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［北海道農業経済研究 第11巻第 2号 2004.1 ] 

［書

柳京熙著

『和牛子牛の市場構造と産地対応の変化

ー和牛改良の進展に伴う精液利用の視

点からの考察一』

（筑波書房、 2001年、 143頁）

旭川大学佐々木悟

20世紀末、 EUを震撼させた BSEは、 21世紀

になって、日本に上陸し、昨年、カナダ、そして

アメリカと北米大陸に拡大している。とくに、ア

メリカからの輸入が牛肉総供給量の 1/3以上を占

めるわが国では、 BSE牛発見にともなうアメリ

力牛肉の輸入停止措置が、食肉加工メーカー、外

食産業等、食肉業界に大きな混乱をもたらしてい

る。

牛肉は他の食肉に比して美味• 高級である一方、

牛は 1年 1産と豚、鶏よりもかなり繁殖力が低く、

また肉牛生産は加工型畜産に比べて、牧野をはじ

めとする比較的広い土地を要すること等も相まっ

て、生産の展開が遅れた食肉である。とくに、高

度経済成長期以降、増大する消費・需要に生産が

追いつかず、牛肉は 1990年まで外圧から国内生

産を保護し、発展をはかるために非輸入自由化品

目であったことは周知の通りである。

80年代末、牛肉輸入自由化決定にともない、

国内の肉牛産地は新たな再編成を迫られたが、輸

入牛肉との品質差別化が可能で、また部門内に繁

殖基盤を有する肉牛として和牛は大いに期待され、

各産地は導入を図ってきた。だが、和牛市場、と

りわけ和牛子牛市場についての研究は極めて少な

評］

い。それは、和牛は他の品種の肉牛よりも高品質

の牛肉を生産することで知られているが、その品

質を決定する主要因は血統であり、その血統の改

良は、極めて閉鎖的に行れてきているからである。

とくに品質差別化を目指した産地間競争の激化に

よって、高品質の牛肉を生産する優良な血統の牛

は、できるだけ内部に保留して管外には出さない

ようにされてきた。したがって、本著でも述べら

れているように、和牛市場はブラックボックスと

いわれ、今、その解明が求められているのである。

以上のような状況の下、複雑な和子牛の市場構造

を明らかにしたのが本著である。

前置きが長くなったが、本著の内容の紹介に入

ろう。本著は序章から第 5章と補論、そして終章

の7つから構成されており、各章ごと小括があり、

終章は全体の総括としてまとめられており、読者

の理解を容易にしている。

序章では、従来の研究の整理と本著の課題が述

べられている。すなわち、これらまで、和牛肉市

場は、血統改良を通した閉鎖的諸関係によって覆

われ、それが、和子牛市場の研究を妨げてきてい

る。従来の研究においては、産地形成と和牛改良

問題との関連性が十分に明らかにされていないこ

とを指摘している。そして本著は品種改良問題を

墓軸に据えて和牛子牛市場の産地形成と市場対応

を分析していることを提示している。

第 1章においては、肉牛生産及び子牛供給の現

状と牛肉輸入自由化以降の和子牛市場の変動、つ

まり国内和牛生産と子牛供給の変化についてのベ

られている。 1950年代後半の役牛廃止以降、和
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牛生産は衰退傾向を辿るとともに、その経営は繁

