

カ所にモデル地区をもうけて生産を振興し

た。酪農と肉用牛の両方に供給されており、

いずれも噌好性が高く評価が高い。乳用牛へ

はオーツヘイやチモシー乾草との代替として

給与されており、乳量や乳成分の成績が向上

している。ただし給与初期には馴致が必要で、

あるとしている。黒毛和牛去勢牛への給与で

は食い込みが向上し、増体量が向上したとい

う評価があり、脂肪交雑へも問題ないとして

いる。課題として、乳牛に対する効率的な給

与技術や肥育牛に対する多給技術の開発が上

げられている注4)。

大分県A町では、水稲農家の集落営農と畜

産農家の自給飼料増産を契機に平成13年より

wcs生産が開始された。肉用牛への給与が

中心であり、繁殖素牛の粗飼料は全期間wc

Sのみである。肥育牛には肥育前期を対象に

稲ワラやヘイキューブの代替として給与して

いる。晴好性はよく、とくに支障はない注5)o

宮城県では、県農業公社が中心になって収

穫調整作業を担っている。また、公社で3つ

の牧場を管理運営しており、 wcsも公社の

牧場で利用されている。さらに公社の牧場の

ひとつでは、放牧経産牛をwcs等で肥育

し、その牛肉を値頃感のあるブランド牛肉と

して提供している削)。

wcsが牛肉の販売戦略に結びついている

事例は他にもある。栃木県では生協と提携し

て飼料自給率の高い肥育牛の生産販売を行っ

ており、飼料自給率を高める手段のひとつと

してwcsや飼料米が利用されている注7)。

また、鳥取県でも生協と提携してwcsを用

いた牛肉のブランド化が図られている。鳥取

県の事例ではwcsは生産者から肥育牛への

優れた粗飼料であると評価されており、 wc

Sで肥育された牛肉は消費者からやわらかさ

や安全で安心で、きるといった点が評価されて

いる注8)。さらに、岩手県でもwcsと粉砕

もち米を用いた牛肉のフ、ランド化が図られて

いる注9)o

以上のようにwcsに対する畜産経営の評

価は総じて高く、畜産物のブランド化まで進

展している事例もある。その一方で、課題と

して、乳午及び肉用牛の両方に対して、畜産

物の生産ステージに応じたより効果的な給与

技術の確立が求められている。 wcsのより

いっそうの普及のためには、様々な牛の様々

な生産ステージごとの給与マニュアルの開発

が求められる。

さらに、表2に示したようにwcsの品質

管理も課題のひとつである。鳥取の事例で

は、 wcsのロールごとの品質の差が高泌乳

牛への分離給与を困難にしているためTMR

で給与している注10)。また、広島県の事例で

も夏期の品質維持に対する見通しが求めら

れている注11)。宮城県においても、 wcsは

1
1ム
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表2 全国事例における課題(WCS)

