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TPP参加による鶏肉関税撤廃の影響分析と対応策

信岡誠治

(東京農業大学)

Analysis of elimination of tariffs on chicken and countermeasures by participate in TPP 

(Seiji NOBUOKA) 

I はじめに

農林水産省はTPP参加により農畜産物の関税

が撤廃されると，鶏肉については業務用と加工用

の 2分の 1が輸入鶏肉に置き換わり，圏内生産額

は 20%(約 990億円)減少するとしている。結果

としては，輸入量は現在よりも 2倍程度に増える

としている。

根拠としては，国産の「もも肉」と「むね肉Jの

平均価格が 439円/kg(2005~2009 年)であるの

に対し，輸入鶏肉の平均 CIF価格は 184円/kg十関

税 (2005~2009 年)今206 円/kg であり，内外価

格差が 2倍以上あるためである注 1)。

この影響予測の試算条件は，①TPP交渉参加の

11ヶ国に対して即時に全品目の関税を撤廃する。

②品質面で競合し関税率が比較的低い鶏肉などの

国産品は，すべてが安い輸入品と置き換わるので

はなく，国産品が残ると想定する。③置き換わる国

産品(鶏肉)の価格は，安い輸入品価格まで低下す

ると想定する。④残った国産品の価格は，安い輸入

品価格までは下がらず，関税相当分だけ低下する

と想定する。⑤国内対策は行わないーというもの

である。

他の農畜産物がTPP参加による関税撤廃で壊

滅的な打撃を受けると予測されているなかでは，

鶏肉への打撃は相対的には少ないとされている。

しかしながら，関税撤廃の影響は国内鶏肉産業に

も少なからずあると見なければならない。具体的

にはさらなる販売競争の激化による価格の低迷で

ある。

そこで本稿では，TPP参加による関税撤廃の

影響について分析するとともに，対応策について

検討した。

注 1)鶏肉の関税率は， Iその他鶏肉(もも正肉が大

半)Jが 11.9%(93%)，1丸と体」が 11.9%(1.2%)， 

「骨付きもも」が 8.5%(5.8%)である。( ) 

内の%は鶏肉輸入量に占める割合 (2010年)で

ある。

E 鶏肉関税撤廃の影響

TPP参加による鶏肉関税撤廃で生産・流通・

消費のどこが，どういう形で影響を受けるのかを

見てみる。消費構造から見てみると，鶏肉の消費構

造は加工・外食向けが 6割強を占めており，家計消

費は 38%にすぎない(第 1図)。したがって，関税

撤廃で直接的なメリットを一番に受けるのは外食

産業である。関税撤廃で関税分だけは仕入値が確

実に下がり，さらに輸入鶏肉との価格競争で国産

鶏肉価格も下がれば，仕入価格の引き下げにつな

がり経営的にはメリットが生ずる。

次いで，多いのは家計消費であるが，この分野も

輸入鶏肉との価格競争の激化で、小売価格が下がり

家計へのメリットが生ずると見られる。

加工仕向けは 6%ほどしかないが，これも同様

のメリットが生ずると考えられる。しかし，鶏肉調

製品の関税も同時に撤廃されると鶏肉加工品段階

での価格競争が激化し，単純にメリットが生ずる

とはいえない。鶏肉調製品の関税は 6%であるが，
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これが撤廃されると鶏肉調製品の形での輸入増加 どを占めており，米国からの輸入は「骨付きももJ

も予測されるからである。 が大半である。 TPP参加で関税撤廃となっても，

第 1図 鶏肉の消費構造 (2011年)

出所:農林水産省生産局畜産部推計

流通段階への影響は，国産品を軸とした流通か

ら徐々に輸入品へのシフトが予測される。鶏肉の

供給量 189万 t (2012年度)のうち，国産鶏肉が

146万 t，輸入鶏肉が 43万 tで，国産鶏肉の流通量

が 77%を占めているので，現状では国産品を軸と

した流通である。しかし輸入品を軸とした流通へ

シフトしていけば，食鳥処理場の統廃合を余儀な

くされ加工処理段階での雇用の喪失が予測される。

なお，鶏肉の輸入先国は TPPに参加しないブ

ラジノレからの輸入が圧倒的に多く 91% (2012年)

を占め， TP P参加国からの輸入は米国が 7%で

， あるにすぎない(第 2図)。

米国

7略

その他

第2図 鶏肉の輸入先園 (2012年)

