
 1

主産地根室主産地根室主産地根室主産地根室酪農酪農酪農酪農確立のために確立のために確立のために確立のために JAJAJAJA と営農指導に求められることと営農指導に求められることと営農指導に求められることと営農指導に求められること    

東京大学教授東京大学教授東京大学教授東京大学教授    鈴木宣弘鈴木宣弘鈴木宣弘鈴木宣弘 

1. 新政権が表明している酪農・畜産政策の方向性新政権が表明している酪農・畜産政策の方向性新政権が表明している酪農・畜産政策の方向性新政権が表明している酪農・畜産政策の方向性 

 民主党のマニフェスト等に掲げられている酪農・畜産政策のポイントは、 

① 「畜産・酪農所得補償制度」を創設し、生産コストの上昇や牛乳・乳製品・畜産物価格の下落等の事態

に機動的に対応して所得の確保が図られるようにする、 

② 自給飼料対策を抜本的に見直し、自給飼料の利用促進のためのインセンティブの付与や農家の所得形

成につながる直接的な支援等を具体化する、 

③ 国産チーズの高付加価値化など畜産・酪農における 6 次産業化への支援策を検討する、 

④ 「環境直接支払い」を充実する、 

⑤ 補助金を、可能なかぎり戸別所得補償と環境直接支払いに集約し、それ以外は、「補助から融資へ」転

換する、特に、無担保・超低利・超長期の融資を行う、 

などである。いずれも、かねてから指摘されてきた課題であるが、これまでの施策の効果を検証し、現場

で効果を確実なものにできる施策体系の強化が期待される。 

 また、「食料・農業・農村基本計画」においては、 

「食料、農業及び農村をめぐる状況を踏まえた政策的な対応方向」の「（２）多様な用途・需要に対応して生産拡大と付

加価値を高める取組を後押しする政策への転換」として、 

【現状】これまでは需要の減少する用途に対して生産を抑制する施策が進められてきた一方で、需要が増加する用途への供

給面での取組を十分に促進できなかったこと等もあり、食料自給率は低迷を続けている。例えば、基幹作物である米は、・・・。

また、酪農は、飲用牛乳やバター・脱脂粉乳等の消費が減少する一方、消費が拡大しているチーズは、内外価格差が大きい

中で、国産品を上回るペースで輸入品が増加している。 

【対応方向】 

・・・農産物を用途・需要別に必要な量・仕様に従って供給することにより、多様な用途・需要に対応した生産拡大の取

組を後押しする政策への転換を図っていくこととする。 

と表明している。 

コメについても、新たな用途の需要を確保し、拡大することによって、「生産」調整から「販売」ないし

「出口」での調整への移行を進める方向性が出された。また、経済的なメリット措置の充実により、水田

に何をつくるかの選択は、強制ではなく、コメの用途別の補填額を見ながら地域や農家が行う自主的な選

択にまかせる方向性も強化された。こうした方向性は、畜産に関しても、特に、酪農の計画生産について

の方向性を示唆するものである。 

 

2. 飼料高騰下での緊急支援の位置づけ－生産者・関係者の努力と政策の役割飼料高騰下での緊急支援の位置づけ－生産者・関係者の努力と政策の役割飼料高騰下での緊急支援の位置づけ－生産者・関係者の努力と政策の役割飼料高騰下での緊急支援の位置づけ－生産者・関係者の努力と政策の役割 

「畜産・酪農所得補償制度」の具体像を考える上で、2007 年から深刻化した飼料・燃料価格高騰による

未曾有の酪農・畜産危機への対応を振り返りつつ、生産者・関係者の努力と政策の役割について考えてみ

たい。 

酪農については、何とか飼料・燃料コストの急激な上昇の影響を吸収できる酪農家の手取乳価引上げを

実現し、この日本酪農の未曾有の危機を回避すべく、生産者、メーカー、小売、消費者、獣医師、行政、

関係団体等が、懸命の努力を続けた。 

 具体的には、 

① 取引乳価の引き上げ 

② 補給金や経営安定対策による酪農家手取りの補填 

③ 自給飼料生産や未利用資源活用の拡大による生産コストの引き下げ 

④ 配合飼料価格安定制度による酪農家の飼料コスト負担の抑制 

を組み合わせることで、全体として、酪農の窮状を打開しようとしたが、④が制度的な限界に達した中、

③のコスト削減にも時間がかかることから、①と②で、どこまで事態を改善できるかが問われた。 

関係者の尽力の結果、2008 年 6 月時点で、北海道では、 
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取引乳価 5.1 円 

補給金  0.52=(1+0.3)×0.4 

直接支払い 0.72 

 

を加えた 6.34 円程度の酪農家の手取りの上昇、都府県では、 

 

取引乳価(飲用) 3 円 

直接支払い(飲用) 3.24=2.1+1.14 

 

を加えた 6.24 円程度の酪農家の手取りの上昇が見込まれた。ただし、下線を引いた 2008 年 6 月の政策対

応分については、配合飼料価格の引上げを 4%までに抑える措置の発動を見送ることによる損失の相殺が

主眼であるから、実質的に、農家にとってどれだけのプラスかは、よく吟味する必要があろう。また、「直

接支払い」の部分は、農家が一定の支給条件を満たした上で申請するという手続きが前提であった。 

さらに、2008 年 10 月に、都府県で、2008 年 4 月の 3 円に続き、2009 年 3 月に飲用乳価を 10 円引上げ

ることが、生処間で合意された。11 月には、北海道で、加工原料乳価 4 円、飲用乳価 10 円、プール(平均)

乳価で 5.3 円の値上げが、2009 年 3 月に実施されることが合意された。これによって、上記の政府からの

「直接支払い」部分は停止されるが、新たな直接支払いも加わって、2009 年 3 月時点では、北海道で、 

 

取引乳価 5.1 円 

補給金  0.52=(1+0.3)×0.4 

取引乳価 5.3 円 

直接支払い 0.15 円 

 

を加えた、約 11 円程度の酪農家の手取りの上昇が見込まれ、都府県では、 

 

取引乳価(飲用) 3 円 

取引乳価(飲用) 10 円 

直接支払い   0.30 円 

 

が見込まれた。 

2007 年から 2008 年にかけての飼料価格高騰による酪農経営の疲弊は深刻の度を極め、それに対する取

引乳価の引き上げは、なかなか交渉が成立せず、3 月までずれ込んだ。ここに大きな「タイムラグ」が生

じた。このため、その間の酪農経営の疲弊を十分に回復するには、飼料価格がかなり落ち着いたとしても、

なおしばらくの間、十分な乳価が存続しないと実現できないのである。 

しかも、3 月の取引乳価の引き上げを受けて、政策的な緊急支援措置として行われていた直接支払いと

しての、北海道 75 銭、都府県に 3 円 24 銭は停止された。したがって、補給金単価の据え置きに加えて、

北海道に 15 銭、都府県に 30 銭が上乗せされるといっても、差し引き、直接支払い分は大きく減少したこ

とになっていることは忘れてはならない。 

例えば、2009 年 3 月の飲用の取引乳価の 10 円の引き上げによって、それまでの 3.24 円程度の直接支払

いが停止されたため、30 銭の追加はあったものの、九州のプール乳価は、 

 

7(飲用で 10 円はプールで 7 円程度) － 3.24 ＋ 0.3 ＝ 約 4 円 

 

の上昇にとどまった。 

 

(今回の緊急的な経営安定対策の位置づけ今回の緊急的な経営安定対策の位置づけ今回の緊急的な経営安定対策の位置づけ今回の緊急的な経営安定対策の位置づけ) 

 重要なことは、上記の動きのうち、直接支払いによる緊急支援は、現行制度のルールでは対応しきれな

い部分を一時的に補うため、政治的に導入されたものだということである。酪農にかぎらず、牛肉等にお



 3

いても、同様の緊急の補完措置が発動された。 

 これらは、あくまでも、時限的な緊急措置として位置づけられ、取引乳価が再値上げされるのを受けて

支払いを停止することとされ、実際、そのように対応された。 

取引乳価の引き上げと同時に緊急施策を停止するということの合理性、また、類似の状況が生じたとき

には、その都度、対処療法的に検討するのかという点が課題になる。 

この点で、米国の動きは参考になる。米国では、ミルク・マーケティング・オーダー(FMMO)制度の下、

政府が、乳製品市況から逆算した加工原料乳価をメーカーの最低支払い義務乳価として設定し、それに全

米 2,600 の郡(カウンティ)別に定めた「飲用プレミアム」を加算して地域別のメーカーの最低支払い義務の

飲用乳価を毎月公定しているが、さらに、米国では、FMMO で決まる最低支払い義務飲用乳価水準が低く

なりすぎる場合に対処するため、2002 年に飲用乳価への目標価格を別途定め、FMMO による飲用乳価が

それを下回った場合には、政府が不足払いする制度を導入した。 

 

図図図図    米国の乳価形成を日本の乳価に当てはめたイメージ米国の乳価形成を日本の乳価に当てはめたイメージ米国の乳価形成を日本の乳価に当てはめたイメージ米国の乳価形成を日本の乳価に当てはめたイメージ    

 

政府の乳製品買上げによる下支え政府の乳製品買上げによる下支え政府の乳製品買上げによる下支え政府の乳製品買上げによる下支え    

        ↓↓↓↓    

乳製品市況乳製品市況乳製品市況乳製品市況    

        ↓↓↓↓        

全国一律全国一律全国一律全国一律    加工原料乳価加工原料乳価加工原料乳価加工原料乳価    65656565 円円円円    ((((政府命令によるメーカーの最低支払い義務政府命令によるメーカーの最低支払い義務政府命令によるメーカーの最低支払い義務政府命令によるメーカーの最低支払い義務))))    

        ↓↓↓↓    

北海道北海道北海道北海道    飲用プレミアム飲用プレミアム飲用プレミアム飲用プレミアム        5555 円円円円    ((((政府命令政府命令政府命令政府命令によるメーカーの最低支払い義務によるメーカーの最低支払い義務によるメーカーの最低支払い義務によるメーカーの最低支払い義務))))    

関東関東関東関東        飲用プレミアム飲用プレミアム飲用プレミアム飲用プレミアム    25252525 円円円円    

九州九州九州九州        飲用プレミアム飲用プレミアム飲用プレミアム飲用プレミアム    20202020 円円円円    

                ↓↓↓↓    

北海道北海道北海道北海道    飲用乳価飲用乳価飲用乳価飲用乳価                70707070 円円円円    ((((政府命令によるメーカーの最低支払い義務政府命令によるメーカーの最低支払い義務政府命令によるメーカーの最低支払い義務政府命令によるメーカーの最低支払い義務))))    

関東関東関東関東        飲用飲用飲用飲用乳価乳価乳価乳価                90909090 円円円円    

九州九州九州九州        飲用飲用飲用飲用乳価乳価乳価乳価                85858585 円円円円    

    

加えて、飲用乳価の目標価格加えて、飲用乳価の目標価格加えて、飲用乳価の目標価格加えて、飲用乳価の目標価格    

北海道北海道北海道北海道    飲用乳価飲用乳価飲用乳価飲用乳価                75757575 円円円円    

関東関東関東関東        飲用乳価飲用乳価飲用乳価飲用乳価                95959595 円円円円    

九州九州九州九州        飲用乳価飲用乳価飲用乳価飲用乳価                90909090 円円円円    

    

よりも飲用乳価が下回る場合の不足払いが、よりも飲用乳価が下回る場合の不足払いが、よりも飲用乳価が下回る場合の不足払いが、よりも飲用乳価が下回る場合の不足払いが、    

各地とも各地とも各地とも各地とも    5555 円円円円    政府から補填される。政府から補填される。政府から補填される。政府から補填される。    

    

WTO(世界貿易機関)ルール上、削減対象の政策を新設すること自体、その廃止を世界に先駆けて実践し

た我が国からすれば考えられないことであるが、今回、さらに注目すべきは、飲用乳価への目標価格が、

今回のような飼料価格高騰による酪農家の収益減少に対応できないことが判明したのを受けて、2008 年農

業法において、飼料価格高騰への対処として、目標価格が飼料価格の高騰に連動して上昇するルールを付

加したことである。その場かぎりの緊急措置をその都度議論するのでなく、ルール化された発動基準にし

てシステマティックな仕組みにしていこうとする米国の姿勢は合理的である。政策ではここまで対応しま

すよ、あとは努力して下さいね、という形で、経営者が見通しを持って対処できるようになる。 

また、こうした制度であれば、我が国においても、飼料価格が高位にあるかぎり、政府からの「直接支

払い」が継続されることになり、取引乳価が再値上げされるのを受けて支払いを停止するということには

ならないはずである。2009 年 3 月の 10 円の値上げでも不十分との見方も強かった(府県は未だ 2 円/kg の

赤字との試算)、政府の「直接支払い」を自動的に停止することを疑問視する声も多いことも踏まえ、検討

を要する点と考えられた。 
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今後は、「畜産・酪農所得補償制度」を創設し、生産コストの上昇や牛乳・乳製品・畜産物価格の下落等

