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根釧地域の酪農家経済の動向と発展の条件
北海道立総合研究機構

十勝農業試験場
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俊

輔

The Trend of the Dairy Farm economy and
the Development Condition of the Konsen Region
Shunsuke Miyake
Hokkaido Research Organization Tokachi Agricultural Experiment Station
Summary
This paper analyzes reproduction in the farm economy, to consider the conditions for development of
large-scale farms in the Konsen region.
The following conclusions may be drawn:
1) In large-scale farming, specific farms may be subject to long term problems in relation to
reproduction, and such farms would be prone to deteriorating economic conditions.
2) The efficiency rather than the scale has a stronger influence on reproduction in large-scale farms.
Added to this, efficiency is related to production efficiencies which strongly affect milk production.
3) Production efficiencies change with the work involved with and other details of work involving
delivered cows. On farms with limited cash surpluses the farmer can only afford to allot few working
hours to delivered cows
Therefore, the dairy farm economy of large-scale farms may not remain stable even if outsiders are able
to obtain higher milk prices by this. It is necessary for management and the personnel in charge to
improve conditions for delivered cows. In addition, securing availability of personnel and training of the
personnel involved is necessary.

Ⅰ

背景と目的

の悪化・不安定化に対して、酪農経営は大規模化
することで、農家経済への悪影響を回避できてい

北海道において経産牛100頭以上を飼養する大

るのだろうか。三宅［２］は、「近年みられた生

の生乳

産資材の価格高騰下においては、頭数規模のより

を生産しており、生乳生産の重要な担い手となっ

大きい経営ほど経済的なリスクが大きいこと」を

ている。酪農経営数の減少傾向に歯止めがかから

指摘している。さらに、三宅［３］は「酪農経営

ない下で、道総研［１］では、2025/2015年比で

においては経済条件の悪化に加えて、財政支援の

1.18倍の飼養頭数の拡大を見込んでいる。このよ

変動によっても、大規模経営を中心として農業所

うに、生乳需給が逼迫するもとで、大規模経営の

得が最低賃金を基準とした収益を充足し得ないリ

生乳生産の担い手としての位置づけはさらに高ま

スクが高まっている」とする。このように、経済

るとみられる。

条件の悪化・不安定化は大規模経営に与える影響

規模経営は、道内の36.1％（2010年）

注１）

一方で、2000年以降の酪農を取り巻く経済条件

が大きいと指摘されている。
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こうしたことから、今後の北海道酪農におい

