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韓牛肥育経営の経済性

一江原道横城郡地域を中心として一

塁　海　植

1，　はじめに

2．韓牛肥育経営の概況

　1）韓牛飼養における横銅郡の出遣

　2）　調査対象農家の概況

3，生産費の構造と収益性

　1＞生産費の構造

　2）規模珊収益性

4．　肥育経営の規模別生産性

5．　肥育経鴬の経済分析

　1＞飼育頭数の適性規模

　2）生産関数分析

6．むすび　一肥育経営の成立条件一

1．はじめに

　韓土では1970年代以降における急速な経済発展にともなう、農業機械化の普及

とともに牛肉消費量の増加によって、韓牛飼養は畜力用としての価値がますます減

少し、肉用牛としての飼育にその潤的が変わっている。この段階における韓牛飼養

は、子牛生産と肥育という2つの生産過程に分化する形で展開してきた。

　このような生産過程の分化は、子牛生産と肥育の技術的・経済的特質の差異によ

って現われる必然的な現象であると思われる。即ち、子牛生産の場合は豊富な粗飼

料の給与と運動が不可避で土地依存的な技術体系を基礎としているのに対し、肥育

経営は粗飼料利用の比重が獺対的に低く、購入濃厚飼料に大きく依存する技術体系

を基礎としているため、土地離脱的・流動資本依存的（素牛費、飼料費、資材費な

ど）な経営的特質をもっている。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1）
　しかしながら、周知のように韓国における最近の牛肉問題は、輸入枠の拡大や自
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由化を求めるアメリカからの外圧のみならず韓牛肥育経営の実状においても、子牛

生産の零細性及び高コストに起顯する素牛の高冷格、購λ濃厚飼料依存度の高まり、

素牛及び肥育牛の価格変動による収益不安定性等の出題点に直面している。

　これらの問題を改善し優秀な肉質の韓牛肉をより安価かつ安定的に供給するとと

もに、肥育農家の再生産確保のためにも韓牛肥育経営の安定的生産体擬の確立が強

く求められている。

　本稿の目的は以上のような現状認識に基づいて、韓顕江原道の韓牛飼畜主産地で
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2）
ある横城郡を中心として農家実態調査を行ない、韓牛馳育経営の構造を探り、その

経済性を幽らかにすることである、，

　分析二一は1986．1．1から1986．12．31までの1年聞であり、標本農家数は44戸で

ある。一方、～頭当たりの平均値は農家間の飼養規模にかなりの差があるため、販

売頭数による加重平均により計算した。

露．韓牛肥育経営の概況

　1）雌牛飼養における横城郡の華麗

　本研究の調査対象地域は横城郡で、この地域における本格的な韓牛飼養のブーム

は鐙70年代初からはじまった。蝉ち、この地域の立地条件を充分に活胴するとと

もに、各種施策の援助をうけることによって、韓牛飼養に大きな伸長をもたらすこ

ととなった。

〈表1＞　韓牛飼養の動向
（単位：頭，％）

区分 1戸当平均飼養頭数 韓隼飼養農家率
年度 横城郡 江原道 全　　1礒 横城郡 江原道 全　　国

1975 1．5 L5 1．2 76．8 67．8 53．6

1980 2．0 三，8 ま．2 72．5 60．7 45．8

1981 22 L8 1．5 74．5 57．7 喋1．9

ig82 2．3 2．2 1．7 77．4 65．9 4婆．8

王983 2．8 2，4． 2．0 76．8 65．7 雇8．5

1984 3．3 2．7 2．2 77．2 68．4 52．2

1985 3．5 2．8 2．婆 75．6 70．0 5δ．7

ig86 3．2 2．6 2．4 70．6 65．8 54．3

資料：畜協中央会，「畜産物価格及び需給資料」タ鐙87

　　農協中央会，「農協年鑑」，1987

　　横城廓，「横城郡誌」，ユ987
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　＜表1＞から横城郡の韓牛飼養の現況をみると、玉986年末現在6β54戸が22，271

