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第35回酪農海外現地実務研修会 実施報告（3）
（社）中央酪農会議　総合対策課
堀 成実（本研修会・事務局）

　（社）中央酪農会議では、平成18年10月14日（土）から平成18年10月25日（水）までの
12日間、WTO農業交渉を踏まえた関税・補助金削減に対するイギリス・アイルランドの
考え方や、イギリス・アイルランドの酪農乳業情勢を学ぶため、現地実務研修会を開催し
ました。
　今回は残り3箇所、アイルランドでの研修内容についてご報告いたします。まず、訪問
先は以下の通りです。

○　Glanbia Ingredients（アイルランド最大の生乳処理量を有する乳業メーカー）
○　John's Farm（Glanbia Ingredientsに生乳を出荷している酪農家）
○　 Irish Dairy Board（IDB：アイルランド酪農協会　主にアイルランド乳製品の輸出
を行う）

なお本報告では、1ユーロ≒160円として換算しています。

9. Glanbia Ingredients
　Glanbia Ingredients（以下「Glanbia社」という。）は、アイルランド最大の

乳業メーカーで、その名前からもわかる通り、主に原料用の乳製品を製造して

います（ingredientsとは原料、原材料という意味です）。したがって、主な取引

相手先は他の乳業メーカーとなっています。

　ここでは、EU共通農業政策に対する考え方や、アイルランド酪農乳業の概況

を中心に研修を受けました。

（1）アイルランドとGlanbia社の概況
　アイルランドは、メキシコ湾流により西岸海洋性気候となっており、年平均

気温は10℃、夏場でも16℃程度です。また、天候は全体に不安定で、東部で年

間150日、西部では年間265日程度は雨が降ります。このため牧草の生育には適

しますが、他の農

業には不適な条件

となっています。

1845～1850年にか

けてはじゃがいも大

飢饉が発生し、当時

アイルランドに住ん

でいた850万人のう

ち200万人以上が死

亡、150万人以上が

アメリカへの移住をアイルランドはイギリス同様、起伏が少ない地形でした
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余儀なくされました。こうした厳しい気象条件の影響もあり、現在アメリカには

