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Ⅰ　問題の背景と課題設定

日本の畜産経営は、「加工型畜産」と称される
ように、配合飼料など主として外部調達される濃
厚飼料に依存する一方で、特に北海道の酪農経営
では、乾草や各種サイレージといった粗飼料の自

給的生産が行われてきた。従来、粗飼料の中でも
乾草は自給的生産にとどまらず、一定規模の市場
が形成され、広域流通が展開してきた。さらに、
近年では、乾草に加え、これまでは自給飼料と位
置づけられてきた牧草サイレージやデントコーン
サイレージの広域流通が進展しつつある（荒木・
井上ら（2013））。
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Abstract:
The purpose of this paper is to analyze the structure of transformation of grass silage to 

commodity. The study is approached in a case study of TMR Centers in North Hokkaido, Japan. 
Grass silage in the form of press-packed bale, rapped by a roll baler for chopped material, has the 
most suitable characteristics for distribution and selling. Grass silage distribution on the market in 
Hokkaido greatly expanded in the late 2000s. Factors for the increase have been summarized as the 
following: the diffusion of roll balers for chopped material, the increase in TMR centers and farm 
work contractors with the machine, and local supply-demand imbalance for grass in Hokkaido. A case 
study of some TMR centers in north Hokkaido indicates the increase in grass silage in the form of 
press-packed bale, which is manufactured from silage fermented in a bunker silo. The reasons for the 
increase are that farming abandonment increased surplus grassland, and that the low profitability of 
hay and round bale silage led to a shift to silage with a bunker silo. The study has confirmed that the 
price of grass silage, press-packed, was set at a level of manufacturing cost in the majority of cases. 
Grass silage for sales has generated smaller margin profits than dent corn, produced frequently for 
external sales by upland field farmers, because just a part of grass silage for self-supply has translated 
to commodity.
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2007年以降の飼料高騰は輸入飼料依存の国内畜
産の脆弱性を示したが、国は、自給飼料の活用拡
大や飼料自給率向上に向けた施策を実施してお
り、特に国産粗飼料の広域流通を支援する内容も
含まれている１）。

国産粗飼料の流通に関しては多くの既存研究が
存在する。例えば、木宮（1983）は稲作農家を対
象に粗飼料（青刈稲と牧草）の生産・流通、飼料
作経営の課題を分析した。伊藤・藤森ら（2014）
は、イネ・ホールクロップサイレージ（WCS）
を対象に、耕種農家と畜産農家を媒介する流通組
織の果たす機能を解明した。これらの研究におけ
る粗飼料生産は、外部販売を目的とする商品生産
としてなされている。しかしながら、近年、流通
の増加している牧草サイレージなどは外部販売を
目的として製造されているとは必ずしも言えな
い。すなわち、本来的には自給飼料として製造さ
れた生産物の一部が商品として流通している。牧
草サイレージは、その点で、最初から商品として
生産されている飼料イネといった粗飼料とは異な
る商品化構造を有すると思われる２）。

本論文の課題は、自給飼料として生産されてい
る牧草サイレージが販売飼料へと転換する構造、
すなわち商品化構造を明らかにすることである。
牧草サイレージを分析対象とするのは、牧草の利
用形態の大半をサイレージが占め、なおかつ乾草
とは異なって大部分の牧草サイレージは自給目的
で生産されているためである。分析対象地域は、
牧草サイレージの主産地である北海道とする。

以上の課題に接近するため、まず、牧草サイレ
ージの物性を流通形態別に分析する。次に、牧草
サイレージの流通量が近年において増加している
要因を述べる。続いて、牧草サイレージの外部販
売を行っている北海道北部のTMRセンター（飼
料共同生産組織）の事例分析を通じて、牧草サイ
レージの商品化構造を明らかにする。

Ⅱ　牧草サイレージの流通形態別物性

１　牧草サイレージの物性
2013年に北海道では、全国の73.8％を占める約

1,730万tの牧草が生産された（「作物統計」）。北
海道で生産された牧草のうち72.2％がサイレージ

として利用され、大半を占めている。残りは乾草
22.8％、放牧など5.0％である（北海道農政部資
料）。

サイレージとは、比較的高水分である牧草や青
刈作物などを原料とする、微生物発酵で貯蔵性を
高めた飼料である。サイレージの製造目的は、収
穫時期が限定された飼料作物を周年で利用できる
ようにするためである。サイレージ化によって、
微生物による飼料の腐敗や品質劣化を防ぎ、家畜
に給与可能な状態を維持できる。

サイレージ製造は、サイロと呼ばれる容器で原
料作物を密封して外気から遮断して、乳酸菌によ
る嫌気性発酵を促す方法で行われる。サイロに
は、タワーなどの垂直型サイロ、バンカーやスタ
ックなどの水平型サイロ、ロールベールといった
可搬式サイロといった種類がある３）。

