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酪農多頭化段階における土地利用（その一一）

金　趨　三代治

1．　はじめに

2、　土地利胴の実態

　王）対象地域訟よび調査艦家の概要

　2）乳牛飼養と土地利用

3．　まとめと今後の課題

悪．はじめに

　近年、とくに北海遵では酪農にお・ける多頭化、規模拡大が顕著に進行してきたが

その展開は多頭化と負債増加の悪循環とも言われ経営の安定化、発展とは必ずしも

結びついていない。多頭化はそれを余儀なくする経営構造と諸政策の推進の両方に
よ。て促がされてきたと試！離諸政策の笹蟹なされている．しかし、例えば

「酪農近代化計画」など次々に打ち鳩される諸政策（計画）が経営組織論、酎画論

の立場から検討されることはあまりなされてきたのであろうか、あるいは逆に諸政

策は経営組織論、計颪論の諸成果と限界をいかに配慮してきたのであろうか。政策

灘標と個溺縫営の農礫は必ずしも一敏するものではないが、持続的総織体としての

農業経営の展開方向・方法やその条件等を組織論的、計爾論的に究明し、経営内的，

外的諸方策を検討していくことが実際的にも要講されていると考えられる◎さらに

酪嶽経営では、多頭化、規模拡大に伴なって飼料生産に関連して生起する諸問題や

そうした事梼と関連してみられるのであるが、酪農縫営の乳牛欝成，飼料生灘，搾

乳牛飼養の三部門の地域内、縫営間の専門分化傾向にともなう経営緯織化の問題、

さらには機械利用をめぐる経営組織上の問題等々が顕在北しつつある。このように

諸政策と経営組織の閥題という現状の二側颪をふまえると、上述のような条件分析

等磯件論的接溜、よる研究が膿白脈も、学1踊にも必要に一回えら瓢。

そしてこの接近については経営の持続に関連する時聞襲素の取扱いなどで謙藤手法

礪発とその翻心の検脈伴なう必要がある。以上のような醸翻とそd姓

起ないしは派生している問題群の中で飼料生産をめぐる問題は酪農縫営の安定約・

持続的展謝にとって基礎的に重要な側面である・これについては～方で多頭化に伴
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・吐地糊上の髄刷鴛無地の勧問題d醐分散・臨池難などの蘭が
発生しているという指摘があるなかで・他方に訟いて多頭化や購入飼料価格の不安

定性を背景として自給飼料基盤の拡大問題が重要となってきているのである。上記

の指摘のなかでは，根釧酪農地域を築例にして・相亙に関連する酪農経営の多頭化

大規模化、飼料（とくに牧草）作の機械化・省力化が土地利用に勘ける牧草単作化

や化学肥料の増熱、牧草刈取回数の増加による草地利用の集約化をもたらし、牧草

収量も増加してきたこと・しかし、そうしたトラクター一化による集約化や牧草反収

の増大も草地の計藪的更新や堆厩肥の充分な投入など地力再生産体系の確立を伴な

ったものではないことなどが論究されている。そこで本稿では自給粗飼料への依存

程度が相対的に高い個別酪農経営に澄ける士地利用の高度化、すなわち自給飼料基

盤の拡大についてその条件と方法をより異体的に究明するための第一段階として土

地利用の構造を把握ずることにしたい。

　次に接近方法についてふれる。

　多頭化段階に於ける上述の飼料生産、土地利用のilll題は多頭化過程を通じて発現

してきているため、いかなる多頭化、規模拡大のグロセスを経て土地利用が変化し

現状に至っているのかを考慮する必要もあるが、ここでは多頭化の結果もたらされ

ている飼料生産・土地利用の現状実態をとらえることで接近したい・ここでは飼料

生産・土地利胴部門と乳牛飼養部門を独立に扱うのではなく、両者の相互関連、と

くに乳牛飼養（育成も含む）のあり方のちがいが土地利粥にいかなる作用を及ぼし

ているかを考慮する。さらにそうした乳牛飼養の性格と関連した土地利用が経営講

条件、とくにここでは労働力齢よび土地条件などにいかに規定されているかを検討

することで・課題接近の繁一段階としたい。な齢、ここでは粗飼料を自給している

経営を対象とするが、課題である土地利用高度化の条件と方法を究明する際には自

給飼料の経済性評価（それは士地利用方式の選択茶準にも通ずる）をどうするかが

問繍て偽馳かい課題糖の。。での第＿騰では需給鱗の評鯖法や

実際の評価について検討を省略することが許されるであろう。というよりは土地利

用の実態から農家の土地利規の選択基準、自給飼料の経済性評価を帰納的、間接的

に推論することに通ずるであろう。

　以上のような接近からすれば課題について、既存の統計資料では個別経営に懸け

る土地の空間的．時聞的利用実態をとらえることができないために実態調査によっ

て考’察する。対象地域、農家の選定は以下のとうりである。

　地域としては畑作物との立地競争がありうるところで代表的な酪農地帯とみなされ
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る十勝地域大樹町を選び、乳牛頭数と土地面積の相対関係程度が偏らず様々である

