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飼料構造論(5) 

酪農と TMRセンター-

阿部

酪農をめ ぐ る 情 勢

過去8年間(平成 13年から 20年まで)の酪農の趨

勢を表 lに示した。酪農家戸数と飼養頭数は直線的

に減少し，年間， 1，150戸の酪農家が離農している

と計算される(相関係数， -0.99)。その一方で，経

産牛l頭当たりの乳量では直線的な上昇が続いてお

り，年間の乳量増は94.2kgと計算される(相関係数，

0.98)。

飼養規模についてみると，成畜 50頭以上の農家

比率が平成21年2月では34.1%であるが，頭数、ンェ

アーでは 66.8%となる。約 3割強の酪農家で約 7

割弱の乳牛を飼養している計算となる。確実に大規

模化の途を進んでいるのである。

直裁に言うならば，カのある大規模な企業的経営

か，小さな規模ながらも特色ある経営体が競争に勝

ち残り，個体乳量を増加させながら，約 800万トン

の生乳生産を維持しているというのが，統計表から

見られる日本酪農の姿である。

個体乳量(経産牛)について言うと，平成 20年に

は， 8，000kgの大台を超えた。

日本の酪農が高泌乳路線を取り始めた昭和 55年

(1980年)の乳量は経産牛1頭当たり 5，006kgである。

30年で 3，000kg，毎年 100kgベースの増加である。

この 30年間で1.6倍にも生産量を増加させた要

因は何であろうか。大きくは遺伝的な能力の向上と，

栄養素投入量の増加である。後者については，給与

する牧草・餌料作物の量と質の向上によるものでな

なく，輸入穀類(トウモロコシ)を多く含む配合飼料

給与量の増加によると総括してよい。牧草・飼料作

物については次回に詳述するが，配合飼料の給与量

増加について，筆者は以下の考察をしている(阿部

克都府県酪農の技術と経営を考える， 6.経営と経

営類型の多様性，音産の研究 62巻 12号， 2008)。

「平成 7年と平成 17年の個体当たりの乳量は

6， 986kgと7，893kgでその差は約 900kgである。平

官産・飼料調査所(AkiraAbe) 
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成 7年度と平成 17年度の経産牛への配合飼料の給

与量(kg/頭/日)は統計数字から概算すると，風乾物

量で 7.0kgから 8.3kgに増加している。 900kgの乳

量増加を TDN換算すると 280kg，配合飼料の乾物

中の TDN含量を 80%とすると， 350kgの配合飼料

乾物量となり，一泌乳期 305日で計算すると， 1日

当たりの配合飼料量は風乾物量で1.1kgと配合飼料

給与量の増加分に近似する」。

乳量増加によって牛乳販売代金が増加する中に

あって，酪農経営を圧迫する種々の課題も浮上して

いる。「繁殖成績の悪化J，I消化器障害の多発J， 

「配合飼料価格の上昇」である。

生産費の中に占める飼料費の割合を見てみよう。

平成 19年度の搾乳牛 1頭当たりの生産費構成は北

海道(合計 642，205円)では，流通飼料費 28.1%，牧

草・放牧・採草費 15.8%，乳牛償却費 14.6%，自

動車・農機具費 4.3%，獣医師料・医薬品費 3.1%，

建物費 2.7%，その他 25.9%，労働費 21.3%，都府

県(合計 820，006円)では，流通飼料費 41.4%，牧

草・放牧・採草費 4.1%，乳牛償却費 11.9%，自動

車・農機具費 4.1%，獣医師料・医薬品費 3.1%，

建物費 2.4%，その他 8.8%，労働費 24.2%である

(農林水産省生産局畜産部会議資料，酪農・肉用牛

の動向，平成 21年 8月)。

北海道と都府県で大きく異なるのは流通飼料費

で 1頭当たり約 16万円，都府県の負担が大きい。

生産費の北海道と都府県の差，約 18万円の 90%

近くが流通飼料への投入額の差に起因する。

都府県酪農の場合，流通飼料は配合飼料と輸入乾

草が主体であり，輸入乾草の比率も高い。平成 18

年後半からの配合飼料と輸入乾草の高騰が本シ

リーズ第一回に述べたように都府県酪農の経営に

大きな損傷を与えた。

表 lに見られるように，牛乳生産量において，平

成 13年には都府県が北海道よりも約 100万トンも

多かったのに，次第にその差が縮まり，北海道が都

0369-5247/09/￥500/1論文/JCOPY
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表 I 平成 13~20 年の聞の日本酪農の趨勢

