
●カナダの酪農関連制度
まず、カナダは連邦政府と10州の州政府からなる連

邦制となっており、憲法により連邦政府と州政府の権

限が分かれている。

連邦政府（農務農産食品省：Agriculture Agri-Food

Canada；AAFC）は食料の輸出入を含む供給管理制度

を管轄し、州政府（オンタリオ州ではオンタリオ州農

業食糧農村問題省：Ontario Ministry of Agriculture,

Food and Rural Affairs；OMAFRA）においては、州内

の農業政策を管轄している。

カナダの酪農乳業制度の根幹をなす生乳供給管理制

度とは、簡単に言うと、1970年に連邦政府と州政府と

の間で締結されたNational Milk Marketing Plan（全国

生乳出荷計画：NMMP）という連邦州協定に基づき、

加工原料乳の出荷を規制し需給均衡を図るため、加工

原料乳クォータ（Market Sharing Quota：MSQ）の設

定・配分・調整を行う制度のこと。

運営組織は、Canadian Dairy Commission（カナダ

酪農委員会：CDC）に事務局を置くCanadian Milk

Supply Management Committee（カナダ生乳供給管理

委員会：CMSMC）で、連邦政府、州政府、州ミルク

マーケティングボード（MMB）が委員となっている。

また議決権のない委員として、生産者全国団体の

Dairy Farmers of Canada（カナダ生産者連盟：DFC）、

乳業者団体のDairy Processors Association of Canada

（カナダ乳業協会：DPAC）、消費者団体のConsumers’

Association of Canada（カナダ消費者協会：CAC）が

参加している。

供給管理制度の３つの柱は、①価格管理②輸入管理

③生産管理である。

①価格管理

CDCが行っていることは２つある。１つは、バ

ターと脱脂粉乳を売買する価格であるCDC支持価

格及び加工原料乳生産者受取目標価格を毎年算定す

ることで、12月中旬頃に各州へ通知をした上で、翌

年２月より適用されることになる。

（支持価格：バター＄ 6 . 8 6 9 5 / k g 脱脂粉乳

＄5.9212/kg、生産者受取目標価格：＄71.75/100㍑

2007年２月１日時点）

なお、ほとんどの州では、CDC支持価格及び加

工原料乳生産者受取目標価格に基づき、加工原料乳

向け乳価を決定しているが、ケベック州だけは生処

間の乳価交渉により価格を決定している。

カナダ酪農委員会（CDC）の前で
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中央酪農会議は昨年10月31日（水）から11月11日（日）までの12日間、カナダの酪農乳業の現状等を調査す

るため、全農、全酪連、ホクレン、明治乳業、森永乳業、中酪の6名で、カナダのオタワ及びトロントとその近郊

を訪れ、海外専門調査を実施した。

今回は、カナダ酪農の制度及び現状について概要を報告する。
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支持価格算定に当たっては、計算式を用いず、生

