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北海道におけるＴＭＲセンターの収益実態と運営問題 

（地独）道総研根釧農業試験場・地域技術グループ・金子 剛 

 

１．現状と課題 

 北海道では、平成９年以降、自給飼料を主体とした TMR センター（以下、センター）

の設立が進み、平成 26 年には 60 センターに達します。平均的には、経産牛頭数 80 頭程度

の構成員（以下、酪農経営）が 10 戸程度参加して、センターを設立しています。それぞれ

の酪農経営は継続しつつ設立していることが特徴（水田地帯で言われる「２階建て法人」

的な組織）で、当面は協業経営のような経営統合を選択しないことを意味しています。  

センターの設立は、省力化、コスト低減、良質粗飼料の確保など多様な目的を改善する

ために、進められてきました（表１）。そして設立によって、労働軽減、個体乳量増加、

出荷乳量拡大、資材調達価格の引き      表１ ＴＭＲセンターの設立目的  

下げなどの効果があると指摘され      

ています。センター設立は、粗飼

料生産とともに圃場管理作業の外

部化をともなうため、さらに哺

育・育成牛の飼養管理の外部化を

行うことで、分業化による搾乳部

門への特化が可能になります。  

 こうしたメリットが指摘される一

方で、センターは農業機械取得資金の確保を課題としています。これは自己資金不足と事

業の継続性に課題があることを示していると捉えられます。そこで、センターの収益や組

織運営面の実態解明から収益変動の要因や持続安定化に必要な方策の検討を行いました。 

 

２．ＴＭＲセンターの設立状況 

 北海道においてセンターの設立が進んだのは平成 15 年以降であり、15～19 年に 23、20

～24 年に 21 のセンターが設立されました。地域的見ると、上川などの地域での設立が先

行し、近年は主産地である道東での設立数が増加しています。設立が増加した時期は、乳

価の下落、センター設立に活用できる補助事業の適用拡大、流通飼料および肥料等の価格

高騰、個別の投資意欲が低下していた時期にあたり、こうした情勢がセンター設立の気運

項   目  回答数（比率）  

省力化  20（ 83.3％）  

コスト低減  14（ 58.3％）  

良質粗飼料の確保  12（ 50.0％）  

個別投資の抑制  11（ 45.8％）  

粗飼料生産作業の効率化  10（ 41.6％）  

個体乳量向上・生乳生産拡大  8（ 33.3％）  

乳牛飼養管理への集中  6（ 25.0％）  

担い手確保、糞尿の有効利用  各 5（ 20.8％）  

地域酪農の持続的発展、雇用創出  各 4（ 16.7％）  

出典）平成 20 年 3 月「北海道における自給飼料主体 TMR 供給シ

ステムの設立運営マニュアル」から作成 



を高めたと考えられます。このように経営環境が厳しくなる中で、主に中小規模の酪農経

営が経営の持続のためにセンター利用を選択したのだと考えられます。  

しかしながら、センター設立に要する事業費は設立初期に比べて２倍近くに増加してい

ます（表２）。これは初期における自己資金調達による設立から、補助事業利用による設

立に変化したことが要因であると考えられています。サイレージ配送方式によって投資額

は変わるものの、センターへの投資金額は増大しており、今後は投資効果についても検討

が必要であると考えます。  

表２ ＴＭＲセンターの事業費水準 

 
事例数  

構成  

戸数  

（戸）  

年間出荷  

乳量  

（ｔ）  

総事業費  

（億円）  

構成員 1 戸当  経産牛 1 頭あた

り事業費  

（万円）  

経産牛  

（頭）  

事業費  

（万円） 

設立  

年次  

～H14 4 12.0 7,245 2.2 70 1,833 26.2 

H15～19 23 10.4 7,984 3.9 87 3,770 43.6 

H20～24 12 10.0 5,863 4.0 78 3,952 50.7 

調製  

方式  

圧縮  10 16.9 11,200 6.3 74 3,726 50.6 

バラ  26 7.8 5,272 2.5 84 3,161 37.7 

バラ＋圧縮  3 11.7 11,300 6.4 113 5,503 48.9 

合計  39 10.5 7,256 3.8 82 3,596 43.8 

出典）道総研農業試験場及び農政部技術普及課調べ  

 

３．ＴＭＲセンターの財務状況 

（１）資産及び自己資金の状況  

 センターの財務状況を、11 センターの平成 21 年度の貸借対照表を用いて整理すると、  

平均で 6.7 年経過時点の  

平均資産金額は 2.04

億円です。大半は施

設・機械の固定資産

（62.9％、1.28 億円）

が占めます（表３）。

一方、流動性の資産

比率は 11.6％（0.70

億円）で、飼料など

の棚卸資産評価額が

過半（ 0.45 億円、

22.3％）を占めます。 

 センターの資本金  

      
平均値（万

円）  

構成比

（％）  

資   産  

流動資産  

 流動資産計  6,951 34.1 

  現金･預金  289 1.4 

  売上債権  1,820 8.9 

  棚卸資産  4,537 22.3 

  その他流動資産  305 1.5 

固定資産  

 固定資産計  12,812 62.9 

  有形固定資産  12,629 62 

  無形固定資産  1 0 

  投資その他資産  183 0.9 

繰延資産   繰延資産計  612 3 

合  計  20,376 100 

負債・資本  

負  債  

負債合計  20,072 98.5 

流動負債   4,048 19.9 

固定負債  16,024 78.6 

（うち役員借入金）  459 2.3 

資  本  

純資産合計  305 1.5 

 資本金  415 2.0 

 利益剰余金  -111 -0.5 

合  計  20,376 100 

表３ ＴＭＲセンターの財務状況 

注）根釧農試による平成 21 年度、調査に応じた 11 センターの調査結果から集計、

調査時点での平均稼働年数は 6.7 年。 



は平均 415 万円で、自己資本比率は平均 1.5％、305 万円にとどまり、設立後の経過年数が

少ないセンターはより少額な実態にあります。その結果、資産の大半は負債となり、その

78.6％が長期負債です。長期負債の返済が進むと同時に、有形固定資産の減価償却もまた

進むため、センターは次第に資産および負債総額が縮小しています。投資額が大きいため

長期資金の返済や高額機械の更新に向けた現金・預貯金の確保が重要ですが、現状の自己

資本金額・比率から判断すると十分ではなく、センターの持続のためには酪農経営の新た

な負担が発生することも考えられるなど、財務内容の安定化が重要な課題です。  

（２）単年度収支の状況 

 続いて、収支の状況を見ると、平成 21 年度の 11 センターの平均売上高は 2.53 億円、そ

の時の製造原価は 2.51 億円で、収入と費用は均衡しています（表４）。このように平均で

は、TMR 等の売上高によって TMR 製造費用を賄いますが、一般管理費を加えた営業損益

は赤字を計上しています。この営業損失は営業外収入や特別収入によってカバーされて当

期純利益を計上しているセンターが一般的  

と考えられます。  

製造原価に占める最大の費用は材料費

（原牧草代，購入飼料費など）であり、1.56

億円、62.2％を占めます。ついで、減価償

却費や賃料料金などの製造経費が 28.2％で

あり、この２つで製造原価の 90％を占めて

います。他方、人件費は、外注費と合わせ

て 10％程度であり、原価に占める割合はそ

れほど高くありません。ただ、センターは

高い個体乳量目標を設定するため、配合飼料をはじめとする購入飼料費を中心に、材料費

比率を高める傾向にあります。センター設立による大量購入のメリットがあるとはいえ、

購入飼料価格の市場変動の影響を受けやすい構造にあるといえます。 

（３）売上規模と収益水準 

 センターの平均売上高は 2.5 億円強でしたが、売上金額が大きいほど営業利益は少ない

あるいは赤字の傾向にあるといえます（次頁図１）。また、TMR 売上金額が大きいセンタ

ーほど、営業損益は赤字でも、営業外収益と特別収益によって当期利益を確保する構造に

あると考えられます。このことは、小規模センターと大規模センターとでは収入源が異な

  平均値  構成比  

売上高  25,332 100.9 

製造  

原価  

 

 

 

 

 

合 計  25,097 100.0 

材料費  15,611 62.2 

うち棚卸増減  -40 -0.2 

製造経費  7,075 28.2 

外注費  1,726 6.9 

労務費  828 3.3 

仕掛増減  -144 -0.6 

一般管理費  1,596 6.4 

営業損益  -1,361 -5.4 

経常損益  -123 -0.5 

税引き前当期純損益  178 0.7 

当期純損益  128 0.5 

表４ ＴＭＲセンターの損益状況（単位：万円、％） 

出典）表３に同じ。構成比は、製造原価合計を 100

としたときの比率を示す。 



ることを示すとともに、運営方式についても異なるためと推定できます。ただ、当期純損

益が赤字になるのは操業年数が短いセンターに多いのは、小規模センターが売上を伸ばす

のに時間を要し、直ちに利益を確保することが難しいことを示していると考えられます。 

 

４．財務不安定性の背景 

 以上の整理から、自己資本

比率は平均 1.5％と低く、将

来の機械更新費用の確保が難

しく、資金借入や補助が必要

な状況にあることが明らかと

なりました。そのため、自己

資本比率・金額の低さが生じ

る要因を検討することが必要  

になります。  

事例を上げて確認すると、年次経過とともに自己資本比率は改善し、利益の積み上げは

進んでいますが、それ以上に固定資産金額の低下によって、相対的に自己資本比率が高ま

ったと判断できます（図２）。そこで自己資本金額の低さは、センターは自己資本の蓄積

に時間を要す、あるいは蓄積できない構造にあるためと考えられたため、その点について

検討しました。 

まず、蓄積に時間を要す点につ

いて検討します。センターは一定

の利益は計上し、内部留保します

が十分ではありません。費用計上

する減価償却費相当額を内部蓄積

することが理想ではありますが、

資金返済および賃金などの原資と

して支出されることから、機械更

新に必要な資金を現実的には内部留保できないためです。望ましいのは一般管理費を賄え

る TMR 価格を設定する、当期純利益から資金返済が行えることですが、現状としては難

しいといえます。特に、設立当初は運転資金の不足から、資本蓄積には時間を要してしま

注）平成 21 年度実績、出典は表２に同じ 

図１ ＴＭＲセンターの売上高と利益水準 

図２ Ａセンターにおける資産総額などの推移 
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う、あるいは蓄積することが厳しい状況にあると考えられます。  

次に、自己資本が蓄積できない要因として、センターと酪農経営間の利益配分の在り方

が問題になります。多くの酪農経営は、センターは支援組織として認識しますが、運営そ

のものには関心が高くありません。そのため、センターの利益計上よりも酪農経営への還

元（TMR 供給価格の引き下げ）を基本的に求める傾向にあります。加えて、センターは酪

農経営の経済性確保のための配慮を必要とするため、TMR 供給価格をセンターの維持に必

要な価格水準に設定できないことがあります。このように酪農経営の認識や経済状況への

配慮による売上高の伸び悩みは、財務の不安定化に繋がっていると考えられます。  

このように、多くのセンターは酪農経営との関係から自己資金を蓄積できない、しにく

い環境にあると考えられます。この状況の改善には、第一にセンター運営に対する酪農経

営の認識を変える、第二に酪農経営が適切な費用負担を行えるよう酪農経営を安定化させ

る、第三にセンターに対して経営基盤強化準備金のような制度を要望することが必要であ

ると考えられました。  

 

５．ＴＭＲセンターの運営改善に向けて 

（１）センターと酪農経営の関係強化  

 センターの運営および収支改善には、センターに対する認識の変更が必要であると考え

ます。まず、センターと酪農経営は相互依存の関係にあり、センター運営の不安定化は、

最終的には TMR 価格や機械更新における追加負担として現れます。センターは稼働率を

高めることで持続的な運営を可能としていくとすれば、センターの出資者、経営者、利用

者の３つの関わり方をもつ酪農経営は、特定の立場に偏ることなく、双方の運営の安定化

に向けて何が必要であるかについての話し合いや対策を講じていくことが必要です。  

 この他、センターを設立してから 10 年近くになる事例が増加しており、今後、酪農経

営における世代交代が進むものと考えます。その時に、センターに対する考え方や関わり

方が変化することや、センターの運営を担う人材の育成を行っていく必要が生じるため、

早くからセンター運営への関与や接点を設けることが必要になると考えます。  

（２）酪農経営の経営安定化  

 センターの収支改善には、酪農経営の頭数拡大による TMR 供給量の拡大と、酪農経営

の安定化による持続可能な TMR 単価の設定が必要です。しかし、酪農経営の頭数拡大に

向けては追加投資が必要で、そのために酪農経営が追加投資できる環境が必要になります。 



そこで、TMR 供給単価が平均的な水準（1 日 1 頭 1,200 円台、35～38kg メニュー）と考

えられるＡセンターを事例に酪農経営の状況を確認します。Ａセンターの酪農経営は、設

立後に所得拡大した経営と低迷した経営に別れます。これには経産牛頭数（生乳出荷量）

拡大の違いが影響し、所得水準に格差が生じていると考えられました（図３）。こうした

状況は他のセンターでも生じており、酪農経営の所得拡大や生産性の向上は一律には生じ

ていません。不安定な酪農経営が多ければ頭数拡大が限定されることになるため、規模拡

大の前提条件といえる酪農経営の改善・安定化はセンターにとって重要な問題です。  

次に、経産牛１頭あたりの収支が課題になります。センターに加入すると、高い目標乳

量設定に対応した TMR が供給され、自家労働が費用化されるなど現金支出が増加する傾

向にあります。酪農経営は、個体乳量の増加あるいは維持を実現しなければ、経産牛 1 頭

あたりの収益性は低下します。その対応として、経産牛 1 頭あたりの収益性が低下した分

を頭数増加でカバーする、的確に高泌乳を実現していく必要があります。例えば、経産牛

1 頭あたり 20 万円（減価償却控除前）を確保するには 1 頭あたりの出荷乳量が年間 10,000kg

必要であるため、さらに詳細な経

営指標の設定を行い、目標所得を

得るために必要な頭数規模を算出

し、実現のための計画を作成する

ことが有効と考えます（図４）。  

ただし、頭数規模の拡大には、

それに見合った飼料基盤の確保が

前提になるとともに、新たな投資

が伴い、調査事例では牛舎新築

8,000 万円、増築 20 万円／床の実

態にありました。こうしたことか

ら酪農経営は、センター設立計画

に合わせて投資準備をする、加入

後においては追加投資が可能な収

益を確保する必要があります。一

方で、酪農経営は投資以外に、労

働力や飼養技術面の問題を抱える

（平成 19～21 年の平均値） 

図４経産牛１頭あたりの出荷乳量と収益性の関係 

注）ａ -1～b-4 は経営番号を示し、各経営で左がセンター化前（平
成 13 年）、右がセンター化後（平成 20 年）の状況。a グルー
プは 800ｔ以上への規模拡大により 2 経営で所得が増加した
が、b グループは増頭数が少なく所得が停滞した。 

図３ Ａセンター稼働前・後の農業所得の変化 
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ことから、生産性向上を妨げる様々な問題把握と対処を適切に行い、経営の安定化を図る

ことが大切になります。 

（３）センターの運営安定化  

 ①支援体制の構築  

 センター運営の立場からは、主たる顧客である酪農経営に経営不振や搾乳頭数の減少、

規模拡大の遅れが生じることは望ましくありません。TMR 販売の伸び悩みはセンター運営

の悪化に繋がりやすいことから、センターは酪農経営の経営状態に強い関心を持たざるを

得ません。しかし、酪農経営の運営には直接関与できず、酪農経営の動向が不明であれば

長期展望を描くことができなくなります。こうした状況の改善には、センター設立時に酪

農経営と数値目標を設定・共有化することや、JA や関係機関と連携してセンターに加入

する酪農経営に対する営農面のフォローアップの実施、そのための支援体制づくりが必要

であると考えます。  

 ②運営体制の見直し  

 年次経過とともにセンターの運営体制は変化しています。粗飼料収穫を酪農経営の出役

で行うセンターは全体の約 50％ですが、その出役を担い手の高齢化などにより外部委託に

転換する事例が増えています。このため、当初から外部化を図り、センターは初期投資（機

械・施設）の軽減を、酪農経営は労働負担を軽減して飼養管理の充実を可能とする体制を

選択することが望ましいと考えます。あわせて施設・機械装備のスリム化・低コスト化を

検討し、維持管理経費の圧縮および TMR 供給価格の引き下げを図ることが重要です。 

具体例として、C センターを取り上げます。C センターの運営の特徴は、購入飼料の統

一と大量取引による費用の節約、立地を活かした飼料用トウモロコシ栽培拡大と多給、遊

休施設や中古機械利用による初期投資の軽減、作業外部化（収穫調製作業のコントラクタ

ー委託、経理作業の JA 委託）や TMR 製造・配送作業のパート労働力利用（現在は業者

委託）による労賃節約です。TMR 供給頭数の拡大は、経営規模拡大と１経営の追加加入に

よって実現しています。このようにセンター運営にとって望ましいと考えられる取り組み

を実践し、その結果、TMR 供給単価 1,000 円台（平成 23 年度）の実現に繋がっていると

評価できました。他事例との詳細な比較は行っていないため、具体的な要因分析はしてい

ませんが、こうした取り組みの積み上げによって運営体制をスリム化し、低単価を実現す

ることができると考えます。 

 ③酪農経営の維持  



 酪農経営の収支改善が必要であることは既に述べましたが、経済的な要因以外にも離農

が発生することがあります。離農の発生は、センター収支の悪化と、それを通じた TMR

単価への影響が懸念されるため回避したい事態です。しかし、後継者問題による離農は差

し迫った課題であると考えます。この課題への対応は、他の酪農経営が規模拡大を図るこ

と、同様に大型の協業法人を設立すること、離農跡地に新規参入者を誘致すること、新た

に牧場を開設することが考えられます。同時に、こうした話題を取り上げ、論議する環境

を整えておくことも必要です。センター利用を前提とした新規参入は、従来よりも機械や

農地確保の面で有利であるはずで、関係機関と連携しながらこうした取り組みを進めるこ

とが大変有益です。 

 ④当面の対応と今後の検討事項  

 道総研農業試験場では、農業機械の更新を可能とするために必要な自己資本比率目標を

提案し、その数値を算出した際に前提となった投資金額を示しています（表５）。暫定的

な数値ですが、検討材料としての利用を期待しています。  

 

