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TPP参加と黒毛和種肥育経営の技術対応について

一長崎県を事例として一

平山耕三* 糸原義人** 山本晴彦**

(ホ鳥取大学大学院車合農学研究科・料山口大学農学部生物資源環境科学科)

Study on Japanese Black Cattle Fattening Management and 1he Support ofTeclmology after Participation in TPP 

AC回 StudyinN勾llSlU<IPrefec制問

(Kozo HIRAYAMA， Yoshihito lTOHARA， Har叶ukoYAMAMO百))

I緒言

わが国の最近の畜産業は、飼料・燃油等生産資

材費の上昇に伴うコストの増加と、リーマンショ

ック後の景気の低迷により高級牛肉の消費が減少

し、それに伴い枝肉価格も低迷している。

さらに、最近は、環太平洋パートナーシップ協

定(以下TPPと記載)への参加が政策目標として

掲げられている。 TPPへの参加が決定されれば、

輸入自由化が進められることになり、畜産経営は、

現時点よりも更に厳しい状況に陥ることが予想さ

れる。

しかし、 TPPへの参加は、避けられないと考え

るのが妥当であり、参加を前提とした黒毛和種肥

育経営が今後どのように展開していくべきなのか

を論じるために、本稿では生産者がTPP参加後に

どのような経営方針をたてるべきか、また生産技

術をどのようにすべきかを、長崎県内を事例とし

て考察する。

E 先行研究と課題と目的

TPP参加と畜産業については、甲斐[3)、稲垣[1)