頭を飼養し、戸当平均3．2頭で全圏の平重魯規模2，4頭や江原道の平均2．6頭をはる

かに上腰：』ている。そして、韓牛飼養農家率も全国の54，3％や江原道の65．8％に比

べて、横城郡は70．6％の高い水準を示している、，

〈表2＞　韓牛飼養規模別飼養戸数・頭数の構成（1986年）
（単位：％）

規模
1－2頭 3一盈頭 5－9頭 10－19頭 20頭以上 計

地域

戸数 6L6 23．9 n．壌 2．5 0．6

100

横城郡
（6，177戸）

頭数 32．5 27．1 23．3 10．5 6．6
ユ00

（19，768頭）

ユ00
葎数 67．7 21．9 8．1 L7 0．6

江原道
（75，65i戸〉

1◎0
頭数 37．8 27．8 18．8 ＆2 7．4

（199，249頭）

100
戸数 74．8 ユ5．9 6．8 1．8 0．7

全
（990，720月

国
100

頭数 43．7 19．2 15．4 10．3 1L4
（2，370，0ij頭）

　　資料：〈表ユ〉と鵬じ

　また、　＜表2＞から横城郡の韓牛飼養規模鋼戸数分有をみると、1～2頭規模が

61．6％と大半を占め、20頭以上の規模は0．6％にすぎない。しかし、全国ならびに

江原道に比べてこの地域では3～4頭、5～9頭、10～19頭規模層の飼養農家数が

多い。その原囲は零細規模簡である1～2頭規模層の脱落によって他規模趨が順調

に増加したことに起凶していると思われる。このように一城郡地域の中規模層（3

～4頭、5～9頭、10～19頭）が増加した背景には政府からの各種密産政策や、こ

の地域での畜産関連施設の誘致による畜産基盤の拡充があった。

　特に、草地造成の条件は、道内の他郡より有利な条件をもっていて、総林野面積

80，002i｝aの中で草地造成の脇能面積は10，927｝｝a（約13．6％）に達し、全霞最初に韓

牛の林間放牧を試みて成功した事例もあって、韓牛生産基地としての発展が期待さ

れている地域である。そして、1983年には江原道内では2番iヨに郡行政機構内に

畜産課（他郡では畜産係）が設置されている。また横城家畜市場は全隔最：初の競売

制度を導入した市場で、施設規模3，180坪の敷地に全天候繋留施設400頭、競売牛

接受舎1棟、競売場1棟、上下車台58窺、三三器4台などの現代式施設を備えている
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3）
全国最高の家畜市場で、最近は5目定期市場から毎鷺常設市場として運営されている。