発酵終了後のサイレージはサイロ内で貯蔵して
おけば、長期保存が可能である。ただし、サイレ
ージをサイロから取り出して空気に触れると好気
的変敗が生じ、数日間で品質低下（栄養分の損失）
が起きるため、サイロ外での保存性は低い４）。

２　牧草サイレージの流通形態別物性
⑴　牧草サイレージの流通形態
現在、流通している牧草サイレージは、大きく

は以下の３つの流通形態に区分できる５）。
第１に、バラ型である。水平型サイロなどで発

酵済の牧草サイレージをサイロから取り出し、無
梱包で流通させる形態である。ダンプカーなどで
輸送される。

第２に、ロール型である。牧草を刈り倒して圃
場で乾燥させ、ロールベーラ・ベールラッパを用
いて圃場で直接梱包・密封して製造されるサイレ
ージで、一般的にロールベールサイレージと呼ば
れている。円筒形のロール形状であり、流通して
いるのは直径1.0〜1.6m、高さ1.0〜1.2m、１ロー
ルあたり重量350〜900kg程度が多い。水分含有
量は重量あたり50〜60％である。トレーラーなど
に積載して輸送される。

第３に、圧縮梱包ロール型である。水平型サイ
ロなどで発酵済の牧草サイレージを、細断型ロー
ルベーラを使って高密度で圧縮梱包したロールで
ある。ロール型と同じロール形状で、直径・高さ
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ともに1.0〜1.2m、１ロールあたり重量は600kg
〜１t程度のものが多い。水分含有量は重量あた
り70％以上で、ロール型より重い。ロール型と同
じく、トレーラーなどに積載して輸送される。細
断した牧草をそのまま細断型ロールベーラで梱包
するより、バンカーサイロなどで調製済のサイレ
ージを梱包した方が、品質が安定すると言われて
いる。

⑵　流通形態別の特性比較
表１に、牧草サイレージの流通形態別の特性を

示した。
まず、輸送・受入のしやすさである。バラ型の

場合、好気的変敗がすぐに生じて使用可能期間が
短いため、輸送可能距離は短く、多頻度配送が求
められる。また、受入側の畜産農家にはサイレー
ジを置いておく設備・容器が必要である。一方、
ロール型と圧縮梱包ロール型の場合は、ラッピン
グされたロール形状と使用可能期間の長さによっ
て、トレーラーなどに積載して大量・長距離輸送
が可能である。また、野外で保管しても大きな問
題はないので、受入は容易である。よって、バラ
型と比較して、後者２形態の方が輸送・受入は容
易と言える。

次に、保存性である。既述のように、バラ型の
使用可能期間は数日間と、保存性は低い。ロール
型の良好な状態で使用できる期間が６か月程度６）

であるのに対し、圧縮梱包ロール型は１年以上７）

と、保存性がより高い。
バラ型と圧縮梱包ロール型は、販売前（圧縮梱

包ロール型の場合は、サイロから取り出した発酵
済サイレージを圧縮梱包する前）に発酵品質の分
析を行い、ラベル表示などで発酵品質をはじめと
する飼料成分を購入者に提示することも可能であ
る。それに対して、ロール型の場合、ロールベー
ルサイレージはロールごとの品質格差が大きいう
えに、実際に開封する以外に発酵品質を確認する
方法がない８）。しかし、開封してしまうと好気的
変敗が始まってしまうため、ラベルなどによる品
質提示は実質的には困難である。開封すると変敗
が始まってしまうのは圧縮梱包ロール型も同様で
あるが、圧縮梱包ロール型は別のサイロで発酵済
のサイレージを梱包するため、開封せずとも梱包

前に発酵品質を確認できる点が、ロール型と大き
く異なる（ロール型は梱包後に発酵する）。

以上より、３形態のうち、圧縮梱包ロール型
は、輸送・受入がしやすく、高い保存性を有し、
品質を販売前に確認できることから、外部販売お
よび広域流通に最も適した特性をもつと思われる。

Ⅲ　牧草サイレージ流通の増加要因

１　牧草サイレージ流通の増加と広域化
近年、北海道では牧草の作付面積、生産量とも

に減少傾向にある。2005年から2013年の期間でみ
ると、作付面積で約２万ha、作況による変動は
あるものの生産量で200万t程度、減少している

（「作物統計」）。生乳１tを生産するために生産さ
れた牧草の生産量（牧草生産量/生乳生産量、「牛
乳乳製品統計」）は、同期間で約５tから約4.5tま
で１割程度低下し、生乳生産における北海道産牧
草の比重が低下してきている。