ような酪縫専業経営藍壌戸を選定した◎

黛，　酪農経営における土地利用三態

の対象地域鉛よぴ調査農家の概要

　大樹町は十勝の沿海地帯に位置し、51年では農用地の83％が採草・放牧地で

あ夢、十勝では草地型に近い酪農主体の地域である（第玉表）。　乳牛飼養農家率

でみた酪擬化の動きは41年の冷害以後進み近年は安定的となっているが、乳牛飼

養頭数規模は北海道平均（5…年、飼養農家1戸当り24．7頭）を上鳳り顕著に増

加している。　その多頭化動向の中で箪地の造成、永年草地の膿培管理化、牧草

専用地の増加もうかがわれ草地面積の拡大が進行して診り乳牛1頭当り草地は近年

停滞的となっている。他の種類の草地は傾向をよみとりにくい。但し、農林統計

による草地の敬扱いは変化してきてお・り、これら資料に基づく実態把握には注意を

要するであろう。以上のように多頭化と畑地の草地転換を含め、何らかの方法で草

地拡大がみられるが飼料作物の作付動向をみると過去｝0年忌に青刈とうもろこし

（以下ゲントコーン）は約3倍、牧草は2，4倍の作付増となっているのに対し、家

畜ビートは安定的に推移し最近は減少している。こうした作付増加が多頭化、規模

拡大が機械化（省力化）に関連していることは一般的に論及されてもいる。とくに

ゲント濃一ンのその傾向は晶種改良や収穫作業の機械化との関連でも言及されうる。また

トラクタ㎝の普及動向をみると一三にみられる大型化傾向は本町でもうかがえるQ

　飼料作物の反収動向は館1表（2｝のとうり全道平均より殆ど低く、全道動向と同様

に上昇がみられたものの近年は停滞しているQ一般畑作物の動向との対比では、飼

料作物の反収は畑作物よりも停滞的であるが安定的であるともいえよう。

　塚畜飼養では乳用牛以外の叡畜のウエイトは大きくはないが、農用馬の飼養農家

率は相対的に大きい。

　な澄当町では国営大規模草地育成牧揚、町農協営のヘイキユープ工場や家畜市場

などの酪農：諸施設があることを付加して訟こう。

　次に対象農家の概要は第2表に示すと齢りである・表中の農家番号は経産牛頭数

に対する利用農地の比率（これを土地利用の内容を考慮していないという意味で形

式的飼料基盤の指標とする。以下土地・頭数比率とよぶ）の小さい願をあらわす・成

牛換算頭数によってもほぼ二様の傾になるQ

　対象農家は2集落（②・⑤・⑥の3戸と他の目戸）より成る◎2集落とも市街
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第　1　表ω 大樹町の農業動向
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駅
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第　1　表　（2） 主要作物の反収詣数（昭和45年職！0鱒）
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　　　2．昭和45年の収量は実数量を示すo



第　2　表 調査農家の経営概要（昭和51年）
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Q」：≧　　　i　65～7◎　：　　　　4　三　　i　　　　　　l 258 ・i・・蒋矧・…一

⑲1囲いi一汁いi・○い。｝・酬い・｝a・ ・。 p63｝・◎　・8。 ・i・副パ・ブ・・沼　・　｝殆ど髄

⑭｝£い鷹2入i2％国十雌臼晦8 明・3一・3｝・3h・・ 4　；389
1　｝バイ方イ読　　　　｝　　　2　　　フ劉共虜5　　　　　：

⑫…・旨i引戸 一i・・編・・ ・小・・ 9畢。

@　　i　38一一感6　1　　　21　　　｝　　　一一。 ・i　　　3警3　　．

　　　　　｝　　　　　　　　　　　　　1

?ブ列判　　馨　i慮賄

⑭…・i－i…㌦・ ○ 三6．a

i　　　　　　　　　　　F
7亀8｝　撫　　｝

3．1 o．o
1・・一・ヨ

32 じ　曹　● 弓 魂三§

　　　　　「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｝

E・プライ ﾃ　・』1綿噛

酬2臼ヨ釧穏 一 1Lo 38．7 o．o 12．3 ・。 P57一・8
30　　　工66 3

3・glパクツ｝　　；

・1 7劉爽有

滋．　1．

　　　3．

　　　毒．

資霜；異懇講葦資覇

以下の表でρ∴…ゴは不努をあらわす。

数敬稼用麹には運鋤場も含め，（）で示した。

⑭醸家鰍，出轍牧2・轟．aが鶴れている。
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第　3　表 労働力，土地，機械利用条件（昭和51年）

基韓労働力1人当り 主　　　な　　　土　　　地　　　条　　　件 利　虜　し　定　齪　嶺　浮　藁　獲

とび地（1㎞以上） 借　　　用　　　地

　項

@欝
h蚕号 乳牛頭数

@　　　　㈱
傾斜，石レキ

ｷど

借入薙次別面穰（始）

プランタ
音曲‡参

コ手う》ダ
子去宴ン

マζ情願

利用農

n函撰

凵j

耕　起

ｮ地用

牧塩収覆

F聲罵総　数 経産牛

自宅から

ﾌ距離
のべ面穰

@　h遣

所有形態

§㈱ 4？一49
50き藩　繭

①
　　　　　　　き呂・3　　　　17～　18　1　　遷　1

一部石財キ 2 乞5 自己 ｝ ㎝ ㎝ 2共 ◎　o● ％
一

玉 鴛8 借 偶　共

② 墓乞1

　　　　｝26－2？1　玉6

レキ3◎触《G％ 窺，審
ξ．2’ 借刈一 “。2

一 2～4共 1 玉 ％ 残 砺 残 傭

③ 1・・ 戟E一23い3 一篇石レキ
i表土が浅い）

し
一 一

む●■ 乞。 　缶。
i50年配碗） 鰯92共 渥 ％

一
多名 ％ 借 燭，2共

④i・・い・一・。レ・ 躍 一 ｝ 一 ao 一 一 2－4共 ろ 4 …｝… κ 〃 偲，18共

⑤ …｝・・ Σ5 忽 三8 峯弓 壕巴 一 一 一
窓蓋 三

●　阜●
地

，oo ％ ％ 儒，2共

⑥
1Ls　　i　　　　22　　　　｛　　　1　3　　1　　　　　　　　　　　卍

醒 地町絹舗
猷｝一　　　姦

榊 駄9 纒　　　　… 三 塚i…
％｛倦　　1

偲

d鷹i・9一叫．12　　・　1・，・i嫌淀誰刈一 　 ・。　・叢　渥 婆i一一隔…鳳・叢
⑤卜し・卜？一22i11厩部驚1 主1鋪い・・ 自己階入　　一

@　　　ヨ
　　輔顧
P

　1・共，・共…凋団地レ i傍【欄

⑨i2a7｝・3～3覇　2：石レ舗～7h・ ・・　副自己i一　一 一1・一階｝地トi・・圃鳳・・典
⑲iΣ乳6i　32い5　＝編縞 一 一レ 1一 一 一　　　　舗　　　　一 1