表５ ＴＭＲセンターの運営安定化に向けた対応方策 

狙い  項目  目標数値  当面の対応  今後の検討事項  

財務  

安定  

自己資

本比率  

7％以上（毎年、設立時

の総資本の 4％を内部

留保する水準）  

○事業費（追加投資）抑制 

○作業外部化による固定

資産圧縮  

○減価償却費相当の引当  

○哺育・育成部門の分離  

○大規模経営 (協業経営な

ど中核的経営)の育成  

○新規加入経営の確保 (新

規参入経営誘致) 

○投資や経費軽減に向け

たセンター間の連携  

○非課税の更新用資金積

立制度の導入  

投資額  

 

経産牛 1 頭あたり 26

万円程度（補助率 35％

を圧縮後）  

○必要最低限の装備  

○中古施設・機械利用  

○センター計画の達成  

酪農  

経営  

安定  

TMR 

単価  

1 頭 1 日千円程度  

(乳量 10,000kg) 

○作業の外部委託  

○雇用労賃の抑制  

○自給粗飼料の有効活用  

注）記載事項は総研根釧農業試験場による提案であり、数値目標は平成 23 年度調査時点における設定値。 

 

 当面の対応方策は既に述べているため割愛し、今後の検討事項について述べていきます。

既に、幾つかのセンターで計画・設立されている哺育・育成牧場の設置は、酪農経営の省

力化、規模拡大、センターの売上拡大と過剰在庫の解消が期待されています。特に、サイ

レージ給与を前提とした牛づくり、生育の均一化による、個体乳量の高位平準化に繋がる

ことが期待されています。今後は、その効果を具体的に示すとともに、設立に向けた支援

対策を明らかにしていくことが求められています。  

 大規模経営は中核的で安定的なユーザーを確保するために効果が期待されます。ただし、

協業法人の場合は、センターと同様に、新しい組織運営や技術の平準化を進めるといった



運営課題に取り組むことが必要になります。  

 センター間の連携については、投資や情報交換の面から重要です。先に述べた哺育・育

成牧場の設置、あるいは事務処理やマネージメント、粗飼料の融通など様々な連携や提携

が可能であり、コスト低減に向けて検討に値すると考えます。  

 最後に、酪農経営は TMR センターの課税によって当期純利益が減少することに抵抗感

を持っています。そのことが自己資金の蓄積を妨げる要因になっているため、戸別所得補

償制度で導入された経営基盤強化準備金制度を、畑地を所有しないセンターにも適用し、

投資目的の非課税の資金蓄積制度を検討・導入を求めることは、センターの自立性の確保

や財政支援への依存回避の観点からも望ましいと思われます。 

 

６．おわりに 

 センターは、投資余力や労働力に制限のある中小規模の酪農経営にとって有効なシステ

ムであると考えます。大規模経営といわれる家族経営にあっても、実質的な労働力が減少

している状況下において、このようなシステムを準備することは多様な酪農経営の展開を

可能とします。また、新たな新規参入のタイプとしても可能性を示しています。 

 しかし、これまでの調査からは、センター運営はどの様にあるべきか、酪農経営との関

係でどう維持するべきかの論議が不足している事例に遭遇しました。さらに、センターを

効果的に利用するための酪農経営の準備や対応方策についても、より具体的に示していく

必要があると総括しています。こうした検討を深めていくことで、センターを核としたシ

ステムを安定化させ、持続的な酪農経営に繋がることを期待しています。 



 

北海道におけるＴＭＲセンターを利用した酪農経営の高収益ゆとり 

ビジネスモデル 

（独）農業・食品産業技術総合研究機構 北海道農業研究センター 

畑作研究領域 主任研究員 藤田直聡 

 

１．はじめに 

 近年、北海道の酪農において、ＴＭＲセンターが急増しています。酪農学園大学の荒木

先生の定義による自給飼料を活用した「農場制型ＴＭＲセンター」は、1998 年にオホーツ

ク管内で初めて稼働して以降、増加し続け、現在は 50 組織以上となっています。これは、

数戸の酪農経営の圃場を一括管理し、飼料生産からＴＭＲ製造、牛舎への運搬を行う組織

ですが、飼料の生産効率の向上による費用低下、飼料の品質の向上、構成されている酪農

経営（以下、構成農家とします）の労力軽減が期待できます。  

 しかし、ＴＭＲセンターの中には、構成農家が労働力不足や、高齢化など、労働条件が

厳しくなっているところもあります。近年では、飼料生産作業において、コントラクター

等に委託し、構成農家の出役を抑えている事例も見受けられますが、この場合は、人件費

増が飼料費の増加につながり、収益面でゆとりを失うことが懸念されます。  

 以上を踏まえ、ここでは、ＴＭＲセンターを核とした酪農経営の運営方式を検討し、高

収益かつゆとりを生む酪農ビジネスモデルを提示します。さらに、ＴＭＲセンターの事例

から高収益かつゆとりを生むために、どのような工夫を施しているかについて述べます。  

 

２．ＴＭＲセンターにおける生産の仕組みと高収益ゆとり酪農モデル 

 ＴＭＲセンターの作業には、牧草やトウモロコシのサイレージ調製等の飼料生産作業、

ＴＭＲ調製および構成農家への配達があります。前者については、各構成農家が自らの

土地を持ち寄って大区画化し、大型機械を用いて効率的に作業を行っています。作業者

については、2006 年以前は構成農家から出役されることが多かったのですが、近年はコ

ントラクターへ委託している事例も増えています。後者については、サイレージとなっ

た牧草やトウモロコシと購入濃厚飼料をＴＭＲミキサーで混合してＴＭＲ調製し、ダン

プトラック等で構成農家へ運搬します。この作業については、構成農家の出役は少なく、

運送業者または雇用が行うことが多くなっています。ハーベスタ、バンカーサイロ、Ｔ

ＭＲミキサー等、これらの作業に用いられる施設、機械については、ＴＭＲセンターま



 

たは委託先のコントラクターが所有していますので、構成農家は減価償却費の負担は小

さくなります。 

 こうして生産されたＴＭＲの販売先は、構成農家が大多数です。運営も構成農家が行っ

ていますので、ＴＭＲセンターの収支は±０で問題はありません。むしろ、構成農家が利

益を上げるか、もしくは経営を安定させることが、ＴＭＲセンターの運営にとって重要で

す。なぜならＴＭＲの価格は、製造に要する費用と供給する乳牛の頭数によって決まりま

すので、構成農家が欠けますと残存した構成農家の飼料費への負担が大きくなります。す

なわち、ＴＭＲセンターと構成農家は「運命共同体」といえますので、ＴＭＲセンターの

ビジネスモデルを描く時、構成農家が利益を上げるような形にする必要があります。  

 構成農家の作業について見ますと、ＴＭＲ調製および給与作業は雇用または運送業者が

行いますし、飼料生産作業は大型機械を利用して短期間に行いますので、出役時間が少な

くなり、労働力的な「ゆとり」を得ることができます。飼料生産作業をコントラクターへ

委託すれば、出役がさらに減りますので、「ゆとり」は大きくなります。個体乳量も、Ｔ

ＭＲを給与するため、増加が期待できます。その一方で、1 日 1 頭当たり飼料費の金銭的

負担が大きくなります。つまりＴＭＲ調製や給与作業、飼料生産作業に要する労働費が「有

料」となるためです。そこで、「高収益」を目指すには、出荷乳量の増大、飼料費の無駄

の削減が必要となります。後者に関して、分娩間隔が長くなることによって搾乳日数（特

に泌乳後期）が延び、搾乳牛用飼料の給与の継続によって飼料費がかさむことがあります

ので、繁殖等の飼養管理を徹底

させることが重要です。  

以上により、ＴＭＲセンター

を利用した酪農経営の高収益ゆ

とりビジネスモデルは、図１の

ようになると考えられます。構

成農家は、ＴＭＲを給与するこ

とによって、個体乳量が増加し

ますので、金銭的負担が大きく

なった飼料費も出荷乳量の増

加で補うことができます。さら

に、飼料生産作業、ＴＭＲ調製 図１　ＴＭＲセンターを利用した酪農経営
のビジネスモデル

ＴＭＲセンター

飼料生産
必要な施設・機械を所有

ＴＭＲ調製、配達
必要な機械を所有

高泌乳用2種類、乾乳用ＴＭＲ調製

飼料設計の工夫によるコスト低減
（とうもろこし多給、イアコーンサイレージ、地域資源の利用等）

構成農家

出荷乳量増加
ＴＭＲ給与→個体乳量増

ゆとり→飼養頭数増

土

地
運

営

飼

料

運送業者
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労

働

× 出役なし→ゆとり減価償却費

負担減

コントラ
クター

労働力
機械

出役減→ゆとり

飼料費のムダの削減
ゆとり→飼養管理の充実

→分娩間隔（泌乳後期）

の短縮

収益性の向上



 

および給与作業への出役が減少することによりゆとりが生じますので、これを飼養管理

作業に振り向け、繁殖成績向上による飼料費の無駄の節減、飼養頭数増加による出荷乳

量の増加等、収益性の向上を図ることができます。ただし、これはＴＭＲセンターを利

用して出荷乳量（一頭当たり乳量）が伸びなければ、収益は減ずることを意味します。  

 

３．ＴＭＲセンター構成農家における高収益およびゆとりの実態と工夫 

（１）事例の概要 

 ここでは、ＴＭＲセンター構成農家における高収益およびゆとりの実態と工夫を見るた

めに、Ａセンターを取り上げます。このセンターは、オホーツク管内Ｏ町に立地していま

す。2003 年３月に構成農家６戸で設立し、同年８月より飼料供給を開始した農事組合法人

です。施設、機械の装備については、バンカーサイロ 10 基、飼料調製庫、ミキサーフィー

ダ、事務所等はありますが、フォレージハーベスタ等の収穫機械は所有していません。  

 このセンターの

構成農家数等につ

いては、2008 年当

時は構成農家数６

戸、構成員は９名、扱っている耕地面

積は 343ha（うち牧草 277ha、トウモロ

コシ 65ha）、構成農家の経産牛飼養頭

数の総頭数 528 頭、出荷乳量 4,989ｔ、

1 戸当たり平均にすると経産牛 88 頭、

個体乳量 9,443kg でした。2009 年には

酪農家 1 戸が新たに加わり、2011 年現

在は構成農家数７戸、構成員は 11 名で

す。扱っている耕地面積は 417ha（う

ち牧草 312ha、トウモロコシ 105ha）、

構成農家の経産牛飼養頭数の総数は

644 頭、出荷乳量 6,069ｔ、1 戸当たり

平均にすると経産牛 92 頭、個体乳量

9,651kg です（表１）。  

作業者
構成員
出役

牧草（一番草収穫） 刈り取り コントラクター 無
バンカーサイロ 反転 コントラクター 無

集草 コントラクター 無
積み込み コントラクター 無
動力 コントラクター 無
運搬 コントラクター 無

コントラクター 無
タイヤ運搬 構成農家 有
シート敷き 構成農家 有
タイヤ置き 構成農家 有

牧草（二番草収穫） 刈り取り コントラクター 有
反転 構成農家 有
集草 構成農家 有

構成農家 有
構成農家 有

運搬 構成農家 有
トウモロコシ 耕起 コントラクター 有

播種 コントラクター 有
除草剤散布 構成農家 有
収穫 コントラクター 無
運搬 コントラクター 無

コントラクター 無
タイヤ運搬 構成農家 有
シート敷き 構成農家 有
タイヤ置き 構成農家 有

ふん尿処理 堆肥散布 コントラクター 有
スラリー散布

資料：聞き取り調査による。

密封

なし

表２　Ａセンターにおける作業分担と
構成農家の出役

作業

サイロ詰め・鎮圧

密封

ロール梱包

サイロ詰め・鎮圧

合計 牧草 とうもろこし 1戸当 1頭当
6戸 347ha 282ha 65ha 528頭 88頭 4,989t 9,443kg
7戸 417ha 312ha 105ha 644頭 92頭 6,069ｔ 9,651kg

資料： 聞き取り調査による。

表１　Ａセンターの概況

2008
2011

出荷乳量経産牛頭数耕地面積構成
農家

調査
年次



 

作業に関して見ますと、ＴＭＲの調製・配送等の日常作業については、町内の運送会社

に全面的に委託しています。飼料生産作業については、表２に示したような作業分担とな

っています。牧草収穫に関して、一番草は密封作業以外をコントラクターへ委託していま

す。二番草は構成農家の出役が中心です。トウモロコシ収穫に関しては、除草剤散布等の

防除作業は構成農家の出役のみ、耕起および播種は一部コントラクター委託、一部構成農

家の出役で行っています。収穫調製作業について、バンカーサイロの密封作業は構成農家

の出役で行っていますが、それ以外

の作業についてはコントラクターへ

委託しています。  

構成農家は、実際に出役を行う上

において、搾乳等、牛舎作業を行う

時間になると、圃場作業を止めて牛

舎に戻り、終了後に再び圃場に集合

し、作業を行っています。また、比

較的重い疾病牛が出た場合、圃場へ

の出役を休んでこの牛に対応してい

ます。すなわち、ＴＭＲセンターの

圃場作業が各構成農家の牛舎作業に

影響を与えないようにしています。 

（２）高収益ゆとり実現への工夫  

 まず、Ａセンターの収益性について、2008 年度と 2011 年度を比較してみますと、個体

乳量が 9,443kg から 9,651kg へ伸びて

いますので、乳代は１頭当たり 93 千円

ほど上昇しています。その一方で、飼

料費は節減されていますので、収益性

の向上が見られます（表３）。こうし

た収益性の向上についてＴＭＲ製造費

用から見ますと、労働費と配合飼料等

の購入飼料費に大幅な低下が見られま

す（注１）。特に、ＴＭＲ製造費用に

2008 2011
44,284 19,192

燃料費 11,166 11,399
修繕費 4,279 11,698
減価償却費 9,115 5,984
機械リース料 10,644 28,529
車輌費 13,228 17,678
運賃 6,819 2,069
小計 55,252 77,357

99,536 96,550
289,069 268,331

肥料・土壌改良剤 46,643 36,370
その他（種子、種苗、農薬等） 16,003 14,300
小計 62,646 50,670

その他 15,370 38,885
費用合計 466,621 454,436
乳代 683,685 776,034

217,064 321,598
生乳1kg当たりTMR製造費用（円/kg） 49.4 45.9
資料： 聞き取り調査による。
注1：

2：

表３　ＡセンターのＴＭＲ製造費用に関する
　　2008年度と2011年度の比較

経産牛1頭当たり

単位：円/頭、円/kg

科目
数値

労
働
費
・
固
定
費
等

外部委託費および出役への労働賃金
固
定
費
運
転
費
等
小計

購入飼料費
資
材
費

乳代－飼料費

単位については、生乳1kg当たりTMR製造費用が「円／kg」、他は「円／
頭」である。

「乳代－飼料費」は乳代よりTMR製造費用を差し引いた値。

2008年 2011年 2008年 2011年
牧草サイレージ（1番） 7.3 5.1 6.6 4.7
牧草サイレージ（2番） 2 0 2 0
とうもろこしサイレージ 2.7 4.0 2.5 3.7
乾草（ルーサン） 0 0 0 0
圧ぺんとうもろこし 0.6 0.4 0.6 0.3
ビートパルプ 0 0 0 0
配合飼料 3.3 2.6 3.2 2.6
大豆粕 0.1 0.3 0.1 0.2
でんぷん粕 0.0 2.0 0.0 1.8
その他 0.1 0.3 0.1 0.2
合計 15.8 14.6 14.7 13.7
資料： 聞き取り調査による。

表４　Ａセンターのでんぷん粕を活用
したＴＭＲの構成

（日乳量10kg当たり飼料給与量）

科目 数値

日乳量
35lg設定 38kg設定



 

おける購入飼料費の占める割合は６割と

半分以上となっているため、影響は大き

いものと考えられます。 

 購入飼料費に影響を与えるＴＭＲを構

成する飼料について見ますと、表４で示

したように 2008 年の段階では、トウモロ

コシサイレージは少なく、地域で生産さ

れているデンプン粕は利用していません

でした。これが、2011 年度になると、ト

ウモロコシサイレージの給与量が増加す

ると同時に、デンプン粕も活用するようになり、配合飼料の給与量が減少しています。  

 次に、構成農家の飼養管理について見ますと、表５で示したように個体乳量、分娩間隔、

除籍年齢の平均が、それぞれ 9,651kg、427 日、5.6 歳です。北海道平均（8,908kg、434 日、

5.9 歳）と比較しますと、除籍年齢こそ短いのですが、個体乳量は高く、分娩間隔も無理

のない範囲で短くなっています。個体乳量に関しては構成農家７戸のうち６戸が 9,000kg

超過と高泌乳化を実現しています。  

 以上により、当センターでは「高収益」および「ゆとり」を実現するために、飼料生産

作業をコントラクターへ委託して労働的なゆとりを確保するのみならず、ＴＭＲ製造費用

の削減するための新たな飼料資源確保への工夫（注２）、高泌乳化、分娩間隔の無理のな

い範囲での短縮等、飼養管理の充実を行っています。  

 

４．結び 

 ここでは、飼料生産作業をコントラクター等へ委託するＴＭＲセンターを対象とし、こ

れを活用した高収益ゆとり酪農モデルを考察してみました。作業の大部分を委託しますの

で、構成農家は労働力的な「ゆとり」を得る事ができます。その一方で、作業を委託した

分、労働費として支払わなければなりませんので、金銭的な「ゆとり」は小さくなります。 

 このような金銭的な負担を軽減するためには、飼料費の低減、出荷乳量の増加によって

「収益性の向上（高収益）」を図る必要があります。前者に関して、これまでも大型機械

の利用による効率的な生産によって実現してきましたが、さらに、トウモロコシサイレー

ジの多給、地域未利用資源の利用による購入濃厚飼料の給与量削減等、飼料設計の工夫が

経産牛
頭数

個体
乳量

出荷
乳量

分娩
間隔

除籍
年齢

頭 kg ｔ 日 才
192 10,062 1,879 417 5.4
157 10,291 1,441 443 5.4
50 8,917 473 426 6.1
40 9,771 402 431 6.3
57 9,381 492 397 4.9
48 9,139 516 456 5.5
100 9,996 866 417 5.4