の論文がある。甲斐によれば、 rTPP参加により畜

産業は輸入牛肉の増加によって影響が発生するが、

その要因は農地面積の日米格差、自然格差、規模

の格差であり、格差を克服することは非常に困難

である。この対策としてプランド化、 6次産業化、

安全性発信、低コスト化、直接所得補償制度があ

るJと論じている。

また、稲垣は rTPP交渉により輸入牛肉と競合

する黒毛和種以外は影響を受けその打撃は大きく、

牛肉は付加価値化された農産物であるので、消費

者において一定の購買力がなければ需要拡大に結

びつくことは困難であるJと論じている。

以上のように、 TPP参加による牛肉生産への打

撃や、輸入牛肉との格差については、先行研究が

ある。しかしながら、黒毛和種肥育経営が、 TPP

参加後に生き残っていくための技術的対応を論じ

たものはない。このため本研究では、 TPP参加を

見据えた、今後の黒毛和種肥育経営の展開方向の

解明を研究目的とする。

このため、「黒毛和種肥育経営は、高級牛肉を低

コストで生産できれば、存続できる。そのために

は、適切な飼養管理により、若齢子牛の肥育と早

期出荷が必要であるj とし、う仮説に基づき、生産

者の意向調査の解析及び収益要因分析により、干

の仮説の検証を行う。

皿結果

1 TPP参加に関する生産者の意向調査
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(1)データと分析方法

調査対象農家の概要であるが、長崎県内の長崎

市、西海市、雲仙市内48戸の黒毛和種肥育経営

を対象とした。

年齢は30歳代から 70歳代までであり、平均

年齢は55歳であった。飼養規模は最小62頭か

ら最大 592頭であり、平均飼養規模は 150頭

である。大部分は去勢牛肥育であるが、 3戸は雌

肥育である。また、 3戸は農事組合法人を設立し、

2人は施設園芸との複合経営を行っており、すべ

て専業農家である。

上記の48戸に対してアンケートを実施したと

ころ、回収率は 100%であった。回答方法は、

「年代j、1200日200kg程度の若齢子牛の肥

育開始は可能かJ、124カ月早期肥育経営は可能

かjは単回答とし、「輸入牛肉に黒毛和種が勝てな

い要因J、「黒毛和種肥育経営の生き残り条件」は

複数回答とした。

分析方法はクロス集計と数量化E類により分析

を行った。目的変数を ITPP参加後に経営をやめ

るか」とし、説明変数を、1.年代、 2.輸入牛

肉に黒毛和種肥育経営が勝てない要因、 3.黒毛

和種肥育経営の生き残り条件、 4. 200日20

Okg程度の若令子牛の肥育開始は可能か、 5. 2 

4カ月早期肥育は可能か、とした。

(2)クロス集計結果

第1表に示すように、「経営をやめるJと答えた

農家は30から 50代の青壮年農家群で 16戸、

60、70代の高齢農家群で 18戸であり、全体

回答の 70%を占めていた。一方、 TPP参加後も引

き続き黒毛和種肥育経営を継続するという前向き

な意見を持つ農家も高齢農家群を中心に 14戸、

30%強存在していた。

また、輸入牛肉に対しては、生産コストの低さ

と販売価格の安さが黒毛和種肥育経営に打撃を与

えるのではないかという不安意見が 90%あった。

しかし、 TPP参加後に黒毛和種肥育経営が生き

残るためには、「コスト低減J、「高級牛肉生産J、

「安全・安心」、「輸出j の回答が得られた。

また、肥育開始時の導入子牛の日令と体重につ

いては、 1200日200kg程度の若齢の子牛で

は肥育開始はできないJと、ともに「できる」と

いう回答も多かったが、 124カ月早期肥育j 削

については「できるj と答えた農家が多かった。

第 1表 TPPと生産者

TPP参加後に経営
アイテム カテゴリー 全体 をやめるか

はい いいえ

30代 3 2 l 

40代 6 5 l 

年 代 50代 12 9 3 

60代 17 12 5 

70代 10 6 4 

輸入牛肉に黒 価格 43 29 14 
毛和種肥育経

歯ごたえ l 。
営が勝てない

要因 赤肉 4 4 。
コスト低減 II 9 2 

黒毛和種肥育 両級牛肉生産 15 11 4 
経営の生き残

安全・安心 5 5 。
り条件

輸出 6 6 。
200日200kg程 できる 17 11 6 

度の若齢子牛 できない 26 18 8 
の肥育開始は

可能か わからない 5 5 。
できる 21 14 7 

24カ月早期肥
できない 17 15 2 

育は可能か
わからない 10 5 5 

ア}タ:肇者アンケート

(3)統計解析結果

第2表は、目的変数に ITPP参加後に経営をや

めるかJをとり、各アイテムごとに判別をしたと

ころ、 ITPP参加後に経営をやめるかJに相闘があ

るアイテムとして、「年代」、「輸入牛肉に黒毛和種

肥育経営が勝てない要因」、「黒毛和種肥育経営の

生き残り条件J、1200日200kg程度の若令子

牛の肥育開始は可能かJ、124カ月の早期肥育は

可能か」のすべてに有意性が認められた。

以上を勘案しながら、第2表のカテゴリースコ

アを見ると、マイナスのカテゴリーは ITPP参加

後も経営の継続」が、逆にプラスカテゴリーは、

fTPP参加後は経営の中止」が判別される。

ここで、 fTPP参加後は経営を継続するJについ