・ト　聖

瀞
1一 舗

⑭内陣・・i・7－27巨2｝　・ L5 司座司ヨー 認　｝・共 龍 ％トいレ圃鯛・・共
⑫ 総い・一・・i・糎號ク ．吻吻 頭口入卜 一門瑛 客 別・ト 　聖

pい 観

⑬
1翫2h、～賃　　…

11 呆土場灘魑村11h・・ i・礁入｝ ao 3．o 器｝・共」共 場 堀 ■残 拶
’置 偲

⑭
　　「26．《　　　　　19

三5 呆誕騙麟…6 三6」8 霞己飛入 一
三．2 一瑛 客　1 ヨ 1

　κ
J

〃 偲

注．・．患地条件のうち、土性は火山肚ないしは火山灰性沖趾（⑨），沖趾（⑫）・

　　　　　借地の利鰍況塵）、④に一部ゲントコーン㈱の龍はすべて採軍地・

　　　3．　機搬のうち、共同所有のものは分数繁たは「～共」で示した。

　　　　　憂ト鍛表承鉱分繰が共；蒋｝響数覧　分子が台鑑曳をあらわし「馬繋」の数字は共有当月をあらわづ㌔



地の周辺に立地して齢り当町では相対的に酪農化がはやかった旧醐的な地域と位置

づけられ為（町縫捨印よび普及所での開き取り調査による）。生麓諸要素のうち労

働ヵは家族労働力のみで構成されるものが多いが圃場機械の利用との関連で殆どの

縫球に共同作業があるQ農地は借入をしている農嫁が過半数あり、作業機は殆どの

農家がその半数以上を共有している・また第3表でもわかるが②、⑤を除く挙挙で

は同一ンハーベスタの長押がみられる。

　乳牛頭数は各戸とも町平均を上測っている。こうしたなかで土地利堀は金て飼料

作物で占められ、そのうち採草・放牧地が7割以上となっている・蜜たとくに経産

牛王頭当り農地画積が小さい農塚を主として公共育成牧場の利用がみられる。

　さらに、あらかじめ多頭化段階で飼料生産、土地利胴を規定すると考えられる労

働力、土地お・よぴ機械利用の諸条件を概略第3表に示して齢こう・基幹労働力玉入

当農地麟積（⑭蜘聯放牧20h・を含む）は＋数h・、同1人当り総頭数は約15

頭の範囲がある。土地条件ではとくに所有、借入共に葦地の分散状況に農家間で差

がかなりみとめられるQ借入地はしかも最近の多頭化によって借入れられたものが

殆どである。圃場作業機については適期（時）作業が要求される乾性生産縮の収穫

機に個人断有、四一ンハーベスタに借用がみられる他は2戸から5戸の共同所有と

なっているQ幽し、尿撤獅胴のバキュームカーでは部落共有がみられる。

2）乳牛飼養と土地利用

　個鋼繁農経営に訟いて乳牛飼養部門が飼料盤三産部門に及ぼす作場は開聞生産物た

る粗飼料の需要、いわゆる派生需要の性格と堆厩肥、尿、即ち副産物の供給者とし

ての性格をもち、．1二地利用と関連するものである。　ここでは乳牛飼養部門の性格

とくにその部門の生産力水準、飼料給与講造などが土地利梢とどう関連しているか

を考察する。

　まず最終生産物たる生乳の生産力水準は飼料給与とどう関わっているのかをみる。

飼料給与構造を考慮して初めて土地利用の位麗づけや土地利罵へ派生する経営行動

が理解されうるからである。繁4表（韮｝、（2）にそれを示した。乳量水準の1壌戸平均

を基準にして高乳最農家群（以下1群）と低乳量群（以下1｛群）に区分して飼料給

与構造をみると以下のことが指摘される。

　陣し、表中での経産牛は資料制約上、町乳牛改良検定組合への煽入牛に平定され

た。

　第一に、土地・頭数比率の大小を問わず、1群は登群にくらべ8グ矧昌1に澄ける経

一79一



第　蚕　表　ω

飼 料

自　給　飼　料　給　与　畳

コーンサイレージ グラスサイレージ 乾　　　草
　　項

_家　灘

ﾔ号

年間経産

高P頭当り

o子乳搬

i聖頭）

年間平均

猿於ｦ

@（％

Tj）N

@細

飼料

¥成

i％

TDN

@鰯

飼料

¥成

ｪ

TDN

@鰯

飼料

¥成
Pヌわ）

⑨ 6，07◎ 3．86 594 26．9 一 985 44．6

⑫ 5，930 3．61 533 24．5 一 1．！23 51．6

⑭ 5，808 3．88 、488 22．0 一 L！74 52．8

⑬ 5，713 3．71 6？1 29．7 一 i，281 56．7

⑤ 5，545 3．63 583 2？．4 ｝ 三，545 72．6

◎ 5，369 3．85 565 25．9 ｝ L《50 66．4

⑦ 5，333 3．73 690 3G．6 ｝ Lio8 49．1

② 5．2・06 3．59 6藍屠 2L3 97 　3．3
u一

Q6．5

54．G

UL3⑩ 4，936 3．85 『
570

気570

鼈黷k320

① 4，481 3．56 593 29．5 一 LO33　　5L4

④ 4，405 3．52 391 18．6 141 6．7 1，083 5量．6

H　　　　　群

⑧ 4，257 3・6年 710 32．9 L450 67．韮

◎ 4，134 3．64 516 27．8

　一
u㎝鱒幽国「…－一、「闇「罰“L・㎜

@韮80

亨．

@9．7 10呈58 62．5

⑭ 3，755 3．54 477 22．7 蓬45 6．9 韮，169 55．7

平　　均 5，067 6！韮 L246

注．　L

　　　2．

　　3．

4．

資料；．大樹町農協資料　　，　大樹町乳隼改良検定組合資料

表記以外の自給飼料について⑩（象潜ビート現物蔓，020鞭），⑪（家

購入飼料のうち粗飼料（ビートバルブ，ヘイキユーブ）給与景を差引い

（現物王38｝鞍）

TD瞬腿礎は『躰標準飼料成分！，975年版』に依拠・
・一ンサイトジ（「r1）N三2．99b）ノラス脳・一ジ惇腰㌻土

青云い｝ン（15・・％）隊1釈…ト（ほ5％）雌準（享憶㌻L

一80一



給 与 構 造：　ω　昭和5王年
“

（醇／3月～盈2月．経産牛噸当り） 　購入飼料給与鍵
i単位は自給飼料に蟻ず）

放　　　牧 計

Ti）鰻

@鰯

飼料

¥成

@（％

？蛋）N

@鰯

飼料

¥載

@（％

麟櫓｝ うち粕類

t爆配合

H艦

f旋）細

醤す㈹

購入飼料

P00鞭i当り

ﾕ給飼料

距^量

i原物）

旗下換算

@1顧当夢

迫ｿ薩
i51働～朗）

@　率醗@　　／頭）　（

δ嚢ユ 23．2 2，20？ 10α0 2，77魂 2β15 三58 δ03 136～玉46

522 23．9 2，178 ユ00．0 韮．・き9感 玉，06δ 90 690 71～　　80

・H5 ユδ，7 2，223 三〇〇．◎ 2ほ61 L6三4 三30 479 三65～195

306 z3．6 2，258 100．0 L888 蓋β14 i三5 531 121～王27