合計 644 6,069
平均 92 9,651 867 427 5.6
北海道平均 73.9 8,908 651 434 5.9
資料：

表５　Ａセンターにおける構成農家
の乳牛飼養管理

構成農家
番号

Ａ－１
Ａ－２
Ａ－３
Ａ－４
Ａ－５
Ａ－６
Ａ－７

聞き取り調査による。北海道平均については、北海道酪
農検定検査協会の検定成績表による。数値は2011年
度のもの。



 

重要となります。後者に関しては、分離給与からＴＭＲに変更した場合、個体乳量が増加

する反面、分娩間隔の延長や、疾病に弱くなるとの指摘もありますので、乳牛の飼養管理

の徹底で防ぐ必要があります。特に、分娩間隔の延長によって、泌乳量の少ない泌乳後期

が長引き、飼料費がかさむ傾向も認められますから、発情発見等、繁殖管理をしっかり行

うことが大切です。  

 以上のとおりＴＭＲセンター方式によって高収益とゆとりを実現するためには、構成農

家の飼料設計の工夫と乳牛の飼養管理作業の徹底が重要です。これは、ＴＭＲセンター構

成農家のみならず、すべての酪農経営にとっての「酪農の基本」です。特にＴＭＲセンタ

ーの構成農家は飼料給与や飼料生産の作業において金銭的な支払いを要しますし、構成農

家が脱落しますと、他の構成農家の飼料費への負担が大きくなります。つまりＴＭＲ構成

農家こそ｢酪農の基本」の徹底が、高収益とゆとりの実現のための条件といえましょう。  

 

＜注＞ 

１）外部委託費を含めた労働費は、ＴＭＲ製造費用の 10％程度もしくはそれ以下なので、本報

告では対象にしませんでした。ただし、この事例では 2008 年から 2011 年度にかけて大幅

な低下が見られるのですが、その理由については現在調査中です。  

２）新たな飼料資源の確保にはトウモロコシの増産が有効ですが、当センターの周辺には食用

もしくは加工用トウモロコシの栽培農家が多く、キセニア現象が起きる可能性があり、飼

料用トウモロコシの作付を無制限に拡大することは難しい状況です。それゆえ、こうした

条件を踏まえて、トウモロコシサイレージの確保、購入濃厚飼料と代替可能な資源として

他に何があるのかについて把握し、新たな飼料資源確保の工夫をすることが重要です。  
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都府県における自給飼料活用型ＴＭＲセンターと支援組織の方向性 

農研機構 畜産草地研究所 草地管理研究領域 恒川磯雄 

 

１．ＴＭＲセンターを軸とする畜産経営の支援組織 

 畜産経営の規模拡大に伴い、搾乳を中心とする飼養管理作業以外の、特に自給飼料生産

過程の外部化が進んでいます。自給飼料の生産と利用は畜産経営にとって飼料費の節減と

所得率の向上になりますが、労働配分の問題などから飼養規模を拡大し飼料生産は専門分

化した外部へ委託することが所得総額の拡大を期待できるためです。 

 この方向性は我が国に共通していますが、都府県においてはその生産基盤の脆弱さから、

支援組織という点で、ＴＭＲセンターが先行して普及し、北海道においては飼料生産の作

業を請け負うコントラクター組織が先行しました。 

 ＴＭＲセンターの動向は表１のとおりで、その普及は 

府県が優勢でしたが、最近では北海道での増加が目立ちま

す。北海道の状況については前出報告のとおりで、新たな

課題の指摘もあります。 

 ＴＭＲセンターは、都府県と北海道の性格は異なります。北海道のＴＭＲセンターでは、

自給飼料を主要な原材料として普及してきたのに対し、府県では粗飼料についても輸入原

料の利用が多数派です。その中で「日配（フレッシュＴＭＲ）もの」の製造以外に、長距

離輸送の必要性から、発酵ＴＭＲを生産するセンターが増えています。 

 今後、都府県では水田における飼料作物生産とその利用について、稲発酵粗飼料（以下、

ＷＣＳ）抜きには考えられず、そのためＴＭＲセンターとコントラクターとの連携が必要

な場合が生じ、その連携体制を、どのように確立していくかが問われる段階にあります。

このことは農政が稲転から飼料米奨励へ転換したことも手伝って、濃厚飼料としての飼料

米の作付け拡大とその利用は、今日的喫緊の課題です。そこで以下では、ＴＭＲセンター

を軸とした水田利用型耕畜連携の組織体制を整備してきた先進的な事例について、コント

ラクターとの連携を軸に、紹介します。 

 

２．事例の検討 

（１）広島県におけるＴＭＲセンターの更新と飼料イネの活用 

 広島県では、1990 年に前後して、２カ所のＴＭＲセンターが稼働を開始しています。現

　表１　TMRセンターの組織数

年度 2003 2012

全国 32 109

北海道 7 49

都府県 25 60

資料：農林水産省

箇
所
数



 

 

在利用者は県下約 40 名であり、生産量のピークは 2001 年の 1.6 万トンでしたが、酪農家

の減少を受け、2012 年には 9500 トン（概ね 700～800 頭分）まで減少しています。ここで

は輸入乾草についても主に岡山県水島港からの陸送距離が 100 ㎞を超えるため、「輸入梱

包乾草は、陸路を 100 ㎞移動すると、㎏単価 10 円上昇が目安」とされていることから、例

えば単純に半田ＴＭＲセンターと比較した場合、梱包乾草価格が愛知県半田で 55 円の相場

であれば、70 円を超える条件にあるため、その面でも不利があったと言えるでしょう。 

 このため 2013 年に２カ所のＴＭＲセンターを統合して「たちすずか」の活用を軸に、再

編されます。詳細は広島県 畜産技術センター河野幸雄氏の報告をご覧ください。   

（２）鳥取県東部地区 

 図１に示すとおり、当地域には 1999 年に設立されたＴＭＲセンターがあります。比較的

飼養規模の大きい酪農家が共同で設立したもので、構成者は約 10 名で外部利用もありま

す。 

配合飼料と輸入乾草を主体に、食品副産物も当初から利用し、フレコン詰めの発酵ＴＭＲ

を製造しています。その後、耕畜連携の開始で鳥取畜産農協も構成員に加わり、ＷＣＳの

原料化にも取り組んできました。価格的な利点はありましたが、初期にはＷＣＳの品質が

安定せず、模索が続きました。現在は当センターでのＷＣＳ利用は年間 120ｔ程度で、Ｔ



 

 

ＭＲの全生産重量中約３％にあたります。ＷＣＳにも貯蔵性があるため、貯蔵性のＴＭＲ

製造を行う当センターでは輸送や保管の問題もあり、ＷＣＳの利用先の状況も勘案して現

在の利用状況になっています。なお、飼料イネについては法人経営である東部コントラク

ターがすべての収穫作業を受託し、その面積は 2008 年まで約 100ha で推移した後、最近再

び増加して 2012 年には 166ha となっています。このほか、飼料イネ作付圃場への全面的な

堆肥散布作業、飼料イネ関連作業（育苗 50ha 分、栽培管理 20ha など）、トウモロコシ等

の収穫作業（31ha）も行います。以上で専従オペレータ６名の体制でほぼ通年の作業を確

保し、これに加えて秋の収穫期は数名の臨時雇用も含めて対応しています。 

 組織化の中心となったのが鳥取畜産農協（酪農家主体の専門農協）です。同農協は東部

地域の酪農経営を支援する組織として設立され、飼料供給や育成牧場運営などからスター

トし、さらに乳雄仔牛の肥育事業を開始し、これが関西地区の生協との産直活動に発展し

たことで事業規模が拡大しました。飼料イネについては、堆肥問題への対応と自給飼料基

盤の確保、さらに生協との交流の影響もあって当初から積極的に取り組み、コントラクタ

ーを農協主導で設立しました。 

 生産されたＷＣＳのうち酪農経営で使われるのは約 30％で、最大ユーザーは肥育センタ

ーで、ほぼ半分を占めます。さらに和牛繁殖経営へ７％、県営牧場へ 11％など、多方面で

利用されていることも特徴です。耕種経営の側から見ると、日本海側の低地水田というこ

とで転作可能作物が限られる中での飼料イネ生産は、農地の保全と有効利用のほか、耕種

農家と地域経済への所得拡大にも大きく貢献しています。 

（３）那須の
みのり

農  

 次に、栃木県那須における耕畜連携の取り組みについて述べます。ここについては、畜

草研野中氏による技術的評価と併せて検討下さい。 

 ここのＴＭＲセンターは食品副産物を積極的に利用する組織として前出の鳥取の事例と

同時期、1999 年に設立されました。粗飼料原料は輸入が主体でしたが、飼料イネの導入に

よってこれを原料として利用することが目標とされました。しかし、運搬・輸送コストと

貯蔵場所確保の問題から、現在はＷＣＳはロールのまま畜産農家へ運搬され、ＴＭＲセン

ターから配送されたセミＴＭＲ飼料と給与時に混合または分離給与で利用する形が主体で

す。これは、ＷＣＳの移動費用や製品劣化リスクを考えると合理的な面があります。 

 またこのＴＭＲセンターには、食品副産物や濃厚飼料を利用した貯蔵性の「ベース飼料」

（ＰＭＲとも呼ばれる：Ｐは partial＝部分的の意）と、これに粗飼料等を加え貯蔵せず



 

 

に利用される「フレッシュＴＭＲ」製造との２種類の工程があります。ＴＭＲセンターの

役割も、当初一般的であった一度に完成飼料を製造することから、貯蔵・輸送の技術と手

段の発達によって、多段階の利活用を前提とした製品の比率を高めてきました。図２は当

地域の関連組織体制です。 

 コントラクターによる飼料イネの収穫作業受託は、2010 年以降約 100ha で、このうち地

域内の 75ha は那須の農が耕種農家から従量制で買取り、酪農家へ販売します。このほか地

域で飼料イネの収穫を 25ha 受託し、最近ではトウモロコシの収穫作業受託も増えていま

す。 

 図２に示す当地域の組織には、酪農家を中心に耕種農家や関連会社も出資しています。

当地域では肉用牛経営などで飼料イネに個別に取り組む例も多く、また那須地域は府県で

有数の酪農地帯ですが、自給飼料の生産基盤は畜産農家の立地条件によって差が大きく、

広域的にみれば水田率も高いため、これを飼料基盤として生かすことが重要な課題です。 

 那須の農に参加している畜産農家は、地域でも相対的に自給飼料基盤に恵まれない経営

が多く、自給飼料利用と資源の循環利用に立脚した経営の確立を目指すという点も共通で

す。コントラクター組織として設立された那須の農は経営基盤が弱く、早期に事業を軌道

に乗せる必要がありました。そのため、事業量の確保＝原材料供給（飼料イネ確保のため

の耕種農家への所得保証、外部からの仕入）＋販売先需要（周辺への宣伝）を行うととも

に、当初はＷＣＳ価格を高く設定することで経営を支えました。 その後、収穫機が増備

されて作業規模は拡大しましたが、オペレータは季節雇用で対応しています。2010 年には



 

 

ＴＭＲセンターと会社統合を行い、財務体質など経営基盤の強化を実現しています。 

 図３に、関連資材と物流を整理して示します。自家生産・地域内産の粗飼料をどう組み

合わせるかは地域や経営条件によって柔軟な対応と工夫が可能です。那須の農と利用農家

は、こうした努力の成果を享受しています。ＴＭＲといってもその内容はこのように多種

多様なものとなっています。 

 

３．コントラクターから見た水田利用連携の方向性 

  府県では北海道と農地条件が大きく異なることから、稲わらの利用を除いて飼料生産作

業の外部化はあまり促進されませんでしたが、飼料イネ生産による耕畜連携は畜産からみ

た飼料生産の新たな外部化です。コントラクターの側でも、農地条件が良ければ飼料生産

への特化により大型機械が導入でき、作業の効率化で生産費の抑制にも繋がります。 

 コントラクターの全国動向は表２のとおりで、2008 年時点で北海道では飼料作物収穫作

業面積が約 11 万 ha にのぼりま

す。一方、府県では組織数は多

いものの飼料収穫は 1.4 万 ha

で、他の作業面積の比率が高い

のも特徴です。 

 北海道では独立した経営体と

しての性格が強いのに対し、府

県では様々な部門でみられる農

作業受託組織が飼料作物の作業

も受託する場合もあることと、

飼料イネ（ＷＣＳ）の生産拡大に対応した多様な収穫作業受託組織が設立されてきた特徴

があります。 

  コントラクター組織は北海道では畜産経営の自給飼料生産の支援組織として役割を増し

てきたのに対し、府県では飼料イネの生産拡大に伴って収穫受託組織が増加してきました。 

そして、一度コントラクター組織ができると、今度は作業配分や畜産農家からの要請、機

械施設の有効利用と売上拡大から、飼料イネに止まらない事業内容の拡大が現実のものと

なってきます。上記の事例にもそのような動きを見ることができます。また、耕畜間の連

携を結びつける要素として、堆肥の循環利用は不可欠の条件です。 

年　度 2000 2004 2008 2010
組織数　　 180 400 522 605

利用戸数 戸 14,973 19,803 19,852 19,752

飼料収穫作業面積 ha 61,581 89,674 122,351 156,839

組織数　　 77 146 176

利用戸数 戸 3,249 7,504 8,074

飼料収穫作業面積 ha 51,869 78,107 108,249

〃１戸あたり面積 ha 16.0 10.4 13.4

その他の作業面積 ha 41,081 63,699 87,176

組織数 103 254 346

利用戸数 戸 11,724 12,299 11,778

飼料収穫作業面積 ha 9,712 11,567 14,102

〃１戸あたり面積 ha 0.8 0.9 1.2

その他の作業面積 ha 11,675 18,172 28,309

　表２　コントラクターの組織数と作業面積の推移

農水省：コントラクターをめぐる状況（2010年）、（戸数・面積は回答した約８割の
組織の値）。コントラクターを飼料生産関係の作業受託を行う組織と定義。2010
年の値は「畜産をめぐる情勢」（2013.8）。
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 ４．おわりに  

 都府県のＴＭＲセンターとコントラクターを介した地域内産自給飼料との結びつきは、

まさに今日的な課題です。その際、考えるべきは製品原材料の利用を固定的に考えるので

はなく、利用農家の立地状況と製品と輸送の費用を考慮し、飼料の製造と利用の柔軟性を

十分生かす形で全体のシステムを考えていくことです。その場合、状況に応じた対処がで

きるような余地を残しながら、当面は試行錯誤の要素も含めて施設や組織体制を設計、運

営しつつ改善していくことが大切です。 

 ＴＭＲセンターとコントラクターが組織として一体化すれば、経営基盤と組織の運営体

制が強化されるだけでなく、飼料の製造と利用、さらには経営の分析と指導事業に結びつ

くことも可能となります。しかし、その経営基盤を確立することは容易ではありません。

ここに取り上げた事例も含めて、最後に組織化と発展のポイントを纏めて提示します。 

 

 ①耕畜連携組織の側だけでなく、利用する農業者・生産者も含めた当事者責任意識 

 ②先を見越した経営感覚、施設費負担の適正化と融資先の確保 

 ③資金管理や設備導入での経営面及び飼料給与技術面での外部あるいは上部組織等によ  

るバックアップ体制 

 ④各種の助成金を全体として、また経年的・長期的に上手く利用すること 

 ⑤耕畜連携の取り組みに対するリーダーシップと行政機関による全体調整への支援 
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（株）那須の農
みのり

ＴＭＲセンターの技術開発貢献と課題 

（独）農業・食品産業技術総合研究機構 畜産草地研究所 
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１．はじめに 

 栃木県は、都府県一の生乳生産量を誇り、中でも那須地域は県全体の 60％を担う酪農地

帯です。しかしながら、近年では酪農経営の大型化に伴い、流通飼料購入費の増大、自給

飼料生産の労働過重、機械設備投資の増大、1 頭当たり飼料畑面積の縮小による糞尿還元

面積の減少など個別農家では対応困難な問題が顕在化してきました。また、地域内には耕

作放棄地の増加や食品製造副産物等の有用飼料資源の未利用といった問題もあります。こ

れらの問題を解決するには、自給粗飼料と食品副産物を組み合わせた混合飼料（TMR）の

製造・供給を行う TMR センターと、有休水田を活用した稲発酵粗飼料（イネホールクロ

ップサイレージ：イネ WCS）などの自給粗飼料の生産および堆肥の農地還元を担うコン

トラクターの一体化による、地域内資源循環システムの構築が求められていました。  

 那須地域において、食品製造副産物などの未利用資源（以下、「エコフィード」と記載）

の飼料化とこれを混合した飼料製造・供給を行っていた「那須 TMR 株式会社（1999 年設

立）」（以下、「那須ＴＭＲ（株）」と記載）は、その利用者団体「那須 TMR 利用者懇談会

（1999 年設立）」が中心となる、粗飼料生産・堆肥利用コントラクター「株式会社那須の

農（2007 年設立）」との経営統合を図り、2010 年に「農業生産法人  株式会社那須の農」

として地域内資源循環と耕畜連携の取り組みを開始しました。ここでは、そこでの技術開

発と貢献から、今後の課題までを時系列的に紹介します。  

 

