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緒 盲

水田におけるイネの飼料利用は，行政的支援策に裏付けさ

れ， 2000年頃から栽培面積が拡大してきた。とくに稲発酵

粗飼料(イネ WCS)は， 2010年の戸別所得補償モデル対策，

その後の本格的な実施によって，作付面積は急激に拡大して

いる(図 1，東北農政局 未公表，農林水産省 2010，農林水

産省 2011，農林水産省 2012，農林水産省 2013)。

これまでイネ WCSの生産は，耕種農家と畜産農家(耕畜)

が共に園場条件や栽培条件を直接確認することが可能な地域

内での相対取引が主流であった。しかし作付面積の拡大によ

り，現在では耕畜がお互いに直接確認できない，いわば顔の

見えない流通が拡大してきた。

本稿では広域流通を第一義的にこのように耕畜が直接確認

できない流通として捉え，広域流通の実態を述べるとともに，

その成立要因を考察する。なお，広域流通の付随的な特性と

して距離的に遠方になる傾向にあるという点にも考慮する。

材料と方法

ここでは，まず統計資料により水田と畜産の観点から東北

の特徴を述べるとともに，先駆的に広域流通に取り組んでい

る宮城県農業公社(現在は，みやぎ農業振興公社)の事例を

*連絡著者 (correspondingauthor) : fuji@affrc.go.jp 

一部は日本草地学会第 70回発表会 (2014年3月)において発表。

もとに，その実態をみる。つぎに，公社のイネ WCS利用者

である畜産経営に対するヒアリング調査結果を紹介する。以

上をもとに，広域流通モデルを示し，その成立要因について

考察する。

結果と考察

1. 牛飼養と稲発酵粗飼料の東北の特徴

ここでは，東北地域のイネ WCSの需給に関わる畜産と水

田の状況について簡単に述べる。

まず，需要側である畜産について，都府県の地域別に，市

町村単位でみた水田率別に乳牛と肉用牛(繁殖，肥育)合計

の飼養頭数を示した(図 2，農林水産省大臣官房統計部

2013a)。東北，北関東，九州において飼養頭数が多い。他地

域に比べた東北の特徴は，牛の飼養は水田地帯，なかでも水

田率が8割以上の地域に多いことである。東北では，とくに

繁殖牛において典型的であるが，水稲と結びついた少頭数飼

養による複合経営が比較的多い。これに比べ南九州は圧倒的

に田畑地帯での飼養が多くなっている。

牛の頭数の推移を東北と九州で比較した(図 3，農林省経

済局統計調査部 1969，農林水産省経済局統計情報部 1981，

農林水産省経済局統計情報部 2009，農林水産省大臣官房統

計部 2013b)o80年代までは東北，九州とも増加してきたが，

本研究は，農林水産省農林水産技術会議委託プロジェクト「自給飼料を基盤とした国産畜産物の高付加価値化技術の開発J(201O~ 

2012年度)によるo
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図 3. 牛 (乳牛+肉牛)飼養頭数の推移 (東北 ・九州)

資料。畜産統計(農林省経済局統計調査部 1969ほか(本文参照)).折れ線(右軸)は， 1992年を 100とした比率.

