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はじめに

I. 「酪農王国」としての北海道

北海道は「農業王国」あるいは「酪農王国」とも称され，

農業あるいは酪農が，北海道における主産業のひとつである

と認識されている。実際，農林水産省「生産農業所得統計」（農

林水産省 2018) によると，平成 28年における全国の農業産

出額が9兆3,051億円であるのに対し，北海道の農業産出額

は1兆2,115億円で， 日本の農業産出額のうち，約 13%を占

めている。このうち乳用牛による産出額は 4,712億円であり．

北海道における平成 28年の農業産出額のうち約 4割を占め

ている。また．全国の生乳産出額 7,406億円のうち. 3,641 

億円 (49%) を，全国の乳牛産出額 1,720億円のうち， 1,071

億円 (62%) を北海道が占めており，双方を合わせた乳用牛

部門の全国産出額に占めるシェアは 51%を越え，まさに「酪

農王国」にふさわしい値となっている。

これらの産出額を支える生乳生産量についても，当然全国

1位の 392万トンであり，全国における生産最の 53.1%を占

めている（農林水産省「牛乳乳製品統計」平成 28年度（農

林水産省 2017a))。また，乳用牛飼養頭数（めす）は約 78

万頭で，やや減少傾向ではあるものの，全国の約 60%を占

めている。さらに，飼料生産基盤である牧草の作付面積は約

54万ヘクタールで，全国の 73%, その収穫量は約 1,680万ト

ンで，全国の 68%を占めている（農林水産省 2017b)。北海

道は都府県と比較すると，酪農関連の生産が突出して高いと

いえる。

* shojiats@affrc.go.jp 

2. 北海道酪農における窒素フローの概算

一方で，北海道では，年間約 150万トンの配合飼料が，乳

牛用として流通している（農林水産省 2017c)。これらのほ

とんど全ては，輸入によって海外から北海道に持ち込まれた

ものであり，粗蛋白含有率の値から推定すると，約 3万8千

トンの窒素が，系外から北海道に持ち込まれたこととなる。

さらに，北海道における酪農家が保有する牧草地および飼

料畑は，平成 28年の畜産統計（農林水産省 2016) によると，

約 42万ヘクタールである。これらの牧草地・飼料畑からは，

約6万トンの窒素を含む牧草や飼料が生産される。したがっ

て，北海道において飼養されている乳牛の口に入る全窒素量

は，配合飼料と粗飼料による窒素羅の合計値である約 9万8

千トンという試算値になる。

その結果，北海道で飼養されている乳牛から排泄されてい

ると推定される糞尿は，築城・原田 (1997) のデータに基づ

いて試算すると，年間約 1,350万トン，窒素換算では約 5万

7千トンにのぼると考えられる。一方，北海道において生産

される生乳呈は約 392万トン，販売される牛の推定頭数は約

43万頭であることから，これらの数値に基づき，北海道に

おける酪農生産システムから系外へ出て行く窒素量を算出す

ると，約 2万3千トンとなり，差し引き約 7万5千トンの窒

素が糞尿として生じることになる。

糞尿に含まれる窒素は，堆肥などとして処理される過程や

保存されている間に空中に揮散するなどして，約 7千トンか

ら約 9千トンが失われると算出される（増田ら (2005) に準

じて試算）。その結果約 5万 l千トンから約 6万 6千トン

大要は 2017年度日本草地学会弘前大会 (2017年3月）において発表。本研究の大部分はニッセイ財団 2014年度学際的総合研究助成

(No.2)による。
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の窒素が，堆肥などとして産出されることとなる。牧草地あ

