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第35回酪農海外現地実務研修会 実施報告（２）
（社）中央酪農会議　総合対策課
堀 成実（本研修会・事務局）

　前回に引き続き、平成18年10月14日（土）～25日（水）にかけて開催した、第35回酪農
海外現地実務研修会の内容をご報告いたします。今回はイギリスの後半部として、以下
の訪問成果についてご報告いたします。
○　Arla Foods UK（イギリスで最も生乳処理量の多い乳業メーカー）
○　 Univercity of Manchester（Professor David Colman　マンチェスター大学・イ
ギリス農業経済（政策評価）を中心に研究

○　Department of Environment, Food and Rural Affairs（DEFRA：英国環境食品農村局）
○　Dairy UK（イギリスの主に乳業者を会員とするロビー団体）

5. Arla Foods UK
（1）Arla Foods UKの工場と生産システムについて
　Arla Foodsは、スウェーデンの酪農協Arlaとデンマークの乳業会社MD Foods
（生産者出資）が合併してできたヨーロッパ最大の乳業メーカーで、Arla 
Foods UKはその英国法人に当たります。今回の研修では、リーズにあるArla 
Foods UKの本社及びその工場を視察研修しました。
　視察した工場は2003年2月から稼動を開始した新しいもので、近辺の老朽化し
た3工場を統合する形で建設したもので、その建設には通算で5500万ポンド投資
されました。現在は飲用牛乳のみを生産しており、年間2.5億㍑の処理能力を有
する英国最大の乳業工場です。また、今後も工場拡張の計画があるとのことです。
　イギリスの飲用牛乳市場においては、大型量販店プライベートブランドの占
めるシェアが非常に大きいため、多種類の牛乳を製造できることは工場にとっ
て非常に重要な要素となります。同じ牛乳、同じ容器であっても、ラベルを量
販店に応じて付け替える必要があるため、容器製造部門に非常に多くの製造ラ
インを必要とするのです（視察した工場では、プライベートブランド牛乳だけで
96種類あるそうです）。こうしたこともあり、複数の製造ラインを一括管理する中央集中管
理システムによって、製造工程は完全に機械化されています。

　Arla Foodsでは生乳におけるト
レーサビリティーシステムを重要
視しており、集乳から商品になる
まで完全にトレースできるように
なっています。消費者は、製品に
記載されているコード（写真1）で照
会することにより、当該商品の原
料生乳を生産した農家群（ローリー
単位）まで特定できます。ただし、
個別の農家や乳牛個体まで特定す「L7 15:13 N72K0 1203...」部分が生乳トレーサビ

リティーコードになります。

写真１
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るのは、合乳することもあり、むずかしいとのことです。日本でも、生乳トレー
サビリティーシステムの導入に向けた検討が行われていますが、先行した取り組
みとして注目すべきものでしょう。
（2）イギリスで販売されている牛乳について
　イギリスでは、飲用牛乳の販売用ボトルは通常プラスチック（高密度ポリスチ
レン）でできています。紙容器に比べて軽く丈夫であり、大量生産時は紙パック
よりも低コストになることから広く普及しています。ただし、「ボトルを製造する
機械が非常に高価なため、償還に6～8年かかるのが欠点」とのことでした。日本
では、長期的に大量製造できる条件が揃わないと導入はむずかしそうです。
　また、日本でも導入が検討されているペットボトルについても、Arla Foods
では導入を検討したことがあります。ペットボトルは、加工しやすい利点があり
ますが、現在のプラスチックボトルと比べて製造コストが高いことと、保存中に
酸素が入りやすく、牛乳が傷みやすいことが問題となり、検討途上となっています。
　イギリスと日本の牛乳では、その製法において大きく異なる点が一つありま
す。それは、日本の牛乳は超高温殺菌（UHT）で成分無調整タイプがほとんど
であり、生乳を殺菌してそのままパック詰めしているのに対し、イギリスの牛
乳はほとんどが、75℃付近の低温殺菌（HTST）のもと、ほぼ完全に脱脂してか
ら、商品の規格に合わせて脂肪分を追加する手法で作られているということです
（乳脂肪分については、75℃よりも高い温度で殺菌されることもあります）。乳
脂肪分は、Arla Foodsの場合ではWhole Milk（全乳≒普通の牛乳に近いもの）
なら約3.6％、Semi-skimmed Milk（半脱脂乳）なら約1.5％に調整されます。こ
れは日本でいうところの「加工乳」に当たるものであり、その意味では、イギリ
スでは無脂肪牛乳を除く「牛乳」は、あまり一般的でないといえます。

