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直亙

国際化が進む中での日本畜産の方向性

鈴木宣弘

東京大学大学院農学生命科学研究科 ・農学国際専攻 ・国際環境経済学研究室

1.我が国農畜産業への誤解

我が国の農産物市場が閉鎖的だというのは間違いであ

る。日本ほどグローパル化した食料市場はないといって

もよい。我々の体のエネルギーの61%もが海外の食料に

依存していることが何よりの証拠である。関税が高かっ

たら、こんなに輸入食料が溢れるわけがない。我が国の

農産物の平均関税率は12%であり、農産物輸出国である

EU (殴州連合)の20%、タイの35%、アルゼ ンチンの

33%よりもはるかに低い(図 1)。 さらに、品目数で農

産物全体の I割程度を占める最重要品目を除けば、他の

農産物の関税は相当に低く、野菜ではわずか 3%である。

わずかに残された高関税のコメや乳製品 ・牛肉等の農畜

産物は、日本国民にと っての一番の基幹食料であり、土

地条件に大きく依存する作目であるため、土地に乏しい

我が国が、外国と同じ土俵で競争することが困難なため、

関税を必要としているのである。日本が守ろうとしてい

るのは、わずかに残された最重要品目だけで、いわば、

つつましい最低限の望みを訴えているだけなのである。

囲内保護政策についても、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圏内保護額は、今や絶対

額で見てもEUや米国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と同水準である (表 1)。 し

かも、米国は酪農の保護額を実際の 4割しか申告してお

らず、 実はも っと多額の保護を温存している。

経済協力開発機構 (OECD)が開発した国際的な農業

保護指標 (PSE指標)では、消費者の求める品質・安全

性に応えるべく圏内生産者が努力した結果である「国産

プレミアムJも、「非関税障壁」による内外価格差とし

表 1 日米欧の圏内保護比較ー我が国農業の囲内保護額が大きいというのは誤り

削減対象の国内保護総額 | 農業生産額に対する割合

て算入されてしまう問題がある。このことが一般には理

解されていないため、 PSEは国内外で誤用され、日本は

手厚い農業保護によ って内外価格差を維持しているとい

う誤解を生み出している (表 2)。例えば、スーパーで

大分産のネギ一束が158円、中国産が100円で並べて販売

されている場合、これを、 158円の大分産ネギに対して

中国産が58円安いとき、日本の消費者はどちらを買って

も同等と判断していると解釈すると、この58円分が大分

産ネギの「国産プレミアムJである。これは品質向上努

力の結果であり、保護の結果ではない。
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図 1 主要国の農産物平均関税率一我が国の
農産物関税が高いというのは誤り

出所:OECD fpost-Uruguay Round Tariff RegimesJ (1999) 

注:①タリフライン毎の関税率を用いてUR実施期間終了時
(2000年)の平均関税率 (貿易量を加昧していない単純

平均)を算出。
②関税割当設定品目は枠外税率を適用。この場合、従量税

については、各国がWTOに報告している1996年におけ
る各品目の輸入価格を用いて、従価税に換算。

③日本のコメのように、1996年において輸入実績かない品
自については、平均関税率の算出に含まれていなし、。
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資料 :農林水産省HP。
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FTA (自由貿易協定)交渉における従来の「農業悪

玉論」も誤解である。事実、タイのような農産物輸出国

とのFTAでも、農産物に関する合意は他の分野に先ん

じて成立し、難航したのは自動車と鉄鋼だった。大多数

の農産物関税はそもそも非常に低く、高関税なのは品目

数で l割強程度の重要品目のみであるから、重要品目へ

の柔軟な対応を行っても 、結果的には、かなりの農産物

表 2 米、乳製品を除外した日本のPSE構成 (2003年)
一食料品の内外価格差が保護の結果というのは誤り

金額 構成比

(10億円(%)

PSE総額 2，252 100.0 

MPS (市場価格支持 2，160 95.9 

一関税部分 1，266 56.2 

一国産プレミアム部分 893 39.7 

財政支出 93 4.1 

農業総生産額 6，082 100.0 

計算対象品目の生産額 3，072 50.5 

資料 :農林水産省HP。
注:九大生のアンケート調査(図師2004)によると、日

本で180円の最も標準的な牛乳が、かりに韓国産、
中国産だったら、いくらなら買うかという問いに対
して、平均で、韓国産 94.5円、中国産 72.9円。

をカバーするFTAが可能だ、っ たのである(ただし、オー

ス トラリアのように、農産物貿易に占める重要品目の割

合が極めて大きい国との聞では、この議論は成立しない)。

さらには、高関税の農産物をFTAから除外することは、

農家のエゴではなく、仲間はずれにされる域外国の損失

を緩和し、日本にとってもむしろ利益が増加する試算結

果が多く得られていることも注目されるべきである(表

3 )。

なお、我が国は、近年、農産物輸出の増加を目標とし

て掲げているが、我が国ほど輸出補助金に依存していな

い国は珍しいことも認識しておく必要がある。世界の農

産物輸出は隠れた輸出補助金に充ち満ちており、 2013年

までにすべての輸出補助金を廃止することが決定された

というのは誤りである。2013年までに全廃される予定の

輸出補助金は「氷山の一角」であり 、このままでは関税

の低くなった日本市場に実質的輸出補助金による低価格

農産物がなだれこむ不公平な貿易が認められてしまうこ

とになりかねない。最近のWTOのパネル (紛争処理委

員会)裁定は、カナダの用途別乳価制度、 EUの砂糖制

度、米国の農業政策の根幹をなす不足払い制度等を実質

的輸出補助金と認定したに等しいのである。このことは、

表 3 日夕イ 、日韓EPAによる各国の得失とセンシティブ品目除外効果 (百万ドル)
一重要品目の除外は、域外国の損失を緩和し、日本の国益を高める可能性もある

日夕イEPA 日韓EPA

例タ4品目なし 重要品目除外 例外品目なし 重要品目除外

日本 373 1，034 750 1，260 

タイ 2，493 1，213 -113 -105 

韓国 -232 -189 2，021 1，578 

中国 -334 -231 -306 -278 

香港 -96 51 -12 7 

台湾 -216 一194 -112 -106 

インドネシア -99 75 -76 -69 

マレーシア 175 -140 -77 -76 

フィ リピン 51 -47 30 -29 

シンガポール -234 -196 -52 -53 

ベトナム 10 -17 -18 -16 

オセアニア -49 -70 -130 -119 

南アジア -50 -37 -18 -15 

カナダ -9 13 -13 -6 

アメリカ -643 -528 -588 -575 

メキシコ O 11 11 15 

中南米 27 58 -127 -115 

ヨー ロッノT -681 -446 -287 -270 

その他 -116 -131 -338 -323 

資料 :鈴木 (2005.7)、試算は第 9章川崎稿。
注:センシティブ品目は、日 夕イでは米、砂糖、鶏肉。日韓では米、生乳、乳製品、豚肉。

デンプンはデータ制約により含まれていない。
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l∞ l∞ 
売量

