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TMRセンタ一方式による高収益ゆとり酪農ビジネスモデル

1. 課題

2. TMRセンターにおける生産の仕組みと高

収益ゆとり酪農モデル

1 .課題

1 )背景と課題

近年、配合飼料や圧片トウモロコシ等の濃

厚飼料価格の高騰により、酪農経営の収益性

が依然として厳しい状況にある。酪農経営が

存続していくためには、経産牛飼養頭数およ

び個体乳量の増加による所得の確保のみなら

ず、飼料生産の効率化と飼料自給率の向上等

により、費用低減を図っていく必要がある。

その方策のーっとしてTMRセンターを核

とした地域的な大規模飼料生産と飼料の一元

的な供給への取り組みが行われている。 TM

Rセンターには、飼料を混合してTMR製造

のみを行うものもあれば、数戸の酪農経営の

圃場を一括管理し、飼料生産からTMR製造，

牛舎への運搬を行うものもある。北海道のT

MRセンターの大多数は後者である。 TMR

センターは、 1998年にオホーツク管内で初め

て設立されて以降、 2003年まで6組織が設立

されたが、これ以降も増加し、現在は 50組

織以上となっている。

TMRセンターの飼料生産作業は、 2006年

以前はほとんどが構成農家出役で、行っていた t

北海道農業研究センター・藤田直聡

3. TMRセンター構成農家における高収益お

よびゆとりの実態と工夫

4. 結語

が、これ以降に設立されたセンターの大部分

はコントラクターへ委託している注1)0 2006 

年以前に設立されたセンターにおいても、か

つては大型機械を所有し、構成農家の出役に

よって作業を行ってきたが、飼養管理作業に

おける労働力不足、構成農家の労働力の高齢

化等により、コントラクターへの委託へ転換

した事例も存在する制。酪農経営では、こう

したTMRセンターへの参加を通じて、高品

質飼料の低コスト調達のみならず、飼料生産

の外部化による労働強度の軽減が可能となり、

生乳生産の効率化が見込まれる。

しかし、一方で、は、 TMRセンター設立に

伴う莫大な投資と飼料生産供給の外部化によ

る飼料調達コストの増加が懸念されている。

岡田 (2012)は、北海道根釧地域の事例より、

TMRセンターの構成農家の中には、所得が

低迷しているためTMR単価に対する適応力

の低い農家が存在していることを指摘してい

る。この事例では、こうした農家の経営を維

持するためにこの単価を低下した結果、 TM

Rセンターの総資本の減少、資金繰りの悪化

を招いている。したがって、低コスト化と労



働強度の軽減を達成する TMRセンターの運

営方式が模索されている。

以上を踏まえ、本課題の目的は、 TMRセ

ンターを核とした酪農経営による生乳生産の

運営方式を検討し、高収益かっゆとりを生む

酪農ビジネスモデ、ノレとして提示することであ

る。その方法として、第一に、 TMRセンタ

一方式による酪農経営モデルを、投入要素、

プロセス、生産物ごとに整理した上で、高収

益かつゆとりを生む酪農ビジネスモデルを提

示する。第二に、 TMRセンターの具体的な

事例より、高収益かつゆとりを生む酪農ビジ

ネスモデルを実現するために、どのような努

力をしているかについて、飼料生産の外部化、

収益性と飼料設計、構成農家の飼養管理より

整理すると同時に、今後の課題を示す。

2)事例の選定とその理由

本報告において、飼料生産作業の大部分を

コントラクターに委託しているAセンターを

対象とする。その理由は、次の通りである。

第一に、北海道のTMRセンターにおいて、

2006年以前に設立されたものは、 2組織以外

は飼料生産作業を構成農家出役で、行っていた

が、これ以降に設立されたものは，大部分を

コントラクターへ委託するものであり、この

方法が徐々に主流となってきている。第二に、

構成農家出役で、飼料生産作業を行っていたT

MRセンターにおいても、高齢化、労働力不

足等により、コントラクタ一等への委託を希
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望することが多くなった。実際に、構成農家