て、「年代jでは高齢農家群は「継続Jと判別され

た。また、「輸入牛肉に黒毛和種肥育経営が勝てな

い要因」は、価格で勝てない、「黒毛和種肥育経営

の生き残り条件Jは高級牛肉生産であり、 1200

日200kg程度の若令子牛の肥育開始」は「でき



第2表 TPPと生産者意識
単位人

TPP参加後に経営をやめるか

アイテム カテゴリー 全体
カテゴリ 偏相数関係

独立

ースコア
レンジ 性定検

30代 3 0.38565 

40代 6 0.37802 

年代 50代 12 0.63254 0.9657 0.4282 司降

60代 17 -0.33316 

70代 10 -0.29329 

輸 入 計官腸要

価格 43 -0.19269 

に黒肥 和経
歯ごたえ 1 1.26736 1.889唖 0.4917 * 

種営なが て
い因 赤肉 4 1.69718 

コスト低減 11 0.01444 

黒毛和経種 高級牛肉生産 15 -0.55265 
肥育生 営
のき残

1.6191 0.5280 ヨー

り条件
安全・安心 5 0.34647 

輸出 6 1.06643 

200日 できる 17 -0.18662 

2の牛開W若能の始匂齢目はか程白子育可度 できない 26 -0.19566 2.3709 0.5561 * 

わからない 5 2.17527 

できる 21 ー1.15199
24カ月早
期肥育は できない 17 1.04913 2.2011 0.6984 g・.
可能か

わからない 10 0.32916 

相関比 0.56815 

注).:10%で有意、**:5%で有意

る」と「できない」、 124カ月の早期肥育Jは「で

きる」と判別されている。

これは、高齢農家群はコストをかけて銘柄牛と

いう高級牛肉を作るという考えが主流だからであ

る。 1200日200kg程度の若令子牛の肥育開

始」と 124カ月早期肥育」の取り組みについて

は、コスト意識というよりも、短期間で牛を追い

込み、現状の生後 30カ月肥育牛と同等の肉質に

仕上げる高い技術であり、高級牛肉生産を高い技

術により短期間で効率的に行うという認識である。

しかしながら、高級牛肉生産が生き残りの条件

であると考えていても、第 1表では経営中止農家

が多かった。比較的に継続の回答が多かった高齢

農家群は、年齢・体力の関係で経営を中止すれば、

農業者老齢年金のみの収入だけになるので、 TPP

参加後も経営を継続をせざるを得ないので、黒毛

和種肥育経営を中止できないという判断と、過去

に牛肉オレンジ自由化やウルグアイ・ラウンド交

報告論文 57 

渉出)を乗り切ってきた経験や、 20から 24カ月

若令肥育の経験があること、長年培われてきた高

度な肥育技術により、継続可能であると考えてい

る。

一方、 ITPP参加後は経営を中止する」につい

て、「年代」では青壮年農家群は、経営中止に判別

された。高齢農家群と違い、コスト意識や、安全・

安心な農産物への関心が強いが、 1200日200

kg程度の若令子牛の肥育開始」の可否の判断は困

難であるとしている。また、肥育期間を短縮する

124カ月の早期肥育Jも困難であるとしている。

これは、 24カ月早期肥育の経験がなく、短期で

仕上げる技術を修得していないことに起因してい

る。「黒毛和種肥育経営の生き残り条件j として、

コスト低減や、輸出や安全・安心な牛肉生産が必

要と認識しながらも、高齢農家群程度に技術水準

が上がらないと、 TPP参加に対応できる経営はで

きないと考えている結果である。

2 黒毛和種肥育経営の収益性と技術要因

(1)データと分析方法

この項では、黒毛和種肥育経営における営農技

術について検討していくこととする。現状におけ

る農家の収益構造と、生産構造の課題を探り、TPP

参加後の黒毛和種肥育経営の継続の方向性を以下

で考察する。

対象となる農家はアンケートと同じ農家48戸

である。 48戸の農家の収支と成績の平均値は第

3表のとおりである。収支の内容であるが、飼料

費と素畜費で80%を占めており、飼料費高、子

牛価格高騰により所得が圧迫され、肉用牛肥育経

営安定特別対策事業に依存していることが窺える。

次に、分析に用いる変数設定であるが、枝肉重

量(Yl)、日増体量(K6): 1日当り増体量(生体重量/

飼育日数)、所得率(YO)、枝肉単価σ0):枝肉 1kg 

当たり価格、及び飼料費匹1)、素畜費(K2)、減価

償却費(K3)、その他経費匹4)、労働費(K5)と設定

し、牛肉生産及び収益に影響する要因を回帰分析

によって分析する。分析方法は以下の通りである。

技術水準が高い農家は、所得率が高く、枝肉単



58 農業経営研究第51巻第2号(通巻157号)

価が高く、枝肉重量は大きく、経営費は低く抑え

ていると仮定する。これに従って、所得率と枝肉

単価、枝肉重量、経営費の関係を検討する。そし

て、所得率に影響する要因を重回帰分析によって

解析する。

次に、高級牛肉生産を表している枝肉単価につ

いて、影響している要因としての経費と、労働費

と日増体量についての重回帰分析を行い、さらに、

コブ・ダグラス型生産関数を仮定することにより、

牛肉生産の投入要素弾力性から牛肉生産の増加要

因を考える。

生産関数:Yl=AKl "K2sK3YK4IiK5'K6" 

生産要素弾力性 :χ=(dYINl)/(dXIX)

