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基調講演

国際化・価格高騰時代の日本酪農の進路
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はじめに

こんにちは。ただ今ご紹介いただきました、

鈴木でご、ざいます。今日は、国際問題とか大
¥ 

枠の話しをさせていただきます。詳しくは、

配布した資料を参照していただきたいのです

が、時間も限られていますので、要点だけお

話させて頂くことをお断りいたします。

1. トウモロコシの価格高騰とその要因

1) トウモロコシ価格推移とバブル

最初に、所長のあいさつでもお話がありま

したように、今回のトウモロコシ等の価格高

騰に関連して、我々が教訓にしなければなら

ない点について、お話ししたいと思います。

トウモロコシのこれまでの価格推移を見る

と、図 1のように、需給が逼迫し、在庫が減

ってくると価格が高くなり、在庫が多いとき

は価格が低下する結果となり、過去何十年間

にわたって椅麗な右下がりの線が書けていま

す注1)。しかし、今回については、 2008年の

データは表示してありませんが、本来の需給

東京大学大学院教授鈴木宣弘

5. 国際化をにらんだ酪農の方向性 一牛にも人

にも環境にも優しい酪農への転換

6. 酪農経営における自給飼料生産の強化とその

ための条件

関係で説明可能な程度を超えてものすごく暴

騰しており、いわゆるバブルの部分が相当に

あったことがわかります。

図下の注 2) のように、我々のモデル分析

によると、 2008年時点で需給要因だけであ

れば、 トウモロコシ価格はブ、ツシェル当たり

3ドルくらいにとどまるのが6ドルを超えて

いたということがわかります。これはよく言

われるように投機マネーが流入し、また今度

は流出して下がったという話ですが、さらに

輸出規制が22ヶ国で行われたことにより、

トウモロコシだけでなく、米も小麦も大豆も

含めて、実物があるのに出てこないというこ

とが起きて、国際価格が高騰しました。

世界水準で見ると在庫はそんなに減らず

に、米の在庫などはむしろ増えているのです

が、まず自国の分をとっておかなければなら

ないということで、出さなかった訳です。だ

から価格が暴騰するだけでなく、お金を払っ

ても買えない状況が簡単に起こることが分か

りました。
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図1 穀物価格と期末在庫率の関係

資料.盟国通商(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股林水産政策研究所木下順子主任研究官が作成。

注 1)中国等の飼料穀物需要の増加が括弧替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、

ここし 2年に急速に伸びた訳ではないから、今回の穀物価格急勝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。

2) この図は模式図であるが、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、バイオ燃料備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。

2) アメリカの食料戦略

この一番の張本人でもあるアメリカの食料

戦略というのは、日本を第一のターゲットと

し、食料を武器として日本の胃袋をコントロ

ールし、それがうまく行けば世界に広げてい

こう、というものだ、ったと言われています。

アメリカの場合に特徴的なのは、直接食べる

食料だけではなく、畜産物、餌に関しでも同

様の戦略をとっている。餌を日本にアメリカ

が完全供給するようにすれば、畜産物は日本

で生産されるように見えても、実はアメリカ

が牛耳ることになる。だからトウモロコシと

か大豆をどんどん日本に送り込むということ

を行ってきています。

ウィスコンシン州立大学の授業で、アメリ

カの教授が日本の胃袋を餌でコントロールす

るためにアメリカの食料生産は頑張らなけれ

ばならないと講義していたことを、本でも読

んだ経験があります。アメリカでは、 トウモ

ロコシ、米、小麦とか大豆は、本来は競争力

がなく、何台しなければ輸入国になっている

ところですが、人為的に実際のコストよりも
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はるかに安い価格で販売し、農家には再生産