の事態に機動的に対応して所得の確保が図られるようにする、ということであるから、現行の施策体系で

今回のコスト上昇に対応できなかった点を考慮した改善がなされ、米国のようなルール化による機動的対

応が可能になることが期待される。 

 

3. 補給金等の経営安定対策のあり方補給金等の経営安定対策のあり方補給金等の経営安定対策のあり方補給金等の経営安定対策のあり方 

    「畜産・酪農所得補償制度」の具体像を考える上で、畜産・酪農にすでに導入されている経営安定対策

の役割を検証する必要がある。 

酪農については、加工原料乳に対する補給金制度と、加工原料乳に対する収入変動緩和対策(ナラシ)が

ある。特に、加工原料乳の補給金制度については、その財政効率の高さも注目されてきた。 

やや古いが、2003 年における筆者の論考に次の記述がある。 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

補給金単価10.3円（引き上げ前の数値で試算）に対象数量240万トンをかけた247.2億円が失われることによって生じる乳

価の下落と生乳生産の減少による酪農家の減収額を試算してみると、 

北海道 579.3億円、 

都府県 824.3億円、 

計   1,403.6億円 

である。このことは、加工原料乳に対する補給金制度の政策としての効率が非常に高いことを意味する。240万トンへの補給

金で、都府県の飲用乳価をも底上げし、我が国の乳価、生乳生産全体を底上げできるからである。したがって、補給金が消

滅した場合、それを経営安定対策のような政策で補填しようとすると、その何倍もの財源が必要になることになり、補給金

制度を、簡単に経営安定対策で置き換えることは不可能に近い。 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

加工原料乳価加工原料乳価加工原料乳価加工原料乳価      補給金補給金補給金補給金        輸送費輸送費輸送費輸送費             飲用乳価飲用乳価飲用乳価飲用乳価 

                   65        ＋＋＋＋        12        ＋＋＋＋        18        ＝＝＝＝        95 

 

という関係式からわかるように、加工原料乳補給金の引き上げは、やがては、その分だけ、都府県の飲用

乳価も上昇させる効果がある。つまり、例えば、加工原料乳のみへの補給金の 5 円引き上げに 110 億円(1

円あたり 22 億円)を投入することで、都府県の飲用乳価も含めて、全体を 5 円引き上げることができると

いう点で、極めて財政効率的なのである。配合飼料価格安定基金の借入金の利子補給に投じた 110 億円と

比較されたい。 

これは、今後、輸入自由化によって、加工原料乳価が下落するような場合に、特に有効である。例えば、

WTO 交渉で、仮にも、上限関税 75%が導入された場合には、 

 

加工原料乳価加工原料乳価加工原料乳価加工原料乳価      補給金補給金補給金補給金        輸送費輸送費輸送費輸送費             飲用乳価飲用乳価飲用乳価飲用乳価 

                   40        ＋＋＋＋        12        ＋＋＋＋        18        ＝＝＝＝        70 

 

となるが、ここで、補給金を 25 円引き上げれば、550 億円の財源で、 

 

加工原料乳価加工原料乳価加工原料乳価加工原料乳価      補給金補給金補給金補給金         輸送費輸送費輸送費輸送費            飲用乳価飲用乳価飲用乳価飲用乳価 

                   40        ＋＋＋＋        37        ＋＋＋＋        18        ＝＝＝＝        95 

 

となり、現状の生産者手取りが確保できるのである。ただし、現行の補給金算定方式では、このような大

幅な単価の改定は不可能であり、今回の大幅なコスト上昇時においても、それをカバーできるような引き

上げは算定ルール上、不可能であったため、一時的な追加措置が採られたのである。 

今回のようなコスト高の事態に機動的に対応できるためには、そして、国際化による加工原料乳価の下

落に対応して所得を確保するためには、目標価格との差額を補給する不足払い型の補給金算定方式への変

更が必要になる。これは、「畜産・酪農所得補償制度」に通じる考え方である。 
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ただし、加工原料乳価が下支えされても、それが、上記の等式で表されるような飲用乳価の引き上げに

結びつくまでには、かなりの時間を要する可能性がある。このタイムラグを考慮すると、加工原料乳だけ

でなく、米国のように、飲用乳に対しても、不足払い的な差額補てんのシステムを「畜産・酪農所得補償

制度」の一環として導入することも考えられよう。 

 さらには、加工原料乳への補填により飲用乳価も下支えする制度が有効なのは、飲用乳が海外からの輸

入の影響を受けずに価格形成できるという条件の下であり、この点が崩れる(安価な飲用乳が近隣の中国等

から輸入される)場合には、加工原料乳価のみならず、飲用乳価も含めた全生乳、つまり、プール乳価を基

準にした全酪農家への直接支払いを検討する必要が生じる。こうした展開も踏まえて、「畜産・酪農所得補

償制度」を考えるといった選択肢もあるかもしれない。 

 コメの戸別所得補償制度は、酪農における用途別乳価制度に似ている側面がある。やや不正確な点はご

容赦いただきたいが、図のイメージのように、コメの場合、加工用、米粉用、飼料用の所得が主食用と同

等になるように補填が行われる(ただし、転換奨励のために、主食と同等よりも 5～10%程度の上乗せが必

要とされている)。 

 これに対して、酪農の場合、飲用と同等ではないが、飲用を含めて、生クリーム、バター・脱脂粉乳、

チーズ等のそれぞれの用途別に、目標価格との差額補填を行うイメージである。飲用についての補填は現

在はないが、かりに、これを加えた場合には、図のようになる。 

 チーズ向けを増やすには、メーカーには買いやすく、酪農家には、プール乳価が下がらないようにしな

いといけないので、チーズ向けの目標価格は、バター・脱脂粉乳向けと同等にすることも検討される必要

があろう。 

 後にも触れるが、生産枠ではなく、飲用販売枠のような形で、各酪農家が用途別の販売枠を持ち、増産

せずに飲用枠で経営する選択もあれば、どんどん増産して、最終的には援助向けの低価格でも販売する選

択をすることも可能なような「用途別販売クオータ」の個別選択制による経営選択の柔軟化を図ることも

検討の余地があろう。 
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 また、これは、酪農・畜産に限定したことではないが、欧米諸国の農業所得に占める政府からの直接支

払いの割合は高く、例えば、フランス、イギリス、スイス等の欧州諸国では 90%以上に達しており、米国

の穀物農家でも、年によって変動するが、平均的には 5 割前後で、日本の全品目平均の 15.6%とは大きな

開きがある(表 1)。 

フランスでは、一戸当たりの支給額は、酪農 26.3 千ユーロ、肉牛 40.8 千ユーロ、乳肉複合 41.2 千ユー

ロとなっている。筆者が 2008 年 9 月に高知大学の飯國芳明教授らと訪れたスイスの山間部の農家では、標

高が高く最も傾斜の大きい地域(ゾーン 3)の酪農やイチゴの 50ha 規模の経営では、約 1,500 万円の直接支

払いを支給されている。内訳は、一般支払い(支持価格低下分の補償)1,050 万円、環境支払い 230 万円、生

物多様性維持への特別支払い(草刈りをし、木を切り、雑木林化を防ぐことでより多くの生物種を維持する

作業)17 0 万円となっている。それよりは標高が低く傾斜も緩いゾーン 1 の酪農・養豚に民宿も行っている

58ha 規模の経営では、約 750 万円の直接支払い(一般支払い 577 万円、環境支払い 154 万円、生物多様性

への特別支払い 16 万円)を支給されている。 

 

表 1 農業所得に占める直接支払いの割合(%) 

国名 割合   

日本 15.6   

米国 26.4   

  小麦 62.4   

  トウモロコシ 44.1   

  大豆 47.9   

  コメ 58.2   

フランス 90.2   

イギリス 95.2   

スイス 94.5   

資料: 農水省調べ。 エコノミスト 2008 年 7 月 22 日号。 

注: 生産コストが上昇したり、市場価格が下がり、所得がほぼゼロかマイナスになっている経営では、わ
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ずかな政府支払いの支給であっても、所得の 100%が政府支払いに依存していることになるので、所得に

対する政府支払いの割合という指標には注意が必要である。 

 

我が国の畜産政策には、様々な政策メニューがあるが、それらを集約して、より直接的に酪農・畜産家

の所得形成につながるような政策に集中的に予算配分することも検討されてよかろう。この指摘は、食農

審の畜産部会や農畜産業振興機構の第三者委員会において、消費者側委員からも指摘されている。そのた

めには、国の補助金は団体や組織に支払えても、個別農家に支払いにくいという我が国の予算執行上の問

題もさらに改善される必要がある。また、思い切った予算の再編や拡充ができない現行の財務省による査

定システムを見直し、国家戦略、世界貢献として、省庁の枠を超えた一段高いレベルでの国家全体での予

算配分を行うべきときが来ていると思われる。 

 

4. 市場構造の問題市場構造の問題市場構造の問題市場構造の問題 

1) 取引交渉力の不均衡取引交渉力の不均衡取引交渉力の不均衡取引交渉力の不均衡 

諸外国では、今回の飼料価格高騰による生産コストの上昇に対応して、乳価上昇による調整が非常に迅

速に機能したのに対して、我が国では、取引乳価の引き上げ交渉が難航した。我が国でそれが適切に働か

ないのは、市場に何らかの不自然な力が加わっていることを意味する。 

我が国では、大型小売店同士の食料品の安売り競争は激しいが、そのため、小売価格の引き上げが難し

く、そのしわ寄せがメーカーや生産者に来てしまう構図がある。しかし、パンや麺類のように、メーカー

の取引交渉力が強い部門では価格転嫁がメーカー主導で簡単に実現している(図2)。また、牛乳・乳製品に

おいても、チーズのように、大手メーカーのシェアが大きい商品では、大幅な値上げが実現したものもあ

る(図3)。 

牛乳については、我々の試算(図)では、我が国では、メーカー対スーパーの取引交渉力の優位度は、ほと

んど0対1で、スーパーがメーカーに対して圧倒的な優位性を発揮している。一方、酪農協対メーカーの取

引交渉力の優位度は、最大限に見積もって、ほぼ0.5対0.5、最小限に見積もると0.1対0.9で、メーカーが酪

農協に対して優位である可能性が示されている。 

 

図 日本における酪農協・メーカー・スーパー間の取引交渉力バランス 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所： Kinoshita et al.(2006)による推計結果。 

注： 0 に近いほど劣位、1 に近いほど優位な取引交渉力をもつ。 

 

欧米でも小売サイドの大型化は進んでいるのに、なぜ日本のみ価格転嫁が生じないかという疑問に対す

る一つの回答は、このような取引交渉力の不均衡にある。ミルク・マーケティング・ボード（MMB）の解

体によって市場が細分化された英国を例外として、多くの国では、酪農協兼乳業メーカーの大型合併が進

み、酪農協兼乳業メーカーの多国籍化が猛烈な勢いで進展している。ほぼ一国一農協のデンマークの MD 

Foods とスウェーデンの Arla Foods の合併で 2 国一農協状態が創出されたのが代表的な例だ。ニュージー

ランドでは、二大酪農協とデーリィボードが統合され、巨大乳業メーカー「フォンテラ」となり、それと

オーストラリアの二大組合系メーカーの一つボンラックが業務提携し、その後、フォンテラは、さらに世

界各国に業務展開している。Arla はデンマーク、スウェーデン、英国で原料乳を調達しており、英国の Arla

系の乳業は、フォンテラからの出資を受けて国境を越えた企業活動をしている。多国籍乳業としては、ネ

スレ、ユニリバー、ダノン等があるが、米国の乳業 1 位、2 位の Suiza Foods と Dean Foods が合併し、ネス

0.03 対 0.97 0.50 対 0.50  

～ 0.06 対 0.94 

 

酪農協 

 

メーカー 

 