山麓・沿海地域とオホーツク遠紋地域）よりも経

て、大規模経営は生乳生産の主要な担い手である

産牛1頭当たり経済性が低い特徴がある。した

ことを一層期待されるが、大規模化が必ずしも経

がって、根釧地域の大規模経営は、生産資材価格

営の安定性につながっていない恐れがある。

等の上昇・高止まりに対して、相対的に経済性が

そこで本稿では、今後も増加が見込まれる大規

悪化しやすい構造にある。具体的には、根釧地域

模経営の方向性を考えるうえで、農家経済の面か

A町を設定した。A町の経営体当たり乳用牛飼養

ら、経営体として再生産が可能か否かを検討し、

頭数は125.8頭（2010年農林業センサス）、同飼

それを踏まえた発展の条件を検討する。

料作地面積は68.5ha（同）であり、根釧地域のこ

具体的には、以下を検討する。第一に、再生産

れらの平均値である121.3頭、66.4haと同様の水準

（＝農業収支−資金返

にある。A町管内の酪農経営61.1％（2010年）を

済−家計費）を設定し、経産牛頭数別にみた推移

占める134〜202戸を対象とする。したがって、本

とばらつきを確認し、ばらつきと規模や効率との

稿で得られた結果は、根釧の平均的な酪農経営の

関係を分析する。第二に、現金余剰と効率の関係

分析に基づくものといえる。なお、分析期間は、

性に注目し、こうした関係性に影響する要因とし

生産資材価格が高騰する直前の2006年から2014年

て牛乳生産に係る生産効率を分析する。第三に、

までとする。

の原資として現金余剰

注２）

生産効率に差異をもたらす経産牛の管理に係る、
作業分担や作業時間の特徴を明らかにする。

本稿での分析では、現金余剰を指標とした。
データ上の制約もあるが、この理由は以下であ
る。根釧地域の酪農経営の多くは家族経営であ

注1）2010年農林業センサスにおける、
「販売目的の

り、資金返済や家計費を勘案したもとでの酪農経

乳用牛（２歳以上）飼養頭数規模別の経営体

営の再生産を図ることが重要な課題である。農業

数と、北海道農林水産統計年報（農業経営統

収支から資金返済と家計費を差し引いた残余であ

計編平成22〜23年）における、搾乳牛飼養頭

る現金余剰は、営農の継続に必要な再投資や貯蓄

数規模別の生乳生産量を用いて求めた。

の原資となるため、この水準の高低が重要と判断

注2）大量の分析対象を設定したため、組合員勘定

した。ここでは、分析経営における資金返済およ

データを主として用いた。このため、農業収支の

び家計費の実績額をそのまま用いたため、指標と

構成要素である農業支出には減価償却費を含

しての限界は抱えているが、今後の大規模経営の

めていない。生産に供した固定資本に係る減価

再生産を検討するうえでの意義があると判断し

償却費を含まないため、生物資本を含む固定資

た。

本の形成について、当期の負担分を反映できて
いない限界がある。

Ⅲ
Ⅱ

分析対象と方法

結果

１．現金余剰のばらつきと要因
１）頭数規模階層別の時系列推移

分析対象は北海道根釧地域とする。草地地帯で

まず、分析期間における経産牛頭数規模別にみ

ある根釧地域は、経産牛1頭当たり飼料作地面積

た現金余剰の推移とばらつきを示した（図1,2）。

は縮小する方向で推移しており、畑酪地帯（十勝

これらの図からは、以下の点が指摘される。
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きが生じている。分析期間各年において、階層間
でのTukey-Kramer検定を行った結果でも、有意
差はみられなかった。第三に、経産牛1頭当たり
現金余剰は階層間で同様の水準にあるため、頭数
規模がより大きい階層ほど、経営体当たりの現金
余剰の水準は高い。
このように、近年の経済条件変動の下で、頭数
規模のより大きい経営の方が相対的に現金余剰の
平均的な水準は高いものの、必ずしも安定性は高
いとはいえない。すなわち、経産牛1頭当たり現

図１

経産牛頭数階層別の現金余剰の推移

金余剰のばらつきは大規模化した経営であっても
他階層に比べて収束しておらず、特に、100頭以

資料：JA資料等より作成。

上の階層では、現金余剰の経営間差が大きく、大
第一に、分析期間において大きな変動がみられ

規模化していても再生産に課題を抱える経営が存

る。2006年から2007年にかけて、飼料等の価格高

在することが示唆される。この傾向は、分析期間

騰により、現金余剰は24.7万円〜838.9万円減少し

を通じて確認され、普遍的な状況と判断される。

た。2009年に乳代の引き上げなどにより増加した
が、その後再び減少し、2010年以降は横ばいか微

２）年次間での経営の位置

減傾向にある。特に、2006年〜2010年での100頭

分析対象における、年次間での経営の経済的な

以上層の変動が大きい。第二に、経産牛１頭当た

位置の変遷について整理した（図3）。この図か

り現金余剰は、どの階層においても同様なばらつ

らは、以下の点が指摘される。

図２

経産牛1頭当たり現金余剰のばらつきの推移

資料：図1に同じ。
注：図中の白丸は中央値を意味する。
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を設定し、2012〜2014年の3ヵ年平均値（134戸）
を用いて、経産牛1頭当たり現金余剰との関係を
示した（図4,5）。これらの図からは、以下の点
が指摘される。
第一に、どの出荷乳量水準であっても、経産牛
1頭当たり現金余剰には大きな経営間差がある。
また、1,000ｔ未満の中小規模経営より大規模経
営の方が、必ずしも高い水準にあるわけではな