出所・財務省「貿易統計J

鶏肉輸入は，ブラジル産の「もも正肉」がほとん

ブラジルからの輸入品は関税撤廃とならないが，

米国産のものは関税が撤廃されるとブラジル産と

比べて相対的に有利となり，ブラジノレ産から米国

産へシフトしていくことが考えられる。

ただし，品質面では輸入鶏肉はほとんどが冷凍

品のフローズン流通であり，国産品は冷蔵の生鮮

物でフレッシュ流通というわが国独自の流通シス

テムがあり，関税撤廃がされたからといって一挙

に輸入品にシフトしていくことは考えにくい。か

つて中国や韓国からチルド流通で鶏肉を輸入する

場面もあったが，高病原性鳥インフルエンザの発

生で頓挫している。

生産段階への影響は，何の対策も打たなければ

農林水産省の予測通り 2割の生産減，さらに関連

産業の弱体化が生ずればそれ以上の生産減が考え

られる。

しかし，それには前記したようにわが国独自の

鶏肉フレッシュ流通の流通ルートに輸入品が適合

できるかどうかがポイントとなる。

技術的には鶏肉のチルド流通は可能であるが，

それには生産 ・加工処理 ・流通 ・販売まで一貫し

た流通システムが必要で，それを維持運営するに

はコストがかかる。

したがって，農林水産省の予測のような事態(2 

割生産減)に直ちになるとは考えにくい。関税撤

廃で増えるとすれば，鶏肉調製品や冷凍加工品で

あろう 。

E 鶏肉調製品の関税撤廃の影響

鶏肉調製品の輸入量は 45万 t (2012年)で，す

でに鶏肉の輸入量を上回っている。 TPP参加で

関税が撤廃されると鶏肉調製品の関税率 6%も撤

廃となるが Iその他鶏肉」の関税率 11.9%と比べ

ると半分程度で関税撤廃の影響は相対的に低い。

現在，輸入している鶏肉調製品の輸入先国はT

PPに参加していない中固とタイである(第 3図)。

したがって，TPP参加による関税撤廃の影響は直

接的にはないが，中長期的にはこの分野が一番関



税撤廃の影響を被る こと が考えられる。

第3図 鶏肉調製品の輸入先国 (2012年)

出所.財務省「貿易統計」
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しかし，TP P参加により，わが国のブロ イラー