また、家畜業協同三舎申央会が良質の濃厚飼料を供給するために1986年に建設し

た「蓄協横城配舎飼料工場」は11，084坪の敷地に臓産能力300トン規模の現代的工

場がある。そして、牛300頭、豚200頭の処理（屠殺）が可能な「大規模民営旛

畜場」も立地していることから、横城郡は韓牛生産基地としての社会経済的な好条

件をほぼ備えている地域であるといえる。

2）調査対象農家の概況

＜表3＞　肥育経営農家の概況（1986年）

内容 璽　　　目

単位

1～4頭 5～9頭 10～19頭 20頭以上
平　均

i計）

戸 13 14 9 8 嬢）標　本　農　家

_業従事看数

o営耕地面積

人 3．1 3．0 3．3 3．i 3．1

a 93．6 141．8 121．8 170．7 13L9

a 60．6 71．6 72．0 92．9 742水　　　田

@畑 a 33．0 70．2 護9．8 77．8 59．7

経（

皷c戸締当況）

頭 3．1 6，ユ 工3．7 3Li 13．5肥育牛販売頭数

_業総収入 千ウオン 5，85i，3 1L654．0 27，6｝8．9 40，229．5 20，020．9

％ 56．3 64．4 66．7 89．9 69．3肥育牛収入

ﾄ穀収入

ｨ作収入

％ 25．3 20．8 玉9．9 5．2 17．8

％ ユ8．4 i48 23．4 4．9 ユ5．3

K夕 223．5 281．8 301．1 304．2 277．6

K野 436．7 縫83．1 501．7 449．4 467．7

ウオン 523，650 703，720 709，206 679，200 653，944

月巴　（

@一
轣@戸概　当況一

〃 971，678 972，672 959，632 964，509 963，529

素三生髄重

ﾌ売牛生髄重

浴@牛　価　格

ﾌ売牛価格
�@育　期　間

@　艘　　量

宴ﾀ富　髄量

J　｛動　鷲　問

潤 276 240 209 i67 223

Kg 213．2 201．3 200．6 145．3 190．1

K多 0．77 0．84 0．96 0．87 0．86

蒔間 238．2 ／74．5 1Q9ほ 64．9 146．6

資料：実態調査表より　作成
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　＜表3＞は調査対象農家の経営及び肥育経営を示したものである。標本農家44戸

のうち1～4頭規模が13戸、5～9頭規模が14戸、圭0～19頭規摸が9芦、20頭以上

規模が8戸である。農業従事者数は3．0～3．2人であり、経営耕地面積は93．6～
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4）
170．7aでそのうち水田が約2分の1を占める。牧草栽培地は、粗飼料給与を年間

を通じて稲わらに依存していることから、大部分の飼養農家が所有していない。

　1戸当たり農業総収入は平均20，020．9千ウォンで、そのうち肥育牛収入が69．3％米

穀収入がi7B％、畑作収入が15．3％を占める。これにより調査対象農家は韓牛肥育

経営を主軸とした稲作との複合経営の多いことがわかる。

　次には犯育概況についてみる。

　体重をみると平均277。6Kgの素牛を467．7K9まで肥育し、増体重190．1Kg、1臼当

たり増体量（D．G）0．86Kgを得ている。

　規模別にnGをみると、肥育期閲が長い1～4頭、5～9頭規模の場合は10～エ9

頭規模より飼料効率がおちていることからやや小さい。価格水準は素牛が653944

ウォン、販売牛が963，529ウォンであり、これを心当たり生体価格に直すと素牛が

2，356ウォン、販売牛が2，060ウォンであり、素牛鞠当たり生体重の価格が販売牛

生体重の価格よりはるかに高いことがわかる。

　飼養労働時間は、規換拡大によって大きく節減され、20頭以上規模の頭当労働時

間は64．9時間であり、1～4頭規模の238．2時間よりはるかに少ない。従って、20

頭以上の労働蒔閥は1～4頭規模より73％が節減されていることがわかる。

3．生産費の構造と収益性

　1）生産費の構造

　〈表4＞は肥育経営の規模別生産費及び収益性を示したものである。

　一般的に、飼養規模が大きくなるにつれて単紘当たり生産費が逓減し、収益性が

上昇する性質を規模の経済性という。これには個別経営をとりまく諸条件のなかで

も、とくに生産要素（土地、労働、資本）の所有条件、飼養技術条件、収益性（価

格）水準、経営形態が同一であるという前提条件がある。

　ここでは個甥経営農家における韓牛飼養規模が総じて50頭未満であり、農家間に

前述の諸条件に大差がないとみられ、規模間の生産費比較を試みる。

　〈表4＞から肥育牛1頭当たりの第2次生産費を規模携にみると、1～4頭規模

は20頭以上の規模より高いが、その原因はほとんど労働費の差によるものと思われ
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〈表4＞　髄育牛頭当生産費と収益性（1986年）

（単位1：ウオンヲ％）

　　　　規　　素

q　　§
1～4頭（構成比） 5～9頭（構成坊） 10～ユ9頭（構成比） 20頭以上（構成比） 平　　均（構成比）

581β98（53．5） 620，115（59．4） 625，619（67．0） 688，620（71，4） 628，936（62．5）素　　　牛　　　費

煤@　　料　　　費 282，356（26，0） 240，261（23．0） 196，083（2ユ．0） 203，915（2i．1） 230，653（22．7）

222，9娃8（78。8） 197．117（82，0） 166，688（85．0） 161，547（79．2） 187，075（81．1）濃厚飼料

e　飼　料 59，408（212） 43，144（1＆0） 29，392（15．0） 22β68（2α8） 43，578（18．9）

玉85，968（玉7」） 15i，997（14．6） 91，757（9．8） 56，652（5，9） 歪2ユ，593（工2．i）勢　　　働　　　費

ｴ　　　　　　　他 37、060（3．の 30，0王6（3．0） 20，661（2．2） 14，804（！．6） 25，6io（2．7）

費　　周　　合　計 i，086，667（100，0） LO喚2，289（10α0） 934，117（100．0） 963，991（100．0） 1，006，792GOO．0）