課題 現状における対応

生産 品質管理 生産計画の策定による適期作業

ラップフィルムの巻き数の調整

乳酸菌の添加

TMRとしての給与

生産履歴の添付

不良品交換等のクレーム対応

利用 効率化・ 馴致期間の設定

多給化 各種試験による給与水準の設定

全体 需給調整 耕種と畜産の連携の広域化

生産利用組織外への販売

資料:参考文献より作成

圃場条件の違いや収穫期の気象条件、栽培農

家の都合等による品質の差を小さくするため

に、播種時期の調整による収穫適期幅の拡大

と効率的作業計画の策定を行っているほか、

ラップフィルムの巻き数の調整や乳酸菌の添

加等による発酵品質の確保に努めている。さ

らに宮城県では、県農業公社によって生産履

歴がラベルとしてロールに添付されており、

不良品の交換も行っている注12)。このような

品質管理とクレーム対応も普及の条件であ

る。

また、 wcsのよりいっそうの普及のため

には、耕種農家と畜産農家の広域での連携も

必要になる。宮城県では、米どころであるた

めwcsは供給過剰気味であり、公社による

県外販売が行われている注13)。また、広島県

や新潟県でも旧市町村を越えた広域連携が図

られている注14)。需給のバランスをはかるた

めの広域流通とそのための組織作りが重要で、

ある。

3. 愛別町肉用牛肥育素牛育成経営にお

けるwcs利用実態と課題

1 )愛別町における大家畜飼養の概要

表3に愛別町における大家畜飼養の概況を

示す。また、表4に耕地面積を示す。上川地

域の中でも愛別町は水団地帯であり、大家畜

経営はわずかしか立地していない。ただ、農

業産出額を見ると平成17年合計24億円のうち

耕種部門が12.8億円、畜産部門が11.2億円と

表3 愛別町の大家畜飼養戸数・頭数(2008)

(単位:戸、頭)

乳用牛 肉用牛

飼養戸数 飼養頭数 飼養戸数 飼養頭数

2歳以上 2歳以上

全道 8，590 856，100 536，400 3，000 467，000 335，300 

上川支庁 450 38，000 23，600 168 47，300 39，600 

愛別町 41x X 9 3，960 3，890 

資料:北海道農林水産統計年報(農業統計市町村別編)2005~2006年
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表4 愛別町の耕地面積(2008)
(単位:ha)

メEミ3三ロt 国 畑

本地 小計 普通畑 樹園地 牧草地
全道 1，166，000 226，800 214，200 938，800 412，400 3，360 523，000 
上川支庁 127，700 60，300 56，500 67，400 44，600 234 22，500 
愛別町 1，890 1，630 1，520 256 91 2 166 

資料北海道農林水産統計年報(農業統計市町村別編)2005~2006年

なっている。畜産部門の中では肉用牛の産出 後の肥育の効率も上がるため、実需者である

額が7.2億円を占めている。 肥育業者からの評価が高まる。なお、都府県

では粗飼料の給与量が少ないため、差別化を

2) WCSの利用実態

愛別町で生産されるwcsの一部を利用し

ている町内の肉用牛肥育素牛(乳雄、 F1) 

育成経営に対して利用実態に関する聞き取り

調査を実施した(表5)。

経営規模は出荷頭数で8か月齢の肥育素牛

4，000頭である。主力はF1であり、出荷頭数

の70%を占める。残りの30%は乳雄である。

飼料は配合飼料 (60%) +とうもろこし

(20%) +パガス+乾牧草+稲ワラのTMR

である。このTMR にwcs を 1~2%混ぜ

て給与している。将来の肥育牛の育成期にお

ける「腹づくり」を目的として、 4か月齢か

ら出荷月齢である 8か月齢までの素牛全頭に

給与している。 I腹づくり」ができるとその

図ることができる。

wcsの給与は平成15年から始めている。

当初は給与方法がわからず、一時期利用を中

止していたこともあった。

給与量は現物重量で1日l頭 1kgが目安と

いい， TMR中のwcsの量をあまり増やす

とDGが減少する。 TMRは不断給餌であ

る。ネットのDGはF1で0.9~ 1.0kg、乳雄で

1.0~ 1.2kgである。

また、 wcsの給与を始めた当初はwcs
の品質が良くなかったが、今年は入荷した製

品のほぼ100%が利用できている。 wcsは

秋に一度に搬入されるため，保管時の品質維

持が重要で、ある。昨年は100ロール程度購入

しており、今年は400ロール注文している。

表5 愛別町事例畜産経営の概況

概況 内容

経営類型 肉用牛肥育素牛育成 8か月齢で出荷

経営規模 年間出荷頭数4，000頭 F1が70%、乳雄が30%

飼料給与 TMR不断給餌 配合飼料60%、とうもろこし20%、パガス、牧乾草、
稲ワラ

wcs給与 TMRへの混合 混合割合1~2%、 1 日 1頭lkg目安

4か月齢から出荷時まで給与

資料聞き取り調査より作成
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品質が向上すればTMR中の混合割合を増や

