
 
 

      分野：畜産 

 子牛生産のための一連の作業を分業化・専門化し、 
連携する地域営農体制 
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が連携する地域分業化大規模肉用牛繁殖経営の実証 
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開発のねらい： 
九州沖縄地域には全国の 55%の繁殖雌牛が分布し、58%の子牛取引頭数実績（黒毛和牛）

があります。また、その子牛生産を担う繁殖経営体数（子取り用雌牛のみ飼養）は全国の

52%を占めています。さらに九州沖縄地域においては、繁殖経営体数が肉用牛飼養経営の

90%を占め、一貫経営や肥育経営と比べて繁殖経営が極めて大きな位置を占めています。一

方、その経営体数は後継者不足や飼料価格の高騰を背景に減少を続け、増加していた繁殖

雌牛の飼養頭数も九州では 2009年には減少に転じました。近年の生産頭数減少に伴う子牛

価格の上昇は牛肉生産コスト上昇に直結していることから、子牛生産基盤を強化し、和牛

の品質優位性を維持しつつ海外産牛肉との価格差を縮めることは、「和牛肉」の海外展開

も含めた「攻めの農林水産業」実現のためには欠かせません。このためには、大規模繁殖

経営体が子牛生産にかかる一連の役割をコントラクター、TMRセンター、子牛育成センタ

ーと分担・連携することで、それぞれを最適化し、低コスト、高品質子牛生産を実現する

地域営農体制が有用と考えられます（図１）。そこで、コントラクターでは飼料の安定生

産、TMRセンターでは食品製造副産物などを活用した飼料の低コスト化、繁殖経営体では

繁殖成績の向上、子牛育成センターでは子牛の事故率の減少と高品質化に貢献する新技術

を導入し、新技術の現地適性の評価および導入効果を明らかにしました。 

 

 
 図１ 子牛生産の分業体系と導入技術 



 
 

技術体系の紹介： 
飼料生産部門（コントラクター）  

不耕起栽培利用による作付け回数の増加 

飼料の周年栽培

に取り組む大規模

飼料生産組織を対

象に、不耕起栽培

を利用する省力的

な３毛作体系を開

発しました（図２）。

不耕起栽培の導入

により、播種作業

時間を 6割削減でき、

作付回数の増加が容

易になりました。年

間の実乾物収量は、慣行のイタリアンライグラス＋スーダングラス体系の 990kg/10aに対

し、新たに開発したイタリアンライグラス＋スーダングラス＋エンバクの３毛作体系では

1363kg/10aとなり、４割増収しました（図３）。慣行体系と比べて、種子費、梱包資材費、

労働費などが増加し、10aあたり生産費は 22%増加しますが、増収効果により収益は 3.8

千円/10a、労働報酬は 4.2千円/10a増加すると試算されました（表４）。 

 
 

   

線虫対抗エンバク品種(スナイパー）による耕畜連携の促進 

地域の基幹作物であるサツマイモの後作を活用

した、ネコブセンチュウ増殖抑制効果（線虫対抗

性）を持ち、 ９月下旬播種で、年内出穂して多収

なエンバク極早生品種「スナイパー」の夏播き栽

培で、ネコブセンチュウの増殖を抑制しつつ、自

給飼料を生産する技術を実証しました。「スナイ

パー」は、既存品種より５％以上の多収で、倒伏

もせず、良好な生育でした。種子費、梱包資材費

は増加しますが、増収効果により収益は 3.1千円

/10a、労働報酬は 6.4千円/10a増加すると試算さ

れました（表４）。 

また、「スナイパー」の根に形成されるネコブセンチュウの卵のう数が既存品種より少

ないことが確認され（図４）、ネコブセンチュウの密度低下には既存品種より「スナイパ

図３ 不耕起栽培を活用した多毛作体系 

図４ エンバク根の線虫卵のう数 

図２ 不耕起栽培の例（スーダングラス） 

（左：不耕起播種、右：芽生え） 



 
 