13 15 17 1920  

乳牛飼養農家数 千戸 32 30 28 25 24 

乳牛飼養頭数 千頭 1，725 1，719 1，655 1，592 1，533 
1頭当たり乳量 kg 7，388 7，613 7，894 7，988 8，011 
牛乳生産量 千トン
全国 8，312 8，405 8，293 8，024 7，944 
北海道 3，670 3，864 3，883 3，829 3，909 
都府県 4，642 4，541 4，410 4，195 4，035 

飼養戸数，頭数，乳量(経産牛当たり)は全国(農林水産省生産局畜産部会議
資料，酪農・肉用牛の動向，平成21年8月)

府県を凌駕する勢いにあるが，これは北海道の生産

量が大きく伸びたためではなく，都府県の生産量が

減少したためである。また，生産費の中に占める獣

医師料・医薬品費についても， 1頭当たりの負担が

北海道の約 2万円托対して都府県は 2万 5千円と

25%程度高い値となっている。

北海道酪農と都府県酪農の勢力はどうであろう

か。平成 21年 2月の調査では前年同期と比べて，

北海道の飼養頭数は 100.5%と僅かながらも上昇し

ているのに対して都府県では94.9%と約5%減少し，

戸数の減少率でも北海道が前年対比 97.2%である

のに対して都府県では 93.3%と都府県の減少率が

高い。このような違いをもたらしめている要因には

種々の事柄が考えられるが，飼料基盤の差に帰結す

るところが大きいであろう。

酪農の規模・形 態 と 飼 料 構 造

酪農勢力の衰退を食い止め，魅力ある産業として

発展していくための方策が行政や，関連産業，農業

団体によって講じられ，酪農家自身も，目標と生き

甲斐をもって生産活動をしてゆくことが望まれる

が，その息吹はある。飼料基盤と飼料構造から，現

状を紹介しながら，今後の方向を展望してみよう。

その前に，今後の酪農の担い手の姿はどのような

形になるのであろうか，筆者は，現状を基盤に以下

のような類型を考えている。

一つは経営基盤が強固な家族・同族経営」で

ある。経営感覚に優れ，農協や酪農協の中心的な存

在でもあり，耕畜連携を推進しながら自給飼料を生

産し，緩衝能の高い飼料構造を持つ酪農経営である。

二つ目は「農業生産法人」である。数戸の同ーの目

標や意識を持った酪農家が生産法人を立ち上げ，自

給飼料生産やTMR製造を共同で行い，生産基盤の

強化を目指すグ、/レープである。

三つ目は特色型経営」である。中規模の飼養

頭数で，ゆとりある経営を経営目標としてかかげ，

放牧や食品製造副産物多用等の低コストでの生産

を推進し，決して高乳量を求めない。四つ目は，

「ビッグファーム」である。 500頭， 1， 000頭規模

で，雇用労働力に依存した企業的な酪農経営である。

それぞれの類型には，それぞれの飼料基盤が付随

する。いくつか事例を紹介する。北海道宗谷地方で

は，数戸の酪農家が共同で TMRセンターを立ち上

げ，自給飼料(牧草サイレージ)と配合飼料を主体と

した TMRを調製し，飼料費の低減と軽労化に勤め

ている。また，北海道十勝の酪農家は畑作(パレイ

ショ，甜菜，小麦，小豆等)とトウモロコシサイレー

ジ，牧草サイレージ，エンバク乾草の作付を 316ヘ

クタールの土地で行い， 1，000頭の乳牛と 6，500頭

の肉用牛飼養を複合経営として実践している。九州

熊本の JA菊地の傘下では，何百筆にも及ぶ分散し

た圃場でコントラクターの手によるトウモロコシ

サイレージの調製を行い，地域内のパンカーサイロ

に集積して域内の酪農家が利用できるようにする

と同時に，若い酪農家グループが TMRセンターを

開設し，配合飼料とトウモロコシサイレージ主体の

TMRを生産し利用している。北海道十勝の酪農家

は小規模で、放牧主体の飼養を行うと同時に，地域で

排出されるカボチャ副産物を利用した低コスト飼

養を実践している。愛知県西尾市の酪農家は水田農

家と酪農家の聞の耕畜連携の中心メンバーとして

活躍し，自身は 216頭の搾乳牛を飼養し，食品製造

副産物を利用した自家 TMRを調製し，水田農家と

の対応では， 17戸の酪農家の中心メンバーとして水
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田への堆肥の散布を引き受け，対価として受け取る

