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稲作農家と畜産農家の連携を深めて飼料自給率に革命を 
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  日本ではかねてより、低い食料自給率が大きな食料問題のひとつであるとして、その解決が試みられてい 

る。その中でも家畜のエサとなる飼料はそのほとんどを輸入に頼っているため、自給率が特に低い。しか 

し、日本の風土では一般的な飼料穀物が育ちにくいなどの難点がある。そこで私たちは“飼料用米”に注 

目した。旧来使われてきた飼料と同等の栄養価を持つ飼料用米を普及させるために、耕畜連携というシス 

テムの利用と、ローリングストックという備蓄法の応用による新たな農業形態を提案し、食料自給率に革 

命を起こしたい。 

 

キーワード 食料自給率、飼料用米、耕畜連携、ローリングストック 

 

Ⅰ 問題の所在と背景 

 現在、日本のカロリーベースでの食料自給率（こ

の先、特に断りがない限りは食料自給率とはカロ

リーベースでの食料自給率のことを指すものとす

る）は農林水産省の統計（H30 年度）で 37%と他の

先進国であるアメリカ合衆国の 130%（H25 年度）、

フランスの 127%（H25 年度）に比べると明らかに

低く、このことは度々問題視される（図１）。農林

水産省の 2025年度に向けた目標値も 45％となっ

ている。 

 

図１ 各国の食料自給率 

 

 食料自給率が低い原因の一つが、家畜のエサ、

つまり、飼料にある。例えば国産の牛肉や豚肉等

でも外国産の飼料を与えられて育てられた場合、

食料自給率は低くなってしまう。実際、日本の飼

料自給率は 2016 年度時点で牧草等の粗飼料は国

産が 78％となっているが、穀類等の濃厚飼料では

国産が 14％と粗飼料に比べて低い数値となって

いる。2025年度に向けた農林水産省の目標も粗飼

料が 100％の完全自給を目指しているが、濃厚飼

料は 20％と低い目標である。ところが、肉牛や豚

に与える飼料全体でみると、粗飼料より濃厚飼料

が占める割合が大きい（図２）。しかし、品質の良

いよりおいしい肉を生産するためには濃厚飼料の

存在は欠かせない。そのため、濃厚飼料の自給率

の低さは食料自給率の低さにも大きく関係する問

題であると言える。 

また、食料の多くを海外からの輸入に頼ること

のデメリットも複数上げられる。まずは、輸出国

側に何かしらの問題が発生した場合や外交的な困

難が発生した場合、輸入出来る量が少なくなった

り、輸入がストップしたりすることが考えられる。

そうした場合、国内での飼料の供給、備蓄が少な

いと家畜を養うことが出来ない。これは、畜産農

家にとどまらず私たちの日常生活に大きな影響を

与えかねない問題なのは言うまでもない。また、

輸入品の価格は為替の変動に影響されるために畜

産農家もエサにかけるコストを安定させることが

出来ない。畜産にかかるコストで大きな割合を占

めるエサ代が不安定だと、製品として出荷した時

の価格にも大きく影響する。さらに、輸入の際に

はその輸送費もかかってしまう。 

 日本の飼料自給率が低い背景に、アメリカ合衆

国等の大規模農園での大量生産ができる輸出国と
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比べて、日本は国土面積が小さく大量生産は難し

いことや、国産飼料の多くは米であるが現在は食

用米、とりわけコシヒカリやあきたこまち等のブ

ランド米を生産する水田の方が多いことが挙げら

れる。飼料用米をつくる際、食用米との混合を防

ぐため、使用機械や保管場所などに厳重な区別が

求められる。また、日本は自然災害が多く地震や

噴火、近年は異常気象による大雨などでしばしば

大きな被害がでている。私たちは、災害に備えた

家畜の飼料の問題についても食料問題であるとと

らえて研究を進めた。

 

図２ 配合・混合飼料の原料使用量（H23） 

 