出役からコントラクターへの委託に転換した

事例も存在する。第三に、 TMRセンターの

費用や効果を見るためには、ある程度の経過

年数が必要であるが、当センターは設立して

から約 10年経過しており、データの蓄積は

十分と考えた。

2. TMRセンターにおける生産の仕組

みと高収益ゆとり酪農モデル

1) T M Rセンターと構成農家の生産の

仕組み

TMRセンターの生産の仕組みを見ると、

図 1で示したように、投入要素については、

土地は構成農家の持ち寄り、チモシーやオ

ーチヤードグラス等の牧草、とうもろこし、

労働は構成農家の経営主および後継者、雇

用、コントラクタ一、施設、機械はパンカ

ーサイロ、パンカーサイロ、ミキサーフィ

ーダ、ダンプトラック、濃厚飼料タンクで

あり、圧縮梱包機を所有していることもあ

る。飼料生産作業に用いるフォレージハー

ベスタ等については、コントラクターへ委

託しているセンターでは所有していないこ

とがある。

これらをもとに、牧草やとうもろこしサ

イレージを調製し、 1 さらには濃厚飼料と混

合して TMRを製造する。その過程につい

ては次の通りである。構成農家の土地を大

区画化し、フォレージハーベスタ等の大型

機械を用いて効率的に生産する。収穫した



TMRセンタ
投入要素 プロセス

J拘構成農家の持ち寄り 牧草

戸' 牧草(チモシー、オーチヤード、等) 一番草収穫およびサイレージ調製

とうもろこし 二番草収穫およびサイレージ調製

草地更新、尿または堆肥等の散布

じ歩持成農家の経営主、後継者
モアコンデ、イショナー、テッダ、レーキ、フォレージ

コントラクター
ハーベスタ等を利用

業者(運送会社、建設会社等)
パンカーサイロに詰め込む場合と、ロールベールに

する場合がある

施設 パンカサイロ
とうもろこし

機械 ミキサーフィーダ
耕起・播種

ダンプトラック
防除(除草剤散布)

濃厚飼料タンク
収穫およびサイレージ調製

(圧縮梱包機)
堆肥散布

フォレージハーベスタ等、飼料生産作業
プラウ、ブランクー、フォレージハーベスタ等を利用

に用しも機械を所有していない場合あり
パンカーサイロに詰め込む場合が多い

にの場合は、コントラクターのものを利
TMR調製

用)
サイロからサイレージ取り出し→ミキサーフィータe

濃厚飼料をミキサーフィーダ、へ搬入

その他 種子、化成肥料、農薬
ミキサーフィーダで混合→ダンプトラックへ搬入

/ 堆飼料肥設、ス計ラ(業リー者、、尿回 目 ペ 山

構成農家へ配達

/ ，. 
/ / 構成農家

1/ 投入要素 / プロセス

ケ 土地 TMRセ ンタへ供出 / 飼料給与

/卜背働構成農家の経営主、妻、そ持者、父母 TMRセンターが行うことあり

エサ寄せ

乳牛 経産牛(搾乳牛、乾牛)/ 搾乳
(パーラへの追い込み~ミルカー等の洗浄)

乳業会社の集乳

飼料 TMRセンタ より供搭

代用乳等 牛舎清掃

施設 牛舎 ふん尿搬出

機械 堆肥舎 ふん尿の切り返しおよび曝気

ミルカー

バルククーラー 発情発見→種付け(人工授精師)

ふフロんン尿ト搬ロー出ダ機等(バーンクリーナ等)
妊娠鑑定

事故牛、疾病牛の処置(獣医師)等

その他 敷料(麦稗、おがくず等)
乳検

マネージメント

図1 TMRセンターおよび、構成農家の生産システム
資料:聞き取り調査による。

注:荒木(2003)を参考に作成した。

生産物

T:tyrR 

生産物

生乳
子牛(雄等)

廃用牛

ふん尿

牧草、とうもろこしについては、バンカー

サイロに詰め込んだり、ローノレにする等、

サイレージ調製する。この作業に関しては、

構成農家出役に行う事例が多かったが、現

在はコントラクター委託している事例も増

えている。サイレージとなった牧草、とう

もろこしは、購入濃厚飼料等をミキサーフ

ィーダで混合して TMR調製し、ダンプト

ラック等で構成農家の牛舎へ運搬する。こ

の作業については、運送業者または雇用が

行うことが多い。

このようにして生産したTMRについて、
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需要者の大部分は構成農家である。構成農