可能なように財政負担をして差額を補填して

きた。そのことにより非常に安い価格で売れ

る体制を作り、どんどん世界に安い穀物を売

り込んできました。財政負担をして再生産を

十分可能にしておけば、国内市場を上回る生

産がどんどん生じますから、その余剰作物を

国際戦略として使う形で、どんどん外国に送

り込んで来た経過があります。

そのためには、 WTO等で輸入国の関税を

下げて貰わなければならない。だから「君ら

の非効率な農業生産を中止し、安いトウモロ

コシとか大豆とか小麦を日本に売ってやるか

らどんどん買って下さい」、という形でWT

Oを利用Lて他国の農業生産穀物を潰してい

く戦略をとったのです。

ところが安い価格でどんどん販売を続ける

と財政負担が大変になってくる。財政負担が

大変なのでアメリカが次に考えたのは、価格

が低すぎるのを何とか変えようということで

す。本当は、中国がもっとトウモロコシを買

うようになると予想していたが、なかなか増

えない。そこで、どうやって価格を上昇させ

るか考えていた時に、 9.11のテ口事件が起

きたり、原油高騰が起きたので、これに便乗

してエネルギー自給率を大義名分にバイオ燃

料をぶち上げた。ブッシュ大統領演説を契機

にトウモロコシの価格高騰に成功しました。

「アメリカが安く売って上げるから君らは作

らなくていい」といわれ、メキシコでは、主

食のトウモロコシについて、自国の農家は多

くが潰れてしまったけれど、アメリカから安

く買えばいいと思っていたら、今度は買えな

くなってしまった。日本では、餌です。そう

いう形でアメリカの身勝手な戦略で世界の食

料、餌が振り回される状況が、今、起きてい

る危機な訳です。

3)繰り返す価格高騰 一今回の教訓一

今回の危機、価格高騰はとりあえず収束す

ると思われますが、今後もこういうことが繰

り返すことを忘れてはならないと思います。

先ほど所長の話にもありました様に、「喉元

を過ぎれば」になりがちです。前のオイルシ

ョックの時もそうですが、食料生産も餌も一

時は自給率を高めなければならないという機

運が高まったが、しばらくして忘れてしまっ

た。今回、深刻な打撃を受け、また安くなっ

たからもういいということではなく、こうい

うことは繰り返す。繰り返すからその時の為

に準備しなければならないということを肝に

命じなければならないと思います。

2. 中長期的なトウモロコシ需給について

1)バイオ燃料需要とトウモロコシ

次に、穀物に対する中長期的なバイオ燃料

需要に関連して、今後の長期的に見たトウモ

ロコシ等の需給については、あまり悲観的に

なり過ぎてもいけないという点だけ、若干補

足させて頂きます注2)。現在、バイオ燃料に

トウモロコシがどんどん使われ、これが新し

い需要だから、これはパラダイムチェンジで

あり、長期的に価格はもう下がらないという

議論がありますが、これは間違いだと思いま
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す。

何故かと申しますと、現在は、 トウモロコ

シをバイオ燃料に使っていますから餌と直接

競合しますが、世界が今しのぎを削って開発

しているのは、アメリカですとスイッチグラ

スというイネ科の多年生の雑草です。どこに

でもある雑草のエタノール化に莫大なお金を

かけて、商業化を進めています。この作物の

低コストでの商業化はあと 3"-"4年でできる、

と、この間アメリカの方が札幌に来られた時

に言っておられました。

そうなると、プラジルのサトウキピはコス

トも低いし競争力がありますが、アメリカの

トウモロコシの場合は原油と比べた採算性が

特に低いため採算が合わなくなる。アメリカ

のトウモロコシでは、原油がこれだけ上がっ

ていても、税の控除による補助金なしでは採

算は合わない。税の控除をすることで、やっ

と採算を合わせているのであり、原油価格が

下がればアメリカのトウモロコシからエタノ

ールを作るというのは経済ベースで全く無理

になってしまいます。

なお、原油価格についても、原油は必ず上

がり続けるという人がいますが、これも間違

いだと思います。原油価格が上がると、エタ

ノールとか代替燃料が増えて行き、エネルギ

ー需給全体はできるだけ石油に依存しないよ

うにシフトしますので、原油が長期的に見て

上がり続けるということはありえません。原

油価格が下がると、 トウモロコシをエタノー

ルにする経済性は急速に失われてしまう。

しかも、 トウモロコシは餌とか食料と一番

競合する点で批判を受けているだけでなく、

ブラジルのサトウキビと比べてCOzの削減量

も非常に少ないと言われている。そういう意

味でも、アメリカのトウモロコシが真っ先に

バイオ燃料としての需要を失う可能性が高い

と考えられます。

そういう状況を考えると、バイオ燃料需要

が永続的なものではなくて、スイッチグラス

等が出てくるまでの過渡期をどう乗り切る

か、その点が我々にとって、一番重要だと考

えたほうが良いと思います。

2) トウモロコシ等の単収向上について

供給の方についてですが、最近は、 トウモ

ロコシ等も単収が伸びなくなっており、技術

的な限界だとも言われてきましたが、これも

間違いではないかとd思っています。何故かと

申しますと、ここ20年近く、非常に安い価

格が続きましたので、これによって米などで

も増産型の技術開発が停滞してきました。耕

地面積が十分に増えないとすれば、その分を

単収向上に結びつけますから、価格が上がれ

ば増産に向けて単収向上技術の開発に対する

意欲が高まりを見せてくる。だから、これま

での価格低迷期の単収の伸びを基準にして、

今後も単収は技術的に伸びないという議論は

間違っています。

3) トウモロコシ等の価格と需給変動

次に図 2のぼってんの部分を見て下さい出)。

需要は右下がりのDの線であり、現状ではト

ウモロコシの需要の線がエタノール需要など
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図2 バイオ燃料需要の穀物需給と価格への影響