図１は北海道における牧草流通量の推移であ
る。従来、流通している牧草の大部分は乾草であ
ったが、2008年から2009年にかけて牧草サイレー
ジの流通量が大きく増加した。この流通量の数値
は道内の農協や改良普及センターからの聞き取り
にもとづく積み上げ９）であって、とりわけ飼料
会社の取扱分が含まれていない。その点で正確さ
を欠くが、飼料会社へのヒアリングと合わせて考
えると、以前と比較してこの期間に牧草サイレー
ジの流通量が大幅に拡大したと言える。前節で検
討した流通形態別の特性、ならびに飼料会社への
ヒアリングによれば、圧縮梱包ロール型の牧草サ

表１　牧草サイレージの流通形態別の特性比較

流通形態 輸送・受入の
しやすさ 保存性 販売前の

発酵品質の確認

バラ型 容易ではない
（バラ）

低
（数日間） 可

ロール型 容易
（ロール形状）

中
（６か月程度）

ロールごとの
品質格差大、

梱包後に発酵する
ため開封しないと

確認不可

圧縮梱包
ロール型

容易
（ロール形状）

高
（１年以上）

発酵済サイレージを
梱包するため、
梱包前に確認可

資料：安宅（2012）、馬場・太田ら（1997）、中村・大槻ら
（2006）、日本草地畜産種子協会（2013）より作成。
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イレージの流通量が特に増加したと考えられる。
図２に、飼料販売会社X（本社所在地：釧路町）

における圧縮梱包ロール型牧草サイレージの購
入・販売地域を地域別比率で示した。道北の宗
谷、道東の釧路・根室地域で仕入れて、道東の十
勝・釧路地域を中心に販売していることがわか
る。主要な購入地域と販売地域との大まかな直線
距離は150〜300kmであり、牧草サイレージの広
域流通が展開していると言える。

２　牧草サイレージ流通の増加要因
北海道で牧草サイレージ流通が増加した要因と

しては、以下の３点が指摘できる。

⑴　細断型ロールベーラの普及
第１に、圧縮梱包ロール型牧草サイレージを製

造できる細断型ロールベーラが、北海道内で普及

してきた点である。細断型ロールベーラは、2000
年に日本国内で自給飼料梱包用機械として開発さ
れ、2006年から国内市場向け量産タイプの販売が
開始された10）。

北海道における細断型ロールベーラの利用台数
の推移をみると11）、2006年度は利用がほとんどな
かったが、2007年度には10台半ば、2008年度には
30台後半、2009年度には50台前半と急増し、2012
年度現在では70台後半となっている。これらの推
移と前掲の図１とを比較すると、細断型ロールベ
ーラの利用が拡大した時期と、牧草サイレージの
流通量が増加した時期とが一致しており、因果関
係があると思われる。

⑵　TMRセンター・コントラクターの増加
第２に、TMRセンターとコントラクターが増

加してきた点である。TMRセンターは構成員で
ある酪農家の草地の共同管理を通じて混合飼料

（TMR）の共同製造・配送を行う事業体、コント
ラクターは農産物の収穫・調製といった農作業を
農家から受託して行う事業体である。農村地帯に
おける労働力不足を背景として、近年増加傾向に
ある。

北海道で細断型ロールベーラを導入しているの
は、主としてTMRセンターとコントラクターで
ある12）。この理由は、機械が高価であること、機
械運用には２〜３名程度の労働力が必要であり、
家族経営農家と比較して、これら事業体は導入し
やすい経営環境にあると言える。

農畜産業振興機構（2014）によると、2013年現
在で、北海道のTMRセンターの41.3％（29事例
中12）で細断型ロールベーラがTMR製造や外部
販売目的で使用され、同・55.2％（29事例中16）
で圧縮梱包ロール型牧草サイレージの販売を行な
っている13）。この事実は、TMRセンターにおけ
る外部販売できる余剰牧草の存在を示唆する。

細断型ロールベーラの利用台数と同様に、北海
道におけるTMRセンター数も2000年代後半はほ
ぼ倍増と急増した期間14）にあたり、牧草サイレ
ージ流通量の増加時期と符合する。

⑶　牧草需給の地域差の存在
第３に、北海道内の地域間で牧草の需給状況に

図１　北海道における牧草の流通量

資料：北海道農政部生産振興局畜産振興課資料より作成。
　注：この流通量の数値は道内の農協や改良普及センタ

ーからの聞き取りにもとづく積み上げであって、
飼料会社の取扱分が含まれていないため、数値の
解釈には留意が必要である。
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図２　飼料販売会社Xにおける圧縮梱包ロール型牧草
サイレージの購入・販売地域