高収益ゆとり酪農ビジネスモデルの2) 家外に販売することもあるが、近隣の不足

提示した酪農経営に補充する程度であり、少数

TMRセンターおよび構成農ここでは、TMRセンターのピジそれゆえ、である。

TMRセンタ一方家のプロセスを検討し、ネスモデ、/レを構築する場合、構成農家の経

式による高収益ゆとり酪農モデ、/レの提示す営についても検討する必要がある。そこで、

る。構成農家の生産の仕組みを見ると、投入要

TM  プロセスについて検討する。まず、素は TMRセンターから供給された T M R

Rセンターのプロセスには、粗飼料と購入ふミノレカ、の他に、乳牛、牛舎、堆肥舎、

濃厚飼料を混合して TMRを製造し、構成ん尿搬出機等の施設、機械、経営主、妻、

とうもろこ農家へ配達することと、牧草、これ後継者、雇用等の労働力などがあり、

しの収穫およびサイレージ調製等の飼料生らをもとに生乳が生産される。他に子牛、

産があるが、前者については雇用が行うか、ふん尿廃用牛、ふん尿も生産物となるが、

運送会社等の業者へ委託する等、 2006年以圃はTMRセンターにフィードパックし、

前においても、現在においても構成農家が場に散布される。

さらに、粗飼出役して行うことが少ない。TMRセンターと構成これらを見ると、

料、濃厚飼料の配合に関する飼料設計につ農家はどちらが欠けても運営が厳しくなる

いては、購入濃厚飼料を販売している飼料「運命共同体」的な関係にあり、前者を存

会社、農業改良普及センタ一等の関係機関続させていくためには、後者の経営を成立

TM  が行うことが多い。後者に関しては、させる必要があることが理解できょう。特

Rセンターがフォレージハーベスタ等の大センターから供給される T M Rの価格

型機械を所有し、構成農家の経営主、後継これの製造に要する費用と供給する乳は、

コントラクタ者等が出役して行う場合と、牛の頭数によって決まるため、構成農家が

ーへ委託する場合等がある注4)。

構成農家のプロセスについて見ると、配

達された TMRの給与については、 TMR  

離農によって欠けると残存した構成農家の

飼料費への負担が大きくなる注3)。それゆえ、

収益性の向上が求められるが、構成農家は

限られた労働力のもとで酪農経営を行って センターが行うことが多いが、牛舎の構造、

特に飼槽によっては、構成農家が行うこといるので、労働力的なゆとりも必要となろ

もある。他には、ミノレカを利用しての搾乳、TMRセンターを利用したう。すなわち、

ノ〈ーンクリーナ、スクレーパおよびフロン「高収酪農経営モデノレを検討するに当たり、

ベ
下

2
a
3
d
p
q金
三
房
長
怠
意
有
場
溜
通
唾
唱
温
掴

トローダ等によるふん尿の搬出、牛舎清掃、

ふん尿の切り返し、曝気等の敷料の補充、
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のである。
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発酵促進、発情発見、事故や疾病が起きた

場合の獣医対応、分娩対応、子牛管理の乳

牛の飼養管理作業があるが、これらについ

ては、構成農家の労働力、雇用を導入して

いる場合は雇用者が行っており、一般の酪

農家とほとんど変わりはない。

こうしたプロセスから「高収益」および

「ゆとり」を考察すると、確かに、構成農

家出役によって飼料生産作業を行うと、構

成農家は出役した分だけ労賃として受け取

ることが出来るため、金銭的負担は小さく

なる。だが、大多数の構成農家は家族経営

であり、限られた労働力の中で酪農経営を

行っている。その中から供出して飼料生産

作業を行うため、この時期は乳牛の飼養管

理作業が手薄な状態になりやすい。特に、

飼料生産作業は天候に左右され、作業と構

成農家の乳牛の事故、疾病が重なることも

ある。すなわち、構成農家にとって「ゆと

り」のない状況となる。実際には構成農家

の高齢化、労働力不足による乳牛飼養管理

への悪影響等により、飼料生産作業におけ

るコントラクターへの委託を希望する構成

農家が増えており、実際に転換したセンタ

ーも存在する。したがって、飼料生産作業

におけるコントラクターへの委託を前提と

した上で、「高収益」、「ゆとり Jを実現する

方法を模索する必要がある。

次に、上述を踏まえて、高収益ゆとり酪

農ビジネスモデルを提示する。モデルは図

2のとおりである。 TMRセンターに関し

ては、構成農家とコントラクターをパート

ナーとして、所有と利用を分離して一体的

に管理される超大面積の農地、自走式フォ

レージハーベスタ等の高性能な機械や施設

を利用した作業体系、配合飼料等の購入濃

厚飼料の低価格調達をリソースに飼料生産、

TMR製造、運搬等の活動を行っている。

このモデ、ノレの価値提案として、「①高品質

乳牛飼料の低価格販売と乳量増加による高

収益化」、「②飼料自給率向上=配合飼料価

格の影響緩和による高収益化」、「③構成農

家の機械装備負担からの解放による低コス

ト化」、「④構成農家の飼料生産労働からの

解放によるゆとりの創出」、「⑤構成農家の

労働のゆとりによる飼養管理の充実Jを挙

げる。①については、高性能作業体系で飼

料生産を短期間に行うので、適期収穫によ

る粗飼料の品質向上が、超大面積を短期間

で作業を行うことによる低コスト化が期待

できる。②については、日乳量水準が高い

場合、購入濃厚飼料の給与割合が高くなり

やすいので、とうもろこしサイレージ、地

域未利用資源の活用等による飼料設計の工

夫が必要となる。

③、④、⑤については、飼料生産作業に

用いる施設、機械は多額の投資を要するが、

酪農経営はTMRセンターの構成農家にな

ることによって装備する必要がなくなり、

金銭的な負担は小さくなる。また、飼料生

産作業をコントラクターに委託することに

よって、構成農家は出役する必要が小さく

なり、労働的なゆとりが生じる。こうした

ゆとりが生じれば、乳牛の飼養管理作業を
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TMRセンター
I~ートナー

事陣成農家

コントラクヲー

コスト繕造

主要活動

「ー一一ーーーー

飼料生産

農地管理

漫厚飼料購入

TMR製造・運搬

リソース
「一一一一一ー

所有と利用を分離

して一体的に管理

される超大面積の

農地

高性能作業体系

高性能設備

パイイングパワー

による配合飼料

の低価格調達

f低コスト飼料生産と低コスト飼料調達

1コスト上昇要因としての外部委託貨の培加

I~ートナー |主要活動

TMRセンター ||生乳生産販売

価値提案

高品質乳牛飼料の

低価格販売と乳量

増加による高収益

化

顧客との関係

受注販売

顧客の経営内容

のモニタリング

飼料自給率向上=

配合飼料価格の影 11チャネル

響の緩和による高

収益化 川組織内部流通

構成農家の機械装

備負担からの解放

による低;コスト化

権成農家の飼料生

産労働からの解放

によるゆとりの創出

構成農家の労働の

ゆとりによる飼養管

理の充実

ct構成員)