90年代に入ってから九州では頭数を維持しているのに比べ，

東北は減少の一途をたどり， 2013年にはピーク時の 4割減

になっている。

この減少には，東北では基本的な問題として，先に述べた

水稲と畜産の複合経営が比較的多いことが影響している。図

4 (農林水産省大臣官房統計部 2012)に示すように，水稲作

付 2ha以上層でみると，米価下落等により 1980年代までは

米 10a当たり所得が 8-10万円水準であったも のが， 90年

代以降減少を続け， 2010年にはわずか 2万円前後にまで大

幅に低下している。このため水稲と繁殖牛で成り立っていた

複合経営の収益性が悪化している。近年，子牛出荷頭数が

減って子牛価格が高騰しているが その原因として口蹄疫や

原発事故の影響のほかに，東北の場合には上述のような事情

が根底にあると考えられる。

次に，供給側である水田面積を見ると (図5，農林水産省

大臣官房統計部 2013a)，東北は全国の中でフk田の絶対面積

が大きいばかりでなくその大半が水田率8割以上の地域に存

在する。水田地帯に牛が多いため(図 2)，イネ wcsの普及

も早く ，地域内で利用されてきた。

しかし水田面積が絶対的に大きいこと，また，前述の牛

の頭数の減少で，イネ wcsが過剰生産に陥る可能性がある。

以上は全国的-マクロ的に見た東北の状況であるが， 同様

に，全国の各地域でこうした需給のアンバランスが生じる場

合には，イネ wcsの広域流通(顔の見えない流通)が必要

となってくる。

2. 宮城県農業公社の広域流通の取り組み

宮城県における wcs用イネの作付面積は，東北地域の中

でも伸びが著しく (図6，東北農政局 未公表，農林水産省
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資料宮城県農業公社資料
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図 8. 宮城県におけるイネ wcs生産販売フロー

2010，農林水産省 2011，農林水産省 2012，農林水産省

2013) ，これには公社の取り組みが大きく貢献している。公

社は 2001年に県内一円でイネ wcsの収穫調製作業受託を

開始し当初数年間は県内の栽培面積の過半を収穫していた

(図 7)。その後イネ wcsの普及に伴い県内各地での組織や

集団による収穫面積が増えたが，現在でも公社受託面積は県

内の約 4割に及ぶ。2004年からは自社牧場利用向けへの販

売斡旋を始め，さらに，翌 2005年にはこの販売斡旋先を県

内外の一般の畜産農家にまで広げた。

この結果，宮城県では現在，耕種農家で栽培されたイネ

wcsは，地域のコントラクターや公社によって収穫，製品

化された後，県内外の畜産農家へ流通している (図 8)。公

社の収穫調製受託分には 4つの流れがある。すなわち図 8の

とおり，①既に耕種農家と畜産農家の聞で利用契約がなされ
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て直接流通し，公社は収穫作業のみを行うもの，①公社が販

売斡旋し県内に流れるもの， ③同じく販売斡旋で県外に流れ

るもの(県外への販売斡旋は公社のみが行っている)，そし

て④公社の自社牧場利用である。これらのうち，直接流通の

①を除いて，公社が販売斡旋するものは自社牧場での利用を

含めた②①④である。ここではこの販売斡旋の部分を分析の

対象にする。

公社が収穫調製作業を請け負ったイネ wcsのロール数の

推移を図 9に示した。全収穫ロール数は，販売斡旋を始めた

2005年からの 5年間で約 5倍に増加しそのうち上述②③

④の販売斡旋のロール数は約 7倍に伸びた。販売斡旋が収穫

作業受託の増加に大きく寄与し特に県外流通は 2008年に

大幅に増加した。注目すべきは自社牧場への販売量割合が販

売斡旋が急増した 2008年以降 常に全体の 2~3 割と一定割

合を占めていることであり，この点は後述する。

3 大口の畜産経営利用者の利用状況と公社の稲 wcsに対

する評価

2010年時点の販売斡旋の相手を利用ロール数別にみると

(図 10)，件数では小口の取引が多く 200ロール以下が 75%

を占めるが， ロール数では 200ロール超の大口取引が 80%

と大半を占める。ここでは，利用の中心である年間 200ロー

ル以上を購入する県外の大口利用者6事例の調査により公社

のイネ wcsを利用する理由や評価等について考察する。

各事例のイネ wcsの利用実態を表 lに示した。畜種は，

乳牛， 繁殖肉牛，肥育肉牛のいずれにおいても利用されてい

る。イネ wcsは冬から春の聞に給与する場合が多く，公社

のものは特にその傾向があり需要者側には品質劣化への配慮

が伺える。また，輸入乾草など購入飼料の代替として公社か

ら購入を始めたものが多い。公社からの購入以外に，周辺地

域や他地域からもイネ wcsを購入するなど，複数の飼料調

達先をもっている。

公社の利用を開始した理由は，自給飼料の不安定性や不足

を指摘するものが多く，規模拡大に応じた自給飼料確保がで

きていないことが背景にある。利用のき っかけは，公的機関

主催の研究会への参加や畜産農家同士の口コミなどで，すで
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図 10 販売斡旋ロールの取引規模別にみた件数とロール数。

