
■ マスコミ集め、酪農理解に努める
原油価格の高騰で代替エネルギーとして注目されて

いるバイオエタノールの原料として飼料穀物用のとう

もろこしの需要が急増し、それに伴い飼料価格が高騰

していることや、原油高で光熱動力費が上昇している

ことなどから、わが国の生乳生産コストが増加して酪

農経営が悪化し、離農が急速に進んでいる。また、国

際的な乳製品の需給ひっ迫もあり、将来的に国内の牛

乳乳製品の供給不足が心配されている。

このため、中酪は９月の理事会で、生産者自らがこ

うした状況を広く国民に訴え、理解を求める「酪農理

解促進生産者緊急活動」を10月から12月までの３ヵ月

間、全国で実施することを決めた。

その第一弾として、中酪は10月12日に東京・大手町

のJAビルに一般紙、テレビ局などの記者39人を集めた

記者懇談会を開催した。

懇談会では、前田浩史事務局長が「日本酪農の現状

と牛乳乳製品の未来」と題した資料をもとに、わが国

の酪農の危機的な状況のほか、海外では乳製品相場の

高騰を受けて生産者乳価、小売価格が上昇している実

態を説明した。

また、東京大学大学院の鈴木宣弘教授が国内の牛乳

供給の危機について説明したほか、北海道と千葉の酪

農家２人が厳しい経営の実態を訴えた。
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飼料高騰で酪農経営が悪化、

全国の酪農家が国民理解醸成で緊急活動
飼料価格の高騰などに伴う生乳生産コストの増加でわが国の酪農経営が急速に悪化していることから、中央

酪農会議と各指定団体は10月から12月までの3ヵ月間、酪農経営の窮状とコスト増加分の価格転嫁を広く

国民に訴え、理解を求める「酪農理解促進生産者緊急活動」を実施している。

第１弾として、中酪は10月12日に一般紙、テレビ局などの報道関係者を対象にした記者懇談会を開催して

酪農の窮状を訴えた。また13日には全国に先駆けて、関東生乳販連が東京都内で理解醸成の活動を始めた。

今号ではこれら生産者団体の活動を紹介する。
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▲記者懇談会の様子
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■ 酪農窮状を放置すると牛乳が不足
鈴木教授は懇談会の席上、「国内の牛乳供給の危機