図３

現金余剰の年次間相関

資料：図1に同じ。
注：ρはスピアマンの順位相関係数。「***」は有意水準1%を意
味する。

第一に、現金余剰の経営間格差は年次間で固定
的であった。2012〜2014年の3ヵ年において、前
年の現金余剰が高い経営は、翌年においても相対

図４

的に高い傾向にある。第二に、飼料等の生産資材
価格の高騰が生じた2007年における現金余剰と
2014年の値の間においても、同様の傾向がある。

出荷乳量と経産牛1頭当たり
現金余剰の関係

資料：図1に同じ。
注：3か年平均値（2012〜2014年）である。

第三に、表示は省略したが、経産牛頭数階層別に
順位相関をみても、現金余剰の経営間格差は設定
した年次間に係わらず固定的であった。
以上からは、頭数規模に係わらず、現金余剰の
相対的な位置は、経営間で固定的な関係にあるこ
とが指摘される。すなわち、現金余剰の相対的な
順位は複数年次に渡って固定的であり、経済状況
が芳しくない経営は複数年次にわたって、良好な
経営とは格差があるといえる。
３）再生産と規模や効率の関係
大規模経営においても存在するばらつきはどの

図５

ような要因によるのか検討する。ここでは、再生
産と規模や効率との関係に注目する。規模の指標
として出荷乳量を、効率の指標として所得率注３）

所得率と経産牛1頭当たり
現金余剰の関係

資料：図1に同じ。
注：3か年平均値（2012〜2014年）である。
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い。第二に、所得率がより高い経営の方が、経

荷乳量または所得率を目的変数とし、経営資源を

産牛1頭当たり現金余剰は高い傾向にある。ま

説明変数とした単回帰分析を実施する。経営資源

た、こうした傾向は、どの経産牛頭数階層にお

の変数は土地、労働力、機械施設、乳牛に加え

いても同様である。

て、乳牛の質を反映した変数として、産乳性を設

以上から、現金余剰が良好な酪農経営は、効

定した。土地については、酪農経営の飼料作地は

率が高いことが指摘される。経営間の現金余剰

飼養牛の飼料確保のためであることから、その多

に係る関係は固定的であることから、安定的に

寡を示す成換１頭当たり飼料作面積を指標とし

再生産を確保するためには、単に規模拡大では

た。労働力については、経産牛100頭台の経営を

不十分であり、効率の実現が重要になる。

対象としており、飼養頭数の幅に対して、労働力
数にはそれほど大差はない。このため、労働力１

注3）先述したデータの限界のもとで、本稿では、以

人当たりの経産牛頭数は飼養頭数の影響を強く受

下の式により「所得率」を算出した。

けることから、労働力数を指標とした。資本につ

「所得率」＝「農業所得」 / 農業収入×100

いては、投資装備にかかる減価償却費や資金返済

「農業所得」＝農業収入−農業支出−資金返

等を勘案した指標が想定されたが、先述のデータ

済

制約がある。このため、フリーストール（以下、
FS）経営の最も高価な資本である経産牛牛舎に

２．再生産と効率の関係性とその要因

注目し、経産牛頭数に対して牛舎サイズに比例す

現金余剰のばらつきと効率の関係性が示唆さ

る牛床数の多寡を示す牛床充足率を指標とした。

れたことから、大規模経営における再生産に影

乳牛は、生産に直結する経産牛頭数を用いた。ま

響する要因として、効率に注目して分析する。

た、産乳性については、飼料効果を間接的に示す
乳飼比を指標とした（表1,2，図6）。

１）再生産と効率の関係性

なお、分析対象は、2007年までにFS牛舎を利

回帰分析とパス図を用いたパス解析により、

用していた経産牛100頭台の経営（29戸）とし

規模と効率が直接的に現金余剰に及ぼす影響を

た。この理由は、調査開始時点（2012年）でFS

明らかにする。ここでは、現金余剰を目的変数

化後5年以上を経過しており、FS化に伴う頭数拡

とし、出荷乳量と所得率を説明変数とした重回

大過程が収束しているとみられ、効率の差に伴う

。さらに、経営資源が間接

現金余剰のばらつきが顕著に表れていると判断し

的に現金余剰に及ぼす影響を明らかにする。出

たためである。また、経産牛200頭を超えると、

帰分析を実施する

注４）

表１

経営資源が再生産に及ぼす間接効果

資料：JA資料、および実態調査より作成。
注：経営資源と出荷乳量または所得率との相関係数に、出荷乳量または所得率と現金余剰との標準偏回帰係
数を乗じて求めた。
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図６

経営資源からみた再生産への効果（パス図）

資料：表1に同じ。
注：１）「***」は有意水準1％、「**」は有意水準5％を意味する。
２）規模や効率と再生産の間の値は重回帰分析による標準偏回帰係数、経営資源と規模や効率の間の値は単回帰分析に
よる相関係数である。