産コスト・関係団体との協議・消費者物価指数など

の指標を用いて算定している。

なお、生産コスト算出方法は、無作為に抽出した

100戸の農家のうち、コストの高い30％の生産者を

対象外とし、残りの70％の農家の生産コストを２年

間の移動平均により算出するもの。2005年の生産コ

ストの算出要素とその割合は、飼料代等のキャッシ

ュコスト45.6％、設備投資費30.9％、労働費23.5％

となっている。

また、現在の国際的な穀物相場高騰の影響による

生産コスト増の状況も、カナダでは飼料作物はほと

んどが自給しており、飼料代のうちの輸入飼料はご

く一部であり、２年間の移動平均を用いていること

もあって、影響はほとんどない。

一方で、飲用牛乳向け乳価については、各州の

MMBにおいて、計算方式を選択し価格を決定している。

なお、東部５州（オンタリオ州・ケベック州・ニ

ューブランズウィック州・ノバスコシア州・プリン

スエドワード島州）では、生処間で計算方式の内容

について交渉を行っている。

≪参考：2006/07年カナダ全国平均乳価（乳脂肪3.6Kg・

100㍑あたり）飲用向け＄78.79加工向け＄62.64加重平

均額＄69.31≫

余談だが、オンタリオ州では過去30年間乳価が下

がったことはないとのことだが、飲用乳販促のため

に、2007年５月から外食産業向けの乳価を下げるこ

ととした。その結果、小売価格が下がり、外食産業

での飲用牛乳消費が増加したとのことである。

CDCが実施する２つ目は、CDC Seasonality

Programに基づき乳製品の売買を行っている。これ

は、毎年生産量が多い春や夏にCDCが乳製品（バ

ター・脱脂粉乳）を買い上げ、生産は落ち込むが消

費が伸びる秋や冬に在庫を放出する制度のことで、

取引には支持価格が使われている。

②輸入管理

ウルグアイ・ラウンド合意により、輸入数量制限が

関税割当（TRQ）に置き換えられたが、割当枠はアク

セス数量の数％と少量で、枠外関税を200～300％と

高関税を課し、輸入量を最小限にとどめている。

③生産管理

生産クォータを生産者に割り当てることで、生産

量を管理している。生産クォータとは、各州の

MMBが設定する飲用乳クォータと、CMSMCが全

国統一的に設定するMSQを合わせたものであり、

各州のMMBが生産者に割当を行っている。

MSQは、毎月モニタリングしている全国の需要

動向（人口動向も考慮）を基に、２ヵ月に１回調整

される。過去の２ヵ月のトレンドから次の２ヵ月間

の需要を予測し、過不足が生じないよう需要ぎりぎ

りにMSQを設定している（MSQの増減の幅は最大

で±1％だが、需要の変動はそこまで大きくはない）。

なお、年末（カナダの酪農年度は8/1～翌年7/31）に

MSQを超過した場合は超過分の乳価は支払われず、逆

に未達の場合は翌年のMSQが削減されることになる。

また、カナダにおいては、乳脂肪分はすべて消費さ

れるが、無脂固形分（SNF）は消費されず余剰が生じ

る状況にある。CDCにおいて、SNFの余剰分を買い上

げ、輸出向け及び家畜飼料向けに処理している。乳価が

通常よりも安価であることは言うまでもない。

次の関連制度として、乳価のプール制度を述べるこ

とにしたい。

CDCでは、次の３種類の乳価プールを管理してい

る。①10州プール（P10）②東部５州プール（P５）③西

部４州プール（Western Milk Pooling：WMP）

P10とは、スペシャルクラスと呼ばれる再加工向け、

家畜飼料用向け及び輸出向けの低乳価を10州すべてで

プールする方式である。P５とは、全用途の乳代、輸

送コスト、牛乳乳製品の販促コストを東部５州でプー

ルする方式であり、WMPとは、全用途の乳代のみを

西部4州（マニトバ州・サスカチュワン州・アルバー

タ州・ブリティッシュコロンビア州）でプールする方

式のことである。

なお、オンタリオ州MMBであるDairy Farmers of

Ontario（オンタリオ州生産者連盟：DFO）で聞いた

話では、P５とWMPを一本化する方向で現在検討中

であるとのことであった。

乳価プールは、各州のMMBからの用途別の生産・

販売データの月次報告に基づき、CDCにおいて州別

の配分金額を算定して実施している。
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●カナダの酪農の現状
カナダ全国の酪農家戸数は2007年７月31日時点で