について」と題して、「生乳の生産コスト上昇で酪農

家の離農が加速化すると、今後、牛乳の供給が滞る恐

れが予測される。その理由としては、日本の牛乳乳製

品市場は、価格による需給調整のメカニズムが働いて

いないためだ。この状況を放置すると、わが国の子供

たちの成長に不可欠な牛乳が不足する事態が迫ってい

る」と指摘した。

鈴木教授はその中で、このままの状況を放置すると、

なぜ、牛乳供給量が不足する事態が心配されているの

かについて、「生乳の生産コストが生産者乳価をかな

り上回っているのが最大の理由だ。端的に言うと、こ

のまま生乳生産を続けると、生乳１㍑当たりで10円の

赤字となるため、生産が続けられずに廃業が増え、大

規模経営ももたなくなるからだ。この結果、私たちが

これまで毎日当たり前のように牛乳を買って、飲んで

いたことができなくなってしまう。欧米ならすでにパ

ニックとなっている状況だ」と述べた。

鈴木教授はそのような事態が発生しないようにする

選択肢として、①酪農家のコスト削減努力、②政府に

よる配合飼料など飼料価格への補てん、③乳価値上げ

―の３点を挙げたが、「酪農家のコスト削減努力は当

然だが、その前に廃業する酪農家が増えて生乳の供給

量が不足する。また、政府の配合飼料価格への補てん

は財源の問題などで限界がある」と述べ、最終的には

消費者、小売業者、乳業メーカーの理解による乳価値

上げしかないと強調した。

また、鈴木教授は、「経済学的には、供給が不足す

ること自体おかしい。生産コストが上昇し、供給不足

が予測された場合は、価格の値上げによって生産コス

トの上昇分が補われるという『価格による需給調整の

メカニズム』が働くことになる。海外では、乳価の値

上げで牛乳の供給量が確保されているのに、なぜ、わ

が国ではそのメカニズムが働かないのか。牛乳の価格

形成システムのどこかに不自然な力がかかっている

か、欠陥があると言わざるを得ない」と述べ、わが国

の牛乳乳製品市場では価格による需給調整のメカニズ

ムが機能していないと強調した。

さらに、鈴木教授は、そのメカニズムが機能しない

理由として、生産者団体（酪農協）、乳業メーカー、

スーパー間の「力」の関係にあると指摘した（図１参

照）。具体的には、生、処、販の各段階の中での競争

（水平的競争度）はほぼ成立している一方、川上から

川下までの「生―処―販」の垂直の力の関係（垂直的

パワーバランス）をみると、①酪農協と乳業メーカー

の力の関係は最大で五分、最小では「ゼロ対１」（ゼ

ロは完全劣位、１は完全優位）、②乳業メーカーとス

ーパーの関係は「ゼロ対１」―とし、消費者に最も近

いスーパーの力が完全に優位に立っているとする推計

値を示した。

その上で鈴木教授は、「この力の関係では価格によ

る需給調整のメカニズムは正常に機能しない。この関

係はやむを得ないことだとしても、コメ以上に定着し

SPECIAL REPORT ■

▲東京大学大学院 鈴木宣弘教授

図1 酪農協・メーカー・スーパー間の
図1 垂直パワーバランスと水平的競争度の推計結果

注：垂直的パワーバランスは、0＝完全劣位、1＝完全優位
注：水平的競争度は、0＝完全競争、1＝独占
データ：酪農乳業情報センター、食品需給研究センター

出所：J.Kinoshita, Nobuhiro Suzuki, and H.M. Kaiser,"The Degree of Vertical and Horizontal
Competition Among Dairy Cooperatives, Processors and Retailers in Japanese Milk Markets,"
Journal of the Faculty of Agriculture Kyushu University, 51(1), February 2006, pp. 157-163.
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た牛乳が十分に供給できない事態が起こるかもしれな

いという危機が迫っている。牛乳の価格（乳価）が上

がらないと、従来の（値上がりしない）価格で牛乳を

消費したいと考える人が多くいても、従来の価格に見

合う牛乳が供給できないから、牛乳の供給は必ず不足

することになる。大事な食品である牛乳で、この状況

を放置していいのだろうか。消費者、小売業、乳業メ

ーカーがよく考えて対応しないと、これから非常に深

刻な事態を招くことになる。経済学の側面から見て、

今や価格が（需給を）調整せざるを得ない局面になっ

ている」と述べ、酪農家が吸収できないコスト上昇分

を牛乳の価格や、生産者乳価に転嫁せざるを得ない局

面に入っていることを強調した。

■ 酪農家２人が現場の窮状を訴える
一方、全国の酪農家を代表して北海道の村上隆彦さ

ん、千葉県の須藤陽子さんがそれぞれ酪農経営の窮状

を訴えた。

北海道恵庭市で乳牛130頭を飼養し、

年間780㌧の生乳を生産する

村上隆彦さん（52歳）

毎日どうやって自分の牧場を経営するかで頭が一杯

だったが、今回の記者懇談会での話を聞いて改めて背

筋がゾッとする思いだ。つい最近まで北海道は１万戸

の酪農家がいたが、どんどん仲間が減っており、今は

7,000戸しかいない。私は就農して30年たつが、その

時はどの町にも知り合いがいた。北海道では地域に酪

農家がいなくなると、地域自体が成立しなくなる。私

が住んでいる地域は20年前には15戸の農家があり、私

が一番若かったが、20年経っても私が一番若く、今や

農家は私ともう１戸だけになった。しかし、その１戸

も廃業が決まり、とうとう農家は私だけになってしま

った。

酪農家は、いろいろもまれながら頑張ってきたが、

昨年度（平成18年度）からの減産型計画生産下で飼料

価格が高騰し、酪農家は乳牛への飼料給与量を減らし

て、生乳を生産しようとしている。愛情をかける牛の

飼い方ではないが、そうでもしなければ私たちの経営

が維持できない。

今、牛乳がなくなるからといって蛇口をひねるよう

に生乳は搾れない。今の経営がどうなるか分からない

中で、４年後の後継牛の生産もしながら、長いスタン

スで経営している。北海道で7,000戸、全国で２万戸

となった酪農家は最後のプライドをかけて生乳を搾っ

ている。

酪農家は毎年12月が決算で、11月30日にはお金がな

くても借りた金を返し、12月になってまた金を借りて

いる。しかし、今年は１ヵ月早い10月から清算に入っ

ている。先日、道内の家畜市場で、離農するために所

有する牛をすべて売り払う「ディスポーズル・セール」

（処分市）が開催され、年間の生乳生産量が2,000㌧で

道内でもトップ100に入る酪農家が牛270頭を２時間余

りですべて売り払ってしまい、その様子を見ていた私

は何とも言えない脱力感を感じた。今年の12月まで道

内のあちこちの市場でこのようなセールが開かれると

思っている。

牛乳を売って金が足りないと、牛を売らないとやっ

ていけないが、１番困るのは経営内容の良い酪農家が

見切りをつけてしまうことだ。私１人では自分の経営

を守ることしかできないが、生乳を搾って牧場に多く

の人に来てもらい、子供たちに酪農の素晴らしさを伝

えていかなければいけないと思っている（談）。

千葉県館山市で乳牛140頭を飼養し、

年間800㌧の生乳を生産している

須藤陽子さん（44歳）

酪農発祥の地である千葉県では多くの酪農家が経営

をやめており、本当に大変な状況になっている。安全、

安心な生乳生産に取り組みながら生産コストを削減

し、酪農家として、酪農の持つ多面的な機能を訴える

ために立ち上がり、いろいろなＰＲをしている。

私の住んでいるところは雪が降らないので、飼料畑

は２～３月から作付けが可能であり、１年を通じて畑

作業ができる。しかし、高品質な乳質を求められるた

め自給飼料だけではなく、濃厚飼料に頼らざるを得な

い。これまでは何とかやってきたが、今年に入って飼

料や燃料の価格が高騰し、生産費が所得を上回ってい

る。酪農家の仲間の中には、完全に離農しなくても乳
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牛を手放し、野菜や花き、果物などの兼業農家をして