産業は一層の国際競争にさらされることは間違い

ない。

まず，鶏肉の輸入動向を見てみると，輸入量は 42

万 5，330t(2012年) ，輸入金額は 948億円，輸入

CIF価格は平均で 223円/kgである。

輸入鶏肉は主に業務用，加工用に利用されてい

るが，最近では量販店でも小売りされるようにな

っている。2004年以降はアジアでの高病原性鳥

インフルエンザの発生により輸入停止措置が発動

されたことから，輸入鶏肉を扱うユーザーや流通

業者は輸入先国をブラジルにシフ トしてきてお

り，近年ではブラジルからの鶏肉輸入が定着化し

てきている注1)。

かつては (2003年以前)，中国やタイからの鶏 そこで，鶏肉の内外価格差を比較すると，ブラジ ， 
肉輸入が多かったが，高病原性鳥インフルエンザ

の発生で現在はこれらの固からの輸入は途絶して

いる。 しかし，高病原性鳥インフルエンザの発生

国であっても加熱加工 した鶏肉調製品であれば輸

入可能でらあることから，中国やタイからの鶏肉調

製品の輸入は増加してき ている。

しかし，近年は中国系畜産企業が東南アジアに

進出し，増産を図ってきていることから鶏肉調製

品の関税が撤廃されると将来的にはTPP参加国

であるベ トナムやマレーシアからの輸入が考えら

れる。さらに，TP P参加国である米国やメキシコ

からの輸入も考えられる。

鶏肉調製品の輸入増加は，わが国で調理加工す

ると人件費'を中心に調理加工賃が高いためである

が，鶏肉調製品の輸入増加は外食産業や加工場の

雇用減に直結する問題である。

したがって，この問題を克服するのは困難なこ

とが予想される。

N もも肉の内外価格差は 2.5倍

ブロイラ一生産の大元となる種鶏は，世界では

Aviangen宇土，Cobb-Vantress宇土，Hubbardfarms社

の3t.土が約 9害IJを{共車合している。したがって，ブ、ロ

イラ一生産においては増体や飼料要求率などの技

術生産性の大きな格差はないとされている。

/レ産を軸とした輸入鶏肉 CIF価格は，2012年で

は「その他鶏肉(大半がもも正肉)Jが 226円

/kgである。これに対してわが国の鶏肉卸売価格

は「むね肉」が 191円/kg，Iもも肉」が 572円

/kgである注2)。

結論としては「むね肉」は，わが国の方が輸入

ものと比べると低い。 しかし Iもも肉」は 2.5

倍 (572円/226円)の格差がある(第4図)。

仮に米国産の輸入鶏肉価格がブラジル産と同等

として「その他鶏肉Jの関税が撤廃されたとする

と，輸入価格は 199.1円/kg(226円x0.881)と

なり ，国産鶏肉との内外価格差は「むね肉」では

ないが Iもも肉」の内外価格差は 2.9倍に拡大

することとなる。

日本 572 

。 300 600 円

第4図もも正肉の内外価格差 (2012年)

出所 :財務省「貿易統計J，農林水産省「食鳥

市況情報(東京)J 
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注 1)ブラジノレの鶏肉輸出量は 356万 t(2012 

年) ，輸出金額は 67億 3，000万ドル(1ドノレ

=81円換算で 5，453億円)である。同国の輸

出先の第 l位はサウジアラビアで 62万

5，000t，第 2位は日本で 38万 7，493t，第 3位

は香港で 30万 7，000t，第 4位はアラブ首長

国連邦で 23万 8，000t，第 5位は中国で 22万

7，000tと続いており，とくにイスラム諸国へ

の鶏肉の輸出増加が目立っている。

注 2)わが国では鶏肉の消費需要特性は「むね肉」

よりも「もも肉」が高く ，価格も「もも肉」

が「むね肉」に比べて大幅に高くなってお

り，大きな価格差がある。逆に米国では脂肪

の少ない「むね肉」が好まれ rもも肉Jよ

りも「むね肉j が高くなっている。ブラジル

では「むね肉j と「もも肉Jの価格格差はほ

とんどない。

V 鶏肉生産コスト格差は 2.3倍

鶏肉の内外価格差を惹起している要因は鶏肉の

消費特性の違いもあるが，基本的には内外の生産

コストの格差である。農林水産省の営農類型別経

， 営統計によると ，2011年の 1kg当たりの平均生

産コストは 180円/kgである。また，規模別に生

産コストを見ると，2011年のわが国のブロイラ一

生産コストは，年間出荷羽数が 10万羽未満では生

体 1kg 当たり 280 円 98 銭， 10 万羽~20 万羽が

173円 05銭，20万羽以上が 141円 84銭となって

おり，20万羽以上と 10万羽未満では約 2倍の格

差がある。

他方，同時期のブラジルの生産コストは 61.16

円/kg(推定)であるので，日本とブラジルのコス

ト格差は 2.9倍である。しかし，規模別に見ると

10 万羽未満では 4. 6 倍 ， 10 万羽~20 万羽では 2 . 8

倍の格差となっており ，生産シェアーの過半を占

める出荷羽数 20万羽以上では生産コストの格差

は 2.3倍である(第 5図)。

日本

ブラジル

。 50 100 150 
円Ikg

第5図 鶏肉生産コストの内外価格差 (2011年)