一 2，128 100．0 L953 L34藍 1三8 386 135

｝69 驚7 2，i84 三⑪O．0 薫，975 9喋4 121 430 149～151

459 20．3 2，257 玉00．0 詔，三圭7 三，245 120 520 重23～生32

600 2α8 2，88匪 10◎．0 …、546 ｝．！80 9… 838 103～至05

262 12．2 2，L52 IGO．0 韮，62二 蓋．三62 98 483 90

384
@　－h｝

19．1 2，0…0 10α0 ま，39壌 1，152 81 68墨 三40～142

317
hτ…一醒曜働旧▼m「

@153 2，100
　　一「帰旧肋

I00．0
｝一

@…，2？4 ！，0嬬4 76 743 88～103

　 2、晃6◎ 三〇〇，0 玉，570 1，099 92 531 114～139

　 葦β54 …0α0 1，664 1，297 92 438 66～　75

309 1慮？ 2．ユ◎o 三〇α0 嚢、455 蓋β24 80 629 62～　63

2，155 玉，778 韮、285 104 603

畜ビート現物64晦，鯛・一ン47晦），（亟鯛・一ン現伽1・鞠）

て「粕類澱馴捌口・U給轍を1錠・肋ヘイキユづ給膿嫁は①，

胴体三76％），乾草（オーチヤード主体漉播5L4％）

主体とみなした隆3濃％）

，（李マ㌢五辮総・…％）

一81一



第4表（2）　飼料給与構造（2）

蕊

め

経産生野り

経讐恥臨給輔間（通年給与……○その他…月旬） 乾車購入時期と数量
i　月），（　偶）

　項

@霞_番号
自　　　　　　　　　　給 購　　入

育成牛の公共

q場利用
匇ﾔと頭数

i51年月旬）
@（頭）乳、

　青　刈コーン　サイレージ

グラスサイレージ 乾　：草 放　牧 ビートバルブ
昭和

@5王事 52年

　iH1 ○ 一 ○
・／上一1州　　○

｝

7～9月　　1，8QO 2月　　　魂QO

⑫｛ ○ ｝ Ol・一1・月｝王～5慰、2　　一　　　一　　　　
1i　i　　O　　　　一 ○　｝6／15～lo・旅i　　O 一

2月　　1，000ヒ ●　・・

⑬i ○　　　｛　　　＿ ○｛・一・・還1　0
廷／1（｝～正0　10

@8
2～3
@　1，0G◎1 ｝

，ド｝　o　i　　　｝、一、月　○　　　　　　O　i藍　i　＿　1　　　　67、1◎｝ 　　　　　『

⑤1 11　0　i　一　　Oi・／25一・王／、」　○ 一　1塞月、。。一，。。｝・月　…

⑦｝　i　　　　i　　　　l　　i6／1～1。・乗i1　0　　　一　　〇　　　　・一・イ裁。｝b～窟　1　－　i　一
2　｝　｝　　O　　l　　一 iO｝・一・・月一一・月一唄16～五〇丁字　ド2／70◎コ　一

⑩　　　　　　　｝　8～12．i…　一　　1～・月　　；Ol・／28－1・／・｝　○　｛6／溜ヂ引8月1・。00i　一

① ii凹月影2月｝　一　iO｝・一・月｝1～瓶一匪｝・一・◎忌月即G｝夏　1鋼玉

③ い～5月劃、月i・角，・一・月i　，i　　　　　　　　　Ol・一1・月11～4苧6－12．　　　　5　1・00。｛5　LOOO1二月・叫・月1

　登
③　　　1～嘱一、2副　　　　，○1　　　　　　－　　i　　l　一　｝　O　　l　一　　　　一　14　凱000
③｝ ，三～5 Gi一朗i1　　　　　　6～哺iO 1 一　1　0　｝6竃1。　　．　1　一i

⑭　　　1～7學6～朗1 8～9月 ○｝6派・一％　　○ ｝
aoOO販�@…

蕪　　の資牌；実態調査資科，大樹町乳牛改良検定組合資料。

　　紛嚢蟻，醗含鯛料は全戸が遠駕給与である。



産牛1頭当り飼料給与量が自給、購入共に多い。また、LIi群内の比較に診いて

土地・頭数比率が相対的に大きくとも、必ずしもその分を購入飼科を減少させるこ

とによつて代替させる行動は⑫、⑭以外はみられない・これらから、乳量水準はこ

うした飼料給与の結果であるとしても、その水準が高まるほど、自給飼料、購入飼

料双方の投入水準の増加を要求するという当然の論理がうらづけられる。また、1

鷺法内に構いても蜜給、購入の代替関係が明確にみられぬという結果は、例えば、

低乳量で土地・頭数比率の大きい農家は購入飼科を経済的最適水準以上の多投して

いると静態的に推測するよりも、むしろ乳鐙水準を増加させようとする動態的な行

動の一審慮であり、それが他の要因によって必ずしも乳量増加と結びついていない

と事えられうる。ただ、ここでは蔽密な糧飼料と磯厚飼料の間の代替関係について

は費降霜、明確には言いにくい。

　第二に、自給飼料に限定して1、1王の群閥比較をすれば、各組飼料の玉頭当り給

与量の差異は明確に指摘しにくいが給与の挙節性を考慮すれば1群は全てコーンサ

イレージを通年給与をしているが11群ではそれがみられず、調一ンサイレージより

もサイレージ技術が難とされるグラスサイレージで補っているという違いが明確に

みられる・また、それは給与行動のちがいにあることがわかるQすなわち1群の通

年給与とい・てもそれは例えば1王群の①、⑧功も低給与鍛で年間維持されている

揚合があり・逆に①、⑧は相対的に多鍵に給与しているために通年給与とな・てい

ないのである。通年給与に関するこの違いは第2表に示したごとくサイロの利周可

能容積の鑓約ではなく、また土地・頭数比率とも必ずしも明確に関連してはいない・

乾草は通年給与されているが、購入に一部依存している擬家が過半数あり、先にあ

げた乳量と飼料給与との関係から、それは必ずしも土地・頭数比率とは関連がない。

土地に余裕のある考察はむしろそういう手段をとることによって放牧（専用）地を

確保していることが後ほどからもわ力鴫・そして乾草購入の意味も、1群では⑥、

②のように給与量が多いことと結びついているが、H群は①、④のように飼料の

絶対的不足と結びついている。公共育戒牧場の利絹は先述のように土地・頭数比率

との関連がみられた以外、他の要事との関連はここではみられない・

　次に以上のような乳牛の生産力水漉と成心の飼料給与の関係はいかなる土地利用

をもたらしているか、あるいは逆にいかなる土地利鰐の結果、このような飼養とく

に飼料給専構造となっているのかを考察する。

　第5表（1）からは以下のことが指摘される◎

　蓬ず経産牛1頭当り作付藤積をみると、ゲント頴一ンは1群の方が大きい農家が
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第　5　表ω
　　　　土

