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はじめに 

 過去数年に亘って、日本ではバター不足が問題になっている。料理や菓子作りなどで利用

されるバターだが、購入制限が設定されるなど問題は深刻なものになっている。例えば、

2015 年にはスーパーの担当者が「発注をかけても、毎日入ってくるとはかぎらない。不足

している状態に変わりはない」と述べているように、企業間取引だけでなく、小売取引でも

バターが不足することがあり、消費者にまで影響が拡がったことは記憶に新しい1。このよ

うな中で、わが国の 2000 年度のバター生産量は約 8 万トンであったが、2016 年度の生産量

は 6.3 万トンにまで低下し、減少傾向が顕著に観察される2。バターの原料となる牛乳を作

り出す乳用牛の飼養戸数も 2000 年 2 月 1 日時点の 33,600 戸から 2016 年 2 月 1 日時点の

17,000 戸へとほぼ半減している3。	

	 経済学の基本的な市場均衡分析からすると、仮に需要に変化がない中で供給が減少する

と、新しい均衡では、当初の均衡に比べて均衡数量が減少し、均衡価格が上昇するはずであ

る。図表 1 によると、たしかにバターの価格は一般物価に較べれば上昇しているものの、需

給不均衡が起きているということは、価格の上昇が不十分な可能性が指摘できる。	

	 では、生乳は適正にプライシングされているのだろうか。実はバターの原料である生乳の

価格決定には、指定生乳生産者団体（以下指定団体とする）が関与しており、生乳生産者の

ほとんどが加盟している。指定生乳生産者団体では、用途別での乳価の決定、プール乳価(各

乳業メーカーが指定団体に支払ったそれぞれの用途別の乳代金と補助金の合計から販売経

費などの費用を差し引いて当該月の取引数量で除して計算される乳価)での支払い、生乳の

一元的な管理などを行っており、スケールメリットを活かして乳業メーカー等との価格交

渉を行っているとされる。そのため同一指定団体の傘下にいる酪農家は、基本的に同じ乳代

を受け取ることになる。しかし、実際には適正な価格での取引が行われていない以上、現在

の仕組みの中に何らかの問題が内在している可能性がある。実際、指定団体を経由せずに生

乳流通や乳業メーカーとの価格交渉等を行う既存ビジネスモデルに風穴を開けるような民

間企業も登場している。	

                                                        
1	バターはどこへ消えた？	 毎年起こる品薄の衝撃舞台裏	 一部業者が買いだめ（1/2 ペ

ージ）―政治・社会‐ZAKZAK	

http://www.zakzak.co.jp/society/domestic/news/20151217/dms1512171547012-n1.htm	
2	 一般社団法人	 J ミルク	 「（4）乳製品生産量、1）品目別一覧（0032）、乳製品生産量

（年度）」	

http://www.j-milk.jp/gyokai/database/data/0032.xlsx	
3	一般社団法人	 J ミルク	 「（2）酪農家戸数・乳用牛頭数、（1）酪農家戸数（地域別、

都道府県別（0039）、乳用牛飼養戸数の推移（地域別一覧表）」	

http://www.j-milk.jp/gyokai/database/data/0039.xlsx	
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	 本稿では、現在の日本の酪農状況がどうなっているのかを分析した後に、インサイダーと

アウトサイダーの流通形態を明らかにし、日本のバター不足の改善案を提示していく。	

	

