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ポスト Tppの酪農経営戦略（3) 

細谷賢治＊

2. 3 酪農経営体を巡る動向

酪農経営体の動向を，（1）内部環境の強みと弱み，

(2）業務活動とその付加価値連鎖，（3）経営資源の差

別化要盟，（4）経営動向を， a.成長性， b.収益性，

c.生産性， d.安全性の視点から考察する。

(1）内部環境の強みと弱み

盟内酪農経営体の強みと弱みを表 3に整理した。

酪農経営体の強みと弱みを経営内部から術敵する。

強みは，政策保護を積極的に経営に活用する

ではあるが，①高水準の生産者乳価，②計師生産の

偲別割当量である。それぞれの要素を次に説明する。

①高水準の生産者乳価は，政策保護を背景に，国際

的に高水準の生産者平均生乳価格を実現している。こ

の高水準は日本を含めて国際的にも撞僅かである。

窃計聞生産害lj当量は，生産者団体の自主行為では

あるが，すでに多くの生産枠を確保する既得権主主者

には安定した収益基盤を与え，規模の経済性活かし

利益を生み出しやすくする。

次に，弱みは，①不安定な経営，②高コスト構造，

③低収益性，④f民生産性，⑤環境費用（糞尿処理）で

ある。それぞれの婆素を次に説明する。

①不安定な経営は，過大負債と過小自己資本である。

低い収益性に起因した設備投資・外部資金調達の単一

性が過剰な債務を生み，経営不安定性を高めている。

②高コスト構造は，農薬・肥料・農業機械の臨際

的寡占状態が価格を支配し，囲内では記合館料など

制度が価格盟定化を促す。また，生乳販売手数料・

生乳中間貯蔵施設までの輸送費・生乳検査費・

拡大負担金など外部経営資源、利用の費用も伺様に

作用している。

③低収益性は高い生産者乳価による収益と高コ

スト構造による費用との結果であるが，その誘悶は

低生産性である。

④低生産’f生は譲雑多義な酪農の業務活動，管理能

力の未熟さ，不通切な投資が資本生産性と

性を低位に安定イとさせている。

⑤環境費用は糞尿処理である。これは酪農において

唯一投資が収益に寄与しないために消極的投資姿勢

に陥ってしまいがちであるが，バイオマス発電の売電

など逆転の発想で強みにも転換できる。

(2）業務活動とその付加価億連鎖

酪農経営体内部の組織的経営資源の特長を， 1）そ

の業務活動， 2）業務活動の付加価値連鎖， 3）付加備

依連鎖の分離から明らかにする。

1）酪農経営体の業務活動

艶1設経営体の業務活動を国 5に示す。

酪農経営体の業務活動は多様で、多義に渡っており

かっ相互に関係性を持っている。則ち，プロセスとし

て成立している。

業務活動の特に酪農潤有の婆素を説明すること

でその特長とする。

明日用形態

単一作闘として農業を捉えると，向一経営が土地

利用型と施設利用型形態を内包する作闘は諮農に

差是 3 滋j長経営｛本の強みと弱み

強み

・世界最高水準の鹿内の生産者価格は国際的に最潟水 i不安定な経営
生産者乳他 殺にあり，優位な環境にある。

・計画生産下の傾既存生産枠は既得権主主化し，有利にコ・
別生産枠 スト削減に汚用できる。

・｛忌i奴主主性

－環境費煎
（糞尿処理）

弱み

j有利子負依が多く，自己資本は少ない。
不安定な経営状態である。

・諸制度利用等から資材倣が回定
高コスト構造を創り出す。

高乳俗による収益とi高コスト構造による費
用が，結果的に低収益性を生み出す。

業務活動の多様性，不十分な管理能力，
非効率な投資が低生産性を招いた。

環境投資は経営に後ろ向き。しかし，バイ
オマス発電により収主主線転換も有り得る。

本一数社団法人生物資援i活動化研究所 (Kenji Hosoya) 0369 5247 /14/¥500/1 g，合文／JCOPY
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関 5 多様な滋後経営体の業務活動