Ⅱ 研究仮設 

１ 飼料用米の利便性 

 前述のように、日本の主な飼料作物は飼料用米

である。気候の特性や平野が少ないことなどから

多収品種の生産が見込まれにくいが、一般家庭で

口にする食用米とは異なり多収や低コストでの生

産が可能な飼料用米は、オーソドックスな飼料で

あるとうもろこしと同等の栄養価を持つ。また、

一度稲作が途絶え枯れてしまった水田は、もとの

ような水田に戻るために多大な時間も要するため、

飼料用米を生産することで耕作放棄地となる水田

を保護し、日本独自の環境を保つ役割も果たす。

以上から日本政府は飼料用米の生産を推進してお

り、作付け面積当たりの交付金や、その収量に応

じて補助金を支給すると定めている（表１）。この

交付金や低コストでの生産が可能な点で、稲作農

家は収入を得ながら比較的安価で飼料用米を畜産

農家へ提供できるのである。 

 

 

 

表１ 水田活用の直接支払交付金

 

 

２ 飼料用米の活用と耕畜連携 

そこで私たちは飼料用米の活用性に活路を見出

し、飼料自給率の問題への対策として耕畜連携と

いう農業形態に着目した。これは近隣の稲作農家

と畜産農家が連携して互いに協力して農業を行う

ことを意味する。たとえば、畜産農家から稲作農

家へ堆肥を提供し、稲作農家からは飼料を安価で

提供することなどを指す。これは稲作農家の米へ

一定の需要を生みながら、畜産農家は安定した価

格かつ安心できる品質の飼料を使うことができ、

能率的な農業形態である。また、地元の米を食べ

て育った、という付加価値がつき、畜産物のブラ

ンド化が可能になったという例もある。商品の質

についても同様で、知多農林水産事務所農業改良

普及課では、肉牛に飼料用米を与えて育てたとこ

ろ、特に和牛においては肉質等級４～５の上位割

合が増加する傾向がみられ、一般的な肉牛や乳用

肥育牛に対し飼料用米投与肉牛は筋間脂肪のオレ

イン酸比率１）が高いとの調査結果がある（表２）。 

 

表２ 飼料米を投与した肉牛の脂肪酸編成 

 

 

耕畜連携には上記のような多くのメリットがあ

るが、それらはうまく活かされていない。それに

は二つの原因が考えられる。 

 稲作農家と畜産農家を仲介するものが多い耕畜

連携は近くにいる稲作農家と畜産農家を結びつけ

る農業形態であるが、そのネットワークを構築し

たり、生産物を輸送したりするために様々な仲介

機関を必要とする。耕畜連携において稲作農家と
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畜産農家との意見交換は大切であるが、多くの機

関を仲介することによって両者の間に距離が生ま

れ、意見交換が困難になってしまう。さらに、耕

畜連携というシステムは稲作農家と畜産農家とを

結びつけることによって多くのメリットを生むが、

双方が密接なコミュニティを築くがゆえに自然災

害などが起こった際、どちらか一方が被害を受け

ると釣り合いは保たれなくなり、どちらにも大き

な損害が生じる。 

 これら二つの課題を解決し得るヒントを得るた

めに私たちは県庁へ行き飼料用米や耕畜連携のこ

とについて伺った。 

 