1. 日本の酪農の現状4 

1.1. 生乳生産について 

	 日本の酪農戸数は 1960 年にピークの 40 万戸を超えていたが、その後は小規模経営を中

心に減少に転じ、更に 近の高齢化や後見者不足を背景に、2017 年には 1.6 万戸にまで減

少している(図表 2)。飼養頭数は 1980 年代までに 209 万頭に達したが、その後は酪農戸数

同様減少の一途をたどり、2017 年には 132 万頭まで減少した(図表 2)。残存の酪農家が離

農した酪農家の乳牛をカバーできなくなっており、飼養頭数は減少している。ここ数年は

年率で 4〜5％のペースで酪農家が離農し、飼育頭数も 30 年間で約 30％減少している。こ

の間、飼養技術の向上や乳牛の改良の結果、乳牛１頭あたりの乳量が増加し、頭数が減る

中でも 1996 年には生乳の総生産量は 860 万トンに達した。しかし、その後は減少が続

き、2016 年は 735 万トンとなっている(図表 3)。さらに農林水産省の調査によると都府県

では約 3 分の 1 の、北海道で約 5 分の 1 の酪農家が今後 10 年間で離農すると見込まれて

いる。	

	 ただし、1 戸辺りの飼養頭数で見ると、80 年代から増加の傾向にある。60 年代は 1 戸あ

たり 2 頭にすぎなかったが、2015 年には 77.5 頭まで増加している。飼育戸数が減少するな

か、「メガファーム」と呼ばれる年間 1000 トン以上の生乳を生産する大規模経営のシェアの

割合が高まってきている。中央酪農会議の調査5によると、北海道の酪農家におけるメガフ

ァームの占める割合は 2006 年から 2013 年の 7 年間で、戸数が 7.2%から 12.4%に上昇して

おり、生乳出荷量では 24.2%から 37.2%に増加している。同じく都府県においても、戸数が

2.1%から 3.9%へ増加し、出荷量も 15.5%から 25.8%へ増加している。この結果、戸数ベース

で見ると全体の 10％に満たないメガファームが、わが国の生乳生産量の 30%程度のシェア

を占めるようになり、全国の生乳需給に大きな影響を及ぼすようになった。	

	 とはいえ、メガファームの生乳生産は伸びているにもかかわらず、経営側が納得のいく量

は生産できていないという（規制改革会議,	2016）。それは、規制改革会議での議論によれ

ば、生乳生産の関連法による生産量の制限がかかっているからである6。2006 年に好天や飲

                                                        
4	本章で言及している酪農関連の統計データは、農林水産省「畜産物生産費統計」、「畜産

統計調査」、「農業物価統計」、一般社団法人 J ミルク「牛乳生産費・酪農経営」から引用

した。	
5中央酪農会議が実施している「酪農全国基礎調査」 
6	加工原材料乳生産者補助金等暫定措置法を指す。	
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用需要の大幅な低下のため、極度の供給過剰になってしまった結果、892 万トンもの生乳を

廃棄せざるをえなくなり、生乳価格の大幅な下落が起き、酪農家に多大な被害が発生した。

この出来事により、より厳格な計画生産の必要が意識され、以後、生産量制限が実施された。	

	