利益の流れ

日F -出来高販売

生乳生産量の増加

も可能

ゆとりによる経営

11戸士継続

組織系列

(内部チャネル)

コスト構造 |利益の流れ

顧客セグメン卜

個別酪漫経営

|顧客セグメント

指定集荷団体

(一元集荷)

誌 裏診療費や家畜共済働け金の低下 J 

4 飼料自給率上昇による配合飼料価格などの影響の緩

j和=経営の安定 t 
何一句会頭数での出荷由加1

L機械設備償却費の倦下

図2 TMRセンター方式による高収益ゆとり酪農モデルの表現型
資料:Business Model Generation (2010)掲載のrTheBusiness Model CanvasJを参考に作成。
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余裕を持って行うことができ、繁殖成績の

向上、事故、疾病等の予防が期待できる。

顧客は個別酪農経営であるが、大多数は

ノfートナーである構成農家である。すなわ

ち、 TMRセンターは組織内部流通なので、

低コスト化による利益をすべて構成農家に

還元する仕組みになっている。飼料生産作

業におけるコントラクタ一等の外部委託の

増加は、コストの上昇要因になる。だが、

構成農家の労働力に余裕がないため、外部

委託を抑えて出役で作業し、コストを抑制

するかまたは労賃獲得による金銭的負担の

緩和を図ることが難しいセンターも存在す

る。このような場合は、飼料設計の工夫に

よる低コスト飼料調達等、他の部分におけ

るコスト低下が課題となる。

構成農家に関しては、 TMRセンターを

ノfートナーとして飼養管理技術、労働力的

なゆとりをリソースに生乳生産の販売を行

うものである。顧客は指定団体としている

が、これは生乳の場合はこの団体への一元

集荷が原則となっていることによる。実際

には、指定団体から委託を受けた乳業会社

が集乳し、牛乳、乳製品を製造して販売し

て消費者の手に渡っている。いずれにして

も、 TMRセンターも構成農家も乳価に付

加価値をつけて、収益をあげるのは、現時

点において難しい状況にある。

こうした中、モデルの価値提案として「高

品質生乳の安定出荷j、「生乳生産量の増加

も可能」、「ゆとりによる経営の継続」を挙

げる。飼料が TMRになれば、飼料構成に

よっては個体乳量の増加が期待できる。そ

の反面、個体乳量が高まれば、分娩間隔が

延びる等の繁殖成績の悪化や事故、疾病の

発生等、飼養管理に問題点が生じることが

見られる。とはいえ、構成農家は飼料生産

およびTMR調製、給与作業に出役する必

要は小さく、労働的に「ゆとり」が生じる

ため、これをもって飼養管理作業に当たる

ことができれば、こうした問題点の緩和が

期待できる。

利益の流れとして「同一飼養頭数での出

荷乳量増加Jを挙げているが、これはTM

R飼料の給与によって個体乳量増加が期待

できることによる。コスト構造についても、

飼料生産および給与作業に用いる施設、機

械を所有する必要がなくなることによる機

械施設の減価償却費の低下、牧草サイレー

ジ、とうもろこしサイレージ等の自給粗飼

料の割合の上昇による購入濃厚飼料(配合

飼料等)価格の影響の緩和および経営の安

定が期待できる。

以上、 TMRセンターおよび構成農家の

プロセスを検討した上で、 TMRセンタ一

方式による高収益ゆとり酪農モデルを提示

した。飼料生産作業をコントラクタ一等、

外部委託する中で、構成農家が「高収益」

と「ゆとり」を実現するためには、自給粗

飼料の割合を高める等、飼料設計の工夫に

よる低コスト飼料調達、個体乳量の増加、

飼養管理の充実による繁殖成績の向上、事

故、疾病の予防が重要となる。これらに関

しては、 TMRセンターの構成農家のみな
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らず、一般の酪農経営にも当てはまる「酪

農の基本」である。とはいえ、 TMRセン

ターの構成農家になれば、飼料の調製およ

び給与作業に要する労働費が有料となり、

金銭的負担が大きくなるし、個体乳量が上

昇すれば、分娩間隔が延びたり、事故、疾

病に弱くなることがある。したがって、飼

料費をより低く抑える飼料設計、乳牛の飼

養管理の徹底が求められる。 T M Rセンタ

ーの構成農家こそ、こうした「酪農の基本J

の徹底が重要となると考えられる。

3. TMRセンター構成農家における高

収益およびゆとりの実態と工夫

1 )事例の概況

Aセンターは、 2003年 3月に構成農家 6

戸で設立し、同年 8月より飼料供給を開始

した農事組合法人である。オホーツク管内

の中でも畑作地帯である O町(斜網地域)