Ⅲ 調査結果 

１ フィールドワーク 

 秋田県庁にて行ったフィールドワークでは、主

に県の飼料用米の現状についての聞き取り調査を

行った。耕畜連携を考えるに先立ち、飼料用米の

収量と価格について知る必要があり、その説明を

していただくことになった。 

 前述のとおり私たちは、飼料用米を生産する農

家には政策支援の交付金が支給されており、それ

が大きな収入源となっていることに注目していた。

確かに、交付金が稲作農家の所得となることによ

って飼料用米の価格が下がり、畜産農家が飼料に

かけるコストが軽減しやすくなるというメリット

がある。畜産における支出で最も多くを占める飼

料費が安価となるため、交付金は稲作農家だけで

なく畜産農家にも必要な要素であることがわかっ

た。しかし、農家が食用米を生産するか飼料用米

を生産するかは、国の推進よりも年ごとの売り上

げや米価の変動を考慮してその都度決定される傾

向が強いという面もある。飼料用米は食用米に比

べて単価が安いため、多収量品種を用いて収量の

増加を図ることで、生産費との均衡を保っている。

すなわち、交付金制度が存在する現時点では、交

付金を利用しつつも生産量自体を増加させること

で価格がある程度一定に保たれていると言うこと

ができる。 

 次に、耕畜連携のシステムについてであるが、

飼料用米に限らず一方的に家畜に飼料を与えるの

みではルーメンアシドーシス２）などの健康障害が

生じることもあり、その対応や飼料用米の付与量

も異なるため、飼料のすべてを国産品へ転換する

のは容易ではない。しかし、飼料が純国産である

家畜は付加価値が付き、ブランド化して販売する

ことがきるほか、飼料用米生産の際に利用可能な

農薬や散布回数などを稲作農家に密に伝達するこ

とも可能となり、耕畜連携の特性が大いに活かさ

れる。そのために、稲作農家は純国産の飼料用米

を畜産農家のニーズに合わせて生産する工夫を、

畜産農家は純国産の飼料用米を用いても経営が成

り立つ状態にする工夫をすることが必要である。

しかしこの二者の努力のみでは利益が生まれない

ため、収入源となる消費者が国産の家畜を購入す

るといった販路の存在も重要になってくる。耕畜

連携は稲作農家と畜産農家の両者の工夫と、消費

者理解の促進が大きなカギとなる。 

 また、飼料の運送に関しても課題がある。秋田

県内の飼料用米について話を伺ったところ稲作農

家から JA を通して飼料メーカーへの輸送を経て

畜産農家に送られるという形を取っていることが

多く、稲作農家から畜産農家へ直接飼料用米が輸

送されるケースは非常に少ない。飼料メーカーの

半分は秋田県内、半分は秋田県外に位置しており、

その分の輸送コストも価格に影響を与えている。 

 

２ 新しい視点の取入れ 

私たちは耕畜連携のシステムの課題となってい

る稲作農家から畜産農家への飼料用米の輸送を改

善するために、「ローリングストック法」を応用す

ることを考えた。ローリングストックとは、一般

家庭に向けて推奨されている災害対策備蓄方法の

ひとつである。家庭に必要な量の非常食や水等を

備蓄しておき、日常的に食事で消費して不足した

分を買い足すという仕組みである。このように備

蓄、消費、補充を繰り返すことで、非常食の消費

期限が過ぎてしまうことを防ぎ、常に新鮮な備蓄

品がある状態を保ちながらも食料廃棄を防ぐこと

ができる。この方法を、稲作農家と畜産農家の距

離を埋める仲介媒体として応用できないかと考え

た。 
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３ 革命の兆し 

図３ ローリングストックの利点を用いた、 

耕畜連携を円滑化するシステム 

① 備蓄：各地域にある災害備蓄用貯蔵庫などに    

   稲作農家が飼料用米を提供する。 

② 消費：近隣の畜産農家が貯蔵庫にある飼料用 

   米を使用する。 

③ 補充：畜産農家が消費した分の飼料用米を稲 

   作農家が再び提供する。 

 

 この三つの段階を踏まえた仲介媒体を作ること

で、飼料用米の消費状況について稲作農家と畜産

農家がコミュニケーションをとる機会が生まれ、

連携を円滑にすることができる。また各地域にあ

る貯蔵庫を使用することによって輸送距離が短縮

されることが見込まれる。この短縮が輸送コスト

の削減につながり、稲作農家も畜産農家も純国産

飼料用米を扱いやすくなると考える。さらに、自

然災害が発生し生産過程の作物が被害を受けた場

合にも、地域の倉庫の飼料を用いて、支援物資が

届くまでの間も家畜に飼料を与えることができる

可能性がある。稲作農家は使用された量の利益が

生じるため、被害からの立て直しも円滑に行える

可能性があり、耕畜連携が災害に弱いという点も

克服できると考えた。 

 