0.82であり有意に高い。第三に、規模と効率のパ

表２ 規模および効率が再生産に及ぼす影響

ス係数（相関係数）は正の値であり、規模と効率
が再生産に及ぼす全効果は直接効果より大きくな
る。ただし、パス係数は0.24と大きくないため、
効率の相関効果は正の値であるが、再生産に与え
る効果は直接効果の方が大きい。第四に、規模が

資料：表１に同じ。
注：各値は以下により求めた。
直接効果：出荷乳量または所得率と現金余剰
の標準偏回帰係数
相関効果：出荷乳量と所得率の単相関係数に
標準偏回帰係数を乗じた値
全 効 果：直接効果と相関効果を足し合わせ
た値

再生産に与える相関効果は0.20であり、直接効果
と同程度である。規模による直接効果や全効果が
小さいことは、前節の出荷乳量と現金余剰の関係
性が低いことと合致する。したがって、経産牛
100頭台という数十頭の幅があるもとでも、規模
差による経済的な効果を発揮しきれていない経営

複数の雇用労働力を導入しているためである。
これらの図表からは、以下の点が指摘され

の存在が示唆される。

る。第一に、経営資源が規模や効率を通して再

労働力の指標とした家族・雇用労働力数、機械

生産に及ぼす間接効果は、産乳性（乳飼比）以

施設の指標とした牛床充足率、および乳牛の指標

外小さい。産乳性（乳飼比）が効率を通した再

とした経産牛頭数は、規模の指標とした出荷乳量

生産への効果は-0.45である。第二に、再生産への

とは有意な正の関係が認められる。したがって、

直接効果は、効率の方が大きい。規模および効

こうした経営資源を保有することは頭数規模の拡

率による再生産への直接効果はいずれも正の値

大には寄与するが、現金余剰の獲得には必ずしも

をとったが、効率と再生産の標準偏回帰係数は

寄与していないことが指摘される。
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一方、乳飼比は、規模との関係は弱いが、効率
との関係は強い。乳飼比は、飼料効率が良く、個