圏内 輸 出

(外国 1) (外国2)

図2 様々な輸出補助金の形態と
輸出補助金相当額(ESE)

資料:鈴木宣弘作成。

A 撤廃対象の「通常のj輸出補助金 (政府=納税者負担)
A+B=米国の穀物、大豆、綿花 (全販売への直接支払い)
B+C=EUの砂糖 (圏内販売のみへの直接支払い)
C カナダの乳製品、豪州の小麦、NZの乳製品等

(圏内販売または一部輸出の価格つり上げ、消費者負担)
いずれも輸出補助金相当額 (ESE)=5，000。

目標価絡 1.8万円i60kg

↑ 

不足払い 4，000円 (countercyclical支払しす

↓ 

固定支払い 2，000円

↓ 

融資単価(ローン・レート)12万円

返済免除 または融資不足払い 8，000円(マーケティング・ローン)

↓ 

国際価格 4，000円 で輸出または園内販売

資料鈴木宣弘 ・高武孝充作成。

図4 米国の穀物等の実質的輸出補助金
(日本のコメ価格で例示)

2.貿易自由化の圧力

WTO (世界貿易機関)による貿易自由化 ・保護削減

交渉は、日本を「蚊帳の外」においた、主要4カ国G4

(米国、 EU、ブラジル、インド)の話合いが、 2007年7

月に決裂して以降、決着は遠のいた感もある。しかし、

また急に進み出せば、日本を無視して一気に決着してし

まう危険も残されている o

WTO農業交渉を担当するファルコナ一議長が、関税

削減を緩めることができる重要品目の数(全体の品目数

に対する割合)について、日 本 (G10) は 10 ~15%、

EUは8% (ただし、米EUの話し合いで、 4 ~ 5% まで

譲歩済みであった)、米国、ブラジルが 1%と提案して

いたのを基に、各国の主張の「中」をとったといいなが

販売量 ら、 1 ~ 5% と提案したのは、日本の位置づけを示す象

図 3 米国酪農の消費者負担型輸出補助金

資料:鈴木宣弘作成。

(注) DEIPと表示された矩形部分は、乳製品輸出奨励計画
(Dairy Export Incentive Program)による支払い。削

減対象の「通常の」輸出補助金である

オーストラリアのAWB(小麦ボード)や多くの国の砂

糖輸出も含めて実質的輸出補助金が数多く放置されてい

ることを意味する(図 2，3， 4)。米国の穀物への不足

払い制度や酪農の用途別乳価制度は、輸出にも国内向け

にも支払われるため、明らかに輸出補助金部分を含んで

いるにもかかわらず、輸出を特定した支払いでないとい

う形式的理由からWTO上の輸出補助金にはならないと

いう奇妙な取扱いは早急に改善されるべきである o 我が

国としては、一連のパネル裁定も踏まえ、すべての隠れ

た輸出補助金がWTO交渉本体での廃止されるべき輸出

補助金に含まれない以上、市場アクセスの交渉のみを進

めることはできないのである。

徴的出来事であった。 その後、有税品目の 4 ~ 6% とい

う案に変更されたが、日本の農産物は関税分類で約1，300

品目 、うち有税が約1，000品目なので、我が固としては、

最低限130品目を含める必要があるのに、現段階の議長

案は40~60品目にすぎないという厳しいものである 。

WTOの難航を横目に見ながら、 EPA/FTA(経済連

携協定/自由貿易協定)を急ぐ声も大きい。日豪EPA交

渉では、このような重要品目についても関税撤廃が強く

迫られる可能性がある。なぜ、こんなにEPA/FTAが急

がれようとしているのか。実は、話の本質は単純なので

ある。

WTOによる貿易自由化というのは、例えば、日本が

タイにコメ関税をゼロにしたら、世界のその他のすべて

の国に立すしでもコメ関干見をゼロにしなくてはならないと

いう「無差別原則」の上に成り立っている。これは、

FTAによる世界のブロック化が第二次世界大戦を招い

た反省から生まれた知恵である。これに対して、例えば、

日夕イ FTAで日夕イ聞のみでコメ関税をゼロにし、そ

の他の国々を差別するFTAは、 WTOの無差別原則に真っ
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向から反する。いわば、 FTAは仲間はずれをつくる