昭憩51隼　　多乍　付　面　穣（新民） 昭和51
o産牛lo頭当

採　　　準　　　塘

項　穏農象番弩

乳鑑類型
自給飼料類型 購入飼料類型

採

デント

j7一ン
C

専∫霧地

う　ち

R欝刈

〟@横

うち

Oラス
Tイレージ

?辞預醗

放　牧

痘p地

放牧

D朋

t地

利用

_地
ゲント

ｱコーン
専用地

⑨ A A ＆0 27．85 4．3
｝

6．2 8．5 44．35 L95 5．28

⑫ A B 5．6 18．4 『 ㎝ 一
3．5 27．5 2．67 8．76

⑭ A A 5．6 2G．0 呈．8

@◎
一

2．0 3．2 29．6 2．43 783

A A 気3 36．8 　 ｝
2．3 L項 ・藍5．5 2．28 寛。，6豊⑤

王

A B 6．9 19．4 ㎜ L6 一 一 26．3 2．3◎ 6．47

⑥ A A 9．5 23．52 3．56 … ｝ （L5） 34．52 2．44 6．03

⑦ A A 74 20．3 ㎝ 一 ｝ 3．75 3L45 2，！i 5．80

② A A 5．4 171◎ 74
｝ ．｝ L8 24．2 L68 5．3韮

⑩ B 8
｝ 340 一㎜ まΣ．5

｝ L2 35．2 … 1L3

① B 8 4．8 10．垂 1．2
一 L3 一 i6．5 2．王8 4、レ露

④ B B 6．5 16．0 一
3．0

｝
堪．0 26．5 2．10 5，置6

⑧
π

A B 6．2 26．7 ㎝ … 　
（0．6） 33．5 L94 8。3擁

◎ B B 5．7 15．6 　
3．0

… 　 2L3 2．28 6．2堪

⑭ B 8 5．8 20．4 …
2．8

…
6．5 52．7 L93 6．＄⑬

漉．　L

　　2、

　　3．

自給飼料、購入飼料類型はそれぞれの給与贋平均を境界に分類したもの。

放牧地の（）は十手場を示すゆ

デン団一ン囎のうち⑫G二野はサィレー聴脊刈干したも軌
面積を使用。　「寂ビ」は窪畜ビート、　ヂビ」はてんさいを示す。

グラスサイレージは幽幽換幽し醗ました。（表巾※綿）換算孫数はG旧制・

換算孫数算出は「地域標準技術｛本系、畜産姦2黛」（農林水麗技術会轟鵜
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利

蕾年忌・一三（盈。糠）（殉

5玉年10a畿収蹴
@　　　　（㎏／反）

52年作塗す面積対毒弩勾三変イヒ　（　｝蓋a）

葦　　地

う　ち

R番刈
O二伽》

放牧
刀逑ｾ地

放　牧

賜囃n

i葦地）

利　駕

b　地

ゲント

R一ン

i生）

乾　　箪

O～3鶴川

i晶晶）

獄　畜

rート

i川口）

利用

n

ゲント

ﾑ一ン

採：草 放　牧

鼬ｦ地

その他

盈8，◎ 1．51 2．07 1重．… 5．葦25 563 乞00G ｝ ｝ ㎝
一　玉，3

家ビ協盛

r十L7

… … L67 三3．蓋

　　※4，865

6葺8 ｝ ÷5心 十　1．0 十Z5 一　3，5
｝

9．0 0．87 L39 葦2．9 5？5
9．0◎（ト

O〇‘｝0◎

p

亭一 率　o，壌 ｛ …
家ピー侃

一
0．？£ 0，4誘

　一圃

ﾊ4．o

4，433
y皿闇「－｝h「■Ψ「凹「、内㎜…L

T，◎◎0

…酔一叩早”「叩…7．「胸…一

@35悉

雫縛－弾脚簡P一愉，「糊 閲一隻、5

㎝
一唾，5

一 　

一 … 一 8．77 5，826

　※686

… ｝ 一　〇．3 千α7 『 ｝

9．1
｝ 0．38 8．85 6，537 934 　 『 … 一 〔 ㎝

｝ 675 ㎞ ㎞ 一〇．65 十3．0 一2，35
㎝

一｝騨　w

S3．5

　…
｡闇…－幽冒…闇．n…酌h、

@｝

LO7旧内油、L「伺…「一油置．

掾D56

8．98、…内“一■一旧．艸

V55

5，507早「艦憎準、・呼曹隔P「罰欄

S，遷33

憎r樹．．脾「航

@783 　 畢L2 十　〇．3 十〇．9
㎝ 一

｝ ｝ 0．40 1L7 一

　※
V65 ㎜

÷3、5
…

十3．5
｛ ｝

23．1 0．59 ｛ 6．91 4謡38 5三8 ｝
牽3．5 一　α5 十4．0

｛ 軸卿

　 ｝ Lag ＆55
議93訴 、、訴．

… ｝
よ

｛ ｝ ｝

㎝　 一 o，黛8 葺0．5

葡…而、㎜油…醒剛

U，000 8go 　 季77 十　23 牽5．魂
｝ ｝

｛ ｝ 一
76訴

｝
÷0．5 十　〇，4 十α1 一 ｝

… … 2．16

　8．5a
黶c…閉、、h“「層｝油内

@17、6

6，254
u一L胤蝉闇…P炉雫　哺「一

T，200

、r榊鱒…

@6該2 『 ㎝ 一 ㎝ ｝ ｝

平均給与鍵より多給の場含をA、他を8とし疫。

（表甲※印）換舞係数はLO矯④機蟹の1サ刈給与の分は考慮していない。麓草反収は編輯幽幽

ザ放牧．乾草。サイレージ」（明文壷房）を疹照したG
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多いものの大差はみられない。寮たゲント驚一ンの作付と経産牛頭数との正の相関