イネワラは肉用牛肥育農家に販売し，その収入で乾

草を購入して乳牛に給与している。

多様・多彩な努力と工夫が各地でなされている。

しかし，多くの酪農家の内実を見るに，営々と努力

はしながらも，完壁で満足するような収支はなかな

か得られず，苦労されている人達が多い。全国の一

戸当たりの平均経産牛飼養頭数は平成 21年 2月で

43頭である。これだけの牛を抱え，飼料作物を栽培

し，サイレージを作り，牛乳を搾り，飼料を給与し，

繁殖管理を行い，子牛の面倒を見，獣医師や飼料

メーカー，集乳業者との交渉をこなすのは実に大変

である。モノを考えるヒマがない。ついつい，定番

的・慣習的・非技術革新的な日常に陥りやすい。モ

ノを考える時間，つまり，経営を点検し，改善する

という時聞を多く持つことで，経営は大きく変わる

のでは?，という感想を持つことが，今までに多

かった。

技術の点検ということでは，牛群検定成績をみて，

飼養管理の適否を考え，飼料給与法等を改善してゆ

くというのが，酪農の場合，基本になる。

農林水産省の調査では，牛群検定実施農家の年間

離農率は 2%前後であるのに対して非検定農家では

6%前後と，非検定農家の離農率が高いという結果

が示されている(農林水産省生産局畜産部，畜産部

会会議資料，平成 21年 8月)。

考える時間の有無・大小が経営の浮沈にも関わっ

ている。

ゆとり，軽労化と関連する飼養管理の内容では，

「つなぎ方式か，放し飼い(フリーストール・フリー

パーン)方式かJ，パイプライン搾乳か， ミノレキ

ング、パーラーでの搾乳かJ，分離給与か， TMR 

方式か」等がある。 TMRは自家調製型と TMRセン

タ一利用型があるが，ここでは軽労化，考える時間

の付与という観点から TMRセンターについて考え

てみよう。

TMRと TMRセ ン タ

TMRは TotalMixed Rationの略で，混合飼料と

日本語には訳され，使用されているo サイレージ，

配合飼料，ビートパノレブρ等と，給与する飼料を飼槽

に別々に置き重ねてゆくとしづ方式(分離給与)で

はなく，穀類も，サイレージもビートパノレフOも予め

ミキサーで混合して，ドサッーと一挙に飼槽に投入

する方式である。分離給与に比べて，飼料給与に要

する作業時聞が減少する，選択採食が防止できる，

食品製造副産物など多くの飼料原料を利用できる，

乾物摂取量が多くなる，設計値どおりの栄養素がバ

ランスよく乳牛によって採食される，第一胃発酵の

安定等によって乳牛の消化器の健全性が保てる，等

の効用が TMRにはあると言われている。

アメリカから， 日本の酪農に TMRが紹介・導入

されたのは 1980年頃からである。約 30年の歴史で

あるが，当時のアメリカ酪農は穀類多給の高泌乳牛

路線に転じ始めたころで，穀類を目一杯食べさせる

手法として， TMRとその周辺技術が整備されたと

筆者は考えている。

しかし， 日本のこれからの TMRは本シリーズの

(3)に述べたように飼料ベストミックスという視点、

での展開を考えるべきであろう。繰り返すが，穀類

をより多く使用するための TMR調製・設計ではな

く，自給サイレージや地域資源である農産副産物

(規格外品，農産工場副産物等)とか，食品製造副産

物を穀類・配合飼料と共に混合し，輸入穀類への依

存率を低減させるという方向である。

中央酪農会議が平成 20年 3月に発表した酪

農全国基礎調査Jによれば， TMRの全国の普及率

は22.6%で，未だ，決して一般的な技術システムに

はなっていない。それを一般化し，考える時聞を多

くするためには， TMRセンターの数を増やすこと

が大切である。

筆者は以前にイスラエノレの TMRセンターの調査

を行ったことがある。茨城県，栃木県，群馬県，埼

玉県を合わせた面積とほぼ同じ面積を持つイスラ

エノレには， 30のTMRセンターが稼働していた。食

品製造副産物(ミカンジュース粕，ビール粕等)とコ

ントラクターの手になる自給飼料(トウモロコシサ

イレージ，小麦サイレージ，小麦乾草等)が大麦や

トウモロコシと混合された TMRが調製されていた。

農家は朝の搾乳後に給餌ワゴンをトラクターで

牽引しながらセンターにやってくる。持ち帰った

TMRを給与してこれで，午前中の仕事は終わ

り，皆さんを何処かにご案内しよう」である。 セ

ンターは 50戸の酪農家が出資して立ち上げた。セ

ンター設立の動機は ITMRの自家調製を行うこ

との労力過重J， I自作地での自給飼料生産と調製
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表 2 TMRセンターの事業形態の類型

A.酪農家集団経営型・数個の酪農家がTMRセンターを開設し，自給飼料と配合飼料を混合し，利用
B.個人経営酪農家の製造・販売型.酪農家の生産する自給飼料(牧草サイレージ，あるいはトウモロコシ