「悪いjグループ形成のようなものである。ひとたび、

差別的なFTAが、あちこちで生まれてしまうと、どう

なるか。不利にならないようにするには、悪かろうが良

かろうが、仲間に入れてもらうしかなくなってくる。

例えば、韓米FTAができたら、韓国車はゼロ関税で

対米輸出できるので日本車が不利になるから、早く日本

も仲間に入れてくれ、ということになる。これが、「国

益」として、前面に出てくる。そ して、それを実現する

のに 「抵抗勢力」となる日本の産業=農業は、様々な形

で攻撃される。つまり、この一連のロジックの流れは、

日本の一部の輸出産業のエゴと利害に基づいている。

日本の経済政策運営に大きな影響力を持つ経済財政諮

問会議等の動向をみても、規制緩和さえすればすべてが

うまくいくという人々が、我が国では、さらに声を大き

くしている。世界的には、市場原理に盲目的に頼らずに、

富の公平な分配 (Equitabledistribution of wealth)の

問題や環境負荷等に配慮した、よ り総合的な判断基準と

政策枠組みが必要だという見方が強まりつつある中で、

これは時代錯誤的ともいえる。

囲内的には、医療と農業が、規制緩和を推進する人々

の現在の「標的jとなっており、医療の崩壊現象も日本

社会に重大な問題を提起し始めている。医療と農業には、

人々の健康と生命に直結する公益性の高さに共通性があ

り、そうした財 ・サービスのf共産合カrj帯る リスクがないが

しろにされつつある。農業が衰退し、医師もいなくなれ

ば、地域社会は崩壊するが、要するに、無理をして、そ

のような所に住まずに、みんな都市部に集まれば、それ

こそ効率はいい、というのが彼らの主張である。

貿易自由化を含めて、規制緩和さえすれば、すべてが

うまくいくというのは幻想である。土地賦存条件に大き

く依存する食料生産には、努力だけでは埋められない格

差が残る。例えば、日本の農家一戸当たり耕地面積が

1.8 haなのに対してオース トラリアのそれは3，385haで、

実に約2，000倍である。この現実を無視した議論は理解

に苦しむ。このような努力で埋められない格差を考慮せ

ずに、規制緩和がすべてを解決するという発想で貿易自

由化を進めていけば、日本の食料生産は競争力が備わる

前に壊滅的な打撃を受け、自給率は限りなくゼロに近づ

いていくであろう 。

3.食料自給率とナショナル・セキュリティ

日豪EPAで、かりに例外なしの関税撤廃が行われた

の食料自給率が30%程度までくらいに下がるとの試算も

あり、農産物貿易自由化の工程表を示すべしとする経済

財政諮問会議のワーキング ・グループ会合では、世界に

対する全面的な国境措置の撤廃により自給率は12%にな

るとの試算が農林水産省から提出され、現在進行中の議

論の事の重大性が改めてク ローズアップされた。うっか

りしていると、我が国の食料自給率は、 もはや独立国家

としての国家安全保障(ナショナル・セキュ リティ)を

維持できない水準にもなりかねない。国民はこれを許容

できるであろうか。

かたや、米国では、 100%を大きく 上回る十分な自給

率を維持しているから、対外交渉で自給率低下の懸念を

主張しないだけで、実は食料自給率と国家安全保障の関

係を非常に重視していることは間違いない。このことを

最もよく示すブッシュ大統領の日本を皮肉るかのような

演説を紹介すると、「食料自給は国家安全保障の問題で

あり、それが常に保証されているアメ リカは有り難いj

(1ピsa national security interest to be self-su妊icientin 

food. It's a luxury that you've always taken for 

granted here in this country.)、「食料自給できない国

を想像できるか、それは国際的圧力と危険にさらされて

いる国だJ(Can you imagine a country that was 

unable to grow enough food to feed the people? 

It would be a nation that would be subject to 

international pressure. It would be a nation at risk) 

といった具合である。

特に、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。J(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。J(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 。

欧米の乳製品輸出国は、酪農における国際競争力はオー

ス トラリアとニュージーラン ドが突出しており、 他の先

進国は、国民に不可欠な牛乳 ・乳製品の囲内生産を確保

するには、オセアニアからの輸入に対する防波堤(保護

場合には、すでに39%しかない我が国のカロリーベース 措置)が欠かせない。そこで、欧米の政府は、まず乳製
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品に対する高関税を維持し、圏内消費量の 5%程度の ミ

ニマム・アクセスに輸入量を押さえ込んだ上で (しかも、

ミニマム・アクセスは、本来、低関税の輸入機会の提供

であって最低輸入義務ではないから、枠が結果的に未消

化にな っている場合が多い)、囲内では政府買取価格を

設定し、余剰乳製品を政府が受け入れ、乳価を下支えし

ている。そして、過剰乳製品は援助 (=見方変えれば全

額補助、輸出価格ゼロの究極の輸出補助金)や輸出補助

金で海外市場で処分されることになる。海外からの輸入

を閉め出しておいて、価格支持により生じた余剰は補助

金でダンピング輸出するのである。こうして本来なら輸

入国のはずの国が輸出国になっているのである。競争力

があるから輸出しているのではないのである。

さらには、米国をはじめ各国が、エネルギー自給率の

向上がナショナル・セキュリテイに不可欠だとの認識を

強めているという現実は、「いわんや食料自給率におい

てをやJ(まして食料自給率については言うまでもない)

といえるであろう 。我が国は、エネルギー自給率、食料

自給率の両面で、すでに各国に大きく離された低水準に

あることを、改めて認識する必要があろう 。

しかし、かりにそれで、も大丈夫だというのが、規制緩

和を支持する方々の次なる主張である。自由貿易協定で

仲良くなれば、日本で食料を生産しなくても、オースト

ラリアが日本人の食料を守ってくれる、あるいは、アジ

ア全体での食料安全保障を進めれば、日本でコメを作ら

なくても中国で作ればよい、というのである。これは甘

すぎる。食料の輸出規制条項を削除したとしても、食料

は自国を優先するのが当然であるから、不測の事態にお

ける日本への優先的な供給約束の実効性はないに等 しい。

EUも、あれだけの域内統合を進めながらも、まず各国

での一定の自給率の維持を重視している点を見逃しては

ならない。

4.国土環境と国民の健康

さらには、食料自給率の低下に伴い、環境問題も深刻

になる可能性がある。極端な事態を想定してみるとわか

りやすい。仮に、食料貿易の自由化が徹底されて日本か

ら農地が消え、すべての食料が海外から運ばれてくると

しよう 。この場合、農地の一部は原野に戻るが、農業を

離れた人々が他産業で働くために多くの農地が他産業に

転用され、日本は製造業とサービス業の国になる。する

と、海外から食料として入ってくる窒素と、圏内の産業

活動から排出される窒素量が増え、その窒素を最終的に

受け入れていた農地や自然環境は減少しているため、日

本の窒素需給は大幅な供給超過になる。

すでに、日本の農地が適正に循環できる窒素の限界は

123万トンなのに、その 2倍近い234万トンの食料由来の

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、 一番の主役である (図5.表4)。 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。そして、その硝酸

態窒素の多い水や野菜によ って幼児の酸欠症や発ガンリ

スクが高まる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

果関係も不安視されている。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、かなりの窒素摂取過多傾向を示して

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

(別途の緊急支援なくして廃業が回避できぬほど、未曾

有の飼料高騰による畜産経営危機は深刻である。「補論」

参照。ただし、飼料高騰は、長期的には、木くず等のセ

ルロース系バイオ燃料の実用化までの過渡的問題で、ある

可能性も冷静に見ておく必要もある)。

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 ・肉類を輸入して、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
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表 4 我が固の食料に関連する窒素需給の変遷

1982 1997 

輸入食 ・飼料 千トン 847 1.212 

日本のフードシステムへの窒素流入 囲内生産食・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 

輸入食・飼料 千トン 10 33 

囲内生産食・飼料 千トン 40 41 

食生活 千トン 579 643 

加工業 千トン 130 154 

日本の環境への窒素供給
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 千卜ン 683 494 

作物残さ 千トン 226 209 

窒素供給計 (A) 千トン 2.383 2.379 

農地面積 千ha 5，426 4.949 

日本の農地の窒素の適正受入限界量 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j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。

510 

図5 我が国の農業産業システムにおける窒素のフロー

(単位:千トンN司 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J.2003年

て再認識する必要がある。もっと環境に配慮しなければ、

人々の健康を蝕んで、、「殺人者j と変わらなくなってし

まうということでもある。この点は、もう少し詳しく数

字を見ておこう 。

① 我が国の窒素需給

まず、日本の窒素需給がいかなる現状にあるかを検討

することにしよう 。表4は、我が固の食料に関連する窒

素需給の変選をまとめたものである。データ上の最新年
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の1997年でみると、まず、日本のフードシステムに入っ