スーパー 
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レに次ぐ世界 2 位の乳業となった。 

米国では、全国展開を強める酪農協 DFA(Dairy Farmers of America)は、Suiza Foods に吸収されて、さら

に巨大化した全米一の飲用乳メーカー「新生」Dean Foods と独占的な完全供給（full supply）契約を締結し、

全米各地の Dean プラントの必要生乳の 80％を供給しつつ、全米各地に 10 箇所の balancing plant を指定し

て、需給調整を行い、飲用乳価を維持する体制を整えている。 

このように、世界では、小売の市場支配力に対抗するため、猛烈な勢いで生処サイドの巨大化が進んで

いる。いまや、一国一酪農協兼メーカーを超えて、二国一酪農協兼メーカーになり、さらには、それが世

界各国で、合弁事業を進め、多国籍化している。MMB の強制解体で生産者組織が細分化され、「買いたた

き」に遭って乳価が暴落したイギリスは一つの教訓である。 

多くの国では、酪農協兼乳業メーカーの大型合併が進み、生処サイドが小売の市場支配力に対抗してい

るため、生処販のパワーバランスが均衡し、生処販が連携して、消費者への価格転嫁がスムーズに進むの

である。 

スーパーの存在を絶対視して、それにいかに順応するかという発想だけでは「買い叩き」による所得低

迷の問題は改善しないことに留意すべきであろう。政策的に、スーパー等の取引交渉力のあり方自体を俎

上に乗せる視点も必要であろう。 

一方で、スーパーの力が強くとも、酪農家が困難に陥ったときには、ともに支え合って行こうと思うよ

うな消費者がもっと多ければ、今回の生産者の声に、もっと早く反応してくれたであろう。そうした消費

者との絆が強固になるような経営努力とは何かを考える視点も重要であろう。 

 

2) 生産調整から出口調整へ生産調整から出口調整へ生産調整から出口調整へ生産調整から出口調整へ－生産枠から販売枠の個別選択へ－生産枠から販売枠の個別選択へ－生産枠から販売枠の個別選択へ－生産枠から販売枠の個別選択へ 

なお、米国の酪農協は、脱脂粉乳やバターへの加工施設(余乳処理工場)を酪農協自らが持ち、需給調整

機能を生産者サイドが担える体制を整えることによって、飲用乳の価格交渉力を強めているが、これが米

国で可能な背景には、米国政府が余剰乳製品の買上げ制度を維持し、その最終的販売先として補助金付き

輸出や援助を準備していることも大きい。そうした制度的裏付けの違いも認識しておく必要がある。 

高関税・価格支持・輸出補助金の 3点セットで仕組まれているのが、欧米酪農の実態である。欧米で我

が国のコメに匹敵する基礎食料の供給部門といわれる酪農については、「欧米で酪農への保護が手厚い第一

の理由は、ナショナル・セキュリティ、つまり、牛乳を海外に依存したくないということだ。」(コーネル

大学 K 教授)、「生乳の腐敗性と消費者への秩序ある販売の必要性から、米国政府は酪農を、ほとんど電気

やガスのような公益事業として扱ってきており、外国によってその秩序が崩されるのを望まない。」(フロ

リダ大学 K 教授)といった見解にも示されているように、国民、特に若年層に不可欠な牛乳の供給が不足

することは国家として許さない姿勢がみられる。我が国のように牛乳・乳製品の自給率が 70%に満たなか

ったら、欧米では社会不安が生じるであろう。 

酪農品の国際競争力は、オーストラリアとニュージーランドが突出して強い。そのため、EU 諸国や米

国といえども、輸出力で勝てないのはもちろん、オセアニアからの輸入を制限する防波堤（保護措置）が

なければ、国内自給さえ確保することができないのである。そこで、EU も米国も乳製品には高関税を課

し、国内消費量の 5%程度のミニマム・アクセスに輸入量を押さえ込んでいる（ミニマム・アクセスは本

来、低関税の輸入機会の提供であり最低輸入義務ではないから、実際は枠が未消化の場合が多い）。その上

で、国内の余剰乳製品は政府が買取価格を設定して買い入れ、過剰在庫が生じれば、輸出補助金を使った

輸出か、食料援助によって海外市場に仕向けられる。 

こうして、本来ならオセアニアからの最大の輸入国になるはずの EU や米国が、逆に輸出国になり得て

いるのである。決して競争力があるから輸出しているのではない。一方、我が国は、過剰生産が出ると生

産調整を強化する選択肢しかもたない点で、農業政策の体系が全く違っている。 

価格支持政策等の国内保護総額でみても、コメや酪農の政府価格を世界に先んじて廃止した我が国の

6,400億円は、今や絶対額で見てもEU(4兆円)や米国(1.8兆円)よりはるかに小さく、農業生産額に占める割

合で見ても米国(7%)と同水準である。しかも、実は、米国は実際には3兆円を超える保護額があるのに、酪

農の保護額を実際の4割しか申告せずに隠しており、「幻の」保護にしてまで酪農への支援を温存しようと

している。 

つまり、米国等は農業の国際競争力があるから、輸出国になり、100%を超える自給率が達成されている
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と説明されるが、これは間違いである。我が国は、価格が高いが品質がよいことを武器に、輸出補助金な

しで農産物輸出振興を図るとしているが、輸出国は、価格は元々日本より安いのに、さらに輸出補助金を

多用して世界に売りさばいているのだから、この点でも、日本の農産物輸出振興はなかなか前途多難であ

る。 

つまり、換言すれば、我が国の自給率の低さは保護水準の低さの証であり、欧米諸国の自給率・輸出力

の高さは、手厚い戦略的支援の証ともいえるのである。 

我が国では、そうした「はけ口」がほとんどない中、生産者の努力によって生産調整に苦労して取り組

んできた。しかし、種付けから始める場合には、生乳生産の増加までに 2 年以上もかかる酪農において、

生産調整を行っても、需要に供給を合わせるのはなかなか難しく、「不足」と「過剰」の繰り返しを招きや

すい。やはり、我が国でも、多様な販売先、「出口」を確保することで、生産での調整を緩め、販売で調整

することを可能にしていくことが求められる。 

今回の食料危機を経験し、また、普段から 10 億人を超えようとしている栄養不足人口の軽減に貢献する

ことは、洞爺湖サミットでも表明した我が国の重要な世界貢献であり、そのためには、最も潜在生産力の

高いコメを増産し、備蓄し、機動的に運用していくのみならず、牛乳・乳製品についても、そうした世界

貢献の姿勢も打ち出していくことは必要であろう。 

 先のイメージ図に示したように、生産枠ではなく、用途別の販売枠として、個別経営レベルで、各用途

別の補填額も見ながら、価格の高い飲用のみで生産を行う選択も、援助向けの低乳価でも受け入れる形で、

可能なかぎり増産する選択もできるような柔軟な「用途別の販売クオータ」の個別選択制度を導入するこ

とも検討の余地があるかもしれない。 

 

5. どういう酪農どういう酪農どういう酪農どういう酪農・畜産・畜産・畜産・畜産をめざすかをめざすかをめざすかをめざすか 

1) 問題の所在問題の所在問題の所在問題の所在－自給－自給－自給－自給飼料飼料飼料飼料生産は拡大できるか生産は拡大できるか生産は拡大できるか生産は拡大できるか 

環境に優しい酪農・畜産の理想像は、地域の草地資源を最大限活用した酪農であることは確かである。

加えて、自給率向上の観点からも、中山間農地の有効利用の観点からも、酪農・畜産経営における自給飼

料生産の拡大は長年の懸案として、常に「掛け声」がかけられてきた。しかし、現実はそれに逆行し、背

に腹は代えられぬ経営の「合理的」選択として、輸入飼料への依存を強める規模拡大が全国的に進行して

きた。 

昨今の食料危機による飼料価格高騰によって、飼料を自給する経済的インセンティブが高まったことは

確かだが、トウモロコシや大豆のほとんどを輸入に頼っている現実から、これをすべて国産に置き換える

ことは不可能に近い。しかし、将来的に、食料需給が逼迫基調を強め、海外の飼料に依存できなくなると

いうなら、国産飼料だけで成立するような酪農・畜産の経営体系を考えねばならないことになる。 

しかし、現状では、そのような場合には、家畜頭数が大幅に減少し、我が国の酪農・畜産の生産量が大

幅に縮小せざるを得ないのではないかと考えられる。これは、たいへんなことである。 

したがって、まず、将来の世界的な飼料穀物需給についての展望を見極めて、どの程度を海外に依存し、

どの程度を国産でまかない、どのような経営体系の酪農・畜産を我が国の将来の姿としてイメージするの

かを描くことが重要である。 

その上で、これまで、経営選択として、自給飼料を増やす方向に進まなかった理由を冷静に見詰め、経

営選択が動くためには、何が必要なのかを明らかにする必要がある。 

自家飼料生産の有利性を説明するために、コスト面から、自給飼料生産コストが輸入粗飼料価格より割

安であること、労働 1 時間当たりの自給飼料生産の「機会所得」(購入飼料価格で算出)が搾乳牛飼養によ

る 1時間当たり所得より高いこと等が農林水産省から示されている。しかし、それにもかかわらず、農家

は、機械装備して労力をかけ、収量も品質も不安定な自家飼料生産をするよりも、安価で安定した輸入飼

料を購入し、搾乳頭数を拡大する方が経営として「合理的」と判断した。一時のような高値が続けば別だ

が、飼料価格もある程度沈静化してきた状況下において、飼料作物の増産は本当に図れるのか。 

自給飼料生産の有利性を説明しても、現実の経営選択がその方向に進まないということは、現実の経営

選択には別のメカニズムが作用していることを示唆する。それを詳細に検討すれば、農家が輸入飼料を選

択する「合理性」が明らかになる。それを基に、自給飼料生産を農家に選択してもらうためには、経営的

にそれを選択することにメリットが生じるようなインセンティブとして、どのような技術開発と政策支援
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が必要か、といった具体的な対策が明らかにできるのではなかろうか。こうして、目標とする方向(自給飼

料生産拡大)と現実(輸入飼料依存)との乖離を埋める実践的な技術・施策が提示されなくてはならない。 

さらには、かりに割高であっても、自給飼料で生産された農畜産物の価値を生産者も納得し、消費者も

理解して、フードシステム全体として、そういう酪農・畜産経営が「本物」として支えられていくような

理解醸成を関係者が一丸となって取り組むことも、飼料自給率向上には不可欠であろう。 

 

2) 「食料危機」をどう捉えるか「食料危機」をどう捉えるか「食料危機」をどう捉えるか「食料危機」をどう捉えるか 

トウモロコシ等の飼料穀物価格の異常な高騰は、それなりに沈静化したが、今回の飼料高騰は、飼料を

輸入に頼る我が国の酪農・畜産生産基盤の脆(もろ)さを露呈した。 

これを受けて、すでに、北海道を中心に、TMR センターを基軸として自給飼料生産の増加、特に、トウ

モロコシ作付けの増加がみられ、食品残さの活用も更に拡大する等、国内飼料資源の有効活用に向けた動

きが活発化していることは注目される。さらには、北海道の TMR センターが都府県に飼料を移出する動

きも出てきており、都府県の飼料が海外からの輸入ではなく、北海道からの移入で、ある程度まかなわれ

る構図も一つの方向性として期待されつつある。 

こうした動きが、トウモロコシ価格の沈静化によって萎んでしまうことなく、継続されることが非常に

重要であるが、一方で、トウモロコシを 100%自給することが不可能なのも明らかであり、国内の飼料資

源のみで酪農を行うとすれば、乳牛の飼養頭数の大幅な減少に直面することになってしまう。 

したがって、輸入トウモロコシが、今後、逼迫基調を避けられないということになると、展望が暗くな

ってしまう。その点を検証するために、まず、図 1 を見ていただきたい。これは、穀物価格(トウモロコシ)

と在庫率との関係を模式的に示したものだが、需給の緩和・ひっ迫は、在庫率に集約して表れるので、在

庫が減れば価格が上がるという関係が観察され、これまでは、価格水準と在庫水準に一定の経験則がある

ことが見てとれる。しかし、2007、2008 年は、在庫水準の割には価格の上昇が激しかった。 

オーストラリアの干ばつなどによる供給減やバイオ燃料用としての需要が加わり需給が逼迫したことは

在庫率の低下に反映されるが、金融市場の不安からの投機マネーの流入、穀物争奪戦が激化するという将

来への不安心理、といった要素が実需分にプラスされ、ドル安による名目価格の上昇も大きな要因になっ

た。それに加えて、国内供給を確保し、国内価格の高騰を抑えるため輸出規制が行われ、貿易量が減った

ことが、在庫水準の割には国際価格が高騰するという事態を招いた大きな要因である。 

図 1は模式図であるが、トウモロコシについては、我々の国際トウモロコシ需給モデル(高木英彰君作成)