1.2. バターの輸出入 

	 だが、なぜバターの輸入を 初から拡大し、不足分を補わないのだろうか。実は、それが

できない理由が 3 点ある。第一に、正確な不足量がわからないことである。原料となる生乳

を生産する乳牛はとてもデリケートな生き物であるため、生産量が天候等に左右されやす

い性質がある。猛暑による夏バテにより、生産量が予想を下回ることも珍しくない。	

	 第二に、不足分を上回る量を輸入して余剰が発生すると、飲用乳の価格に影響を与えるか

らである。バターを作る時に、同時に脱脂粉乳も作られる。そしてこの脱脂粉乳とバターを

混ぜ合わせれば、加工乳が作れる。加工乳と牛乳は別物ではあるが、多くの消費者にとって

はどちらも牛乳と認識しているだろう。生乳の価格取引は用途別で異なり、飲用と加工用に

分かれる。そして飲用向の方が加工用向けより高い乳価で取引されている。仕入れ値が安い

加工用乳を仕入れ、一旦バターを作りそして加工乳を作った方が、利益が出る。そのため、

仮にバターを輸入しすぎて余剰が生じた場合、そのバターを使い加工乳を作れてしまうた

め、間接的に飲用乳の価格に影響を与えてしまうのである。	

	 より重要なのは、価格という観点で言うと、日本は海外と異なり酪農家は零細経営、小規

模経営なため、海外の大規模経営による安いバターが国内に流入してくると競争に負けて

しまい、国内の酪農家が壊滅的な打撃を受けることが指摘できる。生乳取引価格を調べてみ

ると、図表 4 にあるように日本での生乳価格の平均は 100kg あたり 9990 円なのに対して、

酪農大国のアメリカは 4601 円、ニュージーランドは 3687 円と 2 倍かそれ以上の価格差と

なっている。さらに小売レベルでの海外のバターの値段を比較してみると、図表 5 のとおり

日本は 100g あたり 200 円程度なのに対し、アメリカは 82 円程度、ニュージーランドは 93

円程度と同じように倍以上の差が存在する。	

	 第三に、現政権である自民党には昔から酪農団体と強いつながりがあり、飲用の乳価（ひ

いてはバター用の加工乳の乳価）に影響を与えないように努める傾向が見られる（東洋経済

オンライン,2016、朝日新聞,2015）。	

	 以上の理由から、現在は農林水産省管轄の独立行政法人農畜産業復興機構が、日本のバタ

ーの輸出入の全てを取り仕切っている。バターは基幹食品のため、安全保障的な観点から国

内でも生産しなければならない。そのため、国が国内酪農を保護するために輸出入を厳格に

コントロールしている。毎年 3 月に年間輸入量を決定し、その後輸入したものをメーカーが

買い取る仕組みになっている。	
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	 このように、飲用乳であれバターの原料である加工用乳であれ、純粋に市場メカニズムを

通じて決定された価格ではなく、経済学的な観点から見ると様々な市場の非効率が存在し、

適正なプライシングがされていないことがわかる。	

	

1.3. 酪農家の所得 

	 適正なプライシングがされず、低めの価格で取引されていることは、酪農家の所得にも負

の影響を与えることになるはずである。酪農家の離農原因は高齢化が大きな一因であると

言われるが、適正な所得が得られないことも影響を与えると考えられる。実際、先行研究

（高木,2015、農林水産省,2016）ではこの影響が指摘されている。	

	 以下では、農林水産省「畜産物生産費」、「牛乳生産費」のデータを用いて、酪農家の所得

について簡単な考察を試みよう。1 日あたりの収益で見ると、酪農家 1 家族あたり 26,380

円／日を稼いでいる。それに比べ養豚の場合は 36,430 円／日と、約 1 万円もの差が存在す

る。年収換算をすれば、365 万円もの違いとなる。また、生き物を相手とするビジネスであ

る以上、基本的に昼夜を問わず作業に従事しなければならず、労働環境も厳しいと言われる

（規制改革会議,	2016）。そのため、家族労働の時間は増す一方であり、家族経営の酪農家

の労働時間は 1959 時間(2004 年)から 2148 時間(2015 年)へと増加傾向にある。これは 365

日 1 日も休まずに、毎日約 6 時間労働をしている計算になる。このように多くの生産者が

厳しい労働環境におかれており、かつ生乳販売によりそれに見合うだけの所得を得られて

いないと感じ、その結果として多くの離農者が生み出されている可能性が強く示唆される。	

 

1.4. バターの需給 

	 バターの原材料である生乳を取り巻く現況はわかったが、ではバター固有の需給に関す

る特徴はあるのだろうか。実は、生乳の特徴として、傷みやすく、長期の保存が効かないと

いう性質がある。また、牛乳などの飲用はとくに新鮮さが命である。そのため、生乳は優先

的に飲用に回され、余った生乳がバターなどの加工用に使われる。牛乳の需要は、他の飲料

（ジュースやお茶）の需要の高まりによって代替されて減少傾向にあったが、近年は需要が

下げ止まりつつある。そのため、 近は供給側の生乳生産量は減少が続く中、牛乳などの飲

用向けの需要がほぼ横ばいのため、結果的に加工用に回される生乳が減少するという傾向

がみられる。	

	 また、加工用乳はバターだけでなく、生クリームやチーズの生産にも使われる。近年では

生クリームなどの液状乳製品やチーズの需要も増えており、ますますバターの生産に十分

な生乳が確保できない状態に拍車がかかっている。	
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2. 生乳の流通構造とバター向け生乳の取引慣行 