6. University of Manchester（Professor David Colman）
　コールマン教授からのレクチャーでは、英国の酪農乳業界の歴史や学術的な分
析と今後の展望について教えていただきました。内容が非常に多岐にわたったた
め、イギリス酪農乳業とミルククォータについて教えていただいた一部のみをご
紹介します。

（1）イギリス酪農乳業の今後について
　コールマン教授が2004年12月に公表した論文によると、イギリスでは2004年以
降、少なくとも2007年まではミルククォータを下回る生産が続くのではないかと
いう見解でした。これを裏付けるかのように、2005年もミルククォータを下回る
生産にとどまっている見通しが出ています。（表1）
　この原因は、イギリスの生乳生産がEUでも屈指の低コスト生産となってお
り、競争力が高いにもかかわらず、EUでも最低水準の乳価しか得られないた
め、酪農経営を離脱する圧力が非常に高くなっているからではないか、とのこと
でした。事実、1995年に3万6000戸あったイギリスの酪農家は、10年間で約43％
（約1万6000戸）も減少しています。
　加えて、CAP改革（フィシュラー改革）により、酪農に対しても「生産と切
り離された単一支払い」を行うことになり、イギリスでは2005年からこの方式に
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よる支払いが行われています。このことは、酪農家の生産意向、経営継続意向
をさらに削ぐことになり、酪農家戸数、生乳生産量共に、さらに減少が加速す
るのではないかとも考えています。

表１　英国の生乳生産量の推移とクォータ達成状況　　　　　　　　　　（単位：千トン、％）
年　度 クォータ数量 生乳生産量 超過／未達 達成率

2000 13,933.3 13,660.0 －273.3 98.0％

2001 13,973.8 13,898.0 －75.8 99.5％

2002 13,986.4 13,871.4 －115.0 99.2％

2003 14,010.3 14,034.1 23.8 100.2％

2004 14,002.4 13,853.6 －148.8 98.9％

2005 14,001.4 13,735.4 －266.0 98.1％

（2）クォータ制度の今後について
　EUがクォータ制度を今後も継続するかどうかについて、コールマン教授は否
定的な見解を示されました。クォータ制度が導入された理由が、補助金を支給
する限度を定めるためであり、2003年のCAP改革において、輸出補助金、価格
支持等の補助金をさらに削減し、直接支払についても生産と切り離された（デ
カップルされた）支払のみを行うことを決定した以上、今後の需給調整は市場
中心に行うべきで、クォータという制度により生産抑制する理由はない――と
いうのがその理由です。
　EU諸国の間には、クォータに対する考え方に違いがあり、それは大きく三つ
に分かれています。フランス・デンマーク等では、クォータは国が個々の生産
者に与えるものだと考えており、自由な売買・貸借を禁止しています。オラン
ダやドイツでは、クォータは不動産のように考えられており、自由に売買・貸
借することができます。生産力をクォータが上回っているため、クォータの価
値は乳価の数倍に達しています。他方イギリスでは、クォータは自由に売買、
貸借することが可能ですが、（1）のとおり生産力がクォータを下回り、回復の
見込みがないため、クォータの価値がほとんどなくなっています（※）。
　このため、イギリスにおいては、クォータは有名無実のものとなっており、
すぐに廃止してもとくに問題ないとの立場を取り得ますが、クォータが高価で
取引され、資産価値が生じているオランダやドイツ等では、クォータを廃止す
ると酪農家にとって大きな損失となるため、すぐに廃止するのは困難です。
　コールマン教授は、こうした利害の異なる国家・酪農家をすべて満足させる
補償はないとし、現在では必要のなくなった（と考えている）クォータ制度を
廃止するためには、クォータ市場のEU内での売買解禁（現在は、国家間のクォ
ータ移動は原則禁止されています）、クォータ市場の一体化を行って、クォー
タの価値を平準化してからでないとむずかしいのではないか、と考えています。
　また、クォータと酪農家の収入確保についても、コールマン教授はクォータ
の取引状況によって収入確保の手法が変わってくるとしています。クォータの
売買が困難、もしくは禁止されている国では生乳生産量を増やすことができな
いため、土地の貸借、飼養頭数の削減、1頭当たり泌乳量の増加により、飼養コ
ストを減らして増収に結びつけることになります。他方、イギリスのようにク
ォータの売買が容易にできる、もしくはクォータの意味がない国では、（環境