ー」の栽培が有効と考えられました。 

堆肥を活用した WCS用イネ生産 

畜産業が盛んな九州沖縄地域は産出される家畜ふん堆肥も多いので、それを WCS用イネ

栽培に有効活用できる技術を実証しました。堆肥区では牛ふん堆肥を 2t/10a施用し、施肥

量を慣行区より窒素２kg減、リン酸とカリを完全削減したところ、収量は 5%程度低下でほ

ぼ慣行区と変わらず、肥料代を約７割削減することができました（表１）。堆肥の利用に

当たっては、その運搬・搬入（大型ダンプ）を委託した場合、約 2,000円/10aの費用がか

かり（堆肥無償）、圃場での積み込

み･運搬 920円/10a、散布 460円

/10aなどの労働費と燃料費 101円

/10a、堆肥区の肥料代 1,112円

/10aを合わせるとその費用は 10a

あたり 4,600円になります。堆肥

区が約 1,100円高くなることから、

堆肥運搬の委託費用が半額水準を

下回るようになると費用増加が抑

えられると試算されました。 

  

飼料調製部門（TMR センター） 

麦焼酎粕濃縮液を用いた繁殖牛用 TMR調製・給与技術 

飼料コストの低減を図るため粗タンパ

ク質（CP)が高く、保存性も良く、九州で

大量に排出される焼酎粕濃縮液の活用に

取り組みました。麦焼酎粕濃縮液の発酵

TMR中の混合割合（乾物中 3,4,5%）を変

えて、嗜好性を調査したところ、混合割

合が高まると繁殖牛で嗜好性が高まりま

した。配合飼料の一部を麦焼酎粕濃縮液

現物 5%で置き換えて混合した TMR（表２）

の発酵品質は優れており、母牛へ給与し

たところ、母牛の代謝プロファイリング

結果や繁殖成績も良好でした。焼酎粕利

用のための初期費用 125万円（1tタンク

×20基の場合）、原料・運送費 10円/kgなどが必要となりますが、配合飼料が１日１頭あ

たり 42%減少するため、現行 TMRより繁殖牛１日１頭あたり原料費は 10.6円（3.7%）減少

すると試算されました。 

 

繁殖部門（繁殖経営） 

ICTによる体温測定システムを利用した分娩・発情管理 

無線式体温測定システム(モバイル牛温恵)は、牛の体温を測定し、その変化により分娩

や発情の兆候を検知してメールで知らせるシステムです。大規模農場へ無線式体温測定シ

ステムを導入し、分娩管理の省力化、発情発見装置としての利用性等を評価しました。分

表２ 麦焼酎粕濃縮液混合 TMR の原料構成 

表１ WCS 用イネ栽培慣行区と堆肥区の肥料代 



 
 

娩管理ではのべ 601頭に用い、98.5%で駆けつけ通報が送信され、通報から平均約 2時間で

分娩が始まりました。このように分娩管理に効果的であり、監視のための見回り作業の省

力化にも繋がることが確認されました。試験期間中に分娩事故は 15件あり、双子や死産な

ど難産を原因とする事故でした。これらの事故の場合も通報は出ており、立ち会えずに事

故になった事例はありませんでした。また、発情発見において発情の兆候を示す体温の変

化は、目視での発情発見の指標となる歩数増加や乗駕行動とほぼ同じ推移を示しました。

実証農場の 15頭にモバイル牛温恵を装着したところ、12頭で発情が検出され、発情検出

された牛では直腸検査により発情が確認されたことから、検出率は 80％でした。したがっ

て、発情発見にも有効であることが確認されました。牛温恵の導入により、親機１個、子

機５個、センサー50個装備の場合、約 350万円の導入費、維持費（約 60万円/年）など子

牛１頭あたり 2.7千円（繁殖牛 500頭規模）の費用が必要となりますが、夏季の発情発見

率が 80%に向上し、交配実施率が改善されると平均分娩間隔は 6.1日短縮され、また、そ

の分娩監視機能により分娩時の子牛死亡事故が削減されることで、出荷子牛が増頭するこ

とが示されました（表５）。 

 