資料。筆者作成

注 バイオ燃料向けの需要増加により穀物への需要がO'fこシフトして、供給がシフトしなければ、価

格はp'に上昇するが、増産型技術開発の促進による単収の向上等により供給がs'にシフトすれば、

価格はPに戻る。さらに、第二世代バイオ燃料が商業化されて需要がDに戻れば、価格はp"まで

下泌する可能性もある。

でD'へと増えてしまっている。ところが供

給の方のSは、 Sのままでなかなか増えない

といわれ、最初の黒い線D需要と Sの供給と

の交点で決まっていた Pの価格が、需要が

p'の赤いところまで伸びるのに対して、供

給はなかなか伸びないから p'まで上がって

もう戻らない、と言われる訳です。しかし、

実はSはかなり伸び、る可能性が残っており、

これが青い線の S'まで増えれば価格はPま

で、結局赤と青の交点Pまで戻ってくること

になる。

さらに、 トウモロコシに対するエタノール

需要が一過性である、ということになれば

D'はDまで戻ってくるため、今度は青い供

給の S'と黒いDとの交点で価格は決まるた

め、価格は一時的にしろ p"まで下がり、か

5 

なり暴落する可能性も考えられる。

いずれにしても、 価格が上がればそれに対

して反作用が起きて、また増産が起きたり、

逆に需要がしぼむということになります。こ

うやって価格は上がったり下がったりを繰り

返していくと考えるのが通常ですから、 一方

的に逼迫するとか、一方的に緩和するとかは

ありえない。 重要なことは、今回の経験のよ

うにひとたび逼迫が起きるとこんな状況にな

るということを忘れないで、今度こそ自給分

を増やしていくことではないかと考えていま

す。

3.乳価の動向と決定プロセス

1 )来年 (2009年) 3月の価格引き上げ

次に、乳価の動きについてです。これまで



の乳価引上げ状況についてみると、下記のよ 県の方が上がったのに北海道の方が低けれ

うになります。 ば、北海道としてはもっともっと飲用乳で東

北海道

取引乳価 5.1円

補給金 0.52=(1 +生主)XO.4

直接支払い 0.72 

都府県

取引乳価 3円

直接支払い 3.24=2.1 + 1.14 

このうち、北海道の場合は、取引乳価5.1

円と、補給金はプール乳価で0.52円くらいに

なっていまして、これで 5円70銭くらいに

なります。その下にある財政から直接支払い

される部分の0.72(72銭)については、今

回取引乳価が3円にされたため停止されるの

で、正味で約 5円70銭くらいが残り、これ

にプラス5.3、 5円30銭上がりますので、合

計して約11円の引き上げになる。

府県の方は、取引乳価が3円上がっていま

すが、直接支払部分の緊急支払の3.24は停止

されますので、実質 3円が残り、それに決ま

った10円が上乗せされますのでこっちは13

円。飲用乳価で13円ですから若干プールさ

れて下がりますので、ほぼ北海道も府県も正

味10円の値上げが 3月時点では実現するこ

とになります。両方とも大体同じくらいにな

りますのでこれでバランスが取れてくる訳で

す。

もし、乳価のバランスが取れておらず、府

京に持って行くことをせざるを得なくなり、

やはり両者のバランスが非常に重要です。

2)酪農経営の疲弊と当面の対応

ただ、今回の引き上げは 3月まで待たなけ

ればならないということと、これまで累積し

た赤字部分、府県でも、規模が大きい経営の

中にも、日々の経費も払えない酪農家が多数

いる。日々の経費が払い切れずに、自分の給

料部分が全然出ない酪農家が千葉では 7割に

上っており、貯金の取り崩しゃ、中にはお年

寄へりの年金が頼り、という状態の酪農家が多

いといわれています。

それと一番府県で問題なのは、これまでの

累積的な赤字で、機械、施設、さらに午の更

新ができずにボロボロの状態でなんとかと長

らえている状態の経営です。彼らが、その分

を元に戻すにはまとまったお金が 1千万円近

く必要となるため、回復するのも容易ではな

い状況になっています。

北海道の酪農経営は、自給飼料に依存する

割合が府県よりは高いので、それほどひどく

ないだろう、と府県の酪農家の考えるところ

ですが、先日聞いたところでは、赤字が少な

いと思われた農家の中に、実は相当の赤字と

なっているこ・とが判明し、今慌てている農家

があると聞いています。年明け以降、組勘で

の年間収支が明確になり、これからの生産に

影響じてくる可能性もあります。いずれにし

ても北海道の酪農は安泰だという議論は間違
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いだと思います。 や酪農協の交渉力が弱い。他の国では、 1国