２．発酵ＴＭＲの製造技術開発（那須ＴＭＲ(株)の取り組み） 

 酪農家の労力を軽減し、飼料コストを削減し、かつ乳量・乳成分を高位に安定させるた

めには、高品質な TMR の生産・供給が必要となります。特に、水分が多く飼料成分の変

動が見込まれるエコフィードを無駄なく利用するには、TMR 原料となるエコフィードや

製品としての TMR の貯蔵性を高め、日々の需要と供給のバランスに余裕を持たせる必要

もあります。そのため、那須 TMR（株）は、大手種苗会社と共同で新しい TMR 調製技術

を開発し、エコフィードや TMR をサイレージ化して貯蔵・給与する発酵 TMR 生産体系

を組み立てました。 



かび 酵母

乳酸 酢酸 酪酸 Cfu/g Cfu/g

  8日 4.09 2.91 0.34 0.00 104未満 2.0×104

10日 4.09 2.73 0.48 0.00 104未満 4.0×104

13日 3.89 2.91 0.40 0.00 104未満 8.0×104

25日 3.74 3.66 0.56 0.00 104未満 104未満

（雪印種苗　千葉研究農場）

pH貯蔵期間
有機酸含量（原物中％）

・試験は平成16年8月～9月に実施

・25日目は袋内面の一部にかびが付着

表１ 豆腐粕サイレージ貯蔵中の品質変化 

写真１ 豆腐粕サイレージ 

（１）エコフィードのサイレージ化技術開発 

 これまで都府県の TMR センターでは、TMR の調製に乾燥した粕類や乾草などを原料と

して用い、水分含量を下げることで TMR の保存性を確保する方法が主流でした。しかし、

この方法で水分の多いエコフィードを飼料化する場合、原料の入手コストは安いものの、

①乾燥するコストが掛かり、②高水分のままでは変敗しやすい、という問題があります。

那須 TMR（株）では、当初、比較的日持ちが良く入手しやすいビール粕を利用していま

したが、ビール消費量が漸減し供給が不安定になってからは、醤油粕、豆腐粕、きのこ廃

菌床なども取り入れ始めました。ところが、豆腐粕やきのこ廃菌床は変敗しやすい飼料で

あったため、高品質のまま保存できるサイレージに着目しその技術開発に取り組みました。 

 その結果、酵素＋乳酸菌を添加しポリエチレン製内袋を入れたフレコンバッグで密封貯

蔵することで、pH を下げ、かびや酵母を抑制する方法を確立しました（写真 1、表 1）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

さらに、この技術を排出側の食品会社に移転し、高品質なまま TMR センターに輸送す

ることを可能としました。最近では、TMR 原料として緑茶粕、アミノ酸液副産物、りん

ごジュース粕なども利用していますが、入手可能なエコフィードについては飼料成分を調

べ、データベースを構築し、TMR の飼料成分を一定にするノウハウを習得するとともに、

その品質は、目視や臭気チェックの他、定期的な飼料分析により担保しています。 

（２）六面圧縮成型ベールによる発酵 TMR 調製技術開発 

 那須 TMR（株）は、当初、製造した TMR をフレコンバッグや自走式フィーダー車で配

送する体制を採っていました。その供給先は栃木県北地域の 15～25km 圏内の酪農家の他

岩手県、福島県、群馬県、新潟県までに及びますが、長距離輸送の場合、自走式フィーダ

ー車によるフレッシュ TMR の供給が困難な上、長期貯蔵可能な形態での配送希望も出て

きたことから、フレコンバッグに代わる新たな梱包方法として六面圧縮成型技術を開発し
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写真２ 六面圧縮成型システム 図１ 発酵 TMR の梱包方式と乾物密度 

ました（写真 2）。六面圧縮梱包はバッグに比較して乾物密度が約２倍高く（図 1）、発酵

TMR として半年以上の長期貯蔵を行っても高い品質を保持できる上、トラックにも隙間

無く積めるため、人件費や運賃等のコスト低減が期待できました。さらに、那須 TMR 利

用者懇談会会員以外の遠方の畜産農家にも発酵 TMR を安定的に配送することが可能にな

りました。なお、製造された発酵 TMR の良否は、那須 TMR 利用者懇談会による乳量、

乳成分、繁殖成績等のモニタリングデータとして那須 TMR（株）にフィードバックし、

製品の改善に役立てるシステムを作り上げています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．コントラクター事業の実現（株式会社那須の農における取り組み） 

 那須地域では、自給飼料不足解決のため早くから耕種農家と連携したイネ WCS 生産が

行われていましたが、食用米生産とは異なり茎葉部を水田から持ち出すため、水田の有機

質肥料不足が問題視されるようになってきました。一方で、家畜排泄物処理法改正以降は、

余剰堆肥の処理問題が顕著になりました。そこで、那須 TMR 利用者懇談会の会員は耕種

農家と共にこれら問題の解決策を検討し、2007 年に、水田から飼料を生産しそこに堆肥を

還元するコントラクター「（株）那須の農」を立ち上げました。設立当初、5ha 程度であっ

た作業面積は、この耕畜連携策に賛同する農家が増えたこともあり、2009 年には 64ha ま

でに拡大しました。作業は、（株）那須の農に参画した農業者が中心に行い、2008 年にイ

ネ WCS 専用収穫機と自走式ベールラッパを、翌年には汎用型収穫機（リース）を導入し

ました。これにより、イネ WCS、裏作のムギ WCS およびトウモロコシ WCS の生産・運

搬事業が本格化し、従前からの堆肥散布事業と相まって耕畜連携体制が実現しました。 

 

４．ＴＭＲ事業とコントラクター事業の統合（農業生産法人「株式会社那須の農」として

の新たな展開） 



トウフ粕など

飼料イネの収穫

堆肥の散布
発酵ＴＭＲの給与

発酵ＴＭＲに調製 各飼料を混合

図２ ＴＭＲセンターとコントラクターを核に達成された地域内資源循環 

 コントラクター（株）那須の農は、耕畜連携の先進事例として高評価を受けましたが、

水田作業が中心であるため、作業に端境期が生じる問題（農閑期は収入減となる）が顕在

化しました。受託面積は順調に伸びていましたが、更なる事業拡大には通年作業可能な体

制と資金が必要となります。そこで 2010 年に、これまで別組織で活動していた那須 TMR

（株）と（株）那須の農を会社統合し、農業生産法人「株式会社那須の農」を設立しまし

た。このことにより、人材・物資・資金・時間・情報の集中一元管理と、TMR の調製・

供給を組み込んだ、通年で事業内容を平準化できる体制が整備され、①水田作を中心とす

る粗飼料生産、②TMR 製造・供給、③家畜生産、④堆肥還元の各作業が地域内で一元化

される耕畜連携の輪が確立しました（図 2）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．（株）那須の農の現状と将来に向けた課題 

（１）TMR センター部門の現状 

 現在、（株）那須の農では、開発した高品質発酵 TMR 製造技術により、年間 9,548t の

エコフィード主体飼料（ウェット飼料：国産原料率 76.9％）を製造・供給しています。こ

のウェット飼料は TMR の主要な原料として利用します。さらに、個別農家が要望するメ

ニューに合わせてウェット飼料や粗飼料などを配合・調製する TMR センター（サブセン

ター）を新たに設け、年間約 6,000t の TMR を畜産農家に供給しています（図３）。これ

らを利用する利用者懇談会会員の 1 頭当たり年間産乳量は約 10,100kg、乳脂率は 3.8％、

無脂固形分率は 8.8％であり、このような高位生産に対応した高品質飼料の供給が達成さ

れています。さらに、利用者懇談会による評価システムを活用し、畜種・用途に合わせた

５種類のウェット飼料を製造しており、エコフィードの種類の変更にすぐに対応できる体



図３ 那須の農における飼料製造・配送の形態 

制も確立されました。一例として、2012 年からは地域で生産される飼料用米を月間 30t

程度破砕し（2012 年度に飼料米破砕機を導入）、飼料原料として活用した新規ウェット飼

料の製造・販売を始めています。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）コントラクター部門の現状 

 コントラクター事業は作業受託面積を年々拡大しており、イネ WCS 関連作業では 2009

年の 64ha から 2012 年には 107ha に増加し、供給量は 1,650t（5,864 ロール）に達しま

した。また、不足する供給量は県内外の他コントラクターより 610t（2,167 ロール）を調

達しています。この他に、トウモロコシを中心とする他の飼料作物受託面積が 2012 年は

22ha、堆肥散布面積が 17ha で、需要は着実に増加しています。なお、作業量の増加に伴

い、2013 年には汎用型収穫機、定置式ベールラッパおよびディーゼル型自走式ベールラッ

パを導入しました。  

（３）今後の課題 

 （株）那須の農の事業成果は、地域内で着実に進展しており、地域の耕畜連携・飼料自

給率向上に大きく寄与していますが、一方で、TMR センター部門の機械設備の老朽化が

進んでおり、修繕費等が膨らんでいる状況にあります。また、コントラクター部門の収穫

機械は導入３年を経過し、作業能力の低下が認められます。2013 年度はベールラッパの新



規導入や、他地域のコントラクターとの協力により事業計画は達成できましたが、今後、

どのように機械・設備への投資を行い、安定した経営を持続させるかが、他の TMR セン

ターやコントラクターと同様の課題といえます。  

 

６．おわりに 

 わが国の畜産は輸入飼料への依存度が高く、その経営は海外の穀物価格や為替の変動に

大きく影響されてきました。その中で、自給飼料の栄養価・品質や収量を高め、輸入飼料

への依存度を低減する取り組みは、足腰の強い畜産を営んでいく上で重要です。その対策

として特に都府県においては、安価な地域内飼料資源であるエコフィードの有効活用や、

水田で生産されるイネ WCS の安定・低コスト生産と供給が鍵といえます。 

 また、トウモロコシ穀実に代わる国産デンプン質飼料として飼料用米の利用も増えてお

り、国の助成制度の充実に伴い、乳用牛での本格利用も進むことが予想されます。これら

の利活用に先行的に取り組んできた（株）那須の農は、新たに組織を設立する際の先進的

な優良事例として、他ＴＭＲセンターにも大いに参考になっており、今後もこれら支援組

織の増加に貢献するものと考えられます。 

（株）那須の農は、「地域農業への貢献」を社是とし、①経営規模拡大による過重労働

および過剰投資軽減への貢献、②未利用地、未利用資源の有効活用への貢献、③地域循環

型農業の実現への貢献、④食の「安心・安全」への貢献を目指し、「身の丈投資」と「立っ

ているモノは親でも使え」主義を経営の理念とし、堅実な活動が継続されるものと期待し

ています。 



「たちすずか」を活用したＴＭＲセンター設立に向けて 

広島県立総合技術研究所 畜産技術センター飼養技術研究部 副部長 河野幸雄 

 

１．はじめに 

現在、広島県では広島県酪農業協同組合（広酪）により、「庄原 TMR センター」（広島

県庄原市一木町）と「みわ TMR センター」（広島県三次市三和町）の２つの TMR センタ

ーが運営されています。両センターで製造される TMR は、広島県内の酪農家約 40 戸が利

用し、年間約９千トンの TMR を供給しています。TMR のメニューは広酪のオリジナルメ

ニューや各酪農家の希望に応じた“お好みメニュー”など多くの種類を取扱っていますが、

何れも原料のほとんどを輸入品に依存しているため、円安の進行や異常気象、新興国の需

要拡大等による飼料の価格高騰が酪農経営を圧迫しています。  

このような状況の中、老朽化が進んでいる２つの TMR センターの更新を機に、両セン

ターを統合して三次市三和町に新しい「広酪 TMR センター（仮称）」を建設することとし、

これに併せて県内で生産される高品質な「たちすずか」WCS の活用を進めて飼料の自給

率を高め、良質で安価な TMR を供給する計画を進めています。本稿では、これまで広島

県で行ってきた「たちすずか」WCS 生産の取組みと、これから展開する「たちすずか」

WCS を活用した TMR センターの計画について紹介します。  

 

２．広島県における「たちすずか」ＷＣＳに関する取組み 

（１）広島県におけるイネ WCS 生産の推移 

広島県におけるイネ WCS の生産は平成 12 年度に始まり、その後徐々に栽培面積が拡大

していますが、平成 18 年以降は全国と比較して増加速度が鈍くなり、平成 25 年度の作付

面積は前年度並の 218ha に留まりました。この背景には、県内の WCS 専用収穫機の新規

導入が進まないことと、既に導入されている収穫機の稼働率や収穫調製を担っている組織

の対応力が限界に近いことが理由と考えられます。このため、今後イネ WCS の生産を増

やすためには専用収穫機の新規導入や収穫期間の拡大、収穫調製の担い手確保が不可欠な

状況となっています。  

（２）「たちすずか」WCS に関する基礎研究と実証試験  

広島県では平成 12年度からイネ WCSに関する研究を開始し、現在まで継続しています。

その中で平成 19 年度からは、近畿中国四国農業研究センターが育成した極短穂型品種の



「たちすずか（極晩生）」及び「たちあやか（中生）」の飼料特性の評価や給与試験を行っ

てきました。その中で、極短穂型品種は普通品種と比較して ① 不消化モミの発生によ

る栄養ロスが小さい ② 繊維の消化率が高い ③ 茎葉の非繊維性炭水化物（糖及びデ

ンプン）の含有率が高い ④ 刈り遅れに伴う栄養価の低下が小さい ⑤ 搾乳牛に給与

すると乳量が増加する など、多くの優れた性能を持つことを明らかにしました。  

そして、これらの研究結果を基に平成 24 年１月か

ら酪農経営の現場で「たちすずか」WCS の給与効果

を検証する現地実証に取組みました。実証を行った酪

農経営は、対頭式のタイストール牛舎で搾乳牛 40 頭

を飼養し（図１）、飼料は毎日２回自家調製するフレッ

シュ TMR（混合飼料）を給与し、実証開始前の 305

日補正乳量（牛群検定成績）は約 10,000 キロでした。  

TMR の構成原料や混合メニューは、実証開始前は

時期によって随時変更されていましたが、給与実証では「たちすずか」WCS を、乾物比

で飼料全体の約 29%混合した TMR を給与し、併せて個体毎の泌乳レベルに応じた量の配

合飼料及び乾草を追加給与する飼料給与形態としました（表１）。実証開始後、徐々に乳量

が増加し、半年後の牛群検定成績では 305 日補正乳量が 500kg 以上増えるなど良好な成績

が得られました。そこで、酪農家の希望により５月以降も実証メニューを継続し、現在で

は「たちすずか」TMR の周年給与が定着しています。この間の泌乳成績は実証以降も高

い水準で推移しています（図２）。乳成分も良好で、乳脂率、乳タンパク質率、無脂固形分



率とも実証前より高くなりました。また、牛群の平均体重が 20kg 程度増え、ボディーコ

ンディションが改善し、授精回数が徐々に減少するなど、繁殖成績も改善しています。 

課題としては、プロファイルテストにおいて肝機能の数値がやや高いことや、糞の性状

がやわらかくなりやすいなど改善の余地もありますが、これまでの実証成績は良好で、非

常に大きな経営メリットも得られています。  

（３）WCS 用イネ品種の転換 ｢クサノホシ｣から「たちすずか」へ  

新品種「たちすずか」の優れた特性が次第に明らかになる中、広島県では平成 22 年か

ら研究・行政・普及の各機関が連携して、従来品種から「たちすずか」への品種転換を行

いました。「たちすずか」は飼料としての価値が高いだけでなく、栽培者にとっても「収穫

量が多い」「倒伏しにくい」といったメリットがあることから、品種転換に対する栽培農家

の理解は急速に進みました。しかし、極短穂型品種の「たちすずか」は普通に栽培すると

種モミは 10a あたり 100～150kg しか収穫できないため、種子生産にコストがかかる欠点

があり、品種転換する上での大きな課題でした。この問題に対し、広島県の農業技術セン

ターと近畿中国四国農業研究センターが研究に取組み、種モミを 10a あたり 300～400kg

収穫することができる種子生産用の栽培技術の確立に成功し、種子生産の技術的課題は一

気に解決しました。  

一方、品種転換を図る場合 WCS 用イネの栽培に必要な種子は前年に生産する必要があ

るため、種子用の栽培は１年早く品種転換する必要があります。この点については行政・

普及部門が早期に種子生産農家の作付けを従来品種から「たちすずか」に誘導し、県内一

円で「たちすずか」を栽培するために必要な

十分量の種子を確保できました。こうして、

研究・普及・行政の連携により僅か４年で品

種転換し、平成 25 年度には広島県内で栽培

される WCS 用イネのほぼ 100%を、「たちす

ずか」と「たちあやか」の極短穂型品種に転

換できました（表２）。  

 