殖・飼料・除籍・乳質について示した（表4）。
この表からは、以下の点が指摘される。

体乳量が高い経営ほど低くなり、酪農経営の技術

第一に、個体乳量や個体販売牛については、特

効率や生産性を示すことから、効率との相関関係

に、上位層と下位層の間に格差がみられ、統計的

が強いことは妥当である。

にも有意差が認められる指標も確認された。第二

以上から、再生産に対しては規模よりも効率に

に、間接的な指標とした、経産牛の利用期間や飼

よる影響が強いと判断できる。さらに、その要因

料、繁殖や除籍、乳質に係る指標についても、上

として、技術効率や生産性等の牛乳生産に係る生

位層および中位層と、下位層の間には格差がみら

産効率が影響していることが示唆される。

れた。上位層は乳飼比が低く、さらに授精回数が
少なかった。一方、濃厚飼料給与量は現区分にか

２）大規模経営における生産効率の特徴

かわらず同程度であった。

そこで、パス解析の対象とした29経営につい

以上から、効率を通して現金余剰や個体乳量に

て、現金余剰により順位づけすることで3区分す

格差をもたらす要因は、経産牛の飼養や繁殖に係

る。このもとで、大規模経営における生産効率の

る経産牛の管理の違いによる影響に起因すること

特徴を分析する。まず、区分別に経産牛1頭当た

が示唆される。すなわち、上位層は生産効率に係

りの投入と産出、および効率に係る指標を示した

る指標が全般的に良好であり、特定の指標のみに

（表3）。その結果、投入よりも、農業収入や個

偏って格差が生じてはいない。このため、生産効

体乳量といった産出に係る指標において、区分間

率を高めている管理が経産牛に対して行われてい

で差が認められる。さらに、付加価値率にも差が

ることが示唆される。また、上位層と中位層の間

認められることから、牛乳生産を中心とした生産

には生産効率の指標に統計的な有意差は認められ

効率に差があると指摘される。

ないものの、中位層と下位層の間に大きな指標の

次に、牛乳生産に係る生産効率の指標を整理す

差が認められないこと、個体乳量は上位層の方が

る。生乳販売収入と個体販売収入に係る指標とし

より高いことが指摘できる。このため、上位層と

て、直接的には、個体乳量と個体販売牛につい

中位層の間にも、上位層と下位層の間に示唆され

て、間接的な指標として、経産牛利用期間・繁

た経産牛管理の差により、個体乳量や現金余剰に

表３

現金余剰区分別の経産牛1頭当たり投入と産出、および効率に係る平均値

資料：表1に同じ。
注：１）対象経営の2011年値。
２）各区分の農家戸数は上位10戸、中位10戸、下位9戸である。
３）各値は、データ制約上から以下の式により算出した。
農業収支＝農業収入-農業支出 なお、農業支出には減価償却費を含んでいない。
所得率＝農業所得/農業収入
農業所得＝農業収支-資金返済
付加価値率＝付加価値額/農業収入
付加価値額＝農業収入-（農業支出-雇用労賃）-資金返済
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表４ 現金余剰区分別の生産効率の平均値

資料：農家調査、およびＪＡ資料を用いて作成。
注：１）各区分の現金余剰と生産効率に係る指標を示した。なお、上位層：10戸、中位層：10戸、下
位層：9戸である。
２）本稿では個体乳量や個体販売牛に直接・間接的に係わる経営指標を生産効率とした。
３）異文字間に有意差有り（Tukey-Kramer法, 大文字：1%有意水準、小文字：5%有意水準）。

格差が生起していることが推察される。

定した。飼料等の生産資材の価格高騰が顕著にみ
られた2007年の現金余剰の多寡を基にして、飼料

注4）本稿における現金余剰は農業収支と、家計費

用とうもろこしの生産を行わない、TMRセン

および資金返済から算出している。このため、

ター非参加、また、労働力が3〜4人程度の経営を

パス図（図6）の現金余剰と規模や効率の間に

対象とした（表5）。

は、擬制的な農業所得や家計費、資金返済が
位置し、その影響が想定される。ただし、現金

１）労働力の変遷と作業分担状況

余剰とのこれらの相関行列を作成した結果、擬

管理を行う主体である労働力と作業分担の状況

制的な農業所得と現金余剰の間には0.89の高

を整理した（表6,7）。これらの表からは、以下

い相関が認められた。このことから、直接の結

の点が指摘される。

果指標として現金余剰を用いた。

第一に、精査経営の労働力の構成はFS化に伴
い変化している。また、FS化後も経営主以外の

３．生産効率に係る大規模経営の経産牛管理

労働力は数年から10年程度で変遷している。変遷

生産効率に差をもたらすと判断された経産牛の

する理由として、父母の高齢化による引退、作業

管理について、これを実際に行う労働力と作業分

の外部化・省力化、配偶者や息子の配偶者の育児

担の状況、および労働時間を分析して、上位層の

へのシフト、雇用労働力の継続雇用の困難性、息

特徴を明らかにする。

子世代の就農がある。これらは、区分に係わらず

労働力と作業分担を精査する経営（以下、精査

生じている。第二に、飼料作や哺育育成に係る作

経営）は、A町管内の農協の営農担当者と協議し

業の外部化とともに、多様な作業の経営主への集

て、前節で対象とした29経営の中から7経営を選

中が進んでいる。すなわち、経営主が機械作業を
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表５

精査経営の概況

資料：表１に同じ。
注：１）精査経営の値は、労働力、および飼料作面積は2011年値である。経産牛頭数、個体乳量、および生産効率（飼料、繁
殖、除籍）は3ヵ年平均値（2012〜2014年）である。
２）区分平均値は、労働力、経産牛頭数、飼料作面積、およびFS牛舎導入年は、表3の各区分の平均値（2011年）である。
個体乳量、および生産効率（飼料、繁殖、除籍）は表4に同じ。

はじめとした農場内の主要作業の担当者になり、

が外部化される。第三に、経産牛の飼養管理に係

他の労働力は哺育や搾乳等を主に担当する。この

る作業分担を比較すると、上位層の経営では、搾

際に、農場内作業において労働力が不足する場合

乳やえさ寄せを担当する傾向が認められる。以上

は、搾乳パート等の導入により対処されるととも

から、労働力が変遷するもとで、基幹労働力であ

に、飼料作・育成牛に係る作業は一部または多く

るとともに多様な作業に従事する経営主とその他

表６

FS化前から調査時点までの労働力変遷

資料：農家調査により作成。
注：表中の「○」の数字は、経過年数を意味する。右端の数字は2014年時点での経過年数である。
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表７