2010年自社牧場を除く 太枠内は200ロール超を示す。

資料。宮城県農業公社資料

に確認された実績があったことが利用開始を促している。公

社のイネ wcsに対する評価を表2に示した。「晴好性はよ

いJ， I品質はよいJ， I問題ない」と総じてプラスの評価で

あった。公社では，全ロールに対して，収穫日，品種，圏場

のある地区名などを記したラベルを貼付しているが，それに

対する評価は，I安心感があるJ，I特に気にしないがラベル

自体が品質保証になる」と受け止められている。

価格や公社の位置づけに対する評価を表3に示した。価格

については輸入乾草やワラなどと比較した上で購入を判断し

ている。また，イネ wcs給与に関する畜産経営に対する助

成金 (稲発酵粗飼料給与確立事業)込みの価格を前提として

おり，助成金が削減されれば今後の購入を取りやめるとして

いる。なお，その後，当該助成は廃止されている。東北 6県

の内 4県で 2012年から2013年にかけてイネ wcs栽培面積

が減少しているが(図 6)，この廃止の影響によるものと考

えられる。

価格について付言すれば，現在，県内では庭先価格は運賃

込みで一定価格であるのに対して，県外では運賃について運

送会社との交渉結果を反映し調査対象 6事例に限れば遠距

離になるほど高い傾向がみられる。そのため，調査した遠方

の事例では，公社のイネ wcsは品質やサービスに問題がな

いとしながらも，地元でのイネ wcs生産開始や畜産農家減

少で地域内の飼料供給に余裕がでてきたため，公社のイネ

wcsについては高価格を理由に購入を中止する事例も出て

いる(事例⑥)。

公社のイネ wcsに対する全体的な評価として， 自給飼料

の不安定性を補い，追加注文にも応じてくれるとし「継続

するうえで重要なのは品質と量の安定性」など，まとまった

量で一定品質のものが安定的にしかも閲時供給される点を高

く評価している。また，信用に関することでは，県の公社で

あり公的機関であることへの信頼，数をこなしていることや

実績への信頼感が示された。

4. イネ wcs広域流通の成立要因

ここでは，以上の畜産経営の調査で明らかになった広域流

通に対して求められることがらと 公社の実際の取組を照合
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表 l 公社の稲 WCSを利用する畜産経営の利用状況.

事例 利用経緯

公社から WCS給与時期
給与畜種

他の粗飼料基盤 利用開始理由

の購入 WCS 公社の
山 など

ローJレ致 全体 WCS

何に

代替

したか
自給 購入 飼料不足 その他

① 500~ 

② 500~ 

乳牛
通年

給与

乳牛育成 ~5 月

春先

同左

輸入飼料 自給飼料

CS 

増頭によ GS 

る ロール

乾草

繁殖母牛 (肥育時 WCS

③ 200~ (以前肥 ~7 月 同左 稲わら・ (予乾)

育前期) 濃厚飼料) 乾草

④ 200~ 乳午育成 ~5 月 岡左 購入乾草

⑤ 200~ 肥育後期 通年 前半 輸入乾草

⑤ 
200~ 

繁殖母牛 ~2 月
(中止)

同左
自給牧草

輸入乾草

CS 

GS 

GS 

CS 

地元産

WCS 

WCS 

稲わら

輸入飼料

稲わら

WCS輸

入飼料

-自給飼料増産シ
'WCS利用

ンポ(すべてデー
の裾野拡大

タあり安心)
・過剰生産リ

-県の農業公社なの
スク回避

で信用

・宮城や関東で給与

結果等の情報

預託牛増 ・試験的給与で問

頭による 題なく，補助金

飼料不足 もあり

自給飼料

基盤弱い

自給粗飼

料不足

地元で

WCS調

達困難

-直接公社に連絡

とって，購入開始

-近隣で開催の勉強
A 
Zミ

-県畜産農協の取

組，近隣利用者

情報

・構成員農家から要

望

-全農県本部に打診

.やっているうちに

評価

輸入牧草より ・畜産仲間の口コミ

安価 ・畜産仲間が使用

-畜産仲間からの勧

め

-使ってみたらよ

かった

①の公社の WCSの給与時期は，一部追加ラッピングして夏まで利用.