14,660戸と日本の約60％であり、その８割がオンタリ

オ州とケベック州に集中している。乳牛飼養頭数は、

2007年１月１日時点で1,040,100頭とほぼ日本と同じ頭

数であり、カナダの酪農年度の生乳生産量（2006年８

月１日～2007年７月31日）は約7,700千㌧と日本より

若干少ない乳量である（カナダはリットル表示のため

重量換算した）。１戸当りの飼養頭数を比較すると、

70.9頭と日本の約２倍となっている。地域別にも見て

みると、東部の州は規模が小さく、西部諸州は平均

100頭を超え規模が大きい状態である。

なお、乳量の推移を見てみると、約20年もの間、平

均約73,000,000hl（hl＝ヘクトリットル＝100㍑）と安

定した生産量を保っている。一方で月別の推移を見て

みると、1960年に比べ2005年の生産量はほぼフラット

であるということが見てとれる（図１参照）。DFCの

担当者に聞いたところによると、分娩を分散させ、年

間通じた同品質の飼料給与に取り組んできた成果らし

い。さらに工夫していることといえば、品種改良、年

間を通じた生産計画立案と実行、インセンティブのた

めの価格、Daily Quota（１日１頭当り乳脂肪１㎏の

割当）の導入とのことである。ただし長い年月をかけ

て行ってきたのですぐに変わった訳ではない。

また、カナダの生乳市場は、飲用向け（牛乳・クリ

ーム）と加工原料乳向け（バター・粉乳・チーズ・ア

イスクリーム・ヨーグルト等）の２種類に分類され、

それぞれシェアは飲用向け38％、加工向け62％である。

●オンタリオ州の酪農の現状
まずは、DFO（オンタリオ州生産者連盟）の概要

から述べることにしたい。

DFOは、1965年に設立され、12名の理事と80名の

職員により運営している。職員のうち15名はフィール

ドスタッフとして、4,500戸の酪農家を巡回している。

オンタリオ州には50を超える郡があり、理事１人に

つき４つの郡を担当し、毎月開催する理事会と理事会

の間に４つの郡の委員会とミーティングを行い、進捗

状況等の意見交換をおこなっている。

DFOは、州法に基づき、OMAFRA（州政府）から

生乳販売や乳価算定の権限を委譲されている。オンタ

リオ州乳業協会（Ontario Dairy Council：ODC）から

聞いた話では、乳業には法権限は何もないがDFOに

は強力な権限が与えられており、乳価決定に関しても、

ODCからは乳業者の意見を述べるだけで、決定権は

DFOにあると言っていた。

州法により、生乳の販売に関する権限はDFOに与

えられており、州内の生産者は他州への生乳販売及び

乳業への直接販売は禁止されているため、すべての生

乳をDFOに販売しなくてはいけないことになってい

て、日本のようないわゆるアウトサイダーと呼ばれる

生産者はオンタリオ州には存在しない。

DFOは強力な権限が与えられているにも関わらず、

乳価を算定する際にはODCに協議するなど、他州（特

にケベック州）とは違い、生処間がとても友好的であっ

た。聞くところによると、DFOとODCの合同理事会の

開催や同じ会場での同時プレゼンテーションの実施な

ど他の州では見られないことも行なうようである。

次に2007年８月１日時点のDFO方針を参考に、①

クォータ②生乳検査③生乳品質制度④上訴権について

述べることにしたい。

DFOは、クォータは我々の財産であると言って

いる。生産者はDFOから生乳生産及び生乳販売に

係るライセンスを取得しなければ、生乳を出荷でき

ない。またDFO以外のものに生乳を販売すること

は禁じられている。ライセンスを取得する条件は、

生乳の生産に従事し、農場から10km以内に居住す

る生産者となっている。

なお、クォータとは、１日当たりの乳脂肪生産量を

kg表示にしたもので、生乳出荷のために最低保有し

なければいけないクォータは10kgとされている。

DFOがクォータに関する規定を公正かつ公平に

図1 カナダの生乳生産量月別比較 
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実施するために、生産者は、新規参入、クォータの