資料：飼料販売会社X（本社所在地：釧路町）資料より作成。
　注：１）ロール数ベース。
　　　２）2010～2012年の３年間の平均年間販売数5,790

ロールをもとに作成。
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差異が存在する点である。北海道の行政区14地域
のうち、道内の生乳生産量で８割近くを占める十
勝・釧路・根室・網走の４地域（いずれも道東地
域）を「主産地」、それら以外の10地域を「非主
産地」とすると、主産地における牧草の相対的な
不足、非主産地における牧草の相対的な過剰が示
唆され、非主産地から主産地へと牧草流通を促す
市場条件があると思われる。

2005年と2010年の農林業センサスデータを用い
て、北海道における乳用牛飼養戸数１戸あたり乳
用牛飼養頭数15）の推移を比較すると、主産地は
105.6頭/戸→128.5頭/戸で21.8％増加、非主産地
は77.8頭/戸→83.5頭/戸で7.3％増加となってい
る。主産地と非主産地とでは、１戸あたり規模で
約1.5倍の格差があるのに加え、規模拡大のテン
ポも主産地の方がより大きく、両地域間の規模格
差はこの５年間で拡大している。

図３に、道内13地域16）における乳用牛飼養頭
数（横軸）と乳用牛１頭あたり牧草専用地（以下、
単に「草地」とする）面積（縦軸）を示した。こ
れによれば、主産地である十勝・釧路・根室・網
走の乳用牛飼養頭数は増加したものの、１頭あた
り草地面積は全地域で低下した（右下方シフト）。
図示していないが、草地面積は主産地の全てで減
少している。特に、最大産地である十勝では飼養
頭数増加率が13.6％と道内で最も高い一方で、草

地面積減少率は－15.8％と二番目に高い。2010年
の１頭あたり草地面積は十勝・網走でそれぞれ
0.31ha/頭、0.39ha/頭であり、同値の北海道平均
である0.52ha/頭を下回る水準となっている。そ
れに対して、非主産地で飼養頭数の大きい上川・
宗谷では、飼養頭数は微減ないし横ばい、１頭あ
たり草地面積は上昇ないし不変で、主産地とは様
相が異なる。特に、宗谷の１頭あたり草地面積
は、主産地と比較して大きい。2010年の同値は
0.84ha/頭であり、宗谷では主産地と比べて牧草
需給が相対的に緩和している状況にあると思われ
る。
「畜産物生産費統計」より、北海道における搾

乳牛通年換算１頭あたり飼料使用数量について
2005年と2010年の数値を検討する。「全階層平均」
と「100頭以上」層とでは、「100頭以上」層の方
が１戸あたり飼養頭数規模の大きい主産地の傾向
をより反映していると判断し、以下では「100頭
以上」層の数値を見る。まず、外部購入される牧
草サイレージに該当する「購入飼料」の「サイレ
ージ・いね科」の使用数量は30.4kgから221.1kg
へ約７倍も増加している。また、「自給飼料」の

「デントコーン・サイレージ」は1,590.9kgから
2,017.4kgへ26.8％の増加である。このデントコー
ンサイレージの使用増加は、この間の配合飼料高
騰を受けたデントコーンの自給生産拡大によるも

図３　道内13地域の乳用牛飼養頭数と乳用牛１頭あたり牧草専用地面積

資料：「2005年農林業センサス」、「2010年世界農林業センサス」より作成。
　注：日高地域は除外している。
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のと思われる。実際に、北海道の飼料用「青刈り
とうもろこし」（デントコーン）の作付面積は2005
年と2010年に、それぞれ35,600haと46,700haであ
り、11,100ha、27.9％増加した（「作物統計」）。一
方で、自給飼料の牧草サイレージである「サイレ
ージ・まぜまき・いね科主」の使用数量は１万
kgを超えていたが、26.8％減の7,854.3kgとなっ
た。酪農家は、草地をデントコーン畑に転換して
デントコーンの作付面積を拡大する場合が多い。
つまり、デントコーンの自給生産拡大によって、
草地面積の減少と牧草サイレージの供給減少が生
じ、その減少分を補うために外部購入の牧草サイ
レージが増えたと推測される。

Ⅳ　牧草サイレージの商品化構造─北海道
北部の TMR センターを対象として─

１　分析対象とする事例
本節では、圧縮梱包ロール型牧草サイレージを

外部販売しているTMRセンターを事例に、本来
は自給的に利用されている牧草が商品へと転化す
る構造を分析する。ここでは、図３でみたよう
に、主産地と比較して相対的に牧草需給が緩和し
ていると推測される宗谷・上川地域で稼働してい

る３つのTMRセンターを取り上げる。
事例とするTMRセンターＡ・Ｂ・Ｃの概要を

表２に示した。Aは宗谷地域・浜頓別町、Bは同
じく幌延町、Cは上川地域・下川町に所在してい
る。３事例はいずれも北海道北部地域で、また、
道内では比較的早い時期に設立されたTMRセン
ターである。センターＢ・Cは細断型ロールベー
ラを所有しているが、センターＡは所有していな
い。圧縮梱包ロール型の製造は、細断型ロールベ
ーラを所有する飼料販売会社Xに委託している