るいは飼料作物畑では約 6万トンの窒素を含む牧草や飼料

作物が生産されていることから．生産された堆肥などが適切

に牧草地や飼料畑に散布されれば，肥料分として牧草・飼料

作物に吸収・同化され，系内（北海道の酪農部門）でうまく

循環すると推察される。しかし．堆肥などとして適切に処理・

利用されない場合や，化学肥料など，系外から持ち込まれた

肥料が過剰に施用された場合には．河川や湖沼，地下水の水

質を悪化させるなど．環境への影響も懸念される。

3. 環境負荷の少ない低投入型酪農は経営として成立しうる

か？

三上ら (2008) は，牛の飼養頭数密度と，河川水における

硝酸態窒素，カルシウムイオン，重炭酸イオンの濃度との間

に明瞭な正の相関があり．牛が増えれば，河川水は富栄養化

するとしている。このような現象が起きるということは，調

査対象地域における酪農経営が，飼料や肥料といった形で系

外から持ち込まれた物質に過度に依存しているということを

示している。

一方で，系外（経営外）から持ち込まれる飼料や肥料には

極力依存せず．牛乳の産出量は比較的少なくとも，自前で生

産した牧草の給与を基本とした酪農経営形態のひとつとし

て．「マイペース酪農」がある。飼料や肥料の購入費用を大

幅に減らすことにより．高所得を得られることから，そのよ

うな酪農経営形態が一部の酪農家の注目を集めている。系外

からの肥料および飼料由来の窒素やリンのインプットを削減

しつつ，酪農家の所得を維持できれば国立公園などの自然

環境や沿岸漁業への悪影響の低減が可能となるだけではな

く，現在進行しつつある過疎や離農を防止あるいは抑制する

ことにもつながる可能性があり，地域社会の維持にも貢献す

ると考えられる。本研究では．施肥量を極力低減しつつも，

比較的良好な経営状態を維持している低投入型の酪農家に焦

点を当て，その草地における生産特性および経営状況につい

て評価を行った。

材料と方法

1. 「マイペース酪農」の概要

酪農家の経営形態は個々の酪農家で異なるため，十把一絡

げにすることはできないが，一般的に現代の多くの酪農家の

特徴としては，輸入濃厚飼料．化学肥料．燃料，薬剤などを

多量に用いる「高インプット」により，大量の生乳生産量の

ほか，多量の糞尿を排泄する「高アウトプット」な経営形態

であると言える。その結果，牛は乳房炎等に罹病しがちで，

2産あるいは 3産程度で廃用となったり，牧草地ではたやす

＜雑草が侵入・繁茂した結果牧草が衰退し，早期に草地を

更新せざるを得なくなったりする例が多くなっている。その

結果，高収入ではある一方．支出額も増大して所得率の低下

につながっている。

一方で．経営外から持ち込んだ濃厚飼料や化学肥料を極力

使用せず，長期間無更新の牧草地を高度に利用する草地利用

（かつ低投入）型の酪農経営では．搾乳牛飼養頭数40-70

頭程度の小～中規模経営であるため，収入は低いにもかかわ

らず所得率が高く，比較的高所得となっている酪農家が存在

する。

そのような低投入型の酪農経営形態では，「低インプット」

によって，所得の維持あるいは向上を目指している。輸入濃

厚飼料や化学肥料をできるだけ用いずに，牧草の有効利用を

固るとともに，堆肥を貴重な肥料として草地へ還元し，糞尿

が有効利用される。その結果，生乳生産量は少なく，「低ア

ウトプット」とはなるものの，低コストに生乳生産を行うこ

とができる。また，牛は比較的長寿命となり， 5産 6産は当

たり前で，時には 10産を越える経産牛が飼養されているこ

ともある。過度に施肥されない牧草地では，雑草の侵入が抑

制されて牧草優占の植生が維持されるため，高い生産性は期

待できないものの，定常的な牧草生産が維持される。その結

果現金収入は比較的少ないものの，支出が極力抑制される

ことにより，所得（率）の向上が期待される。このような「乳

量は比較的少なくとも，購入飼料・肥料を大幅に減らすこと

により，高所得が得られる」酪農経営に四半世紀ほど前から

取り組んでいるのが，「マイペース酪農」と称される酪農経

営を営んでいるグループである。

「マイペース酪農」は， 自家生産の牧草などの粗飼料を中

心とした牛乳生産を行い，生産よりも暮らしを重視する酪農

であり（三友2000), 1991年に始まった「マイペース酪農交

流会」という運動によって北海道根釧地域に広まっている（吉

野2003)。「マイペース酪農交流会」では，毎月 1回，放牧

を中心とした酪農経営を行っている農家を訪問・視察しつつ，

「交流会」の古参と若手が活発な討議を交わす取り組みを行っ

ている。午前中は放牧地や牛舎を巡って，草地に坑（あな）