によるシミュレーション分析では、需給要因で説明可能な 2008 年 6 月時点のトウモロコシ価格は約 3 ド

ル/ブッシェルで、実測値の 6 ドルよりも 3 ドルも低い、つまり、需給要因以外の要因によって残りの 3

ドルの暴騰が生じたといえる。ただし、投機マネーの流入も輸出規制の実施も、バイオ燃料需要の拡大が

今後の食料需給を逼迫させる可能性を見込んでの反応とすれば、バイオ燃料需要の拡大の影響は在庫率に

反映されているとして限定してしまうのは過小評価の危険がある。 

穀物に対するバイオ燃料需要の拡大は、木くずや雑草を原料とする第二世代の実用化とともに収束して

いく可能性があるので、第二世代が主流となるまでの過渡期をどう乗り切るかという問題と考えたほうが

よい。さらには、原油の高騰はバイオ燃料を含む代替燃料の開発・利用を促進するから、エネルギー需給

が次第に緩み、原油の高騰も緩和されるであろう。原油価格が落ち着けば、補助金を増額できないかぎり、

バイオ燃料用に穀物を使用するのは採算がとれなくなり、バイオ燃料の義務目標の見直しも迫られてくる。

新興国の「爆食」や人口爆発に伴う需要増加にも頭打ちがあることも考慮すべきである。一方、生産物価

格の高騰によって、長期間の価格低迷で増産型技術開発が停滞していたために鈍化していた単収の伸びが

加速される可能性や不耕作地の再利用の動き等も勘案すると、供給増加の制約を強調する見方にも疑問が

ある。したがって、世界的な食料需給が一方的に逼迫を強めることは考えにくい。この点は冷静に踏まえ

ておく必要があろう。 

したがって、一方的に、トウモロコシ価格が上がり続けることはないと考えられる。価格の上昇と下落

は繰り返すものと思われるが、問題は、WTO(世界貿易機関)交渉による継続的な関税削減によって食料の

生産・輸出国の偏在化も進んでいるため、何らかの需給変化の国際価格への影響が大きく、その不安心理

による輸出規制、高値期待による投機資金の流入が生じやすく、さらに価格高騰が増幅されやすくなって

きている市場構造にある。 



 11

つまり、トウモロコシ輸入の継続に悲観的になる必要はないが、需給逼迫時の価格暴騰が起きやすいと

いう状況には備えなければならないということである。そのための一つの対処としては、輸入トウモロコ

シ等の安定確保のために、穀物メジャーに頼らない独自の調達力を、米国以外の産地開拓も含めて、強化

することも考えるべきであろう。 

 

(注) 米国は、穀物価格高騰の主因はバイオ燃料需要の喚起でないと主張するが、そもそも、バイオ燃料需

要の喚起は、米国にかぎらず、穀物の過剰在庫を削減し、低迷していた穀物価格の上昇を実現するために

推進された側面も大きい。米国は、農村不況の回復のため、穀物在庫率を引下げ、農産物価格を上昇させ

るべく、中国等への輸出需要の拡大に期待したが、トウモロコシについては、中国も 1年分の消費量に相

当する在庫をかかえるような過剰状況で、期待が裏切られる中で、何とか国内需要が喚起できないかと思

案していた矢先に、9.11事件と原油価格高騰により、エネルギー自給率向上の大義名分の下、バイオエタ

ノール生産拡大の国民的コンセンサスを得る流れが生じたと、農林中金総合研究所の Ruan Wei主任研究

員は指摘する。中国も、膨大なトウモロコシ在庫の削減のためにバイオエタノール生産振興を位置づけた

ように、米国も中国もトウモロコシの過剰解消がバイオ燃料生産拡大の直接的な動機となっており、地球

環境への配慮が本質的な動機ではないという見方ができることに留意が必要である。EU についても、砂

糖の輸出制度に対して WTO のパネル(紛争処理委員会)で改善を求められ、輸出向け用途を大幅に削減せ

ざるを得なくなり、行き場を失ったビートの処理のためにバイオエタノール生産が促進された経緯があり、

その他の農産物についても、とりわけフランスで顕著だが、過剰在庫処理の有効な手だてとしてバイオ燃

料需要喚起が行われたことが農林水産政策研究所の加藤信夫氏等から指摘されている。このような意図か

らすれば、国際的な農産物価格の高騰は、まさに目的が達成されたことになるわけだが、冒頭で論じたよ

うに、今回の穀物価格の異常な高騰は、バイオ燃料需要の拡大による効果を大きく超えた水準になってい

ることも確かである。 

 

3) 自給飼料生産の拡大に向けて自給飼料生産の拡大に向けて自給飼料生産の拡大に向けて自給飼料生産の拡大に向けて何を埋めなくてはならないか何を埋めなくてはならないか何を埋めなくてはならないか何を埋めなくてはならないか 

 自給飼料生産コストと購入飼料単価との比較等による自給飼料生産の有利性の指摘にもかかわらず，自

給飼料生産は増加しなかった。酪農家の経営選択を考える場合に問題とすべきは，自給飼料生産に割り振

る労働時間を搾乳牛を増頭して購入飼料に依存して出荷乳量を増やす方に振り向けた方が経営全体として

の総所得は増加するという酪農家の判断である。逆に言えば，自給飼料生産を拡充すれば，所得率は上が

るが，搾乳牛を少なくせざるを得ないので，総所得は減少するということである。 

 端的な数値例は、釧路 NOSAI の久保田学氏の資料を借りると、 

  放牧型放牧型放牧型放牧型   舎飼型舎飼型舎飼型舎飼型 

平均頭数平均頭数平均頭数平均頭数 71   93 

乳飼比乳飼比乳飼比乳飼比  24   30 

所得率所得率所得率所得率  41%   34% 

1頭当所得頭当所得頭当所得頭当所得 18万円万円万円万円   15万円万円万円万円 

総所得総所得総所得総所得  1,278万円万円万円万円  1,395万円万円万円万円 

飼料自給型経営は、1 頭当所得は高いが、頭数が増やせないので、総所得が増やせないという問題を覆

すインセンティブが政策的に与えられてこそ、事態を動かせる有効な政策になりうる。今回の飼料価格高

騰によって舎飼型経営の 1 頭当たり所得が大幅に低下しているわけであるから、飼料自給率の高い経営を

増加させるために必要な政策支援額は縮小しているはずである。 

中央畜産会の『先進事例の実績指標[2003 年実績]』(2004 年 3 月刊行)の都府県の酪農部門における粗飼

料自給率 40%未満の経営と粗飼料自給率 40%以上(かつ，土地の 5 割以上が草地)の経営区分に基づく経営

指標比較も興味深い結果を提供している(表表表表)。粗飼料高自給率経営は，飼料生産に労働力をとられる分，

経産牛の飼養頭数がほぼ 10 頭少なく，経産牛一頭当たりでみた労働時間は，飼料生産が多いため 28 時間

多い。しかし，購入飼料費がかさまないため，一頭当たり費用は低く，結果的に一頭当たり所得は 42,769

円多い。しかし，2 タイプの経営のいずれが有利かは一頭当たりの費用の低さや一頭当たり所得の大きさ

ではなく，総所得でみるべきである。粗飼料高自給率経営は一頭当たり所得は大きいが頭数が少ないため，

総所得は 1,038 万円で，かたや，粗飼料低自給率経営は一頭当たり所得は小さいが頭数が多いため，総所
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得は 1,078 万円で，低自給率経営の方が総所得は若干ながら大きい。しかし，両者の差はごくわずかであ

る。ただし，家族労働人数が高自給率経営の方が少し多いため，家族労働一人当たり所得に換算すると，

低自給率経営の有利性はやや高まる。つまり，このデータには，自給飼料生産を拡大すると，一頭当たり

所得は高まる(所得率は高まる)が，頭数の縮小により総所得・一人当たり所得は減少する可能性が見事に

示されており，酪農家の経営選択のメカニズムを検証できるデータといえる。いずれの経営選択が有利か

を決めるキー・ファクターは，表の②と④，つまり，一頭当たり労働時間と一頭当たり所得との「相殺関

係」に集約されている。 

粗飼料生産を増加するには，この点を踏まえて，乳牛頭数を減らした場合に加算金が支払われる「酪農

飼料基盤拡大推進事業」，さらには「コントラクター支援事業」，「草地生産性対策事業」などの補助事業を

有効活用することが必要である。そのためには，これらの事業を組み合わせれば，ある程度の頭数削減を

しても所得が確保できる、あるいはコントラクター利用により現状規模を維持して飼料生産を行える可能

性を試算例で示し，酪農家が制度活用を決断して環境保全型酪農の推進に踏み出すインセンティブを高め

る必要があろう。 

 コントラクターの活用について、一つの試算を示そう。低自給率経営に，飼料生産拡大のインセンティ

ブを与えるには，飼料生産の拡大によって労働時間がとられてしまうことを回避する必要がある．つまり，

基本的解決策は，機械の共同利用組合を形成し，専任のオペレーターを雇用したコントラクター組織を設

立する必要に行き着く．しかし，この場合に，酪農家がそれを利用して自給飼料給与を増大するのが有利

と判断するには，利用料金が，そのための臨界値を下回られねばならない．一方，その水準は，コントラ

クター組織がサステイナブルに維持できるための水準からすると，かなり低い可能性が高い．そこで，こ

の両者のギャップが，必要な財政支援額として算出される． 

低自給率経営が現在の 50頭の経産牛を維持して，高自給率経営に転換するには，一頭当たり170－142=28

時間のコントラクター利用が必要になる．しかし，粗飼料生産拡大により一頭当たり所得は，258,847－

216,078=42,769 円増加する．つまり，この転換で最低同じ総所得が維持できればよいとすれば，一頭当た

り最高 42,769 円までをコクトラクター利用料金として払える．これは，一時間当たりに換算すると，

42,769÷28=1,527.5 円/時間である．このとき，低自給率経営と，それが現在の 50 頭の経産牛を維持してコ

ントラクター利用により高自給率経営に転換した場合が無差別になる．つまり，臨界利用料金を 1,527.5

円/時間として，これより低い出費であれば，低自給率経営が高自給率経営に転換する，つまり飼料生産を

拡大するインセンティブが働くことを意味する． 

 

 

しかし，問題はコントラクター側である．中央畜産会の同じ調査によると，粗飼料高自給率経営の飼料

生産 10a 当たり労働時間は平均 6.6 時間である．これに基づいて，1,527.5 円/時間を 10a 当たりに換算する

と，ほぼ 1 万円/10a になる．酪農家側の支払い限度額は 1 万円/10a である．これに対して，最高でも 1 万

円/10a という支払い額はコントラクター組織の維持にとって十分な水準であろうか．実は，これは低すぎ

る．飼料生産 10a 当たり所得は，作目によってもかなりバラツキがあるが，おおざっぱに平均すると，25,000

表 粗飼料高自給率酪農と粗飼料低自給率酪農との経営指標比較(都府県)

粗飼料高自給率 粗飼料低自給率
①経産牛頭数 40.1 49.9

②一頭当たり労働時間 170 142

③総労働時間　①×② 6,817 7,086

④一頭当たり所得(円) 258,847 216,078

⑤総所得　①×④ 10,379,765 10,782,292

⑥家族労働人数 2.9 2.6

⑦家族労働一人当たり所得(円) ⑤/⑥ 3,579,229 4,147,035

(一頭当たり費用) 751,464 834,842

(所得率、%) 28.7 23.5

(乳飼比、%) 34.8 47.3

資料)中央畜産会『先進事例の実績指標[2003年実績]』から鈴木宣弘が作成。

注)粗飼料低自給率は粗飼料自給率40%未満、粗飼料高自給率は同40%以上(土地の5割以上が草地) 
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円/10a 程度とみてよいであろう．これをコントラクター組織にとっての希望額と考えると，そのギャップ