作業分担状況

資料：表６に同じ。
注：１）作業の主な担当者に印を表記した。「○」は主に担当、「△」は一部を担当、値は作業の1日の回数、
「委」は外部への委託を意味する。
２）飼料作作業は、細断サイレージ生産を対象とした。

の労働力とは、作業分担が明確にされており、経

/日 注 ５ ） よりも長い。さらに、ここにルーチン

営主が農場内作業の多くを担当している状況にあ

ワーク（搾乳や飼料給与等）以外の人工授精師や

る。このことから、区分間には、経産牛の管理に

獣医師の対応、関係機関との打ち合わせ、機械修

係る作業内容に違いが存在すると考えられる。

理等の労働時間が加わるため、実際にはより長
い。第二に、精査経営の家族労働力1人当たり労
働時間は統計値と近似する。家族労働力1人当た

２）１日の労働時間とその内容
労働力が限定されるもとで、1日の労働時間と

り労働時間は平均6.8h/人/日であり、ここに含ま

その配分がどのようにされているのか整理する。

れないルーチンワーク以外の労働時間を踏まえる

畜産物生産費調査における労働の作業分類に準

と、統計値との差は縮小する。第三に、上位層の

じ、経産牛に直接携わる作業項目を、飼料給与、

経営主による1日の作業の多くが、経産牛に直接

経産牛滞在時のえさ押し、経産牛舎退出入時の牛

表８

追い、発情・疾病発見等の見回りとし、これ以外

経産牛に係る作業の分類

の育成牛管理やふん尿の処理等については経産牛
に直接携わらない作業とした（表8）。この作業
項目に基づいて、労働者ごとに作業時間とその内
容を整理した（表9）。これらの表からは、以下
の点が指摘される。
第一に、精査経営の経営主の労働時間は、統計
値よりも長い傾向にある。精査経営の経営主の労
働時間は平均8.2h/人/日であり、統計値の7.3h/人

資料：表６に同じ。
注：表側の飼養管理作業項目は、畜産物生産費調査における
労働の作業分類に準じて設定し、この項目に該当する作
業を整理した。
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表９

区分別の日作業労働時間

資料：表６に同じ。
注：搾乳とえさ寄せ作業は搾乳牛を対象としてカウントしている。また、乳牛が
牛舎不在時のえさ寄せや飼料給与は「携わらない労働時間」にカウントして
いる。

携わる作業になっている。搾乳についても経営主

殖の状態を把握することが意識されている。この

が必ず作業に最初から最後まで参加している。ま

ため、再生産を図るためには、乳代の向上等の経

た、昼間には、えさ寄せや飼料給与、経産牛の

済条件の改善を求める以外に、作業分担や作業の

チェックのための見回りを行う。第四に、対照的

見直しに着手することも重要だといえる。

に中位層や下位層の経営主は、直接経産牛には携
わらない作業を多く担当している。経営主がえさ

注5）北海道農林水産統計年報（農業経営統計編

寄せをしているとした経営においても、牛舎に経

（平成24〜25年））における、自営農業労働時

産牛が不在となっている搾乳中に行う例が散見さ

間（家族）8 , 5 59h /年を、家族農業就業者数

れる。

3.23人で除し、さらに365日で除して求めた。

以上からは、精査経営の経営主は他の労働力よ
りも1日の労働時間が長いものの、区分間に大差
はない。一方で、上位層の経営主は、搾乳・えさ

Ⅳ

要約と含意

寄せ・飼料給与・経産牛舎の見回りといった、経
産牛に携わる作業に1日の労働時間の多くを充て

本稿では、根釧地域を対象として、今後も増加

ていることに違いがあるといえる。上位層の経営

が見込まれる大規模経営の方向性を考えるうえ

主の意向としても、経産牛が牛舎内に滞在してい

で、経営の再生産の状況とばらつきを生む要因を

る時間帯に飼料給与やえさ寄せ等の作業を行うこ

分析した。具体的には、大規模経営の中には安定

とで、経営主が意識的に経産牛をみる機会を作っ

的な現金余剰の確保に必ずしも至っていない経営

ているとされた。こうした作業を通して、飼料の

群が存在することを明示し、農家経済面における

食い込みや残飼、給与飼料に対する経産牛の行

差異と効率との関係について分析した。その結

動、といった点をチェックしていた。経産牛に対

果、以下が明らかとなった。

する観察機会の確保とその機会において飼養や繁
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第一に、大規模経営においても、再生産に課題

