
２０１９年 8 月 7 日 

帯広支店 永井 

アメリカ出張報告書 

 

7 月 21 日～29 日の期間において、アメリカへ出張しましたので報告致します。 

 

① アルファルファ・チモシー検品（22 日、23 日）エレンズバーグ 

② 牧場視察（25 日、26 日）マディソン郊外 

③ WK 様より情報提供 

④ 結びに 

 

① 7 月 22 日 S 社訪問及びアルファルファ 1 番検品（約 15 スタック） 

アテンド K 社 Y 様 

お客様 BM 社 S 副場長 M 様 

同行者 本社 明石課長 豊富支店 穴田主任 北見支店 雨宮担当 帯広支店 永井  

〇S 社の歴史(M 社長) 

1982 年 創業 

1984 年 K 社と取引開始(ヘイキューブのみ) 

1997 年 ダブルプレス品 コンパクト品を始め、やがて 3 タイ ビックベールの輸出を開始

する。ビックベールの先駆者的立ち位置。 

同社は、ワシントン州に 2 つ、カルフォルニア州に１つ工場を持つ。業界の売り上げとし

ては、業界 No.1 のアンダーソン社に次ぐ、大手のサプライヤーとなる。 

 近年では、中国向け(見た目、色重視、安ければ ok)にも商売をしている。日本需要の 3

倍の需要を持っているが、国柄、取引する上で信用できないでいることから、日本のお客

様が一番と言っていた。しかし、工場内のビッグベールの行先は、ほとんど中国向けだっ

た。中国側の需要も変化しつつあり、日本が求めているような、タンパク、NDF、葉つき、

RFV も見るようになっているとのこと。 

 



〇2019 年産品質、市況について 

アメリカ南部の刈取が先行しているが、2 円から 3 円アップであった。今回、検品した北

部品についても同様値上がりしている。6 月上旬から 20 日頃にかけて刈取した 1 番は、

プレミアム品（cp20.RFV150 以上)が、全体の 5%しかなく、そのほとんどが、アメリカ

国内への販売であった。また茎が固い印象としては、冬が長く寒かったことで、温かい

期間が短かったために、アルファルファが急な成長をしたためとのこと。 

2 番に関しては、朝露が多かったことで、収穫が遅れるとともに、色抜けや見ためが良く

なく、葉つきもトンベール時点で粉っぽい。 

その後のグリッドを通しビッグベールになることから、実際の商品は、茎が目立つだろ

う。得意先へのご説明及びオーダー時のリクエストが大切となることを学んだ。 

 

左写真 朝露が多く、朝、日光があたり、色味が落ちている。（アルファ 2番草） 

右写真 左写真のような原料をプレスすると色見が悪くなりやすい 

 

〇検品 

アルファ 1 番草 約 15 スタックを検品。BM 社の品質等の事前オーダーに基づいて、S

社が選定。S 副場長は、複数回に渡り、検品に来られており、分析を元に拘りを持って選定

されていた。CP20 以上や RFV150 以上、NDF36 以下、リグニンはもちろんのこと、自身

で茎を味わい、硝酸態窒素の確認もされていた。700 を超えると喰いが著しく落ちるため、

注意しているとのこと。プレミアム品が市場に少ない中で、選りすぐりの良品をスタック

指定で購入されていた。お話を伺うと、フリーストール飼養で乳量 38 キロと高泌乳牛群で

あり、多いときでは、アルファ一頭あたり 4 キロ給与とアルファの質に気をつけられる理

由がよくわかりました。 

 しかしながら、15 スタックの中でプレミアム品と S 社より紹介を受けたが、分析や葉つ

き等実際のものを見ないと、良し悪しが判断できないため、お客様と十分な打ち合わせの



上、スタック指定にて購入していただくことをご提案し、弊社並びにサプライヤーに厳選

させることで品質の良いものを購入いただける。 

 

 

写真は、お客様が選ばれたルーサン 1 番草 

 

7 月 23 日 チモシー検品 

 4 スタックほどしか検品できなかったが、どれも草質は柔らかく、穂をみても刈取は早そ

う。事前情報としてチモシーの刈取時期は、天候が順調で、雨あたり品の発生が少ないと

聞いていたが、確かに今年は、質、値段共に期待できそう。おおよその値段を調べ、得意

先へ打診しておくことで、条件の良いものがでてきたら、即確保し、販売に繋げたい。 

 

 

 