殖、肥育に分かれ、繁殖・子牛生産は九朴I、東北、

北海道の遠隔地に移動し、子牛産地と肥育産地の

分離が顕著になる。そして、牛肉輸入自由化決定

以降、各産地は生産拡大をはかったが、肥育の拡

大に子牛の供給がともなわず、子牛価格の高騰を

引き起こし、それが肥育経営を圧迫し、とくに

90年代中期以降の和牛肉価格下落はさらに深刻

化させた。

以上の分析から、著者はこの問題の原因として、

繁殖経営の零細性に起因する子牛供給の不安定性

と政府の対応策の欠陥をあげ、これからの和牛生

産の発展には安定的な子牛の供給構造の構築が必

要であることを提起している。

第2章では、和牛子牛の市場構造とその価格形

成のあり方を分析することによって、和牛改良の

構造的問題を明らかにしている。まず、近代の和

牛改良は 1919年鳥取県において着手され中国地

方から展開する。戦後、 48年全国和牛登録協会

が設立され、登録制度に基づく体系的和牛改良制

度が確立する。それは、特定産地を指定し、集団

的に改良を進める「集団育種事業」と造成された

優良牛を登録する「高等登録制度」を基盤にした

ものであった。 60年代中期には役牛廃止ととも

に、体型重視から肉質重視へと転換し、さらに

70年代中葉には、「飽食化」を背景に「体積」重

視から「肉質重視」へと転換し、「血統」が改良

の基準とされ、兵庫の但馬牛をはじめとする特定

産地の「血統」が基準とされるようになる。そし

て90年代入って、それまでの種雄牛だけによる

改良から、繁殖雌牛の側からもおしすすめて改良

速度の迅速化をはかる「育種価評価」が登場する。

このような和牛改良の歴史的展開を分析して、

著者は、和牛改良における 2つの問題を提起して

いる。第ーは、和牛改良事業は先発地域、すなわ

ち「集団育種事業」を推進する「育種紐合」が存

在する地域 (14県 30組合）に限定して行われて

きたため、優良な種雄牛の再生産もこれらの先発

地域に偏在してきていること。

第二に、特定の優良種雄牛を確保し、集団育種

事業による指定交配を通して行う和牛改良は、そ

の特定種雄牛が精液を生産する間に限られ、また、

特定種雄牛の血統を引く繁殖雌牛が増えるにつれ、

新たな血を導入する必要が生じ、異なる系統の種

雄牛を確保せねばならず、種雄牛の外部依存を不

可欠としている。そのため、産地は種雄牛の導入

ために大きな費用の負担を強いられており、また、

兵庫但馬系は増体能力に欠けるため、牛の体系の

矮小化の問題が産地に現出していることを挙げて

いる。

さらに、全国家畜市場における 90年代の和子

牛平均取引価格の分析から、優良肉質の但馬系

「血統」を重視した和牛改良の展開に伴って、「但

馬牛」原産地（兵庫県湯村市場）や 1970年代兵

庫県から但馬系種雄牛を導入して改良に取り組ん

できた先発産地に隣接する家畜市場や肥育素牛の

供給を通して高級和牛産地と強く結びつき、高い

価格形成を実現している家畜市場から価格形成の

中位・下位に位置する後進産地に隣接する家畜市

場までの市場の序列化・分断化がすすみつつある

ことを指摘している。

第3章では、前沢牛肥育地帯へ肥育素牛を供給

している岩手県胆江地区を事例に、肥育地帯との

提携による情報交換に欠ける和子牛産地の血統改

良問題を挙げている。すなわち、胆江地区は 60

年代初期より兵庫県から但馬系列の種雄牛を導入

して農家に精液供給を開始して、胆江和牛改良組

合を中心に改良をすすめ、 70年以降肉質に優れ

た子牛産地として脚光を浴びてきた。同産地の和

子牛は「陸中牛」として出荷され、県内の前沢地

区で肥育され、 80年代からその肥育牛は高級ブ

ランド牛肉前沢牛として、高い価格形成を実現し

ている。しかし、近年、胆江地区の優良な但馬系

種雄牛の精液在庫が残り少なくなるとともに、肥
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育牛の枝肉重量の軽量化が顕著になりつつあり、