サイレージをベースに農産廃棄物，食品製造副産物を混合し，発酵TMRを調製し，酪農家・肉用牛肥育農家に配送

C.企業型:株式会社等の組織でTMRを製造し，酪農家に製品を供給する。食品製造副産物と穀類を混合した

プレミックスの形，地域の牧草サイレージと食品製造副産物を混合する形，輸入乾草と食品製造副産物を混合する

形等，さまざまな製品が作られている。
D.農業協同組合型:JAあるいは酪農組合が乳牛あるいは肉用牛向けのTMRを製造し，傘下の畜産農家に供給。

自給飼料と配合飼料を混合する形，自給飼料に食品製造副産物を混合する形，配合飼料に食品製造副産物を混合
する形等，さまざまな製品が作られている。

作業の過重Jからの開放であったという(阿部亮，

食品製造副産物と TMRセンター，酪農総合研究所，

2000)。平成 19年，園内には 73のTMRセンターが

ある。平成 15年には 34で、あったからかなりのス

ピードで増加している。 73ヶ所の内訳は北海道が

31，都府県が 42である(農林水産省生産局畜産部会

議資料，飼料をめぐる情勢，平成 21年 7月)。

都府県の TMRセンターが先に紹介した熊本県の

例のようにコントラクターと連携しながら，自給飼

料多用型の TMRを持続的に生産し，飼料基盤を充

実させた中で，酪農家が技術力を磨きながら経営を

維持してゆく姿が国全体に拡がることを期待した

表 2には，全国に展開する TMRセンターの類型

を示した。さまざまな形で，さまざまなベストミッ

クス作りがなされている。実際に見学すると大

したものだ」と感心することが多い。しかし，さま

ざまな課題を抱えていることも確かである。酪農の

持続的な発展を支える基盤として，行政も農業団体

も，指導普及機関も，試験研究機関も，それぞれの

類型が抱える課題を解決するための支援を行うこ

とが，これから必要になろう。73を三桁の，しかも，

高い値にするためには。

以下には，さまざまな TMRセンターの活動を紹

介する。

上述したように，北海道宗谷地方では A 類型の

TMRセンターを開設し運営しているが，案内をし

て下さったホクレンの方はこの形では離農する

人が少ない。経営・技術の情報交換を含めて，酪農

家同志の交流拡大が大きな意味と価値をもってい

るのではないか」と話して下さった。

B類型の筆者の近く農家では，トウモロコシサイ

レージにナガイモの切り落とし，デンプン粕サイ

レ}ジ， ビール粕， リンゴ、ジュース粕， トウフ粕，

配合飼料を混合し，発酵 TMRを製造している。感

心し，凄い人がいるもんだなあと思ったのは，冬場，

気温が低下した時にでも発酵が持続するように，廃

プラスチックを熱源とした暖房装置を備えて，通年

の生産体制を整えていたことで、あった。

C 類型の北海道十勝の企業では乳牛用のプレ

ミックスをポテトピーノレ(パレイショ皮)，ビートパ

ルプ，ビール酵母，醤油粕を多用しながら製造し，

畜産農家や道内の TMRセンターに供給しているが，

ここでは，同時に顧客の農家に対して飼料設計や飼

養管理についての支援も行っている。 また，鳥取

県の D類型の酪農協では，稲発酵飼料を自給飼料と

して用い， トワフ粕，ビーノレ粕と一緒に配合飼料を

混合して農家に供給しているが，センターの理念は，

「農家労働の一翼を担う J， r高齢化する畜産農家

への貢献j， r仲間作りと情報共有の場jとリーダー

は熱く語る。

TMRセンタ と社会環境

大規模な酪農家ではなく，平均的な飼養頭数(40

頭前後)の酪農家が TMRセンターを利用する形態

が多くなった場合，また，多くする場合というよう

に考えてもよいが，今までとは変わった飼料の供給

体制となってくるであろう。

都府県の酪農家ならば，酪農組合や飼料商から輸