 現在、国内における生乳の流通ルートは、法的に指定を受けている指定団体を通すか否か

で大きく二つに分けられる。指定団体に所属して団体に販売を委託する生産者はインサイ

ダー、所属しない者はアウトサイダーと呼ばれる。なお、インサイダーの割合が約 97%と大

多数を占めている。	

	 図表 6 のように、生産者がインサイダーである場合、生産された生乳は各地域の単位農協

や県酪連などを経て、全国に 10 ある指定団体へと集められる（集乳と呼ばれる）。基本的

には指定団体への全量無条件委託という形が取られるため、乳業メーカーとの乳価交渉・販

売も指定団体が一括して行う。この際、生乳の価格には用途別乳価が用いられており、質的

には全く同じ生乳でも、飲用向けと加工用向けでは価格に差が生じる。保存のきく加工乳に

回される生乳は、日持ちしない飲用よりも乳価が安い。だが販売を委託している以上、生産

者は自身の生産した生乳を飲用と加工用のどちらにどのくらいまわすのかを決定すること

はできない。そのため、その価格の差異を埋め不平等をなくすために、国は不足分に補助金

を支払っている。つまり、その地域の指定団体が一括で集乳、メーカーとの交渉により決定

された用途別乳価に国から支払われる補助金が乗せられ、手数料などのコストが引かれた

分が生産量に応じて生産者に支払われる、というのがインサイダーの生産した生乳におけ

る流通構造である。	

	 インサイダーとなるメリットは大きく 3 つあり、その結果として大多数の生産者がイン

サイダーとなっている。メリットの第一は、生産者の乳価交渉力が強化できることである。

生乳には、毎日生産され、かつ量の調整は困難だが腐敗しやすく、特に家族経営のような零

細の場合、乳業メーカーとの交渉において不利になる傾向がある。だが、個人（や地域レベ

ルの酪農協）よりも規模の大きい指定団体に交渉を委ねられれば、その心配はない。第二は、

設備を共有できることである。生乳の保管にはクーラーステーションなどのインフラ整備

が不可欠である。こういった設備を個人で維持・管理するとなるとその経済的負担は大き

く、スケールメリットを活かして指定団体がインフラを用意してくれることは理にかなっ

ている。第三は、国からの補助金が受け取れることである。加工原料乳の不足払いはもちろ

ん、さまざまな補助金を受け取ることができる。	

	 だが、インサイダーであることにはいくつかのデメリットも存在する。主たるデメリット

としては、販売先や使用用途の選択肢が酪農家には基本的にないこと、他の酪農家との差別

化が行いづらいこと、乳業メーカーの支払いから手数料や輸送経費などコストが引かれ手

取りが少なくなってしまうことなどが挙げられる。自身が丹精込めて生産した生乳であっ

ても、指定団体が乳価交渉・販売を一手に担うため、いくらの価値がつくのか、どういった
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製品に加工されるのかの決定に関与することはできない。努力が所得の向上に繋がりにく