設定される。意図的な議会経営をi徐き， 7.KE!3作・畑作

など土地利用型形態か養蕗・ ど施設利用型形

態のどちらかで，酪、農のように粗飼料生産の土地利

用型形態と乳牛飼養の施設利F詩型形態が慌時に陪

一経営体内に存在するのは極めて希である。

Rライフサイクルまたは生産サイクル

乳牛i玄関一個体で、あっても，その成長に係わるライ

フサイクルや生産に係わる泌乳ステージの生産サイ

クノレによって，その業務活動の管理特性がまったく異

なる。例えば，育成牛は発育幽繰を，成牛は泌乳曲線

を想定すると分かり易いが，育成期の成長，郎ち増体

りを描き，その増体に応じた適切な

管理をする。その後の生成熟・生殖・分娩によって成

則ち搾乳が様始されるが，泌乳量がピーク

に遣するまでの泌乳初期は右肩上がりを，それ以降は

りを描く，この上昇期と下降期では明らかに

管狸方法が異なり，さらに生産休養の乾乳でも異なる。

ただし，これは儒体単位の管理である。経営体は通常，

乳牛を群で管理する。そして，生産開始時期は個体毎

に異なり，産次鋒の泌乳水準も異なる。

このニつの側面だけでも酪農の管理の楼雑化さ

せる要素の一例を示すことができる。

2）業務活動の付加倒領遠鏡

一般企業と諮農経営体の業務活動の比較，外部経

も合わせて図 61こ整理した。

支援活動をそれぞれ説明する。研究開発

や購貿は支援活動に含むこともあるが，生乳生産に大

きく影饗するので本稿では主要活動として取り扱う。
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a. 主要活動