てくる食料 ・飼料の窒素重量は、輸入が約120万トン、

国産が約50万トンで、合計170万トン程度である。近年

は頭打ち傾向にあるが、 長期的には輸入の増加により 窒

素の流入総量が増加してきている。日本のフードシステ

ムから海外に出て行く窒素は輸出が少ないので微々たる

ものである。

日本のフードシステムに入ってくる国産 ・輸入の食料 ・

飼料の窒素は、主要な経路は食生活と畜産業、つまり、

人間の尿尿及び生ゴミと家畜糞尿として環境に排出され

る。その量は、 1997年で、尿尿及び生ゴミが60万トン強、

家畜糞尿等が80万トン程度を主として全体で170万 トン

弱であり、これは国産 ・輸入の食料 ・飼料として日本の

フードシステムに入ってきた量にほぼ近い量が最終的に

環境に排出されていることを示している(詳細な窒素の

フローは図 5参照)。これに、圃場に残された作物残さ

約20万トンと作物生産に使われた化学肥料約50万ト ンを

加えた環境への窒素供給総量は、 1997年には約240万ト

ン弱である。

一方で、日本の農地面積が漸減傾向にあるので、それ

に農地 1ha当たりの窒素需要限度量といわれる250kgを

かけて算出される日本の農地の受入可能な窒素需要量は、

1982年の136万トンから1997年の124万トンに減少してい

る。このため、仮に農地ですべての窒素を受け入れると



表 5 世界保健機関の 1日当たり許容摂取量(ADI)に対する日本人の年齢別窒素摂取量

1 ~ 6 歳

体重15.9kg 
1 5 ~ 19歳

体重56.3kg 

摂取量(叫) I 129 220 239 

対ADI比 (%) I 218.5 160.1 114.8 133.1 

(注)硝酸態窒素のADI=3.7時/日/kg体重(硝酸イオンとして)
出所 :農林水産省HP。

表 6 硝酸態窒素の環境基準超過率の推移(全国)

年度 調査数 超過数 超過率
(平成) (本) (本) (本)

6 1685 47 2.8 

7 1945 98 5.0 

8 1981 94 4.9 

9 2654 173 6.5 

10 3897 244 6.3 

11 3374 173 5.1 

12 4167 253 6.1 

13 4017 231 5.8 

14 4207 247 5.9 

15 4288 280 6.5 

(環境省ホームページから引用)

した場合の我が国の窒素需給の過剰率は、 1982年におい

ても、すでに75.7%と大きく、 1997年は92.3%の高水準

にある。つまり、農地で受入可能な適正量の 2倍近い窒

素が環境に排出されていることになる。

② 硝酸態窒素の蓄積と健康への不安

これだけの窒素の供給過剰が続き、長期的には過剰率

が高まっている中で、過剰な窒素は、硝酸態窒素の形で

地下水に蓄積されるか、野菜等に過剰に吸い上げられる

ことになる。そういう野菜や水を摂取すると、

1 )酸欠で乳児死亡の危険(欧米では「ブルーベビーJ

として恐れられる)

2 )消化器系ガンの発症リスクの高まり

が、人の健康に直結する問題として指摘されている。こ

の他にも、インシュリン依存性糖尿病、アトピー性皮膚

炎との因果関係も疑われている。

a)乳児への影響

胃酸が少ない乳児の場合、硝酸態窒素が亜硝酸に還

元されてヘモグロビンと結合して、酸素運搬機能を失っ

たメトヘモグロビンになり、酸欠症状を起こして死亡

する危険がある。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。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。酸欠症に関しては、成人には普

通大きな問題はないが、牛は胃酸が少ないので、人間

の乳児と同じ危険があり、硝酸態窒素が過剰な牧草に

より乳牛が死亡する事故は日本でも報告されている

(年平均100頭程度という統計もある。西尾道徳、 『農業

と環境汚染j農山漁村文化協会、 2005年参照)。

b)成人への影響

人間の成人については、硝酸態窒素が消化管の中で

変化してできるニトロソアミンという発ガン性物質が

問題視されている。日常的に硝酸態窒素の摂取が継続

した場合、消化器系のガンになる確率が高まるのでは

ないかというのである。英国では、因果関係を示すデー

タカfある。

c)水への対策

水については、 一応ヨーロッパ並みの10mg/lとい

う基準値が1999年に導入された。環境省では、毎年大

規模な全国的な地下水の水質調査を実施しており、全

国の井戸の 5 ~ 7 %が基準値を超えている(表 6 )。

この結果は、どの地域の井戸が基準値を超えているか

は公表せず、全国で何%が基準値を超えたという結果

だけが公表されている。基準値を超えている地域には、

個別に、井戸水を飲まないよう、保健所を通じて指導

がなされている。水道水については、かりに基準値を

超えていれば供給できないので、現在供給されている

水道水は大丈夫のはずということになるが、実際には、

そうでもないというデータも出てきている。

d)野菜への対策

野菜については、ヨーロッパで、は、国や季節による

幅はあるものの、おおむね 2，500mg/kg (ppm)の基

準値が設定されているが、日本では、野菜の硝酸態窒

素と乳児の酸欠症や発ガン性との因果関係は、あくま

で一部の見解とされ、まだ基準値はない。メトヘモグ

ロビン血症の存在は明らかである点や水についての対

応との整合性から気にかかる対応である。こうした中

で、ヨーロ ッパ基準でみると、日本の野菜には基準値
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を超えるものがけっこうあることが指摘されている を推進することにより、輸入飼料や化学肥料を減らす

(表7。平均値で、ほうれんそう 3.560ppm、サラダ菜 こと、

5.360 ppm、春菊4.410ppm、ターツ ァイ 5.670ppm)。 が不可欠といえよう 。

e)日本人は窒素摂取過多 つまり、草地依存型、資源循環型の酪農・畜産を推進

こうした現状の結果として、日本人は窒素を摂りす することは、我が国の窒素需給を改善し、健全な国土環

ぎている可能性がデータに示されている。表5は、世 境を取り戻し、国民の健康を維持するために、酪農 ・畜

界保健機関 (WHO)に基づく窒素の一日許容摂取量 産経営者が今一度問い直さねばならない大きな使命なの

(ADI)に対する日本人の実際の摂取比率であるが、 である。

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 5.狭義の経済効率を超えた総合的判断基準の必要性

になっている。 食料貿易の自由化は、 一部の輸出産業の短期的利益や

③ 何が必要か一循環型酪農 ・畜産

このような窒素過剰の進行の中で、図 5から明らかな

とおり、その主役的存在として畜産業があることを我々

は自覚せざるを得ない。データは食料と飼料が区分され

ていないが、多くの飼料を輸入し、それが家畜糞尿等と

して80万トンという窒素供給の主役になっている。しか

も、飼料の80%は輸入に頼っているから、1.2億人の人

間の尿尿からの約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。

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には、図 5からもわかるよう

① 輸入食料への依存をこれ以上高めない努力、

② 現在、環境に廃棄されている未利用資源(家畜糞尿、

食品加工残さ、生ゴミ、作物残さ、草資源等)を肥料

安い食料で消費者が得る利益(狭義の経済効率)だけで

判断するのではな く、土地賦存条件の格差は埋められな

いという認識を踏まえ、極端な食料自給率の低下による

国家安全保障の問題、地域社会の崩壊、窒素過剰による

国土環境や人々の健康への悪影響等、長期的に失うもの

の大きさを総合的に勘案して、持続可能な将来の日本国

の姿を構想しつつ、バランスのとれた適切な水準を見い

だすべき問題である。

規制緩和を強く主張する人々が、貿易自由化に絶対の

信頼を置く根拠は何なのか。そして、彼らが見落として

いる要素は具体的に何なのか。表8は、このことを端的

に問いかけている。日本、韓国、中園、米国の 4カ国で

コメのみの市場を考えた極めてシンプルな例示的なモデ

ルによる試算であるが、畜産についても同様の試算が可

能である。WTOによるコメ貿易自由化により、生産者

の損失と政府収入の減少の合計は1.1兆円にのぼるが、

や飼料や燃料として利用する割合を高め、循環型農業 消費者の利益が2.l兆円にのぼるため、日本トータルで

表7 我が国の主な野菜の硝酸態窒素含有量 (単位 :mg/kg) 