は 15,000 円/10a になる．ということは，コントラクター組織が持続可能であり，かつ自給飼料生産を拡大

するには，10a 当たり最低で 15,000 円の補助をコントラクター利用に対して支給する必要があるというこ

とになる． 

コントラクター利用をさらに進めた形態ともいえる TMR センターが全国的に増加しつつある現在、こ

のような試算を、TMR センターについても行うことで、TMR センターが着実に根付くために有効な支援

策を検証してみる必要があろう。 

このように、こんどこそ、飼料自給率向上をスローガンに終わらせないためには、酪農家が経営選択と

して飼料自給率の向上に乗り出すに十分な補填を準備することが不可欠である。中途半端なレベルでは、

せっかくのお金が無駄になってしまう。 

飼料米についても、飼料米を生産する稲作農家か、それを購入する飼料会社や畜産農家のどちらかへの

差額補填、あるいは、稲作農家への補填が不十分な分を、飼料米を購入する飼料会社や畜産農家への補填

で補充することで取引が確実に成立する仕組みが長期的制度として確立されないかぎり、これを定着させ

ることは困難であろう。そして、技術面で最も重要なことは、技術開発・導入によって、このギャップを

可能な限り縮小し、必要となる補填額を圧縮できるかどうかと言うことであろう。 

熊本県では、飼料米及び WCS(稲発酵粗飼料)を生産する稲作農家に対する 8 万円の補てんと、酪農・畜

産農家への補てんとを合わせて、主食としては 3 等米が増加してきている現状も踏まえ、飼料米 250ha、

WCS1,000ha 等の目標を掲げ、米を飼料に回す取組みを大々的に強化する方向が示されており、注目され

る。 

なお、土地の制約が大きい我が国で、環境にも牛にも人にも優しい草地依存型・地域資源循環型の酪農

経営を行うということは、限られた草地で飼養できる乳牛の数の制約から、全体としては日本の牛乳・乳

製品の海外依存度を高めることになりかねない。それを打開するためには、放牧的な経営への方向と一頭

当たり乳量の底上げとは一見矛盾するようではあるが、両者を両立させる経営技術体系が検討される必要

があろう。 

また、畜産物の需要は低脂肪乳や脂肪交雑（サシ）の少ない商品にシフトしてきている。これに対応し

た取引基準の検討の必要性が、消費者、生産者の双方から提起されている。農家としても、低コスト、低

ストレスの飼養管理につながる可能性がある。「酪農近代化基本方針」の見直しに合わせて、乳脂肪分の取

引基準３・５％や、肉の格付けなども議論になるかもしれない。 

3.5%という乳脂肪率の取引基準が、牛の病気も多発し、2 産程度で廃用にし、NOSAI からの多額の

共済金で凌ぐ経営体系を誘導しているのではないかという指摘があり、乳脂肪率の取引基準が飼料自

給率の高い酪農経営の拡大を図る上で大きな障害となっている可能性は否定できない。 

 

4) 「本物」「本物」「本物」「本物」を提供するを提供するを提供するを提供する農家と消費者の理解促進農家と消費者の理解促進農家と消費者の理解促進農家と消費者の理解促進 

飼料・燃料価格の高騰により酪農・畜産経営が深刻な経営難に陥っているのに、乳価・畜産物価格

がなかなか上がらないのが問題なときに、さらに乳価が下がる可能性についても議論せざるを得ない

のが、日本酪農・畜産の置かれた深刻な事態といえる。やや先を見ると、国際交渉の進展によっては、

乳価は下がる可能性も出てくる。これからは、そういうダブルパンチにも耐えられる経営を目指さねばな

らない。 

日豪のFTAの成立だけでも、40%の自給率が30%まで下がり、日米、日EUが続くとなると、WTOベース

で自由化したのと変わらなくなり、自給率は12%に向けて下がるとの試算がある。特に、牛乳・乳製品・畜

産物は、オーストラリア、米国、EUのいずれにも共通する最大の関心品目といえる。かりに輸出産業がさ

らに発展できたとしても、地域社会が崩壊し、国土が荒れ果てる中、食料は安く安全に大量に買えること

を前提にして突き進むのが、日本の将来のあるべき姿なのかどうかが今問われている。 

世界との競争を踏まえると、日本酪農・畜産がいくら規模拡大してコストダウンしても、どんなメ

ガファームであっても、コスト競争では勝てる見通しはない。規制緩和さえしてくれれば、自分たち

だけは従来路線の延長で生き残れると考えている大規模経営の経営者がいるとすれば、それは誤解し

ていると思われる。 

一部の人々の短期的な利益のために、さらなる農畜産物貿易自由化の拙速な流れを許さないよう尽
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力する一方で、ある程度の貿易自由化の流れも想定して、その影響を緩和するために、国産牛乳・乳

製品・畜産物への消費者の支持と信頼を強固にする取組みを一層強化する必要がある。この機に将来を

見据えた経営展開に取り組めば、自らの力で未来は開けることを忘れてはならない。 

安い輸入品が入ってきても、それに負けずに、国民に支持される酪農・畜産経営とは、環境にも、

動物にも、その他の生き物にも、景観にも、人にも優しい経営であろう。 

 

(1) 窒素収支の改善窒素収支の改善窒素収支の改善窒素収支の改善 

消費者の支持を得るには、我が国の窒素過剰問題からも酪農・畜産のあり方を見直す必要がある。

日本の農地が適正に循環できる窒素の限界は 124 万トンなのに、すでに、その 2 倍近い 238 万トンの

食料由来の窒素が環境に排出されている。そのうち 80 万トンが畜産からであり(飼料の 80%は輸入に

頼っているから、1.2 億人の人間の屎尿からの約 64 万トンの窒素と同じくらいの窒素が輸入の家畜飼

料かもたらされていることになる)、一番の主役である。 

過剰な窒素は、大気中に排出されて酸性雨や地球温暖化の原因となるほか、硝酸態窒素の形で地下水に

蓄積されるか、野菜や牧草に過剰に吸い上げられる。水については、欧米並みの 10mg/l という基準値が 

1999 年に導入されたが、2005 年段階で、全国の井戸の約７％が基準値を超えている。また、日本の野菜に

は基準値がないが、平均値で、ほうれんそう 3,560ppm、サラダ菜 5,360ppm、春菊 4,410ppm、ターツァイ

5,670ppm 等の硝酸態窒素濃度の野菜が流通しており、EU が流通を禁じる基準値として設定している約

2,500ppm を超えている。 

硝酸態窒素の多い水や野菜は、幼児の酸欠症や消化器系ガンの発症リスクの高まりといった形で人間の

健康に深刻な影響を及ぼす可能性が指摘されている。糖尿病、アトピーとの因果関係も疑われている。乳

児の酸欠症は、欧米では、30 年以上前からブルーベビー事件として大問題になった。我が国では、ほうれ

んそうの生の裏ごし等を離乳食として与える時期が遅いから心配ないとされてきたが、実は、日本でも、

死亡事故には至らなかったが、硝酸態窒素濃度の高い井戸水を沸かして溶いた粉ミルクで乳児が重度の酸

欠症状に陥った例が報告されている(小児科臨床 1996)。乳児の突然死の何割かは、実はこれではなかった

かとも疑われ始めている。また、硝酸態窒素が過剰な牧草により乳牛が酸欠症(ポックリ病)で死亡する事

故は、年平均 100 頭程度という統計もある。 

世界保健機関(WHO)に基づく窒素の一日許容摂取量(ADI)に対する日本人の実際の摂取比率は、幼児では

2.2 倍、小中学生で 6 割超過、成人で 33%超過というように、かなりの窒素摂取過多傾向が明らかになっ

ている。 

窒素は、ひとたび水に入り込むと、取り除くのは莫大なお金をかけても技術的に困難だという点が大き

な問題なのである。下水道処理というのは、猛毒のアンモニアを硝酸態窒素に変換し、その大半は環境に

放出されており、けっして硝酸態窒素を取り除いているわけではないのである。 

このような数値を直視すると、草地依存型、資源循環型の酪農・畜産を推進することが、我が国の

窒素需給を改善し、健全な国土環境を取り戻し、国民の健康を維持するために，酪農・畜産経営者に

とっていかに喫緊の課題かということがよくわかる。それは狭義の効率性に基づく増産一辺倒路線を

考え直すことにもなり、消費の回復と生産抑制の両面から需給を改善する。海外の飼料価格高騰にも

影響されない経営を確立していくことにもつながる。 

窒素過剰の改善のためには、酪農・畜産が環境を汚しているのだから、牛乳・乳製品を輸入して、

日本に酪農・畜産はいらないという論理ではなくて、酪農・畜産が資源循環的に営まれることこそが、

日本の窒素需給を改善するという方向で国民に説明できるようにしなければならない。いまこそ酪

農・畜産経営が環境や資源循環に果たす役割の自覚を強め，環境にも牛にも人にも優しい経営を追求

する契機とすべきである。酪農・畜産の営みは、健全な国土環境と国民の健康を守るという大きなミ

ッション（社会的使命）を有していることを改めて再認識する必要がある。 

 

 (2) 本物の品質本物の品質本物の品質本物の品質 

酪農・乳業経営には、本来の風味があり栄養価の保持された「本物」の牛乳を提供する基本的使命

をまず果たした上で、経営効率を問題にするという発想が必要である。そもそも、日本の消費者が味

の違いで還元乳と普通牛乳が区別できないのは、日本では、120 度ないし 130 度 2 秒の超高温殺菌乳
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が大半を占めているからである。普通牛乳であっても、(失礼ながら)あまり味覚が敏感とは思われな

いアメリカ人が「cooked taste」といって顔をしかめる風味の失われた牛乳を日本人は飲んでいるから、

還元乳との味に差を感じないのである。アメリカやイギリスでは、72 度 15 秒ないし 65 度 30 分の殺

菌が大半である。2 秒の経営効率に慣れてしまった現在、また、消費者がむしろ「cooked taste」に慣

れて本当の牛乳の風味を好まないという側面から、いまさら、業界全体が 72 度 15 秒ないし 65 度 30

分に流れることは不可能という見解も多い。しかし、消費者の味覚をそうしてしまったのも業界であ

る。しかも、非常に重要なことは、「刺身をゆでて食べる」ような風味の失われた飲み方の問題だけ

でなく、超高温殺菌によって、①ビタミン類が最大 20%失われる、②有用な微生物が死滅する、③タ

ンパク質の変性によりカルシウムが吸収されにくくなる、等の栄養面の問題が指摘されていることで

ある。定説にはなっていなくとも、可能性のある指摘については、消費者の健康を第一に、もう一度、

この国の牛乳のあり方を考え直してみる姿勢が必要ではないかと思われる。味以前の問題として、健

康に一番よい形で牛乳を提供していないのなら、食にかかわる人間として失格という意識が必要であ

る。 

つまり、経営効率を優先することは大事だが、それが環境や牛の健康や、そして最終的には人の健

康に悪影響を及ぼすというなら、これは根本的に考え直さなくてはならないのではなかろうか。環境

に負荷を与え、牛(動物)を酷使し、それが結局人の健康も蝕むならば、それで儲かって何になるか、

ということになろう。極端にいうと殺人者と変わらない。業界としても、かりに目先の業界の利益に

はなっても、全員で「泥船」に乗って沈んでいくようなものである。 

まず、人の生き方として、モラルとして、環境、動物福祉、人への安全性への配慮をきちんとした

上で、経営効率での競争が行われるのが理想であろう。そういう形にするには、食品を極端な価格競

争に巻き込まないことが大事である。消費者の購買行動が問題だという見解もあるが、環境、動物福

祉、人への安全性への配慮をきちんとした「本物」でないと買わない消費者になってもらうよう十分

な情報開示と啓蒙を行うことが不可欠であろう。 

要するに、経営の成立・存続と牛の健康が矛盾するような社会ではなく、牛を大切にし、健康な牛

になってもらわなければ、経営も成り立たないような社会が望まれる。実は、これは、もはやユート

ピア的な机上の空論ではない。現実に、着実に世の中はその方向に向かいつつあることを認識すべき

であろう。 

 

(3) 消費者との絆を強化する消費者との絆を強化する消費者との絆を強化する消費者との絆を強化する個の創意工夫と組織力個の創意工夫と組織力個の創意工夫と組織力個の創意工夫と組織力 

したがって、我々が目指すべきは、環境にも、牛(動物)にも、その他の生き物にも、景観にも、人

にも優しい草地依存型・地域資源循環型の酪農・畜産経営に徹して、消費者に自然・安全・本物の牛

乳・乳製品・畜産物を届けるという食にかかわる人間の基本的な使命に立ち返ることである。それに

よって、まず、地域の、そして日本の消費者ともっと密接に結びつくことが第一であろう。そのこと

が、かりに国際化による安い乳価との競争の時代となっても、国産牛乳・乳製品・畜産物を差別化し

て生き残る道を提供し、アジアに販路を見出すことにもつながる。 

大規模化や経済効率の追求を否定するつもりは、まったくないが、それが、環境にも牛(動物)にも

人にも優しく、消費者に自然・安全・本物の牛乳・乳製品・畜産物を届けるという本来の使命を果た

しつつ進められなければ、これからは生き残れないであろう、つまり、本当の意味での経済効率を追

求したことにはならない、ということである。 

EU の事情は、差別化の可能性を検討する意味でも参考になる。例えば、イギリス酪農とイタリア（特

に南部）の酪農には大きな生産性格差があるが、EU の市場統合にもかかわらず、各国の多様な酪農は生

き残っている。数年前のことであるが、ナポリの牛乳はリットル約 200 円で日本より高かった。これは、

イタリアのスローフード運動に象徴されるように、少々高くても、本物のおいしさに目がない人々が、地

元の味を誇りにし、消費者・流通業者と生産者が一体となって、自分たちの地元の食文化を守る機運が生

まれているからである。こういう関係を生み出さなくてはならない。 

スイス農業省を 2008 年 9 月に訪問した際、山間の傾斜地の多いスイス農業は、EU との FTA(自由貿易

協定)を控え、生産性ではドイツや英国にはとても競争できないので、ナチュラル、オーガニック、アニマ

ル・ウェルフェア(動物愛護)、バイオダイバーシティ(生物多様性)等への取組みをより徹底することで、価
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格は割高でも消費者に納得してもらうのが方向性だとの説明があった（高知大学の飯國芳明教授らとの調