３．「たちすずか」を活用したＴＭＲセンターへの展開 

（１）新 TMR センター構想  

広酪が新たに建設する TMR センターには、粗飼料切断機能をもつ容量 17m3 のバーチ



カルミキサー（図３）を２基設置し、混合した TMR の梱包には１時間に 10 トンを処理で

きる TMR 圧縮成型機「ラッププレスマスタ」（図４）が配備されます。これにより、従来

施設での課題であったイネ WCS の切断処理が可能になるとともに、TMR を重さ約 500kg

の立方体に固めてラッピングする圧縮成型機の導入により TMR の品質及び輸送効率の向

上効果が期待されます。TMR 供給能力も高くなるため、新センターでの TMR 製造量は現

在の年間９千トン（２施設合計）から、毎年 500 トン増産し、平成 29 年度には１万２千

トンまで規模拡大される計画です。飼料原料には自給粗飼料の利点に立ち返り、輸入乾牧

草と栄養価が同等で価格の安い県内産の「たちすずか」WCS の使用割合を可能な限り高

めて TMR の値段を下げていくことを目指し、「たちすずか」WCS の混合割合としては 10

～25%を予定されています。この計画を実現するためには大量のイネ WCS が必要となる

ため、当面は平成 26 年度産 6,000 ロール、平成 27 年度産 9,000 ロールの確保を目標とし

ています。また、将来的には TMR 利用顧客を酪農家に限定せず、肥育農家や繁殖農家へ

の供給も視野に入れています。  

（２）構想実現に向けた課題  

現在、広酪は施設の建設と同時に新構想の実現に向けイネ WCS の数量確保に向けた取

組みを進めています。広島県内のイネ WCS 生産は、地域毎に栽培を担う集落法人及び個

人の耕種農家と畜産農家による地域内の耕畜連携がほとんどであり、広域な流通は極めて

少ないのが現状です。各地域のイネ WCS の需給は耕種農家と畜産農家の緻密な連携と契

約によって成立していることから、広酪の新構想で必要となるイネ WCS の需要が、既成

の需給体制を混乱させることがないよう配慮する必要があります。  

そのため、新構想の需要分は新たに増産することを基本とし、既にイネ WCS を生産し

ている法人に対する増産の要請と、新たにイネ WCS 生産に取組む法人等にアプローチす



る方針ですが解決すべき課題も多く残されています。  

① WCS 用イネの栽培管理： WCS 用イネは一般水稲の栽培管理方法に準じて生産でき

るため、基本的には各法人の栽培管理ノウハウに任せますが、WCS 用イネ特有のノ

ウハウについて指導機関と連携して TMR に適した WCS の品質を確保します。  

② WCS 用イネの収穫機械等の取得： 現在県内に導入されている WCS 用イネ専用収

穫機は、既に概ね 20ha／台の面積に対応しており稼働率がほぼ限界に近いと考えら

れるため、増産を図るには新たな収穫機械の取得が必要です。収穫機械の取得につい

ては、広酪自身による取得、他法人との共同取得、既往の生産法人や収穫機械所有者

への委託など様々な手法について検討を進めています。  

③ イネ WCS の収穫調製作業： 広酪による作業実施や外部への作業委託について現在

検討しています。  

④ イネ WCS の保管・運搬： 保管場所は新 TMR センターへの効率的な運搬を勘案し

て広酪が確保し、保管場所までの運搬については生産法人による直接搬入や、広酪に

よる運搬、外部への作業委託などの方法を検討中です。  

⑤ 生産・買取りに関する契約： 現状のイネ WCS 取引価格は地域や生産法人によって

異なるため、広酪による買取り価格は生産法人毎に実情を考慮して契約を行うことと

し、契約期間はイネ WCS の安定確保を図るため１期５年間を単位とすることが検討

されています。  

⑥ その他の条件： 品種は優れた飼料性能をもつ「たちすずか」と「たちあやか」の２

品種に限定し、TMR 調製に適した形状の WCS が得られる細断型収穫機で収穫した

WCS を希望するが、フレール型で収穫した WCS も購入対象にする予定です。また、

通年利用が前提であることからラップ巻数は６～８層巻きとします。 

⑦ 「たちあやか」と「たちすずか」の組み合わせによる収穫期の拡大： 限られた専

用収穫機の保有台数の中で、イネ WCS を増産するためには、新規の栽培面積拡大と

ともに収穫期間の拡大を図ることも必要です。「たちすずか」は生育ステージの進行

による栄養低下速度が極めて緩やかであるため、従来品種と比較して収穫適期が長

く、概ね 10 月上旬から 11 月上旬まで約１ヶ月間は搾乳牛向けとして収穫可能です。

日長反応性が弱い品種であれば、植付け時期により収穫時期を調節できますが、「た

ちすずか」は日長反応性が極めて強いため、この調節ができません。そこで、新た

に登録された「たちすずか」の姉妹品種で、極短穂型の中生品種「たちあやか」を



早期移植し、９月上旬から収穫開始することでイネ WCS の増産を図ることを検討し

ています。しかし、「たちあやか」については種子生産用の栽培技術が確立しておら

ず種子生産量が少ないため、現時点では種子の確保が課題となっています。  

⑧ 冬季収穫「たちすずか」を用いた和牛肥育牛用 TMR： さらに収穫期間を拡大し、

TMR センター稼働率の向上を図るために、「たちすずか」を冬季に収穫して和牛肥

育牛用 TMR に取組む構想も検討しています。これについては研究段階ですが、「た

ちすずか」の極めて強い耐倒伏性を活用して水田に立毛貯蔵し、低温暴露して冬季

に収穫することで、和牛肥育に適したカロテン含量が低いイネ WCS を生産し、和牛

肥育用 TMR の粗飼料源にするものです。これまでの研究結果では、冬季収穫した「た

ちすずか」は従来の肥育牛用粗飼料と比較して高栄養・低カロテンであるため、肥

育成績、枝肉成績が良好で実用化が期待されます。しかし、冬季収穫した WCS はカ

ビが発生しやすいため、現在カビの発生防止について研究を行っているところです。

この課題が解決できれば冬収穫を実用化し、「たちあやか」による９月上旬からの収

穫と、「たちすずか」の搾乳牛用の 10 月上旬から 11 月上旬収穫および肥育牛用の 11

月中旬から 12 月中旬収穫まで約３ヶ月間に拡大でき、収穫機械の有効利用や WCS

のさらなる生産利用が見込まれます。  

 

４．おわりに 

以上、広島県で進行中の「たちすずか」を活用した TMR センター設立について紹介し

ました。現在、TMR センターの施設整備が行われている段階で、本年４月には稼働開始

する予定となっています。この計画により、飼料イネ「たちすずか」による耕畜連携、畜

産業及び水田農業の振興が実現することを期待しつつ本稿を終わります。  



国産飼料を活用する八代ＴＭＲセンター 

           （独）農研機構 九州沖縄農業研究センター 畜産草地研究領域 

                              主任研究員 神谷裕子 

 

はじめに 

わが国の飼料自給率は約 25％と非常に低く、輸入飼料へ大きく依存した畜産経営となっ

ているため、海外の穀物価格の変動が経営状況を不安定にしています。そこで、水田を利

用した飼料イネ等の自給粗飼料、飼料用米等の濃厚飼料やエコフィードを活用して飼料自

給率を向上させようという取り組みが行われています。このような中、コントラクターや

TMR センターを核として、自給飼料と各地域のエコフィードを利用した飼料を供給する

システムが計画され、稼働を始めています。  

ここでは、国産飼料にこだわった発酵 TMR の生産を行っている八代 TMR センター（熊

本県酪農業協同組合連合会～らくのうマザーズ～）を紹介します。  

 

１．熊本の酪農について 

 熊本は、西日本一の酪農地帯です。「九州の畜産の概況（平成 25 年 11 月）」によると、

九州における乳用牛飼養戸数は平成 25 年度で 1,880 戸、シェアが全国の 9.7％となってい

ます。県別に見ると熊本県が 651 戸で最も多く、九州の約１／３を占めています。熊本県

の乳牛飼養頭数は 44,800 頭（平成 25 年度）、年間生乳生産量は 248.3 千トン（平成 24 年

度）で、西日本では一番多くなっています。 

 

２．八代ＴＭＲセンターの概要 

（１）組織および事業概要  

八代 TMR センターは、平成 22 年に熊本県酪農業協同組合連合会により設置計画が行わ

れ、平成 24 年から稼働を始めています。九州自動車道八代 IC を降りて、車で 10 分程行

くと八代港に突き当たります。その一角に、センターは位置しています。敷地面積は 5,100

平方メートルで、日最大 55 トンを製造できる TMR 飼料混合設備を備えています。搾乳牛

用、育成牛用 TMR を製造し、畜産農家に供給しています。 

（２）センター設立の目的  



近年、穀物需要の高まりや異常気象による収穫量の減少などにより、穀物相場の上昇が

起こり、配合飼料価格が高騰する状況になっています。このことは、畜産経営の悪化や廃

業者の増加を招いています。また、酪農経営者の高齢化により、飼料栽培、調製、給与作

業等にかかる負担を重く感じるようになっています。八代 TMR センターは国産飼料を活

用した飼料自給率の向上、低コスト飼料の利用による生乳生産コストの削減および飼料調

製作業に伴う労働負担の低減を目標とし、これらにより、持続可能な酪農経営の確立を目

指しています。  

（３）センターの特徴 

八代 TMR センターは、稲作が盛んな八代平野（熊本県中南部）に位置しており、熊本

県で有数の酪農地帯である菊池地域（熊本県北部）とは、直線距離でも約 60km 離れてい

ます。TMR センターは、畜産地域に作られることが多いのですが、八代 TMR センターは、

水田飼料作物等の国産飼料生産基盤が大きく、農産物の流通においても低コストで利用で

きる地域を選んで建設されました。これが、当センターの大きな特徴と言えます。  

 

３．センターにおけるＴＭＲ製造 

（１）発酵 TMR 製造の特徴  

八代 TMR センターでは、発酵 TMR を製造しています。発酵 TMR は、粗飼料や粕類、

濃厚飼料などを混合した後に、密封して数週間、嫌気発酵させて作ります。発酵 TMR は、

フレッシュ TMR と比較して保存性が良いのが特徴で、発酵品質が良好であれば、一年間

程度の保存が可能になります。また発酵 TMR は、開封後に二次発酵が起こりにくいため、

給与中の品質低下が抑えられます。発酵 TMR には、原料を一気に混合して貯蔵できるた

め、長期保存に向かない粕類等の地域未利用資源を利用しやすいという利点もあり、八代

TMR センターでも、原料として果汁粕等の粕類を用いています。TMR の梱包形態として

一般的にビニール袋を入れたトランスバックやラップ被覆などが用いられます。八代 TMR

センターでは、圧縮梱包機を用いることで、密度が高く、かつ四角くコンパクトな TMR

を製造することができます。この形は、積み重ねができるので、保管場所が少なくて済み、

また広域流通にも適しています。 

（２）写真による発酵 TMR 製造の流れ 

発酵 TMR の原材料は、先ず飼料攪拌機に投入、混合されます（次頁写真１，２）。次に

飼料攪拌機から、投入コンベアにより飼料充填圧縮梱包機に移され（次頁写真３）。充填圧



縮梱包されます（写真４）。その後、約１ヶ月間程度かけて、乳酸発酵させます。（写真５）。 

 

写真１．飼料攪拌機への粗飼料の投入  写真２．飼料攪拌機への濃厚飼料投入  

 

写真３．飼料攪拌機と投入コンベア   写真４．ＴＭＲの充填圧縮梱包  

 

写真５．ＴＭＲの保管（乳酸発酵中） 

 

４．原材料について 

八代 TMR センターでは、国産飼料を用いた TMR 製造を目指し、水田を利用したイネ

WCS、イタリアンライグラス、飼料用米や県内で発生する果汁粕、豆腐粕、しょうゆ粕等

のエコフィードを利用しています。この中で、イネ WCS、飼料用米、果汁粕について概

写真１～５は 

（独）農研機構畜産草地研究所 

松尾守展主任研究員提供 



要を説明します。  

（１）イネ WCS 

イネ WCS（飼料用品種、黄熟期）の栄養価は、可消化養分総量（TDN）含量が 54%DM、

粗タンパク質（CP）含量が 5.8％DM、（中性デタージェント繊維）NDF 含量が 48.3％DM

となっています（日本標準飼料成分表（2009 年版））。泌乳牛への給与量の上限は、泌乳前

期で 25％（乾物）、泌乳中後期で 30％（乾物）程度とされています（松山 2010）。嗜好性

も良く、例えば輸入オーツヘイの代替として、泌乳牛に給与できます（Kamiya et al. 2008）。 

九州管内の稲発酵粗飼料の作付面積（平成 24 年度）は 14,408ha で、全国の 56.1％を

占めています。熊本県は管内一の作付面積となっており、平成 18 年が 1,123ha 平成 24

年が 5,034ha と、年々順調に増加してきています（九州の畜産の概況（平成 25 年 11 月））。

中でも八代は、熊本県における作付け主要地域であり、コントラクター組織を中心として、

高品質のイネ WCS が生産されています。これらの一部は、八代 TMR センターに供給さ

れ、発酵 TMR の原料として用いられています。センターの発酵 TMR には、イネ WCS と

イタリアンライグラスを合わせて、平均で１割程度、最大で２割程度が混合されています。  

（２）飼料用米 

熊本県での飼料用米の作付けは、平成

20 年に 40ha 程度でしたが、平成 24

年度には 1,101haまで増加しています。

熊本県の作付けは九州管内で最も多く、

全体の約３割を占めています。各種支

援策を背景に、今後も飼料用米の生産

は増えていくと考えられます（九州の

畜産の概況（平成 25 年 11 月））。                         

飼料用玄米の栄養価は、TDN 含量 

が 94.9%DM、CP 含量が 8.8％DM、 

可溶性無窒物（NFE）含量が 85.6％ 

DM となっています（日本標準飼料成分表（2009 年版））。飼料用玄米は、デンプンを多く

含んでおり、輸入圧ペントウモロコシの代替として泌乳牛に給与することができます

（Miyaji ら 2012）。玄米を牛に給与する場合、消化率向上のため、圧ペンや破砕等の物理

的処理が必須で、細かく破砕する方が消化率は向上します（神谷  2013）。八代 TMR セン

写真６．イネＷＣＳ混合ＴＭＲの採食

（九州沖縄農業研究センター）  



ターでは、写真７のように細かく破砕した玄米を発酵 TMR の原料として用いています。  

（３）柑橘類の果汁粕  

熊本県は柑橘類の生産が多く、冬季に

はこれらを用いた果汁製造副産物として

果汁粕が多く生産されます。みかんの果

汁粕は、TDN 含量が 81.1％、CP 含量が

5.9％DM、NFE 含量が 79.7％DM であ

り、泌乳牛用飼料として利用できます（上

村 2011）。果汁粕は水分含量が高く、そ

のままでは保存性に劣りますが、乾草と

混合して、ロールベール成形して保存す

る技術が開発されています（原野  2010）。八代 TMR センターでは、冬季にはフレッシュ

な果汁粕を用いて TMR 調製を行い、余った果汁粕についてはグラス類と混合して成形、

ラッピングして保存し、通年利用ができるようにしています。  

さらに、みかんの果汁粕には抗酸化性を示すβクリプトキサンチンが豊富に含まれてい

るので、夏の暑さの厳しい熊本において、夏ばてを防ぐ飼料としても期待されています（田

中 2010）。 

 

５．農家での給与について 

現在、発酵 TMR を給与している酪

農家では、TMR は単独給与ではなく、

手持ちの粗飼料を組み合わせたり、配

合飼料をトップドレスしたりして給与

しているとのことです。また、購入粗

飼料主体の酪農家や自給粗飼料が十分

でない酪農家では、粗飼料を補給できる

飼料として利用していると聞いています。

発酵 TMR に切り替えた直後は、食いつ

きの悪い牛が見られますが、慣れれば問題はないようです。  

 

写真７．発酵ＴＭＲに混合する破砕玄米

（八代ＴＭＲセンター） 

写真８．果汁粕はグラス類と混合してサイ

レージとして保存（八代ＴＭＲセンター） 



 

６．今後の展望 

 八代 TMR センターでは、国産自給粗飼料を今後も安定して使用していきたいと考えて

います。輸入粗飼料の代替とするには、特に品質面で同等であることが必要となります。

また、圧ペントウモロコシなどの代替となる飼料用玄米では、価格が 30 円/kg を割れるま

で下がれば大幅に使用量を増やせると見込んでいます。 

 らくのうマザーズでは、これまでに non- GM 飼料で育った乳牛から搾り、産地や生産

者にこだわった牛乳を製品化しています。八代 TMR センターで作られる国産飼料にこだ

わった TMR を給与して生産した牛乳も同様に、将来的には安全・安心な国産飼料で育て

られた乳牛からの生乳としてブランド化し消費者に届けたいと考えています。 

 

終わりに 

 最近、「耕畜連携」や「エコフィード利用」などが、畜産の現場で盛んに取り上げられる

ようになりました。八代 TMRセンターでは、いち早くこれらの国産飼料を用いた発酵 TMR

の製造に取り組んでいます。畜産を取り巻く環境が厳しい中、今後センターの役割は一層

重要になってくると思われます。 

最後になりましたが、お忙しい中にも係わらず、センター見学等にご対応を頂いた、ら

くのうマザーズ関係者に深く感謝いたします。 
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可変径式ＴＭＲ成形密封装置の開発 

（独）農研機構 生研センター 畜産工学研究部 

川出哲生  橘  保宏 

１ はじめに 

 可変径式ＴＭＲ成形密封装置（以下、開発機と記します）は、ＴＭＲミキサーで混合さ

れたＴＭＲ等の混合飼料を、直径の異なるロールベールに成形・密封して梱包し、発酵Ｔ

ＭＲ（粗飼料と濃厚飼料を混合し発酵処理した飼料）に調製する作業機です。開発機は第

４次農業機械等緊急開発事業（通称：緊プロ事業）において、（独）農研機構生研センター

と農機メーカーによって共同で開発され、2013 年度から販売が開始されました（図１）。

ここでは開発中に得た試験結果を基に、開発機の特徴を紹介します。 

 

２ 開発の背景 

 輸入飼料価格が高騰する中、飼

料生産・調製作業の外部化による

畜産経営の合理化が求められてお

り、ＴＭＲセンターを核として、

サイレージや食品製造副産物を積

極的に利用できる発酵ＴＭＲの普

及が期待されています。 

発酵ＴＭＲは、長期保存が可能、

開封後も変敗しにくいため、食品

製造副産物を活用した作り置きができ、牛の嗜好性も良く、食べ残しが少なくなる等、飼

料としての優れた特徴を持ち、広域流通に適応できるメリットがあります。このため、多

くのＴＭＲセンターが発酵ＴＭＲの調製に取り組み始めています。  

 従来の発酵ＴＭＲは、フレコンバッグを用いて調製されます。この方法は、フレコンバ

ッグの内側に入れたビニール袋に調製されたＴＭＲを投入し、内部の空気を吸引脱気しな

がら仮止めし、さらに梱包した数日後に内部で発生したガスを抜く作業が必要となる場合

が多く、手間がかかるため、その作業の省力化が望まれています。また、吸引脱気が不十

分等の場合などでカビが発生する事例も報告されており、その対策が求められています。

この対策として一部のＴＭＲセンターは、従来型の細断型ロールベーラを利用して梱包作

図１ 開発機 市販一号機 



業労力の削減と、高密度梱包による高品質化を図る取組を始めました。そこで次に求めら

れた要望が、「ＴＭＲセンターでは、質量設定の異なる複数のメニューを取り扱うため、一

台の細断型ロールベーラの発展機で、ユーザーの要望にあわせ質量を調整できる機械の開

発」です。それらの声に答えるため、直径を変更することにより質量の調整に対応でき、

しかも従来機同様の高密度なロールベール（以下、ベールと記します）に成形し、ベール

ラッパ機能による密封も連続して作業できることが、開発機の基本構成となりました。 

   