いというのは、生産者である酪農家にとって大きなデメリットでもある。	

	 生産者がアウトサイダーである場合、図表 7 で示したとおり、①生産者自らが乳業メーカ

ーへ販売、②生産者から農協・事業協同組合を通じて、直接または自主販売業者を介して乳

業メーカーへ販売、③生産者自らが販売業者を介し乳業メーカーへ販売、④生産者自らが消

費者へ販売といった流通ルートの複線化が可能であり、選択できるルートの選択肢が多い

のが特徴である。例えば、③における販売業者の 1 つとして業界の風雲児として注目される

のが株式会社 MMJ 社（以下 MMJ 社とする）である。当社は、日本国内で唯一のアウトサイダ

ーのための生乳流通全国ネットである。指定団体と違い、期間や量など契約内容にも幅があ

り、生乳も直接取引により庭先価格、つまり他者が介入することで生じる手数料や運搬費等

が加味されない価格で買い取られるため、生産者にとってもメーカーにとっても互いに納

得できる価格で取引することが可能である。2002 年の設立以来、同社取扱量は大幅に増加

し、インサイダーの酪農家が同社との取引に切り替える傾向が高まっていることがたびた

び報道されている7。	

	 アウトサイダーのメリットとして、販売先や委託先の選択が自由であること、またそれに

より乳価の交渉や設定が独自に行えることなどが挙げられる。インサイダーと違い生乳の

使用用途も個々で選択することが可能となるため、乳牛の育て方や生乳の成分などによる

ブランド化などの差別化もより行いやすい。生産者側も、自身の創意工夫により新たな経営

戦略を生み出すことがより容易となる。実際、MMJ 社は指定団体よりも高い価格で買い入れ

ることが知られている（日本経済新聞,	2017/6/4）。また、MMJ 社の場合は加工乳と飲用乳

の価格を同一とするなど、企業努力で現在のインサイダーの慣例を打ち破るような取り組

みも行っている（日本経済新聞,	2017/6/6）。	

	 だが反対に、農協や販売業者を通さない場合は、価格交渉力が弱まってしまうという欠点

もある。更に、流通ルートによっては 低価格の保証や買取保証がなされないこともあるた

め、そういったリスクを理解したうえで自身の生産した生乳や経営状態にあったルートを

選択する必要がある。	

                                                        
7 十勝毎日新聞社ニュース(2015/3/14)	 『中小乳業に道産需要	 MMJ 生乳出荷』	 	

http://www.tokachi.co.jp/news/201503/20150314-0020559.php	

日本経済新聞(2017/6/4)	 『福仁畜産、MMJ に生乳出荷開始	 農協通さぬ動き拡大』	 	

https://www.nikkei.com/article/DGXLASFB30H7X_U7A600C1000000/	

釧路新聞(2017/9/3)	 『酪農家	7 戸 MMJ に出荷開始／阿寒』	 	

http://www.news-kushiro.jp/news/20170903/201709032.html 
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	 以上の考察より、現在多くの酪農家がインサイダーであるため、差別化をすることが困

難な状況になっており、そのような考えの酪農家の受け皿として、MMJ 社の様なアウトサ

イダーのための仲介業者の役割が重要となってきていることが指摘できるだろう。酪農家

の中には、量で勝負したい生産者もいるだろうし、質で勝負したい生産者もいるはずであ

るが、多様な生産者のニーズに現在の指定団体を通じる仕組みは応えておらず、結果とし

て指定団体への全量一括委託の下では、インサイダーの酪農家が十分な所得を得られない

構造になっている。	

 

3. 日本の酪農システムに対する改善案 

 ここまでの分析から明らかになったことを改めて整理してみたい。まず、現在の指定団体

が仲立ちとなる生乳の流通の仕組みは一定の合理性をもつことがわかった。だがその一方

で、その合理性の代償として、現在の流通の仕組みによって酪農家が潜在的に求めるような

生乳のプライシングが行われにくいという課題も明らかとなった。結果として、酪農ビジネ

スの収益性が低くなり、相対的にビジネスとしての魅力に欠けるため、酪農ビジネスからの

退出が続き、生乳生産も減少傾向が顕著となっているのが現実である。むろん、競争力のな

い産業は教科書的に言えば、市場から退出するべきなのかもしれないが、安全保障的な観点

からも、単純にそのような議論をするのは適切ではないだろう。	

	 今後、現在詰めの協議が行われている TPP11(米国抜きの TPP)や日欧 EPA などによって、

乳製品関連の輸入は拡大する可能性が高い。ただ、その部分が生乳生産の減少、乳製品加工

物間での生乳の奪い合いという構造問題を解決するほどの数量的なインパクトはない、よ

り正確に言えば、数量的なインパクトが限定的となるように自由化を認める政府方針だと

される(毎日新聞,	2017)。	

	

3.1. 改善に資する流通システムとプライシングの仕組み 

	 このような状況下で、改善すべきは酪農家の生産性、流通システム、プライシングの仕組

み、といった部分だと考えられる。このうち、酪農家の生産性については、酪農の技術的な

部分がポイントとなるため本稿の範囲を超えた内容となる。そこで、流通システム、プライ

シングの改善を通じて離農による生乳生産の減少を止める提案を検討してみたい。	

	 既述の通り、MMJ 社のように酪農家ごとに乳価を設定するということは、少なくとも乳成

分を踏まえたうえで乳価を交渉できることを意味する。つまり、生乳を単に生乳として取り

扱うのではなく、生乳の品質に応じて細かく区分して価格を決めていくことができるとい

うことである。そこで、本稿では乳脂肪分や、たんぱく質やミネラルなどの栄養素を指す無

脂肪乳固形分などをベースとした乳成分ベースで用途別でなく、統一乳価を取引する仕組
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みを導入することを提案したい。この仕組みの特徴は以下の３点に要約できる。	