② 7 月 25 日 アテンド WK 様  V・P 社 B 氏に同行いただき、3 牧場の視察を行った。

（丹波屋は、穴田主任、雨宮担当、永井）時間の関係上、VITA PLUS 社へは訪問で

きませんでした。 

 簡単にバイタプラスの概要を紹介すると、470 名ほどの企業で、飼料営業が約８０人、

その他、経営コンサルタント 3 名や、トラック運転手、飼料製造をされている会社で、

売上は、年間 500 億円、酪農が 70%、豚 20%、その他肉牛や、サイレージ添加剤 10%

の売上構成となっている。 

1 日目は、弊社と同じような飼料営業をしていて、歴 33 年目になる B 氏に、普段の営

業を見せていただくと同時に、牧場の紹介や最近の添加剤トレンドなどをお聞きした。 

 



1、M・Wファーム 搾乳牛 1600 頭。フリーストール。 

 

当牧場では、気になったところをこちらから質問させて頂いた。 

パッとみた感じでは、過密気味と思い、尋ねたところ、115%とのこと。しかし、分娩後

100 日頃と乾乳前期に削蹄を実施、エサ押しを一日 5 回から 6 回実施、エサ場の前に牛

体を冷やす様にミストではなく、シャワーのようなものを 15分毎に暑熱対策として実施。

また、トンネル換気を用いており、牛の快適性の向上を目指しているので、過密なのは、

理解しているが、問題無しと判断しているとのこと。体細胞数等も問題なし。 

 飼料について、デントコーン S、ルーサン S、バイタプラス社設計による混合飼料、コ

ーングルテンペレット（炭酸飲料の副産物）脂肪酸、ビタミン等。 

乾乳については、分娩兆候前には、群から分娩房に移動させ、極力、他の牛が見えない

ように仕切り板を活用すること、30 センチほどの砂を引き、クッション性を重視してい

る。生まれてきた子牛に砂がついてしまい、洗わなければならないが、、、 

 また、乾乳後期にゼオライトを給与しており、カルシウムの吸着能力を利用し、低 Ca

飼料とすることで、分娩後の低カルへの対策を最近始めたとのこと。給与してからの調

子が非常に良く効果を実感されているとのこと。 

写真添付（商品名・X-ZELIT） 

                                                    

 

 

 

 

 



 

２、S・Sファーム 搾乳牛 500 頭 フリーストール 

当牧場では、サンドセパレーターを見せていただいた。（北海道の冬では、水が凍るので

導入は厳しい印象） 

砂（敷料、糞含む）と尿の分離を行い、再度、敷料として尿と分離した砂を使用するとい

った機械である。再利用できる砂の量は 9 割であるが、乾燥するのに外に出して日光に充

てて水分を落とすため、天気次第である。 

 また、主人に営業に求める要素は何かをお伺いした。 

聞いたことに対して、その場で答えてくれるのがベストだが、後からでも調べてしっかり

報告してくれることを重視しているとのこと。また、訪問する前に電話でも一本いれてく

れると、時間を作り、話を聞く体制になる。とおっしゃっていた。 

 

３、F ファーム 搾乳牛 650 頭 フリーストール 

 当牧場では、フレッシュ牛群を観察。カウコンフォート（綺麗で、乾いていて、快適）

を目指している。ベットには、砂を利用し、1 か月に 2 回交換、毎日 1 回ベットメイキング

（砂をならす）している。しかしながら、当牧場も 120％過密であった。アメリカでは、ベ

ットに対して過密でも問題ないと思っている牧場が多く、今までの常識（ベット数＝牛の

頭数）があっているのか考えさせられた。体細胞８万、乳量 35 ㎏、分娩間隔 390 日と成績

もよい。 

 

 

（写真はフレッシュ牛群。当日は、37 度と熱く、飼槽の上から水が出るので、寝ている牛

は少ない。ベットに前足をかけているのは、肺が広がり呼吸をしやすくするため） 

 



 

7 月 26 日 アテンド WK 様 

VES のトンネル換気システムを視察するべく、２つの牧場を訪問。 

１、S-P ファーム DAIRY  

昨年、子牛牛舎を建設。トンネル換気システムを VES 社主導で導入。 

 

 

左写真は、子牛牛舎外観 

右写真は、牛舎内の空気を外に出す換気扇 

 