査）。環境にも、人にも、動物にも、その他の生き物にも、景観にも優しく作られた農畜産物は、できたも

のも、自然で、本物で、安全で品質がよいという感覚だ。 

確かに、スイスの卵は 1個 60～80円もするが、20円の輸入物に負けていない。ケージ飼いが禁止され、

野原で伸び伸び育った鶏の価値を国民は十分評価しており、割高でも「本物」を支える姿勢が定着してい

る。「これを買うことで農家の皆さんの生活が支えられ、それによって自分たちの生活が支えられているの

だから当たり前でしょ」と小学生の女の子が答えたという意識の高さにも驚く。このような関係を我が国

でも築けるであろうか。 

日本の消費者、国民の価値観が貧困だから、と言ってみても仕方がない。スイスでも、農業サイドが、

しっかりと農の価値を伝える努力をした結果なのである。スイスでは、最大の生協Migroと農協が連携し

て、基準を設定・認証して、環境、景観、動物愛護、生物多様性に配慮して生産された「物語」と、でき

た農産物の価値を製品に語らせて販売拡大を進めた結果、それがスイス全体に普及した。そこで、それを

政府が公的な基準値に採用することになり、一方、Migro は、それでは差別化ができなくなるため、さら

に進んだ取組や基準を開発して独自の認証を行うというサイクルで、農産物価値のアップグレードと消費

者の国産農産物への信頼強化に好循環が生まれている。 

例えば、我が国でも、6頭程度の少頭数で、濃厚飼料は使わず、13産(15歳)まで天寿を全うするよう育て、

生乳はすべて自家で加工し、低温殺菌乳の宅配、ホテルとの契約、チーズ(7種類)とヨーグルト、お菓子の

売店とネット販売で生計を立てている酪農家もある。さらには、代用乳は与えずに母乳で育て、牛が19

歳で老衰で死ぬまで牛との生活を楽しみ、その生き方に共鳴した消費者が支えとなっている経営もあ

る。また、50頭前後の搾乳牛の販売生乳を指定団体から全量買い戻す形で自家加工し、生乳販売額の

10倍以上の4億円を超える売上げと100人もの雇用を創出し、地域に貢献している経営もある。 

北海道で進められている国産チーズ振興も、価格で同等な輸入代替を念頭におくと、プール乳価の

低下を食い止めるのはなかなか困難であり、場合によっては、増設したチーズ工場に生乳が十分回ら

ず、都府県の飲用向け圧力が強まる可能性もある。したがって、価格で同等な輸入代替を念頭におい

たチーズ増産ではなく、いま北海道の各地で盛んになっているような小規模ながら独自ブランドで、

高いが確かに自然で本物のおいしさだから買うという消費者と結びついて、輸入代替乳価よりも高い

乳価水準を実現できるような形での国産チーズ振興を図ることが、本来の意味で酪農家にメリットの

ある国産チーズ振興につながると思われる。 

こうした酪農における「6 次産業化」を促進するには、 

① 個別酪農家レベルで牛乳・乳製品を加工・販売しやすくするための衛生基準の規制緩和 

② 指定団体制度の枠組みの中で、個別酪農家の牛乳・乳製品の加工・販売をしやすくするような制

度のさらなる柔軟化 

も検討される必要があろう。 

国産の牛乳・乳製品・畜産物への消費者の支持と信頼が強固になるためには、生産者は、薄っぺらな小

手先の販売戦略ではなく、この人がつくるものなら大切に食べたいと消費者を自然に惹き付けるような、

根本的なところで、生命の維持に不可欠な食料を、その生産過程も含めて、最良の形で消費者に届けると

いうミッション(社会的使命)に誠意を持って取り組み、消費者がこれをしっかり受け止めて支えてくれる

システムのさらなる強化が必要である。そうなれば、信頼する者が困ったときは自然に支え合える。コス

ト高になったときは、高い値段でも支え、価格に反映できなくても、財政から多様な価値への対価として

支援することへのコンセンサスも生まれよう。まさに、それぞれの段階で、人としての「生き方」そのも

のが問われている。日本では、欧米に比べて消費者と生産者の一体感が薄いとの印象は拭えない。日本酪

農・畜産の崩壊を食い止めるには、生産者と消費者との「絆」強化が急務である。 

また、個別の販売ルートの確立だけでは、価格交渉力の点で弱いし、頭数が多いと、すべての生乳

や畜産物を個別のブランド品のみで販売しきれるか、という問題もある。世界では、小売の市場支配

力に対抗するため、猛烈な勢いで生処サイドの巨大化が進んでいる。ミルク・マーケティング・ボー

ドの強制解体で生産者組織が細分化され、「買いたたき」に遭って乳価が暴落したイギリスは一つの

教訓である。つまり、組織力の強化と個別の「私の顧客づくり」とを最高の形で組み合わせていくこ

とが求められる。拮抗力の形成なくしては、小売の市場支配力には対抗できない。しかし、「私の顧



 17 

客づくり」なくして、海外との競争に負けない「国産プレミアム」の維持・拡大は難しくなる。 

なお、消費者アンケートを行うと、一般的に、高くても国産農畜産物を買うと答える消費者がほぼ90%に

達するのに、自給率はなぜ40%なのか、ということがしばしば問題にされるが、その要因の一つは、消費者

の実際の購買行動とのギャップであり、これに対処するには、具体的な行動に結びつくインセンティブ(誘

因)を高める努力も必要である。例えば、フード・マイレージの重要性から、この国産の豚肉を買うと200g

のCO2が削減できると表示されていても、それだけでは、安い方に手が出てしまう。そこで、生協の関係者

が検討しているのが、ポイント制にしてメリットを還元するシステムである。具体的には、国産を買うこ

とで節約されたCO2を生協の連合体でまとめて排出権取引で販売し、その収益を消費者に還元するというア

イデアである。韓国では、食料だけでなく、企業や家庭で一定の算定ソフトに基づいて削減できたCO2量に

応じて1ポイント＝50円程度の率で、公共交通機関の利用券を配布するような制度を導入しているという。

さらには、フード・マイレージはもう古い、という見方もある。例えば、地場産であっても、施設園芸で

大量の重油を燃やして生産したキュウリは、南米のチリから輸送したキュウリよりもCO2排出量が多いかも

しれないということである。イギリスでは、ポテトチップスの袋に、ジャガイモの生産から加工、輸送を

経て店頭に並ぶまでの全過程を合計したCO2排出量を記載するメーカーがある。スイス最大の生協(Migro)

では、CO2 Championという取組みで、いくつかの商品に2008年から同様の表示を始めている。これらは義

務化されてはいないが、このLCA(ライフ・サイクル・アセスメント)に基づくカーボン・フットプリントの

考え方は重要である。農林水産省でも、CO2の「見える化」という表示の取組みを始めた。それらは、低投

入、地産地消、旬産旬消が環境にもっとも優しいことを数値化して納得していく試みである。消費者との

絆を強化するためにも、我が国の酪農・畜産についても、このような視点も強化されるべきであろう。 

我が国でも、地域の消費者、商店街、観光産業、企業等、様々な関係者が「農が近くにあることの価値」

を共有し、農家という大事な隣人が失われ、地域の産業と生活が停滞する前に、少々割高でも地元の農産

物を買い支え、加工し、販売していくような地域プロジェクトが全国に芽生えつつある。酪農についても、

こうした動きが広がることこそが海外に負けずに国産の牛乳・乳製品が売れ、条件の不利な日本で酪農が

産業として成立するための基礎条件であり、こうした流れを地域に創り出すトータル・コーディネーター

ないしファシリテーターが求められている。 

 

6. 酪農への酪農への酪農への酪農への政策対応についての総括政策対応についての総括政策対応についての総括政策対応についての総括 

おわりに、政策的に検討が必要な事項をまとめると、 

① 加工原料乳の補給金単価を、ある目標水準との差額を補填する形で算定することにより、乳製品の関税

削減等に伴う加工原料乳価の下支えと、それによる飲用乳価の下支え機能を強化する、そのことは、今回

の生産資材価格高騰に対応して発動された「直接支払い」を、その場かぎりの緊急措置として、その都度

議論するのでなく、ルール化された発動基準にしてシステマティックな仕組みにし、経営者に見通しが持

てるようにすることでもある、 

② 加工原料乳価と飲用乳価との連動には時間のズレがあるので、また、近隣諸国から飲用乳の輸入が生じ

るような状況においては、加工原料乳価のみを支えることで飲用乳価を支えることができなくなるので、

加工原料乳価、飲用乳価の両方への不足払い、あるいは、プール乳価に対する不足払い(直接支払い)を検

討する必要もある、 

③ 生産調整から販売・出口調整への移行に向けて、需要の見込まれるチーズ等の輸入代替を進めるため、

チーズ向け乳の目標価格をバター・脱脂粉乳の目標価格と同等にし、輸入代替価格との差額を補填する仕

組みに拡充し、ホエイ処理への支援も行う。また、生産枠でなく用途別の出荷枠と用途別補填額に基づい

て、各酪農家が柔軟に生産・販売を選択できるような体系の検討、 

④ 全国 9 ブロック体制をさらに集約し、全国的な配乳調整と販売収入の分配ルールを策定する、 

⑤ 酪農協の乳製品加工施設を充実し、余乳処理能力を高める、 

⑥ 乳製品を人道的見地から機動的に海外食料援助に振り向けるルールを策定する、 

⑦ 国産牛乳・乳製品のアジア諸国への販路拡大に努める、 

⑧ 環境にも牛にも生き物にも人にも景観にも優しい資源循環型経営の実践を支払い要件(クロスコンプラ

イアンス)とする施策範囲をもっと広げるとともに、さらに環境に優しい経営実践に対しての環境支払いの

充実、 
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⑨ 飼料自給率向上をスローガンに終わらせないよう、酪農家が経営選択として飼料自給率の向上に乗り出

すに十分な補填を準備する。飼料米については、例えば、飼料米を購入する飼料会社や酪農家に差額補填

を行うことで、稲作農家との取引を促進する、 

⑩ 消費者の嗜好の変化にも配慮し、無理のない生産体系の誘導に向けて乳脂肪率の取引基準、牛肉格付け

における脂肪交雑の取扱いを再検討する、 

⑪ 酪農における「6 次産業化」を促進するための、(a) 個別酪農家レベルで牛乳・乳製品を加工・販

売しやすくするための衛生基準の規制緩和、(b) 指定団体制度の枠組みの中で、個別酪農家の牛乳・

乳製品の加工・販売をしやすくするような制度のさらなる柔軟化 

⑫ 地域の消費者、商店街、観光産業、企業等、様々な関係者が「酪農が近くにあることの価値」を共有し、

酪農家という大事な隣人が失われ、地域の産業と生活が停滞する前に、少々割高でも地元の牛乳・乳製品

を買い支え、加工し、販売していくような地域プロジェクトを創り出すコーディネーターないしファシリ

テーターの育成、 

⑬ トウモロコシ等の輸入飼料原料の安定確保のため、穀物メジャーに頼らない独自の調達力を強化するこ

と、等が挙げられよう。 

こうした政策的な支えの上に、酪農・畜産の営みは、健全な国土環境と国民の心身を守り育むという大

きな社会的使命を担っているという大きな思いと誇り、そして自らの経営力・技術力を信じることが、厳

しいときにも、常に前を向いて進んでいく底力を生み出してくれる。我々は、簡単にへこたれるわけには

いかない。 

 

7. 2010201020102010 年度畜産物価格・関連対策の総括と畜産版所得補償制度に向けて年度畜産物価格・関連対策の総括と畜産版所得補償制度に向けて年度畜産物価格・関連対策の総括と畜産版所得補償制度に向けて年度畜産物価格・関連対策の総括と畜産版所得補償制度に向けて    