入乾草やビートパノレフ。を買い，飼料会社から配合飼

料を買うという図式はくずれてくる。

農家へではなく， TMRセンターへの飼料原料の

供給という流れになり，その結果，求められる飼料

の質も， TMRセンターの意向に沿ったものが求め

られるようになるであろう。

たとえば，配合飼料ならば， トウモロコシサイ /! 
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レージが TMRセンターの基幹自給飼料ならば，穀

類(トウモロコシ)の含有量が少なく，蛋白質含量の

多い性質のものが，また，食品製造副産物を多用す

るような所では，使用する食品製造副産物の栄養的

な性質を加味した内容の配合飼料が求められるよ

うになろう。つまり，今までのような(完全)配合飼

料という性質ではなく，プレミックス的な形が要求

される。

次に，自給飼料，食品製造副産物，配合飼料とい

うベストミックス TMRセンターを順調に軌道に乗

せ，活動を維持してゆくためには，地域の意識の統

ーが諮られなければならない。

TMRセンターの事業主体が一方的に事を進める

のではなく，地域コントラクター(自給飼料生産)， 

食品製造メーカー(食品製造副産物の供給)，飼料

メーカー(配合飼料の供給)，農業団体(規格外農産

物・農産加工品副産物の供給)がネットワークを組

み，信頼関係に基づいた原料の供給と TMRの生産

が必要で、ある。お互いが利益をあげながら，畜産農

家の支援をし，その結果，地域の活性化を図ってゆ

くという姿勢が根本にあれば，その事業体は持続性

を持っと考えたい。

今，よく言われる農商工連携の一翼であり，クラ

スター(異業種集団)の結成ということである。

もう一つ言うならば，上述したことの繰り返しに

なるが，そのクラスターには試験研究機関や農業改

良普及センター，あるいは技術コンサルタントと

いった，技術支援を行える人達の参画が必要であろ

フ。

TMRセンターからの同じ製品を使用しながらも，

酪農家の間での飼養成績が異なり，それが頭痛の種

であるという話をよく聞く。その原因を確かめ，参

加農家の技術・生産レベノレを高い水準に揃えてゆく

ことも事業の持続性にとっては，とても大切なこと

であるから。

お知らせ

平成 21年度北海道農業研究センター研究会

「泌乳持続性の活用によ る 新 し い 酪 農 生 産 J

日 時平成21年 11月 30日(月)

午後 13:30~17:00

場所機械振興会館6階会議室

東京都港区芝公園 3-5-8

*地下鉄日比谷線神谷町駅1番出口から徒歩7分

内容

1)報告

①酪農を取り巻く今日的課題

農林水産省生産局畜産部畜産振興課課長

大野高志

②平準化した泌乳曲線牛による乳生産技術の特徴

北海道農業研究センター研究管理監

富樫研治

③泌乳持続性の育種価評価の特徴

家畜改良センター改良部情報分析課係長

白井達夫

④平準化した泌乳曲線牛への酪農現場からの声

十勝家畜人工授精所代表取締役 吉川広司

⑤平準化した泌乳曲線牛の繁殖特性

帯広畜産大学副学長 宮本明夫

⑥搾乳牛にやさしい飼養管理を目指して

福井県畜産試験場家畜管理部主任研究員

佐藤智之

2)質 疑

司会:北海道農研センター 富樫研治

参加費 無料定員になり次第締め切らせていた

だきます。(事前申込みが必要です。)

お間合わせ:農研機構北海道農業研究センター

企画管理部企画チーム東(あずま)

TEL 011-857-9490 

FAJ< 011-859-2178 

E-mail mazuma@affrc.go.jp 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