代謝プロファイルテスト（MPT)による大規模繁殖管理技術 

大規模な肉用牛繁

殖経営では、牛群全

体の栄養状態の把握、

問題点の抽出、改善

方策の提示とその評

価を効率的に行う必

要があります。そこ

で、乳用牛の牛群管

理に用いられている

MPTの基準値を肉用

繁殖牛向けに改良し

た代謝プロファイル

テストを 500頭規模

の繁殖牛群に適応し、

その有用性を実証し

ました。全体の 1割

弱の牛について、年

間 3回の MPTを実施

したところ、タンパ

ク質不足などの問題

点が抽出され、改善

を試みた結果(図５)、生まれた子牛で下痢肺炎等の治療が必要な事例が 41.9%から 6.7%ま

で低減し、育成センターに移動するまでの日数が 3.3日短縮するなど、治療費の大幅な低

減と分娩直後の良好な子牛管理が可能となりました。 

 

哺育・育成部門(子牛育成センター） 

図５ MPT評価例 



 
 

図６ 温湿度指数の推移 

※温湿度指数（THI)＝(0.81×温度）＋(0.01

×湿度）×(0.99×温度－14.3）＋46.3 

図７ 年度別事故（斃死）発生状況 

※平成 27年度（H27.3～H28.2）に細霧装置

による消毒薬噴霧を実施 

強化哺育技術による成長促進 

 子牛育成センターでは事故の低減やコスト削減が重要です。そこで、高タンパク・低脂

肪代用乳を通常（6倍希釈）より高濃度（5倍希釈）で短期間哺乳する強化哺育技術の実証

試験を実施しました。この技術の導入により、センター全体の発育が改善されました。哺

乳期間を 80日から 56日に短縮したことで 1頭あたりの代用乳給与量が 18kg減少し、出荷

成績（出荷日齢、発育成績、表３）が向上しました。哺乳期間が 24日短縮され、出荷日齢

も去勢牛で 12.4日、雌牛で 9.4日短縮される（表５）ことで、哺乳・育成子牛の飼料費が

削減され、子牛１頭あたり飼料費は 20.3%削減すると試算されました。 

 

 表３ 農場全体の出荷日齢及び出荷体重の平均値 

  

同列異符号間に有意差あり a:b p<0.01 A:B p<0.05 

牛舎内環境改善技術としての細霧装置の活用 

 子牛育成センターでの子牛事故の大半を占めている呼吸器病と消化器病のうち、呼吸器

病の発症予防を図るため、細霧装置を利用した消毒薬噴霧による疾病予防効果及び暑熱ス

トレス軽減効果を検証しました。噴霧することにより、舎内温度や温湿度指数の低下傾向

が認められました（図６）。また、消毒薬(逆性石鹸）を噴霧した H27年度は，呼吸器病に

よる子牛事故発生が少なくなりました（図７）。細霧装置の導入により、設置費用（約 240

万円）などが必要となりますが、呼吸器系疾病率が改善され、子牛事故率が 1.06ポイント

低減されました（表５）。 

 



 
 

                