約4500万人のアイルランド人がいます。

　現在のアイルランドの人口は約400万人で、じゃがいも大飢饉発生時の半分以

下です。また、国土の62％が耕作地です。年間6％程度の経済成長を続けてお

り、税金の低さを背景に、これからも成長が見込まれています。

　アイルランドのクォータは約530万トンで、EU全体の約4％に相当します。牧

草がよく育つため、放牧を主体とした酪農が行われており、生産コストは非常に

低くなっています。生産が牧草の生育状況に依存するため、月別生乳生産量の差

も非常に大きく、最も生産量が低い1月上旬と最も生産量が高い5月下旬では、

その格差は6倍近くに達します。また、国内人口が少ないため、需要量にも限界

があり、生産した生乳のうち90％以上は、バター・チーズ・ミルクカゼイン等

に加工されたうえ、輸出に回されます。

　Glanbia社は、アイルランドを中心に事業展開しており、アイルランド産生乳

の40％を処理しています。また、イギリス・アメリカ・ナイジェリア等で合弁

ビジネスを展開しています。最近はアメリカやメキシコでのチーズ生産が伸びて

いるとのことで、現在アメリカでは、四つの工場で270万㎘の生乳を処理し、最

大26万tのチーズを生産しています。また、ナイジェリアの1億5000万人市場に

期待し、全粉乳や練乳類の製造を強化しているそうです。

　Glanbia社では、「世界の牛乳乳製品市場は中国を中心に需要が急増してお

り、供給がそれに対応できていないため、やや供給不足の状況にある」と考えて

います。また、EU市場についても、「牛乳乳製品については成熟した市場と言

えるが、需要の増加は人口の増加を上回っており、1人当たり消費量についても

まだ拡大の見込みはある」とのことでした。

　EUにおける用途別処理量は、飲用向けが全体の25％、チーズ向けが7％程度

で安定しており、発酵商品の需要が増加している一方で、脱脂粉乳・バター・全

粉乳・練乳等（日本でいうところの「特定乳製品」）の製造量は伸び悩んでいま

す。また、生産全体の10％程度が輸出に回る構造になっています。

（2）支払乳価について
　アイルランドの平均支払乳価は、2005年9月から2006年8月の平均が25.64

ユーロ／100kg（乳脂肪分4.25％、乳蛋白質3.35％の場合、約41円／kg）で、

日本の半額程度です。これは、2005年度EU平均の28.11ユーロ／100kgをや

や下回る水準ですが、ニュージーランド（18ユーロ／100kg程度）やイギリス

（24.78ユーロ／100kg）よりは高い水準にあります（表1）。ここでもイギリス

の乳価の低さは際立ってお

り、Glanbia社のディレク

ターも「イギリスは、量販

店が価格を抑圧する特殊条

件のもとにある」と、イギ

リス生乳市場の特殊性を認

めています。

　Glanbia社が2005年9月

表１　アイルランドの乳価水準 （単位：ユーロ／100㎏）

２003年度 ２004年度 ２005年度 ２006年度
（8月）

アイルランド ２7.34 28.64 28.11 25.64
EU平均 29.76 29.23 28.65 28.11
ニュージーランド 15.64 17.85 18.29 ―
アメリカ 24.82 31.10 27.96 24.62
イギリス 24.15 24.83 24.85 24.62

（出展：Glanbia社提供資料）
※ ニュージーランドの年度は９月～翌年8月であるため、2006年度はまだ始まっ
てない。
※乳脂肪分率4.25％、乳蛋白質率3.35％に調整した価格。
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から2006年8月に支払った乳価の平均