譲渡又は取得をする場合、生産者に関する完全、正

確かつ最新の情報をDFOに報告しなければならず、

それを怠った場合には、DFOはクォータを取り消

し、又は削減することができることになっている。

オンタリオ州では、生乳は原則として隔日集荷さ

れているが、DFOでは通常の２日分の生産量を上

回らないよう年間を通じて監視している。生乳輸送

及び生乳処理の効率を損ない、クォータ制度の不公

正の原因となることから、生産者がクォータの超過

を防ぐため（又は他の理由）に、当該月の生産量を

保留し翌月に生乳を出荷する生産者に対しては、乳

代を支払わずクォータ超過手数料（＄1.44/100㍑）

を徴収することにしている。

クォータは月次ベースで管理され、１日単位のク

ォータにクォータ日数（先月の最後の集荷日～当月

の最後の集荷日までの日数）を乗じて算出される。

生産者は月次ベースで、自分の保有するクォータを

若干前後することになるが、過不足に応じた、生産

超過クレジット及び生産不足クレジットと呼ばれる

制度（生産枠を増減する仕組み）がある。

生産超過クレジットは、翌月以降に月次クォータ

の未利用量から返済することが必要であり、生産不

足クレジットは、翌月以降の月次クォータに追加し

その分生産量を増やすことができる。

また、秋の消費が伸びる時期やその他の必要な時

期に増産奨励のため、各生産者の１日クォータに応

じて追加的な奨励クレジットを与える場合がある。

ただし、奨励クレジットは、割り当てた月にしか利

用できないことになっており、繰り越すことはでき

ない。利用の順番としては、月次クォータ→奨励ク

レジット→生産超過（不足）クレジットとなる。

クォータを取得または売却する方法は、Ａ）毎月

開催するクォータ取引市場での売却・購入、Ｂ）親

子間のクォータの贈与（１回のみ。ただし贈与が有

効となった日から２年間は生乳を出荷しかつ贈与さ

れたクォータを販売、合併、移転、贈与をしないこ

とが条件となる）等がある。

クォータ取引市場とは、クォータの売却及び購入

を行う機会で、DFOのミルクラインサービス（電話）

又はホームページから入札を行うことになる。入札

をホームページに掲載するサービスを希望する生産

者は手数料＄15を支払うことになる。

また、新規参入に関する要件としては、18歳以上

であり、生乳生産に係るライセンスを取得できる者、

かつDFOのフィールドスタッフより、農場がグレ

ードＡの生乳生産基準を満たすこと及び農場の構

内・進入路を承認してもらうことが必要である。最

低限保有すべきクォータを量は10kgと一般の生産

者と変わりない。

なお、牛舎を新築する場合には、牛舎建築許可を

得る必要がある。建築許可を得るためには詳細に定

められている基準を満たす必要がある。

②生乳検査

オンタリオ州において、取引検査に用いる成分検

査（乳脂肪、乳タンパク、その他固形分）は、グェ

ルフ大学の動物衛生研究所において１本化して行っ

ている。その他体細胞数や細菌数といった衛生乳質

検査及び抗生物質検査も行っている。

検査結果は、サンプルが研究所に届いた日の真夜

中には結果が研究所からDFOに届くことになって

いて、各生産者はDFOのホームページを通して検

査結果を確認することができるようになっている。

（生産者には各個人のパスワードが与えられている）

パソコンがない生産者のために電話にて結果を確認

できる仕組みもできている。検査に係るコスト（約

＄100万／年）は、DFO、ODCとOMAFRAで３分

の１ずつ負担している。

③生乳品質制度

DFOは、郡の委員会と協力して、州内の生産者

を対象に生乳品質認知制度を実施している。この基

準を満たす生産者は品質証明を受ける資格がある

（詳細は「表１・生乳品質認知制度表」参照）。

また、生産者は州政府が定めるグレードＡ基準を

順守しなければならなく、DFOのフィールドスタ

ッフにより、定められた様式によりチェックを受け

る。チェック票は、写しを農場に置いてくるだけで

なく、ホームページで閲覧できるようになっている。

農場検査のポイントは以下のとおりである。
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Ａ）バイオセキュリティに関して、動物衛生及び乳