工2．367 i2，794 王0，544 ユし493 三1，550副　産　物　償額

諱@ユ次生産費 1，07護β10 1，029，595 923，573 953，498 995，244

第2次生産費 1，工45，500 1，087，ま38 1，06a933 1，077，009 LO94，645

98蔭，020 985，466 970，ユ7i 960，714

83，321 95，074 ユ27，811 53，375

975，094

W9，895

粗　　　収　　　益

梶@　　　　　　得

メ@　　収　　　益

ﾆ族労働報酬
H潤当家族労働報酬

△161，480 △101，672 △98，762 ムユ16，295 ムユ19，551

12，131 37，531 82，451 △　20，126 9，4¢6

407 1，720 6，045 △　2，480 1，423

資料：〈表3＞と同じ



る。

　費粥合計を占める項穣翅割合は、素牛費が625％と最も大きく、その次が飼料費

129％（うち濃厚飼料費8玉．1％）、労働費が12．1％でこの三二羅を合わせると費用

合計の87．5％を占めている。

　ここで費用構成で最も大きい素乱費について考察してみると、二二費は導入時の

市場価格（上場）によって大きく左右される。そして、肥育牛跡荷蒔の価格形成は

1齪統、体重、月数、肉質等級などの要論によって決められるので、肥育形態に適合な

素牛の選抜が肥育経営において璽要であり、素牛の有利な購入をはかることが大切

であると思われる。

　次に、飼料費についてはその大部分が購入濃厚飼料に依存しており、粗飼料の比

重はわずか189％にすぎない。しかしながら、自給粗飼料の大部分が稲わらである

が、最近には水田の墓盤整備による機械化（コンバイン）の進展によってその確保

がますます園難となっており、肥育牛の飼養規模が5～9頭以上になると大部分の

経営農家が水田との複合藍鼠とはいえ、稲わらは粗飼料として不足し、専業的経営

（10～19頭以上）における稲わらの確保は大きな問題点といえよう。従って粗飼料

の確保のためには、購入濃厚飼料を含めた良質粗飼料の慈1給生産体制を備えるとと

もに、粗飼料の有効利用をはかることが最も重要である。
　　　　　5）
　次に労働費については、労働費の節減のためには省力管理と多頭化の方向が考え

られる。たとえば、親鳥別労働費の構成をみると20頭以上規模の1頭当たり労働費

が5，9％であるのに対して、1～4頭17．1％、5～9頭14・6％、10～19頭9・8％で

あって、多頭化によって1頭逃たり労働時間はかなり節減されている。従って、労

働費節減の方法として多頭肥育による群飼、自動給餌など技術の平準化による省力

化方式の確立が前提となろう。

　2）規模別収益性

　〈表4＞から肥育牛1頭当たり収益性についてみる。

　肥育牛の粗収益は肥育期間と1日当たりの増体量によって決まる。即ち、導入時

の素二二体重と販売蒔の仕上がり生体量との差が増体重であり、これを二二期間（臼

数）で除したものが1鷺当たり増体璽（D。G）である。平均的に肥育牛1頭当たり

粗収益は975，094ウォンであり、これに対して第2次生産費1，094，645ウォンで差し

引き純収益はマイナス←）U9，551ウォン、所得では89，895ウォンとなっている。ま

た、1日当たり家族労働報酬は1423ウォンを得ている。1日当たり家族労働報酬を
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飼養頭数規模別にみると、多頭規模層ほど高い水準を示し、1～4頭規模の407ウ