（後述）。
事例センターにおける2014年の経産牛１頭あた

り草地面積は、Aで1.07ha/頭、Bで0.91ha/頭、C
で0.86ha/頭である。センサスデータから2010年
の経産牛１頭あたり草地面積の北海道平均値（推
計）を求める17）と、0.86ha/頭である。年次が異
なるため、比較は慎重でなければならないが、あ
えて比較すると、Aは別として、BとCの値は北
海道平均値と同水準である。つまり、経産牛１頭
あたり草地面積を草地余剰度の指標と考えると、
事例のBとCは、数値上は余分な草地を抱えてい
ないように見える。しかし、後述のように実際に
はかなりの量の牧草サイレージが外部販売されて
おり、TMRセンターは牧草の利用ロスが少なく、

表２　事例としたTMRセンターの概要

名称 TMRセンターA TMRセンターB TMRセンターC
所在地 宗谷・浜頓別町 宗谷・幌延町 上川・下川町

センター設立年月 2006年12月 2003年12月 2004年10月
TMR供給戸数 17戸 ９戸 17戸

細断型ロールベーラ 所有せず
（委託製造）

外販目的で所有
（１台）

発酵TMR製造・外販
目的で所有（２台）

TMR供給
経産牛頭数

2007 1,130頭 650頭 940頭
2014 1,500頭 700頭 1,050頭

管理面積
2007 草地1,280ha 草地520ha、

デントコーン40ha
草地960ha、

デントコーン270ha

2014 草地1,600ha、
デントコーン80ha

草地640ha、
デントコーン120ha

草地900ha、
デントコーン320ha

経産牛１頭
あたり草地
面積

2007 1.13ha/頭 0.80ha/頭 1.02ha/頭

2014 1.07ha/頭 0.91ha/頭 0.86ha/頭

サイロ
バンカーサイロ20基
（１基あたり
2,025m3）

バンカーサイロ18基
（１基あたり
1,080m3）

バンカーサイロ21基
（１基あたり
1,648m3）

資料：各センター資料、ヒアリングより作成。
　注：１）センターAは2014年３月現在、センター Bは2014年７月、セン

ターCは2014年11月現在の数値。
	 ２）2007年の数値は、センターBのみ2006年の数値。
	 ３）数値の精度を調整するため、2007年の数値は１の位で四捨五入

した。
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草地利用効率が高いと思われる18）。

２　各事例における牧草サイレージの商品化
と外部販売

⑶　TMRセンターＡ19）

センターＡの所在地である宗谷地域・浜頓別町
では、2005年から2010年にかけて、１戸あたり乳
用牛飼養頭数は90.9頭/戸から136.7頭/戸へ規模拡
大が進んでいる（センサスデータ）。

センターＡのTMR供給戸数は17戸、経産牛頭
数は1,500頭である（2014年３月現在。以下、同
じ）。管理圃場面積は草地1,600ha、デントコーン
80haで、近年デントコーン作付面積が拡大して
いる。経産牛頭数と管理面積からすると道内でも
大規模なTMRセンターである（表２参照）。

牧草サイレージの外部販売の背景には、離農し
たTMR供給酪農家の農地や、非センター構成員
で離農した酪農家の農地の管理を引き受けてきた
ことがある。そういった草地は200haに達し、草
地全体の１割強を占めている。センター構成員外
の草地も含むため、収穫・調製される牧草サイレ
ージはセンター内で消費しきれず、余剰が発生し
ている20）。余剰量は例年、バンカーサイロ１基分

（2,025㎥）程度である。2007年以降の生産資材高
騰による酪農経営の悪化により、構成員の規模拡
大を通じて余剰サイレージを活用することも困難
であった。

センターＡでは、６月から始まる一番草の収穫
に備えてバンカーサイロを空けるため、春先にバ
ンカーサイロ内のサイレージを圧縮梱包して販売
する。センターＡは細断型ロールベーラを持って
いないため、細断型ロールベーラを所有する飼料
販売会社Xに製造委託して圧縮梱包ロール型サイ
レージを製造して、Ｘ社が買い取り、販売先は十
勝地域が中心である。2009年以降、センターＡは
ほぼ毎年、Ｘ社へ3,000t程度の圧縮梱包ロール型
の牧草サイレージを販売している。Ｘ社による
と、この取り組みが、圧縮梱包ロール型がまとま
った量で流通した道内初の事例と言われている。

