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トピックス…④

第2回海外専門調査（カナダ）

実施報告Vol.2

TOPICS
-4-

● カナダの生乳生産現場の現状
今回、オタワ近郊のVelthuis Farms Ltd.，ミシサガ

近郊のArmstrong Manor Farm，グェルフ近郊の

Mapleton's Organic Dairy Inc.の３戸の酪農家を訪問し

調査を実施した。

（1）Velthuis Farms Ltd.

1955年に両親がオランダから移民して入植した農家

である。

【経営・生乳生産概況】

経営：兄弟２名と従業員２名の家族経営

搾乳牛飼養頭数：140頭

飼料作付面積：700～750ha

作付飼料：アルファルファ、コーン

※コーンは給与飼料以上の量を作付しており、コーン

スターチ用として3,000～4,000㌧販売している。

その他：受精卵（Elegance、Ashlyn）の日本向け輸出

給与飼料：アルファルファ（約2/3）、コーンサイレー

ジ（約1/3）、Velthuis Farm用サプリメン

トなど１日２回給餌

搾乳：１日２回（午前5：00／午後4：00）

１頭当り年間乳量：12,000kg

詳細な乳質は聞けなかったが、当該農場では乳脂肪

率3.80％、乳タンパク質3.10％、体細胞数13～14万個

/mlとなっている。

また、当該農場での乳質管理について聞いたところ、

主に①自動記録温度計（Time Temperature Recorder：

TTR）の利用による洗浄水の温度や乳温の管理により

問題発生への迅速な対応、②異常乳出荷防止のために、

動物用医薬品の適正な管理のために投与する人を制限

しているほか、出荷不可牛（治療牛及び出産後３～４日

までの牛）へのマーキング（当該農場では足に赤テープ）

を実施している。

さらに、スナップテストによる抗生物質迅速検査を

実施の上、集荷するようにしている。もちろん治療牛の

生乳についても休薬期間終了後にテストを行った上で

出荷を再開するようにしている。

オンタリオ州では集荷前に個人で迅速検査を実施し

ている農家は少ないのが現状であるが、経営主のステ

ィーブン氏は、「キットは1個当たりC$６（C$１・カナ

ダドル=115円で換算すると690円。参考までに、カナダ

では隔日集荷を行うため、少なくとも年間180回約12万

円のキット代がかかる）であるのに対し、乳質ペナルテ

ィはC$30,000（約340万円）と高額であること、および希

釈効果を狙う小規模農家対策として、全戸で迅速検査

を実施すべきである」と強く主張していた。

また、当該農場でのふん尿処理は、写真のような貯蔵

池があるだけである。この池は約600万㍑のふん尿を貯

蔵でき、約200ha分の堆肥を製造できる。

なお、匂いに関する苦情はないかと聞いたところ、広

大な畑を持っており近隣の家まで遠いことから苦情は

ないとのことであった。

Velthuis Farms Ltd.の搾乳牛舎

中央酪農会議は昨年10月31日　から11月11日　までの12日間、カナダにおいて海外専門調査を実施した。

今回は、カナダの生乳生産現場及び小売店舗の現状、並びにカナダの牛乳について概要を報告する。
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Velthuis Farms Ltd.のふん尿処理用貯蔵池