ォンを最低に、5～9頭1，720ウォン、10～19頭6，045ウォンといったように、規

模拡大に従って労働時事の省力化で労働報酬を高めていることがわかる。

　しかしながら、20頭以上規模の専業的規模になると1臼当たり家族労働報酬が負

心を示しているが、その原画については、施設（畜舎、農業機械）及び土地の増投資

による資本用役費の負担が急に増えて、純収益がマイナスになっているためと思わ

れる。

墨．紀育経営の規模別生産性

＜表5＞　肥育規模溺・形態鋼頭当生産性（1986年）
（単位1：ウオン，柴手間）

　　　　項　目

K模別・形態別

　所　得

A　（Y）

労働蒔闘

@（N）

固定資本額

@（K）

労働生産性

@（1Y／N）

資本生産性

iY／K：）

資本装備率

iK／N）

1～4頭G3戸）

T～9頭（1炉）

P0～19頭（9戸）

Q0頭以上（8戸）

83β21

X5，074

ﾊ27，8H

T3β75

238．2

奄V4．5

P09．1

U4．9

67i，187

W06，790

V58，036

X36β68

349．8

T44．8

Pほ7L5

W22．4

0．12

O．i1

O．王7

O．05

2，915

S，623

U，948

P4，435

平　　均（44戸） 89β95 146．6 793220 613．2 0．1王 5，410

短期肥育（ユ6芦）

ｷ期肥育（28戸）

93，897

T0，893

エ31，0

P56．0

754，0i8

W33，922

7亙6．7

R26．2

0．i2

ｿ06

5，755

Tβ45

平　　均（44戸） 72β96 i43．0 793，975 51α0 0．09 5，552

資料：〈表3＞（…＝同じ

　＜表5＞から肥育経営の生産要素（労働、資本）の生産性についてみてみよう。

　まず労働生産性を規模別にみると、1～4頭が349．8ウズン、5～9頭が544，8

ウォン、10～19頭が1，171．5ウォン、20頭以上規模が822．4ウォンと、規模拡大に伴

う労働生産性の上昇傾向ははっきりしない。即ち、20頭以上規模が10～19頭規模よ

り低い。

　一：方、肥育形態劉に生産性をみると、短期馳育の労働・資本生産性が長期肥育の

飼養形態より高いことがわかる。その原因は一般的に肥育期間が長くなればなるほ

ど、1臼当たり増体重が減少し、第2次生産費が増加するからであると思われる。
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　労働生産性は資本生産性と資本装備率との積であるが、〈図1＞から規模別・形態