CS:トウモロコシサイレージ. GS:牧草サイレージ目

させ，また，その中に必要とされる技術を位置づける。そし

て，広域流通システムのモデルを示し，その成立要因につい

て考察する。

畜産経営は公社に対して. 1大量(ロット).一定品質，安

定・随時供給」を強く求めていることが示された(図 11)。

これは青果物卸売市場流通での量販庖のニーズによく似てい

る。これに応えるためには，青果物卸売市場と同様に，取扱

量の大量化が必要になる。公社では，大量のイネ WCSの保

管配送拠点として 7 カ所のストックヤード (1000~4500 ロー

ルを一時保管)を備えている。また，取扱量を増やすには耕

種農家の参入を促進する必要があるが，そのため公社は，収

穫調製作業受託を行い，収穫機械の台数を大幅に増やして(図

7) .イネ WCSに参入する広範な耕種農家の機械投資を不要

とするとともに，販売斡旋により，耕種農家の販路探索を不

要にしている。収量や品質を問わない面積割りの助成金制度

は，これを促進した。

この結果，生産者の増加は多様な栽培農家を含むこととな

り，品質面でのパラっきにもつながりやすい。その中には雑

草混入やハンドリングの過程での穴あきなど，広域流通には

のらないが，実際の給与には支障のない製品 (1格外品J)が

一定割合で発生する。公社ではこれを自社牧場での繁殖牛用

として利用し(図 9).廃棄はほとんどないという。

このように「格外品」を広域流通からいわば隔離すること

で，広域流通品の品質の水準を一定以上に保つことが可能と

なる。この「格外品」を受け入れる部分は需給の微調整も含

めてバッファ部門として位置づけられる。ただし，バッフア

部門の受け入れには限界があり. 1格外品」を減らすための

品質向上は重要となる。

品質のパラつきや一定割合の「格外品」の発生は，一方で

は以下の影響を及ぼす。すなわち，先ほど，青果物卸売市場
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表 2. 公社の稲wcsを利用する畜産経営の稲wcsに対する評価.

公社の稲wcsの評価 ラベルについて
事例

晴好性 品質 その他 安心 その他

• p香好性よい -細断型は使い勝手良 -安心料となる.

① 
-輸入乾草に慣れな い. (TMR供給) -安心して使ってもら

い午も食べる -刈り遅れの方が保存性 うのに一番よかった

よい.

-晴好性良い -品質がよい. -ラベルはいちいち見

② 
-夏まで置かないか ないが事故あったと

ら傷みもない. き安心.

-証明書として安心感.

③ 
-よろこんで食べる. -品質的に問題ない. -細断型は長持ちするー -ラベルは気にしていな

し、

-食いつきが非常に -育成にはもってこ -添加剤入れるのは評価 -安心.商品証明とし -公社のためによい(ク

良い. 、ぜ、 できる. て. レームきたとき)

④ 
. 1可の心自己もない. -さらに包装資材きちっ . 1ロールず、つ貼ってあ

-品質がいい. と巻いて欲しい るのはすごくいい.

-今はラベルなくても信

用.

-肉質への影響を考える -ラベルは気にしない

と刈り遅れの方がい -刈り取り日情報あれば

⑤ It、 lt'ltミ

.wcsは価格ほどには

価値はない.

-晴好性いいー -物は非常に良い. -繁殖については問題な -ラベルは気にならない.

⑥ -食い込みいい. It'. 