質を損ねる汚染物質を農場内に入れない、外に

出さないように確保できているか。

Ｂ）生乳に触れる箇所の清潔度が確保できているか。

Ｃ）バルク乳温が１～４℃に冷却されているか。

Ｄ）乳房が接触する箇所の清潔度が確保されているか。

Ｅ）牛舎内の施設の清潔・整理整頓状況

Ｆ）TTR（乳温自動記録計）が設置され、搾乳設備

を常時監視できているかどうか。

Ｇ）以下の点が適切に実施できているかどうか。

・家畜個体識別

・搾乳方法（搾乳前処理、搾乳、搾乳後処理）

・動物用医薬品の管理

・薬物混入飼料の貯蔵及び使用等

Ｈ）搾乳設備を掃除するのと同じ状態の水のサンプ

ルを採取し、エシェリキア大腸菌が含まれてい

ないかどうか。

検査結果は、グレードＡ、条件付きグレードＡ、

非グレードＡ、非衛生的非グレードＡに分類される。

グレードＡは、農場施設、搾乳設備、家畜の飼養状

態に関するほとんどの項目及び重要項目のすべての

基準を満たしているもの。条件付きグレードＡは、

生乳の品質を直接損なわない項目について基準を満

たしていないもので、基準に適合するために生産者

に猶予期間が与えられる。非グレードＡは、生乳品

質に直接影響を及ぼす項目が１つ以上基準を満たさ

ないもので、ペナルティが課せられる。非衛生的非

グレードＡは、非衛生的な状態（生乳に触れる箇所

が汚い、牛床などの乳房に触れる箇所が汚い、バル

ク室の排水が詰まっているなど）のもので、全ての

項目が基準に達するまで生乳出荷停止となる。農場

検査を拒んだ者も非衛生的非グレードＡに分類され

る。検査の間隔は、前回の検査結果に基づき実施す

る。非衛生的非グレードＡは３か月ごと、非グレー

ドＡは６か月ごと、グレードＡは２～３年ごととな

っている。

DFOのフィールドスタッフは、過去12カ月間に非

グレードＡであった農場を、４か月目に自動的に検

査をすることにしている。再検査時に非グレードＡ

のままであった場合、その農場に、第４段階（ペナル

ティ段階は１～４まである）のペナルティを課し、全

項目がグレードＡになるまで生乳出荷停止にする。

また、2007年８月１日時点のオンタリオ州の乳質

ペナルティ制度は以下のとおりである。

Ａ）細菌数

ペナルティ水準はバクトスキャンで12万1000個

超、スパイラルで4万9000個超。検査は毎月実施。

ペナルティが課されるのは、連続した３回の検査

のうち2回の検査結果が水準を超えた場合。ペナ

ルティ単価は第１段階から第４段階の順に、100

㍑当たり①＄3、②＄4、③と④は＄5。12ヵ月間

に第４段階ペナルティを課せられた場合出荷停止

になる。

Ｂ）体細胞数

ペナルティ水準は、49万9000個超/ml。ペナル

ティが課せられるのは、連続した４回の検査のう

ち３回の加重平均値が水準を超えた場合。ペナル

ティ単価は第１段階から第４段階の順に、100㍑

当たり①＄3、②＄4、③と④＄5。出荷停止は細

菌数の場合と同じ。

オンタリオ州生産者連盟（DFO）でのレクチャー

表1 2007年生乳品質認知精度 

一切認められない 一切認められない 品質ペナルティ 

全検査結果の平均が1万個以下 全検査結果の平均が2万5,000個以下 細菌数（バクトスキャン） 

年間の加重平均値が15万個以下 年間の加重平均値が22万5,000個以下 体細胞数 

1月及び12月の出荷量 1月及び12月の出荷量 生乳生産量 

②公認グレード検査員によるバル
ク乳受乳拒否はない。 

②公認グレード検査員によるバル
ク乳受乳拒否はない。 

①乳業工場での受入拒否の原
因者になったことはない。 

①乳業工場での受入拒否の原
因者になったことはない。 

生乳授乳拒否 

年間を通じて常時グレードＡ 年間を通じて常時グレードＡ 農場施設 

優良証明 普通証明 評価基準 
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すべてのローリー乳サンプルでの検査とバルク

乳のサンプル検査の2種類が実施されている。ど

ちらの場合も、ペナルティ水準は0.01IU／ml以上。

ペナルティが課されるのは、サンプルが陽性反応

を示す場合。ペナルティ単価は第１段階から第４

段階の順に、100㍑当たり①＄6、②＄9、③と④

＄12。なお、全ローリー乳での検査の場合は、汚

染源の農家から生乳出荷損失費用を徴収し、乳代

は支払わないことになる。12ヵ月間に第２段階ペ

ナルティを課せられた場合出荷停止になる。

グレードＡ農場が非グレードＡになった場合課

せられるペナルティ単価は第1段階から第4段階の

順に、100㍑当たり①＄2、②＄4、③と④＄8。12

ヵ月間に第４段階ペナルティを課せられた場合出

荷停止になる。

また、グレードＡ農場が非衛生的非グレードＡ

になった場合即座に出荷停止になる。

出荷停止後の生乳出荷再開までのプロセスとし

ては、１回目の出荷停止だった場合は、該当項目

の復帰要件（グレードＡに適合する等）に照らし

て検査を実施する。２回目の出荷停止だった場合、

出荷再開のためにはDFO事務所にて、DFO規制

順守部長のヒアリングを受ける必要があり、ヒア

リング後に復帰条件を決定する。また、基準超過

を繰り返す生産者に対しては、部長ヒアリングを

実施する。なお、DFOには当該生産者に生乳生

産ライセンスを与えていいかどうか判断する権限

がある。

次に、集乳に関して述べることにしたい。

DFOは集乳業務を業者委託している（70社・

ローリー300台）。毎日の配車指示はDFOから行

っている。州法で最低２日に１回は集乳すること

が決められていることから、ほとんどの場合隔日

集荷し、直接工場へ運んでいる。オンタリオ州で

はP５協定に則り、集乳経費もプール（＄2.32／

100㍑）することになっているが、みな平等にす

るために工場からの距離は関係ない（農場から工

場への平均距離は68km）。

なお、「大規模酪農家１件で１台のローリー分

（22,000㍑）を出荷できる場合は、直接個人で運

べるのか」と質問したところ、集荷業務はDFO

に権限が与えられており、生産者個人が直接生乳

を輸送する権限はないとのことであった。ただし、

絶対にできないわけではなく、要望があれば、生

乳の品質の観点から判断することになるが今のと

ころ要望はないとのことである。

また、集乳をする運転手は、生乳グレーダーラ

イセンスを保有しなければならなく、DFOの講

習を受講しなければならない。ライセンス更新時

も講習がある。

④上訴権利

オンタリオ州の生産者は、DFOの決定に不服の

場合、州法に基づき、自分の意見を直接述べるため

にDFOに出頭する権利が認められている。この場

合、DFO事務局にDFOの決定を訴える意思がある

ことを書面にて通知すべきであり、DFOの再決定

事項に不服の場合は、州政府の農業食糧農村問題控

訴審判所へ上訴する権利が認められている。ただし、

生産者はDFOの最初の決定通知から90日以内に控

訴しなければならない。

本文中のドル（＄）はすべてカナダドルのことをいう。

参考までに１カナダドル＝110.88円（1/22現在）。

（事務局：総合対策課 野上大作）