３ 開発機の概要 

（１）機能構成と動作の流れ 

開発機は、荷受部、供給コン

ベア、ネット装置、可変径式成

形部、密封部および還元部で構

成されます（図２、表１）。荷受

部に投入されたＴＭＲは、供給

コンベアを通じて可変径式成形

部へ投入されます。可変径式成

形部内の成形室は、幅 0.86ｍの

幅広ベルトで構成され、投入さ 

れる材料ＴＭＲの量に応じて、最小

径 0.85ｍから最大径 1.1ｍまで直径

の異なるベール（幅は 0.86ｍ固定）

を成形することができます。 

ベールが設定した大きさに達する

と供給コンベアが停止し、ネット装

置からネットが繰り出され、所定の

巻数で結束した後、成形室が開きベ

ールが放出され、密封部へ送られま

す。ベールは密封部でラップフィルムによって密封され、後方へ放出されます。梱包され

た発酵ＴＭＲは、ガス抜き処理が不要で、フレコンバッグ体系に比べ省力化できます。 

 

表１ 開発機の主要諸元 

項     目 内     容 

機体全長（ｍ） 9.0 
機体全幅（ｍ） 3.3（移動時 2.4） 
機体全高（ｍ） 3.0 
機体質量（kg） 4,600 
荷受部容量（ｍ 3） 3.5 
成形室 幅広ベルト可変径式 
成形室幅（ｍ） 0.86 
成形室直径可変範囲（ｍ） 0.85～1.1 

結束方式（ネット装置） 
ネット 

（巻き数自動調節機能付き） 

密封方式（密封部） 
ラップフィルム 

（可変径対応，上アームダブ
ルストレッチ） 

適応トラクタ・電動機出力 37ｋＷ 以上 

密封部  

荷受部  

可変径式成形部  

 

供給コンベア  還元部  

ネット装置  プレス

ローラ  

図２ 開発機の構成   



（２）開発機の特徴  

① ベール直径が変わっても高密度梱包 

成形室直径は、投入されるＴＭＲの量に応じて大きくなり、成形室内のベール直径が約

0.8ｍより大きくなると、可変径式成形部を構成するプレスローラがベールに荷重をかけ始

め、ネット結束時まで荷重をかけ続けることで、梱包密度を増加させる構造です。このた

め、直径可変範囲内であれば、どの時点でＴＭＲの供給を止めても、放出後のベールはそ

の大小にかかわらず高密度になります。また、可変径式成形部のプレスローラの位置によ

ってベール直径を常に測定しているため、設定した直径のベールを成形することができま

す。図３に示す最大径ベールは、最小径ベールのほぼ倍の質量となります。 

② 直径変更への対応  

ネット装置は、ベールの直径に応じた

ネット巻数とするため、ネット供給時間

を直径ごとに変更できる自動調節機能が

あります。密封部は、ベールのほぼ中心

にラップフィルムが当たるようにするた

め、ベールの直径に応じてベールの位置

を自動的に上下調整する機能があります。 

③ こぼれへの対応 

 ＴＭＲは細かい材料を含むため、成形中に多くのこぼれが発生します。そのため還元部

は、その損失を減少させるため、成形中および放出時に可変径式成形部およびベールから

還元部に落ちたＴＭＲを回収し、供給コンベアを経て成形部へ再供給する機能があります。 

 

４ 開発機のＴＭＲ梱包性能 

開発機のＴＭＲ梱包性能を確認する

ため、材料の構成割合、含水率、パーテ

ィクルサイズ（粒度・素材の長辺方向長）

等が異なる７種類のＴＭＲ（Ａ～Ｇ、表

２）を供試し、設定直径を0.85ｍ（最小

径）、1.1ｍ（最大径）およびその中間

径の３段階とし、各々３個ずつ成形・密

表２ 供試ＴＭＲ 

 
対象牛 

材料内訳 
（乾物％） 含水率 

（％） 

平均 
パーティク
ルサイズ 

(mm) 
粗飼
料 

濃厚 
飼料※ 

Ａ 泌乳牛 40 60 56.2 7.3 

Ｂ 乾乳牛 65 35 69.1 10.0 

Ｃ 肉用牛 20 80 44.3 6.8 

Ｄ 乾乳牛 63 37 35.7 6.5 

Ｅ 泌乳牛 30 70 33.3 5.5 

Ｆ 泌乳牛 30 70 46.7 6.1 

Ｇ 泌乳牛 30 70 54.4 6.5 

※：濃厚飼料にはミネラル等の添加剤を含む 

左：最大径（1.1ｍ），右：最小径（0.85ｍ）  

図３ 開発機で梱包したロールベール 



封する梱包試験を行いました。その結果を表３に示します。ベール直径は概ね設定通り0.85

～1.1ｍの範囲で成形することができました。乾物密度についても、概ね目標とする細断型

ロールベーラと同等の300kg/m3以上（粗飼料主体のベールは200kg/m3）となりました。所

要動力はいずれのＴＭＲでも最大径で最大となり、その最大値は23kWでした。成形から密

封までに発生するこぼれ等の損失割合はベール質量と損失量の合計に対して１％以下で、

毎時処理量は８～18t/hでした。 

 

５ 発酵ＴＭＲの品質と資材費 

ＴＭＲ梱包試験で梱包したＴＭＲ－Ｃを２ヶ月間、ＴＭＲ－ＦとＴＭＲ－Ｇを３週間保管し、

フレコンバッグに調製した発酵ＴＭＲを対照区として発酵品質を調査しました（表４）。ＴＭ

Ｒ－Ｃでは、フレコンバッグでカビが発生したものの、ＴＭＲ－ＦとＴＭＲ－Ｇを含めてベー

ルとフレコンバッグで発酵品質に大きな差は無く良好でした。また、ＴＭＲ－ＦとＴＭＲ－

Ｇを泌乳牛に給与したところ、この試験期間ではベールとフレコンバッグで嗜好性に有意

差は認められませんでした。 

表３ 成形試験結果 

供試 
ＴＭＲ 

ベール直径 
範囲（m） 
最小～最大 

ベール質量 
範囲（kg） 
最小～最大 

ベール 
質量比 

最大／最小 

乾物密度 
（kg/m3） 

損失割合 
（％） 

毎時処理量 
（t/h） 

Ａ 0.86～1.12 361～686 1.90 311～350 0.3～0.6 13.9～17.7 

Ｂ※２ 0.86～1.10 352～638 1.81 206～238 0.3～0.4 11.3～13.5 

Ｃ 0.87～1.10 352～704 2.00 388～474 0.3～0.5 12.7～14.6 

Ｄ※１※２ 0.91～1.14 258～474 1.84 296～348 0.4～0.6 8.1～8.3 

Ｅ 0.87～1.13 324～559 1.73 424～438 0.7～0.9 12.0～13.1 
Ｆ 0.88～1.12 364～642 1.76 373～401 0.4～0.5 15.4～16.7 
Ｇ 0.87～1.11 434～739 1.70 385～401 0.3 11.8～14.9 

※１：試験回数は各径３回，ただしＤの最大径の試験回数は１回。 
※２：粗飼料主体のＴＭＲ。 

表４ 発酵品質               
種類 梱包形態・日数 pH アンモ

ニア態

窒素 

乳酸 酢酸 プロピオ

ン酸 

酪酸 V-score カビの 

有無 

 

（現物中％） 

ＴＭＲ

－Ｃ 

梱包前 4.2 0.02 2.38 0.44 0.01 0.02 96 無 (関口，

2011) 開発機・62 日後 3.9 0.05 3.02 0.53 0.01 0.02 89 無 

フレコンバッグ・

62 日後 

4.0 0.07 3.28 0.65 0.03 0.02 86 わずかに

有 

ＴＭＲ

－Ｆ 

開発機・21 日後 4.3 0.08 3.08 1.60 0.16 n.d. － 無 (神田，

2011) フレコンバッグ・

21 日後 

4.4 0.08 3.24 1.53 0.18 n.d. － 無 

ＴＭＲ

－Ｇ 

開発機・21 日後 4.1 0.08 4.38 1.56 0.14 n.d. － 無 

フレコンバッグ・

21 日後 

4.2 0.08 3.60 1.42 0.13 n.d. － 無 

注）n.d.：不検出  ＴＭＲ－ＦとＴＭＲ－Ｇは全窒素が未分析のため V-score は不明 



直径を大、中、小の３段階としてＴＭＲ

－Ｅ、ＴＭＲ－Ｆ、ＴＭＲ－Ｇを梱包した

時と、フレコンバッグに 350kg 梱包した時

の資材費を試算しました（表５）。 

ベールのネットは５層、フィルムは６層

とし、フレコンバッグは、外袋を５回繰り

返し使用、内袋とクリップは使い捨てとし

ました。ベールは、直径の違いによりネッ

トとフィルムの使用量が異なり、やはり小径が割高です。資材費は、ＴＭＲ乾物１kg 当たりで

中径、大径、ＴＭＲ－Ｇの小径で、フレコンバッグよりも低くなりました。 

 

６ 食品製造副産物等への対応 

ＴＭＲセンターでは、季節性の高い食品製造副産物等を通年で利用するため、これらをその

まま梱包する要望が寄せられました。そこで、開発機の適応性を拡大するため、食品製造副産

物を成形するための条件を検討し、さらにグラスサイレージの再梱包やイアコーンの成形を行

い、適応性拡大試験を行いました。ここでは、ＴＭＲミキサーで食品製造副産物に乾草を２

～10％混合調製した材料（表６）と粗飼料の単味材料及びセミコン（次頁・表７）を供試

し、小径（90cm未満）、中径（90～100cm）、大径(100cm以上)を各々１個ずつ梱包しました。 

試験の結果、デンプン粕とニンジン粕は、安定して梱包するためには10％の乾草を混合する

表５ 資材費  

 ＴＭＲ－Ｅ 

（低水分） 

ＴＭＲ－Ｆ 

（中水分） 

ＴＭＲ－Ｇ 

（高水分） 

（円/乾物 kg） 

小 径 3.3 3.7 3.6 

中 径 2.7 3.1 3.2 

大 径 2.2 2.4 2.5 

フレコン

バッグ 

2.8 3.5 4.1 

注）ネット 2,000m：24,000 円、フィルム 1,800m：10,286

円、外袋（５回繰り返し使用）：346 円、内袋：286 円、

クリップ：29 円（神田、2011） 

表６ 食品製造副産物梱包試験結果 

供試 
食品製造
副産物 

乾草混入
割合 

（現物％） 

含水率 
（％） 

平均 
パーティ
クルサイ

ズ 
(mm) 

損失割合（％）n=1 
梱包質量 
（kg） 

乾物密度
(kg/m3) 

処理量 
（t/h） 

円滑な
密封の
可否 小径 中径 大径 

デンプン
粕 

5 77.4*2 - × × 0.1 759 214 - 否 

7 76.1*2 - × 0.3 0.1 432～805 223～249 - 否 

10 74.2*2 - 0.1 - 0.1 424～752 224～243 
8.1～
11.2 

可 

ニンジン
粕 

2 57.3 4.5 × × × 779 438 - 否 

5 56.0 4.9 × 1.9 0.4 381～762 375～457 - 否 

10 53.9 4.7 0.3 0.3 0.1 379～608 364～397 
15.7～
17.7 

可 

脱水 
ビール粕 

20 52.0 3.7 × × 2.0 533 326 10.4 否 

18.5*1 55.7*2 3.9 × × 0.6 300～647 256～332 12.9 可 

*1 は水を追加混合したため相対的に乾草混合割合が減少した。 

*2 は各材料の含水率と質量から求めた計算値であり、他は実測値である。 

注：混合した乾草は、デンプン粕とニンジン粕はチモシー、脱水ビール粕はオーツヘイであった。 

直径 90cm 未満を小径、90～100cm を中径、100cm 以上を大径とした。 

×は損失割合が３％以上であることを示す。 
 



必要があることを確認しました。乾草が２～７％と少ない場合は、放出後ベールの円形状が自

重で縦につぶれ、密封部での作業に支障がありました。いずれの材料も、大径のときに最もこ

ぼれによる損失が少なくなりました。脱水ビール粕は、20％の乾草を入れた場合、大径のみで

成形が可能でした。また、水を加えて含水率を高めることで損失が減少しました。乾物密度は、

成形できたベールで200kg/m3以上、円滑な梱包が可能な場合の毎時処理量は８～18t/hでした。 

グラスサイレージの再梱包には問題は無く、乾物密

度160～180kg/m3と細断型ロールベーラにほぼ同等の

値でした。イアコーンは、大径のときのみ損失が小さ

く梱包が可能であり（図４）、毎時処理量は16～19t/h

でした。セミコンＡは良好な成形でしたが、セミコン

Ｂはロスが大きく円滑な梱包が困難でした。このよう

に梱包成形の可否は、材料の性状により大きく異なるため、さらに検討が必要です。 

 

７ おわりに 

ＴＭＲを農家のニーズに合わせて成形することは、ＴＭＲセンターにとっては販路拡大に繋

がり、農家にとっては安定した飼料を使いやすい大きさで入手できるメリットがあります。開

発機の導入により、農家やＴＭＲセンターの安定的な経営に寄与することを期待しています。 

参考文献 

１．神田則昭.2011.開発機による飼料イネ主体発酵ＴＭＲの品質等について.平成23年度可変

径式ＴＭＲ成形密封装置現地検討会資料.12-15 

２．関口建二.2011.開発機に期待される導入の効果について.平成23年度可変径式ＴＭＲ成形

密封装置に関する現地検討会資料.9-11 

表７ グラスサイレージ、イアコーン単味、およびセミコン梱包試験結果 

供試した飼料単味の種類 
含水
率 

（％） 

平均パー
ティクル
サイズ
(mm) 

損失割合（％） 梱包 
質量 

（kg） 

乾物 
密度

（kg/m3） 

処理量 
（t/h) 小径 中径 大径 

グラスサイレージ(n=3) 
（バンカーサイロからの再梱包） 

80.6 19.4 1.1 - 0.7 387～747 160～
181 

16.4～
18.8 

イアコーン(n=3) 
（サイレージ調製のための梱包） 29.8 5.3 × × 0.9 216～498 

319～
448 16.9 

セミコン 
Ａ（粗濃比 55:45）n=3 56.6 - 0.4 0.4 0.3 208～410 211～

257 
6.1～7.9 

Ｂ（粗濃比 15：85）n=1 42.3 3.6 × × × 687 499 - 

注：粗飼料と濃厚飼料の主成分は、セミコンＡがチモシーとポテトピール、Ｂがアルファルファと脱水ビール

粕であった。 



ロールベール成形された発酵ＴＭＲ荷役具の開発 

農研機構 畜産草地研究所家畜飼養技術領域 

主任研究員 松尾守展 

 

１．はじめに 

発酵 TMR は、ドライタイプの TMR と異なり原料に湿った材料（国産のサイレージや食

品工場の副産物など）を活用できます。また、フレッシュ TMR と異なり開封後の変敗が

少なく作り置きも可能です。このような特長から、発酵 TMR を活用することで国産飼料

を活用した自給率の高いエサ作りが低コストで可能になると期待されています。  

発酵 TMR は従来、フレコンバッグに詰め込んだ状態で調製・流通されていましたが、

吊上げての運搬が容易な反面、製造後の発酵ガスの脱気や再密封作業、および給与時の内

袋除去作業が必要なこと等の課題がありました。しかし近年、細断型ロールベーラの成形

室を活用して TMR 原料を成型し、即座にラップフィルムにて密封する体系が開発され、

この方法で製造された TMR（図 1；以下、「ロール発酵 TMR」と記述）はフレコンバッグ

詰めの TMR に比較して飛躍的な高密度になることや、出荷前の脱気作業が不要で品質の

バラつきも少ないこと等が明らかになっています。さらに、細断型ロールベーラの成形室

とフィルムを巻き付けるベールラッパの機能を一体化させた装置が国内メーカーから販売

され、圧縮梱包装置としては初期導入コストが比較的安価なこともあり TMR センターで

の活用例も見られるようになってきました。  

 

 

その一方で、成形された後のロール発酵 TMR は保管・輸送中に内部で乳酸発酵が進み

ます。乳酸発酵には酸素が大敵なので、外装のラップフィルムに傷が付いたり、ロールベ

ールの変形によりフィルム接着面がはく離したりすると、ベール内への酸素混入に伴うカ

図１ 発酵ＴＭＲの梱包形態(左:ロール発酵ＴＭＲ、右:フレコンバッグ) 



ビ発生リスクの上昇等、TMR の品質に悪影響を及ぼす可能性が高まります。  

従来ロール発酵 TMR の運搬には、グリップ式ベールハンドラ（図 2、ベールグラブ・ベ

ールグリッパ等とも呼ばれます）が使われますが、運搬の度にロールを変形させます。流

通が広域化する場合など、輸送経路で倉庫等を中継すると出荷後にも複数回の変形が加え

られるため、商品の歩留まりに悪影響を及ぼす懸念があります。そこで、ロール発酵 TMR

の運搬作業に活用でき、運搬中のロール変形を最小限に抑えるための荷役作業の補助装置

（以下、「荷役具」と記述）を開発したので、その概要を紹介します。 

  

 

 

２．ロール発酵ＴＭＲに対応した吊り上げ式荷役具の開発 

前述の背景に加えて、ロール発酵 TMR は１梱包の質量が 500kg 程度に達することもあ

り、グリップ式ベールハンドラを所有する畜産農家以外では積極的な受入が困難でした。

したがって、より一般的に普及しているホイールローダやフォークリフト等でも安心して

荷役できる方式がロール発酵 TMR の普及拡大に重要と考え、開発にあたって以下（表 1）

の目標を設定しました。  

 

( 1 ) 縦置きロールベールの吊り上げを可能とする

( 2 ) フォークリフトのフォークに差し込み可能な形状とする
( 3 ) 補助具の装着にロールベールの持ち上げを必要としない
( 4 ) 直径1.0～1.1m、質量500kg以下 のロール発酵TMRを主な対象とする
( 5 ) ストレッチフィルムの損傷およびロールベールの変形を起こさない  