励労働生産性の格差を確認してみると、労働生産性の差が大きいことがわかる。従

って、規模拡大による労働生産性を高めるためには資本装備率の高度化が先決条件

であり、資本畜積（資本形成力）が弱い多くの零細規模の肥育経鴬農家は借入金に

依存せざるを得ない。

勲本裟踊寧

〈図1＞　肥育規模・形態刷労働生産性

妻2　　　8　　　　4

蝦本’姻触（偽ン／偽ン）

α2

0．皇一・

盟∫劇麟
〔コ㈱」肥轄

層｝’…’一’ A

0．1

02

資劇し滝峰

4

　　　蹴1一纐

　　　□5～9願
　　　ε＝，い。一皇9鐵

　　　ζ：ニユ20駅以上

　｝

　…

…τ曹…柵”「

　　　　L＋一一一噂質本装簿率
　臼　　　　　呈3　象5 （千ウォン／酬1⑳

注：□の面積は労働生産｛生の大きさを示す。

　しかしながら、零細肥育農

家の場合には労働生産性を追

求するためには多頭化し、資

本集約的にならざるを得ない

面もあるが、借入金による過
　　　　　　　　　　　6）
度な資本投資（規模拡大）は

経営不安定の要閣となり、価

格変動に十分耐えられる生産

体制を確立するためには、自

己資本の蓄積による経営の安

定化をはかりながら順次的な

規模拡大に努めることがより

重要であろう。

5．肥蕎経営の経済分析

　（1）　飼養頭数の適正規模

　調査対象農家における個別経営に対する第2次生産費の結果から適正規模の存在

を確かめてみる。

　適正規模とは、規模拡大にともない平均生産費は変化するが、それがもっとも低

下する、生産要素の最適結念点を意味する。

　調査農家44戸の肥育1頭当たり第2次生産費を絹いて規模別に表せば〈図2＞の

ように長期三三麟線（AC）はU字型になる。

　この國において縦軸は頭遜たり第2次生産費、横軸は1戸当たり飼養頭数を表わ

している。

　ここで、個刷農家44戸の資料を用いて適性規模（最小費嗣点）の計測を行なう。

一93一一



〈閣2＞　肥育牛頭当第2次生産費と飼養規摸

任ウオン／頭）

1200

　鷺00
第

次

生1000
産

費

　9456

　　900

80◎

　⑥

　　④
　⑦

　⑧
　⑤

⑬

＠器
②⑨

　　⑫⑱
①③　　⑯

　⑩

1～婆三層

⑲

⑳

瀬C

20頒以上層

㊥　⑫

⑭

⑩

⑬

AC

⑳

　5～9囎
　　⑳

⑳　　　　　　⑪
㊧⑳
㊧⑯　　　⑳

　　　　　⑳

　ヨ

⑳1

　：

　｛

　：

　；

　；

　～

⑳

⑳

⑳10～19囎喰

　⑭　　　⑰⑳

　　⑫

s一τ÷疏一∫卜＿。（卿
　　　　　　　　　　　　　　　　　1戸当肥育牛飼養頭数規模

　　　　注：1．○の数字は農家番号を示す。
　　　　　　　2．　資料亭ま実態調査表よりダ巨成0

　　　　　　　3．ACは平均費用独線、　MCは限界費用曲線である。

　1戸当飼養頭数（X）と1頭当第2次生産費（AC）において2次の費胴闘数は

次のようになる。

　　　　AC－！，。17．讃一1。．，69散÷。．、。4誉X・　　　（1）

　　　　　　　（27，764）　　　（1．99）　　　（三．548）

　　　　　　R2罵0．5759　⇔は宝一値

　　　　　　来来は1％有意　　来は10％有意
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　そして、限界費胴曲線（MC）は乱費周（孚C）を微分したものであるから次の

ように表わすことができる。

　　　　MC叢1，017．23圭一21．539X＋1．2147×2　　　　　　（2）

　上記の式（1）と（2）から肥育牛飼養頭数の適正規模は平均費用曲線上の最低点あるい

は平均費用曲線（AC）と限界費胴曲線（MC）との接点である。

　ここで最：適規模即ち、適正頭数は13，3頭、最小費／胤点は945，631ウォンである。

この計測から確かめた規模はく表4＞の生産費及び収益の結果と一致すること

がわかる。たとえば、1～4頭から5～9頭、10～19頭に規模が大きくなると、第

2次生産費、飼料費、労働費は逓減し、所得、1臼当たり家族労働報酬は逓増して

いる。

　しかし、1～19頭から20頭以上になると第2次生産費と飼料費、そして、所得、

1臼当たり家族労働報酬は反対の傾向をみせている。

　2）　生産関数分析

　　（D　計測結果の経済的意味

　〈表6＞は韓牛罷育農家に対する生産諸要素の生塵力を把握するため、コブ・ダ

グラス型の生産関数を計測した結果である。

　生産関数の分析結果によって次のような経済的意味を把握することができる。

　各生産要素の生産弾性値bl、b2、b3、b4は当該生産要素の投入量増加率に対する

産廿1量増加率の比率、錦ち、生産への貢献度を示す。たとえば、

　　　　　　　　　x1　　∂y　　　　　　　x2　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　∂y
　　　　　　b玉＝一・　一一、　　　　　　　　　　　　　　　　b2ニー一一・
　　　　　　　　　y　　　　∂Xユ　　　　　　　　　y　　　　∂X2

¢）ように変形でき、生産弾性値b1及びb2はそれぞれの生産要素投入量の徴分量の変

動率の比に外ならず、生産物に対する生産要素の貢献度を表わす指標となる。もし、

生産弾性値の和が1より大きければ規模に対する収穫逓増、1であれば収穫不変、

1より小さければ収穫逓減を意味する。

　　（2＞投入要素の生産弾性値

　〈表6＞から生産弾性値の結果を検討してみると、飼料費（濃厚飼料十粗飼料費）

の生産弾性値は0．6792と最も大きく、飼料費を王0％増加さぜると頭当粗収益が6．8％

増加することを示す。同様に素牛費の10％増加は粗収益の2．2％の増加を、労働鍛

の10％増投は粗収益の2，1％の増加を、諸経費（獣医師料及び医薬晶費、　水光二
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費、修繕費、小農機具費、農業機械及び建物償却費などが含まれる）の10％増加は粗