ただし、 χ:α，s，γ，d，E ，η 

X : Kl，K2，K3，K4，K5，K6 

第 3表 黒毛和種肥育牛1頭当り収支

単位:円、%

販売額 855，254 93.3 

組収入 その他収入 60，930 6.7 

計 916，184 100.0 

雇人費 1，559 0.2 

飼料費 244，358 28.7 

素畜費 430，818 50.6 

農具費 2，228 0.3 

修繕費 8，412 1.0 

減価償却費 10，923 1.3 

諸材料費 9，227 1.1 

経営費 動力光熱費 11，411 1.3 

農薬衛生費 5，020 0.6 

荷造運賃手数料 65，988 7.8 

農業共済掛金 12，820 1.5 

利子割引料 30，772 3.6 

雑 費 9，601 1.1 

租税公課 8，074 0.9 

計 851，209 100.。
所得(労働力2人) 64，976 

所得率(%) 7.1 

枝肉単価(円!kg) 1，791 

枝肉重量 (kg) 472.9 

成績
上物率(%) 55.8 

日増体量 (kgf日) 0.8 

肥育日数(日) 620.9 

回転率(%) 0.6 

注1):長崎県内黒毛和種肥育農家48戸の平均

注2)・その他収入 肉用牛肥育経営安定特別対策事業補填金、

堆肥販売収入

(2)分析結果

第4表に示すように、所得率と強い相聞がある

変数は、枝肉単価、枝肉重量、飼料費、素畜費、

その他経費であった。飼料費、素畜費、その他経

費等は回帰係数がマイナスであり、コストが小さ

いほど所得率が高く、生産要因では、量を表わす

枝肉重量と品質を表わす枝肉単価はプラスである

ことも所得率を上げる要因となっている。この中

で枝肉単価、枝肉重量は、生産に関係する要因に

影響が大きく、素畜費と飼料費はコストに関する

要因で影響が大きい。これを受け所得率を上げる

ためには、飼料費と素畜費の低減は必要であり、

特に飼料費については、飼料単価の低減のための

取組みは重要である。。

次に、第5表より、枝肉単価に影響を及ぼす要

因は、飼料費、素畜費、その他経費、労働費、日

増体量である。枝肉単価に対して飼料費の回帰係

数がマイナスとなっている。これは、飼料費が増

加すると枝肉単価は下がることを示唆している。

飼料費の大部分は濃厚飼料費であり、調達方法は

系統利用と自己調達があり、系統利用の方が手数

料、輸送費がかかり、同じ給与量でも単価は高く

なる傾向にある。また、プレミックスと、自家配

合では、プレミックスが高くなる傾向にある。肥

育牛は、概ね期間内の摂取量は一定であるので、

飼料費の差が大きくなるのは明らかである。今回

の調査農家は農事組合法人を設立している 3戸を

除き 90%が系統利用であり、飼料単価は 1kg当

り60円以上と高い。また第3表にあるように、

肥育日数も 621日と長くコストが高い。

飼料費の増加は単価が高いことと、肥育期聞が

長いことに起因している。長期間肥育については、

飼料費の増加だけでなく、肥育の後期は、脂肪が

筋肉に脂肪交雑として蓄積されることなく皮下に

蓄積され、皮下脂肪厚により歩留り等級の低下を

まねき、枝肉単価を下げる要因となっているよう

である。

次に、素畜費、その他経費と労働費の相聞が高

いことより、優良な子牛を導入し、労働力を十分

に投入し、「飼養管理Jを充実させることにより、

枝肉単価は高くなる傾向がある。しかしながら、
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第4表 所得率と経費その他要因