出所:日本のデータは農林水産省「営農類型別経

営統計J，ブラジルのデータは業界へのヒ

アリング調査データに基づく 。

したがって，20万羽以上ではある程度国際競争

力があるが，とくに 10万羽未満では競争力がなく

関税が撤廃されると脱落していく可能性が高い。

生産コスト低減の可能性については，飼料単価，

ひな代，ワクチン代などの資材単価の縮械が必要

である。 しかし，ワクチン代などは法規制と絡む

問題であるので縮減は困難が想定される。

米国からの本格的な鶏肉輸入は，現段階ではま

だないが TPPに参加して関税が撤廃されると，

米国とブラジルとの対日輸出競争のなかで，米国

産が優位になることが想定される。結果的には，

ブラジル産から米国産へシフ トしていくことも考

えられる。その際，動きとして注目しておかなけ

ればいけないのは米国のタイソン社など大手パッ

カーの動きである。

なお，ブラジル通貨のレアルは為替変動が激し

いので円換算する場合は時期を注意することが必

要である。2012年の動きとしては大手パッカー

であるブラジル ・フーズ社などが対日輸出価格の

値上げを打診してきたが，ブラジルが希望してい

る 1t当たり 3，250ドソレの価格で、は逆ザヤになる

として価格交渉が難航していることも伝えられて

いる。

羽配合飼料価格の格差は 2.2倍

前記のブロイラーの生産コストを構成している



最も重要な技術的要因は，飼料要求率である。そ

こで，わが国とブラジルとのブロ イラーの飼料要

求率をマクロで推計してみる。

2011年時点、で，わが国のブロ イラー用配合飼料

の生産量は 389万 218t，ブロ イラーの処理重量は

178万 3，393tである。 これで推算するとブロ イ

ラーの飼料要求率は 2.12となる。なお， 1羽当た

り生体重量は 2.88kg/羽，処理羽数は 6億 1，718万

羽である。

他方，ブラジルのブロ イラー用配合飼料の生産

量は全配合飼料 (2011年，約 6，200万 t)の半分

に相当する 3，177万 tである。ブロイラーの出荷

重量(生体重)は 1，429万 2千 t(2011年の中

抜き生産量 1，286万 3，OOOtX 0.9 (歩留まり)推

定値)ある。 これで推算するとブロイラーの飼料

要求率は 2.22となる。日本の方が飼料要求率は

0.1ポイン ト良いが，ブラジノレでは出荷 日齢が 42

日程度と日本よりは 7日程度短いことから単純

な比較はできない。結論的にはほとんど技術格差

はないとみられる。なお，わが国では平均出荷日

齢は 45~50 日とされてい る 。

ブロイラ一生産技術の生産性向上や合理化の余

地は，飼料要求率は rl.5Jまでは下げることは技

術的に可能であるということから「あるJといえ

る。ただし，これは種鶏の遺伝的能力に依存する

ところが大きい。ブラジル，日本も閉じ種鶏会社

から GGP (原々種鶏)を輸入 して増殖している

ため技術格差は生じにくいと見られる。

次に経営システムの違いがコストに影響を与え

ているのかを見てみると，日本もブラジルも飼料

製造，種鶏，ふ卵，肥育，鶏糞処理，加工処理，販売を一

体的に行 うインテグレーション(垂直的統合)で

ブロ イラ一事業を展開している注1)。

したがって，技術的な要因や経営システムの違

いによる生産コストの内外価格差は生じにくいと

考えられる。

生産コストを支配している経済的な要因として

は，最大のものは飼料代である。

そこで，内外のブロ イラー用飼料単価を分析し

てみると，わが国のブロイラー用の配合飼料価格

は，流通飼料価格等実態調査によると 2011年度は

kg当たり 49.1円 (パラ工場渡し価格)である。
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ブラジルの生産コス トや飼料価格は公式の統計

データがないので業界筋のデータから飼料価格を

推定してみる。ブラジルでの，鶏肉生産コストは

2012年 7月時点で 1kg当た り2.1レアノレ (1レ

アル=38.6円)である。円換算すると生体 1kg当

たり 8l.06円となる。生産コストは 2011年に比

べて 32.7%上昇したとあるので 2011年の生産コ

ス トは 8l.06円-:-l.327=6l.09円/kg(推定)と

なる。なお，2011年の為替レー トは 1レアル

=47.84円，2012年は 1レアノレ=38.6円であるの

で，為替変動を考慮すると 75.7円/kgとなる。

2012年は飼料価格の高騰でブラジルで、は飼料

費が 7割を占めているとされているが，2011年の

飼料費割合を 65%とし，飼料要求率を 2.22とす

ると，飼料単価は 22.17円/kg (75.7円×

0.65+2.22) と推定される。

この結果，日本とブラジルの配合飼料単価の価

格格差は 2.2倍 (49.1円/22.17円)となる(第

6図)。

， 

ブ

ラ
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ル

49. 1 
日

本

。 20 40 60 

円/kg

第6図配合飼料の内外価格差 (2011，年)

出所 ・農林水産省「流通飼料価格実態調査J， 

ブラジルは業界筋のデータとヒア リング

から推計

注 1)ブラジルのブ.ロイラ一生産地帯は，主にサン

パウロよりは南部の各州 (パラナ，サンタカタ

リナ，サンパウロ リオグランデ)に展開してい

る。全農場の 9割が企業や協同組合のインテ

グレーションの系列下にあり，独立農場は 1割

程度である。ブラジル最大のブロイラーイン
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テグレーターはブラジル・フーズ社(本社・