厚生労働省 参考
品目

データ 英国のデータ(l999~2000年) EUの基準値

ほうれんそう 3560:t552(6) 11 ~ 1 2月 2180-2560(2) [平均 23701 10月 ~ 3 月

サラダほうれんそう 189:t233(6) 4 ~ 10月 25-3610(21) [平均 14871 4 月 ~ 9 月

施設 施設

4 ~ 9 月 937 -3740(18) [平均 22471 4 月 ~ 9 月

レタス結球 634:t143(3) 1O~ 3 月 1040-4425(19) [平均 31581 10月 ~3 月

露地 露地

4月 775-1461(2) [平均 11181 4 月 ~ 9 月

5 ~ 8 月 244 -3073(2~ [平均 10451 10月 ~ 3 月

サニーレタス 1230土153(3) 9月 308-2119(1カ [平均 10901 施設 2500 

サフダ菜 5360:t57l(3) 
1 0~ 12月 670 -3000(1 1) [平均 13481 露地 2000 

春菊 4410士1450

ターッァイ 5670:t 1270 

青梗菜 3150土1760

(注 1)国立医薬品食品衛生研究所及び、英国foodstandard 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
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は、 l兆円の「純利益」があるというのが、狭義の(外

部効果を考慮しない)経済指標の変化で、これが、経済

財政諮問会議等の自由化推進の一つの根拠である。

しかしながら、同時に、表8は、わずか数%というよ

うなコメ自給率の大幅な低下によるナショナル・セキュ

リテイの不安、水田の滅少による窒素過剰率の1.9倍か

ら2.7倍への大幅増加による環境負荷・健康リスク (乳

児の酸欠症、消化器系がん、糖尿病、アトピ一等)の増

大、バーチャル ・ウォーターの22倍の増加(水の豊富な

日本で大量の水を節約し、すでに水不足の深刻な輸出国

の環境負荷を高めるという国際的な水収支の非効率を生

む)やフード ・マイレージの10倍の増加による環境負荷

の大幅増大 (コメの輸送によるCO2排出が10倍になる)

といったマイナス面も多くなることを数値で示している。

日本についてのバーチヤル ・ウ ォーターとは、輸入さ

れたコメをかりに日本で作ったとしたら、どれだけの水

が必要かという仮想的な水必要量の試算である。

フード・マイレージとは、輸入相手国別の食料輸入量

に、当該固から輸入固までの輸送距離を乗じ、その国別

の数値を累計して求め られるもので、単位はt. km (ト

ン・キロメートル)で表わされ、遠距離輸送に伴う消費

エネルギー量増加による環境負荷増大の指標となる。

食料自給率の低下、及びそれに付随するこれらの外部

効果指標は、表8のような技術指標としての数値化は可

能だが、それを簡単に金額換算して、狭義の経済性指標

の純利益の l兆円 と、単純に比較できるものではない。

しかし、だからといって、狭義の l兆円の利益よりも軽

を用いて、総合的な判断を行うべきものであろう 。

また、これらはいずれも、現行のWTOルールには反

映されていない指標である。現行のWTOでは、狭義の

経済性指標のみに基づき、継続的に一律的な関税削減を

行う道筋になっており、このままでは、仮に、その速度

を緩めることができても、やがて関税がゼロになる流れ

の途上にあることを重く受け止めなくてはならない。一

律的な保護削減ルールの適用は、資源賦存条件の不利な

地域の農業が壊滅することを容認するものである。それ

は、米国やオーストラリアといった人口密度の低い大規

模畑作地帯に有利な一方、アジアのように人口密度が高

く一戸あたり耕地面積が零細な稲作地帯の農業の存続を

困難にし、食料自給率の低下を招いてい くであろう 。

ナショナル ・セキュリティの問題を含め、各国の多様

な農業が存続する価値を再認識し、多面的な指標に基づ

いて、世界的な食料貿易自由化や農業保護削減の無制限

な推進を今一度再検討し、総合的な判断基準を導入する

ことを、アジア諸国が連携を強化して世界に働きかけて

いく努力をあきらめではならない。

WTOにしろ、 FTAにしろ、貿易自由化は、 一部の輸

出産業の短期的利益や安い食料と引き替えに、国土や地

域社会の荒廃、国家安全保障や人々の健康のリスク等、

長期的に失うものも大きい。一部の人々の短期的な利益

のために、拙速な流れを許せば、日本の将来に取り返し

のつかない禍根を残すことになりかねない。いまこそ、

国民的な議論を尽くすべきときである。

視されていいというものではない。社会全体で十分に議 6.国際化の波に我が国の酪農・畜産は立ち向かえるか

論し、様々な人々の価値判断も考慮し、適切なウエイト さらなる農畜産物貿易自由化の拙速な流れを許さない

表 8 コメ関税撤廃の経済厚生・自給率・環境指標への影響試算ー経済効率では測れないものの重要性

変数 単位 現状 日韓FTA
日韓中

WTO 
FTA 

消費者利益の変化 億円 1523.6 21080.6 21153.8 

生産者利益の変化 億円 -1402.0 -10200.4 -10201.6 

政府収入の変化 億円 -988.3 -988.3 988.3 

総利益の変化 億円 -866.7 9891.8 9963.9 

日本 コメ自給率 % 95.4 88.6 1.7 1.4 

ノてーチャル ・ウォーター 立方km 1.5 3.8 33.2 33.3 

農地の窒素受入限界量 千トン 1237.3 1207.5 827.2 825.8 

環境への食料由来窒素供給量 千トン 2379.0 2366.0 2199.4 2198.8 

窒素総供給/農地受入限界比率 % 192.3 195.9 265.9 266.3 

世界計 フード ・マイレージ ポイン ト 457.1 207.6 3175.9 4790.6 

資料 :鈴木宣弘 rWTO・FTAの潮流と農業一新たな構図を展望』、2007年。

注 :世界をジヤボニカ米の主要生産国である日本、韓国、中国、米国の 4カ国からなるとし、コ
メのみの市場を考えた極めてシ ンプルな例示的なモデルによる試算。
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表 9 WTO合意、チーズ仕向けの増加等により加工原料乳価が漸次下落 してい く場合の影響の仮想的試算