1酪農協ですとか、ニュージーランドとかは

3) 日本の乳価決定における取引交渉力の フォンテラという酪農協が多国籍乳業にまで

不均衡 発展している。酪農協とかメーカーさんの大

今回、乳価の引き上げには、随分時間がか 型化が世界的に非常に進んでおり、その点で

かりました。私も、これだけ生産現場が疲弊 スーパーさんと完全に対等の力関係ができて

しているのに、メーカーもスーパーも消費者 いる。そのため、コスト上昇がある時、阿昨

も川下の皆さんは全然反応してくれないの の呼吸で、悪いけれど消費者の皆さん負担し

で、日本の皆さんは冷たいなと感じていまし て下さい、ということになるのですが、これ

た。こんな国は、他にありません。他の国で が日本では起きにくいことになってしまう。

は、きちんとコストが転化されて小売価格が 図3に示した取引交渉力についての我々の

上がり、生産が回復する動きが素早く起きて 計測によると、スーパーとメーカーの関係は

いるのに、日本だけがそれが起きなかった訳 ほぽ1対Oでスーパーが完全優位という結果

です。しかし、ここに来て、何とか 3月から です。 1というのは一方的に優位の状態、 O

とは言え一筋の光明が見えた状況です。これ というのは言いなり状態を示しており、スー

で酪農家の皆さんも、日本も捨てた物ではな パーの完全優位という関係になります。酪農

い、まだ可能性がある、もう少し頑張って生 協とメーカーの関係も五分五分か酪農協の方

産を続けよう、という気持ちに少しはなれる がやや不利という状況です。そのため、価格

のではないかと思われ、私も少しほっとした 転嫁ができなかったのです。

ところです。

こういうような日本の乳価決定の構造につ 4)今回の乳価交渉の特徴

いて示したのが図 3であり、スーパーとメー 今回、生産サイドの方ではブロックの指定

カーと酪農協の力関係に原因がある注4)。ス 団体ができて非常に力を持ったと言われまし

ーパーが力を持っているのは万国共通なので たが、ブロック問競争があると、結局、同じ

すが、日本では、それに対してメーカーの力 結果となってしまう。九州でブロックの指定

0.50対 0.50 0.03対 0.97

- 0.06対 0.94

図3 日本における酪農協・メーカ一・スーパー聞の取引交渉力バランス

資料:Kinoshita et al. (2006)による推計結果。データは酪農乳業情報センタ一、食品需給研究センタ一等。

注:0に近いほど劣位、 Iに近いほど優位な取引交渉力をもっ。
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団体が乳価を頑張ったのですが、しかし、そ

うなると牛乳は北海道で作ってもらえば良い

から九州の牛乳は要らない、と言われればお

しまいです。すなわち、ブロックの力を強め

るという意識が強すぎて、これまでうまくい

かなかった、といえます。

結局、複数の組織に分かれていても全国が

一枚岩になり、最終的に抜け駆けできない構

造ができるかどうかが重要ということにな

る。今回、府県の飲用乳で10円の満額回答

を引き出すことができた要因、以前は 3円に

留まったのに何故今回は10円だ、ったのかは、

安くても良いという抜け駆けがなく、最後ま

で10円という線で全てが一致していたため、

っけいる隙がなかった。だからこういう交渉

をしたから今回の結果があるといえます。

メーカーもこれから小売庖に転嫁できるか

どうかは、メーカ一間で一枚岩になれるかど

うかにかかっている。足の引っ張り合いをや

り、どこかが安くしてしまうと足元を見られ

て崩れてしまい、メーカーも持たなくなって

しまう。 3月に10'円の乳価値上げがあるの

で、それを4円とか、製品価格に転嫁できな

ければメーカーが持たなくなる。パンとか麺

類の場合ですと、製粉メーカーが大きくて 1

社に力があるからそのまま製品価格の値上げ

ができるが、乳業メーカーではそうはいかな

い。結局、メーカーが一緒に対応し、一枚岩

になって抜け駆けできないようにできるかど

うかがポイントになると思います。

5)諸外国の乳価決定における政府の制度

的関与と「取り分」論

日本と比べて他の国々で価格転嫁ができる

もう一つの原因は、乳価形成のメカニズムに

政府が制度的にかなり関与しており注5)、乳

製品の国際価格が上がると、それに応じてメ

ーカーが支払うべき最低の加工原料乳価を政

府で決め、それにプレミアムを上乗せして飲

用乳価の最低支払価格が決まっていく。アメ

リカでは政府がそれを全部決めており、 2，600

の郡日J・カウンティ別に政府が決め、 1ヶ月

毎に改訂されるシステムがある。したがって、

取引の交渉力だけではなく、制度的な乳価形

成のフレームワークが違うという点も影響し

ているといえます。

さらに、乳価形成に関連してよく問題にな

るのは「取り分論」です。生産者の段階で 3

円上がるとメーカーが3円、スーパーで4円

位取る。 3対3対4で取らなければならない

から、 3円上げると小売価格が10円上がっ

てしまう。だからこれ以上上げられないとい

う議論があるのですが、これについても非常

におかしいということを前から指摘しており

ます。

アメリカの例を紹介しますと、アメリカの

北東部では、乳価が2006年から2007年で日

本円で27円も上がりましたが、それに対し

て小売価格上昇は、ニューヨークでは28円、

他の都市ですと22円とか24円"'-'25円です。

日本の「取り分論」で行けば、 30円近く生

産乳価が上昇すると、小売価格を100円も上

げなければならない話になるけれど、そんな
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ことは海外では起きていません。小売段階で、 先ほど紹介がありましたように、 WTOが