－－－－10101010 年度畜産物価格の総括を。年度畜産物価格の総括を。年度畜産物価格の総括を。年度畜産物価格の総括を。    

 まず、今回の畜産物価格の議論の在り方については、従来は関連対策については議論の段階で実質的に

は固まっている状態で、政策価格の「答申」と関連対策に対する「建議」が起草されてきたが、今回は関

連対策が確定していない状況で、政策価格が妥当かどうかを答申することになった。審議会そのものは価

格決定の場であるのだが、政策価格と関連対策をセットで議論する方が実質的にもよいのではないかとの

視点も出てきた。政治主導が強調されているなかで、今後の審議会の位置づけについても検討されること

になろう。 

議論の焦点の一つは、2011 年度以降の酪農・畜産の所得補償制度をどうするかという長期的な課題があ

り、それを踏まえて 10 年度対策をどう位置づけるかということだった。飼料価格をはじめとする生産コス

トが高止まりする半面、畜産物販売価格が低迷するという事態への緊急的な対応が求められる状況のなか、

“畜産農家の所得を安定化させる”所得補償制度を 11年度以降に導入することを睨んで、既存の仕組みで

は足りなかった部分を「前倒し」して組み込む形で見直したことが、今回の畜産物価格と関連対策のポイ

ントだ。例えば、肉用牛繁殖経営対策では、肉用子牛補給金制度を補完する形で同制度の上に乗っている

２段階の事業部分を全国 1 本のシンプルな仕組みに統合したほか、肉用牛肥育対策ではマルキンと補完マ

ルキンを統合して補てん金の算定方法を全国一本化し、粗収益と生産費の差額の８割補てんにした。養豚

関係では、各県がバラバラの基準で実施していた事業について全国一律化を図ったうえで国の負担を引上

げ、保証基準価格（460 円）と枝肉価格の差額の８割を補てんするような仕組みに設定した。 

－－－－今後に向けて今後に向けて今後に向けて今後に向けて検証すべきポイントは何ですか検証すべきポイントは何ですか検証すべきポイントは何ですか検証すべきポイントは何ですか    

例えば、安定基準価格は、基準期間（牛直近７年間、豚同５年間）の平均農家販売価格と、生産費など

を基に算出されるが、現行の仕組みでは飼料価格が急上昇した場合などは、四半期ごとに改定されるマル

キン等以外は、補てん基準が反応しきれなくなる。そのため、08年には政策価格の期中改定を行った。た

だ、それは緊急措置であるため、今後、そのような事態が起こるたびに、大騒ぎして期中改定をするかど

うかを議論しなくてもよいように、急激な価格高騰時には予め定めたルールにしたがって安定価格制度が

自動的に変更されるようなシステムにするべきと、生産者委員からも意見が出ている。そうすれば、生産

者は、飼料の急激な高騰時には、どこまでは政策が対応してくれるかが事前に見通せるので、それを織り

込んで経営計画が立てられる。 

また、現行の畜産物の取引基準も、牛肉では、消費者の嗜好の動向を踏まえると、脂肪交雑に偏重して

いるのではないかという消費者委員からの指摘も出ているほか、生産者側からも将来的にエコフィードの
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利用を拡大していくにはそこが問題となってくるため、議論すべきという意見も出ている。こうした既存

の取引基準のメリット・デメリットをしっかり踏まえて、必要な改善の方向性を議論すべき時期に来てい

るのではと考えている。酪農での 3.5%の乳脂肪の取引基準も同様の理由で見直しの議論が必要になってい

る。 

新政権が目指しているのは、生産コストが急上昇しても、農家販売価格が下落しても、機動的に最低限

の所得を安定的に確保できるようにするシステムである。この点、特に畜産の場合、基本的にはコストと

販売価格の差額を補てんするシステムがすでに設けられているため、11 年度以降の戸別所得補償に向けて

は既存の経営安定対策で足りなかった部分を加えればよいという方向が見えてくる。今回のエサ危機は深

刻であったが、既存の仕組みで対応しきれなかった部分に緊急対策がとられたことで、何が足りないかが

明確になった。この教訓を活かして、2011 年度以降については、所得補償制度を一から作り直すのではな

く、また現場の混乱を生じさせないためにも、現在のシステムを検証して不足部分をしっかりと補うこと

が一つの対応策と考えられる。 

肉牛と豚などについては、10 年度対策において、その「布石」を打ったといえるが、酪農については、

そうした意味での大きな制度変更はしていない。だから酪農対策はこのままでよいということではない。

現在の加工原料乳(バター・脱脂粉乳向け)の補給金は約 10 円でほとんど固定的で、今回のように生産費が

10 円上がっても 1 円程度しか補給金は増えない。したがって、生産費との差額が補填されるように、補給

金の算定方法そのものに変更が必要との指摘もある。また、チーズや生クリームの補給金も、同様に、目

標価格との差額補填の形で拡充する必要があるかもしれない。特に、生乳過剰が心配される場合に、生乳

生産の減産で対応するのには限界がある。牛の成育上、過剰と逼迫の繰り返しを生じやすいからで、コメ

と同様、生産調整から販売調整への移行が求められる。とりわけ、販売価格を抑えれば輸入代替によって

も消費が伸びるチーズ向けについては、バター・脱脂粉乳と同等の目標価格と輸入代替価格との差額を補

填できるように充実すれば、メーカーの引取量を増やすことができる。さらに、今回のエサ危機で、都府

県酪農を支えるために、飲用乳についても 3 円/kg 以上の直接支払いが支払われた。この緊急措置を踏ま

え、米国のように、飲用乳への補填を組み込むのかどうかも検討の余地があろう。 

 

酪農における所得補償制度の設計の選択肢については、現状からの変更が少ないほうから、 

 

① 現行のまま 

② 加工原料乳(バター・脱脂粉乳)の補給金単価を、ある目標水準(マルキンのような四半期改定でコスト変

化に機動的に対処)との差額を補填する形に改定 

③ チーズ向け乳の目標価格をバター・脱脂粉乳の目標価格と同等にし、輸入代替価格との差額を補填する

仕組みに拡充 

④ それに加えて、飲用乳価へも不足払い 

⑤ 用途別でなく、プール乳価等、酪農家の所得に対する不足払い(直接支払い) 

 

等、様々な選択肢が提案されている。これらの検討にあたっては、モラルハザード(意図的な安売りの誘発。

生産サイドよりも加工・小売の「買いたたき」が問題か)、財政効率性、WTO 整合性等の問題も議論にな

ろう。組織等の論理でなく、あくまで現場の酪農家の視点に立って、最良の着地点に収斂させることが求

められる。 

生処販間の取引のパワーバランスにおける日米の格差を考慮すると、我が国では、所得補填が行われる

場合には、買い手側の「買いたたき」圧力が強まる可能性は、確かに否定できない。実際、コメの戸別所

得補償のモデル事業においては、この問題が生じ始めており、対策が求められている。長年のモラルハザ

ード論の呪縛を乗り越えて、戸別所得補償の水田のモデル事業を導入したのに、すでにコメの買い控えに

より低米価を形成しようとする行動が起こっている。もし、米価の大幅下落が生じて、いきなり制度が破

綻の危機にさらされたら、すべては水の泡である。生産サイドも流通サイドも、目先の短期的利益にとら

われて、持続的な産業発展の支えを失わないようにしていただきたいし、それが酪農への所得補償制度の

議論にも大きく影響してくる。 
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[補足補足補足補足図表編図表編図表編図表編]    
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図　　穀物価格と期末在庫率の関係

％

    ・・・・ ドル安 ドル安 ドル安 ドル安
 ・ 投機マネー流入 ・ 投機マネー流入 ・ 投機マネー流入 ・ 投機マネー流入

    ・・・・    輸出規制輸出規制輸出規制輸出規制

　　　　・・・・ 豪州等の干ばつ、異常気象 豪州等の干ばつ、異常気象 豪州等の干ばつ、異常気象 豪州等の干ばつ、異常気象

        ・・・・ バイオ燃料需要 バイオ燃料需要 バイオ燃料需要 バイオ燃料需要

 ( ( ( (・・・・ 中国等の飼料穀物需要増加 ) 中国等の飼料穀物需要増加 ) 中国等の飼料穀物需要増加 ) 中国等の飼料穀物需要増加 )

 

注: 豊田通商(株)古米潤氏が示したトウモロコシのデータをイメージ化して、農林水産政策研究所木下順子

主任研究官が作成。中国等の飼料穀物需要の増加が括弧書きになっているのは、新興国の経済発展は近

年継続的に進展してきている現象で、ここ 1、2 年に急速に伸びた訳ではないから、今回の穀物価格急

騰要因とするのは留保条件を付けた方がよいという意味である。 

 

牛乳生産費（搾乳牛通年換算１頭当たり）

単位：円

　平.  20   年度 750 742 765 384 6 527 4 900 18 968 13 676 △58 713 126 942 

飼 養 頭 数 規 模
　 1  ～  20 頭未満 713 143 923 074 3 082 4 798 20 596 9 476 △247 883 71 436 
　20  ～  30 758 777 873 417 3 719 6 172 21 007 9 450 △154 988 114 625 
　30  ～  50 774 560 803 274 4 474 5 714 20 268 12 658 △71 828 152 051 
　50  ～  80 729 182 719 263 7 472 5 456 16 934 17 391 △37 334 142 817 
　80  ～ 100 732 771 717 036 6 733 3 576 20 474 18 645 △33 693 108 686 
 100 　頭以上 769 284 728 165 9 198 3 681 18 211 10 328 △ 299 111 691 

資料：農林水産省統計部「平成20年度牛乳生産費（全国）」
利潤は、「粗収益－生産費総額（費用合計＋支払利子＋支払地代＋自己資本利子＋自作地地代）」により算出

所 得利 潤粗 収 益 費用合計
自作地
地代区　　分

支払利子 支払地代
自己資本

利子
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図２図２図２図２ 国内消費者物価の推移－小麦粉・めん類・食パン・うるち米－国内消費者物価の推移－小麦粉・めん類・食パン・うるち米－国内消費者物価の推移－小麦粉・めん類・食パン・うるち米－国内消費者物価の推移－小麦粉・めん類・食パン・うるち米－

データ：総務省統計局「消費者物価指数」（2007年6月～2009年9月）を用いて、2007年6月の値を100

とする指数に換算。
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図３図３図３図３ 国内消費者物価の推移－チーズ・食用油・牛乳・豆腐－国内消費者物価の推移－チーズ・食用油・牛乳・豆腐－国内消費者物価の推移－チーズ・食用油・牛乳・豆腐－国内消費者物価の推移－チーズ・食用油・牛乳・豆腐－

データ：総務省統計局「消費者物価指数」（2007年6月～2009年9月）を用いて、2007年6月の値を100

とする指数に換算。
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図図図図 2    ブラジルのサトウキビの原油と比較した採算性ブラジルのサトウキビの原油と比較した採算性ブラジルのサトウキビの原油と比較した採算性ブラジルのサトウキビの原油と比較した採算性 
注: ブレーク・イーブン線の左側にサトウキビ価格があれば、サトウキビからのエタノールの方がガソリンより安く製造できるこ

とを示し、ほぼすべての年で満たされている。東大農学部の柴戸康輔君が卒論研究で試算中の暫定値。 

 

 

 
図図図図 3    アメリカのトウモロコシの原油アメリカのトウモロコシの原油アメリカのトウモロコシの原油アメリカのトウモロコシの原油と比較した採算性と比較した採算性と比較した採算性と比較した採算性(補助金なしの場合補助金なしの場合補助金なしの場合補助金なしの場合) 
注: ブレーク・イーブン線の左側にトウモロコシ価格があれば、トウモロコシからのエタノールの方がガソリンよりも安く製造で

きることを示す。現実はその逆で、補助金なしでは採算が合う年がほとんどない。東大農学部の柴戸康輔君が卒論研究で試算中の暫定値。 
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図図図図 4    アメリカのトウモロコシの原油と比較した採算性アメリカのトウモロコシの原油と比較した採算性アメリカのトウモロコシの原油と比較した採算性アメリカのトウモロコシの原油と比較した採算性(補助金ありの場合補助金ありの場合補助金ありの場合補助金ありの場合) 
注: これだけの原油高騰下でも、現行のガロン当たり 51 セントの税減免により、ここ数年は採算が取れている。原油価格が下落す

れば、補助の増額がない限り採算は維持できないが、むしろ補助は削減されつつある。枯渇する原油は値下がりしないとも言われ

るが、原油価格が高ければバイオ燃料以外にも様々な代替エネルギーの実用化が促進され、原油依存からの脱却が進み、エネルギ

ー需給は緩和し、原油価格が上がり続けることはない。東大農学部の柴戸康輔君が卒論研究で試算中の暫定値。 

 

 

図5　  トウモロコシ／原油相対価格とエタノール需要量の相関関係
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注: ガソリンへのエタノール混合等によりバイオ燃料利用を義務化する施策が米国等で強化されたため、バイオ燃料需要が大きく