（1）	 品質の向上	

（2）	 乳価交渉による酪農家の満足のいく乳価の提供	

（3）	 差別化やブランド化の容易化	

この３点はそれぞれ独立の話ではなく、相互に関係する内容となる。以下では、この 3 点を

実現する形での改善案を考えていく。	

	

3.2. 問題の所在と構造改革の必要性 

現在、インサイダーで生産された生乳は指定団体が一元的に集乳しており、酪農家への乳

代はプール乳価で支払われている。乳成分の差により多少の差別化はされているものの、差

別化の一番大きなものは、飲用向けか加工向けかという部分になっている。さらに、集乳を

行った各地域の指定団体ごとに乳価が大きく変わってしまう傾向がある。この傾向は図表 8

からも観察することができるように、15 年度から 24 年度の約 9 年間、プール乳価の価格は

常に都府県と比べ、常に北海道が下回る形となっている。これにはいわば酪農業界の地産地

消的方針を標準とする歴史的経緯が深く関係している。すなわち、新鮮さが重要な飲用乳に

ついては、なるべく早く消費地に届くように、基本的に生産地と消費地があまり遠くならな

いようにするのが原則であった。そのため、消費地が相対的に遠いが生産量は多い北海道は

加工向け扱いが生産量の大半となり、本州の以南ではその逆となっている実情がある8。結

果として、乳価がコストや労働力に見合わないと感じる酪農家が出てくることが十分考え

られる。実際にデータをみると、2007～2015 年の期間では、搾乳牛 1 頭当たりの所得はす

べての年度において、北海道に較べて都府県の方が 1.5 倍ほど高かった9。つまり、用途別

乳価の特徴とプール乳価という乳価の決定方法から地域によって乳価に格差が生じ、結果

的に所得にも格差が生じる構造になっている。	

だが、近年では北海道の牛乳を首都圏のスーパーでも普通に見かけることからも明らか

なように、北海道産の牛乳が遠方で作られているから飲用として首都圏で販売できないと

いう状況にはない。実際、アウトサイダーが飲用乳を北海道から本州に移出することは、物

                                                        
8	一般社団法人	 J ミルク「（1）生乳生産量、1）地域別一覧（0001）、地域別生乳生産

量」http://www.j-milk.jp/gyokai/database/data/0001.xlsx		
9一般社団法人	 J ミルク	 「（4）牛乳生産費・酪農経営、3）酪農経営の収益性の推移、

②北海道（0048-02）、酪農経営の収益性の推移（北海道）」http://www.j-

milk.jp/gyokai/database/data/0046-02.xlsx	

「（4）牛乳生産費・酪農経営、3）酪農経営の収益性の推移、③都府県（0046-03）、酪農

経営の収益性の推移（都府県）」http://www.j-milk.jp/gyokai/database/data/0046-

03.xlsx	
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流の発展もあり技術的に問題はなくなってきている。移出については、90 年代前半は北海