がみられたが、採草地は利用農地と概して正の関係にあり、その面積が小さい農籔

は土地・経産牛比率如何によらず5叢年夏以降，乾草購入をしていることがみられ

そのため経産牛1頭当りの前表ま0ケ月給与燈とその懸積の関連は明確ではない。

按た、ここでは経産牛夏頭当りのゲント認一ン、採草面演が相対的に低く、その給

与量も大きいとはいえぬ朝臣内⑭に過去5～6年乾草販売がみられる。52年作付

の対前年変化をみると農地拡大の有無を問わず放牧地の減少が3蟻例あり、土地利

駕集約化の一方尚がうかがえるが、デン卦コーンよりも採草地の増加の方が大きく

ゲントコーンを通年給与していないからといって疑群ではその作付を増加は殆どの

事例でみられない。このような±地利用を規定する条件のひとつである土地条件と

の関連では次のことがいえる。まず、空間的翻心形態についてはデントコ～ンの作

付は牛舎サイロから相対的に近距離の闘場にみられ、1㎞以上の飛地にはみられな

謬しかもイ馳では殆どみられない．放牧地について賄成・肋撒地を除けば、

全て卜辞のまわりにみられる。採草地は福二港以外の圃場で作付されて曲り、耕地

分散や借地条件に適応的な性絡をもっているが、それゆえ、それらの条件如何によ

り飼料生産の能率、労働密度が影響されやすいといえる。こ　れらから、土地の

空論的利用実態に訟いてはゲントコーンと放牧地は先決的・鋼限的であると考えられ

る。また労働力条件との関連では⑩農家は鱗腰因と勧それがゲントコーンの作

付なしという状況と関連あるものと考えられる。ついでこうした土地利用と採草地

の反収水準との関連は明確でない。ここでの反収は草地更薪とか刈取り回数など、

集約化方向のちがいを反映しているため直接生搬力水灘を表わすものではない。

ゲントコーンの反収では農家間にぱらつきがみられ、乳羅水準、飼料基盤との対応

は男確でない。

　次に第5表（2ハにより轟地の時闇的利用の様掘をみると，以下のことがいえる。

　第一に、土地・経産牛頭数比率との関連では、あまり明確ではないが高乳量群は

低乳量群に比較し、所有採草地に占める経年化した草地の割合が小さいこと。鑓歯

内の①、⑭に典型的にみられる同じ現象か転乳穏：水準が抵い条件下では、麟嬢

比べて土地がないから草地更新が進まぬ論理と土地に余裕があるため，更紙の必要

がないという薄日が背後にあることも推察される。また放牧地については一般に捲

摘されているような経年化傾向は土地・経産牛頭数比率の小さい②を除いて土地基

盤との常連で醐確では拠・瓜⑦、⑩⑭など乳駄準が鳴声に1坂膿家に若干・そ

の様相がうかがわれる。ただし、これら経過年数溺分布は過表の経営行動の軌跡で
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でもあり多頭化過程を考慮する必要がある。第二に、その意味で鰻近5年間の経営

変化をみると乳量水攣が低くなるにしたがい概して多頭北が急速であることがわか

る。。上述の結果はこうした多頭化過程を反肥していることも推論測れる。

　第3に、採草墨番刈反双水準（乾華㎏婚位ノは群畷では必ずしも明確な差はみ

られない。ただこれが上述の下愚年令分廊のちがいに裏付けられていることも推

翻される。ただし、ここでは回腸の膳培菅理の実態を考干してはいない。しかし、

こうした結果：は次のことが考えられる。即ち飼料碁盤が小さい場合は、また飼料基

盤があっても乳牛の生産力水準が低偽嚇合は、土地丁丁の集約化の一方向と考えら

れる草地二半は進齋ず蔦そのことが蜜た王地齢よび乳牛の生産力水準を停滞させる

という循環構造が潜在している（①、◎、①．⑭）。

　そこでこれらの構造を草地爽新の内容によ〃立ちいってみようとしたのが第5表

（3）である。第5表麟とあわせて考察すれば、いずれの農家も現在ないしは目籐とし

てゲント篇一ン2～3年一牧草3～？年という翰作をあげているが、四丁からゲン

トコーンへのきりかえは、1群の方が52年では孜軍反収の相対的に高い水準でな

されていること；がほ懸うかがわれる。

　また剛揚によっては牧草・→牧草という吏薪方式もみうれる。さらに51年新酒草

地の刺用については土地・縦野牛頭数で示される飼料基盤の小さい饅察では播種年

次にすでに多量の牧草を刈敬っている。牧葦播種時甥は前作作物如何によらず殆ど

が春となっている。

　以上のような実態からいえば、ゲント誠一ンの先にふれた作付規定簑趨が上述の

循環構造の中でどう作朋しているかがよ参重要になる。

δ，　まとめと今後の課題

　これまでの検討は以下のとうり要約される・

1）乳牛飼養、とくに乳牛の生産力水準が梱対的に高く、飼料多二型経営は、経産

牛三頭当リデント認一ン作村と過去からの．草地更新、輪作期間が相対的に短かく、

こうした集約化の方法を採回している。蜜た低下雛丁丁ではそれら集約化、とくに

草地等親との関連で循環的な構造にある◎

2）　1）と臨関連するが、ゲント雛一ンは採草利用に比較して、その窒朋的利用が

先決的、門限的であ夢、それには土地条件の制約がうかがえる。但し、他の要國，

たとえば労働力条件を労働罎程に立入鶯て分析することなどはなされてい撚偽ま

た放牧地は上記の集約化の…づ殖ユとの関連でも滅少しつつあるが・他の作欝よ釦も
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繁　き　表　（2｝