収益1．4％の増加をそれぞれもたらすことを示している。

　一方、　〈表6＞から求めた生産弾性値の和が1．2542で1より大きいのであるから

調査地域の韓牛肥育経営農家において規摸の経済が作絹していることを意味し、小

規模層の経営農家が規模を拡大していく経済的誘園となっていることを意味してい

る。

＜表6＞　生産関数の計測結果（1986年夏

1戸当粗収益 定数項 素牛費 飼料費 労働時聞諸 経費 標本

（千ウオン） （千ウオン） （千ウオン） （時澗） （チウォの Σb R2 農家

Y Ao b1 b2 b3 b4 （戸）

来 来 来米 ※ 来

α7753 0．234ユ 0．7221 0．2429 0．1056

短期肥育 王．3047 α9606 ユ6

（2．123） （L788） （4．43｝） （2．057） （1．350）

寒 来 来来 来 来
0．2064 0．2164 0．6363 0、王830 0．1682

長期碁巴育 王．2039 0．7959 28

α325） （2．122） （2．64ユ）馳 （L6王1） （1．457）

来 来 ※米 来 来
0．4286 02252 0．6792 0．2129 0．1369

全　農　家 1．2542 0．8644 44

（1．412） （2。329） （3．36王） （L892） （L782）

　注：Q）来は有意水準10％、　来来は禽意水準1％、　0はt一値

　　（2）計測模型：Y驚Ao　Xlbi　X82　Xま3X里b4

資料：〈表3＞と岡じ

6．　むすび一肥育経営の成立条件一

　本稿では子牛肥育経営の経済性を朋らかにするために、江原道の韓牛飼養主産地

である横城郡’地域を中心として農家実態調査を行ない、（1）生産費の構造と収益性、

（2＞規模別生産性、（3）飼養頭数の適性規模、（弟生産関数の計測に焦点をおきながら分

析した。

　以下、分析結果を要約すると次のとおりである。

　（1）横幅郡における韓牛肥育の概況をみると、1986年現在戸当平均飼養頚数は

3．2頭で全国2．4頭、江原道2．6頭よりはるかに大きいし、飼養農家率も70．6％で全
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国、江原道のそれより高い水準にある。そして、規模励韓牛飼焼霜家数の構成も5