に立地している。施設、機械の装備につい

ては、パンカーサイロ 10基、飼料調製庫、

ミキサーフィーダ、事務所等はあるが、フ

ォレージハーベスタ等の収穫機械は所有し

ない。作業に関しては、とうもろこしの播

種、収穫、サイレージ調製、牧草の収穫、

サイレージ調製等の飼料生産作業の大部分

については、農協のコントラクターへ委託

し、 TMRの調製・配送等の日常作業につ

いては、町内の運送会社に全面的に委託し

ている。

構成農家数、扱っている耕地面積、構成

農家の飼養頭数、乳量については、 2008年

当時は構成農家数 6戸、構成員は経営者 6

名、後継者 3名、扱っている耕地面積は 343

表1 調査対象としたAセンターの概況
調査 構成 耕地面積 経産牛頭数 出荷乳量 耕地面積/
年次 農家 合計 牧草 と2もろこし IF当 u夏当 経産牛頭数
2008 6戸 347ha 282ha 65ha 528頭 88頭 4，989t 9，443kg 0.66ha 
2011 7戸 417ha 312ha 105ha 644頭 92頭 6，069t 9，651kg 0.64ha 

資料:聞き取り調査による。

表2 Aセンターにおける構成農家の経産牛
頭数および牛舎形体

単位:頭、戸

牛舎
調査
年次 一

明
上α

以

1

ム
.

~
一
唄

n
u
r
-

-
L
n
x
u
n
u
 

'
げ

K
E
-
-

2
~
頭

産
一
氏
以

経一

頭
満

叩
未

均平 FS TS 

2008 88 1 3 0 2 3 3 
2011 92 1 3 0 3 4 3 

資料:聞き取り調査による。
注1:牛舎のFSはフリーストール、 TSは従来型のつなぎ型牛舎を指す。

2:単位について、経産牛頭数の平均は「頭」、その他は「戸」である。
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ha (うち牧草 277ha、とうもろこし 65ha)、

構成農家の経産牛飼養頭数の総頭数 528頭、

出荷乳量 4，989t、I戸当たり平均にすると

経産牛 88頭、個体乳量 9，443kg、経産牛 1

頭当たり耕地面積は 0.66haであった。

これが、 2009年に従事者数が少なくなっ

た酪農家 1戸が新たに加わり、 2011年現在

は構成農家数 7戸、構成員は経営者 7名、

後継者 3名、経営者の父 1名の 14名である。

扱っている耕地面積は 417ha(うち牧草

312ha、とうもろこし 105ha)、構成農家の

経産牛飼養頭数の総数は 644頭、出荷乳量

6，378 t、1戸当たり平均にすると経産牛 92

頭、個体乳量 9，905kgとなっている。ここ

では、 150頭を超過している構成農家が 2

戸存在するため、経産牛飼養頭数の平均値

が大きい。経産牛 I頭当たり耕地面積は

0.64haである(表 1)。

構成農家の経産牛頭数規模を見ると、2008

年当時の 1戸当たり経産牛飼養頭数は平均

88頭であったが、 2011年度では 92頭に増

加している。その内訳を見ると、 100頭以

上の農家は 2戸から 3戸に増加し、うち 2

戸は 170~ 200頭と大規模である。他には

50頭未満の農家が 1戸、 50頭以上 80頭未

満の農家が 3戸(し、ずれも 55~ 56頭)と

変化はない。すなわち、経産牛 100頭以上

の酪農経営が新たに構成農家として加わっ

たのである。牛舎については 100頭以上の

農家 3戸は、すべてフリーストーノレ・ミノレ

キングパーラを利用している。 50頭以上 79

頭以下の農家のうち 1戸がこの牛舎にして

いる。他の 4戸は従来のつなぎ型牛舎を利

用している(表 2)。

労働力構成を見ると、農業従事者数は平

均 2.9名であり、 4名の農家が l戸、 2.5~ 3 

名の農家が 5戸、 2名の農家が 1戸である。

農業従事者数が 1名の農家と経産牛頭数

197頭の農家は、常勤雇用を 1~ 3名導入

している。経営主の年齢構成を見ると 60代

が 1戸、 50代が 3戸、 40代が 1戸、 30代

が 2戸である。 30代の 2戸のうち l戸が、

2012年度に経営移譲した農家である。 2011

年度まで経営主であった父は、現在も従事

表3Aセンターにおける
構成農家の労働力

構成

単位:全戸

単位 数値
平均 名 2.9 
l名 。

農業従 2名 1 
事者数 3名 戸 5 

4名 l 

E金 。
0名 5 
l名 。

常勤雇用 2名 戸

3名 l 

4名 。
30代 2 

経営主の 40代
戸

l 

年齢構成 50代 3 
60代 1 
有 3 

後継者 無
戸

。
未定 2 
f也 2 

資料.聞き取り調査による(数値は2011
年度のもの)。

注・農業従事者数、常勤雇用につい
てf1.5名の農家」はf2名の欄J
に、 f2.5名の農家」はf3名の欄J
に含めている。
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している。後継者について、有の農家が 3 家は、実際に出役を行う上において、搾乳