は25.4ユーロ／100kgで、イギリスの

乳業者が支払った乳価よりは高いもの

の、他のEUの乳業者に比べればかなり

低い水準にあります（表2）。これは、

「Glanbia社の製品はほとんどが製品原

料であるため、製品の付加価値を大き

くすることができず、結果として支払

乳価にも反映されてしまうから」との

ことです。

（3）CAP改革の影響について
①　補助金と製造品目
　EUの生乳市場では、かつて多種多様な保護政策がとられており、1980年代に

は輸出補助金、消費拡大への補助金、生産調整への補助金、乳製品調整保管機

能等の補助が定められ、運用されていましたが、1990年代からこうした補助は

削減されていきました。その結果、EU市場価格は下落し、国際相場に接近して

いきました。

　Glanbia社では、製造する製品の選択にCAP改革の影響が現れています。一例

として、動物飼料の製造に用いていた脱脂粉乳が、2006年にはホエイに切り替

わっています。これは、かつては飼料用脱脂粉乳に対して610ユーロ／tの輸出

補助金が交付されており、2000ユーロ／tの脱脂粉乳（実質1390ユーロ／t）を

用いたほうが、1500ユーロ／tのホエイを使うより得策でしたが、この補助金が

なくなったため、ホエイを利用した方が割安になり、またホエイを2000ユーロ

／tまで高くしても売れると判断されたためです。

②　酪農家・生産・乳価の動向
　2003年のCAP改革（フィシュラー改革）により、酪農家は生産に依存しな

い、土地面積をベースとした環境保護に対しての補助金を受け取るようになり

ました。この結果、「パラシュート現象」が発生する、と考えられています。

これは、酪農家の所得体系が生乳等の生産によるものと環境保護によるものの2

本立てとなることで、離農したい酪農家は、一定の収入を確保しつつ少しずつ

生産を縮小し、穏やかに離農できることになることを指し、生産を縮小したい

酪農家に穏やかな離農への選択肢を与える一方で、生産を拡大したい酪農家に

とっては容易に生産枠を獲得できるチャンスを生むものであるとも考えられま

す。環境保護の視点から見れば、「国内の農地を農村全体で維持する」という

考え方を採ったと言えるでしょう。

　この結果、Glanbia社では、EU内の酪農家数は大幅に減少し、とくにアイルラ

ンドでは、5年後の2010～2011年には11,000戸（現在の半分以下）に減少する

と予想しています。また、条件不利となったアイルランドでの砂糖生産が消滅

したように、ヨーロッパ内での生産力移行が進み、効率の良い生産が可能な大

西洋側での生乳生産が増加し、条件の悪い地域の生産量は減少するものと考え

ています。このため、アイルランドでは酪農家戸数は大幅に減少するものの、

表２　EU内乳業者別支払乳価水準の比較
（単位：ユーロ／100㎏）

乳業者名 所在国名 平均価格
Glanbia アイルランド 25.40
Milcobel ベルギー 27.97
Nordmilch

デンマーク
27.07

Arla Food Denmark 28.92
Danone

フランス
29.17

Bongrain CLE 29.03
Sodiaal 27.92
Arla Food UK

イギリス
25.01

First Milk 24.78
Campina

オランダ
28.27

Friesland Foods 28.46
EU平均 28.11

（出展：Glanbia社提供資料）
※ 表１と同様の乳成分に標準化したもの。
※2005年9月～2006年8月の平均価格。
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生乳生産自体は増加すると予想しています。

　また、乳価は国際水準に向けて下落し、アイルランドでは0.21ユーロ／kg、

EU全体でも0.24ユーロ／kg程度までは下落すると考えています。とくに、アイ

ルランドの生産条件はニュージーランドと似ており、その水準までは下がる可能

性があるとみています。しかしながらGlanbia社によると、「WTO農業交渉にお

いて乳製品への関税が削減されたとしても、70％までの削減なら、バター以外

については大きな打撃なしに対応できるのではないか」とのことでした。

10. John's Farm（アイルランドでGlanbia Ingredientsに生乳を出荷している酪農家）
　John's Farmでは、アイルランドにおける生乳生産について実地研修を行いま

した。

　この農家は、アイルランドの典型的な酪農経営で、放牧を基本としています。

60頭の搾乳牛を保有し、1頭当たり平均年間乳量は約5500ℓです。経営は1人だ
けで行っており、他の家族はすべて外部に働きに出ています。経営の省力化が進

んでおり、労働力が1人で十分であることと、好景気のため物価水準が高いこと

が原因のようです。

　アイルランドでは、農家は二つのタイプに分かれます。一つは牧草・放牧に加

えて配合飼料も給与し、1年を通じて生乳を出荷するタイプ、もう一つは大部分

が牧草・放牧のみで、牧草が少なくなる冬場は生乳を出荷しないタイプです。前

者は高コストですが、飲用牛乳向けのやや高い乳代が支払われます。後者は低コ

ストですが、主に加工向けの低い乳代が支払われます。この農家はやや中間的な

タイプで、牧草・放牧を原則としつつ、夏～秋にかけては1日2kg／頭程度の配

合飼料も与えており、分娩調整により、冬場の12～1月は生乳を出荷しないよう

にしています。

　その他、酪農経営については以下の通りでした。

（1）牧草地の生産性
　放牧地で育てている牧草は、気象条件に合わせてGlanbia社から提供されたも

ので、わずか草地40haで合計174頭（肉用牛、育成牛含む）を育てています。

1頭当たり牧草地面積は約23aしかありませんが、1頭当たり0.3t／頭／年の配合

飼料でまかなっていることを考えると、この牧草地の生産性は非常に高いと考え

られます。牧草地には基本的に牧草のみを育てており、マメ科植物等の混播は一

切行っていないそうです。一部、冬期の搾乳のためにメイズを育てていますが、

高コストである、とのことです。草地の更新は5年に1回、肥料は1.25kg（窒素

量）／ha程度を散布しています。

（2）乳牛更新の速度
　日本では、廃用時平均産次数はおよそ4産弱ですが、この経営では平均8～9産

となっており、1頭の乳牛を長期間利用するようです。乳牛の肉用化（18カ月齢

まで肥育）も一定量行っていますが、生乳生産に拡大の余地がまだあるため、本

来なら手放したくないとのことです。
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（3）生産基盤・後継者等
　この農家では、2年前に5万ユーロ（うち補助金16000ユーロ）をかけてミル