値上げ分を吸収してそんなに小売価格が上が また動き出しました。 WTOに関しては、日

らないようにやっており、日本での「取り分 本は蚊帳の外に置かれて厳しい交渉を強いら

論」がかなりおかしい、ということもこれで れてきました出)。重要品目、すなわち米と

わかります。 か乳製品とか関税を下げるのを緩和したい重

今後に向けてですが、これだけ厳しい状況 要な品目を全体の何%にすることができるか

下で、とにかく 3月まで頑張ればそれなりの と交渉した時に、驚くべきことに最初の考え

価格になるということで、一定の見通しが立 方は、図 4で日本 (G10)10"'-'15%と書い

った、なんとか光明は見えた点は大きい。し であるように、日本は 1割高い品目数を必要

たがって 3月までどう乗り切るか、農協等の だと言っていた。高関税品目について、 EU

支援も含めて重要となっている。 は 8% (ただし譲歩済みで 4"'-'5 %)、アメ

リカやブラジルは 1%位の主張であり、ファ

4. WTO、 FTAをめぐる懸念 ルコナ一議長さんが「私が中をとって決めて

1) WTO交渉の経過 やろう」ということで、言ってきた数字が I

WTOとかFTAの状況を見てみますと、 "'-'5%でした。 10"'-'15%というのは最初か

コストが上がったのに価格が上がらなくて困 ら蚊帳の外です。

るという議論ではなく、これから価格はもっ これで日本が憤慨して何とか交渉し、 7月

と下がるということも考えざるをえない。そ には 8%で何とかなるという所まで内々の合

れでも耐えられる酪農経営が在り得るのかと 意ができたものですから、これなら何とかな

いうことを考えねばならない状況にありま ると見込んでジュネーブ、へ行ったら、悪いけ

す。正にダブルパンチといっていい。 ど4%だ。これにしてくれと言われ、日本は

農産物品目数
全品目数(タリフライン)約1300、うち有税品目数約1000

農産物重要品目に関する各国の主強
日本(G10)案 10-15% 
EU案 8% (但し、米EUの話合いで4-5%まで譲歩済み)

米国案 1% 
ブラジル(G20)案 1% 

議長案と日本の対象重要品目数
第一次案:全品目の1-5%(= 13-65品目)
第二次案.有税品目の4-6%(=40-60品目)
第三次案ー全品目又は有税品目の4-6%(=40-78品目)
第四次案:全品目の4-6%(=52-78品目)、ただし日本は8%の是正措置可

図4 WTO交渉での重要品目に関する各国の主張 (2008年11月まで)
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追い込まれて、危うくそれでも飲まなければ

ならない状況に追い詰められました。

こういう交渉をしていたら、なかなか厳し

いですね。 4%がプラス 2で6%になっても、

米と乳製品全部は含められない。そこに書い

てありますように米だけでも17品目、乳製

品で47品目も関税分類である訳です。全体

で1，300品目位ありますが、その 4%"'-"6%

ということになると、乳製品が十分に含めら

れない状況になり得るということです。乳製

品の中には、場合によっては相当な関税引下

げを行うものも出てくるかもしれない。

2) ミニマムアクセスについて

それから、もし重要品目ということで関税

引下げを逃れたとしても、米で問題となって

いるように、代償措置としてミニマムアクセ

スなりカレントアクセスという低関税輸入枠

の部分を相当に増やさざるをえないことにな

ってくる。

この部分を相当に増やしてしまうと、日本

のように最低輸入義務として入れる場合には

相当な負担になってくる。関税はそれなりに

逃れてもミニマムアクセス、カレントアクセ

スの負担が、非常に大きな負担になることが

乳製品の場合は考えられる。

なお、条文上は最低輸入義務ということは

どこにも書いてなく、日本が国家貿易である

からということで全量を入れているという状

況ですが、国際的にはそのように履行してい

ない国が多いので、今後はその点の見直しも

含めて考える必要があると思います。

もう 1つは、なくなったと言われている上

限関税の議論ですが、これが復活する可能性

があります。これが入ってきますと75%と

か80%等、かなり低い上限関税が設定され

る可能性があります。そうすると、今は

200、300%ある乳製品の関税が、 75%とい

う率になると相当な影響が出ます。加工原料

乳で40円くらいで輸入されるものと競争せ

ざるを得ないことになる。北海道の加工原料

乳では現在、 70円くらいになるので、これ

は非常に厳しい状況になるかもしれない。

3) F T Aについて

FTAについては、オーストラリアとの自

由貿易協定はすでに政府間交渉を開始してお

り、その次に控えるのがアメリカと EUとの

自由貿易協定です注7)。これについては、経

済界からはこれは絶対やらなければならない

と考えている。批准されるかどうかわかりま

せんが、韓国がアメリカとのFTAを政府間

で合意していますので、現代(ヒュンダイ)