戸、未定の農家が 2戸である。他は委譲済 等、牛舎作業を行う時間になると、圃場作

み、経営主が 30代の農家である(表 3)。 業を止めて牛舎に戻る。牛舎作業が終了す

ると、再び圃場に集合し、作業を行う。す

2)飼料生産の外部化 なわち、 TMRセンターの圃場作業が各構

TMRセンターの作業には、飼料生産、 成農家の牛舎作業に影響を与えないように

TMR混合調製、構成農家の牛舎への運搬 している。

(飼槽への配餌)がある。ここで取り上げ

ている Aセンターは、一部をコントラクタ

一等へ外部委託している。そこで、構成農

家およびコントラクターと TMRセンター

の関わりを検討するために、それぞれの作

業分担について見ることとする。

飼料生産に関する作業分担は、表 4の通

りである。牧草収穫に関して、一番草はパ

ンカーサイロでサイレージ調製しているが、

密封作業以外をコントラクターへ委託して

いる。二番草はロールベールサイレージお

よび乾草に調製しているが、構成農家の出

役で、行っている。三番草は収穫していない。

とうもろこし収穫に関しては、除草剤散布

等の防除作業は構成農家の出役のみ、耕起

および播種は一部コントラクター委託、

部構成農家の出役で、行っている。収穫調製

作業について、パンカーサイロの密封作業

は構成農家の出役で行っているが、それ以

外の作業についてはコントラクターへ委託

している。

圃場作業における構成農家の出役につい

ては、中心は経営主よりも後継者である。

比較的重い疾病牛が出た場合、圃場への出

役を休んでこの牛に対応している。構成農

3) 高収益ゆとり実現への工夫

まず、 Aセンターの収益性について、 2008

年度と 2011年度を比較すると、個体乳量が

9，443kgから 9，651kgへ伸びているため、乳

代は 1頭当たり 93千円ほど上昇している。

その一方で、、飼料費は節減されているので、

当然ながら、「乳代 飼料費Jの大幅な上昇

表4 Aセンターにおける作業分担と

構成農家の出役

作業 作業者
構成員

出役

牧草(一番草収穫) 刈り取り コントアクター 無

パンカーサイロ 医藍 コントアクター 鉦

|集草 コントアクター 無

i箪丞込丞 コントアクター 無

動力 コントアクター 無
|運搬 コントアクター 無

サイ空蓋空白:鍾圧 コントラクタ 無

|タイヤ運搬 構成農家 有
密封 |シ-}-撃さ 構成農家 有

1タイヤ置き |構成農家 三王
牧草(一番草収穫) 刈り取り コントアクター 有

反転 構成農家 有

直草 |構成島安 査二
ロール梱包 |横成農家 有

構成農家 有

運搬 構成塵室 盈二
トウモロコシ |耕起 コントアクター 有

瞳種 コントアクター 三萱
墜草萱II散布 構虚皇室 有
|収穫 コントアクター 無

直搬 コントアクター 無

サイロ詰め1鍾圧 コントアクター 無

|ダイヤ運搬 構成農家 有
密封 lシーと盈主 1構成農家 査二

|タイヤ晋き |構成農家 有

ふん尿処理 堆肥散布 コントアクター 有

スフリ三監査 なし

資料:聞き取り調査による。
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および生乳 lkg当たり TMR製造費用の低