（出展：MDC,RPA）
（生乳生産量はクォータ達成判断に用いる、乳脂肪分調整後の数量）
（2005年度の生乳生産量、クォータ達成状況はRPAの予測値）
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問題による制約はありますが）生乳生産量を増やすことに対して制約がないた
め、頭数の増加による所得の確保が中心となります。
　最後に、EUのクォータに関する考え方について、「価格支持の水準を引き下
げ、それによって生産が抑制されることでクォータを円満に廃止しようとしてい
るのではないか」と話されました。

※　イギリスにおけるクォータの売買水準は、2005年3月の時点でClean Quota

（未使用クォータの売り出し）が13.38ペンス／リットル、Lease Quota（貸し

クォータ）が6.26ペンス／リットルでした。最近では、Clean Quotaが1.52ペン

ス／リットル（2007年1月18日時点）、Laese Quotaが約0.29ペンス／リットル

（2006年12月9日時点）となっており、およそ2年間でクォータの価値が約9分の

1～20分の1にまで落ち込み、ほとんど価値を失っていることが分かります。（1ペ

ンス＝2.3円とすると、現在の貸しクォータの価格は67銭/リットル程度です。）

　（Source : MDC Datum）

7. DEFRA（Department of Environment, Food and Rural Affairs）
　DEFRAでは、CAP改革、WTO農業交渉に対するイギリス政府の考え方、そ
の他国内の酪農乳業業界に対する考え方を中心に学びました。

（1）WTO農業交渉について
　まず、WTO農業交渉の結果次第では、関税が引き下げられ、国内の産業や食
料自給率に悪影響が出るのではないか、との研修団からの質問に対しては、

○　政府として、自給率を維持するよりも自由な貿易が行われることを重視する。
○　いろいろな地域から製品が入ってくる状況を作りたい。
○　自給率については、現行の重量ベース60～70％で十分だと考えている。
○　 輸出補助金、関税率共に引き下げてよいと考えている。EUがEU外に対して
設けている障壁が除かれれば、イギリスは海外にマーケットを見つけること
ができるはず。

　との回答でした。イギリスは自由貿易を重視する傾向がありますが、農業分野
においてもその傾向は顕著に現れています。
　酪農乳業界に対しては、効率をより高めることと、高付加価値製品を作ってい
くことを求めています。これはMMB時代の反省から生まれたもので、MMB時
代は生産者・乳業者・小売店でうまく利益を分配していたため、生産者・乳業者
が効率上昇に興味を持たなかったこと、また、生産者が乳業者や消費者から遠く
なってしまい、経営者としての考え方に立てなかったことを踏まえ、消費者の望
む高付加価値製品を作り、少しでも消費者のニーズに近づいてもらいたいとの考えからき
ているものです。
　前回でも触れた小売店による生産者の搾取問題については、「現状は小売店・量
販店が力を持っていて、生産者にはない、このことは変えようがない」とし、そ
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れならば小売店の傘下に入り、系
列化を目指すのも一つの正しい考
え方かもしれない、とのことでし
た。

（2） 直接支払いの考え方と手法
について

　2003年度のCAP改革により、
EUでは酪農分野にも生産と切り離
された（デカップルされた）直接
支払いを行うことになりました。
2005年度からは、イギリスは全面
的にデカップルされた直接支払い
を開始しており、その動向は非常に注目されるところです。
　通常、直接支払いには二つの考え方があります。一つは過去の受給実績による
支払い、もう一つは土地面積に対する支払いです。イギリスでは、過去の生産に
とらわれないようにする観点から、支払い全体の20％を土地面積に対する支払
いとし、3～5年程度で100％土地依存型の支払にする方針である、との説明があ
りました。また、CAP改革の方向に従い、将来的には完全に環境保護（生物保
護、景観保護等）に対する支払にしたい、とのことです。
　イギリスは耕地が国土面積の約80％を占めるため、他国に比べて環境保全に農
家の占める役割が大きいものと考えられ、その意味では今回の支払はイギリスに
とってよいシステムである、と担当者は評価しています。