を掘って土壌や植物の根系，土壌動物を観察したり，放牧牛

を観察して，牛の健康状態や飼養形態を議論したりする， と

いうのが，夏場の交流会のスタイルとなっている。

「マイペース酪農」の特徴としては比較的小規模な乳牛

飼養頭数低泌乳量，購入飼肥料等の外部資源投入量が少な

い，放牧活用，農業支出減少による比較的高い農業所得，高

い農業所得率，労働時間減少による余暇増大等が挙げられる

（三友2000;吉野 2003)。さらに，「マイペース酪農」による

酪農経営は，環境保全面からも，慣行型の酪農経営と比較し

て，エネルギー消費量と C切排出量が少ないこと（河上ら

1997)や，表面水の水質酸性化，富栄養化，地球温暖化に

おいて，環境負荷が少ないこと（増田ら 2005)が示されて

いる。このような酪農経営形態において， 自家生産された牧

草を最大限牛乳生産に活かすことにより，低コストで，かつ

環境への負荷を極力低減して，牛乳を生産することができる

可能性がある。

2. 調査地および調査項目

比較的高い所得を期待することができ， 自然環境への負荷

も少ないと考えられる「マイペース酪農」実践酪農家の草地

では，無施肥または低水準での施肥によって維持されている。

しかし，その生産量について年間を通じて調査した事例はな

く，具体的な生産量や経営，物質循環については，未解明な

部分も多い。そこで本研究では，「マイペース酪農」実践酪

農家の中でも，比較的裔い所得を上げている酪農家の牧草地
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（ともに草地更新後 25年程度経過している。）において，草

の生産量を明らかにするための調査を行った。

北海道東部，別海町泉）IIのA牧場と， 浜中町西円朱別の

B牧場の放牧・採草兼用牧草地において，地上部生産量の調

査を行った。また，施肥量，草地利用状況，経営状況などに

ついても，随時，聴き取りを行った。

A牧場は 58haの草地（うち借地 18ha) を利用して， 50

頭の搾乳牛と 25頭の育成牛を飼養している。施肥は，牧草

用の化成肥料を， 1番草に対しては 20kg/10a,2番草に対し

ては 15kg/10a施用するとともに， 自家生産された堆肥を放

牧地以外に全量施用している。

B牧場は離農跡地を購入するなどして比較的大面積の草地

を保有しており ，92haの草地を利用して 63頭の搾乳牛と，

30頭の育成牛を飼養している。 化学肥料は一切施用せず，

遠隔地には鶏糞を 50~ 100kg/10a, 牛舎に隣接した草地に

は自家生産された堆肥を全盪施用している。

A牧場， B牧場とも，毎年 7月上旬にサイレージ用の牧草

を収穫したのち， 10月まで牛が放牧される。双方の兼用牧

草地において， 7月の牧草収穫時に収蓋を調査したのち，草

を牛に採食されないよう，プロテクトケ ー ジ (50cmx

50cm, 各 3反復）を設置し，放牧終了までの毎月，調査を

実施した。ケージ内外に生育している植物全ての地上部を刈

り取り，種ごとに分別し，熱風乾燥 (70℃, 72時間以上）

したのち，乾物重量を測定して，ケージ内外の現存量を比較

することにより，各月の単位面積あたりの生産量および生産

速度を推定した。なお調査は， 2014年度および2015年度の

2年間実施した。

さらに，算出した草の生産量および聴き取り等によって得

られた施肥量，生乳や子牛などの販売数量のデータから， B

牧場における窒素の収支の概算を算出した。糞尿による牛体

からの窒素排出量については，牛が摂取する飼料給与量ある

いは推定採食量から，生乳および牛体（販売される子牛）と

して経営外に出て行く窒素量を差し引くことによって算出し

た。糞尿および堆肥化過程における揮散窒素量については，

増田ら (2005)の方法に従った。

結 果

1. 「マイペース酪農」草地における草の生産量

A牧場およびB牧場における採草・ 放牧兼用牧草地にお

ける生産量の変化を図 1および図 2に示す。両牧場とも，

日乾物生産速度および季節変化は同様の傾向で， 1番草採草

までの生産速度がきわめて高く，その後，秋にかけて低下し

ていった。B牧場では， A牧場と比較して「地下茎型イネ科

雑草」と呼ばれているリードカナリーグラスやシバムギなど

の割合が，期間を通じて多い傾向であった。

2014年の生育期間における牧草（イネ科牧草＋クローバ）
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の総生産量（乾物）は， A牧 場 が 892.0g/m2, B牧場が

