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バター不足にみる日本酪農の過去と未来

中 1同

1 . はじめに

昨今のバター不足が猛暑による乳量低下，乳質の

悪化が原因であるような論調を多く耳にする。また

牛乳の流通の構造的問題としてバターや脱脂粉乳は

余乳対策商品として製造が後回しとなるとしづ現実

も否めない事実であるが，この拙論では戦後の酪農の

歴史的背景を術轍して構造的問題という知見から

バター不足と絡めて酪農問題を敷街して論じたい。

2. 日本酪農の現状

国内の酪農家数は昭和 38年(1963)の 417，600戸

をピークに減少を続け，平成 25年(2013)にはつい

に2万戸を割り 19，400戸まで減少した。日本最大

の生産地である北海道では6，200戸の酪農家がある

が，ここ 10年で 24%も減少し，毎年 200戸の酪農

家が離農しているとし、う。

大型酪農家によって辛うじて維持されてきた生

産乳量も平成8年(1996)の866万トンをピークとし

て減少に転じ平成 25年(2013)には 751万トンと

ピーク時の 87%までに減少した。

正*

酪農経営者の平均年齢は 55歳と他の農業経営者

の66歳から見れば10歳も若いとはいえ，年中無休，

早朝から夜遅くまで続く肉体労働で高齢者には耐

えられない労働環境であるという側面もあろう。そ

の中でも約 900戸の酪農家が 60歳以上である。後

継者が決まっていない，も しくはまったくいないと

いう酪農家が約 1，400戸にも及んでいる。早晩この

様な酪農家の離農は確実である。

経産牛 l頭当たりの生産乳量は昭和 40年(1965)

の 4，250kgから 45年後の平成 22年(2010)には

8，046kgと倍増した。しかし上述の通り国内総生産

量は平成8年をピークとして減少の一途をたどって

いる。

3. 戦後の酪農史

戦後の酪農政策を振り返ってみると昭和 27年

(1952)の飼料需給安定法，翌，昭和 28年(1953)の

有畜農家創設特別処置法，同 29年(1954)の酪農振

興法などの法整備で酪農の急激な普及が図られ 「水

田酪農」の言葉に見られるように小規模の有畜複合

酪農が普及した。水田酪農とは稲ワラや水田畦畔の

草を活用した稲作との複合酪農で

あった。その他にも様々な作目との

複合酪農が広く行われ，副産物とし

て産出される糞尿は堆肥化され優

良な田畑の有機物肥料として活用

された。山間部では里山での放牧や

雑穀などの殻，山野草などを活用し

里山が酪農生産の場として有効に

機能していた。

1963 1968 1973 1978 1983 1988 1993 1998 2003 2008 2013 

ところが昭和 36年(1961)に制定

された農業基本法でその方向が規

模拡大へと転換されたのである。つ

まり選択的拡大作目に果樹や稲作

とともに指定され酪農の規模拡大
酪農家数 個申醐乳量 が推進されたのである。

図 l 戦後の酪農家数と生産乳量の推移
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表2 戦後酪農年表

昭和27年 飼料需給安定法制定(1952) 

昭和28年 有畜農家創設特別処置法制定(1953) 

昭和29年 酪農振興法制定(1954) 

昭和36年 農業基本法制定(1961) 

昭和40年 加工原措料乳生産者補給金等
(1965) 暫定置法制定(不払い法)

昭和62年 乳脂肪分3.5%基準を制定(1987) 

平成3年 牛肉の自由化(1991) 

平成11年 家畜排池物法制定(1999) 