2009年から２年間は一番草の圧縮梱包ロール型
を販売したが、それ以降は一番草より質の劣る二
番草の販売が多い21）。販売価格は、サイレージ調
製コストに見合う程度である。利幅は大きくない

が、センター収入の増加とセンター所有のサイ
ロ・機械の稼働率向上が可能であるため、販売を
続けている。

⑵　TMRセンターＢ
センターＢの所在地である宗谷地域・幌延町で

は、2005年から2010年にかけて、１戸あたり乳用
牛飼養頭数は100.0頭/戸から106.0頭/戸と、規模
拡大の程度は大きくない（センサスデータ）。

センターＢのTMR供給戸数は９戸、経産牛頭
数は700頭である（2014年７月現在。以下、同
じ）。管理圃場面積は草地640ha、デントコーン
120haとなっている（表２参照）。センターＡと
同じく、近年はデントコーンの作付を拡大してい
る。道内では中規模のセンターである。

センターＢは従来、牧草の一部をロールベール
サイレージであるロール型で販売していたが、
2007年から外部販売目的での細断型ロールベーラ
の利用を開始し、圧縮梱包ロール型へ販売をシフ
トしつつある。ロール型から圧縮梱包ロール型へ
の転換は、サイロの利用体系としてはロールベー
ルサイロからバンカーサイロへの転換を意味す
る。一番草の利用状況（2014年現在）はバンカー
サイロ400ha、ロールベールサイロ（ロール型）
140ha、乾草100haである。この転換の理由は、
バンカーサイロでのサイレージ調製コストがロー
ルベールサイロより低いためである。具体的に
は、この間のビニール資材の高騰によってロール
型（ロールベールサイレージ）の調製コストが高
まり販売価格との比較で採算性が低下している、
圃場で調製される個々のロール型を回収・運搬す
る作業負担が大きいといった点が挙げられる。

前述のように2014年の経産牛１頭あたり草地面
積は大きいとは言えないものの、二番草の利用率
は７割強で、全道平均の５割程度（日本草地畜産
種子協会（2013））と比較して高い。

センターＢでは、デントコーン収穫前にバンカ
ーサイロを空ける必要性から、例年９月頃に圧縮
梱包ロール型を製造している。2007年以降、概ね
年間300tの圧縮梱包ロール型を販売しているもの
の、年ごとで販売量の変動は大きい。販売可能量
が年によって変動するため固定的な取引先はな
く、購入を打診された飼料会社と随時取引を行な
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っている。最終的な販売先は、オホーツク地域が
多い。

販売しているのは、需要の多い一番草の圧縮梱
包ロール型のみである。販売価格はサイレージ調
製と圧縮梱包に要するコストと同程度の場合が多
いが、それを上回る価格で販売できることもあ
る。得られる利益は多くはないが、サイロ稼働率
の向上やセンター収入の増加、サイレージ在庫の
削減による節税対策のため、販売を行っている。

⑶　TMRセンターＣ
センターＣの所在地である上川地域・下川町で

は、2005年から2010年にかけて、１戸あたり乳用
牛飼養頭数は70.6頭/戸から71.4頭/戸と、規模拡
大は停滞している（センサスデータ）。

センターＣのTMR供給戸数は17戸、経産牛頭
数は1,050頭である（2014年11月現在。以下、同
じ）。管理圃場面積は草地900ha、デントコーン
320haで、道内では比較的規模の大きなセンター
である（表２参照）。他の事例と同様に、近年は
デントコーンの作付を拡大している。草地面積に
対してデントコーン作付面積が多いと言える。

センターＣは、2005年と2011年に１台ずつ細断
型ロールベーラを導入し、２台体制である。
TMRを梱包して発酵TMRを調製・配送する、な
らびに牧草サイレージなどを外部販売する目的
で、同機を導入した。TMR配送用途もあるため、
細断型ロールベーラはほぼ毎日稼働している。

牧草サイレージの外部販売要因は以下の２点で
ある。

第１に、離農した酪農家の農地の管理を引き受
け、必要面積より多い草地を管理しているためで
ある。こういった余剰草地は80ha程度に達して
いる。

第２に、従来は外部販売される牧草の多くは乾
草であったが、バンカーサイロによるサイレージ
調製、そして圧縮梱包ロール型の販売へと転換が
進んでいるためである。転換の理由は、乾草より
バンカーサイロ調製の方が必要とされる労働時間
が短くて済むからで、バンカーサイロの増設も実
施された。また、乾草の市場環境の悪化も背景に
ある。北海道で乾草の大口需要者であった肉牛肥
育会社が2011年に経営破綻した結果、出回り量が