換気システムの良さについては、当牧場にはご主人が不在であったため、2 つ目に視察した

牧場にて記載する。 

夏場は、90 秒に 1 回空気が入れ替わるように、入気と出気のバランスがイコールになるよ

うに計算している。 

冬場は、外がマイナス 20 度でも牛舎内は０～５度になるように牛舎容積÷20 分/回に設定

し、換気している。 

子牛のがんべや、肺炎等は、換気不十分から罹る可能性が多いにあり、子牛牛舎での換気

システム導入となると費用はかかるが、のちの活躍を思うと、今後日本でも導入する牧場

が増えても不思議ではないと思った。 

 

２、E Farms 1350 頭搾乳 フリーストール 

当牧場では、育成牛舎と子牛牛舎を視察。社長及び獣医師のかたも同席いただき、換気

システムやこちらの質問に答えていただいた。 

4 年前、育成牛までは、預託していたが、搾乳成績のさらなる向上を目指し、自家育成に踏



み切った。11 か月～12 か月の間、MGA というホルモン抑制剤を TMR 内に混ぜ発情を抑

え、12 か月～13 か月で MGA の給与を止めると次第に発情がくるようになるとのこと。1

度目の授精での受胎率は 68％と高く、初産分娩月齢も 22.5ヶ月～23か月と安定している。 

また、光周期を採用し、16 時間明るくし、8 時間暗くすることで、乾物摂取量が大幅 UP

したとのこと。暗くすることでメラトニンの分泌 UP→よく食べるといった生理現象とのこ

と。併せて、規則的に朝日（光）を浴びることが重要とのこと。 

最近、データも出ているが、育成牛のフレームづくりが、後の搾乳成績に大きな影響があ

ることが知られるようになったが、当牧場は、子牛の頃から牛体が大きく、月齢を読み違

えるほどであった。（当牧場は、自家育成を初めて 8％乳量増） 

子牛牛舎視察、群ストレス解消への工夫と換気システムによるストレス軽減が目に留ま

った。群編成については、3 か月～5 か月は 12 頭牛群。5 か月～6 か月で 24 頭に編成。ス

ペースに余裕を持たせることで、よく動き、よく食べるをモットーとしている。トンネル

換気によるメリットは、敷料が良く乾くこと、アンモニア臭を外に出せること、インバー

ターの調整により、温度・湿度に応じて、快適な気温にできることである。人の鼻の高さ

（150-170 センチの高さ）の匂いを嗅いでも意味はなく、牛の鼻の高さ（50-100 センチ）

の匂いを注意するべきと教えていただいた。最新のサイクロンは、1 基毎に温度センサーが

ついており、4 基の平均で温度を割出している。4 基中 1 基には、湿度感知器もつく仕様で 

旧来よりも正確な数字が分かるようになったとのこと。 

 

 

 

 

 



 

③ WK 氏からの情報提供。 

事務所は、ニューヨークに構えており、日本からのアメリカ視察のアテンドが多かっ

たが、日本のロボット搾乳機の導入が盛んになったことから、最近では、カナダ ケベ

ック州へ繋ぎ用ロボットの視察のアテンドや、フィンランドへロボット搾乳の牛舎構造

を学ぶためのアテンドをすることが多くなったとのこと。ロボット搾乳を学びたければ、

ヨーロッパへ、が主流になってきている模様。特にフィンランドでは、４D B といっ

た 4 人で経営している会社があり、建築家・獣医師が在籍し、日本のスタンダードなロ

ボット牛舎とは違った構造を発案、建築しているとのこと。 

 

④ 結びに 

まず、アメリカという大きな国で、大きなステーキや多くのポテトを目の前にし、小

食である私は、毎日の食生活が大変でした。同様、アメリカ酪農は、搾った牛乳の販売

先を探すことから始まる、その乳価も満足するものではない、子牛の価格も低価であり、

移民政策による従業員数の減少と情勢は、あまり良くないように感じました。しかしな

がら、アメリカらしい大きな牛、発展した血統改良、安価な飼料を駆使し、大雑把な酪

農という印象が、実際に見たことによって繊細で緻密な酪農であることに変化しました。

変化といえば、アルファルファの印象も変わりました。日本に届くころには、ビックベ

ール等になっている牧草も道産ロール同様、農作物であり、気候に大きく影響され、毎

年品質が変わること。その変わる条件を今回の研修で学べたことは、今後、お客様への

説明・提案の仕方に変化をもたらすことと思います。最後に、多くの情報を聞くことも

大切ですが、見て感じ、判断することの大切さを身を持って体感することの出来た研修

でした。 

以上。 