変数 生乳生産 飲用仕向 加工仕向 加工需要 輸入 手取乳価 飲用乳価 加工乳価 ナラン単価 ナラシ支出 ゲタ単価 ゲタ支出 自給率

単位 t t t t t 円!kg 円!kg 円!kg 円!kg 1000円 円!kg 1000円 % 

2004 (観測値) 8285000 4901000 3302000 7331000 3995000 82.50 91.92 61.83 10.52 22092000 67.7 

推定値 2005 8306076 4957585 3266491 7599655 4342164 82.09 91.40 59.83 1.60 5226385 10.40 21320000 66.1 

2006 8263927 4968082 3213845 7888499 4683654 81.30 90.47 57.83 2.67 8570254 10.40 21320000 64.3 

2007 8220508 4988600 3149908 8196374 5055466 80.02 89.00 55.83 3.20 10079706 10.40 21320000 62.3 

2008 8137479 5019923 3035556 8525585 5499029 78.35 87.00 53.83 3.20 9713779 10.40 21320000 60.1 

2009 8002764 5050880 2869884 8878591 6017707 76.83 85.00 51.83 3.20 9183628 10.40 21320000 57.5 

2010 7827490 5081549 2663942 9258401 6603459 75.44 83.00 49.83 3.20 8524614 10.40 21320000 54.6 

2011 7667830 5112009 2473821 9668537 7203717 74.04 81.00 47.83 3.20 7916226 10.40 21320000 51.9 

2012 7522201 5142307 2297894 10113073 7824178 72.61 79.00 45.83 3.20 7353261 10.40 21320000 49.3 

2013 7374623 5172410 2120213 10596671 8485458 71.21 77.00 43.83 3.20 6784682 10.40 21320000 46.8 

2014 7225123 5191685 1951437 11125260 9182823 69.65 75.00 41.83 3.20 6244599 10.40 20294947 44.3 

2015 7078756 5221623 1775133 11705706 9939573 68.03 73.00 39.83 3.20 5680425 10.40 18461382 
L一一 41.8 

比
し

の
落

3
下

対
が

l
価

カ
乳

府
料

政
原

と
工

者
加

産
の

生
年

=
4
2
 

シ
て

ラ
ベ

ナ
比

金

均
給
平

補
の

の
価

へ
乳

乳
料

料
原

原
工

工
加

加
の

7
分

向
年

品

3

0

製
去
み

乳
過
組

定
、
仕

特
し
う

一一
成
い

タ
造
と

ゲ
を
る

。
金
す

定

基

填

仮

で

補

ト』、
l
《り

る
銭
か

す
羽
金

落

円

基

下

l
の

円
府
こ

2
政

年
、
を

毎

銭

%

en
n
v
ハU

J
'
h
A悼

の
6

格
り
の

価

た

分

引
あ
落

取

同
下

の
1
の

乳
者
そ

料
産

原

生

合

工
(
場

加
率
た

注

表10 日豪EPAの我が国生乳市場への影響試算

変数 記号 H18 日豪EPA
日本の需給 北海道の飲用需要 qfh 238467 300678 

単位(t) 都府県の飲用仕向 qft 4112345 3241891 

北海道の欽用移出 qfht 646450 2496645 

都府県の飲用需要 qf 4758795 5738551 

加工原料乳需要 qm 4455412 7932849 

北海道の生乳生産 sh 3778032 2794580 

都府県の生乳牛産 st 4310241 3241882 

全国の生乳生産 s 8088273 6036529 

北海道の加工原料乳供給 smh 3270976 O 

都府県の加工原料乳供給 smt 197846 O 

全国の加工原料乳供給 sm 3468822 O 

豪からの乳製品輸入 lmpt 1299823 7932849 

価格 北海道の飲用乳価 pfh 88.5 67.2 

単位(円) 都府県の飲用乳価 pft 88.5 67.1 

北海道のプール乳価 pbh 68.7 51.1 

都府県のプール乳価 pbt 88.1 67.1 

加工原料乳価 ps 60 35.3 

オーストラ
豪の生乳生産 10500000 16484916 リアの需給 saus 

単位 (t) 豪の生乳需要 qaus 9200000 8552067 

日本向け輸出 expt 1299823 7932849 

単位(円) 豪の加工原料乳価 pl 23 35.3 

資料 :東大4年生の松岡俊介君の卒業論文の途中経過。

ょう尽力する一方で、最悪のケースも想定した準備も必

要である。WTOのドーハ ・ラウンド交渉では、最悪の

ケースは、米国提案の75%の上限関税が導入された場合

であり、この場合は、酪農を例にすれば、生乳換算で40

円程度の乳製品と競争する必要が生じ、我が国の加工原

料乳価が40円まで下がる可能性がある。これに、現行の

補給金(ゲタ)が約10円乗っても 50円、さらに輸送費見

合いの約20円程度を足すと都府県の飲用乳価になるとい

う構造が維持されるとしたら、飲用乳価は68円程度にな

るということである。つまり、 60 (加工原料乳価)+10 

(ゲタ)+ 18 (輸送費)=88 (飲用乳価)の代わりに、 40

(加工原料乳価)+ 10 (ゲタ)+ 18 (輸送費)=68 (飲用乳

価)ということである(表 9)。

もし、オーストラリアとのFTA交渉で、かりにも乳
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製品がゼロ関税になったら、加工原料乳価は20~30円に