前沢地区では、増体系である島根牛を導入し、同

地区の繁殖農家を対象に血統改良を独自に進めて

いる。その結果子牛価格は低落傾向を辿っている。

つまり、胆江地区では、新たな方法による血統改

良が必要されているが、前沢地区をはじめとする

肥育地帯から肥育牛の枝肉格付情報が伝達されて

いないため、管内繁殖雌牛の育種価判明率が低く、

育種価の利用による改良は進行していない。筆者

は今後、繁殖センターの創設をはじめとする繁殖

地域と肥育地帯の麒甑を改善する方策の必要性を

指摘している。

第4章では、育種価評価による和牛改良システ

ムがもっとも整備された事例として飛騨牛の産地

である岐阜県飛騨地域の分析が行われている。同

地区は 1948年「全国和牛登録協会」設立と同時

に和牛登録を開始し、 50年代初めから、改良基

礎牛として但馬牛を導入し、人工授精事業を始め、

肉質に重点をおいた和牛改良に取り組んできた先

発産地である。 1980年代、同産地の和子牛の名

声を急速に高めた兵庫県から導入した但馬系種雄

牛「安福」による改良に至るまで、但馬牛の特徴

である小形化、晩熟化に対応した広島県、岡山県

の体積系種雄牛導入による改良、そして、資質系

と体積系の 2系統を統一するための改良（岐阜牛

系統統一事業）等、紆余曲折を経ている。

90年代バブル崩壊以降、同地区の和子牛や繁

殖素牛の価格の低下が顕著になりつつある。著者

はその要因として、第一に優良精液である「安福」

の在庫が底をつき、それに代わる優れた資質の種

雄牛が確立しておらず、優良な精液が繁殖農家に

配布できなくなっていること。第二に、飛騨地域

の肥育牛生産と素牛生産の分離をあげている。肥

育農家は、飛騨管内の和子牛価格の高騰に伴い、

リスク負担を避けるため、管外から比較的価格の

安い素牛を管外に求めるようなり、管内で出荷さ

れる和子牛ぱ必然的に管外に販売されているので

ある。つまり、それは、産出される和子牛の肥育

後の枝肉格付成績情報の繁殖農家へのフィード・

バックを難しくさせ、管内繁殖雌牛の育種価判明

率の向上を妨げ、改良速度を遅らせているのであ

る。

そのような状況もと、著者は、和牛改良の促進、

優良な資質を有した「血統」の和子牛生産の維持

を補完するものとして、 1989年に設立された、

清見村の「農業組合法人飛騨牛繁殖センター」の

機能に注目している。同センターは地域の畜産農

家と村役場が推進主体となり、優良な資質（育種

価評価の高い）繁殖雌牛を保有し、同センターや

村内繁殖農家の所有する優良雌牛の卵子に岐阜県

の保有する種雄牛を交配した受精卵を採卵し、村

内の酪農家の乳牛に移植し、生まれた仔牛を同セ

ンターが買い上げ、肥育農家には肥育素牛を、繁

殖農家には雌仔牛を供給する。つまり、 ET技術

によって、村内における肥育素牛の補完的供給と

繁殖雌牛の育種価の向上をはかっているのである。

このような繁殖センターを基軸とした「酪農家・

肥育農家・繁殖農家の連携による和牛改良」をこ

れまでの和牛改良において指摘されてきた問題を

回避する産地の新たな市場対応として高く評価し

ている。

第 5章では、肥育素牛の新興産地北海道を事例

に、和牛精液の供給問題と和子牛の価格形成問題、

とくに後者と関わって、道外家畜商による市場

「寡占化」の問題が考察されている。

閉鎖的育種による和牛改良をすすめている先進

産地は優良種雄牛、あるいはその精液の域外流出

を厳しく制限しているがゆえに、新興産地である

北海道の和牛改良は家畜改良事業団と北海道家畜

改良事業団、そして民間会社からの精液供給に依

存しているが、優良な精液は絶対的供給不足の状

態にある。また、繁殖雌牛の育種価判明率も、子

牛は府県において肥育されるために、肥育後の枝

肉格付成績情報はほとんど産地に伝達されず、育

-71-



種価利用による改良も遅れている。このような血

統改良の阻害要因とあいまって、北海道は都府県

に対する安価な子牛供給基地として位置付けられ

ている。さらに道産和子牛の価格問題を深刻化す

る要因として、家畜市場における購買が、府県肥

育産地の委託を受けて大量購買を行っている一部

の道外家畜商や肥育会社によって占められており、

家畜市場における購買の寡占化の問題をあげてい

る。

終節において、このような新興産地の血統改良

や価格形成問題への対応として、地域間協調体制

構築の上に、高級和牛か中級和牛かといった改良

目標を明確にすること、血統改良と子牛の買い支

え機能を持つ肥育センターを設立して、センター

機能を基軸に育種価利用による血統改良をすすめ

ながら、繁殖・肥育の一貰産地を創設すること、

そして自治体の支援を提起している。

補論において、但馬系種雄牛を基盤とした閉鎖

的育種による血統改良をすすめてきた産地の和子

牛価格が低迷するなかで、県内全域で保有する種

雄牛を利用することによって、血統改良をすすめ、

現在、和子牛の高価格を実現している宮崎県の新

たな血統改良を「広域的・開放型」改良方式とし

て紹介している。

最後に、終章において全体を総括し、このよう

な閉鎖的和牛改良による産地間競争を誘導してき

た日本の畜産政策の転換と過度に高級牛肉に傾斜

した日本の和牛生産に反省を促し、これからの日

本の和牛生産の発展には、地域間の協調体制のも

と、開放的・水平的和牛改良をすすめ、分断化・

序列化が進行している和牛子牛市場の再編と低廉