自動車はゼロ関税でアメリカに輸出できるの

に対し、日本のトヨタに関税がかけられるこ

とは許されないことになる。だから、アメリ

カとのFTAは絶対やっていくことになって

おり、アメリカ側からは米も乳製品も含めて

全部やらないと利益がないと明言しているの

で、非常に厳しい交渉になる。そういうこと

が一方で進めば、乳製品の関税もさらに下が

る可能性はあります。

ですから、コスト高なのに乳価が上がらな

いといういう状況が落ち着いても、むしろ将

nu 
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来、国際的には関税が下がり、国際的な相場

も下がって非常に安い水準の加工原料乳と競

争しなければいけない状況が出てくる。しか

も中国とか韓国とか衛生水準の問題もありま

すが、それらの国から飲用乳が入って来る可

能性も将来的には考えないといけない。

農水省の試算では、世界的に自由化を進め

た場合の牛乳・乳製品の自給率は12%まで

下がるというのが出ています。飲用乳も中国

から入って来ると想定した試算ですけれど、

急速に自給率が下がってしまう結果ですの

で、そういうことが簡単には起きないように

きちんと議論をしなければならないと考えま

す。

5. 国際化をにらんだ酪農の方向性

一牛にも人にも環境にも優しい酪農へ

の転換-

1)コスト競争の限界

重要なことは、そういう流れの中でも、日

本の酪農、ー北海道の酪農が生き残るために、

それらに耐えられる経営構造にしなければな

らない、ということです。

その点で私はどんなメガファームであって

も、例えばオーストラリアの酪農に勝てるわ

けがないと考えます。とにかく大きいだけの

経営であれば、それはコストと価格でまとも

に彼らと競争することになり、むしろ先に潰

れてしまう危険がある。そうではなく、もち

ろんコストダウンの努力は当然必要ですが、

同じ土俵で競争をしたのではダメで、いかに

人にも動物にも環境にもやさしい経営であ

り、日本の消費者が、こういう方々の作って

いる物なら支えたいと思うような信頼関係を

作っておかないともたないのではないか。

2)酪農と窒素収支の改善

消費者との信頼関係という点で気になるの

が、窒素収支の問題です注8)。今、餌から出

てくる窒素分がだいたい80万トンあり、そ

の8割が輸入ですから、 64万トンの窒素が

畜産の酪農過程ではなく餌から出てくること

になる。 1億 2千万人の人間の食生活から出

てくる窒素分が64万トンですので、何とそ

れと同等の窒素分が輸入の餌から出てきてい

るのです。いかに莫大な量の餌が輸入されて

いるか、こういう数字から分かります。

したがっ'て、日本の環境に窒素が溜まりや

すい構造ができているといえる。日本は、食

料や餌を大量に輸入して、国内では460万ha

しか耕地がないのに、 1，250万haくらい借り

て、そこでできた栄養分だけ入れているよう

なものですから、循環しきれない窒素分が過

剰になって累積していく。

その点を改善して、畜産が本来の循環的な

形で行われるように転換すること、すなわち

国内資源を再利用して、餌や肥料にし、輸入

の餌や食料、化学肥料等を如何に減らして、

圏内で循環型の産業として自給率を高めると

いうことが重要となっている。畜産は、環境

にも人の健康にも役立つ、そういう使命を担

っており、そのような酪農になることが重要

だと考えています。

1
1
A
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3)人間への影響 すが、味がよく分かるとは思われないアメリ

人間の健康にも、というのは日本ではあま カ人が、日本の牛乳を飲むと鼻をつまんで、

り言われませんが、ブルーベビー症、赤ちゃ 「これはなんだ。煮た牛乳は飲めない。」と言

んの窒息死が、ヨ「口ッパでは非常に問題に います。刺身を茄でて食べるような飲み方を、

なりました。これは日本でも既に起きており これだけ味に敏感な日本で、牛乳についてやっ

ますし、問題になった時に誰がこれを放置し ているのです。

たかということになりかねない。そういう意 しかも、これは栄養価の面で問題があると

味ではきちんと説明すべきは説明し、その要 言われているのであり、この辺りについては

因を解明する必要がある。この点は、国内の 食に係わりのある者として、基本に返って本

酪農が頑張ることによってむしろ事態が良く 物の品質をきちんと提供するということに徹

なる。酪農が悪いのではなくて酪農が良い形 する、ということを考えてみる必要があると

で発展することが重要であり、積極的にアピ 思います。

ールする材料だと思います。

牛はポックリ病でずい分死んでいますけ 5)消費者から支持される酪農への転換

ど、.これが人間に及んだら本当に大変な責任 結局、狭い意味での経営効率だけを優先し

問題になります。そろそろ、日本でも、もう ていると、環境や牛の健康や、最終的に人の

少しきちんと説明した上で、しかし良い形に 健康にも悪影響を及ぼすようなことをやって

するにはどうするのか考える必要があるので :いることになる注9)。極端に言えば、殺人者

はないか。積極的にアピールして行く必要が と変わらないし、そういう経営はサステイナ

あると思います。そういう意味でも草地に根 ブルでなく、長続きしないのであり、業界全

ざした酪農というものが重要になってくると 体が泥舟に乗って沈んで行くようなもので

考えます。 す。それを消費者も分かつてきていると思い

ます。

4)本物の品質とは 一低温殺菌に関連し だから、目先の利益だけに飛びついている

て- 経営を続けている限り、長期にはもたない。

酪農の品質問題に関連して、よく私が申し 長い目で業界が、それから日本の国土が、全

上げるのが、低温殺菌の問題です。もちろん、 てがうまく行くような形での経営を今こそ考

これは酪農の生産農家だけの問題ではありま えないと長期的にはもたない。当たり前の話

せん。低温殺菌については、日本では難しい ですが、そういう経営に転換すれば、消費者

と言われていますが、イギリスやアメリカで もこれが本物だということでちゃんと支援し

はむしろ低温殺菌が98%ですから、日本で てくれることになります。

できないはずがないのです。失礼な言い方で スイスの例ですが、スイスは山あいの地域
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が多くて、酪農業が多いのですけど、 ドイツ