 技術体系の経済性は： 

飼料生産部門（コントラクター）

では、不耕起栽培を取り入れた３毛

作多収体系と線虫対抗エンバク品種

（スナイパー）を導入すると、慣行

体系と比べて生産費は増加しますが、

増収効果により収益、労働報酬は増

加すると試算されました（表４）。ス

ーダングラスや夏播きエンバクなど

の夏作飼料確保といった TMRセンタ

ーの要望に応えるとともに、周年利

用、カンショ畑裏作利用（耕畜連携）

による飼料生産拡大、収益改善効果

が期待できる有用な技術・体系とい

えます。 

飼料製造・供給部門（TMRセンタ

ー）では、麦焼酎粕濃縮液を利用し

た繁殖牛用発酵 TMRを給与すると、

焼酎粕利用のための装備費用などが

かかりますが、粗蛋白質充足率が改

善され、配合飼料も低減できるので

TMR原料費が削減されると試算され

ました。この収益増を繁殖経営への

製品供給価格低下のために振り向け

ることができれば、子牛１頭あたり

飼料費の低減（購入飼料費減）につ

ながります。 

飼養管理部門（繁殖経営）では、

無線式体温測定システム（牛温恵）

の導入により、夏季の発情発見率が

向上し、分娩間隔が短縮することが

確認され、また、その分娩監視機能

により見回り時間や回数を少なくし

ても、分娩時の子牛死亡事故が回避されました（表５、図８）。また、７～10日齢の子牛

を受け入れる子牛育成センターでは、細霧装置の導入により呼吸器系疾病率が改善され、

子牛事故率が低減しました。繁殖経営での分娩間隔短縮効果と子牛の死亡事故削減効果、

子牛育成センターでの子牛事故率低減効果により、子牛出荷期待頭数は繁殖牛 497頭あた

り 7.5頭増加すると試算されました（増頭効果）。なお、牛温恵と細霧装置の導入に伴う子

牛１頭あたり施設等減価償却費の増加は、多頭飼養・増頭効果により約 1%と試算されまし

た。 

慣行２毛作 ３毛作

スーダン・不耕起

エンバク・不耕起

イタリアン

対象面積 （ha） 11.0 11.0 10.6 10.6
乾物収量 （kg/10a） 990 1,363 510 577
10aあたり収入 （千円） 52.3 72.1 27.0 30.5
10aあたり生産費 （千円）

種子費 9.5 14.8 4.05 4.36
肥料費・薬剤費 3.4 5.1 3.45 3.45
梱包資材・燃料費 6.0 7.3 3.87 3.95
賃借料 6.7 4.4 3.37 3.32
修繕費 2.6 3.9 1.28 1.28
機械償却費 8.8 15.4 4.39 4.39
労働費 9.1 11.0 5.32 5.32
借地料 5.0 5.0

生産費計 51.1 67.0 25.7 26.1
収益 （千円） 1.3 5.1 1.3 4.4
10aあたり労働報酬 （千円） 7.1 11.3 5.0 11.4

注：1)経営面積は延べ収穫面積158haに設定。収穫はロールラップ予乾体系（ロール規格120cm）。

     2)カンショ畑利用は返還時のロータリー（２回）・心土破砕作業等負担（労賃、燃料費）を計上。

     3)賃借料はロール出荷用トラックレンタル料金と牛ふん堆肥運搬費用（租税公課・保険料を合算）。

     4)労賃評価額は1,322円/時間（子牛生産費）。労働費から臨時雇用費を控除して計上。

     5)労働費はロール出荷作業を含む。車両費は機械償却費に計上。販売・一般管理費は未計上。

     6)3毛作の播種量は、イタリアン5kg、スーダン8kg、エンバク8kg、慣行イタリアンは3kg。

     7)線虫対抗エンバクの収量は、いずれも2014年9月下旬播種、2015年9月上旬播種の平均。収穫率は90%設定。

     8)対象面積は、3毛作は通年利用可能な飼料畑（2014）、線虫対抗エンバクは9月播種面積（2014）に設定。

     9)不耕起播種機（施肥機搭載、条間19cm）の取得価額は350万円。

導入技術 多収体系・不耕起栽培 線虫対抗エンバク新品種

作物・品種
スーダン
イタリアン

エンバク
（韋駄天）

エンバク
（スナイパー）

土地 飼料畑（通年借地） カンショ畑（期間借地）

栽培体系 夏播き

表４ 飼料コントラクタ における栽培体系の導入



 
 