な子牛生産から高級な子牛生産まで産地が主体的

に市場対応できる体制の構築が必要であることを

指摘している。

以上のように、本書は、全国にまたがる詳細な

産地調査と収集資料の分析によって、これまで研

究上空白部分となっている和牛市場について、と

くに生産展開の阻害要因となっている血統改良問

題を解明し、和牛生産発展の方策を提示した研究

書として高く評価される。

ここで、若干の提言と疑問を提示させていただ

きたい。まず、第一に、現在尚、和牛改良の中心

となり、但馬系種雄牛を全国に供給している原産

地（兵庫県）についての分析が行われていないこ

とである。原産地の分析は、その閉鎖性からほと

んど行われてきていないが、今後の課題となろう。

第二に、新たな血統改良方法である育種価の利

用について、血統改良との関係をさらに詳細に説

明すれば、読者は、現在産地が抱えている和牛改

良の問題がよりよく理解できるように思われる。

筆者は育種価評価について第 2章、第 1節で説明

しているが、個別の牛の育種価は、各都道府県別

にと畜牛全体の枝肉格付成績、つまり脂肪交雑、

ロース芯やバラの厚さ、一日の増体量、枝肉重量

を総合した平均値を基準に割り出された数値であ

り、その数値は、各と畜牛ごとランク付けするこ

とによって、血統改良の手段として機能する。各

肉牛の肉質は、父牛からと母親牛からと 5割ずつ

受け継いでいる。登録された優良な種の交配によっ

て産出された子牛の肉質に問題があるとすれば、

それは雌牛の遺伝子に原因がある。したがって、

育種価評価とは、産出した子牛の肥育後の枝肉成

績（育種価）からその母親の産肉能力の程度を都

道府県内の平均から育種価として割り出し、能力

の低い雌牛を淘汰しながら、地域の雌牛集団の産

肉能力を向上させ、血統改良を雄牛の側からだけ

でなく、雌牛の側からもすすめて促進する方法で

ある。したがって、第 4章で分析された清見村の

繁殖センターも、産地における素牛の買い支えや

肥育農家への素牛供給だけでなく、管内雌牛から

産出された肉牛の間接検定を行って、育種価判明

率を高めたり、育種価の高い繁殖雌牛を供給して

改良を促進させる重要な役割を担っているといえ

よう。
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第三に、現在、新興産地とはいえ、和牛繁殖雌

牛頭数では全国の 8.5%を占め、鹿児島県、宮崎

県に次ぐ大産地となっている北海道について、和

牛の重要な供給産地として今後の発展方策を明示

する必要があろう。現在の道産素牛の道外肥育に

よって、道内の繁殖雌牛の育種価判明を妨げてい

る現状を打破し、判明率を向上させて和牛生産の

展開をはかるには、筆者も提言しているように

（第 5章、第 5節）肥育農家の創設や繁殖センター

の設立が必要である。それには、地域の合意形成

と、道市町村を含む自治体、農協等の支援、産地

からの消費拡大のマーケティング等、産地総ぐる

みの取り組みが必要とされよう。ちなみに、本書

刊行の直前に、和牛主産地十勝にホクレンの主導

によって「枝肉センター」が食肉センターに併設

して設立され、枝肉取引が開始されている。同セ

ンターには、全道から和牛が出荷され、購買には

本州業者を中心とした約 30者が集まり、 02年現

在、年間 300頭以上が取引されており、北海道の

和牛生産発展の基軸となるものとして期待されて

いる。

以上、本書は今後の和牛市場解明の礎となる研

究であり、これからの箪者の更なる研究の進展を

期待する。

田渕直子著

『ボランタリズムと農協一高齢者福祉事

業の開く扉ー』

日本経済評論社 2003年 196頁

北海道大学大学院教育学研究科 ~木 ~正

ボランタリズムに支えられた協同組合をめ

ざして

1 『ボランタリズムと農協』

田淵直子『ボランタリズムと農協一高齢者福祉

事業の開く扉一』（日本経済評論社、 2003) は、

時宜にかない、問題提起にあふれた著書である。

それが現代的な課題であるということは、ボラン

タリズムや高齢者福祉事業といった用語そのもの

にあらわれているであろう。しかし、なぜ農協か。

本書の課題は、「農協という揺藍の中から、 NPO

に通じるような新たな組織形態・事業方式を有す

る新分野が創造されるプロセスを分析し、その契

機とエネルギーを明らかにする」（以下、引用は

本書）ことだとされている。

ここ 10年あまりのグローバリゼーションと新

自由主義的・新保守主義的政策は、構造的な不況

のスパイラル的展開をもたらし、地域的・階層的

格差と社会的排除問題を深刻化している。こうし

た状況でさまざまな取り組みがなされている。注

目すべきは、第 1に、グローバリゼーションの下

で発展している「グローカル（グローバルかつロー

カル）」な社会運動・地域行動である。そこにあ

るのは「多元主義」と「内発的発展」の思想であ

る。第 2に、行財政改革と地方分権政策を乗り越

えて、地方自治と参画型民主主義を進めようとす

る制度改革である。そして第 3に、政府でも企業

でもない「第 3の道」であり、多様なボランタリー

組織と非営利・協同組織が注目されている。

これらは関連し合っているが、本書はとくに第

3の点、とくにボランティアや民間非営利組織
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