～9頭11．4％、10～19頭2，5％で全国と江原道より高いことがわかった。

　（2）肥育経営農家の農業総収入中で肥育牛販売収入、米穀収入、畑作収入が各々

69．3％、178％、15．3％で調査農塚の大部分が韓牛肥育経営を主軸とした肥育÷水

田の二二経営形態を取っていることが確認された。

　（3）1986年時点での全圏（畜産物生産費調査報告：畜協中央会）と横城郡（調

査農家）の罷育期間とD．Gを比べてみると、肥育期間は全国190臼、横城郡223日で

横縞郡が長いが、nGは全国0．765Kg、横縞郡086晦で全国の水準より高いことが

確かめられた。

　（4）　1頭当第2次生産費及び所得は20頭以上規模を除外すれば規模拡大にともな

って逓減あるいは逓増し、1戸当家族労働報酬も10～19頭規模の6，045ウォンで最

も大きい。

　このような現象は多頭飼養による労働費の節減効果が大きいことに起函している

と思われる。

　（5）　1986年時点での叡山郡の適正規模は133頭、最小費用点945β31ウォンで

あった。

　（6）生産関数の計測で生産弾性値の和はL2542で調査農家における肥育経営は規

模の経済性が存在していることが確認された。

　以．ヒの実態調査結果に基づき、韓牛肥育経営発展の阪害要因を指摘し、その解決

方案を模策することによって将来への発展方向を探ってみよう。

　まず、第一は、鯛別農業経営の経営構造（特に畑作）は半自給的であり、肥育牛

部肖そのものを、専業経営として成立させるだけの経営基盤が確立されていないの

が現実である。

　従って、多頭飼養自体が凶難であることではなく、農業所得水準の低位：性からも

多頭化は不可能となっている。このためには芦当飼養規模を適正水準まで拡大でき

るように、韓牛肥育農家を対象として政策レベルでの財政的支援が強く求められて

いる。

　第二は、飼料の問題であるが、現在、肥育牛経営は濃厚飼料を重点的に使ってい

る。その濃厚飼料は国際事情によって価格変動をうけ、そのため購入濃厚飼料の依

存度が高ければ高いほど罷育牛経営は不安定であることになる。また、粗飼料にお

いても5～9頭規模の段階までは個劉経営の中で稲わらや畦畔草で充足できるが、

それ以上になるとある程慶の粗飼料生産あるいは購入が必要となり、粗飼料確保が
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規模拡大の鍵となる。従って、遊休農用地や山閣地帯を利用した飼料生産基盤の拡

充が望まれる。

　第三は、多頭化による収益性向上の効果があまり現われないことである。即ち、

主要経費である素牛費、濃厚飼料費、獣医師料及び医薬品費は比例費湘であり、頭

数がふえてもあまり逓減しない。一徳、中砂節滅が期待できるのは畜舎及び農機具

償却費、飼養管理労働費、水光熱費などである。そこで、小規模経営の方が遊休

施設を利用できたり、粗飼料の惣給率を高めたりして、かえって1頭当りめ所得額

が高まっている場合が多い。従って、多頭化に伴う飼養管理技術の普及とともに単

位当り家畜生産性の向上が望まれる。

　第賜は、肥育牛経営では素牛価格の聞題が大きな比重を占めている。そこで、こ

の素牛価格が高いか安いかで肥育経営の収益が決まっている場合が多い。しかし、

現実の肥育経営をみると、その素牛価格の高低がストレートに肥育牛価格に反i映さ

れないという問題があり、素牛価格が高くても魔育牛生体価格が高いとは必ずしも

いえない。つまり、素牛価格と肥育牛生体価格との相闘のないところに肥育経営の

問題がある。従って、肥育経営の市場価格に対応できるような経営安定効率化とと

もに緬格支持政策による価格の安定化が要望されている。

　注

1）韓濁における津津牛という意味は韓牛が90％以上を占めているので牛肉繭題の

解決のためには韓牛経営の安定化が先決条件となる。

2）韓国の行政組織は道、特別市、直割市、市，郡、邑、面に区分されている。そ

して、調査地域である下城郡は1個濫、7個面となっている。

　実態調査は筆者が直接農家を訪ね、農家が記録している帳簿や聴き取りによって

行なった。

3）韓国の一般的な家畜市場は5臼定期市場（たとえば、横車市場は熱砂に1日、

6日）となっているが横城家畜市場は韓牛の去来（特に韓牛謄湾牛）が盛んでいるこ

とから毎日定期的に運営されている。

4）調査対象農家の土地利用別作付構成をみると、主幹部門である稲作以外に畑作

物として豆類、とうがらし、胡麻、荏胡麻、にんにく、とうもろこし、薯類、た

ばこ、野菜、ホップなどの20余種類を作付している。

5）一般的に家畜生産費の計算上、家族労働費は飼料の給与と調理、飼養管理など
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の家畜飼養に直接投下された労働時間だけを機会費胴として評価して計算するが、

本論文では飼養管理労働時間以外の山野草の採取に所：要された間接労働時闇も加算

して家族労働費を計算した。この方法が韓顯のような零細小農経営下では合理的で

あると思われる。

6）たとえば、韓園では1982年から1984年までにかけて市場価格条件が好況で

ある時、韓牛飼養農i家率や規模が急にふえ、過度な投資（主に農・畜協の借入金に

依存）をした農家が多かった。しかし、1985年初から牛肉の過剰生産及び輸入に

伴なう緬格暴落が長期化していることから韓牛飼養農家の負債累積現象が起こり、

今日社会経済的・政治的問題となっていることに注噛したい。
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