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　気候風土に恵まれたニュージーランドは世界でも珍しい年間を通して
放牧が可能な国である。自然な、コストの掛からない酪農を維持するた
めに、冬場の３か月程は乾乳をし、酪農家も牛もゆっくり体を休めるこ
とができる。人口470万人に対し、生乳生産量は2,000万ｔ。国内消費は
生産量の５％しかなく、95％を海外に輸出している。
　1980年代に政府の行財政改革で、酪農産業も政府の補助政策が全て廃
止された。当初は、海外の国内保護政策、輸出奨励政策のある競争相手
と輸出市場で厳しい闘いを強いられ、コスト削減、新しい海外マーケッ
トの開発等、苦労の連続であった。その時築いた海外の自前の販売網が、
直接買い手へ販売することを可能にし、長年の取引から得られた信頼関
係が、売り買いの関係からより強固なビジネスパートナーの関係に変え
ることができたといえる。そのほとんどの資産を受け継いで発足したの
が、大手乳業会社２社と乳製品輸出機構（ニュージーランドデーリーボー

ド）による３社の合併により2001年に設立されたフォンテラ社である。
フォンテラ社は酪農家が株を所有する酪農協同組合で、年間280万ｔ以
上の原料乳製品や小売商品を製造する世界最大手の乳業会社に成長した。
100か国以上の国・地域に輸出し、全世界の従業員数は約22,000名、売
上高は、約1.3兆円（2015年会計年度）で、ニュージーランドの生乳の約
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90％を加工処理している。
　日本との取引は、60年以上前からナチュラルチーズとカゼインの輸入
から始まり、歴史は長い。因みに、日本は、現在フォンテラ社にとって、
数量ベースで３番目、金額ベースで４番目に大きな輸出市場である。そ
の販売・マーケティングを担っているのがフォンテラジャパン株式会社
である。世界の乳製品貿易取引量は生乳換算で、世界の生乳生産量のわ
ずか９％しかない。そのため、世界の乳製品市場で僅かな需給のギャッ
プが発生しても、乳製品相場が大きく変動する。相場が下落すれば、い
まだに保護政策の残る国々との競争を強いられ、採算割れを起こすこと
もあり、相場に影響を受けない魅力ある小売商品の開発や信頼関係に基
づく長期供給契約を結ぶといった、一歩先を行く戦略が要求される。
　また個々の酪農家の経営意識は高く、牧草管理、牛群管理等農場経営
はもちろんの事、世界の乳製品相場等、将来乳価に影響を及ぼす要因に
ついても研究し、拡大のための新規投資や、守りの為の規模縮小のタイ
ミングの参考にしている。また国としても輸出を後押しする為に、中国
との FTA 締結や TPP の先導役を果たすなど自由貿易を推進している。
　放牧に恵まれた気候とは言え、絶えず世界市場の中で厳しい価格戦争
を強いられてきたニュージーランドの酪農産業は、牧草の価値を最大限
に高め、出来る限り補助飼料に頼らない放牧中心の低コストの農場経営
を確立した。
　それでは本題のニュージーランド・北海道酪農協力プロジェクトにつ
いて、プロジェクト発足の背景から現在までの進捗状況を説明する。

１．プロジェクト発足の背景

　ニュージーランドと日本は、農業分野、特に酪農分野において貿易、
投資を行ってきた長い歴史を有する。日本政府の「攻めの農林水産業」
政策のもと、強い農業への改革が実行されている状況で、ニュージーラ
ンド政府と産業界は日本と農業分野で新たな取組みを行う機会があると
考えた。
　北海道の酪農分野での協力プロジェクトは、2013年９月のニュージー
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ランドのグローサー貿易大臣が来日時に、シンクレア駐日大使とフォン
テラ幹部と共に北海道を視察し、既に長年にわたり放牧酪農における技
術交流があった北海道での協力プロジェクトの可能性について北海道酪
農関係者から話を受けたことがきっかけで構想が練られた。その後グロ
ーサー貿易相は同プロジェクト構想について林農林水産大臣をはじめ担
当閣僚へ紹介した。また、同年10月にはニュージーランドのデビット・
カーター国会議長が安倍総理、林大臣と面談した際にも本構想について
言及した。
　これを受けて、ニュージーランド政府の担当省庁であるニュージーラ
ンド外務貿易省およびニュージーランド第一次産業省は、ニュージーラ
ンド大使館を通して、フォンテラ社、デイリー・ニュージーランド（酪

農団体）と共に北海道における酪農協力の可能性を検討した。

２．事前調査

　デイリー・ニュージーランドとフォンテラ社は、2013年11月後半から
12月初旬の５日間、酪農の専門家２名のプロジェクトチームを北海道に
送り、事前調査を行うことを提案した。調査は酪農分野に限定し、現状
のアセスメントに重点を置き、北海道における課題と機会を明らかにす
るためである。調査の結果を、プロジェクトチームは協力プロジェクト
の範囲、資源、財源、時間、リスクと共に、プロジェクトの可能性、機
会についてアドバイスする。
事前調査で検討された内容
●ニュージーランドで行われている飼養方法、技術を採用するにあた