昭和 40年(1965)に制定された加工原料乳生産者

補給金等暫定措置法， (不足払い法)によって牛乳は

一元集荷多元販売の仕組みが作られ，全量農協集荷

が確立されたのがこの時であった。これにより農協

独占体制は敷かれ，酪農家は農協との聞で「無条件

委託販売契約Jという不当な契約を結ばされた。生

乳販売価格の交渉権も剥奪され，残された規模拡大

と個体乳量の増加しか酪農家の経営的選択肢はな

くなった。

それに相侯って，昭和 62年(1987)に業界が乳脂

肪分 3.5%基準を制定した。それまでの一般的乳牛

の平均的乳脂肪分が3.2~3. 5%だ、ったものを3.5%

以下の場合に取引乳価を半値にするというもので，

これにより小規模酪農家や放牧酪農家には壊滅的

な打撃を与えた。当時 100~200 戸もあったという

山地酪農はほぼ全滅した。筆者もこれが原因で経営

危機に陥り，山地酪農からの方向変換か離農を毎晩

のように考え眠れない日々を送った事が記憶に

生々 しい。

これにさらに追い討ちをかけたのが平成 3年

(1991)の牛肉の自由化である。ヌレ子や廃用牛の価

格が暴落し酪農家の副収入の道がたたれ収入が激

減したのである。ほとんど値のつかない廃用牛は運

賃や屠殺手数料を酪農家が負担せざるを得なかっ

た。また販売できないヌレ子が野良牛となったり川

に捨てられたという話も聞いた。

平成11年(1999)には家畜排池物法が制定された。

これは家畜の糞尿を適正に処理するために糞尿処

理施設を強要するものであった。それまでの小規模

酪農家は堆肥化して有機物肥料として有効利用し

ていたものが多頭飼育によって耕地面積と排出糞

尿のバランスが崩れ，有効利用が不可能となり糞尿

公害が全国各地で多発した。この家畜排植物法に

よって生産性に結びつかない膨大な糞尿処理施設

への投資を余儀なくされ，中堅クラスの酪農家の離

脱が急増した。

4. 昨今の酪農状況

昨今のバター不足は，この様な歴史的背景から小，

中規模酪農家の離脱が大きな要因である。それまで

減少した酪農家の乳量を規模拡大した大型酪農家

が辛うじて補ってきていたが近年になって大型酪

農家の生産意欲が減退してきている。配合飼料の原

料であるトウモロコ、ンのバイオエタノーノレへの流

出，中国，インドなど大国の畜産発展などでトウモ

ロコシの国際価格の高止まり，アベノミクスによる

円安誘導政策による電気，燃料などの生産資材の高

騰，環太平洋連携協定(TPP)締結の恐れが大型酪農

家の生産意欲を損ねているのである。

この様な政府の政策の尖兵となったのが農協で

あった。自由化の都度にばら撒かれる目先の補助金

に輔され組合員である農家を切り捨てていったの

が農協の実態である。全国各地で農協合併が行われ

るたびに不良債権を抱えた農家が農協によって切

り捨てられてきた。特に初期投資が大きく負債の多

い酪農家の切捨ては目に余るものがあった。

本来，農協は農民の互助組織で、あって，政府の政

策に抗しても農家を守ることが重要な責務であっ

たはずであろう。その農協が率先して酪農家を切り

捨てたのである。このことが生産者と生産乳量の減

少をもたらした大きな要因である。

筆者も幾度となく経営難に陥ったが牛乳の直売

を始めてその危機を乗り切った。現在は 6次産業化

などといわれ直売を奨励する風潮にあるが当時は

「アウトサイダーJという汚名を被せられ農協から

あからさまな嫌がらせを受けた。

農協は牛乳の独占のみならず農家金融と政府の

補助金をも独占していたのである。協同の秩序を乱

すアウトサイダーは借入金を全額返済(貸剥がし)

し農協を脱退するようにとの圧力を受けた。つまり

酪農家の急所である借金を盾に不当な圧力をかけ
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てくるのである。現在の 6次産業化の流れから見れ