まず，現業である主要活動である。研究開発は，

企業では基礎・応用研究の成果を製品化するもので

あり，酪農経営体で、は，①生乳製品の仕様設計，②

生乳製品を左右する新技街の調査・研究・開発が該

当する。前者は出荷する生乳の単位当たり産乳量や

成分を決めること，後者は家畜栄養，家畜改良，搾

乳，衛生などに関する技術・情報・ノウハウの調査・

研究・開発である。

仕様設定は，取号！基準に基づき出荷生乳の通年百

標値を決めることで経営計障の基礎的生産情報の

設定である。具体的には，牛群の産乳量と乳成分の

水準を定めることで，牛種・産次・分娩月の構成を

示す牛若字ボートフォリオ 19を決定することである。

新技術は，例えば家畜栄養では乳成分に影響する

新鏑料原料清報の龍査・研究や試用，サイレージ加

工・保存法技術，遺伝的改良では家畜改良事業団の

精液・受精卵情報や陪種の海外情報の調査・研究，

搾乳技術では新搾乳施設情報や搾乳方法新情報な

どがある。

外部経営資源、を活用する業務活動は，①生乳取引

基準，②生乳検査，③乳牛改良である。生乳取引基

準は，指定生乳生産者団体と乳業者が合理的に取り

決める。また，生乳検査も政策に連動した良質生乳

生産への貢献を躍い設立された生乳検査協会が

扱っている。乳牛家畜改良も 1950年家畜改良増殖

法による家畜改良や人工授精・受精那移植の制定的

恩恵、があり，正ド群検定も家畜改良の後代検定という

政策目的との連動で事業化され，家畜改良事業屈が

担っている。

このように離農経営体の研究開発における外部

経営資源の活用は，選択的というより制度的に利用

せざる得ない状況があり，それを経営単独で行うに

は勝大な資本が必婆になるために選択の余地はな

い。この業務活動の付加価値連鎖の特殊性が業務活

動相互の関係性が強い，または酪農産業の供給連鎖

の関係性が強障で、あるという意味である。

19ボートフォリオとは，金話会では安全資産と危険資浅の最適な絡

み合わせを，毛評議では企業が多偽化をする場合，複数の卒業若手

の総み合わせを拐す。本存者においても同様な窓味で用い，乳牛

ポートブオリとは，乳成分は経自寺的に変動するが，例えば，夏

季の基準成分を下回わるべナノレティ回避を呂約lこ複数の慶次・

分後月・血絞や牛寝室を考慮：した牛君卒者与成である。

このように酪農経営体の研究開発における外部

経営資源の活用は選択的というよりは制度的に

利用せざる得ない状況があり，それを経営単独で

行うには膨大な資本が必婆になるために選択の

余地はない。このような業務活動の付加価値連鎖 20

の特殊性が業務汚動相互の関係性が強い，または

酪農産業の供給連鎖の関係性が強盟であるという

意味である。

購買は，一般企業では，事業活動に必要な財・サー

ビスを外部から購入することで，酪農経営体では，

生乳生産に必要な生産財・サービスの調達である。

生産財は，フリーパーンなどの畜舎，ミルキング

ノミーラーなどの搾乳施設， トラクター・ロールベイ

ラーなどの輸送・収穫機械，配合飼料・輸入総銅料・

プレミックスなど飼料，粗館料生産に必要な種子・

nE料・農薬，予防薬品など生産財調達と搾乳などの

臨時支援のへ／レバー，粗飼料生産・闘場管理などの

コントラクター，完全栄養食館製造の TMRセン

ター，後継牛の銅育を委託する育成センターなど外

部委託するサーどス調達がある。財・サービスいず

れも経営体の店主的・選択的活用を前提にしている。

生産は，製造業では消費に必要な財・サービスの

製造であるが，酪農経営体では，その原料である中間

財の製造であり，乳牛から生手しを生産 21する搾乳と

なる。この生産には①直接行為の搾乳，搾乳に伴う

分娩・繁列車管理が包括される，②生乳の品賞を左右す

る搾乳方法や搾乳施設の保守衛生がある。

この業務活動は酪農経営者が純粋にその管理能力

を発揮できる。

物流は，一般企業では①生産・製造者から消費者

までの製品・商品の移動，②包装・保管・荷役・輸

送なども包括する。酪農経営体では，①保冷保管，

②中間貯蔵施設・乳業工場までの生乳輸送が該当し，

輸送には出荷持の色生乳出荷の計量，②成分検査試

料採取が含まれている。外部経営資源、の活用は，生

乳の①輸送と②出待に伴う計量・試料採取である。

生乳輸送は指定生乳生産者団体や系統農協に輸送

網が構築されて制度的選択である。

20本務の3義務活動の付加俄｛使途鎖の使い方は，バリューチェーン

と間畿である。

21生産とl立，自然・土地や原材料などからニーズを満たす財を作

る行為，またはそのプロセスを，製造とは，二次産業における

生産を特に原材料・部品を総立・加工することを指す。
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絞売は，一般会業も酪農経営体も商品を売ることで