道からの移出量は約 40 万～50 万 t であるが、2000 年に入ると移出量は約 65～75 万 t と増

えている10。逆にインサイダーとの取引をする全国に 10 団体ある指定団体は、お互いの縄

張りを侵食しないような配慮をした取引を未だに原則としている11。	

	 用途別乳価設定方式とプール乳価方式という従前の乳価決定方法は、地域による乳価格

差を生じさせてしまう。それにより、コストや労働力に見合わない酪農家が出てくるうえ

に、酪農家の生乳の品質向上に対するインセンティブが高まらない構造になってしまう。	

	 そこで酪農家と乳価を交渉し、生乳の品質が直接乳価に反映されるようになれば、酪農家

への乳価上昇によって生産を増やしたいインセンティブになるだろう。そして、酪農家ごと

に乳価が決定され、生乳市場での競争が起これば、日本全体で見たときの生乳の品質が総じ

て向上するはずであり、消費者にもメリットがある。そして、生乳の生産をつづけるための

モチベーションの維持にもつながるはずである。現在の流通構造には、このような構造改革

が必要な時期に来ていると考えられる。	

既に述べてきたように、現在のインサイダーの生乳は指定団体が一元管理しており、各酪

農家のブランド力を発揮することが難しい。だが、MMJ 社のようなアウトサイダーのための

仲介業者を通じて、ブランド化を推進する動きも少しずつ見られる。消費者のニーズに対応

するものとしては、例えば、思いやりファームで生産される「思いやり生乳」などの特別牛

乳などが挙げられる12。特別牛乳は、普通の牛乳より無脂肪乳固形分と乳脂肪が多く含まれ

ており、細菌数が少なく、低温殺菌や無殺菌などの特徴がある。この特別牛乳を生産できる

施設は全国に数か所しかなく、非常に希少価値が高い。そのため、価格は 720ml３本で 5000

円近くと標準的な牛乳の数倍というハイエンドの価格設定となるが、15 年以上の業歴を誇

り、百貨店の伊勢丹への納入実績もある。また、乳業メーカーなどのニーズに応えるものと

しては、北海道の浜中町でつくられている「浜中牛乳」が挙げられる。この牛乳は高級アイ

スクリームのハーゲンダッツの原料にも使用されている。	

	

                                                        
10	一般社団法人	 J ミルク「（2）生乳生産量・用途別処理量・用途別販売実績、17）北海

道における生乳等の移出量と道内飲用消費量の推移（0138）、北海道における生乳等の移

出量と道内飲用消費量の推移」http://www.j-milk.jp/gyokai/database/data/0138.xlsx		
11北海道産の飲用乳の移入は本州の乳業メーカーや酪農家にも脅威になることから、この

ような原則のままとどまっている。	

日本経済新聞社(2015/04/11)	 『脱農協	 北の国から』	

http://mw.nikkei.com/sp/#!/article/DGKKZO85563900R10C15A4EA1000/	
12思いやりファームが販売している商品。この商品は生乳であるが無殺菌で飲むことが可能

というのが特徴。	
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3.3. 改善案 

	 このように、酪農家ごとに集乳し乳成分ベースでの乳価決定をすることで、酪農家が創意

工夫可能な酪農経営をすることができ、活力向上や離農軽減が期待できる。品質に応じて生

乳を取引できるようになれば、品質差を考えずに十把一絡げに生乳として取引するよりも、

価格が品質に見合った形で決定することになる。むろん、輸入を規制せざるを得ない以上、

完全に競争的な市場取引を実現できているわけではないが、それでも品質差を考慮せず、用

途別ベースの取引をしている現在よりも市場メカニズムの働く市場形成ができるようにな

るだろう。	

	 尤も、現段階では、このような品質で差別化をした取り組みの実現は、特殊な相対(あい

たい)取引の例しかないが、今後このような取り組みが拡大していくような制度作りを進め

ていくことが、酪農の構造改革につながるはずである。そして、今年国会で可決した「畜産

経営の安定に関する法律」の改正法をみると、指定団体以外への出荷をしやすくなるのであ

る。つまり酪農家がアウトサイダーになりやすくなるルール改正となっているので、簡単に

触れておこう。	

	 今回可決した改正法では、大きく分けて 3 点変更があった。第一に、従来は指定団体に所

属している酪農家にのみ補助金が支給される仕組みであったが、今後は指定団体に所属し

ていない酪農家にも補助金が支給されるようになった。現在は、指定団体に所属せずに加工

乳を販売した場合、補助金は支給されない。同じ生乳を販売しているのにもかかわらず、飲

用より安く購入されてしまうため、アウトサイダーの出荷は飲用のみになりやすい。しか

し、アウトサイダーにも補助金が支給されることで、加工乳を出荷した際の損を被ることが

なくなるのである。この変更により、酪農家側の出荷先の自由度が高まり、これまでよりも

マーケットパワーを有することになる。	

	 第二に、生乳生産の数量制限がなくなった。法の制定当時の 1965 年は生乳は供給過剰に

なっていたが、その後 52 年が経過し、既述の通り、メガファームの台頭、生乳の生産量減

少が進む中で、数量制限の意味が薄れたことにともなう制限解除と考えられる。	

	 第三に、輸送コストに対する補助金の支給が実現した。酪農家が指定団体に所属していれ

ば、酪農家のもとに指定団体が赴き生乳を全量回収してくれる。他方、所属していない場合、

従来は自分で輸送費を負担し、仲介業者または乳業メーカーに売りに行かなければならな

かったため、補助金の創設は指定団体への所属の必要性の低下につながり、より自由な取引

を可能にすると見込まれる。	

	 これらの改革により、指定団体に所属するメリットを補助金という形でアウトサイダー

も享受できる。現在全体の３％しかいないアウトサイダーの割合が増え、品質ベースの乳価

交渉をする仲介業者等は増加すれば、酪農家の所得向上に大きく寄与すると考える。	
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	 今回の法改正により酪農家の所得増加と、酪農を続けるモチベーションの維持につなが