増加（図２参照）、乾草価格は下落したのである22）。
センターＣで乾草利用される草地は、最も多か

った2006年・2007年は400haを超えていたが、次
第に縮小し、2014年現在では、傾斜地で自走式ハ
ーベスタ（バンカーサイロ用途）を使用できない
草地200ha程度にとどまっている（ロールベール
サイレージ利用も含む）。生産される乾草のうち
半分以上が敷料として内部利用され、外部販売は
多くはない。それに対して、バンカーサイロ調製
の草地は200ha近く増加して、約700haとなって
いる。

センターＢと同じく、2014年の経産牛１頭あた
り草地面積は大きくはないが、二番草の利用率は
６割強で全道平均より高い。また、2007年の二番
草の利用率が２割以下だったことを考えると、利
用率は大きく上昇している。

センターＣは、2011年以降は概ね年間2,500t 〜
3,000t程度の圧縮梱包ロール型牧草サイレージを
販売している。販売先は、ホクレン経由で十勝地
域の農協や、旭川の飼料会社（最終販売先は十勝
地域など）、上川地域の個人酪農家である。いず
れも継続的な取引が多い。一般的に牧草の不足し
がちな春先から初夏までの期間の販売が多くなっ
ている。

一番草の圧縮梱包ロール型の販売が中心で、販
売価格はサイレージ調製と圧縮梱包に要するコス
トと同程度の場合が多いが、それを上回る価格で
販売できることもある。利幅は薄いが、センター
収入やロールベーラ・サイロの稼働率の向上に寄
与しているため、外部販売を継続している。

３　牧草サイレージの商品化構造
以上の分析を総括して、牧草サイレージの商品

化構造を述べる。
まず、牧草サイレージの需要サイドの条件は、

道内の主産地における草地面積の比例的拡大を伴
わない飼養頭数の拡大と、デントコーン作付増加
による草地面積の減少という２つの要因にもとづ
く牧草不足の発生がある。そこで、道内主産地を
中心に、購入飼料としての牧草サイレージの需要
が高まっていると思われる。

次に、供給サイドの条件を挙げると、第１に
TMRセンターは地域では相対的に豊富な機械力
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と労働力を有するため、離農地の引き受け先とな
り、余分な草地を管理下に置いている。第２に、
牧草利用ロスの減少によってTMRセンターでは
外部販売可能な牧草が多い。第３に、調製コスト
の低さと採算性の面から、従来、外部販売目的で
調製されていたロールベールサイレージや乾草の
一部が、バンカーサイロによるサイレージへ転換
されている。つまり、細断型ロールベーラを使用
して圧縮梱包ロール型を製造できるバンカーサイ
ロで調製されたサイレージが増加しているのであ
る。第４に、副次的な要素だが、近年の酪農経営
の収益性低下で飼養頭数拡大が抑制された。自給
的利用が増えないため、外部販売の選択肢が出て
くることになる。また、TMRセンター経営とし
ても、外部販売によるセンター収入の増加と所有
施設・機械の稼働率向上が期待できる。

圧縮梱包ロール型牧草サイレージは、３事例で
おおよそサイレージ調製コストなど製造原価に見
合った価格形成が確認された。これは、ロール型

（ロールベールサイレージ）が余剰品扱いで輸送
費程度の価格（購入者着価格）にしかならないこ
とが多い点と比べると対照的である23）。Ⅱで検討
したように、ロール型と異なり、圧縮梱包ロール
型は品質が安定、かつ事前確認が可能であるため
に、一定の価値をもつ商品として需要者に認識さ
れていると言える。また、一般的に、品質の良い
一番草が優先的に使われるため、牧草余剰は品質
の劣る二番草以降の余剰として現れるが、事例で
は一番草を販売するケースが多い。つまり、余剰
となった牧草を単純に商品化しているとは言えな
い。

ただし、デントコーンサイレージの場合と異な
って、牧草サイレージを専ら外部販売する、ある
いは畑作農家による販売事例はないことからし
て、販売によって得られる利幅は大きくはないと
も言える。つまり、商品生産として確立している
わけではなく、現状は、あくまでも自給的に生産
される牧草サイレージの一部分を商品としても販
売できる段階に留まっていると考えられる。これ
は、肉牛農家も購入する乾草や、依然として外部
調達の多いデントコーンと異なって、需要者にと
って購入牧草サイレージは自らの自給的生産の不
足分を補填する位置づけにすぎないからであろう。