ある。外部経営資源活用は，生乳叛売は指定生乳生産

者団体の一元集荷多元販売を制度的に利用すること

が多い。

維持管理は，一殻企業は販売後の購入者に対する各

種サービス特典の提供などであるが，酪農経営体は生

乳販売に対するメンテナンスが主体になり，それは①

生乳の試料・検査記録保管，②検査結果のフィード

パックの確認，③それに伴う休薬や疾病完治までの個

体単位の出荷制設など生産対応，④耳擦など（閤体認

識・血統受錬利用ということになる。また，外部経営

資源、活照は，生乳検査記録や一定期間の試料保管など

各地域生乳検査協会，血統登錬はホルスタイン登録協

会などがある。

b.支援活動

次に支援活動で、あるo これは組織の管理機能である

ので，一般企業も離農経営体も基本的iこ手掛裁機能や業

務活動がどこまで細部に分化しているか否かが問題

である 220 そして，一般企業では当初の未分化な少数

規模から出発して，事業の規模や範閤に連動した組識

機能や業務活動に縮分化される。酪農経営体は大部分

が家族単位の経営であるから，その機能や業務の範躍

がl綾味，あるいは未分化であること，場合によっては，

農事組合法人や株式会社など組織経営でも米分化が

り得ることが予概される。また，管理部門の業務活

動はその範囲が館別の経営体の主面談毎に多義に渡り，

次に区分する。

企画管理は，一般＇{t葉町ま，①事業運営に関わる企蕗，

＠各業務決済など特定業務管理である。離農経営体で、

も機能は同じだが，特に①生援と会計情報の連動させ

る言十数管理，その分析活ffl，②投資判断が重要になる。

外部経営資源、の活用は営農計画などで、農協営農指導

部門が支援関与することも多く，制度金融では法記、定

などの手続きに自治体の関与がある。制度的選択が多い。

財務は資金調達，会計は記帳と出納管理，総務は

行政手続き・社内庶務など，人事は従業員処遇・

22 2010年f没数センサスからf災紫綬’E主体の 98.2%は家談緩営の｛お

人宅葬祭主形態であり，手ilH漁法人形態は 1.8%である。うち会社法

法人が 0.53%であるが一人法人も含まれ純粋な組織法人は

0. 28%と後儀かである。また，会社法人の大部分の中小企議i立

総綴機能とその分化，芸義務内容と鐙閲の規定：こは未整備や淡題

も多い現状から捻察し，長建議法人の総綴機告をも未熟であると

予泌され，今後の法人化iこi盗塁主してき設備される必喜さがある。

が一般企業の組織機能になるが，離農経営体で

いはなく，その範酪や分化の程度に楚があるだけで

ある。外部経営資源は会計監査，納税計算申告，給

福利厚生サービスなどあるが組識の必婆に

応じて選択的に活用可能である。

そこで，酪農経営体の付加価値連鎖を次に整潔する。

①酪農経営体の業務汚動は単独では解決が及ば

ない制度的な外部経営資源が多く，それを経営体単

独で行うには膨大な対価を要する。

②酪農経営体が単独で付加価値を生み出せる

活動は主要活動の購買と 支援活動では企酪

管理である。この業務活動での利益拡大は規模の経済

性を追求するコスト削減の巧拙が大きく影響する。購

買では調達の規模や調達サービスの質，生乳生産での

独自の創意工夫が付加価値の源泉になる。

③酪農経営体では付加価値を生む業務活動の選

択（業務活動の分離）が必要である。このこと

における事業ボートフォリの必要性の根拠となる。

3）付加価値連鎖の分離

付加価値連鎖、検討の結果，外部経営資源に依存す

る離農経営体が独自に付加価値を生み出す活動は，

購貿と生手L生産であることを明らかにした。また，

業務活動が多穏多識な－ti，家族経営形態では，労

働力が生産性を制眼する側関もありえる。このよう

に労働力と業務活動は生産性や収益性に強く関係

している。

したがって，付加価値連鎖の分離（経営機能の分

化）の方向性は，終買を含む生乳生産の選択と同時

にその他業務活動の分離とし、う結論になる。

ここで，ポスト TPPシナリオに戻り，付加価値連鎖

の分離を考えてみよう。乳価が高い飲用向け産地かっ

主要消費地を控える都清県と政策崩成を受け加工向

け産地の北海道では，隠じ生事L生産への集中を翠択し

ても，新しい南北共依存関係から都府県は育成を外部

経営資源、に依存できるが，北海道は育成を内製化する

必要があるため外部依存できない。それは，加工向け

は政策助成を受ける代わりに乳価が低い，それを補う

ために牧子牛や初妊牛の個体液売を収益に組み込む

必要があり，直近牛乳生産費統計の粗収益に占める個

体販売など副産物収入は北海道が 12%と突出して高

く，その他の都府県は一律半分以下である。つまり，

搾乳素牛供給地北梅道の経営体が自

応じて個体販売する状況では，
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まで育成を分離で

きない。なお，都府県でも育成の内製化は可能だが，

－銅料調達・議長長処理・他就労機会費用など

費用増加要国 より大きく鱗貨や預託

方式を選択している。

ポスト TPPシナリオから付加価値連の分離，員ljち，

への集中と育成

の経営戦略上，非常に大きな意味を持つことになる。

そこで，育成・搾乳業務の分離をより具体的に説

明したい。乳牛の僧体単位の手IJ誌を増加させるには，

g収議増加か②費用減少の二者択一である。通常，

窃収益増加は追加費用を容認して僻体単位の産乳翠；