キングパーラーの改修を行い、スラリータンクについても1991年に拡大済み

です。土地面積次第で規模拡大が可能な素地ができているといえ、事実、今後

クォータが増加したら生産を増やしたいと考えているようです。Glanbia社の担

当者も、この酪農家が生き残る1万1000戸の酪農家に入るかはわからないが、酪

農への投資を多く行っただけに、今後も残ってもらいたいと考えているようです。

　経営収支は、飼養頭数・生乳出荷量に係る補助金が1万5000ユーロ、条件不

利（牧草地が分散していること）への補助金が3000ユーロあり、その他の補助

金も含め、粗収入は10万ユーロ程度です。このうち約半分が実際の利益となっ

ており、日本円にして約800万円程度です。経営主によると、「交通渋滞もない

し、この水準なら満足」とのことです。また、食肉に比べて酪農は実入りがいい

そうです。

　後継者については、まだ30代で若いため、すぐに考えることはないようです

が、現在の土地に愛着があり、子供にはできれば後継者になってもらいたいと考

えています。しかし、外部で就職すればより収入が多いことを考えるとむずかし

いかもしれない、とのことです。

（4）その他
　この酪農経営では、乳牛の健康管理を最も重視しています。アイルランドは島

国なので、他国で発生して問題になっている口蹄疫等はあまり発生しないようで

すが、感染症により所有していた乳牛の大多数を失った過去の経験から、ワクチ

ン接種や農場の消毒を定期的に行い、病気の防除には特別に神経を使っているよ

うです。

11. Irish Dairy Board（IDB）
　IDBでは、アイルランド酪農乳業の現状や、その生命線とも言える乳製品輸出

の戦略について研修を受けました。

John's Farmにて放牧風景。このように、アイルランドでは放牧を中心に
した酪農経営が多いです。電柱については、この酪農経営ではあまり気に
していないようです



