
酪農経営収益性向上のための効率的な後継牛確保について 

～シミュレーションによる繁殖計画の作成～ 

 

【はじめに】 

ここ数年、酪農家に立ち寄ると、搾乳牛の牛房が空いていたり、牛房が埋ま

っているように見えても育成牛や乾乳牛が繋がれていたりします。つまり、搾

乳牛頭数が少なくなっているということです。なぜ、搾乳牛頭数が少なくなっ

たのか、そして搾乳牛頭数の減少は酪農経営にどのような影響があるのか、ま

た、効率的な後継牛確保に向けた取り組みについて紹介します。 

  

【酪農経営の状況と安定経営の方向】 

 平成 19～20 年にかけての飼料価格の高騰やその後の高止まりにより、酪農

経営は厳しい状況となりました。 

このような収益性の悪化から、副産物として価格の高い F1 など肉用子牛の

生産を増加させるために、和牛精液の選択率が高まりました。また、乳牛の高

能力化や夏季の暑熱の影響による繁殖成績の低下が重なり、その結果、後継牛

の生産と確保が遅れ、搾乳牛舎が空く状況が増えてきました。 

一方、後継牛として初妊牛を産地から導入しようとしても、初妊牛価格は

年々高騰しているため、予算内で必要な頭数の確保が困難となっています。 

さまざまな理由が重なり後継牛が確保できず、搾乳牛の更新が遅れると、乳

量や乳質が低下し、より一層収益性を悪化させてしまいます。 

このような後継牛不足による搾乳牛頭数の減少から負のスパイラルに陥るこ

とで、酪農経営に深刻な影響を及ぼし、廃業のひとつの要因となっています。 

県畜産課が平成 26 年 8 月に県内酪農家を対象に実施したアンケート調査で

は、成牛頭数が牛床数の 70％程度であるという結果でした。 

 今後も酪農経営を継続していくには、必要な後継牛を確保し、安定した生乳

生産をすることが第一です。一方で「肉用子牛の市場価格が高値で推移してい

る」昨今、肉用子牛の生産頭数を増やすことで、副収入は増加し、収益性は良

くなると言えます。つまりバランスのとれた交配と子牛生産が求められると言

えます。 

 

【後継牛の効率的な確保】 

 後継牛の効率的な確保には、性選別精液の活用が有効です。しかし、酪農家

とお話をすると、通常精液に比べ「価格が高い」「受胎率が低い」などの理由

から積極的には利用していないという声が聞かれました。 

そこで、子牛生産に関する「シミュレーション」を作成し、経済性を考慮し



た後継牛確保について比較しました（図 1）。 

図１の「現状」は、未経産牛に和牛精液を授精し F1 を生産、経産牛に乳牛

通常精液を授精し後継牛を確保する方法です。「ケース①」は、未経産牛に乳

牛性選別精液を授精し、経産牛に和牛精液を授精する方法です。「ケース②」

は未経産牛に性選別精液の授精や和牛受精卵の移植を行い、経産牛に乳牛精

液、和牛精液を授精します。これらのパターンで収益性を比較すると、性選別

精液を活用する「ケース①」と「ケース②」では、精液代などの経費はやや多

くかかりますが、効率的に後継牛を確保できるので、肉用子牛の生産頭数を増

やすことができます。特に「ケース②」は受精卵移植による F1 より単価の高

い和牛子牛も得られるので、「ケース①」よりも子牛の売上げが多く、収益性

が良くなります。この「シミュレーション」では、飼養頭数や更新率、分娩間

隔、受胎率など各農家の規模や技術水準や子牛の市場価格など情勢の変化に合

わせてシミュレーションすることが出来ます。 

 

 

 

 

 

図 1 シミュレーションによる収益性の比較 

 

【Ａ牧場の事例（牛床数 40、自家育成中心、一部預託）】 

（１）改善前 

平成 20 年まで、Ａ牧場は、後継牛を多く確保するために、経産、未経産

ともにホルスタインの通常精液を授精していました。おかげでホルスタイン

の雌子牛が多く生まれ、必要な後継牛は確保され、余剰分は初妊牛として販
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売していました。しかし、育成経費がかかっているので、収益はそれほど多