なってしまう 。そうなると、加工向けは実質的に消滅し、

生乳生産は500万トン弱に減少する (44%減) (表12)。

加工向けは北海道が担っているから、北海道の酪農の打

撃は、乳業工場や地域経済への影響も合わせると約9.000

億円と試算されている(表13)。 しかし、そういう事態

になる前に、北海道の生乳が大量に都府県の飲用向けに

固されるであろうことを想定すれば、この損失額のかな

りの部分は、 実際には北海道でなく、都府県で生じるこ

とにも留意しなければならない(表10)。牛肉の38.5%

の関税がなくなった場合には、オーストラリア産チルド

牛肉は 1kg当たり 170円程度下落する見込みなので、国

産乳雄肉も同程度下落する可能性があり、乳用種肥育経

営の再生産可能水準の800円を割り込む。農林水産省は、

国産乳雄生産のほとんどと和牛生産の 1/3程度が消滅

(56%減)すると見込んでいる。

酪農については、飲用乳市場も安泰とはいえない。近

隣の中国では、生乳の農家受取価格は20円程度で、近年、

一年に400万トン、日本の北海道の生産量分ぐらいが増

加するという、驚異的な増産が続いており、近い将来輸

出余力を持つ可能性がある。そうすると、衛生水準がク

リアされれば、生乳(未処理乳)は、21.3%の関税さえ

払えば、いまでも輸入可能なのである。こうなると、輸

送費を足しでも30円強の飲用乳価と競争できるかという

話になる。

オーストラリアに関税撤廃を行うことは、他の競合国

表11 オーストラリアからの主な輸入農産物

主要品目 単位 2005年

数量 金額(千円) 金額シェア 金額シェア

輸入総計 2，706.150.567 100.0 

農林水産物計 604.752.194 22.3 100.0 

農産物 473.856，4 74 17.5 78.4 

林産物 82.983，435 3.1 13.7 

水産物 47.912，285 1.8 7.9 

牛肉 (く ず肉含む) KG 412，493.650 199.275.223 7.4 33.0 

牛の臓器 ・舌 KG 20.035，518 30.275，777 1.1 5.0 

ナチユフル ・チーズ KG 92.801，473 29.346.746 1.1 4.9 

小麦 MT 1.107.053 26.904.397 1.0 4.4 

大麦(裸麦を含む) MT 808，364 18，038.687 0.7 3.0 

砂糖 MT 379，629 11.684.039 0.4 1.9 

コメ MT 17.236 1，010.936 0.0 0.2 

上記 7品目の計 316，535，805 11.7 52.3 

出所:農林水産省ホームページ。

表12 日豪EPAによる圏内生産の減少額の推計(農林水産省等による試算)

生産減少額 備考 追加的な補填必要額

小 麦 企1，200億円 (企 99%)
1.000億円(品目横断的経営安定対策の財源
不足)

砂糖 企1.300億円
(企100%)(てん菜糖 ・ 630億円(調整金収入の現象)670億円 (てん
甘しゃ糖計) さい、さとうきび対策の財源不足)

乳製品 企2，900億円 (企 44%)(生乳) 900億円 (加工原料乳価補填)

牛肉 "'2.500億円 (... 56%) 300億円 (肉牛経営の損失補填)800億円 (牛
肉関税財源の滅少)

コメその他 企6.000億円

計 企14.000億円 計4.300億円

関連産業・地域経済の損失 企16，000億円

言十 "'3兆円

自給率 40%→ 30% 

注 :小麦、砂糖、乳製品、牛肉については農林水産省。それ以外は自民党による。また、 4.300億円の内訳は、日本
農業新聞2006.11.18によるもので、農水省の公表値ではない。WTOベースなら、中国 ・韓国からの飲用向け生
乳の流入も考慮し、 88%(5，800億円)の圏内生乳生産が消失、牛肉も79%(3.700億円)、豚肉も70%(3.700億
円)の圏内生産が消失すると農水省は試算。
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表13 日豪EPAが北海道経済に与える損失
(億円、北海道庁による試算)

口 目 項目 損失額日口

生産 422 

牛肉 屠畜場 34 

その他 529 

生産 2.369 

酪農 乳業工場 3，176 

その他 3，112 

生産 852 

小麦 製粉工場 179 

その他 508 

生産 813 

てんさい 製糖工場 1.025 

その他 697 

合計 13.716 

注 :その他の影響には、運輸業やサービ
ス、商業、金融、ガス、通信、建設
等を含む。

資料:日本農業新聞2006.11.29から転載。

にも同様の措置を迫られることになるので、世界全体に

対して関税撤廃していく道筋に乗ることを意味する。牛

乳 ・乳製品についても、全世界に対する自由化の場合に

は、中国 ・韓国からの飲用乳の流入も含めて、 88%

(5.800億円)の圏内生乳生産が消失、牛肉も79% (3.700 

億円)、豚肉も70% (3.700億円)の国内生産が消失する

と農水省は試算している。

以上のような競争が、かりにも現実になった場合、日

本酪農・畜産業がいくら規模拡大してコストダウンしで

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 o

したがって、我々が目指すべきは、環境にも牛(動物)

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 ・本物の牛乳を

届けるという食にかかわる人聞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ーであろう 。

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

表14 最近のナチュラルチーズ輸入価格の推移

(単位 :円/旬、%)

輸入ナチュ
輸入ナチュ

輸入ナチユ ラルチーズ 輸入ナチュ
ラルチーズ
関税込生乳

年度 ラルチーズ 前年比 生乳換算価 ラルチーズ
換算価格CIF価格 格 (CIF価 関税率

格113.43)
(CIF価格
×関税率)

1991 331 91.9 24目6 35.0 33.3 

1992 326 98.7 24.3 35.0 32.8 

1993 279 85.5 20.8 35.0 28.0 

1994 268 96.1 20.0 35.0 26.9 

1995 280 104.5 20.8 34.1 28.0 

1996 348 124.1 25.9 35.3 35.1 

1997 369 106.2 27.5 32.4 36.4 

1998 381 103.3 28.4 31.5 37.3 

1999 311 81.6 23.2 30.6 30.2 

2000 286 92.1 2l.3 29.8 27.6 

2001 338 118.2 25.2 29.8 32.7 

2002 341 100.6 25.4 29.8 33.0 

2003 330 96.9 24.6 29.8 31.9 

2004 347 105.1 25.8 29.8 33.5 

2005 389 112.1 29.0 29.8 37.6 

2006 399 102.6 29.7 29.8 38.6 

資料:財務省「貿易統計」、J-milkホームページを基に算出。
注 :2005、2006は速報値。

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。

ナポリの牛乳はリ ットル約200円で日本と変わりない。

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、地元の味を誇りにし、消費者と生産

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。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、牛との生活を楽しみ、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。

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、国際価格が上昇してはい

るものの(表14)、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(表15，16)、場合に よっては、増設
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表15 北海道の生乳仕向けの内訳と乳価のイメージ

生乳仕向量 乳価

万トン 円/kg

道外生乳移出用 50 75 

飲用 道外パック移出用 25 75 

道内飲用乳用 25 90 

加工
特定乳製品向け 180 70 

その他乳製品向け 100 60 

生乳販売計 380 70 

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

ス振興につながると思われる。

ただし、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 ・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 ・

マーケテイング・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Jと

を最高の形で組み合わせていくことが求められる。桔抗

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Jの維持 ・拡大は難しく

なる。

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、国産農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。それ

は、薄っぺらな小手先の戦略ではなく、根本的なところ

で、人の成長に不可欠な牛乳・乳製品 ・畜産物を最良の

形で消費者に届けるというミッション(社会的使命)に

関係者が誠意を持って取り組む姿勢がないと無理なので

はないかと思う 。

例えば、牛乳については、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

表16 チーズ向けを大幅に矯加した場合の北海道
の生乳仕向けの内訳と乳価のイメー ジ

生乳仕向量 乳価

万トン 円/kg

道外生乳移出用 50 75 

飲用 道外パック移出用 25 75 

道内飲用乳用 25 90 

加工
特定乳製品向け 180 70 

その他乳製品向け 100 45 

生乳販売計 380 65.7 

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 rcooked tasteJ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 rcooked tasteJ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