土 騰

昭和墨ア年 群年から5峰

ﾖの変化

所梅探草専用地の播種

P番刈の反当収景（昭　項

@繕

_家

ﾔ号

乳牛頭数 計
経過年数6隼

｢満

総数

i頭）

経渡牛

@（頭）

利用

C農地

iわa）

経産牛
P頭巌夢

_　　地

i｝…a／顛）

経藩牛

@顧）

利糟

_地
i頭）

面　餓

ihの

（反収）

i簿／及）

（反収）

ﾀ　　㎝腔

⑨ ・　0　9 35 32．2 0．9窪 尋一　6 や蓋3、節 2γ8S （5◎3）

　藤蟹比

@　（％

@触｝

@　78．5
u、鞘「内圃一甲崩騨…停

@　98．8⑫ 25 呈5 22．5 L5◎ や　　6 率s．◎ 茎3．遥 （開削2） 9　　脅　　脅

⑭ 31 三9 25．8 L36 畢　　壌 十3．8 ！ε2 （463） 78，壌 ．　の　●

⑬ 30 22 37．0 L89 十隻。 準8、s 23．◎

C門閥一…■“置帽h『｝

P9．遷

（379） 92．2 （379）
王

⑤ ●　o　・ 20 26．3 董．32 や葦。 0．0 （5so） 68．G （605）

⑥ 40 22 29．52 L3鷹 ÷量7 や5．0 至8、52 （640） 92．7 （664）

⑦ 38 20 25．4 L27 千置5 壷6．◎5 ！2．3 （502） ioO．0 （502）

② 32 21 20．0 ◎．95 壷窒呈 争・書．2 量3．6 （唾16） 9｛λ5 （399）

⑩ 30 7 33．2 4．74 桑23 十2．◎ 3尾0 （鷹76） 76．5 ・　．　●

① 5 6　ぴ　曾 16．5 骨　摩　8 唇　○　● o．◎ 量L7 （3◎7） 64．1 （336）

④ 27 15 26．5 L77 準三6 O．0 握。◎ （393） 67．8 （444）

H
⑨ 30 15 20．0 L33 華葦7 →・玉3、5 132 （607） ？夏．2 （702）

③ 30 20 19．3 0．9？ 牽　　5 十aO 至2．且 （403） 78．1 （428）

⑭ 2玉 ま6 51．5 3．22 幸藍壌 季童，2 亙9．2 （44ユ） 56．8 （36堂）

洗． 1．　1番刈収墨は51年手播を除いたもの。

2，　47年土地瀬積は借入地を含む。

3・⑫の幡刈反収一三である・

4．一草地新播構成比は婁裏草地瀬駄ゲントほ一ンへの騨夢換え草地はデント

一88一



劉 用

醐礁

藩綴過年数購藤分擶と

?５三年）乾草㎏
ゲント3一ン5a年
?｛寸の連作年数溺

ｪ届
@　　　　　（％6年～10年

@　　未満
EO年以上

5玉年

坙q癌

p地の

E穂畿

D　過

N　数

@㈲

現在ないしは樹票

ﾆする土地利用方式

@醗票は※印
?はゲントコーン

奄ﾍ牧葦

藏減比

@岡

（反収）

iK墾／反）

麟械比

@岡

（反収）

i薮蘇／！文）

璃～鍵 2年穏 3年農

ﾈ上

19．0 （613＞ 2．5 （3…6） 5 8驚．5 α0 韮7．5 瀬頭⑳縛
塗し2 巳　硬　， 0．0 3L？ 35．0 33．3 ⑦3⑱5～6

諸Lδ 曾　禽　，

　3　　慮　　P

欠o雨　m’「内甲…叩一内

@三　　6　　険「一鼎一眠，r一A早「「㎝闇剛煽

@　2

69．？ o．o 30．3 ．　o　尋

78 （34の

　α0
戟p昌昌，「」，脚一一、
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「㎝1■「咽「”㎝…r叩吟 「　0．0

a乞4 ？2．6
　特にき壕らず

ｦ塾年
32．0 （468） 0．0

料内牌｝Fpn，，

3α遥 3噛，8 34．8 ⑦3一＠6

73 （37の o．⑪

@噌…」

αo o．o 玉00．0 ⑦3一⑫5～6

o．o 町　彫　● G．◎

州■一　　内．　hP胸P＿■一…F

　5
rり需州・一唖脚　「……一．旧昌一

@壇 34．8 鴛3．7 4聖．5 ※⑦・～・一⑫・～・

9．5 （5ユ9） α⑪

「「㎜｝、叩鞘

@盈3 33．3 6｛｝．7 o．o ※⑦3一⑳4

23．5 “　0　5

㎝ ｝ …
※⑦2～3趣）・

亙α3 （312）

　◎．o

c噛…、”閲罰用、“－…w

Q5．6

｝L蝉…？鞭，甲…舳轡鵬軌

i露嬉。）

　呂
黶g脾　■．［ド「1鞘

@…
驚？．9 39．5 3露．6 ※⑦3～4一⑫3～4

32，甕 0．0 3　　5　庚 0．◎ s3．8 壌6．2 ※⑦諸～・一⑧・～？

2δ．8

　　　（320）欄…一r一制脚“「佃一噂一h炉噛内噛炉圏断甲r蝋門

@　　（397） α◎ ？　．　● 27謀 垂三，8 6罷．1 ⑦卜㊥5
三3．6 （360） 8．3 （舗。） 　

講9，2 3．8 4蓬，o ※⑦3一㈱§

14．6

（グラス甥トソ）

28．6

乎一㎝」Lw噛

is69） 嵯　　9　， G．Q 55．2 4・1．8 ※⑦ト⑱5

瀞一ン藤穣に対するもの・
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鎗　δ　表　（3｝

地

畑．草地からきりかえられた
@　　　　　　デントコー／の潔癖薦横

轡

5ま年 52年 3　亘

　贋

@　蟹

_家

ﾔ号

h

懸穣

iha）

構成比

i％

面穣

iha）

構成比

@　囲

うち酌窪草地の

囃囈N次と反収
1面穣

i113）

　　　h皿翫「㎜「

ﾛ革地
ﾉ対ナる

¥成比
@　　（％

うちゲン

gコーン

ｷ　　作

@　（ha）

うち

C葭∫作

@　Gをa）㈱ （萄／反）

⑨ 2．5 3L3 6．6 82．5 壌魂 783 δ．◎ 18．0 3．0 0．0

⑫ 0， α0 4．6 69。？ 嬬6 ，　．　6 童．5 8．2 0．0 1、銀

⑭ 2．1 37．5
夏．9’