まずロール発酵 TMR の形状に着目したところ、円柱状のロールベールは完全な円柱と

図２ ＴＭＲセンター内での荷役作業状況の例 
(左：グリップ式ベールハンドラ、右：ロール発酵ＴＭＲの変形) 

表 1 ロール発酵ＴＭＲ用荷役具の開発目標 



はならず、両底面（縦置きの状態で底面と側面との境界をなす外縁部、以下：「底部エッジ」

と記述）付近では直径が小さく、いわゆる「樽型」であることを確認しました。そこで、

慣行のグリップ式ベールハンドラのように縦置きロールベールを横から把持するのではな

く、底部エッジの隙間で持ち上げる要領でロールベールを吊り上げる方式（図３)を考案し、

フレコンバッグ（１ｔ容量）の素材を活用して荷役具を試作しました。  

図４に示す試作荷役具は、ロール吊り上げ時の主荷重を担う 4 本の吊りベルトと、吊り

ベルトの配置を均等に保ち、ロール発酵 TMR の横転を防ぐ胴巻きベルトで縫製しました。

吊りベルトの最上部と中間部および最下部は環状に縫製し、吊り具との接続部分およびロ

ープ（以下、「補ていロープ」と記述）を通すガイドとしました。吊りベルトの抜け防止の

ためには、プラスチック製のワンタッチストッパーで補ていロープを固定することにしま

した。なお、吊りベルトの素材には、荷役時の強度と収納時の柔軟性を兼ね備える必要性

を考慮して、ポリプロピレン繊維を編みこんだ破断荷重の十分高いテープを用い、補てい

ロープの素材には、ロールベール底部エッジへの挿入および地面との摩擦への耐久性を考

慮して、直径 6mm、引張強度 7kN 以上のロープを用いたところ、試作した荷役具での吊上

げ作業が問題無く可能なことが確認できました。  

   

    

さらに、TMR センターを想定した場合、防疫上の観点から荷役具は 1 回使用のみで廃棄

する場合も考えられますので、荷役具の製造にあたって極力の低コスト化を目指すことと

しました。そのため、基本構成は当初試作と同様にしましたが、懸垂力を受け持つ吊りベ

ルトおよび補ていロープ以外の要素を極力排除し、低コストかつ簡略構造の荷役具としま

した（図５、表２）。開発した荷役具を用いてロールベールの吊上げ試験を行なったところ、

図３ ロール発酵ＴＭＲの底部エ
ッジからの吊上げ要領 

図４ 初期試作の荷役具を用いた、
フォークリフトでの４点吊り 



振幅 2.3m での横揺れ試験や、想定の５割増荷重での繰り返し吊上げ試験で、ロールや補

ていロープの脱落は発生しませんでした。  

 

 

 

素材 PP(ポリプロピレン)

全高 1600mm
開口部直径 1500mm
質量 0.62kg
静的引張強度(吊りベルト) 20.9kN
静的引張強度(補ていロープ) 0.72kN
対応ロールベール質量 100～500kg
対応ロールベール直径 1.0～1.15m

 

 

３．荷役具の装着作業 

実際の荷役具の装着作業は、まず縦置きのロール発酵 TMR の上から、荷役具を４本の

吊りベルトがロール発酵 TMR へ均等にかぶさるよう装着します。次に補ていロープを引

き締め、吊りベルト下部が底部エッジの隙間に挿入されるようにします。その後にワンタ

ッチストッパーで補ていロープを固定し、ロープの端を結束します（図６、表３）。荷役具

の装着に要する作業時間は、作業レイアウトによって変動が大きいですが１～２分程度で

す。実際に質量 500kg のロール発酵 TMR を吊上げた際の変形が極めて小さいことも確認

でき（表４）、当初設定した開発目標を満たす荷役具を開発できました。  

なお図７に示すように、発酵 TMR の製造時に荷役具を装着しておくと、配送中に倉庫

を中継する場合や出荷先の畜産農家での荷下ろし等で、専用のベールハンドラを用いる必  

図５ ロール発酵ＴＭＲ用の荷役具の構造 
(左・中央:荷役具の概略，右:ワンタッチストッパー拡大) 

表２ ロール発酵ＴＭＲ用の荷役具の主要諸元 



   

 

 

手順 工程 作業内容 留意点

1 荷役具装着 上から荷役具を被せる
胴巻きベルト上の開口直径調節部(マジック
テープ)は緩く留めておくと、かぶせやすい

2 ロープ張り 補ていロープを引っ張る
補ていロープのガイド(端末の折り返し部)が
裏返しになってないか、底部エッジにきちんと
入っているか、チェックする

3 ストッパー固定
ロープを張ったまま、ス
トッパーを底部エッジに押
し当てる

底部エッジ内まで押し当てることで、ストッ
パーの遊びを最小限にする

4 ロープ結束
ストッパー以降のロープを
結ぶ

結び目がストッパー上になるようにする。解
きやすいよう蝶結びにしても良い  

 

荷役中

最大変形量(mm) 長半径(mm) 短半径(mm) 扁平率
慣行 139 54.4 47.5 87.3%
荷役具 23 51.8 51.8 99.8%

荷役直後

※慣行は、グリップ式ベールハンドラでの荷役作業を指す  

要性がなくなります。さらに、フォークリフトやホイールローダ、トラッククレーン等

で荷役できることから、TMR の利用場面の拡大にも寄与すると期待できます（図８）。  

 

図６ ロール発酵ＴＭＲへの荷役具装着風景 
(左・中央：上から被せる作業，右：フォークリフトでの荷役作業) 

表３ ロール発酵ＴＭＲへの荷役具装着手順 

図 7 出荷前にＴＭＲセンターにて一時貯留されるロール発酵ＴＭＲ 

表４ ロール発酵ＴＭＲの荷役時の変形量の比較 



 

 

４．荷役具の利用における留意点 

実際の使用にあたっては、通常のクレーンやフォークリフトと同様の安全確認が必要な

ことに加えて、荷役具そのものの損傷程度を確認しながら用いる必要があります。具体的

には、作業前に荷役具の損耗状態をチェックし、もし縫製部分のほつれや吊りベルトの損

傷が見られる場合には別の荷役具と交換する必要があります。また、吊り上げ中にロール

ベールの直下へは決して侵入しないことや、吊上げた直後に装着状態を再確認してからフ

ォークリフト等の走行を開始すること等、作業手順の中に確認の工程を含めることに留意

して、より安全な作業を行います。なお、降雨の最中や直後等、ロールだけでなく吊りベ

ルトや補ていロープが湿った状態で作業する場合は、乾燥状態よりも滑りやすく作業者の

視界も悪化しがちなため注意が必要です。  

 

５．おわりに 

ロール発酵 TMR に限ったことではありませんが、生産した飼料を調製・保管・利用す

るためには「荷役」や「運搬」といった作業が欠かせません。飼料生産に適した土地が平

坦地に分布し畜産経営が中山間に立地する場合や、各種の飼料の搬入作業や牛舎周辺での

給飼作業等においても、畜産業に関連する運搬や荷役作業の重要性は、これまでもこれか

らも非常に高いと考えます。本稿で紹介した技術はあくまで一つの作業法にすぎません。

それぞれの生産現場で、合理的な運搬システムを立案する際の一助になれば幸いです。  

図８ 畜産農家でのロール発酵ＴＭＲの荷役作業例 
(左：ホイールローダでの荷役，右：フォークリフトでの荷役) 



イネ WCS 等の国産粗飼料の広域流通における課題と生産履歴管理技術 

農研機構 畜産草地研究所 家畜飼養技術領域 

 上席研究員 浦川修司 

 

１．はじめに 

輸入飼料への依存度が高いわが国の畜産経営において、畜産物を安定的に供給するため

には、飼料基盤に立脚した体制への転換が非常に重要な課題となっています。そのため、

平成 22 年 3 月に新たな「食料・農業・農村基本計画」が閣議決定され、特に飼料自給

率の生産拡大を図ることを目的として、行政面では稲発酵粗飼料（以下イネ WCS、イ

ネ WCS に仕向ける稲を WCS 用イネ）や飼料用米等に手厚い支援が行われています。

また、研究面においても平成 22 年度から農林水産省の委託プロジェクトとして「自給

飼料を基盤とした国産畜産物の高付加価値化技術の開発（略称：国産飼料プロ）」研究

が開始されています。その中で、飼料生産基盤が脆弱な畜産農家でも国産飼料が利用

できる体制の構築に向け、イネ WCS 等の国産粗飼料の広域的な流通を促進するための

研究も行われてきました。本稿では、畜産農家が自己完結的に生産していた自給飼料

から、イネ WCS 等を国産流通粗飼料として位置づけ、広域的な流通を促進するための

課題と発展方向等について解説します。  

 

２．イネ WCS の広域流通を促進するためのハード面の課題 

（１）ストックヤード（ロールベールの一時保管場所） 

イネ WCS の広域流通を推進するための重要な施設の一つがストックヤード（ロール

ベールの一時保管場所）です。広域流通の場合、同一地域内における流通とは異なり、

収穫調製と同時進行で圃場から畜産農家の庭先までロールベールをピストン輸送する

ことは、輸送時間が制約要因となり、効率的な作業が行えなくなります。そのため、

収穫調製したロールベールを一時保管した後、後日集中的に輸送を行う体制を検討す

る必要があります。そこで、ロールベールの一時保管場所となるのがストックヤード

です。このストックヤードの設置場所として留意することは、団地化された圃場の近

隣であること、雨水等の水が溜まらない場所であること、鳥獣害対策を行うこと、さ

らに、ストックヤードでは多くのロールベールが一時的に保管されることから、サイ

レージ臭に対する近隣の住民への配慮も忘れてはならない重要な項目になります。な



お、ストックヤードとして利用できる場所としては、圃場から近距離にある遊休地の

他に、水田地帯の中心にあるカントリーエレベータ（CE）やライスセンター（RC）

等の米麦共同乾燥施設を活用することも検討する必要があります（図 1）。 

 

 

ストックヤードで一時保管されたイネ WCS は、順次、利用者である畜産農家へ輸送

（配送）されることになります。地域内流通においては、生産者である耕種農家やコ

ントラクター、または利用者である畜産農家がイネ WCS の輸送まで担う場合がありま

す。しかし、地域や県域を越えた広域的な流通においては、運送業務の外部委託（運

送業者への委託）も検討する必要があります。運送業務を外部委託化する場合、大型

トラックを利用することによって、単位当たりの輸送コストを削減することが必要に

なってきます。そのためにも、大型トラックに荷積みができるスペースのあるストッ

クヤードが必要です。一方、ハンドリング作業においては、収穫直後のロールベール

はフィルムの粘着性や材料草の復元性も高いのですが、ストックヤードで一定期間保

管されたロールベールは発酵過程である場合が多く、ハンドリング作業においてはフ

ィルムを破損させないことは当然ですが、密封後の日数の経過とともにフィルムの粘

着性も低くなり、強度な把持作業によって変形したロールベールは空気が侵入しやす

く、把持部を中心にカビの発生や品質の低下を招くことがあります。そのため、ベー

ルグラブによる把持作業においては、ロールベールの変形をできるだけ避けることが、

安定した品質を維持するためには重要です。 

（２）ロールベールのハンドリング 

 これも大きな課題でしたが、フォークリフト等を利用し、簡易にハンドリングを行

うことのできるロールベール荷役具が開発されています。本誌別報告「ロールベール成

形された発酵ＴＭＲ荷役具の開発」をご覧下さい。 

 

図 1 ストックヤードとして利用されている遊休地（左）や米麦共同乾燥施設（右） 



３．イネ WCS の広域流通を促進するためのソフト面の課題  

 イネ WCS は耕畜連携によって生産される飼料であり、これまでは、地域内での流通

「顔の見える関係」での取引が中心となっていました。飼料生産基盤が脆弱な畜産地

帯へ流通するだけでなく、作付面積の拡大によって、畜産農家の戸数（需要側）と米

の生産調整面積（供給側）との間に不均衡が生じている地域や市町村もあり、既に地

域や市町村域、あるいは県域を超えた広域的な流通が始まっています。  

  畜産農家がイネ WCS の広域流通を行っている組織から購入している理由をアンケ

ート調査した結果、購入理由の重要な要因の一つが、ロールベールに製品表示が付い

ており、信用できるという理由があげられています。地域内における一対一の相対取

引では「顔の見える関係での取引」になるため、どのような場所で、どのような組織

が生産したイネ WCS であるかは明確になっています。しかし、広域的な流通になると、

生産する側と購入する側とは、お互いの「顔が見えない関係での取引」になる場合が

多く、相互の信頼関係を担保することが必要になってきます。  

（１）稲発酵粗飼料の流通基準 

信頼関係を担保するための方法が、イネ WCS の生産履歴を管理し、必要に応じて、

その情報を提供することです。特に利用者である畜産農家がロールベールを開封した

時にカビの発生が認められたり、土砂や雑草の混入が多いロールベールであった時に、

その要因を解析して、迅速にクレーム対応を行うことが重要です。 

先進的なコントラクター等においては、既にロールベールに通し番号を記載して、

圃場台帳等と関連付ける方法やロールベールに品種や収穫月日、圃場番号などを記載

した製品ラベルを貼付する方法等によって、生産履歴管理に取組んでいます（図２）。

しかし、生産組織によって、記載されている内容は様々であり、大規模な畜産農家が

複数の生産組織から通年給与するためのロールベールを購入する場合などを想定する

と、記載内容の統一が必要になってきています。 

 

 

 

図２ 生産履歴管理に取組んでいる組織の様々な管理方法  

左から１枚目と２枚目：直接、ロールベールに圃場番号や収穫月日、品種等を記載する方法。 

３枚目、４枚目、５枚目：製品ラベルを貼付する方法  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そこで、（一社）日本草地畜産種子協会が中心となって、表示項目の統一等を目的に

「トウモロコシの流通基準（平成 22 年）」と「稲発酵粗飼料の流通基準（23 年）」が

策定されました（図３：以下、「稲発酵粗飼料の流通基準」を流通基準と表す）。 

この流通基準は「原料イネ管理票」と「品質表示票（成分値）」、「ロールベール表示

票」から構成されています。「原料イネ管理票」には耕種農家（栽培管理者）が移植月

日や施肥・農薬等の散布情報を記録し、収穫調製組織（コントラクター等）は収穫時

の熟期、病害虫や雑草の被害、倒伏の程度、収

穫時の圃場の状態等を記録します。 

この栽培管理と収穫調製に関する二つの情報

を統合し、販売者（収穫調製組織の場合が多い）

は、必要に応じて購入者（畜産農家）に各情報

を提示します。なお、WCS 用イネの場合、除草

剤の他に病虫害の防除剤も使用できることから、

農薬の使用状況を記載することが特徴です。ま

た、栽培や収穫調製に関する情報管理とともに、

販売するロールベールには、統一した製品ラベルとして、「ロールベール表示票（図４）」

を貼付することを推奨しています。 

（２）流通基準の必要性 

 流通基準を策定するにあたり、生産者と利用者を対象として、その必要性等につい

てのアンケート調査を行いました。その結果、アンケート調査に回答した全ての利用

図４ ロールベール表示票 

（稲発酵粗飼料用・例） 

項 目 ロールベールの情報

販売者名 浦川 修司

生産地 三重県鈴鹿市汲川原町

圃場名（ロット番号） 三反田1-1

品 種 たちすずか

収穫月日 平成 ２４ 年 １０ 月 ５ 日

収穫時の熟度 黄熟期

フィルムの巻数 ６層

図３ トウモロコシサイレージの流通基準（左）と稲発酵粗飼料の流通基準（右） 



者（畜産農家）が、流通基準は「必要である」と回答しています。一方、供給者であ

る耕種農家やコントラクターは、その半数は「必要ない」との回答でした（図５）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

必要でないとの回答の理由としては、近隣の畜産農家との間での取引のため、「顔見

知りであるために特に必要はない」、畜産農家と耕種農家による協議会をつくり、「定

期的に意見交換を行っているから必要性はない」との回答もありました。その他に、「生

産履歴を管理するための項目を記帳する作業に手間がかかるから必要ない」との理由

も挙げられていました。 

（３）圃場端末機を用いた生産履歴管理システム 

前述のように、イネ WCS 等の国産飼料を円滑に広域的に流通させるためには、「流

通基準」に準じて、生産履歴を簡易に取得・管理して、流通先の畜産農家へ提示する

体制が必要ですが、各情報の取得や管理に新たな労力を要することが、生産履歴管理

を推進するにあたり、阻害要因になってきます。そこで、畜産草地研究所では、農林

水産省委託プロジェクト（略称：国産飼料プロ）において生産履歴管理作業の煩雑さ

を回避するための生産履歴管理システムの構築に向けた研究を行っています。本シス

テムは生産者（コントラクター等）が収穫調製時にしか得られない情報（収穫時熟度、

圃場の状態、病害虫や雑草の被害および倒伏程度、フィルム巻き数等）を簡易に取得

し、圃場台帳（圃場の地番、栽培品種、施肥量、農薬の散布情報）に統合するシステ

ムです。 

本システムは入力補助シート、フィールド端末機としてタブレット型 PC（以下 TP）

またはバーコードリーダ（以下 BR）、移動基地局（ラベルプリンター、無線 LAN ア

クセスポイント）から構成されています。本システムを用いた生産履歴収集作業の流

れは、生産組織の事務所で収穫調製作業を行う圃場の情報（地番、圃場名等）と流通

図５ 稲発酵飼料の流通基準の必要性に関するアンケート調査結果  

生産種（耕種農家、コントラクター）利用者（畜産農家）

必要
（１００％） 必要

（５０％）
必要ない
（４０％）

無回答
（１０％）



基準で規定されている項目（熟期、圃場状態等）および、そのバーコードが付いた入

力補助シートを印刷します。収穫機のオペレータは作業開始前に入力補助シートの該

当項目にチェックし、ベールラッパのオペレータは補助シートを受取った後、TP また

は BR でチェック項目を読取り、移動基地局に無線伝送すると、ロールベールに貼付

するための表示票が発行されます（図６）。なお、入力補助シートを利用することで、

収穫機とベールラッパが離れた場所で作業する場合においても、通信用端末等を増や

すことなく、履歴情報の収集と受渡しができます。また、情報の取得には TP を用いる

場合、入力補助シートと TP の画面構成を同じようにすることで、入力作業の簡略化を

図っています。 

生産履歴情報を取得して管理する作業は、これまでの作業に新たに加わる作業にな

りますが、生産現場における情報の取得とラベル貼付に要する時間は、本システムを

導入した場合、人力作業による作業と比較して約１／３に短縮できます。さらに、人

力作業で取得した情報は事務所のパソコン等へ入力して管理する必要があり、この作

業までを含めると、本システムの導入効果はさらに大きくなると考えられます。 

 