789.3g/面で，根釧農業試験場（中標津）における放牧地（オー

チャードグラス 3年目平年値）の年間収量 756g/m2を越え，

採草地（チモシー 3年目平年値）の年間収量 899g/m勺こ迫

る値となった（根釧農業試験場 2013)。しかし， 2015年は，

別海町および浜中町では，夏季，降水量が少なく， また気温

が低く経過した時期もあったため， 1番草採草以降の牧草の

伸長が， 2014年と比較すると低下した （図 3)。

なお，両牧場とも，イネ科雑草も飼料として利用しており，

それらを含めると， 2014年の総生産量は A牧場では

1028.4 g/m2, B牧場 1041.2g/面となり，根釧農業試験場の

チモシー採草地（平年値）と 比較しても，はるかに高い収量

となる。
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2. B牧場における窒素収支

B牧場における窒素収支を算出した結果（図 4)' 投入量

は購入飼料によるものが約 l.4t/年，購入肥料（鶏糞）によ

るものが約 l.4t/年で，合計約 2.9t/年，牛乳お よび牛個体に

よる産出量が約 2.0t/年となった。その結果，糞尿として排

泄される窒素量は約 0.9t/年と推定され，そのうち排糞や堆

肥化の過程で揮散しなかった約 0.8t/年の窒素が，堆肥や放

牧牛の糞尿として，草地に還元されていると推算された。

3. B牧場における酪農経営

B牧場，「マイペース酪農」 8戸の平掏，および道東 C農

協平均の経営データを示した（表 1)。B牧場は隣接する離

農跡地を購入した経緯もあり， 92haの広大な草地に恵まれ，

「マイペース酪農」を実践する酪農家の中でも 比較的大規模

な経営体である。 63頭の搾乳牛を飼養するためには十分な

□ 3番草 ■ 4番草 □ 5番草
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図 3. A牧場およびB牧場における生産昼と近隣農業試験場における生産量との比較(2015年）．「近隣農試」

の値は，「平成 27年度 定期作況報告（年間まとめ） 11月20日現在 （道総研根釧農業試験場）」による．

糞尿約 1,746t 
約 885N kg 

飼料、生乳・牛体OJN蜃より算出．

図 4. B牧場における窒素収支の概算．投入窒素量から産出窒素塁を差し引いて算出した糞尿として排泄される窒素量から，増田

ら (2005)に準じて算出した揮散量を差し引いた窒素量約 773kgが，堆肥や放牧牛の糞尿として草地に還元されると推定．
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表 1. B牧場の経営状況の比較．