いる人がいる。牛は放っておいて良質な生乳は作れな

いし、おいしい牛乳を生産するには兼業農家はあり得

ないが、今や酪農専業では食べていけない。

将来を考えると酪農産業は危機を迎えている。酪農

家が１戸離農すると、飼料メーカー、酪農機械メーカ

ーなどいろいろな関係者が困る。このままの状況が続

くと、千葉県では半分の酪農家が離農するといわれて

いる。後継者を抱えられない酪農が多くなっていると

いうことは、酪農の将来がないということだ。

私の牧場は年間1,600人の子供たちが来場し、牛乳

の価値や環境問題などを訴えている。子供たちの中に

は、牧場の仕事をやりたいという子もいるが、このま

ま日本から牧場がなくなると、そういう子の未来を打

ち砕くことになりかねない。私たちは生産コストの削

減に頑張ってきたが、何とかしてマスコミの皆さんに

力を貸してもらいたい（談）。

■ 全国のトップを切って関東販連が運動
一方、13日には全国の指定団体の先陣を切って、関

東生乳販連が東京・ＪＲ新宿駅東口前の新宿ステーシ

ョンスクエアに関東の酪農家150人を集めて街頭活動

のキックオフイベントを行った。会場のステージには

埼玉県の酪農家の亀田康好さんが運んできた乳牛１頭

を中心にして、「NO MILK NO LIFE」（牛乳のない生

活なんて考えられない）とのフレーズが印刷されたベ

ストを着た酪農家150人が並ぶ中、関東の酪農家を代

表して千葉県の太田和誠さんが「今、世界的な飼料価

格の高騰で、日本の酪農家はピンチです」と声を張り

上げた。

また、イベントに参加した栃木県の人見みゐ子さん、

は、「乳牛の飼料となるとうもろこしが、原油価格の

高騰の影響で値上がりしている。原油高は生産資材の

高騰にもつながり、また、今年の猛暑の影響で牛がへ

ばっている。日本の酪農を守るために皆さんのご協力

をお願いします」と訴え、亀田さんは「私たち酪農家

は、牛乳を作るために精一杯品質の向上に努力してき

たが、今の状況はわれわれの努力の限界を超えている。

だからといって、われわれ酪農家は牛乳の価格を値上

げできない。消費者のみなさんが許してくれないから

だ。私たちはこれから、酪農家の努力をみなさんに伝

えることで、コップ１杯の牛乳を１人でも多くの人に

飲んでもらい、われわれを応援してほしい」と道行く

人たちに酪農現場の窮状に理解を求めた。

■ このままでは国産牛乳の供給が不可能に
会場ではさらに、酪農中央団体を代表して門谷廣茂

中酪専務が酪農をめぐる窮状についてふれ、「わが国

の酪農は、規模拡大や新しい技術の導入による乳牛の

能力向上で生乳生産量を増やしてめざましい発展を遂

げており、その結果、わが国の牛乳は国産100％で供

給している。酪農家は国民の食生活の改善の一翼を担

っていることを誇りにして頑張ってきたが、最近のバ

イオエタノールの需要増加でとうもろこし価格がこの

１年間で1.5倍も高騰し、その他の飼料原料の価格も

値上がりして生産コストが上昇している。このままで

は酪農家の廃業が増え、私たちが飲む牛乳を国産で十

分に供給できなくなる。国際的に見ても飼料価格の高

騰に加え、中国、インドなどで需要が増えていること

から牛乳乳製品価格が高騰し、各国でも自国内の牛乳

乳製品の確保に努力していると聞いている。わが国の

酪農を守るためには、酪農家の生産性の向上は当然だ

が、それでは吸収できない部分は消費者の理解が必要

だ。今日を皮切りに、関東から全国の酪農家が酪農の

危機的な状況を直接訴える活動が始まったので、みな

さんのご理解とご支援をお願いしたい」と述べた。

会場に集まった酪農家は、阿佐美昭一関東生乳販連

会長の発声で「日本の酪農を守ろう！　関東の牧場を

守ろう！」と拳をあげて叫んだ後、新宿、渋谷など都

内７カ所で道行く人に酪農家の窮状を訴えるチラシを

配布し、理解醸成に努めた。

なお、12月までの他の指定団体などの運動スケジュ

ールはＰ9～Ｐ11の通り。
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