流通でのニーズに似ると述べたが，青果物との相違点，すな

わちイネ wcsの特性への配慮が必要である。

特性の lつは，収穫直後の段階で梱包するために，青果物

の選別のように，収穫後の流通段階で評価・格付けすること

ができないことである。そのため，収穫調製段階(圃場)で

雑草の混入や熟度の情報を把握しておく必要がある。それを

担うのがコントラクターであり，公社でのヒアリングでは公

社の現行のシステムにとって，単に作業面だけでなく情報把

握の面からもコントラクターは不可欠であるとしている。こ

こでは品質情報を的確に把握する品質評価技術が求められ

る。把握した情報を流通担当者・実需者に伝達する必要があ

る。公社では， ラベル作成・貼イ寸によってこれを行っている。

それを正確に効率よく行うための情報伝達技術が求められ

る。

特性のもう lつは，価格に比べてかさぼるため流通経費割

合が高くなることである。付言すれば以下のようである。例

えば，広域流通が一般的になっている青果物の場合，小売価

格に占める運送費の割合は約 9%である(農林水産省 2008)。

これに対して，イネ wcsでは，鵜沼 (2010) によれば，

270kgロールを平均 19.3ロール/回で，地域内で運搬した場

合，平均運搬距離が11.5kmで lロール当たり運搬料金が約

350円， 63kmで 1000円になると試算された。 300kgロー

-何か問題あったときに

はあればいいだろう.

ルでは，それぞれ390円， 1110円になる。これを公社の県

内畜産農家庭先価格 4300円/ロールに適用した場合，庭先価

格に占める運搬料の割合は， 11.5kmでは 9%，63kmでは

23%になり，青果物に比べて格段に高いことが分かる。また，

森高 (20l3)は，公社の例から，ストックヤードを経由した

場合には，ロール販売価格に占める物流経費は 6割を超える

としている。

この特性は，不良品が生じた場合には代替品輸送にも大き

な手間とコストがかかることを意味する。そのためには不良

品を生まぬように品質管理が重要になる。ここでも，公社は

コントラクターによる情報把握とラベル貼付によってその伝

達に努めている。ここでは，品質評価技術，品質向上技術が

求められる。

公社の事例をもとにした以上の検討から，耕種農家，畜産

農家との関係の中で広域流通組織の基本的構成要素とその果

たしている機能をモデル的に示した(図 12)。基本的構成要

素として，①コントラクタペ②バッファ部門，③ストック

ヤードが位置づけられる。①コントラクターは耕種農家の機

械投資を不要とし，生産現場の情報把握とその蓄積により生

産量や品質の予測ができ，畜産農家からの注文に応えること

が可能となる。また，収穫調製作業受託による作業料金が公

社のイネ wcsに関わる事業の採算性を支える基本部分を形
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表 3 公社の稲wcsを利用する畜産経営の価格や公社の位置づけに対する評価.

公社の位置づけ・評価

品質，量 信用など
事例 価格

-地元産と同価格。

輸入飼料との天秤

-単価を重視する 品質は

次 (ただし Aランク)

-預託料の範囲内で経営す

る必要

① 

② 

助成金

-生産者助成金が 6万円/ 注文したら買える，面積キャ -少なくとも県の公社なので(信

lOaになったら減る パ大きいので応えてくれる 頼ある，ウソではない)

-今，裾野を広げるために ・裾野広げるための安定供給 個人取引は問題になったとき

会
み

ト」

'し

る?

で

右

つ

に

な

、ド
s

ノ
¥

る

ッ

な

い

ヵ

も

て

金

子

つ

附
削
減
百

や

補

元

う

ソース大口のパートナー にあとつきあえなくなる

-うちのような大きなところは 実績あれば信用も出てくる

大きな相手でないと対応でき ・継続できる保障があることが

ない 必要継続も信用のうち

・これだけ集め られるところは ・公社は先駆者，地元のコント

公社以外にない ラの先輩.

-他の産地は品質よいものを量 ・ラップなので中身見えず，公

揃えられないだろう. 社を信用している

・追加注文にも対応してくれ安 ・パートナーでいたい 切りた

心 くない.

-牧草の刈り遅れによる品質劣 ・買っておかないと，いざ足り

化を wcsでカバーできる. なくな ったとき， Iもう少し

-まとま って運んでもらえる 融通してくれ」と言えない 0

.惑いのをよこされたことな

"、

①

④

⑤

⑤

 

-流通ワラの値段と比較 e

.輸入乾草と比較

-輸入乾草と同価格ならよ

い (輸入乾草はハンド

リングもよい)

-公社が基準価格

・補助金あることで安い

-価格は今より高くてはい

けない.

-助成金があり，それを差

しヲ|いた価格.