B牧場 低投入型 8戸平均 道東c農協平均

草地面積 92ha 6lha 78ha 

搾乳牛頭数 63頭 46頭 78頭

出荷乳量 355t 286t 579t 

農業収入合計 3,838万円 3,188万円 6,375万円

購入飼料代 304万円 500万円 1.966万円

購入肥料代 100万円 128万円 272万円

農業支出合計 1,513万円 1,676万円 4,747万円

資金返済後所得 2,325万円 1,512万円 1,628万円

1頭あたり年間乳量 5,635kg 6,217kg 7,417kg 

聴き取りおよび「マイペース酪農年次交流会」資料による．

牧草を生産することができ，購入飼料代がきわめて少額に抑

えられているとともに，自家産堆肥や比較的安価な鶏糞を施

用することにより，購入肥料代も抑制していた。このような

経営により，搾乳牛 1頭あたりの年間乳量が6,000kgを割っ

ていても高い所得が得られ， 2014年， 2015年の所得は 2,000

万円を越えた。

考察

1. 比較的高い「マイペース酪農」草地の生産量

「マイペース酪農」実践農家における牧草地の生産量は，

一般に低いとこれまで考えられてきたが，必ずしもそうでは

ないことが示された。このことは，「マイペース酪農」の牧

草地には，根粒菌による窒素固定を行うマメ科植物が多く生

育している（小路ら 2016) ため，窒素肥料をさほど施用し

なくとも，空気中の窒素が固定され，イネ科牧草に供給され

ているということが，要因のひとつとなっていると推察され

る。草地更新後， 25年を経過した牧草地でも，造成後間も

ない牧草地と比較しても遜色のない生産性が維持されている

ことが明らかとなった。「アーバスキュラー菌根菌」のような，

土壌中に強く吸着されたリン酸を植物に供給することができ

る微生物と牧草との共生などについても，今後，解明される

べき課題である。特に，長期間更新されず，強度の土壌攪乱

を受けていない牧草地では，さまざまな微生物と牧草との共

生関係が生じている可能性がある。

2. 少ない施肥量で高い草地生産

窒素収支については，堆肥．糞尿還元量約 0.8tと，購入

肥料（鶏糞）による約 l.4tが， B牧場の牧草地に施肥され

る年間窒素量となり， B牧場で収穫される牧草に含まれる窒

素量が約 1.4t (あるいはそれ未満）と推定されるため，窒素

収支としては，「過剰施用」という結果になってしまう。し

かし，上記の堆肥・糞尿還元量と鶏糞施用量から牧草地 10a

あたりの窒素施肥量を算出すると，年間約 2.4kg/10aとなる。

この値は，これで牧草生産が可能なのかと疑わしくなるほど，

きわめて少ない施肥量で，北海道が定める施肥の基準羞を大

きく下回る。

物質循環の過程には必ずロスがあるため，施肥した窒素量

に対して，植物がどれだけ吸収・同化できるかを示す「窒素

利用効率」は 100%にはなり得ない。したがって，生産によっ

て得ようとする量よりも多くの窒素施肥が必要とされるた

め，たとえ「マイペース酪農」生態系であっても，収量以上

の窒素施肥が不可欠であると考えられる。このことは，「マ

イペース酪農」に関する既往の研究・調査結果でも，産出さ

れる窒素が投入された窒素を上回らないということで示され

ている（増田ら 2005;藤本・谷2016)。

しかし，これだけ少ない施肥量でも，比較的高い牧草生産

量を維持できるのは，長期間，草地更新しないことにより，

様々な微生物が牧草地に生息するようになるためであろう

と，「マイペース」の酪農家たちは考えている。学術的な確

証はまだ得られてはいないが，土壌粒子に強く吸着されたリ

ンの植物根への吸収を促すアーバスキュラー菌根菌などを介

して，マメ科に共生する菌根菌が空気から固定した窒素が，

イネ科植物に吸収されているという説も存在する。土壌微生

物研究分野における今後の成果を待ちたい。

3. 「マイペース」な経営で高所得

経営面については，「マイペース」という言葉から連想さ

れる酪農家のイメージとして，大ざっばに草地や家畜の管理

を行い，経営状況の改善や向上を本気では考えずに，「その

日暮らし」的な酪農経営を行っている酪農家が，「マイペー

ス酪農」に取り組む酪農家であると，一部では誤解されてい

るようである。しかし，「マイペース酪農」は，決して儲か

らない酪農経営形態ではないということが示された。もっと

も， B牧場の例は，牧場経営主夫妻による日々のたゆまぬ尽

力によるところが大きいとも考えられるが，「土」「草」「家畜」

を絶えず観察して考え，その都度適切な答えを引き出す作業

を怠らないという「マイペース酪農」の基本的な理念を貫け

ば，不可能ではない所得額であろうと考える。

結 論

「マイペース酪農」を実践する酪農家の牧草地では，施肥

量を抑制することにより，購入肥料代を抑制しつつ，牧草地

を比較的良好な状態で維持し，高い収量を得ているとともに，

購入飼料代を抑え，支出を抑制していることが窺えた。この

ことにより，年間の出荷乳量が少なくとも，高い所得を上げ

ていることが明らかとなった。また，「マイペース酪農」型

経営の牧草地では窒素収支こそ生産を投入が上回るが，面積

あたりの施肥量は北海道の基準を大きく下回り，環境負荷が
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少ないと推察された。

さらに，草地を有効活用する低投入型の酪農家が，離農跡

地を放牧・飼料生産の場として有効に活用することにより，

集落の消滅を防ぐことにもつながると考えられる。そして，

酪農家の所得向上によって，地域での個人消費が増大し，地

域経済の活性化につながることが期待される。農業支出が少

なくなることで，農業関連の売り上げや手数料の低下・減少

が一部で懸念されているが，地域経済の活性化には，農業資

材・機械等のメーカーや販売業者・団体へお金が流れること

よりも，個々の酪農家の可処分所得の増大が不可欠である。

大規模化・集約化が進行し，酪農家戸数が極端に減少して，

集落が消滅してしまえば，全てが無に帰することにつながっ

てしまう懸念がある。
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