縮小することはないとの見方もあるが、原油価格の下落によって、トウモロコシからのバイオ燃料の相対的な採算性が悪化すれば、

補助金の増額がされないかぎり、義務があっても供給はできず、義務目標は見直しを余儀なくされる。義務目標を絶対視するのは

不合理である。 
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注: アジアは欧米を後追いするのか? 中国の食生活はデンプン質中心の「途上国型」からタンパク質中心の「先進国

型」へと推移してきたが、その向かう先は、タンパク質源として肉・乳製品が多い「欧米型」ではなく、魚介類のウ

エイトが相対的に高い「東アジア先進国型」（韓国、日本、香港を含む）に向かっている。 

 

表 2 中国都市部における動物性タンパク源需要の所得弾力性推計値 

  
1996   

(都市)  

2006   

(都市)  

2006   

(農村)  

注 1（参考）   

OECD 推計値 

注 2（参考）生産

物 1kg 当たり飼

料穀物量(kg) 

牛肉 0.422 0.276 0.647 1.593 11 

豚肉 0.314 0.157 0.278 0.709 7 

鶏肉 0.534 0.370 0.905 0.983 4 

魚 0.336 0.478 1.399 －  2 

牛乳 0.855 0.559(2005) －  1.470 －  

粉乳 0.722 0.380(2005) －  
脱脂粉乳 0.137 

－  
全脂粉乳 0.703 

出所：木下・彭（2007）、増田(2008)、Jiang(2009)による所得階層別クロスセクション 

分析の結果。 

注 1：AGLINK-COSIMO モデルによる中国全体（農村含む）の推計値。 

注 2：トウモロコシ換算。「魚」については養魚に必要な穀物量を示す。 

所得の伸びに対する牛肉・豚肉の伸びは都市部で鈍化している(例えば、所得 1%の伸びに対する牛肉消

費の伸びは 0.42%から 0.28%に低下)が、鶏肉・魚は比較的堅調。農村部は都市部より反応が大きいが、

鶏肉・魚のほうが大きい。飼料穀物必要量の大きい牛・豚肉(11・7)が伸びず、鶏肉・魚(4・2)が伸びれ

ば飼料穀物需要は節減される。しかも、OECD 等の予測は 1.6 等の大きな反応が将来も持続する前提で

試算されており、過大推定の可能性がある。 

図6. 中国における食生活の時系列変化の特質図6. 中国における食生活の時系列変化の特質図6. 中国における食生活の時系列変化の特質図6. 中国における食生活の時系列変化の特質
出所：鈴木・庄野・彭（2003）による主成分分析の結果。
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表 3 国連の人口増加率予測（％） 

  2005 年 2035 年 2045 年 

中 国 0.7 0.0 ▲ 0.5 

インド 1.6 0.6 0.4 

出所：UN, World Population Prospects, 2005. 

注： 中国の人口は 2035 年頃に 14 億人程度でピークを迎え、その後は減少し、少子高齢化が問題になる。中国

の 13 億人に次いで、11 億人という巨大な人口を抱えるインドは、率は鈍化しつつもまだ伸び続けるが、牛肉(聖

なる牛)と豚肉(不浄なる豚)を食べないヒンズー教徒が 80％、豚肉を食べないイスラム教徒が 14％を占める。 

 

 

表 4 トウモロコシ単収の伸び率（1985-2005 年） 

 

出所：東京大学農学部 4 年生高木英彰君(当時)による推計結果。 

注：修士課程の李想さんの研究では、過去 3 年平均の純収益の 1%の変化に対して、トウモロコシ単収が、米国、

中国(北・中・南部)ともに、0.17%前後反応したと推計された。 

今後の単収増加の余地については、すでに技術的な限界に近づいているのではないかという指摘もあるが、

単収の伸びが近年鈍化してきたのは、これまの長く続いた穀物価格低迷で増産型技術開発・導入が停滞したた

めで、価格上昇により技術開発・導入が再び促進されれば単収向上は加速される。トウモロコシ価格が 1％変化

したときに、趨勢的な技術進歩に加えて、高価格に刺激されて技術開発・導入が促進されたことによる単収の

追加的な伸びは有意に計測されている。一般的に、食料需給予測の多くは、将来の単収予測においてこのよう

な価格との関係性が考慮されておらず、トレンドのみで近似されている。したがって、価格上昇局面での単収

増加の見込みは過小評価され、食料増産の見込みも過小評価されがちなのである。 

なお、耕地拡大の余地についても楽観的な見方もある。例えば、FAO データによると、ブラジルには、アマ

ゾンを除いて約 4億 haの可耕地があるうち、現在は五分の一程度の 6,000万 ha強が耕作されているにすぎない。

ただし、可耕地＝生産可能というのは短絡的である。可耕地があっても、経済的に採算がとれなければ耕作さ

れない。日本の耕作放棄地もそうである。ブラジルでもトウモロコシ生産は技術的には可能だが、大豆に比し

て価格が安いため、内陸から港に運ぶ輸送費を考慮すると市場性がないというのが、トウモロコシ生産がブラ

ジルで拡大しない理由である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

趨勢的 

技術進歩 

(年率) 

価格 1%の上

昇に対する追

加的伸び 

  ％ ％ 

アルゼンチン 4.257 0.307 

中国 0.929 0.417 

EU 2.526 0.305 

米国 1.862 0.230 
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価格 

数量 

 

図図図図 7    バイオ燃料需要の穀物需給と価格への影響バイオ燃料需要の穀物需給と価格への影響バイオ燃料需要の穀物需給と価格への影響バイオ燃料需要の穀物需給と価格への影響 

注: バイオ燃料向けの需要増加により穀物需要が D’にシフトする一方、供給は近年の単収の伸びの技術的限界によりシフト

しないから「不足」が生じるという見方があるが、これは価格による調整機能を無視した議論。次に、価格は P’に上昇する

が、新たな需要増加による「パラダイムシフト」なので、「価格はもう戻らない」という議論も疑問。単収の伸びの鈍化は、

これまの長く続いた価格低迷で増産型技術開発が停滞したためで、価格上昇により技術開発・導入が再び促進されれば単収

向上は加速される。これにより供給が S’にシフトすれば、価格は P に戻る。さらに原油下落による採算割れや第二世代バイ

オ燃料の実用化で需要が D に戻れば、一時的にせよ、価格は P’’まで下落する可能性もある。価格は上がり続けるのでなく、

上昇・下降を繰り返しながら需給を調整していく。問題は、WTO や FTA による関税削減の進展で穀物生産を縮小した国が

増え、生産・輸出国が少数化しているため、需給変化による価格上昇が激しくなり、そのために、高値期待で投機マネーが

入りやすくなり、不安心理で輸出規制が起きやすくなり、価格上昇がさらに増幅される、という構造。国民が飢えそうなと

きに先に他国に売ってくれる国はなく、輸出規制は規制しきれないため、こうした不測の事態に備えて自国生産の確保が必

要。 

出所: 筆者作成 
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図5 我が国の農業生産システムにおける窒素のフロー 

（単位：千トンＮ，1997年） 

出所：農業環境技術研究所『わが国の食料供給システムにおける窒素収支の変遷』，2003年 

 

表表表表5555    我が国の食料に関連する窒素需給の変遷我が国の食料に関連する窒素需給の変遷我が国の食料に関連する窒素需給の変遷我が国の食料に関連する窒素需給の変遷    

 1982 1997 

日本のフードシステムへの窒素流入 

輸入食・飼料 千トン 847 1,212 

国内生産食・飼料 千トン 633 510 

流入計 千トン 1,480 1,722 

日本のフードシステムからの窒素流出 輸出 千トン 27 9 

日本の環境への窒素供給 

輸入食・飼料 千トン 10 33 

国内生産食・飼料 千トン 40 41 

食生活 千トン 579 643 

加工業 千トン 130 154 

畜産業 千トン 712 802 

穀類保管 千トン 3 3 

小計 千トン 1,474 1,676 

化学肥料 千トン 683 494 

作物残さ 千トン 226 209 

窒素供給計（Ａ） 千トン 2,383 2,379 

日本農地の窒素の適正受入限界量 

農地面積 千ha 5,426 4,949 

ha当たり受入限界 kg/ha 250 250 

総受入限界量（Ｂ） 千トン 1,356.5 1,237.3 

窒素総供給/農地受入限界比率 Ａ/Ｂ ％ 175.7 192.3 

資料：織田健次郎「我が国の食料供給システムにおける1980年代以降の窒素収支の変遷」農業環境技術研究所『農業

環境研究成果情報』，2004年に基づき，鈴木宣弘作成。 
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表表表表 6 6 6 6 世界保健機関の世界保健機関の世界保健機関の世界保健機関の 1111 日当たり許容摂取量日当たり許容摂取量日当たり許容摂取量日当たり許容摂取量(ADI)(ADI)(ADI)(ADI)に対するに対するに対するに対する日本人の日本人の日本人の日本人の年齢別年齢別年齢別年齢別窒素窒素窒素窒素摂取量摂取量摂取量摂取量    

    
1～6 歳 

体重 15.9 ㎏ 
7～14 歳 

体重 37.1 ㎏ 
15～19 歳 

体重 56.3 ㎏ 
20～64 歳 

体重 58.7 ㎏ 
65 歳以上 

体重 53.2 ㎏ 

摂取量(mg) 129 220 239 289 253 

対 ADI 比(%) 218.5 160.1 114.8 133.1 128.4 

（注）硝酸態窒素の ADI＝3.7mg/日/kg 体重（硝酸イオンとして） 

出所: 農林水産省 HP。 

 

 

表表表表 7777    硝酸態窒素の環境基準超過率の推移（全国）硝酸態窒素の環境基準超過率の推移（全国）硝酸態窒素の環境基準超過率の推移（全国）硝酸態窒素の環境基準超過率の推移（全国） 

年度年度年度年度    

（平成）（平成）（平成）（平成）    

調査数調査数調査数調査数    

（本）（本）（本）（本）    
超過数超過数超過数超過数    

（本（本（本（本))))    
超過率超過率超過率超過率    

（％）（％）（％）（％）    

6666    1685 47 2.8 

7777    1945 98 5.0 

8888    1981 94 4.9 

9999    2654 173 6.5 

10101010    3897 244 6.3 

11111111    3374 173 5.1 

12121212    4167 253 6.1 

13131313    4017 231 5.8 

14141414    4207 247 5.9 

15151515    4288 280 6.5 

（環境省ホームページから引用） 
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表表表表 8 我が国の主な野菜の硝酸我が国の主な野菜の硝酸我が国の主な野菜の硝酸我が国の主な野菜の硝酸態窒素態窒素態窒素態窒素含有量含有量含有量含有量 

単位：mg/kg 

品目 
厚生労働省 

データ 

参考 

英国のデータ（1999～2000 年） EU の基準値 

ほうれんそう 3560±552(6) 11～12 月 2180-2560(2) 【平均 2370】 

4～10 月 25-3910(21) 【平均 1487】 
 

10 月～3 月 3000 

4 月～9 月 2500 
 

サラダほうれんそう 189±233(6) 

レタス結球） 634±143(3) 

施設   

4～9 月 937-3740(18) 【平均 2247】 

10～3 月 1040-4425(19) 【平均 3158】 

露地   

4 月 775-1461(2) 【平均 1118】 

5～8 月 244-3073(26) 【平均 1045】 

9 月 308-2119(17) 【平均 1090】 

10～12 月 670-3000(11) 【平均 1348】 
 

施設  

4 月～9 月 3500 

10 月～3 月 4500 

露地  

4 月～9 月 2500 

10 月～3 月 4000 
 

サニーレタス 1230±153(3) 施設 2500 

露地 2000 
 

サラダ菜 5360±571(3) 

春菊 4410±1450 － － 

ターツァイ 5670±1270 － － 

青梗菜 3150±1760 － － 
 

（注１）国立医薬品食品衛生研究所及び英国 food standard agency ホームページより 

（注２）データの欄の（ ）内は分析件数 

（注３）施設：温室内での栽培，露地：屋外での栽培  

 出所: 農林水産省ホームページ 

    

    

略歴略歴略歴略歴    

東京大学 大学院 農学国際専攻 教授 鈴木宣弘 すずきのぶひろ 

1958 年三重県生まれ。51 歳。1982 年東京大学農学部卒業。農林水産省、九州大学教授を経て、2006 年よ

り現職。専門は、農業経済学、国際貿易論。食料・農業・農村政策審議会委員(会長代理、企画部会長、畜

産部会長、農業共済部会長)。主著に、『食料を読む』(共著、日経文庫、2010 年)、『食の未来に向けて』(筑

波書房、2010 年)、『現代の食料・農業問題―誤解から打開へ』(創森社、2008 年)、等。 

 

表17　中国都市住民の主要品目需要の所得弾力性推計結果

(a) 牛肉
年次 推計値
1996 0.422
1997 0.394