-助成金減ると値段上がる. ・安定した品質のものを確実に

-助成金がなくなれば よこす他の所はそうはいか

wcs買うかどうか考え ない

る (WCSはワラと比較 価格もあるが，確実性の方が

して高い) 大事

-補助金なくなると困る ・継続する上で重要なのは品質

・補助金がなくなれば考え と量の安定性

る ・自給粗飼料不安定，その補完

・補助金減り，今がギリギ として，量安定的に一定価格

で買える (輸入飼料は価格

・助成金減り，実質価格が 変動)

公社は県のもので，利益出す

ところでない

-決めたとおりにみんなやって

くれる

・ルール曲げない

・物を的確に供給したいという

考えを持っている

-数をこなしている公社は品質

への配慮がしっかりしている

のではないか

-信用はもつべき

値段がもっと安くなれば， 上がればwcsやめる ・足りないとき電話すれば融通

倍は買う 助成金出なければやらな 聞いてくれる.

い ・なくなったら公社に言えば買

える

E璽彊

ヨ二コ...1}祉の対応

-必要ヰ技術

-保管・配送楓車
(ストッヲヤ-1')

図 11. 広域流通に必要な機能と公社の対応 ・求められる技術.

成する。②バ ッファ部門は「格外品」を吸収し，また畜産農

家からの予定外の注文等によって生じる需給の過不足を受け

入れる。①ストックヤードはイネ wcsを鳥獣害から守る一

時保管場所であるとともに，大口ロットによる一定品質の安

定・随時供給の要請に対応した物流の配送拠点となる。 これ

に加えて，これらを全体として統括・調整する部分，またラ

ベル作成のデータ入力や事務処理を行うスタ ッフが必要であ

る。

これら基本的構成要素をもっ広域流通組織は全体として，

以下の機能を果たす。①一定品質のまとま ったロ ッ トを供給

できること 。そのためには，大量のイネ wcsを確保でき，

需要に応じられる品質，量の予測ができること。 また，耕種

農家に品質向上対策情報をフィードパックできること(収穫

調製機能，販売斡旋機能，栽培指導機能)。②一定比率で発

生する「格外品」利用や需要量の年次変動を処理できる体制

が整っていること (1格外品」 ・数量調整機能)。③収穫した
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図 12. イネ wcs広域流通のモデル(公社の事例から)

イネ wcsを一定品質・一定規模でロット形成し，それを適

正に保管し畜産農家の注文に応じて迅速に配送できること

(格付け ・ロット形成機能，需給調整機能)。④畜産農家から

のクレームに対して迅速に対応でき，また代金回収を確実に

できること(クレーム処理機能，代金回収機能)。⑤これら

の機能が総体的に果たしている機能として，耕種農家に対し

ては参入を容易にし，畜産農家に対しては信頼性を提供する

(参入容易化機能，信頼性提供機能)。

以上に示したように，広域流通では， <作業受託と販売斡

旋により耕種農家の参入を促すことで生産が拡大する〉→〈一

定品質の一定ロットという大口需要者のニーズに応えること

が可能となる〉 → (需要を拡大し販売斡旋を容易にする〉 →

〈生産がさらに拡大する〉という好循環が形成されている。

その中で広域流通組織は重要な役割を果たす。

なお，ここで留意すべき点は，作業受託と販売斡旋という

公社の取り組みに よって，耕種農家の参入が極めて容易と

なっていることである。このため宮城県のイネ wcsの栽培

面積が急増したことは前述のとおりである。このことは，同

様の理由から，耕種農家にとっては，収穫作業機械の稼働率

確保や販売相手との取引継続などの制約が存在しないため，

イネ wcs生産からの脱退も極めて容易であることを意味す

る。助成金の水準によっては 増加時と同様に助成金水準に

敏感に反応して急激に減少することが懸念される。

ここでは，大口利用者への調査に基づいて広域流通の成立

要因を検討した。 これは，小口の流通でも指摘できるのでは

ないかと思われる。ただ，小口利用者の場合，小規模飼養経

営であるために，ハンドリング機械がないことや輸送単位が

小さいことなど小口利用者特有の問題については別途検討が

必要と考えられる。
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