ることで、日本の離農問題の改善や、生乳生産の増加にもつながり、バター不足問題も少し

でも改善されることを期待したい。酪農を取り巻く問題は構造的な問題であり、法改正で全

て解決すると言った単純な話ではないが、こういった規制の緩和や機動的な補助金の活用

で、取引が少しずつ改善していくことが必要だろう。例えば、アウトサイダーの生乳流通と

して紹介した MMJ 社は、インサイダーのように農協と指定団体の二つを経由することなく、

MMJ 社のみを経由する仕組みなので中間マージンを削減できる。そのため消費者に比較的安

価な乳製品を提供することができ、インサイダーとの価格競争が可能となる。今後、MMJ 社

のような企業が増えていくことになれば、酪農家や乳業メーカー、消費者のそれぞれに利点

のある流通形態を実現することが可能なはずである。	

	

おわりに 

	 本稿では、酪農家の所得の減少と、日本の生乳の流通構造におけるインサイダー、アウト

サイダーの流通構造を見てきた。インサイダー、アウトサイダーともにメリットはあるが、

所得の向上から離農を抑制するという観点からバター不足の解消を考えた場合、現在の構

造より、乳成分ベースでの乳価決定や、MMJ 社のようなアウトサイダー側の取引の拡充を促

す方が、はるかにメリットが多いのである。	

	 バター不足の原因として生乳生産の減少を取り上げたが、それ以外にも、政府による貿易

の制限などもある。だが、紙幅の都合もあり、すべての問題について明らかにすることはで

きなかった。これらについてはこれからの課題としていきたい。	

	 後に、本稿での改善案に残された課題を述べて終わることとする。この改善案において

は、集乳の際のコストがかかってしまう可能性があること、生乳が混ざらないよう酪農家ご

とにタンクを区別する必要があり、管理が難しくなってしまうことの２点の懸念が指摘で

きる。コスト面に関しては、「畜産経営の安定に関する法律」の改正により、アウトサイダ

ーの酪農家も補助金の交付対象になったため、一定程度は補うことは可能だと思われるが、

タンクの区別については、管理が複雑かつコスト高につながるため、この問題を解決する工

夫を考える必要があると考える。	
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図表 

図表１ バターにおける価格上昇率の推移、前年比（単位：％） 

出典：総務省統計局「消費者物価指数」のデータを元に筆者作成。	

	

図表２ 酪農戸数・頭数の推移 

	

出典：一般社団法人 J ミルク「酪農概要」のデータを元に筆者作成。	
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図表３ 生乳生産量の推移 

	

出典：一般社団法人 J ミルク「酪農概要」のデータを元に筆者作成。	

	

図表４ 日本と海外との生乳価格の比較 
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出典：一般社団法人 J ミルク「酪農乳牛参考データ」を元に筆者作成。	

	

	

	

	

	

0

710.0

730.0

750.0

770.0

790.0

810.0

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

数量（万トン）

年



 15 

図表５ 日本と海外との店頭バター価格の比較 

	

出典：西友は実店舗調査、ニュージーランドの Count	down	online	shop のオンラインシ

ョップ価格の調査、アメリカは Walmart	online	shop のオンラインショップ価格の

調査を元に筆者作成。	

	

図表６ インサイダーにおける生乳流通構造 

	

出典：全国生乳自主販売協議会、株式会社 MMJ「生乳流通に関する提案」を参考に筆者作成。	
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図表７ アウトサイダーにおける生乳流通構造 

	

出典：全国生乳自主販売協議会、株式会社 MMJ「生乳流通に関する提案」を参考に筆者作成。	

	

図表８ プール乳価の推移	

 

出典：Alic	畜産需給部（2014）「畜産の情報‐調査・報告	 生乳取引の仕組みと飲用乳価の

引き上げ後の牛乳の消費と小売価格の動向」より筆者による編集を加えて引用。	
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