下と、収益性の向上が見られる(表 5)。こ

うした収益性の向上について TMR製造費

用から見ると、コントラクターへの委託費

を含めた労働費と配合飼料等の購入飼料費

に大幅な低下が見られる。特に、 TMR製

造費用における購入飼料費の占める割合は

6割と半分以上となっているため、影響は

大きいものと考えられる出}。

購入飼料費に影響を与える TMRを構成

する飼料について見ると、表 6で示したよ

うに 2008年の段階ではいずれの日乳量設定

においても、牧草サイレージ、配合飼料が

多く、とうもろこしサイレージは少なく、

地域で生産されているデンプン粕は利用し

ていなかった。これが、 2011年度になると、

とうもろこしサイレージの給与量が増加す

ると同時に、デンプン粕も活用するように

なる一方で、牧草サイレージ、配合飼料の

給与量が減少している。作付面積について

も、とうもろこしを 65haから 105haへ増加

させている。すなわち、とうもろこしサイ

レージの給与量の増加、およびデンプン粕

の活用によって配合飼料の給与量の低下さ

せる飼料設計を実現しているのである。

とうもろこしサイレージの給与量は、2011

年度においても日乳量設定 10kg当たり 4kg

程度であるので、これの給与量のさらなる

増加、配合飼料給与量の節約に伴う飼料費

の低下が期待でき、実際に実現している事

例が存在する注6)。だが、当センターの周辺

には、スイートコーン等の食用もしくは加

49 

工用とうもろこしを栽培している畑作農家

が少なくない。これらのとうもろこしがサ

イレージ用とうもろこしの花粉を受粉し、

食用もしくは加工用に適さなくなることが

あるため(キセニア現象)、サイレージ用と

うもろこしの作付を無制限に拡大すること

は難しい注7)。それゆえ、こうした条件を踏

まえて、とうもろこしサイレージが最大ど

こまで確保できるか、購入濃厚飼料と代替

可能な資源として何があるのかについて把

握した上で、飼料設計を工夫していくこと

が重要である。

次に、構成農家の飼養管理について見る

と、表 7で示したように個体乳量、分娩間

隔、除籍年齢の平均が、それぞれ 9，651kg、427

日、 5.6歳である。北海道平均 (8，908kg、434

S， 5.9歳)と比較すると、除籍年齢こそ短

いが、個体乳量は高く、分娩間隔も無理の

ない範囲注8)で短くなっている。個体乳量に

関しては構成農家7戸のうち 6戸が 9，000kg

を超過しており、超過していない農家もほ

ぼ 9，000kgと高泌乳化を実現している。除

籍年齢についても 6歳を超えている農家が

2戸存在する。以上より、飼養管理に関し

て、各農家が個体乳量を高く維持すると同

時に、分娩間隔を無理のない範囲で短縮し

て、無駄をなくす努力をしていることが見

て取れる。以上より、当センターでは「高

収益」および「ゆとり」を実現するために、

飼料生産作業をコントラクターへ委託して

労働的なゆとりを確保するのみならず、 T

M R製 造費用の削減するための飼料設計



表5 AセンターのTMR製造費用に関する
2008年度と2011年度の比較

経産牛1頭当たり
単位:円/頭、円/kg

科目
数値

2008 2011 

労
|外音r.委託費および出役への労働賃金 44.284 19.192 

働
固燃料費 11，166 11，399 

費
定修繕費 4，279 11，698 
費減価償却費 9，115 5，984 

固
運 機械リース料 10，644 28，529 

F正4己ー， 転 車輔費 13，228 17，678 

費
費 運賃 6，819 2，069 
等小計 55.252 77.357 

等
小計 99.536 96.550 

購入飼料費 289.069 268.331 

資 肥料・土壌改良剤 46，643 36，370 
材 その他(種子、種首、農薬等) 16，003 14，300 
費 小計 62.646 50.670 

その他 15.370 38.885 
費用合計 466.621 454.436 
乳代 683.685 776.034 
乳代一飼料費 217.064 321.598 
生乳1kg当たりTMR製造費用(円fu2 49.4 45.9 
資料:聞き取り調査による。
注1:単位については、生乳lkg当たりTMR製造費用が「円/kgJ、他は「円/

頭」である。

2: i乳代 飼料費」は乳代よりTMR製造費用を差し引いた値。

表6 Aセンターのでんぷん粕を活用

したTMRの構成
(日乳量10kg当たり飼料給与量)

科目 数値

351g設定 38kg設定
日乳量

2008年 2011年 2008年 2011年

牧草サイレージ(1番) 7.3 5.1 6.6 4.7 

牧草サイレージ(2番) 2 。 2 。
とうもろこしサイレージ 2.7 4.0 2.5 3.7 

乾草(ノレーサン) 。 。 。 。
圧ぺんとうもろこし 0.6 0.4 0.6 0.3 
ピPートパルプ 。 。 。 。
配合飼料 3.3 2.6 3.2 2.6 

大豆粕 0.1 0.3 0.1 0.2 

でんぷん粕 0.0 2.0 0.0 1.8 

その他 0.1 0.3 0.1 0.2 

合計 15.8 14.6 14.7 13.7 

資料:聞き取り調査による。

-50-



表7 Aセンターにおける構成農家の乳牛飼養管理

牛舎
経産牛 個体 出荷 分娩 除籍

構成農家 頭数 乳量 乳量 間隔 年齢

番号 設立以降
頭 kg t 日 才

の変更

A-l FS 生E 192 10，062 1，879 417 5.4 
A-2 FS 有 157 10，291 1，441 443 5.4 
A-3 FS 有 50 8，917 473 426 6.1 
A-4 TS 査正 40 9，771 402 431 6.3 
A-5 TS 査正 57 9，381 492 397 4.9 
A-6 TS 査E 48 9，139 516 456 5.5 
A-7 FS 鉦 100 9.996 866 417 5.4 

合計 644 6.069 
平均 92 9.651 867 427 5.6 
北海道平均 73.9 8.908 651 434 5.9 
資料:聞き取り調査による。北海道平均については、北海道酪農検定検査協会の

検定成績表による。

注:牛舎のTSは従来のつなぎ飼い牛舎、 FSはフリーストーノレを指す。

の工夫、飼養管理の充実を行っている。と

うもろこしサイレージ給与量の増加および

地域資源であるデンプン粕の利用による購

入濃厚飼料の節減、個体乳量の増加、分娩

間隔の短縮等、努力が施されている。今後、

TMRセンターを利用した「高収益」、「ゆ

とり」を実現するためには、よりいっそう

の飼養管理の充実、畑作地帯におけるサイ

レージ用とうもろこしの作付がどこまでで

きるかを見極めつつ、とうもろこしサイレ

ージ多給、地域資源の有効利用等の飼料設

計の工夫が課題となる注9)。

4. 結語

本報告では、 TMRセンタ一方式による

高収益ゆとり酪農モデルを考察し、提示し

た。牧草サイレージ、とうもろとしサイレ

ージ等の飼料生産作業をコントラクターに

委託する TMRセンターを対象とした。ま

ず、 TMRセンタ一方式による酪農経営モ

デルを、投入要素、プロセスじ生産物ごと

に整理した上で、 TMRセンタ一方式によ

る高収益ゆとり酪農モデ、ルを提示した。次

に、 TMRセンターの事例より、飼料生産

の外部化、収益性と飼料設計、構成農家の

飼養管理について整理し、この酪農モデ、ル

の実現に向けての問題点等を明らかにした。

「ゆとり」については、こうしたTMR

センターでは、飼料生産作業は委託したコ

ントラクター、飼料給与作業も運送業者も

しくは雇用が行い、構成農家が出役するこ

とが少なくなるため、構成農家は労働力的

に生じる。その一方で、これらの作業はコ

ントラクターや業者は行うため、当然なが

ら労働費として支払わなければならない。

ゆえに、金銭的な負担は大きくなり、「ゆと

りJはイ、さくなる。

こうした負担を軽減するためには、「高収

益」となる必要があるが、そのためには飼
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料費の低下、出荷乳量の増加が必要となる。