ば隔世の感がある。

いままでの政府の農業政策は規模拡大による内

外価格差の是正であったが，酪農に限らず日本農業

の衰退を見れば政府の農業政策は完全なる失政で

あったことは論を侯たない。食料自給率は主要先進

国中最も低い 40%前後で推移し，農業従事者の平均

年齢約 66歳と年々高齢化が進み，耕作放棄地は埼

玉県面積に匹敵する約 40万ヘクターノレというリア

ノレな実数がそれを如実に証明している。

ここで安直にバターの輸入に踏み切れば更なる

酪農家の離脱が進み，日本酪農が崩壊することを懸

念するのは筆者のみではないはずである。

中洞牧場 ノシパの放牧地

5. これからの日本酪農のあり方

規模拡大による工業的密飼い酪農は家畜虐待的

飼育でありストレスを抱えた家畜が病弱になるこ

とは必然である。病的な家畜から生産される畜産物

がはたして消費者のニーズ、に適うものだろうか。

EU諸国ではすでに家畜福祉認証の畜産物が流通

しストレスの少ない放牧飼育へとその方向性がシ

フトしているという。平成 27年(2015)から米国の

マクドナルド，ケンタッキーフライドチキンではこ

の認証マークのついた商品しか仕入れないという

情報もある。

この様な世界的情勢を鑑みれば現在日本で行わ

れている工業的密飼い酪農が未来永劫消費者から

支持されるとは到底考えられない。

近年農水省は減反にかわる政策として水田を活

用したコメの飼料化を推進しているが，これを持っ

て日本酪農の変革は到底望めるべくもなく，抜本的

解決策には成り得ない。

これからの日本酪農は国土面積の 68%を占める

山地の活用が急務であろう。その面積は 2，500万ヘ

クタールにも及びそこには無尽蔵の草資源がある。

かつて山地酪農を提唱した植物学者猶原恭爾博

士やアルペン酪農を提唱した日野水一郎氏などは

すでに半世紀以上前から，この山地を活用した放牧

酪農が日本酪農の持続的発展に資するとし、う先見

性を持って山地放牧を提唱していた。しかし業界の

大規模化，工業的酪農の潮流に抗うことができずに，

その高遁な理論は無視，抹殺されてきた。今こそ，

この理論を再評価することが日本酪農の復権に繋

がることは明確であろう。

猶原恭爾博士， 日野水一郎氏

この猶原，日野水理論は実践に基づいていたこと

も高く評価しなければならない。猶原博士は国家国

民のため自らの研究対象である植物を草資源とし

て役立てるためには，牛の活用が最も効果的である

という信念から 10年間に渡って自ら牛を飼い，乳

を搾り，その理論を実践的に証明したのである。筆

者が学生時代猶原博士のご指導を頂いたが，いつも

「牛を飼ったことのない人からは指導を受けるな」

とし、う言霊が今も脳裏から離れない。

また日野水氏は東京大学法学部卒，農林省のキャ

リアという栄達を捨てまでも一介の開拓農民とし

て八ヶ岳山麓に入植したのである。鍬ひとつ鎌ひと

つで広漠とした大地に挑んだ血気あふれるパイオ

ニアであった。農民の立場で 1年間スイスに留学し

て彼の地の数倍も土地生産力高い日本の山地を「露

天掘りの金鉱Jと呼んだ。

筆者は大学 2年生の時，たった 2週間であったが

日野水氏のもとで実習生としてご指導を受けた。
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6. おわ り に

再度述べるがこの猶原，日野水理論は学者，評論

家のような机上の空論ではなく実践に基づいた理

論なのである。今から去ること 40年も前，若干 20

代前半の若輩者の筆者がこの理論に傾倒し，齢， 62 

になる今日まで実践して来られたことは秘かなる

誇りである。

このことは酪農業という産業が単なる牛乳供給

業としてではなく，日本の国土面積の 7割に及ぶ山

地の有効活用と言う観点、からも国家国民に重要な

産業であるというこ人理論がその背景にあったか

らである。

この二人の理論は猶原恭爾著「日本の山地酪農」

日野水一郎著「アルペン酪農をめざしてJに詳しい。

すでに絶版となって久しいが中古品などで入手で

きることを房長わざるを得ない。

最後に資料収集，図表の作成に牧場スタッフの渡

辺蒼吾君に協力を頂いた。感謝したい。
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