を抱える経営が固定的に存在していることであ

う、といった点がみられた。こうした経営におい

る。経産牛1頭当たり現金余剰にはばらつきがあ

て、FS化前後から労働力の構成は変遷している

り、これが低い経営は、分析期間の何れであって

が作業の分担は概ね同様であり、FS化当初より

も相対的に低い傾向にある。こうした経営は、経

経営主が経産牛に直接携わる作業を担当し、経産

済条件の悪化の影響を特に受けやすいといえる。

牛を直接観察する機会を持ち続けている。一方、

第二に、大規模経営の再生産については、規模よ

他区分の経営は、FS化を機に経営主は経産牛に

りも効率による影響が強く、さらに効率は牛乳生

直接携わらない作業へのシフトが散見された。

産や個体生産といった物的生産性に係る生産効率

上位層に位置づく精査経営では、経産牛に携わ

と関係があることである。規模は再生産とは相関

る作業時における、飼養や繁殖等の状態把握を行

関係が低く、効率の差異が経営間のばらつきの要

う意識が確認された。すなわち、経産牛に携わる

因である。さらに、生産効率からは、経産牛管理

作業が、経産牛を直接観察できる重要な機会と位

による影響が示唆される。第三に、生産効率が異

置付けられている。労働力1人当たり経産牛頭数

なる要因として、経産牛に係る作業時間・内容の

が増えた一方で、経産牛を観察する時間自体が縮

差異が影響していることである。大規模化（FS

小してしまう恐れがあることから、単に搾乳やえ

化）により経営主が多様な作業を分担する傾向に

さ寄せ等の作業を遂行することに止まるのではな

ある。このことにより、現金余剰が良好ではない

く、経産牛の直接観察の機会として意識的に位置

経営では、経営主が経産牛に携わる時間はより少

づけている。大規模経営（FS経営）では農場内

ない傾向がある。

作業は分担化が進み、経営主による乳牛観察時間

以上のことは、特に大規模経営において、高乳

が減少し、生乳生産や繁殖に影響が生じる場合が

代を志向する必然性が生起せざるを得ない側面が

ある。このため、作業分担の調整による経営主の

。2015年10月にはTPPの大筋

乳牛観察機会の確保の他、経営主以外の労働者に

合意もされ、経済条件がかつてのような高乳代・

おいても経産牛の管理能力の向上（≒農業従事者

低生産資材価格等の状況になることは今後も考え

の育成）も必要であると指摘できる。

あることを示す

注６）

にくく、高乳代を獲得することのメリットは大き

したがって、今後の課題としては、経済条件を

い。ただし、乳代以外の経済条件も不安定である

踏まえることに加えて、今後の労働力数の減少・

ことから、本稿の結果は高乳代を獲得するだけで

弱体化も踏まえた、経営主を含む労働力の確保・

は必ずしも農家経済が安定するとはいえない恐れ

育成が求められる。具体的には、将来的な省力的

があることを示している。

な経営モデルとそこでの経営管理を明示していく

FS化に伴う労働力の変遷と制約により、主た
る労働力である経営主が農場内の主要な作業の担

ことに加え、経営主やその他の労働力の育成をど
のように図る必要があるのかが課題である。

当者として位置づく構造にあるもとで、生産効率
と現金余剰が良好な経営は、経営主が経産牛に直

注6）平成26年4月より十勝管内幕別町の農業生産

接携わる作業を担当し、各作業の中で経産牛の状

法人が株式会社Milk Market Japanに生乳を

態把握を行っている。経営主によるこうした作業

卸していると報道された。十勝毎日新聞電子版

の特徴として、ベッドメイク等の牛舎内作業は搾

http://myappgia.appspot.com/kachimai.jp/

乳後に経産牛を牛舎外に出す（牛床に戻さない）

article/index.php?no=265452（2015年8月28日

ことで行う、経産牛以外に係る作業は日中に行

閲覧）また、シンポジウムの直前には足寄町の
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酪農経営が新たにMMJに生乳を出荷すること
が2015年10月2日付で報道された。
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