前者に関して、これまで圃場の大区画化、

大型機械の利用による効率的な生産によっ

て、飼料の生産費用の低下を実現してきた

が、さらに、とうもろこしサイレージの多

給および地域未利用資源の利用による購入

濃厚飼料の給与量削減等、飼料設計の工夫

が重要となる。後者に関しては、出荷乳量

増加の阻害要因である繁殖成績の悪化、事

故および疾病等、乳牛の飼養管理の徹底で

防ぐ必要がある。

特に、飼料を分離給与から TMRに変更し

た場合、個体乳量が増加する反面、発情発

見が難しくなって分娩間隔が延びたり、疾

病に弱くなることが多々見られるため、よ

りいっそうの乳牛の飼養管理の徹底が求め

られる。すなわち、「高収益」を実現するた

めには、飼料設計の工夫、乳牛の飼養管理

作業の徹底が重要となる。

TMRセンタ一方式によって高収益とゆ

とりを実現するためには、飼料設計の工夫

と乳牛の飼養管理作業の徹底が重要である

ことを指摘したが、これは、 TMRセンタ

ー構成農家のみならず、すべての酪農経営

にもいえる「酪農の基本」である。とはい

え、他の大多数の酪農経営とは異なり、飼

料給与作業および飼料生産作業において金

銭的な支払いを要するので、これを補うた

めにはよりいっそう収益を高める必要があ

る。さらに、現時点の経済状況の下では、

構成農家が脱落すると、他の構成農家の飼

料費に関する負担が大きくなる。ゆえに、

T M R構成農家こそ、「酪農の基本」の徹底

が高収益とゆとりの実現のために重要とな

る。

<;.主>

1)詳細は、杉戸ら (2013) を参照。

2)詳細は、荒木 (2005)、藤田・久保田・若林

(2013) を参照。

3 )残存した構成農家の負担を小さくするた

めに、飼養頭数増加という方法もあるが、

この場合は牛舎の改築、ミルカーの更新

等、多額の投資を伴うことがある。経済

的な条件によっては、投資額の回収のた

めに計画以上の飼養頭数増加を余儀なく

され、労働力不足、ふん尿の多量化等、

52 

酪農経営に大きな負担を強いることがあ

る。詳細は、藤田 (2000) (2009) を参

照。現在の経済的な条件を見ると、乳価

こそ上昇傾向にあるが、圧ぺんとうもろ

こし等の飼料も高騰しており、設備投資

を行うにはやや疑問が残る。

4)他に、 TMRセンターで雇った雇用者が、

飼料生産作業を行う場合がある。この場

合は、大型機械についてはTMRセンタ

ーで所有しているが、構成農家の労働力

が飼料生産作業に出役することは、ほと

1 



んどない。ただし、この方法について、

北海道では事例が少ないため、本報告で

は取り上げない。

5) 外部委託費を含めた労働費は、 TMR製

造費用の 10%程度もしくはそれ以下な

ので、本報告では分析の対象としなかっ

た。藤田・久保田・若林 (2013a)(2013b) 

によれば、他の事例も同様の割合を示し

ている。ただし、この事例では 2008年

から 2011年度にかけて大幅な低下が見

られるが、その理由については現在、調

査中である。特に、コントラクターの価

格の変化、飼料生産作業へ出役する構成

農家の人数、労働時間等についても検討

する必要がある。

6)藤田・久保田・若林 (2013b) は、ほぼ同

じ乳量設定のTMRを製造する 2事例の

製造費用を比較し、とうもろこしサイレ

ージを多給している方が低く抑えている

ことを明らかにしている。なお、とうも

ろこしサイレージ多給の効果について

は、藤田・久保田 (2009) を参照。

7) 食用もしくは加工用とうもろこしを栽

培している畑作農家が多い地域におい

て、サイレージ用とうもろこしを行っ

ている事例は存在する。この場合、キ

セニア現象を防ぐため、双方の開花時

期が重ならないように、品種の選定に

注意を払っている。

8)分娩間隔については、 400目前後が理想

的であり、これ以上短くなると牛体に無

理がかかると言われている。

9 )他の方法として、耕地面積の拡大による

飼料生産費用の低下がある。しかし、 T

MRセンターの立地条件によっては、こ

うした方法の実現が難しくなることもあ

る。実際に、ここで取り上げたAセンタ

ーが立地している地域は畑作地帯である

ため、地代が比較的高価であり、離農に

よって出てきた農地に対して、酪農家の

みならず畑作農家も獲得を希望する等、

「争奪戦」は厳しい。現時点において、耕

作放棄地が出てくる見込みは薄い。した

がって、さらに耕地面積を拡大し、より

多くの粗飼料を確保したり、さらなる作

業効率化によるコスト低下を図ることは

難しい。
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