くありませんでした。また、ホルスタインの雄子牛頭数も多く、F1 などに比

べ市場販売単価が安いため副収入は伸びませんでした。 

（２）改善後 

 これらの課題を改善するため、効率的な後継牛確保に性選別精液の活用を

始めました。性選別精液は平成 20 年ころから少しずつ利用していましたが、

平成 25 年秋から未経産牛に性選別精液、経産牛のほぼ全頭に和牛を授精す

るという大きな転換を行いました（表１）。必要な後継牛はしっかりと確保

した上で、単価の安いホルスタイン雄子牛は減り、F1 子牛の頭数を増やすこ

とができました（表２）。 

（３）改善効果 

改善の結果、搾乳牛房は常に空くことがなく、子牛売上げをアップさせる

ことができました。現在は、F1 よりさらに単価の高い、和牛子牛の生産にむ

け、和牛受精卵の移植にも積極的に取り組んでいます。また、乳牛の能力向

上を目指し、優良な系統の輸入受精卵の移植も検討するなど、次のステップ

に進んでいます。 

Ａ牧場では、「積極的な」後継牛の確保に取り組んでいましたので、牛房

が空くことはありませんでしたが、性選別精液を活用した効率的な後継牛の

確保により、収益性も大幅に改善しました。 

 

表１ Ａ牧場の取組み経過 

 
 

表２ Ａ牧場の生産子牛内訳と売上げ推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

～H20 経産、未経産ともホルス通常精液を中心に授精

H20 預託先で性選別精液の授精を始める

H22～23 自家育成牛に性選別精液の授精を始める

H25秋 未経産牛に性選別精液、経産牛のほぼ全頭に和牛を授精

H26夏～ F1生産頭数が増え始める

H24 H25 H26 H27

　①ホルス♀（後継牛） 11 10 11 6

（うち性選別精液産子） （1） （6） （10） （6）

　②ホルス♂ 10 10 2 1

　③F1♀ 3 6 7 7

　④F1♂ 4 5 15 17

　⑤和牛♂ 1 1

　⑥和牛♀

肉用子牛売上げ（千円）※ 2,310 3,160 4,930 5,290

※　②～④の頭数に神奈川県家畜市場（平成27年5月及び6月）の平均単価を用いて試算



【「かながわ酪農活性化対策事業」としての取組み】 

県では、平成 27 年度から「かながわ酪農活性化対策事業」の中で、酪農家

における後継牛確保対策として、繁殖計画の作成支援に取り組んでいます。 

牛房稼働率が低下しているモデル農家を対象に牛房稼働率が低下した経緯、

飼養頭数、繁殖状況などの現状を調査し、意見交換しながら、搾乳牛の増頭や

肉用子牛売り上げ増加などの目標を設定しました（図２）。 

 

 図２ 事業の流れ 

 

モデル農家の目標の達成に向け、当所と酪農家に加え、実際に人工授精や受

精卵移植を担当する獣医師、精液や受精卵を販売する県酪連と連携しながら、

後継牛を生産するための性選別精液や肉用子牛生産のための和牛精液や受精卵

移植の利用などの繁殖計画をプランニング（シミュレーションを活用し経済性

も加味した繁殖計画の作成）しました。 

現在、繁殖計画に基づき、担当獣医師が授精や移植を実施しています。当所

は月 1 回、授精（移植）状況を調査し、計画の進行管理を行うとともに、受胎

の状況などから、飼養管理の改善や計画の修正を関係機関と連携して行ってい

ます。 

その結果、今後の繁殖計画や子牛生産の方向性が明確になり、性選別精液や

和牛受精卵の積極的な活用につながっています。とくに、性選別精液の活用に

より、必要な頭数の後継牛が受胎した農家では、肉用子牛生産に安心して取り

組むことが可能となっています。 

モデル農家のひとつＢ牧場について紹介します。Ｂ牧場（牛床数 40）では、

以前は経産牛にホルスタインの通常精液を授精し、後継牛を確保していました。

しかし、平成 24～25 年頃、生まれたホルスタインは雄子牛が多く、後継牛が

確保できない時期が続きました。後継牛がいないため、経産牛の更新を遅らせ

搾乳していましたが、徐々に頭数が減り、牛床数 40 のところ、経産牛が 27 頭、

聞き取り調査 現状と今後の方向性

〔農家、畜技C〕 （交配、繁殖、子牛生産）
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〔農家、畜技C、獣医師、酪連〕 ホルス受精卵