しても良いと考えている。

牧乾草は当麻町から供給されているが、休

耕田の牧草生産は年々減少傾向にある。牧草

の減少分を稲ワラでカバーしており、 wcs

も牧草の代替飼料という位置づけである。近

年、牧乾草の供給が不安定化しており、良質

な牧草の入手が困難になっている。粗飼料確

保の意味からwcsの必要性は高い。

3) WCSの評価と課題

調査経営が指摘するwcsの給与メリット

として、牛の体型が均一化し、毛艶も良い。

また、出荷時の糞尿が少なくなったというこ

とがあげられる。

wcsの品質については、水分が影響して

おり、水分率が現在よりも低下すれば品質も

向上すると指摘する。また、穀実部分を粉砕

することができれば栄養価も上がるので，穀

実部分の粉砕を可能とするような収穫機械の

改良も必要だという。

wcsに対する要望として、 wcsの良い

部分を整理し、提示してもらうとともに、 W

cs用の品種改良も進める必要があるとい

う。品質的には予乾した方がよい。穀実部分

が粉砕しであればより栄養価も上がって発酵

も良くなると指摘する。品質の均一化とマニ

ュアルが必要であり，給与マニュアルがあれ

ばwcsの普及は進むという。

以上の調査結果をまとめると、 wcsのメ

リットとして、

①「腹づくりJができる。

②牛の体型や毛艶が良くなる。

③出荷時の糞尿が少ない。

④粗飼料の安定確保

の4点が挙げられる。

また、 wcs利用の課題として、

①給与マニュアルの策定

②保管時の品質維持

③水分調整等、品質の均一化

④穀実部分の利用向上

の4点が挙げられる。

4. むすびにかえて

北海道においても，水田地帯の高齢化や担

い手不足等により、牧乾草の供給が減少傾向

にある中で、 wcsは粗飼料としての評価も

高く、畜産経営の貴重な粗飼料供給源になっ

てきている。その反面、全国のwcsの主要

生産県での事例と同様に、北海道の事例にお

いても品質の安定化や給与法の確立等が喫緊

の課題となっている。

ま.た、北海道は水田作と畜産が異なる地域

に立地しており、愛別町においても生産され

たwcsの一部は十勝地域へ供給されてい

る。都府県での課題の中でも耕種と畜産の連

携の広域化があげられている。 wcsの普及

のためには広域連携も視野に入れた安定的な

耕畜連携のための組織作りも重要である。

い4うまでもなく、 wcsの生産に関しては

水稲農家にこれまでの水稲生産の豊富な経験

がある。つまり、水稲農家に対しては、畜産

経営が利用しやすい価格での供給が可能とな

るための経済的な支援は必要だ、が、技術的な
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表6 愛別町事例畜産経営におけるwcs評価

部門 内容

契機 飼料 良質な牧乾草の供給減少にともなう代替粗飼料の確

f呆
メリット 育成牛 「腹づくりjができるため都府県の育成牛との差別化を

図ることができる

体型や毛艶が良くなる

飼料 粗飼料が安定的に確保できる

その他 出荷時の糞尿が少ない

課題 飼料 給与マニュアルの策定

保管時の品質維持

水分調整等による品質の均一化

穀実部分の利用向上

今後の意向 飼料 品質が向上すればTMRへの混合割合を

増加させても良い

粗飼料確保の意味から必要性は高い

資料:聞き取り調査より作成

支援の必要性はあまり大きくない。

一方で、利用する畜産経営にとっては新しい

飼料であり、今後試行錯誤の中で経験を積み

上げていく必要のある飼料である。畜産経営

に対するwcs利用のための技術的支援の必

要性は大きい。また、畜産経営に対する経済

的支援についても、 wcs給与の試行錯誤の

中で産肉成績等に影響が及ぶことも考えられ

るため、給与技術が確立するまでは何らかの

経済的支援が求められるだろう。

wcsは耕種側にとっては主産物、畜産側

にとっては主要飼料であり、 wcsの量と質

に関する技術的な安定性が求められる。た

だ、牧草やとうもろこしがそうであるよう

に、 wcsも年々の作柄による量と品質の変

動は避けがたい側面もある。作柄が変動する

ということを前提とした給与技術の確立が求

められる。
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