 子牛育成センターでは、強化哺育技術を導入することにより哺乳期間と出荷日齢が短縮

され、哺乳・育成子牛の飼料費が削減されると試算されました。この収益増を繁殖経営の

購入飼料費低減のために振り向けた場合の飼料費削減効果と、繁殖経営で麦焼酎粕濃縮液

混合 TMRを給与した場合の TMR飼料費低減効果を合わせると、子牛１頭あたり飼料費が

8.7%減少すると試算されました（飼料費削減効果）。 

繁殖経営では、これら

の子牛増頭効果や飼料費

削減効果などにより、子

牛１頭あたり生産費は

4.1%低下し、収入面でも

増頭効果により 1.6%増

加すると試算されました

（図９）。また、強化哺育

の導入による子牛品質向

上効果を考慮すると

2.2%の収入増加となり

（品質改善効果）、増頭効

果と合わせると子牛販売

高は 3.8%増加すると試

算されました。 

実証技術、例えば強化

哺育の導入により、子牛

育成センターの飼料費が

削減され、それが繁殖経

営の飼料費削減に振り向

けられる場合は、子牛１

頭当たり生産費は低減し

ます。一方、この子牛育

成センターをはじめ、分

業・連携するコントラク

ターや TMRセンターでの

収益・経営改善などにそ

れらの収益が振り向けら

れる場合は、直接的には

繁殖経営の生産費低減に

はつながりません。しかし、その場合も分業による専門化、飼養管理の省力化・効率化が

繁殖経営の繁殖成績や子牛生産性の向上に結びつけば、出荷子牛増頭による収益向上が可

能となるとともに、各経営体の経営維持と大規模繁殖営農体制による子牛生産基盤・産地

の維持につながります。なお、繁殖経営では、哺育育成部門などを外部化し 1,000頭規模

の繁殖牛を飼養しているので、子牛１頭あたり労務費は統計値よりかなり低く示されてい

ます（従業員１人あたり飼養頭数は約 100頭）。分業・専門化、飼養管理の効率化などによ

る大規模化・多頭飼養の効果がここにも表れているといえます。 

不耕起栽培を取り入れた３毛作体系
夏播き（線虫対抗）エンバク品種

10aあたり労働報酬は各4.2千円、6.4千円増加 ※コントラクターの経営改善効果として評価

細霧装置

〔飼料生産部門〕 コントラクター

哺育育成センター（経済連）

● 種子、梱包資材、労働費などが増加、10aあたり生産費は
31%増加するが、増収量により収入38%、収益3.8千円増加

● 種子、梱包資材は1.6%増加するが、
収入13%、収益3.1千円増加

〔飼料製造・供給部門〕 TMRセンター（JA）

粗
飼
料
供
給

麦焼酎粕濃縮液混合発酵TMR

● 設置費（約240万円）、償却費を要するが、
呼吸器系疾病率が改善

● 哺乳期間は24日短縮（代用乳減）
出荷日齢は去勢12.4・雌9.4日短縮

● 焼酎粕利用の費用（初期125万円、原料・運送10円/kg、償却
費など）を要するが、配合飼料は１日１頭あたり42%減少

無線式体温測定システム（牛温恵）

図８ 生産部門における実証技術導入の経営的効果

〈飼料費削減効果〉 子牛１頭あたり8.7%減少

〔飼養管理部門〕 繁殖経営（JA出資法人）

● 導入費（親機１、子機５、センサー50
個、約350万円）、維持費などを要す
るが、夏季の発情発見率が向上

● 分娩監視機能の効果

〈品質改善効果〉 子牛出荷価格2.2%増加

● 子牛品質向上

〈増頭効果〉 子牛出荷期待頭数は繁殖牛497頭あたり7.5頭増加

（表４）

（表５）

（表５）

強化哺育

① 繁殖牛１日１頭あたり原料費は10.6円・3.7%減少 ※製品供給価格を下げる方向で収益配分

子牛１頭あたりTMR購入飼料費は3.1%減少

② 子牛１頭あたり飼料費は20.3%減少
※繁殖経営の飼料費を下げる方向で収益配分 ③ 子牛死亡事故率は1.1ポイント低下

④ 夏場の分娩間隔6.1日短縮

⑤ 分娩時の子牛死亡事故回避
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飼料費（農場・農家）

飼料費（TMR）

飼料費（育成センター）