って、放牧地の大きさ、飼養規模、天候など現地の条件はニュージ
ーランドとどのように違うのか。

●北海道の酪農家には、ニュージーランドの放牧や飼養方法の知識、
技術の習得に対する十分な需要があるか。

●ニュージーランドの酪農の専門技術や知識を北海道の酪農家が応用
することで、生産性や収益を大幅に増加させることができるのか。

●北海道では、ニュージーランドの飼養方法を実践し、技術を導入し、
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デモンストレーションファームになってもらえる酪農家がいるのか。
●北海道の酪農家を支援するプロジェクトの実施にどのくらい時間と

費用がかかるのか。
●北海道庁、ホクレンを始め酪農関係団体の理解、協力が得られるの

か。

３．プロジェクトの目的

１）ニュージーランドが培った酪農産業における専門知識、ビジネスモ
デルを応用し、北海道における放牧酪農の潜在能力を引き出し、生
産性、経済性の向上に貢献する。

２）ニュージーランドの酪農、農業技術関連会社からの技術、知的財産、
サービスの提供を促進し、輸出を拡大する。

４．プロジェクトチーム

プロジェクトコンサルタント：Keith Betteridge、マッセー大学（ニュ

ージーランド）で農業科学修士号取得。AgResearch（NZ）にて42年以
上にわたり様々な研究開発（牧草地の再生、品質、管理、環境被害の軽減、

革新的な農業ツール等）に専念。
チームメンバー：ニュージーランド政府、フォンテラ社、ファームエイ
ジ株式会社（北海道）

５．プロジェクトの具体的
　　な活動

⑴　協力農家のデータ収集とモ
ニタリング（2014年12月～
2015年11月）

　協力してもらえる５戸の酪農
場を選出し、それぞれの農家の
物理的な土壌分析、放牧面積、
採草面積、牧草の発育等、及び 分析用牧草採取
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補助飼料の給餌量、生
乳生産量等経済的なデ
ータを収集・観察する。
この分析は１生産期に
渡って行われ、これに
は夏期の放牧期間から
冬季の舎飼い期間を含
む。
　2015年５月に北海道
中川町で開催されたグラスファーミングスクールで、調査結果の中間発
表会を開催し、さらに2015年７月31日札幌市にて、北海道庁、ホクレン
の協力と、農林水産省の後援を受け、中間報告会を開催した。

①中間報告会講演内容
　報告会では、ニュージーランド外務省・大使館公使のピーター・ケル
氏が開会挨拶を、日本草地畜産種子協会放牧アドバイザー須藤純一氏が

「放牧の経済的有効性」と題して講演、Keith Betteridge の報告後、ホ
クレン生産振興部
長吉田英雄氏の挨
拶で閉会した。

② プロジェクトの
報告内容

　全ての協力農家
で、調査期間中に
給与された2014年
産サイレージの品
質は、ニュージー
ランドの平均的な
サイレージのエネ

土壌の観察

2015年7月31日開催公開報告会で報告をする Keith Better-
idge 氏
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ル ギ ー 量（ 日 本 は TDN。

NZではME（代謝エネルギー）

の数値を使用）と比べて著
しく劣っていた。しかし、
春先から夏にかけての牧草
の品質はニュージーランド
とほぼ同じであった。つま
り、サイレージの収穫方法、
時期を改善すればより品質
の高いサイレージが収穫可
能であり、それにより補助
飼料を減らすことが可能と
なり、収益改善も図れる可
能性がある。

③公開報告会講演内容
　2016年６月３日札幌市内
北農ビルにて、北海道庁、
ホクレンの協力と農林水産
省の後援により、調査結果
と推奨される改善策の公開
報告会が開催された。調査
対象の５戸の調査結果と次のステップとして、推奨される農場運営の改
善案の実施について Keith Betteridge から説明された。報告会では、ニ
ュージーランド外務省・大使館公使のピーター・ケル氏が開会挨拶を、
ファームエイジ株式会社小谷栄二代表取締役社長が「北海道における放
牧の可能性」、フォンテラジャパン株式会社斎藤康博代表取締役社長が「北
海道の酪農家支援の背景」と題して講演。JA 浜中から酪農王国の放牧
への取組みについて報告があった。報告会はホクレン清澤自給飼料課長
の閉会の挨拶で終了した。
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④ Keith Betteridge
の報告内容要旨

　調査結果から夏場の牧
草の品質はニュージーラ
ンドの平均的な牧草と比
べて大きな差はなかった
が、サイレージの品質は
大きく劣ったことが明ら
かになった。この結果に
よりいくつかの改善点が提案された。
１）サイレージ作りは、年２回が一般的で質より量を重んじているが、