Ⅴ　結論と展望

本論文の課題は、北海道北部のTMRセンター
を事例として、牧草サイレージの商品化構造を解
明することであった。牧草サイレージの流通形態
にはバラ型・ロール型・圧縮梱包ロール型があ
り、圧縮梱包ロール型が最も商品化に適した特性
を有している。北海道内では、2008年から2009年
にかけて牧草サイレージの流通量が大きく増加し
た。その要因は、圧縮梱包ロール型を製造できる
細断型ロールベーラの利用普及、同機を主として
運用するTMRセンターとコントラクターの設立
数の増加、道内主産地における牧草不足と非主産
地における牧草余剰という牧草需給の地域間格差
の存在がある。非主産地のTMRセンターの事例
分析からは、離農地引き受けによる余剰草地の存
在、採算性の面でのロールベールサイレージや乾
草からバンカーサイロサイレージへの転換によっ
て、圧縮梱包ロール型として外部販売可能な牧草
サイレージの増加が明らかになった。概ね製造原
価水準の価格形成がなされているが、あくまでも
自給的に生産される牧草サイレージの一部が商品
化されているにすぎない。

畜産クラスター関連事業を活用したTMRセン
ターの設立増加や、主産地と非主産地との規模拡
大の格差、非主産地における収益性低下・労働力
不足による飼養頭数の抑制的推移、離農者の発生
は今後もしばらくは継続すると思われる。これら
は牧草サイレージの流通増加、商品化を促進させ
る条件である。そのため、今後も北海道において
牧草サイレージ市場は拡大傾向の続くことが予想
される。これが単なる量的拡大にとどまるか、商
品化の深化を伴う質的転換をもたらすか、さらに
は食料安全保障の面で飼料自給率の向上に資する
性格の動きであるかは見極めが必要であろう。国
内の農業生産者によって供給される飼料の全体的
な市場構造や、そういった飼料と自給的生産飼
料、ならびに輸入飼料との代替関係など未解明な
点は多いが、これらは今後の課題としたい。

注
１）2014年度には、コントラクター等が広域流通
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させる粗飼料の拡大数量に応じて、流通諸経
費に相当する奨励金を交付する事業が実施さ
れた。

２）需要に見合った供給が必ずしもなされていな
い、あるいは同一の財であるにも関わらず需
要と供給とが各々異なったメカニズムで形成
されるという面で、自給飼料の商品化は、食
品残渣といった副産物の商品化と類似してい
ると思われる。副産物としてのバイオマスの
商品化に関する代表的な研究としては、泉谷

（2015）がある。
３）サイロ特性は、安宅（2012）pp.78〜81参照。
４）サイレージ調製の方法や飼料成分、外部環境

などによって、品質低下に至る期間は異な
る。なお、好気的変敗したサイレージを給与
された乳牛の飼料摂取量や生産性は低下す
る。安宅（2012）pp.28〜30参照。

５）以下、日本草地畜産種子協会（2013）を参照。
６）馬場・太田ら（1997）参照。
７）中村・大槻ら（2006）、飼料販売会社へのヒ

アリングより。
８）日本草地畜産種子協会（2013）p.8を参照。

ロール型は梱包後に発酵するため、圧縮梱包
ロール型のような梱包前の品質確認は意味が
ない。

９）北海道農政部生産振興局畜産振興課へのヒア
リングより。

10）志藤（2004）を参照。なお、細断型ロールベ
ーラは、オガクズやプラスチック廃棄物など
の梱包用途で、ノルウェーで開発された機械
である。荒木・井上ら（2013）pp.83〜84参照。

11）荒木・井上ら（2013）pp.83〜84参照。
12）前掲p.84参照。
13）農畜産業振興機構（2014）pp.184〜185参照。
14）前掲p.202参照。北海道のTMRセンター数は、

2005年は20、2009年は39である。
15）この場合の乳用牛は２歳以上である。
16）日高地域を除く。同地域は馬の飼養頭数が多

く、馬向けの草地が多いためである。
17）センサスデータにおける乳用牛飼養頭数は子

牛も含むため、推計値である。2010年の「畜
産統計」で北海道の乳用牛頭数にしめる経産
牛頭数の比率59.2％を用いて推計した。

18）一般的に、TMRセンターは草地の一元管理、
具体的には牧草収穫・調製作業の共同化を通
じて牧草利用ロスが減少して、草地利用効率
が向上すると指摘される。農畜産業振興機構

（2014）pp.181〜182を参照。
19）以下は、特に記載のない限り、センターＡ・

B・Cへのヒアリングにもとづく。
20）センター内の需要を超えた牧草の収穫・調製

を行わざるをえない理由には、牧草を翌年利
用するためには収穫する必要があること、中
山間地域等直接支払制度の交付金受領要件

（農業生産活動の継続）がある。
21）一番草はシーズン最初に収穫される牧草を指

し、萌芽後に初めて収穫されるため品質が安
定している。一番草の後に収穫される牧草は
二番草（その次は三番草）と呼ばれ、一般的
に一番草より品質が低下する。

22）飼料販売会社Xへのヒアリングより。経営破
綻した肉牛会社は低質の乾草も含めて大量に
購入していたという。

23）飼料販売会社X、センターＢへのヒアリング
より。
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