施設等減価償却費

衛生費、共済費、負担金

動力、諸材料、支払利息、販売経費等

労務費

業務委託費（育成センター）等

子牛販売高

注:1）子牛１頭あたり生産費、子牛販売高は現行を100とした場合の数値。「導入」の子牛品質向上効果は、市場価格と平均出荷価格との差

（-2.23%）が強化哺育導入により-0.07%まで縮小した場合の試算（最近の市場要因を排除するため、導入前の価格を基準に評価）。

2)「統計」生産費は、資本利子・地代全額算入（鹿児島県市町村統計・2013）、飼料費には間接労働費（自給牧草に係る労働費等）を計上。

副産物価額は便宜上、動力費等の費目から差し引いている。

3)業務委託費は賃借料及び料金等。「現行」、「導入」の業務委託費は育成センター委託費を含む。

焼酎粕混合TMRの利用

強化哺育技術の導入

牛温恵、細霧装置の導入

（生産費） （子牛販売高）

図９ 大規模繁殖農場における実証技術の導入効果

生産費

4.1% 減 3.8% 増

販売高

増頭効果

品質向上効果



 
 

こんな経営、こんな地域におすすめ：  
地域分業化による大規模肉用牛繁殖営農体系は子牛生産にかかる一連の役割を分担・連

携することで、低コスト、高品質子牛生産の実現を目指すものです。個別の経営体や一つ

の組織事業体（部門）ではなく、地域（市町村規模）全体として産地機能を維持しようと

する意欲があり、そのための条件整備（コントラクター組織、TMR センター運営組織の形

成と機械、施設の整備）が可能な地域に適しています。したがって、地域として推進する

ためには、畜産クラスター事業などの取り組みを背景に行政機関や JAなどが主導すること

が望ましいと考えられます。 

個別導入技術につきましては、飼料生産における導入技術は気候的に西南暖地平野部全

域で繁殖牛向けの飼料生産に適応できます。TMR センターにおける導入技術は全国の繁殖

経営向け TMRセンターで活用できます。 

繁殖経営向けの技術について、「モバイル牛温恵」の分娩監視にかかる夜間対応日数の

削減効果は飼養頭数が 40-50頭規模で最大となります。代謝プロファイルテストの実施に

要する費用は約 2000 円／頭であり、500 頭の牛群では 30 万円／年で実施可能です。強化

哺育技術は初期投資がほぼ不要なことから、小規模繁殖経営でも導入効果が得られます。 

技術導入にあたっての留意点： 
・エンバクの夏播き・年内収穫で安定多収を図り、ネコブセンチュウの増殖抑制効果を期

待する場合は、九州では９月中の播種が必要で、適切な品種を選定することが重要です。 

・焼酎粕濃縮液は原料、工場によって栄養価が異なりますので、事前の調査が必要です 

・ロールベール簡易水分計は平成 28年 6月より株式会社藤原製作所から販売が開始されま

した。 

・モバイル牛温恵は 229頭以上の飼養頭数では毎日出産があるため、ほぼ毎日監視が必要

で夜間対応日数自体は削減できませんが、監視業務時間では年間 730時間の削減効果が

期待できます。 

・モバイル牛温恵は NTTドコモより販売されており、農水省畜産・酪農生産力強化対策事 

業の導入助成対象機器です。 
・代謝プロファイルテストについては、分析機器類がない場合は血液分析を外部の検査専

門機関に依頼する必要があります。また、検査頭数、検査時期、血液サンプル採取法な

らびに検査結果の判定に当たってはマニュアル（http://www.nlbc.go.jp/tottori/mpt/

mpt-index.htm）を参考にしてください。 

研究担当機関名：農研機構九州沖縄農業研究センター、鹿児島県農業開発総合センター

畜産試験場、福岡県農林業総合試験場、長崎県農林技術開発センター、熊本県農業研究セ

ンター畜産研究所、大分県農林水産研究指導センター、宮崎県畜産試験場、広島県立総合

技術研究所畜産技術センター、株式会社藤原製作所、株式会社 NTTドコモ、独立行政法人
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