31．7 《9 730 ◎．o 0．0 0．0 2．o

⑯ 2．0 27．4 0 ◎．◎

｝
呈2．8 34．8 0．⑪ 12．8※

⑤ 2．3 33．3 2．0 30．3 磯4 595 2．3 1ユ．9 2．3※ α0

◎ 0． 0．0 0 G．0 … L92 8．2 L42 0．5

7 L6 21．6 235 34．8 《5 放牧地 0．0 0．0 0．0 α0

② 2．8 5L9 1．4 24．6
壌7　48　7 6？7　8葦0　　穿 購，8 24．0 3．2 L6※

⑩ 0． 0．0 0 0．0
　

O．0 0．0 0．O o．o

① 2．7 56．3 L2 27．9 壊2

「閲嗣h噛「胃一、鞘

@　5窪◎ o．7 6．o 0．7 o．o

④ 3．5 53．8 0 0．0 ｝
2．0 茎25 0．0 2．0

⑧ LO 16．1 2．3 27諜 45，5裏 800雲200 襲．0 3．7 1．o o．o

③ 0．6 五〇．5 3．0 49．2

4s　46　，

S7

694　82＄　　，

ｰ西湘レージ
5．嬉 3遼．6 L5 o，欝

⑭ 3．2 55．2 ◎ O．0 　
2．0 9．8 0．0 乞。

燃

注。　1．　きりかえられたゲントコーン作付の構成比はデ／卜頴一ン作付面恥に薄

　　　　　5周年では⑭，⑦，①⑭魏臨てんさ購力嚇魁して含熱．瓢
　　　2．表中※印は親播時期で導以外の7～9月の鵬煽が倉闇れることを承すζ、
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利 用　（草　地　更　新）

繍　　　　　葦　　　　　地

52　　年
年 うちゲント認一ン箭作 うち採：革地前作

うち

ｻの他

@（ha）

反収

i丁丁）

爾積

i動の

採葦地に

ﾎする

¥成比
@｛％

画積

ihの

連作年数

@　鶴

反収

iレ仮）

面稜

iおa）

播種

N次

ﾉ

反収 う　ち

ｻの他

てんさい

@20 2三6 5．o 1δ．0 4．3 2～3 5．0～5，S ◎．7 40 521 0．0

◎．0 ．　．　畳 3．6 三3．9 3．翁 a年以上 ●　o　， o．G
　 　 α0

α0 …
LO 5．◎ 2年以豊 6．5 0．0

｝ 　 ◎．0

◎．0 100 α0 0．0

　LO
秩@辱へ「7國膚…内

@α0

｝雫一酌卯、、

@… ㎝
α0 ㎜一 　 0．0

0．0
1指そう

ｶ刈のみ
23 三L7

※黛．3

3 5．8 α0
一 ｝ α0

o．｛｝ 5｝◎ 2．85 12．玉 o．o
　 　

　※2．85

4？ Lo　20

G．G
…

4．2 三δ，0 3．◎ 韮

5．0 46 613 0．0

0．O

1蕃そ死ヌ「サイし／一ジ200

L墓 6議 LΣ 3 4．7 α0 ｝ ｝ 0．0

α0 ｝
α0 0．0 ㎝ 　

α0 ｝ 一 α0

α0 480 3．7 23．6

0．0

鼡撃P……

k7 …　　，2 4。0，覧0 2．o 4〔｝ 448 0．0

0．0 400 0．◎ ◎．0 0．0 ｛ ｝
o．◎

一 一 α0

0．0 露00 6．5 2◎．2 ◎．0

｛ ｝
1．3 42 640 5．2購入

造成u
阮S2、o

668 3．三 …9．7 2．6 2年以上 6．0 α0 　 ｛
o．5造成

α◎ 362 0．0 0．0 0．0
… ｝ αG … 　

0．◎

するもの。

譲た、51葎1論作鎌藁地の反ヨ1又は麓草纂
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土地と乳牛頭数鳶の相対関係の大小に関達するように亀考えられる◎

　小稿は課題接近の第一段階であるため、今後の課題は多々ある◎

　嬉一一に篭乳牛飼叢のあり方のうち箪牛乳生産の挙節変動，育成部門の位置づけ冷

収入源である乳牛個体販売のウエイトのちがいが飼料生歴、土地利用とどう関連し

ているか。蔑たそれらの関連に労鋤プみ土地。再生灌廠どの規定条件がどう作用し

ているか。労働過程の分析等。

　繁二に．飼料生産・とくに飼料作の生産力と薩接結合する肥培菅理の実態、とく

に経営内堆厩肥・尿の投入構造と土地利用，嗣場の生産力，乳牛の生産力との蘭連。

　第三に、公共育成牧場、借地等飼料の外部依存の相対的評価。

　これらを考察することにより土地利粥の実態から土地利用高度化の条件を分析す

ること。

　第購に、そうした土地利絹高度化、その中でとくに重要な意義をもつ草地更親を

中心とする決定問題に計鍛的に接近し、土地利摺高度化の方法と展翻条件を具体的

に提示する必要がある◎
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　　注

ω　例えば毘畑　保ヂ北海道酪燧の現状と課題」『農業総会研究』

　　　　　塩沢照俊ヂ北纏道酪縫の現状と諜題」ゼ畜産の研究』第31巻第3号

　を参照・

鋤　例えば、機政史研究会「戦後北海道饅政史」農霞漁村文化協会を参照。

翻　是永純弘編ヂ現代経済学の方法と思想」講座「現代経済学批判亙」鷺本評論社

　を参照。

　　これによれば「要件論的接近」とは「いわゆる自己保存系を対象とするアブ隠

　一チで」あり、その第三段階に慮己保存系が所与の環境の下で存続、繁栄や発展

　するための諸条件の解明に「要件分析」が位齪づけられている。

閥　それらを含む計量的研究の展罎経愚については、例えば、武藤和夫他ヂ農業経

　営診断・設計お・よび謝緻的経営研究の展闘」農業技術研究所報告Ll第49号を参

　照。

｛5）　例えば、前掲、田畑、塩沢論文を参照・

⑥　掘羅房造「酪農に齢ける霞給飼料の経済姓」『畜産の研究』第29巻第4号で

　は酪縫の各発展段階に齢いて、それぞれ採朋される評価方法が示されている。こ

　の自給飼料の経済性評鱗は、いわば「内部振替笹野」に通ずるものと考えられよ

　う。例えば、古瀬大六「生産の縫済学」春秋社を参照。

（7）ゲント識一ン、採草地、放牧地の各作付躍と牛舎・サイ諏からの距離の関係に

　ついては、ヂ飼料作機械化作業体系の実態」北纒道農業鮒発機械化研究会を参照。
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