サンパウロ)で，ブラジノレ圏内での処理羽数の

3割以上を占めている。それに次ぐのはブラ

ジル JB S社(本社・サンパウロ)である。

聞社は牛肉部門ではブラジル，アルゼンチン，

米国，豪州およびイタリアで事業を展開してい

るほか，豚肉部門では米国で活動している世界

最大の食肉企業である。同社は 2012年にはフ

ランゴスル社(ブラジルでの処理羽数のシェ

アー10%超)と経営統合し，ブラジルでの鶏肉

生産に本格参入している。この 2社で鶏肉処

理羽数は全体の 4割を超えており，寡占化が進

行している。両社とも M&Aを積極的に展開し

ているのが特徴である。

わが国でもブロイラーインテグレーターの

上位 10社 (2012年)のシェアーは，業界筋に

よると 68%に達していると推定されている。

四 TPP参加への鶏肉産業の対応策

結論としてはTPPへの参加による関税撤廃に

対応するには，ブロイラー産業全体を通じての一

層の合理化が求められる。

日本，ブラジル，米国や他の TPP参加国でも同

世 様であるが，飼料製造，種鶏，ふ卵，肥育，鶏糞処理，加

工処理，販売を一体的に行うインテグレーション

(垂直的統合)の経営形態をとっており，技術的に

は種鶏は世界的には 3社の育種会社に寡占化され

ており，各国とも技術的な生産性格差はほとんど

ないのが現状である。

日本，米国，ブラジル，中国でも実質的にはこうし

たインテグレーターの競争となっていることから

インテグレーターの動向を注視し，個々に対応策

を策定することが求められる。

米国のブロイラー産業の最大手であるタイソン

社は，すでにわが国へ鶏肉を輸出しているが，TP

P参加で関税撤廃されれば鶏肉だけでなく鶏肉調

製品を含めて対日輸出拡大を図ってくることが想

定されることからその動きは注視する必要がある。

そしてとくに，生産段階のコスト縮減には配合

飼料価格の内外価格差の縮小が急務である。さら

に生産段階だけでなくブロイラーの処理・加工・

流通経費のコスト縮小も大きな課題である。

ブロイラーの処理・加工・流通経費についての

統計調査はないので，内外のコスト比較は困難で

ある。 TPPへの参加によりさらに国際競争が激

しくなると，食烏処理場は規模の経済が貫徹する

ので処理場の大型化によるコスト縮減の対応が必

要となる。わが国の食烏処理場は 2011年時点、で

は肉用若鶏で 181カ所である。このうち，年間 1

万 t以上の処理場は 60カ所で東北に 15カ所，九

州に 27カ所と偏在している。食鳥処理場の機械

化も進んでいるが，手作業によるところも多く合

理化の余地はあるとみられる。

基本的には，わが国のブロイラー産業の国際競

争力はある。だが，国際競争に負けて国産鶏肉の

生産が縮小すれば，飼料生産量の減少，ブロイラー

の処理羽数の減少となり，関連産業も再編を余儀

なくされる可能性がある。

ブラジルのブ、ロイラー産業は輸出産業としてブ

ラジノレ・フーズ社など大手パッカーを軸としたイ

ンテグレーションが進展しているが，その経営は

ブロイラ一事業だけではなく多角化，多国籍化し

てきているのが特徴である。わが国への鶏肉の主

要な輸出企業はこうした大手パッカーである。 T

PPでは資本の移動も考えられるので，今後はこ

うした大手パッカーによる日本のブロイラーイン

テグレーターへの資本参加なども想定されること

から広い視野での対応が求められる。

もう一つわが国のブロイラーインテグレーター

の具体的な対応策としては，差別化戦略がある。一

番目は国産の飼料用米を利用した鶏肉生産の取り

組みが各地で拡がりつつあること，二番目はアニ

マル・ウェルフェア(動物福祉)をブロイラ一生

産システムに導入する動きが出ていること，三番

目は飼料用米の利用とも絡めて，有機畜産物(鶏肉)

生産への取り組みが始まっていることである。

とくに飼料用米は国策として増産が始まってお

り，飼料用米の給与した鶏肉を品質で差別化する

動きは，わが国独自の対応策として注目すべきで

ある。
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