やイギリスから安い物が入ってきても負けな

いと言います。何故負けないかというと、何

割も割高でもナチュラル、オーガニック、ア

ニマル・ウェルフェア、バイオ・ダイパーシ

ティを徹底すれば国民が支えてくれる、特に

スイスはヨーロッパでも 1番アニマル・ウェ

ルフェアとバイオ・夕、イバーシティに国民の

関心が非常に高まっている。こういう価値観

が世界ーであるということで、その部分を、

そういうことについての価値観を醸成しなが

ら、生産を支えてもらっている。重要なこう

いうことを頑張っているときちんと説明する

ことで、国民の意識を高めている。スイスの

食料生産、酪農というものはそういうものに

なっているからいいのです。

卵の例ですが、例えばスイスの卵は l個

60円とか80円もして、スーパーで輸入物が

20円で並べて売られていても、 60円か80円

の方が飛ぶように売れている。何故かと聞い

てみると、これを買うことで農家の皆さんが

支えられ、そのお陰で私たちの生活が成り立

っているのだからあたりまえのことだ、と小

学校くらいの女の子が答えたというくらい国

民の意識が高い。よく考えてみると、スイス

では既に鶏もケージ飼いが禁止されており、

鶏は外で伸び伸びと走り回って卵を産んでい

る。これが当たり前ですから、 60円、 80円、

これは本物の値段だと。 20円でも輸入物は

偽者だからこれは買わないという、そういう

意識です。そんなような意識で支え合えるよ

うなことにしないといけない。

そのためには、少々コストがかかる。値段

が高いかもしれないけれど、それによって輸

入にはできないものを提供するということが

大事なので、そういう意味で、放牧型の経営

とか草地に依存した経営も、そういう点から

重要ではないかと思います。

北海道のチーズ振興で気になることは、大

きな工場を作って30円とか20円とか非常に

安い乳価で、正に輸入代替で競争しようとい

うことになると、これは乳価も上がらないし

正に同じ土俵での競争ですから。そうではな

く、今申し上げたような少々高くても生産過

程も含めてこれが本物の味だと、あのチーズ

工房の味は違うという形で、国産チーズ振興

はそういう形になれば高くても売れる訳です

から、ある程度高くてもその買われるような

物をいかに北海道で作るか。府県と比べれば

随分コストは安いかもしれないけど、世界的

には相当に高い水準を、その格差は超えられ

ない面がある訳ですので、その点をどうして

も考えないといけない。

しかし、個別の創意工夫ばかりでなく、も

ちろん組織力も重要です。組織力に関して 1

点だけ申し上げますと、酪農の場合は、とく

に交渉力を維持して乳価を維持する為には組

織の力が不可欠であるといえます。イギリス

では、ミルク・マーケティング・ボードが解

体され個別交渉になって、乳価が暴落し、本

当に大変な状態になっている。そういう意味

で組織の力というのも非常に重要であり、

個々の創意工夫を殺さない組織が重要だと考

えます。ホクレンと酪農家がうまく両方の良
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さを生かせるような形で折り合いをつける、

というのは当たり前かもしれませんが、やは

り非常に重要だという点を再確認しておきた

い。

表 1 放牧型と舎飼型の比較

放牧型 舎飼型

平均頭数 71頭 93頭

手L飼比 24% 30% 

所得率 41% 34% 

1頭当り所得 18万円 15万円

総所得 1，278万円 1， 395万円
6. 酪農経営における自給飼料生産の強

化とそのための条件

1)酪農経営における自給飼料生産と支援

システム の酪農家がビジネスとしてその方向に向かっ

資料:ilJiI路NOSAI 久保田学氏資料。

最後に、今回の研究会の主題になっている た方が本当にょいと、動いていく仕組みを作

飼料生産の自給強化等に関連する点について らないとやっぱりダメだと思います。そうい

述べます。 う意味では、行政サイドの支援も中途半端だ

自給飼料生産をもう少し増やすのは、これ ったと思います。

だけトウモロコシとかが上がってきたので、 では、どこが問題かというと、表 1の「放

一時機運が高まってきましたが、またトウモ 牧型」のように自給飼料を自分の所で生産し

ロコシ価格が下がってきていますので、おそ ますと、乳飼比は下がるし所得率も上がるし、

らくもう一度推進しようとしても、スローガ 1頭当たり所得も上がるからいいように見え

ンばかりで、なかなか現場が動かない。これ ます。しかし、その分労働時間をそちらに回

が、長年我々が経験してきたことです。現場 さないといけないから飼養頭数が減ってしま

表2 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 粗飼料
高自給率 低自給率

①経産牛頭数 40.1 49.9 

②1頭当たり労働時間 170 142 

③総労働時間 ①×② 6，817 7，086 

④1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1人当たり所得(円)⑤/⑥ 3，579，229 4，147，035 

(1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b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害IJ