Ⅳ 仮説の検証 

 2019 年５月 30 日に行われたグローカルミーテ

ィングにて、秋田市役所農業農村振興課の職員の

方々に、これまでの研究内容についてアドバイス

を頂き実現性についての検討を行った。まず、県

庁でも話題に上がった「稲作農家、畜産農家、消

費者の三者が得をする仕組み」という前提のもと

で、耕畜連携システムについての検討を行った。

飼料用米の需要があれば、前述の品質向上やブラ

ンド化で飼料用米の価格のみならず畜産物の価格

も上がるため、純国産飼料で育ったという付加価

値を正しく認識してもらう消費者理解の重要性が

指摘できる。その観点を取り入れたシステムに改

良することができれば、両農家にとってさらに運

営のしやすい農業形態にすることが可能となる。 

 また、ローリングストックを行う貯蔵庫が稲作

農家と畜産農家の仲介的機能を果たす点について

であるが、現在稲作農家と畜産農家の仲介となる

組織は秋田市役所のような地方の自治体が担って

おり、農家間の直接的な関わりは極めて薄い。私

たちが提案した農業体制が普及するには、それが

現状の自治体や共同組合によるシステムよりも大

きなメリットを持つものでなければならないとい

うことである。そして、自治体や組合の仲介から

農家間の密接したコミュニティへの移行が円滑に

進むような確立したネットワークもまた必要であ

るといえる。 

 しかし、農家間の直接的なコミュニケーション

についてのメリットは十分にあり、市役所などで

行われる耕畜連携の仕組みの一端としての実現性

は高い、とのご意見をいただいた。 

 

Ⅴ 結論 

 以上より、日本の今後の農業において、飼料自

給率の改善法のひとつとして、稲作農家と畜産農

家間のより密接した耕畜連携の必要性と、ローリ

ングストックによる穀物の保管方法の実用性を提

示する。 

 現時点で耕畜連携の基盤は自治体や組合によっ

て築かれているが、そのような仲介機関を挟むの

みである場合、農家同士の直接的な連携が希薄と

なり、互いの要望や希望、実態や状況が円滑に伝

わりにくい。生産品のロスを生んだり、需要と供

給のバランスが歪になったりとデメリットが生じ

る。これを解決するために農家間の直接的な連携

や接触が求められる。畜産農家がどのような飼料

を欲しているのか、稲作農家の最も適した生産量

はどれほどであるのかなどの様々な情報を共有す

る、あるいは実際に赴いて状態を観察することで、

最低限の損害で最大限の利益を生み出し、且つ双
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方の均衡を崩さない農業体制を実現することも不

可能ではなくなるのである。 

 同時に、ローリングストックの備蓄効率性に習

い、農家間の飼料用米の流通に貯蔵庫という共通

地点を挟むことで、輸送にかかるコストを削減で

き、飼料用米を導入するうえで危惧されていた食

用米との混同も防ぐことができる。また、ローリ

ングストックの本来の利点である災害時における

強みも発揮される。より安価な飼料用米を高い信

頼や安全性と共に提供することができれば、飼料

用米は普及すると考えられる。 

まだ改善は必要であるが、耕畜連携とローリン

グストックによって、日本の農業に飼料用米が進

出し、代表的な国産飼料としてその根底に定着し、

やがて飼料自給率に革命が起こるのではないだろ

うか。今後運用される耕畜連携などの動きや影響

を注意深く観察し、耕畜連携とローリングストッ

クの可能性について、運用法の向上を追求してい

きたい。 
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注釈 

１）オレイン酸比率……シス型のシスモノエン脂

肪酸が肉牛の筋間脂肪に含まれている比率。上質

な和牛ほど多く含まれている。 

２）ルーメンアシドーシス……主に牛などの家畜

が濃厚飼料の急激な摂取により第一胃内の pH が

低下した状態。不安症状や下痢などの健康障害を

きたすことがある。 
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