Adi.R2 

0.8964 

第5表枝肉単価とその影響要因

第6表 牛肉生産変動要因とその弾力性

目的変数

生産量を増加させる主な要因と言える。

第4表の所得率の向上要因では素畜費の低減は大

きな影響を与えている。農家にとっては、値段の

高い子牛を導入するのか、安い子牛を導入すれば

いいのか判断を迷う点である。

こうした経営収支の中で、所得に一番大きな影

響を与える生産要因である、枝肉生産について以

下により検討を行った。

第6表は、コブ・ダグラス型生産関数を仮定す

ることによって、牛肉生産とその変動要因を示し

たものであり、第7表は、牛肉生産に基本的な影

響を及ぼす生産要素弾力性を示したものである。

枝肉生産に大きな影響を与える要因は、減価償却

費、労働費、日増体量であるが、減価償却費の増

加は枝肉生産にマイナスに働いている。投入労働

力の増加は、肥育牛の飼養管理を充実させること

により枝肉増加に寄与し、労働コストを 1%増や

すことで枝肉生産を O. 044%、日増体量を

1%増加させることで枝肉生産はO. 21%増加

している。労働力、日増体量の増加が農家の枝肉

Adi.R2 

0.5481 

第7表 牛肉生産の生産要素弾力性

韮恩生星空
減価償却費| 労働費 | 日増体量
弾力性 | 弾力性 | 弾力性

工一一
・l.39xlO.2

E 

4.4x 10・2
2 

0.215 

特に、日増体量の増加について言えることは肥

育牛の飼養管理は重要であるが、素畜の導入時点

から日増体量に優れる子牛を導入することが枝肉

生産量を増加する上で重要ということになる。

つまり、優良子牛の条件とは、日増体量の能力

に優れる子牛を言い、値段の高い子牛のことでは

ないと考える。値段の高い子牛は、概して日増体

量と血統の条件を満たしているが、日増体量が低

くても値段が高い子牛はおり、その逆もある。

注 1)勝目4)は出荷月齢に関する考察で、 「全共

出品牛において評価の高い肥育牛は、すべて体

型測定値で目標値をクリアした牛であり、導入

月齢を早くして胃袋をっくり、かつ肥育期間を

確保することが好成績に結びついている。この

ことは、少しでも出荷月齢を短縮したいという
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可能性を、 「和牛には 24ヵ月齢で仕上がる能

力があり、農家には仕上げる技術がある」と全

共成績が示してくれたJと報告している。

注 2)農水省の報告(2(によると輸入牛肉と品質面

で競合する乳雄等の肉専用種の価格が低迷し、

この影響で高規格牛肉も価格が低下した。肉用

牛飼養農家数は3割減少した。しかし生産意欲

の高い農家においては規模拡大が進展し、 1戸

当り平均飼養頭数は増加した。

W 考察

「黒毛和種肥育経営は、高級牛肉を低コストで

生産できれば、存続できる。そのためには、適切

な飼養管理により若令子牛の肥育と早期出荷が必

要である」と仮説を立てたが、農家の意識では、

高級牛肉生産を追求し、コストを低減すれば輸入

牛肉に対抗でき、 TPP参加後であっても、経営は

継続できるという傾向が出ている。

これは、高級牛肉生産は、経験豊富な高齢農家

群により、高度かっ、適切な飼養管理技術が行わ

れることで達成される。その場合は労働力の使い

方、飼養管理技術が収益を高める要因になってい

る。肥育経営で重視される生産技術は日増体量の

向上であるといえる。

また、コスト低減は、青壮年農家群においては、

必要と考えているが、 f200日200kg程度の

若令子牛の肥育開始Jと f24カ月早期肥育Jの

取り組みは現状の技術では困難で、あると考えてい

る。

今後の生産の方向性であるが、高級牛肉生産に

ついては、枝肉単価上昇及び枝肉生産量には、労

働力、日増体量の増加が寄与していることが生産

弾力性の分析より判明した。

投入労働力の増加は丁寧かっ細やかな飼養管理

の充実により枝肉単価を高め、日増体量を増加さ

せることで枝肉重量を増加させるのである。

一方、所得率を上げるためには飼料費と素畜費

の低減が必要で、あった。前述のとおり、飼料費は

肥育期間を短縮し絶対量を減らすことで可能であ

る。また、素畜費についても、子牛価格が高騰し

ているなかではあるが、日増体量の能力が優れた

若令子牛を導入することにより肥育期間を短縮し、

コストを下げることは可能である。

以上のことから、仮説は、農家意識、生産技術

の両面より今後の黒毛和種肥育経営の方針として

証明されたと言える。

ただし、肥育期間短縮は高い技術が必要であり、

高齢農家群から青壮年農家群へ技術の伝承を図る

必要がある。また、若令子牛導入であるが、子牛

市場に上場される子牛が 300日300kg前後

が大半であることから、若齢子牛を求める農家の

導入は困難であるということになる。

今後、子牛市場での上場のあり方を繁殖農家、

全農県本部、農業協同組合、市場開設者との間で、

農家のコスト削減を目指して協議が必要になるで

あろう。

また、肥育農家が自家増殖を行う繁殖肥育一貫

経営を再考することも必要である。
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