 

 

 

 

４．おわりに 

イネ WCS は耕畜連携による流通をともなう粗飼料であり、これまでのような自給飼

料という概念から国産流通粗飼料として位置付けることが必要です。そのためには、

生産履歴が明確な飼料として畜産農家に流通することが重要です。履歴管理作業は、

1 2

（作物・圃場状態をチェック）

ラベル貼付

入力補助
シート
入力補助
シート

入力補助
シート

入力補助
シート

圃場
台帳

収穫調製時の取得情報等の管理

事務所での作業 ベーラの作業 ラッパの作業

入力補助シートの印刷

【移動基地局】

シート伝達

項目選択

ラベル印刷

5
4
3

防塵カバー

ＢＲでチェック項目の

バーコード読取り

ＰＣ画面をタップ操作

無線ＬＡＮ

アンテナ

項目チェック

入力補助
シート

図６ 生産履歴管理システムの主な機器と作業フロー図  

機器構成：フィールド端末機（タブレッド型モバイル PC、10.1 型液晶）、 

ＢＲ（バーコードリーダ（Bluetooth2.0、100×40×24mm）） 

移動基地局（ラベルプリンター（熱転写方式、198×262×173mm）、無線 LAN アクセスポイント） 



生産者にとっては、これまでの栽培管理や収穫調製作業に新たな作業として増えるこ

とになりますが、生産履歴を的確に管理することは、畜産農家へ必要な情報を提示す

るだけでなく、畜産農家がロールベールを開封した時に、土砂が混入していたり、雑

草が多く混入していたり、あるいは病害虫の被害によって葉部が少ないサイレージな

どであった場合、どのような圃場条件で、どのような作物の状態であったかなどを特

定することもできます。そのため、開封した時に品質の悪いロールベールサイレージ

であった場合、責任の所在が明確になり、供給先の畜産農家からのクレームに対して

迅速な対応ができ、今後の良質なサイレージを生産するために役立てることにつなが

ります。一方、広域流通に限らず、畜産農家にとっても、各生産者が生産履歴の明確

なイネ WCS を供給する体制が構築されることは、イネ WCS を通年給与するために、

複数の生産者からも安心してイネ WCS を購入して利用できるようになります。 

その他、広域流通を推進するにあたって、最も問題となるのが輸送コストです。前

述のように広域流通においては、生産者自らが輸送することは困難であり、運送業者

へ委託することになりますが、流通コスト削減のためには、大型トラックの活用によ

る単位輸送費用の削減、帰り便の有効活用や巡回集荷、運送業者の空期間の活用等に

よって、輸送費をできる限り削減することが必要です。何れにしても、無駄な物（劣

質サイレージ）は作らない、運ばないことが生産コストや輸送コストの削減にとって

極めて重要なことになります。  

最後に、TMR センターを基軸として、イネ WCS や飼料用米、トウモロコシサイレ

ージ等の国産飼料や食品製造副産物等の未利用資源を TMR 素材として活用し、国産飼

料主体の高栄養な発酵 TMR として流通させることが、水田の維持管理や耕作放棄地の

解消とともに、畜産農家の経営の安定化につながることになります。 



 

 

ＴＭＲセンター発達小史・各論解題 

                        （一社）日本草地畜産種子協会 草地畜産部 主幹 市戸万丈 

 

はじめに 

 ＴＭＲセンターは、現在約 100 か所が稼働し、わが国の反芻家畜給与飼料構造に欠かせ

ない存在になりつつあります。最新のニュースとしては北海道津別町農協での「有機」Ｔ

ＭＲセンターの設立が報道されています。 

 ＴＭＲセンターは、愛知県半田ＴＭＲセンターが嚆矢とされ、正確には 1976 年、「半田

市酪農組合飼料共同配合所」として設立稼働しています。ここに象徴される、「自給飼料

生産基盤の乏しい」地帯で生まれたＴＭＲセンターは、粗飼料として輸入乾草を用いて始

まりました。1993 年、著者が訊ねて概要紹介を受けた後に、「粗飼料として自給飼料を使

えないか」と聞いたところ、「それが出来ないから、このセンターが出来たのだ。粗飼料

として自給飼料を使うのは夢物語だ」と言われたのでした。 

 それからほぼ 40 年で、今回特集とする「自給飼料主体」ＴＭＲセンターとのテーマ名の

冊子をお届けできることになりました。北海道では既に常識となり、都府県でも広島県の

河野氏、また九州沖縄農研の神谷氏の報告にある「自給飼料の利用を前提とした」センタ

ーの設立と稼働は、夢が現実になりつつある、とも言えましょう。 

  本州に遅れること約 20 年、北海道では 1995 年、輸入乾草と所有機械の持ち寄りによる

センター「ミクセス」の稼働に始まり、最近では 2011～12 の３年間で十勝管内に７施設が

稼働を開始、全道では 57 施設が稼働、26 年度には 60 施設に達するとされています。   

 

１．ＴＭＲの背景・酪農振興 

 酪農を主体とする畜産振興は、「学童への新鮮な牛乳の提供」を大きな目標として推進

され、その成果は国民の体位の向上に現れたことは明白です。多くの公共育成牧場が配置

され、草しかできない北海道の酷寒の地は酪農地帯となっています。日本全国での国土の

有効利用の面からもその貢献は大きいと言えます。 

 このふたつの面をあわせた酪農振興の成果は、「牛口密度」からも伺えます。まず我が

国の人口密度は、平方 km2 当たり 6038 人の東京と、69 人の北海道で 87 倍の差があります。

しかし経産牛基準での乳牛牛口密度は、全国平均 2.5 頭／km2 であり、6.1 頭と最大の栃木

県と、0.13 頭で最小の和歌山県で 45 倍の差に留まるのです。 



 

 

  そして牛口密度の２位は 5.9 頭の北海道で、5.4 頭の千葉、4.5 頭の愛知、群馬 4.2、熊本

4.0 が続いています。なお、肉牛・養豚・採卵鶏・ブロイラーといった他の畜種は、産地化

が進み、人口以上に密度差が大きいのです。 

  ここで注目していただきたいのが牛口密度３位の愛知県です。その全てを支えた、とい

うのは言い過ぎですが、大きな力となったのが半田ＴＭＲセンターです。臨海型酪農地帯

として、搾乳ロボットも導入されています。その活動経過は私のみならず、多くの視察者

により紹介され、ＴＭＲセンターの普及初期、そのモデルとなりました。 

 ＴＭＲの理論自体は我が国独自のものではありませんが、その利用、共同センターを構

成し、輸入粗飼料と食品製造粕等を活用した「年間同一飼料共同供給」の発想と実績は、

日本ならではの技術展開といえます。そしてその過程で、後に報告する発酵ＴＭＲや細断

型ロールべーラといった独自の発展を示しています。 

 

２．ＴＭＲへの期待と課題 

（１）ＴＭＲへの期待 

 「完全混合飼料」との日本語訳も用いられるＴＭＲは、選択採食を防止し、飼料設計ど

おりの給与＝採食を実現させる技術と言えます。その結果としての乳量増、必然的な混合

過程の機械化による軽労化、安定的な飼養管理を実現して、飼料資源に乏しい我が国にお

ける作物残渣・食品製造副産物類も利用できる技術として導入が進みました。 

（２）ＴＭＲ「センター」への期待             

 そのＴＭＲの特徴をさらに追求するため、ビール粕類など素材の一括購入安定確保、飼

養規模拡大のための混合機機械設備投資の集中等がセンターに期待され、生産性の向上・

生産費の低減、さらに通年安定供給への期待が大きくなりました。半田ＴＭＲセンターで

は自動車輸出コンテナ船の帰船に梱包乾草を積載してきたのが、輸入乾草の価格を低下さ

せたと言われています。 

（３）1990 年代の評価 

 半田ＴＭＲセンターをモデルとして、全国 10 数か所が稼働していた 1990 年代のＴＭＲ

センターについては、畜産技術協会が平成 11 年３月刊行の調査報告書「TMR の調製・給

与マニュアル（平成 9 年度家畜飼料新給与システム普及推進事業）」に詳しく取り纏めら

れており、ＨＰに掲載されたその概要は以下のとおりです。 

「畜産再編（平成６年度は畜産活性化）総合対策では、畜産技術向上施設整備事業として



 

 

地域内の酪農経営および肉用牛経営などに対して栄養成分の明らかな混合飼料（Total 

Mixed Rations；ＴＭＲ）を供給するＴＭＲ供給センターのモデル整備、また、家畜飼料

新供給システム普及事業として、飼養管理の省力化に関する総合的な技術、飼料給与プロ

グラムなどの専門的な指導などを進めている。このなかで、畜産技術協会では国内外の優

良な飼料給与システム事例を調査し、優良技術の普及・応用における改善点や技術検討会

の開催、システム定着のためのマニュアルなど作成を行ない、これらの成果は毎年度の事

業報告書として報告している。この「ＴＭＲの調製・給与マニュアル」は、平成６～９年

度に実施した本事業の成果を集約したもので、すでにＴＭＲ飼養方式を利用しているか、

あるいはこの方式を導入する畜産農家や指導者を対象にした簡潔な解説書である」      

ここでは、単独農家によるＴＭＲ利用を「自己完結型」として、それらに対比する共同素

材調達・製品流通利用を行う組織の概念として、「ＴＭＲ（供給）センター」が用いられ

ていていますが、この報告書にも記載されている「ＴＭＲセンター」との言葉が、誰によ

り何時から使われ始めたか、については調査の範囲で確証には至りませんでした。 

                                              

３．その発展経過と新たな課題 

（１）初期ＴＭＲセンターの抱えた課題 

 上記報告書が纏めた稼働ＴＭＲセンターの課題としては、①輸入乾草の品質不安定・細

断方法、②粕類の腐敗防止対策と乾物化、③メニューの多様化・通年対応、④資金確保、

⑤リーダーの育成、といった項目を列挙しています。 

 また新しくセンターを設置するときの考慮事項として、流通のための立地条件がありま

す。当時から、最大取り扱い物量である輸入梱包乾草は「陸路を 100 ㎞移動すると、㎏単

価 10 円上昇」が目安となるため、大型港湾近傍酪農が収益を上げている事例もありました。

本誌でも神谷氏の報告に、その問題意識への回答が述べられています。 

 次に、ＴＭＲは混合物です。選択採食されないよう混合するためには、粗飼料が混合に

良い長さに切断されている必要があります。その細断には「カッターの２回切りを行い切

断長の均一化に取り組む」といった手間を惜しまない方法もあります。我が国では 1990 年

代初頭、ロールベールサイレージの細断機の開発が進められました。またＴＭＲセンター

が成立し、ビール粕などが一括大量取引となって、乾物化が進んだこともあり、輸入乾草

に加えて乾物素材の利用で発生する塵埃対策が、克服すべき課題の一つでした。 

（２）幾つかの技術展開  



 

 

 発酵ＴＭＲは、長距離輸送時の品質保持のための「再密封技術」から発展しました。製

品ＴＭＲをフレコンバッグに詰め込み、抜気する方式は 1994 年の庄原ＴＭＲセンター（本

特集では河野氏が触れています）が先駆けです。その後、再発酵処理が、貯蔵可能期間の

大幅延長を可能とすることが確認され、特に夏期の採食量維持に有効とされています。 

 細断型ロールべーラは、「製品となったロールベールの精密な細断が困難なら、ハーベ

スタにより細断された素材を、ロールベールに成形できないか」との発想で 1996 年に開発

が始まり、2004 年から圃場作業機として市販されました。 

 肝心な混合機は、最初は鶏・豚用の配合飼料調製機、縦軸混合の桶形式の大型器が用い

られました。その後、ミキシングフィーダタイプが主流となりました。1995 年、ドイツハ

ノーバーでのアグリテクニカ展示会では、各種ミキシングフィーダが、トラクタに次ぐ展

示面積であったものです。 

（３）新たな課題 

 2003 年からの、主に北海道でのＴＭＲセンターの急速な普及については、それを危惧す

る幾つかの新たな問題の指摘も目立つようになっています。 

 まず「際限の無い乳量増加を目指すことはできない」との指摘があります。センター方

式による「素材の安定確保・通年均質」を理由とする乳量の増加には限界があるはずです。 

 また「発酵ＴＭＲ」による夏の安定採食の効果にも、当然限界があるはずです。夢が実

現した、と書いた自給粗飼料利用にも、生産補助金の存在を忘れることはできはません。 

  ＴＭＲセンターは、その成功事例の再現を目指して普及が促進されていますが、地域条

件を後回しにした成功事例の模倣は危険です。「ＴＭＲセンターができたのだから、その

栄養水準に合う牛群を」といった本末転倒の事態もあるやに言われるような様々な問題が

発生します。「それが個別経営の診断、改善に繋がる」との指摘もありますが、その設立

・組織化の前提としては「ユーザーの生産水準が一致していなければならない」も指摘さ

れています。初期のＴＭＲセンター設立時に抱えた「粗飼料確保困難」よりは、問題意識

が多様化していることも新たな課題と言えるでしょう。 

 

４．本特集の解題と展望     

（１）ＴＭＲセンター強化に向けて・基本に立ち返る 

 本特集の最初の纏め項目名を「ＴＭＲセンター強化に向けて」としたのは、前出の新し

い課題への相応の危機意識と、早期の課題の掘り下げの必要性を意識しています。 



 

 

 まず道総研根釧農試金子剛氏の「ＴＭＲセンターの収益実態と運営問題」では、「セン

ター運営はどの様にあるべきか、個別酪農経営との関係でどう維持するべきかの論議が不

足している事例に遭遇しました」としています。さらに、「センターを効果的に利用する

ための酪農経営の準備や対応方策についても、より具体的に示していく必要がある」と総

括しています。北農研藤田直聡氏は、ＴＭＲセンターを利用した「高収益ゆとりビジネス

モデル」として、ＴＭＲセンター構成農家こそ｢酪農の基本」の徹底が、高収益とゆとりの

実現のための必須条件、としています。 

  ほぼ同じ問題意識を、畜草研恒川磯雄氏は「都府県における支援組織体制の方向性」と

して、今後都府県ではＷＣＳを軸としつつ、コントラクターとの連携・協業化の重要性を

事例を示し提示し、詳細・具体的なポイントを箇条書きに纏めて示しています。 

（２）地域に貢献するＴＭＲセンター 

 まず畜草研野中和久氏が、かつての半田ＴＭＲセンターに匹敵する先駆的な活動を進め

る栃木県「那須の農ＴＭＲセンター」について、栃木県のみならず全国への貢献を、経営

分析は恒川氏と分担する形をとって、述べています。 

 さらに広島県畜産技術センター河野幸雄氏には、飼料イネ品種開発と並行した新しい形

式のＴＭＲセンター設立に向けて、同じく九沖農研神谷裕子氏には、素材粗飼料生産地に

立地する TMR センターについて、展望を報告していただきました。 

（３）ＴＭＲセンターを支える新たな技術開発 

 この 40 年間、変わらぬ課題と言えるのが「設備投資」であり機械の価格です。多くの新

しい工夫のうち、ここでは、生研センター川出哲生氏から、細断型ロールべーラが現在「可

変径式ＴＭＲ成形密封装置」に発展し、ＴＭＲの素材の成形密封にも取組んでいる状況を

報告してもらいました。なお機械の耐久性については、期待の大きさの裏返しとしての意

味もあり、多くの指摘があり、改善を進めています。 

 もうひとつ変わらぬ課題が素材と製品のハンドリングです。かつて輸入梱包乾草を、コ

ンテナから取り出すための専用の掴み具がフォークリフトのアタッチメントとして開発市

販されました。そういった流れの中で、製品・商品である発酵ＴＭＲのベールをハンドリ

ングするための工夫の要点を、畜草研松尾守展氏が報告しています。荷役具はメーカーと

利用者の改良品、他用途まで含め、約１万組が使われているそうです。 

  最新の課題としては、製品の安定的な流通のための生産履歴管理と活用があります。そ

の現状の取組・新しい方向を、畜草研浦川修司氏に報告いただきました。 



 

 

（４）酪農総括支援組織としてのＴＭＲセンター発展方向 

 ＴＭＲセンター・コントラクタの連携発展方向については、恒川氏が詳しく述べ、北海

道の事例にあり、また浦川氏と野中氏も触れていますが、この課題について多くの優良事

例を調査し情報を発信している九州大学福田教授は、糞尿処理まで一貫した支援組織への

期待が大きくなり「地域特性に応じた支援組織としての位置づけの明確化」を、今後の設

立条件としています。また耕畜連携から「食畜連携」も提起していて、組織の合意形成の

重要性が更に増加することも繰り返し指摘しています。ＴＭＲセンターはその初期、「全

てを取り仕切るリーダーが必要」と強調されました。しかし現在はリーダーシップから協

議会・合意形成へ、独立採算を見通した企業体組織へ、深化したと思えます。ＴＭＲセン

ターは、コントラクタよりも通年稼働を前提とした組織であり、独立した経営となるため

の連携の効果は大きい、と期待されています。 

 そもそも我が国では牛乳の消費が低迷しています。しかし「牛乳の再認識」は先進国の

共通の課題（「ワールドデイリーサミット」の報告）でもあります。その消費者問題意識

まで見通した「酪農総括支援組織」としてのＴＭＲセンターを中心とした新たな動きに注

目していきたいと思います。   
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