で儲かつて何になるか、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Jに乗って沈ん
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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

つ。

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 。

(補論)生乳供給が滞る危機の回避に向けて

どこの酪農地帯をおじゃましでも、飼料価格高騰によ

る生産コスト高による大幅な所得減少で、年末の種々の

代金支払いにも苦労し、大規模な人も含めて、 「年が越

せない」との声が続出、自給飼料生産が都府県よりは多

い北海道でさえ、全酪農家の三分のこが赤字といわれる

異常事態が2007年末にかけて進行した。

飼料価格が高止まりして、 2008年に補填金が出なくな

③ 乳価上昇

④ 補給金の改訂

①はもちろんだが、その前に廃業の増加で、間に合わ

ず、供給不足が生じる。②は行われているが、限界もあ

る。③が生じないのが、最大の問題である。

根本的問題

根本的問題は、生産コストが上昇し、供給不足の兆候

が現れたら、価格上昇が生じて、必要な需要を満たす供

給が確保されるというのが、価格による需給の調整メカ

ニズムであるが、これが正常に機能していないという点

に尽きる。価格による需給調整メカニズムが機能すれば、

「不足」はありえないが、このまま価格が上がらなけれ

ば、不足が生じてしまうのである(図 6)。

諸外国では、今回も、乳価上昇による調整が非常に迅

速に機能している 。 農水省の調べでは、 2007年 6 ~ 9 月

段階の生産者乳価は、米国が前年比67.3%高の55.5円、

豪州が29.9%高の43円、英国が9.4%高の46.3円というよ

うに、軒並み上昇したのに、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。

UMa 

当初費用

上昇すべき水準

る場合には、生産すれば、生乳 1kg当たり北海道で9.3 当初{醐

円、都府県で9.7円の赤字となると、中央酪農会議は試

算していた。これは、酪農家の労働への対価がマイナス

ということではないが、時給にして、北海道で556円、

都府県で435円程度にしかならないことを意味する。最

低賃金が700円の時代であるから、この時給で生計を維

持することは無理である。現実は、この見込みよりも 、

更に厳しくなってきているのである。

このままでは、すでに速度を速めつつある酪農家の廃

業が更に増え、栄養価が高く、子供の成長に不可欠な、

国民生活の必需品たる牛乳が日本で不足する事態が起こ

りうる危険が迫っている。

不足量

図6 価格による需給調整機能が働かないと
不足カf生じる

取引交渉力の不均衡

我々の試算(図7)では、我が国では、メーカ一対スー

ノTーの取引交渉力の優位度は、ほとんどO対 l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、ほほ0.5対0.5、最小限に見積もると0.1

選択肢 対0.9で、メーカーが酪農協に対して優位である可能性

選択肢は、次の 4つが考えられる。 が示されている。

① 酪農家のコスト削減努力、とくに自給飼料生産や未 欧米でも小売サイドの大型化は進んでいるのに、なぜ

利用資源の飼料への活用 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

② エサ価格への政府・飼料メーカーの補填 の回答は、このような取引交渉力の不均衡にある。ミル
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ではないかとの見解もあるが、我々(農林水産政策研究

所の木下順子主任研究官ら)の過去38年間(l968~2005) 

のデータに基づく推計値によると、平均的には、飼料価

格が 1%上昇すると、乳価が上昇しなかった場合、2年

間くらいのうちに、生乳生産が0.47%減少する、つまり、

飼料が5割上昇すれば、生産は、数年のうちに約24%減

少する可能性があるので、このまま乳価が変化しなけれ

ば、消費の趨勢的減少を大きく上回る不足が生じる危険

がある。

水平的競争度

(酪農協問)

o -0.184 

水平的競争度

(メーカー間)

0.3501 

あらゆる可能性の検討

なお、選択肢の④に挙げた補給金額の改訂の可能性に

ついては、厳しい財政制約の下で、容易なものではない。

ただ、机上の計算としては、現状の乳価形成の関係式、

60 (加工原料乳価)+ 10 (ゲタ)+ 18 (輸送費)=88 (飲

用乳価)

水平的競争度

(ス-J~一間)

0.0097 
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において、加工原料乳価が60円から70円に上がれば、

70(加工原料乳価)+1O(ゲタ)+ 18(輸送費)=98(飲用乳価)

となることが期待されるが、加工原料乳価が5円しか上

がらなくとも、補給金が5円上がって15円になれば、

65(加工原料乳価)+ 15(ゲタ)+18(輸送費)=98(飲用乳価)

と、同じ状況が実現できる。補給金を 5円上げるのに必

要な財源は110億円である。何とか実質的に10円程度の

酪農家の手取り乳価のヲ|き上げを実現し、この日本の酪

農経営の未曾有の危機を回避するために、あらゆる可能

性を排除せず、検討する必要があろう 。

(MMB) 

市場が細分化された英国を例外として、

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。

酪農協・メーカー・スーパー聞の垂直的パワーバ
ランスと水平的競争度の推計

注:垂直的パワーバランス 0=完全劣位、 完全優位。
水平的競争度 0=完全競争、 独占。

出F庁:Kinoshita， J.， N. Suzuki， and H. M. Kaiser， The Degree 
of Vertical and Horizontal Competition Among Dairy 
Cooperatives， Processors， and Retailers， September 
2003. 

ク ・マーケティング・ボード の解体によって

多くの国では、

図7

東京大学大学院教授鈴木宣弘すずきのぶひろ

1958年三重県生まれ。49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、 『日豪EPAと日本の食料J(筑波

書房、 2007年)、『食べ方で地球が変わる一フードマイレー

ジと食 ・農・環境.1 (共編著、創森社、 2007年)、『農の

ミッション WTOを超えてJ(全国農業会議所、 2006

年)、 rFTAと日本の食料・ 農業J(筑波書房、 2004年)

等。

[この論文は編集委員会の求めに応じて、鈴木先生が第38回学
術集会における学術シンポジウムの講演内容を元に、書き下ろ
して下さいました。タイムリーで非常に示唆に富んだ論文です
ので長文ですが全文を掲載しました。]

酪農家の問題でなく国民的問題

我が固における取引交渉力のアンバランスを早急に是

正することは困難であるから、この現実をやむを得ない

ものとしても、事態を放置してよいかどうかは、国民的

問題である。「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。J(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

て許さない姿勢が米国にもみられるほどだ。国民に不可

欠な牛乳の供給が滞る危険を回避することは、酪農家を

救うにとどまらず、日本国民の健全な食生活と健康を維

持するために、消費者、スーパー、メーカーのすべてが

事態の深刻さを理解し、適切な対処を早急に行うべき問

題である。

牛乳消費も傾向的に減少しているから、相殺されるの
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