｜き上げる高泌乳化を，⑨費用減少は増頭に

よって規模の経済性を効かせることである。大多数の

家臨経営は労働力制認のなか家畜改良技能利用を連

させた高泌乳化で高い成果を上げている。

繁殖成績を劣化させている。この原田はl頭から l乳期

に2万 kgをも産乳する高泌乳化にあって泌乳初期の

飼養管理に問題が発生しており，産乳に栄養が援先的

に充足され生殖に栄養が十分に行き届かず発f吉田帰

が遅れ次田妊娠が還延するのである。つまり，経営的

トレードオフの関係にある。

再び，ポスト TPPシナリオに戻り考える。脊成と

搾乳を分臨すると， 1乳期の皮乳量が増加する 4

までは適宜，外部から更新キ供給を行うと，このト

レードオフ関係が一定範閤無視できる。員ljち，飲用

乳向け産地は育成と搾乳の分離によってトレード

オフ関係の呪縛から逃れられるが，加工乳向け産地

は低い乳価の締域機能の僧体販売を分離すること

になり，夜接減収につながる。しかし，育成を内製

イじすればこのトレードオフの関係から逃れられな

えている。最近の牛群検定成績の王手

と都府県｛底を比べても，このこと

が瑳解できる。また，仮にこのトレードオフ関係を

超えられたとしても多額化による規模の経済性追

求が加わり，利益を上げる行為はより譲雑化する。

次に，付加依｛疫連鎖の分離の展開を生乳生産以外

のその他業務活動から検討する。

は，古くから粗館料生産の収穫機械共

同利用・冠婚葬祭持の搾乳作業代行のへノレバー制度

など業務活動の外部経営資掠の活用が行われてき

たが， もビジネス的にもその受託を行う

には不十分なもので、あった。近年は粗飼料生産や餌

料生産を含む食簡製造配送の TMR生産の外部委託

が必要性に追られ一定のサービスを行うようであ

る。今後も酪農経営体に有用な外部経営資視の活用

機会が必要きである。そして，この付加価値連鎖の分

（経営機能の分化）は酪農ベースにした，次のよう

な新しい地域ビジネスを商業的に実現するだろう。

①自由化によって紙下する生産者乳価に対応した

大規模な生乳生産に特化したギガファーム 23を必然

化し，一方，再生康不可能な乳価から離れて育成に

特化した初妊牛生産を商業イとし，生産者・農協・

畜商など競合する事業を行うようになる。

酪農経営の機能分化がさらに進行すれば，

養lほに起きたインテグレーションのように乳業者や

どが資本参加・人材提供を伴う大規模な

。それは手IJ寄調

係者に利益を提供する可能性が高い。

②生E王者の棺互扶助的な粗飼料生産詰負業から

粗飼料生潔販売会社へと商業的犯館料生産事業へ

の転換，委主尿処理をバイオマス発電に綜換する地域

と関連する汚水浄化再手I]

と粗飼料生産請負複合

る TMR事業などの既存事業を

商業的に組み合わせて新たな事業が地域；こ誘発さ

れる。例えば，バイオマス発電事業は欧州、｜

農家が地域の発電事業者となり資産収益を超える

売電収益を得ている事：併もあり，収益に寄与しない

・汚水処理を収益転換できるバイオマス発電は

生乳生産に必須の電力・水資擦を自給する地産地消

の選択肢を提供する。

③ロータリーパーラーや搾乳ロボットなど搾乳

施設供給者が従来の販売やりース活用に加えて，

どで普及したオベレーター付き，または，

オベレーターに施設メンテナンス機能を付加した

など新たな業態を誕生させ地域に新た

と働き方を創造する。

23ギガファームとは，本主義では経営形態と長可愛夏員数綴撲で定蒸し

関内iこ複数i祭場を所有する目立牛 l万里震以上を餓愛する金三選裂露3

,i急経滋｛本を指す。現状滋淡の I燦綴き当たり去を大長帯三菱ilJi数l土

l, 500～2, 000務規燦ぞと篠認でき，経営技術lこi議室治した地域別経営

潔奪還をf活かした長義務ボートフォリオを怒主主すると1iJ能伎がある。
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地域のこのような事業展開は或存産業にも大きな

影響を及ぼす。例えば， TMR事業の普及は配合銅

料産業での乳牛用配合飼料の位置づけを大きく変

えるかもしれない。とやは鶏・綜と異なり反綿腎を持

ち粒飼料が必要なために配合餌料のみではその胃

袋を独点できない。その上，経営規模の零細性から配

合銅料消費量が少なく製造ロットが小さくなりやす

い，さらに，加工形状が差別化のためベレット＆フ

レーク，へイキューブ・ピ…トベレットの粧飼料入り

などと加工度が高い。このことから従来，乳牛用記合

飼料は小ロット・高加工度が製造の規模の経済性を効

かせ難く，魅力に欠く製品（市場区分）で、あった。

しかし， T拭R事業体が；治資力を篠保する，または

大嬰育成事業体が主主場するなどにより，

流通の典型であった日常乳用ミルク，あるいはミネラ

ル・ビタミンプレミックスやバイパスj樹脂などの特

殊飼料がトランスパックや配合銅料輸送蕊で、の流

通を可能にして製造・流通コストを改善できるので

ある。これは，乳牛用配合館料が，豚・鶏主主のロッ

トと問時に高付加倣値製品を大ロットで製造・

できることを意味しており，産業の新たな収益搬に

なる可能性も十分に期待できる。

このように離農経営体の付加価値連鎖の分離

営機能の分化）は，特化する生乳生康のみならず，

分離する業務活動においても成長可能性が期待で

きるのである。
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