8. Dairy UK
　Dairy UKでは、これまで見てきたイギリス酪農乳業の現状について総括的な
レクチャーを受けました。
　この組織は、イギリスの生乳生産者・乳業者・サプライチェーン全体の代表と
してのロビー活動を主な業務として2004年9月に設立されました。具体的なロビ
ー活動としては、大臣への陳情、ミーティングの設定、CMキャンペーンの活用
等を行っていますが、担当者によると、「酪農家によるデモ活動の方が効果的か
もしれない」とのことでした。
　Dairy UKでは、団体の性質上、他の組織との関係を非常に重視しています。
活動原資は、生乳生産者・乳業者・宅配乳団体からの拠出金です。
　ここでは総括ということもあり、他の訪問先でのレクチャーと重複する項目も
ありましたので、他の訪問先では出てこなかった点についてのみ取り上げます。

（1）イギリスの牛乳・乳製品市場について
　イギリスにおける生乳の仕向けは、飲用牛乳向けの比率が高く、次いでチー
ズ向け、さらにバター・脱脂粉乳向け等となっており、ヨーグルト（はっ酵
乳）向け生乳は非常に少なくなっています。前回取り上げた小売店Morrisons 
Supermarket Plc.では、牛乳の売り場面積に比べてヨーグルト類の売り場面積は

DEFRAでの研修風景です。......牛乳がありませんね......



決して狭くなかったことを踏まえ、この原因について伺ったところ、一つの原
因としては、「ヨーグルト類は輸入が多いからではないか」とのことでした。ま
た、商品の回転率の面から、「牛乳の方が商品の回転がいいので、売り場面積と
出回り量は比例しない」とのことでした。

（2）小売店の力を削ぐための方策について
　イギリスの酪農乳業に共通する課題として、「小売店の力が強すぎて、価格が
抑制されている」ことがあり、これまでも何度か取り上げてきました。この状態
を改善するために、「例えば、乳業者や生産者の顔を見せる（パッケージに「○○
農場の生乳使用」「○○乳業で製造されました」などと明記する）ことで、小売店
の価格支配力を削げないだろうか」ということを質問したところ、「必要なことだ
と思っている。消費者には知る権利があるし、メーカーのブランドイメージを出
していくためにも必要なことだ。現在、EUに対してロビー活動を行い、製造者、
原料生産者表示の義務付けを働きかけているところだ」とのことでした。しかし、
活動資金が不足気味で、なかなか活動規模が大きくならないようです。
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（3）商品と地域色について
　商品に個性をつけるために、地域色を出すのは一つの方法です。そこで、イギ
リスにおいても地域に密着したチーズ、バター等を発売すれば、付加価値をつけ
られる可能性があるのではないかとの問題意識から、イギリスでの地域密着型乳
製品の販売状況を伺ったところ、「量販店に提案はしているが、なかなか増え
てこない。何より大きいのは、それを開発するメーカー自体のブランド力の低下
だ」とのことでした。メーカーのブランド力が低下した原因としては、MMB制
度の解体によってスーパー等での牛乳販売価格が下がったため（※）、宅配乳の
シェアが減少し、メーカー名が消費者に触れる機会が減り、ブランド力の低下に
繋がった、と分析しています。

※　MMB時代は、生産者・乳業者・小売店でうまく利益を分配できるよう、取引

価格が決められていました。そのため、当時から価格支配力が非常に大きかった

小売店を、うまく抑え込むことができていました。MMB制度が解体されたことに

より、抑え込まれていた小売店の価格支配力が発揮され、スーパー等での牛乳販

売価格が一気に下がりました。その結果、宅配乳は競争力を失い、シェアが減少

することになりました。

（つづく）
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