（1）IDBについて
　IDBは、1961年に国の団体として乳製品輸出促進を目的として設立されまし

た。当時、アイルランドには150近い乳製品加工業者があり、それぞれが零細で

あったために世界市場へ向かっていく力がなかったことを背景として、輸出を一

手に担う組織が必要であると考えられ、設立されたものです。

　1963年には、現在の輸出戦略の主軸となるKerrygoldブランドを設立し、一定

の基準を満たせばこのブランドを冠して海外で販売できることとしました。

　1973年にはアイルランドがEC（現在のEU）に加盟し、IDBは協同組合形態

（生産者団体）に移行しました。この結果、乳製品を作った乳業者は、当該製品

をIDB経由で輸出するか、乳業会社自身で輸出するかを選択できるようになりま

した。

　以後、海外に向けた販売・投資を行い、現在はアメリカ市場に販売攻勢をかけ

ています。

（2）Kerrygoldブランドについて
　このブランドは、アイルランド乳製

品の輸出促進のために設立されたもの

で、「アイルランド的地域：Kerry」を

語源としています。初期はバターを中

心に、現在はチーズ、粉乳類もこのブ

ランドで輸出しています。

　Kerrygoldブランドは、「アイルランドの緑（牧草・自然）」「清浄」等をブ

ランドイメージとしており、「高品質」を徹底的に売りにしています。少し高額

の価格設定にもかかわらず販売量を増やしており、付加価値を生み出すブランド

として機能しています（表3）。

　地域別輸出量比率は、イギリス23％、他EU諸国38％、アフリカ13％、北米地

域13％、中東・アジア8％等となっています。現在は北米市場及びアフリカ市場

に注目しており、北米市場では、2005年には前年比約120％の販売量となって

います。一方、イギリス市場への販売量は減少していますが、これはIDBとして

はあまり気にしていないとのことです。というのは、イギリスにおいては牛乳乳

製品の価格相場が安すぎるため、多少の付加価値が市場・消費者に認められたと

しても、Kerrygoldブランドとして適切な価格で販売できているとは言えないか

らです。

　こうしたブランド価値から、アイルランド産乳製品はKerrygoldブランドを冠

することが多くなっており、輸出全体の50～60％、とくにバターでは80％、

チーズでは70～75％、ミルクカゼイン・その他粉乳類でも50％程度がこのブラ

ンドにより輸出販売されています。

　このブランドで販売するためには、「アイルランド島で搾られた生乳で作る」

「配合飼料を与えた牛から搾った生乳から作ってはならない」等の厳しい条件が

定められており、4～9月にかけて、定期的に検査を行っています。

（3）その他
　アイルランドでは、農家は乳業者との契約時に、1年を通じて生乳出荷を行う

表３　 Kerrygoldブランド全輸出量に占める
高付加価値商品の比率

ブランド品
（高付加価値） 製品原料 コモディティ

1990年 26％ 20％ 54％
2005年 48％ 37％ 15％

（出展：Glanbia社提供資料）
※コモディティとは、付加価値のない一般的な商品のことを指す。
　EUによる介入価格周辺の価格しかつかず、収益力が著しく低い。
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代わりに高い乳価を得られる飲用向け契約か、夏場だけの生産となる代わりに低

い乳価になる加工向け契約のいずれかを選択します。一般的には、「一部飲用向

け」の混合型契約になることが多いようです。

　現在は、このうち「飲用向け契約」のプレミアムが高すぎることが問題になっ

ています。現在の飲用向けプレミアムは、通常は1ユーロ／1ガロン（35.2円／

ℓ）程度で、冬期にはさらに5～6％の上乗せになっています。アイルランドの
平均乳価が41円／kg程度であることからすると、このプレミアムは非常に大き

なものであると考えられます。

　隣国イギリスの市場の影響を受けているかどうかについて伺ったところ、イギ

リス市場への輸出は（2）の理由で少なく、むしろ北アイルランドから輸入され

ることがあるそうです。しかし、北アイルランドからの生乳は「アイルランド島

の生乳」として扱われ、他の条件を満たせばKerrygoldブランドによる輸出も可

能であることから、大きな問題とは考えられていないようです。

　また、夏場と冬場で生乳生産量に大きな格差があることから、工場の処理能力

についても質問したところ、アイルランドでは、南西部を中心に、夏場に生乳が

処理できなくなることはない水準の処理能力を確保しており、冬場には酪農協間

の協力体制により、交代での操業体制を整えているとのことです。また、クォー

タ廃止後はアイルランドの生乳生産は増加すると見込まれていることから、そ

の対策として、処理工場の集約化、処理量の向上に対して3億ユーロの補助金が

出ています。今後は、チーズ工場を増やしていくことを検討しているとのことで

す。

　最後に、WTO農業交渉に関する考え方を伺いました。これに対しては、「バ

ターの関税が89％なので日本よりは楽かもしれないが、それでもニュージーラ

ンド、オーストラリアは脅威だと感じている。下手な合意を形成するくらいな

ら、合意しない方がよい」と見ているようです。他の乳製品についてはブランド

力があり、価格差も小さいことから大きな脅威とは感じていないようですが、バ

ターについては、アイルランド乳製品の主力であることもあり、危機感を持って

いるようです。

（了）

最後の研修先、Irish Dairy Boardにて
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