和牛精液、和牛受精卵

プランによる交配 人工授精、移植の実施

〔農家、獣医師〕

子牛生産調査 子牛生産、出荷の状況

〔農家、畜技C〕 効果の把握



育成牛が 12 頭となりました。搾乳牛舎にも育成牛舎にも空き牛房が目立つよ

うになり、計画的更新が出来なくなったため、平成 26 年より性選別精液を積

極的に活用することとしました（表３）。性選別精液は受胎すれば、ほぼ雌子

牛が生まれることから、受胎した段階で、ある程度の安心感が得られるとのこ

とです。今年も性選別精液を授精した牛が順調に受胎しており、現在は F1 生

産にむけた和牛精液の授精中心に切り替えています。性選別精液による産子が

生まれ始めると育成牛も増え始め、現在 20 頭が後継牛として育成されていま

す（表４）。この育成牛が平成 29 年頃から分娩すると、再び搾乳牛舎が埋ま

り、さらに計画的更新が可能になることが期待されます。 

現在、Ｂ牧場では、副収入アップに向け和牛受精卵の移植にも取り組んでい

ます。Ｂ牧場の交配計画は（図３）のとおりです。「シミュレーション」によ

ると、交配計画の実行により、効率的に後継牛が確保され、搾乳牛頭数が増え

ることで、年間の子牛生産頭数も増え、子牛売上げも大きく増加するという試

算になっています（表５）。加えて生乳の売上げ増加も見込まれます。 

 

表３ Ｂ牧場の経緯 

 

 

表４ Ｂ牧場の子牛生産内訳と売上げの推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｈ25 ホルスは通常精液を中心に授精し、生まれる雄子牛割合が高かった

Ｈ26 後継牛が不足し、搾乳牛頭数が減少した

Ｈ26 ホルスの性選別精液を活用し始める

Ｈ27 性選別精液によるホルス雌子牛生まれ始める

Ｈ28 和牛受精卵の移植を始める

H25 H26 H27 H28(見込み)

　経産牛頭数 30 27 27 28
　育成牛頭数 14 12 18 20

（うち導入頭数） （4） （0） （2） （0）
　①ホルス♀（後継牛） 3 7 8 8

（うち性選別精液産子） （0） （0） （４） （8）
　②ホルス♂ 10 7 11 0
　③F1♀ 7 3 0 9
　④F1♂ 3 4 5 6
肉用子牛売上げ（千円）※ 2,930 2,070 1,980 3,210
※　②～④の頭数に神奈川県家畜市場（平成27年5月及び6月）の平均単価を用いて試算



 

 

 

 

 

 

 

 

図３ Ｂ牧場の交配割合と子牛頭数の計画 

 

表５ Ｂ牧場の計画実行による効果 

 

モデル農家５戸で設定した繁殖計画は中長期的な目標であるため、子牛相場

など情勢の変化に応じて計画を見直したり、分娩間隔の延長などから目標達成

が困難となったりした場合には、原因の究明と対策を検討し、繁殖性の向上に

ついて支援していきます。 

今後は、子牛の生産状況など繁殖計画の実行による効果を取りまとめ、皆様

へモデル事例として紹介していきます。 

 

【むすびに】 

酪農情勢は 10 年前から大きく転換しています。それに併せて、より良い飼

養管理や経営の方向を選択しなくてはなりません。 

ひとたび牛舎に空きが出来ると、性選別精液を積極的に活用しても搾乳牛舎

を埋めるには２～３年を要します。また牛舎の空く比率が高ければ高いほど、

年月もかかってしまいます。現在牛舎に空きがなくても、確実に必要な後継牛

を確保していくことが、酪農経営を安定化させるために重要であると言えるで

しょう。 

繁殖の方法を変えたいが悩んでいる方、「シミュレーション」することで、

方向性を見つける一助となるかも知れません。当所では、後継牛確保のための

繁殖方法の違いによる収益性の「シミュレーション」を行うとともに、将来の

経営の目標設定とその実行のための「繁殖計画」の作成支援も行っています。

興味のある方は、お気軽にご相談ください。 

（普及指導課 秋山清） 

現　状 計　画

経産牛頭数 27頭 40頭

子牛売上げ 256万円 608万円