短草刈りで３～４回に増やし、栄養価の高いサイレージを生産する。
２）より適切な夏期の牧草管理。牧草を無駄にしないためには放牧頭数

を増やすか、面積を縮小して放牧圧を掛け、絶えず牧草を良い状態
に保つ。

３）放牧地であっても、余った牧草はサイレージにするか、余分な牧草
を刈り取り一定の長さに調整する。

４）放牧中は補助飼料を与え過ぎない。

⑵　協力農家による改善策の実施とその効果の検証（2016年６月～
2018年５月）

　調査結果から、収益性を高める見込みが大いにある事が明らかになり、
プロジェクトをさらに２年間継続することが決定した。ニュージーラン
ド政府、フォンテラ社、ファームエイジ株式会社からの資金提供を受け、
引き続き北海道庁とホクレンの協力のもと改善策の実施、検証を行う事
になった。
　2016年春から実施された改善策の実施状況とその効果について各農家
から聞き取りを行い、その内容について、中間報告として報道関係者、
酪農関係者に文書で発表した（2016年11月４日）。

札幌報告会斎藤社長スピーチ
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①発表内容要旨
　主なテーマは、直接的には放牧によって、間接的には牧草サイレージ
の品質を高めることによって、牧草地の利用効率を上げる。酪農家の中
には、牛群の増頭、乾乳牛や未経産牛の放牧を始めた農家もあった。し
かし、こうした取組みだけでは夏の牧草の成長を常に管理する事はでき
ないため、30㎝以上に伸びた牧草を６～９㎝の長さにまで刈り取り、牛
が好まない穂や長くて枯れかけた草を取り除いている農家も見られた。
早い時点で牧草の成長を遅らせようと、５月ではなく４月に放牧を開始
した農家もあった。ほとんど全ての農家で、牛の健康状態が良くなった
ことを認めている。また、牧草給餌の予算の組み方について学ぶことの
重要性も明らかになった。一日に得られる牧草量を把握できれば、牛の
一日の要求量を満たすために必要な補助飼料の量を割り出すことができ
る。実際プロジェクトの協力農家は、補助飼料（濃厚飼料、混合飼料お

よびサイレージ）の費用をこの夏大幅に節約することができた。最初の
半年でこのような顕著な結果が現れ、今後の結果が大いに期待される。

②これからの活動内容
　５戸の協力農家に引き続き改善策を実施してもらう。2016年一年間集
めた物理的、経済的、財務的データを分析し、改善出来た点、出来なか
った点を明らかにし、分析結果を次年度の課題とともに個々の農家に報
告。全体の分析結果については、2017年５月のグラスファーミングスク
ール及び公開報告会（札幌で開催予定）で発表する。その結果を踏まえ、
更に2017年も改善策を実施してもらい、データ取りも継続していく。
2017年の分析結果と２年間の結果を合わせ、最終的に新たに取り組んだ
放牧技術がそれぞれの酪農家経営をどれだけ改善出来たかを検証。具体
的に、収益の向上、飼料費の削減、労働時間の短縮等の改善に効果があ
ったのか。2018年のグラスファーミングスクール及び公開報告会（場所

未定）で発表する。
　５戸の協力農家の改善策の実施・実証の他に、協力農家の地域毎に近
隣の放牧農家、放牧に興味のある農家を集め、定期的に会合を開き、協
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力農家の取組み、改善点を共有してもらい、近隣農家が抱える問題点を
自由に話すことができる機会を作っていきたい。
　ニュージーランドでは、Discussion Group と言い、収益改善の成功例
や失敗例等を共有し、自分の農場経営の改善につなげる仕組みがある。
北海道でも既に放牧研究会といった情報交換を行っているグループの存
在する地域もあるので、そのような地域では更に会を発展させて、放牧
技術のみならず、農場経営についてもオープンに話し合えるような場に
なれば良いと考えている。

６．おわりに

　フォンテラジャパン株式会社は、健全な牛乳・乳製品市場を維持する
ためには国内の新鮮な高品質の生乳が必要であり、国内の重要を満たせ
ない不足分を海外から輸入して補うのがベストと考えている。高齢化社
会を迎えている日本で、今後、牛乳・乳製品の需要が増えるのか疑問視
する声もあるが、高齢者が健康で長生きするためには、カルシウム、た
んぱく質を更に摂取する必要があるとも言われている。現に牛乳中に含
まれる蛋白成分を精製し乾燥した商品の需要は日本でも増えており、運
動選手に親しまれているプロテインパウダーを始め、栄養食品、高蛋白
ヨーグルト、サプリメント等に原料として使用されている。
　我々は、北海道においても輸入飼料に頼らない、牧草主体の放牧酪農
が持続可能であると信じている。このプロジェクトが、北海道の生乳生
産量の維持・拡大に繋がり、若い人たちが職業として選択したくなるよ
うな魅力ある酪農形態になり、地域の活性化に繋がればと考えている。
日本の酪農産業は様々な課題を抱え、大きな転換期を迎えている。この
プロジェクトが推進する放牧技術が酪農産業の抱えている課題を少しで
も解決できるよう今後もプロジェクトを支援していきたい。