以上が草地)
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います。舎飼いと比較してこれだけ頭数の違

いがあると、経営としての総所得は、舎飼い

の方が多くなり、それなら、無理にお金や時

間をかけて自給飼料を増やす意味がない、と

いうことに結局なってしまう注10)。だからこ

の点を越えられるような施策面の工夫がない

と、舎飼いからなかなか動いていかない。こ

れからもそういう点がつきまとうことになり

ます。

これと同じような例ですが、次の表2を見

てください注1九都府県の酪農について、粗

飼料高自給率の酪農経営と低自給率の酪農経

営を比較した数字ですが、ほぼ似た様な結果

になっています。

ここで、現在の舎飼型の多頭飼育状態の総

所得を維持しながら、コントラクターを利用

して自給飼料を増産する場合に、酪農家とし

てはどれくらいまでコントラクターに払える

か計算してみ4ると、 10a当たり 1万円くら

いという数字が出てきます。他方で、コント

ラクター組織が経営として成り立つには、

10 a当たり最低 2万 5千円くらいが必要と

いうよ予な試算があります。そこには 1万5

千円のギャップがあり、だから民間ベースで

は取引が成立しないことになる。

したがって、そのギャップを埋める支援が

付いているかということがキーポイントにな

る訳です。もちろん、そのギ、ヤツプをできる

だけ縮小する技術開発の努力等があって、そ

れでも残る格差をきちんと補填するシステム

が一緒にないと、いくら頑張っても酪農経営

が動かないということになる。その点をこれ

まで解決できてないことが問題です。

2)えさ米等の水田利活用

さらに、今回は、米を餌として活用する機

運が、日本の水田をできるだけ活用しよう観

点からも高まっています。これは餌を自給す

るという意味でも非常に重要な点ですが、こ

の点もトウモロコシと比べて米を餌にするの

であれば、 トウモロコシ価格が相当値上がり

している段階でも、主食用に売るよりも相当

安く売らなければならなわため、普通ならペ

イしません。だからそういう状況だと、酪農

家と稲作農家の関係は成立しない。

したがって、それらの価格差の補填とか、

そういう条件が整備されなければ、いくら現

場で新しい技術を開発し、工夫して頑張って

も経営的に成り立たず広がらない。そういう

条件がセットになるような体制が現在できて

いるかどうかが、非常に重要であり、問われ

ていると思います。

もちろん、支援の額を少し減らし、できる

だけ飼料自給の方向に動きやすくするために

は、北農研センタ一等で開発を進めている新

しい品種とか新技術が役に立ってくる。この

ように技術と経済的支援とがセットになって

いくというポイントが押さえられないと、実

際には動かないという点が重要です。その点

を変えられるかどうか、が重要なポイントで

はないかと思います。

3)消費者に支持される酪農と直接支払い

もう 1点Jだけ申し上げますと、いくら努力
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して高く買ってもらえる関係を作っても、ど

うしても残る海外との価格差部分についてで

す注12)。ヨーロッパ等では先ほどのバイオ・

ダイバーシティとかあるいはアニマル・ウェ

ルフェアに頑張っていると、例えばスイスで

は環境に優しい飼い方をすれば、私がこの間

調査した経営でも、1，500万円の直接支払を

受けている、そのうちの230万円は動物に優

しい飼い方に対しての支払いであり、生物多

様性が維持できるような草地での管理には

170万円の支払いというように事細かに算定

されている。環境に対しての配慮とか景観に

対しての配慮など、根拠を明確にし、かなり

まとまった額が出るような国民合意ができて

いる。

しかし、日本で、循環型、環境に優しい酪

農への転換を考えても、それを持続的にする

ための補填は現実にはなかなか充実していな

い ¥

そういう点についても、理解を得るための

現場からの働きかけが重要である。国民の価

値観が貧困であるとの酪農家の怒りも理解で

きますが、やはり我々のサイドからそういう

ことを働きかかける努力が必要であると思い

ます。重要なことは、これまでのように、た

だ「多面的機能」と念仏のように繰り返すの

では、言い訳にしか聞こえないので、それが

具体的に何なのかということを、もっと具体

的な手法等で、国民が理解できるように伝え

ていかなければならない。

例えば補給金を例にとっても、現在の加工

原料補給金制度では、相当な状況変化が起き

ても 1円程度しか動かない。将来、輸入との

競争で、仮に70円の加工原料乳価が40円へ

下がる状況になれば、相当な補填がないと北

海道といえども耐えられないが、いまの補給

金では対応できないことになる。そこで、も

う少し直接支払いの根拠を明確にした上で、

補給金を20円、 30円でも、状況によって弾

力的に支払われるシステムができれば、相当

な外圧に対しでも耐えられるわけです。

そういう点で、本来の不足払い的な直接支

払制度にしていく、根拠を明確にして国民の

納得を得られる形に持っていくために、現場

サイドからいろいろな働きかけをしていくこ

とが重要であると申し上げたいと思います。

おわりに

色々な話を短時間でバラバラと申し上げま

したので、大変お聞き苦しい点が多かったと

思いますが、既に時間が大分超過しておりま

すので、以上で私の話題提供を終わりにした

いと思います。ご清聴、ありがとうございま

した。
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1) P. 91参照。 7) P. 107参照。

2) P. 93参照。 8) P. 116参照。

3) P. 122参照。 9) P. 118参照。

4) P. 97参照。 10) P. 104参照。

5) P. 98参照。 11) P. 105参照。

6) P. 106参照。 12) P. 119参照。
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