（2）Armstrong Manor Farm

1825年に入植してから今日まで続く歴史ある農家で

ある。

【経営・生乳生産概況】

経営：兄弟２名と従業員３名の家族経営

乳牛飼養頭数：496頭（搾乳牛250頭・乾乳牛35頭・

育成牛211頭）

搾乳牛群管理：４群管理（①分娩直後②経産牛（初

産）③経産牛（２産以上）④泌乳期

後期）

飼料作付面積：550ha（自己所有地40ha）

給与飼料：コーンサイレージ、乾草、大麦、コーン

ミックス、タンパクサプリメントなど１

日２回給餌

搾乳：１日２回（午前4：00／午後2：45）

※分娩後21日までの初産牛は、１日４回搾乳

１頭当り１日平均搾乳量：34㍑

１回あたり集乳量：16,500㍑

当該農場でも乳質管理の一環として、TTRを活用し

ており、何か問題が発生した際には、赤ランプが点滅

するようになっている。また、牛舎及びパーラーの設

計にはこだわりがあるようである。

パーラーは２階構造になっており、搾乳作業を行う

上の階には、搾乳ユニット等のみで、パルセーターな

どの音の出るものは下の階に集約している。これによ

り、①音による牛のストレス軽減②機器の故障軽減③

機器が修理しやすい④機器の増設が容易－というメリ

ットがある。

搾乳牛舎は、温度管理を重視し、夏の暑熱対策として、

22℃以上になるとファンが自動で稼働するように設定

されており、冬の防寒対策として、上下２層からなるカ

ーテンを設置し、上のカーテンが３℃に保つように自

動的に動き、下のカーテンは手動で調節できるように

なっている。

育成牛舎にもカーテンがついてるが、風雪対策のため

であり温度管理は行っていない。また、育成牛舎の牛床

には７℃の傾斜がついており、牛が餌を食べに降りて

くる際にふん尿も自動的に落ちてくるようになってい

る。牛床自体にも自浄作用があり、ほとんど掃除をしな

くても大丈夫とのことである。

以前はカウハッチを使用していたが、経営主の省力

化のため建設した新生子牛用牛舎にも、防寒対策のた

め、手動のカーテンが設置してある。省力化した分、親

牛の世話に時間を回すことができるようになったとの

ことである。

また、自動哺乳機を２台設置し、耳に装着したマイク

ロチップにより個体ごとの給与量を管理している。給

与量は１回あたり２㍑まで、１日あたり３回まで可能

だが、３時間の間隔をあけることが条件となる。

また、見学者が多いかどうかはわからないが、搾乳作

業を見渡せる見学コーナーもあり、丁度搾乳作業を見

学することができた。

当該農場では、３兄弟（２年前に長男が亡くなったた

め現在は兄弟２名と長男の家族）で経営する家族経営

のため、兄弟３名で協議した結果、家族代々が経営を続

けることができるように、土地や施設をそれぞれ管理

する会社を設立している。これは、当該農場がトロント

に近く地価が高いため、子供たちが金欲しさに土地を

勝手に手放せなくするための方法でもある。

Time Temperature Recorder
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（3）Mapleton's Organic Dairy Inc.

グェルフ近郊にある1980年にオランダから移民し、

入植したオーガニック農業を行う農家である。

【経営・生乳生産概況】

経営：経営主と従業員

搾乳牛飼養頭数：70頭

飼料作付面積：160ha

作付飼料：アルファルファ、大麦、Spelt小麦、大

豆、ジャガイモ、飼料用トウモロコシ、

ひまわり（５年周期の輪作）

１頭当り年間平均搾乳量：8,300㍑

当該農場では、入植当初は通常の酪農生産を実施し

ていたが、15年前からオーガニック農業を始めた。オ

ーガニック農業を始めるに至った理由としては、①人

の健康のため②環境問題への対応のため③農業生産資

材製造及び販売企業が集約されていることによる権力

と拘束への反発のため④生産者は収入が低く、消費者

は質が悪く健康に悪い製品を高コストをかけてまで購

入する現状にあり、それを改善するため－の４つが挙

Armstrong Manor Farmの上下２階に分かれているパラレルパーラー

Armstrong Manor Farmの搾乳牛舎・育成牛舎

Armstrong Manor Farmの
見学コーナーから見た搾乳作業
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げられる。

オーガニック農業開始当初は、協同組合へ加入し生

乳販売を行っていたが、メンバーとの意思の相違から

脱退し現在の店舗を開始して、自家工場で直接生乳処

理を行うようになった。

なお、オーガニックの認定を受けるためには、３年

間農薬等を使用しないことが条件となり、さらにオー

ガニックミルクの認定を受けるためには、１年間オー

ガニック飼料の給与かつ農薬等の不使用が条件とな

る。当該農場では、オーガニックミルクの認定を受け

るのに６年の歳月を要した。

現在のオーガニックミルクは需要があり不足してい

る状況で、プレミアム価格がつき、生産者の乳価は80

カナダセント/㍑となっている。

また、当該農場では、現在消費者向けの食糧生産教

育に力を入れ、多くの消費者団体や学校からの受入れ

を行っている。消費者の関心事項には変化があり、当

初は使用している農薬の種類などであったが、現在は

動物愛護に関するものが約７割を占めるようである。

また、現在、環境対応型酪農を目指して、農薬・肥

料ゼロに加え、電力は風力発電、燃料はカノーラ油を

ディーゼルの代用品として検討している。

店舗内風景

自家製造工場

販売しているアイスクリーム

牛舎風景

● カナダの小売店舗での牛乳販売の状況
今回、トロント近郊の「Loblaws」、「Dominion」の

２店舗を訪問し調査を実施した。カナダのスーパーに

おいては、日本と違って、１店舗あたりのメーカー数

及び牛乳のブランド数が少ないのが特徴である。

（1）Loblaws

まず、最初に調査を行った「Loblaws」では、牛乳は

Neilson社のみで、ブランドは「Neilson」、「TRUTASTE」、

「Dairy oh!」の３種類だけである。その他の牛乳は、

LoblawsのPB商品でもあるオーガニックミルク「Organics」

（President's Choice社）がある。

牛乳価格を比較すると、１㍑紙パックで平均C$2.83（約

330円）、２㍑紙パックで平均C$4.47（約520円：１㍑あたり

260円）、４㍑ビニール袋で平均C$5.93（約690円：１㍑あ

たり170円）となっていて、１㍑あたりで比較すると、１㍑紙

パックは割高であるが、４㍑の牛乳を買うと１㍑の約半額

とお得である。

牛乳とオーガニックミルクを比較すると、１㍑及び２㍑

紙パックの価格には違いは見られないが、４㍑ビニール
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袋の価格では平均C$8.04（約930円：１㍑あたり230円）と

３割程度オーガニックミルクの価格が高い傾向にある。

Loblaws店舗内牛乳販売コーナー

（2）Dominion

次に、調査を行った「Dominion」では、牛乳は

Parmalat社とAgropur農協の２社の製品を扱い、

Parmalatのブランドは「Beatrice」、Agropurのブラン

ドは「Natrel」の1種類ずつである。その他の牛乳は、

オーガニックミルク「Organic Meadow」（Organic

Meadow 社）がある。

価格を比較すると、１㍑紙パックで平均C$2.69（約

310円）、２㍑紙パックで平均C$4.27（約500円：１㍑

あたり250円）、４㍑ビニール袋で平均C$5.22（約600

円：１㍑あたり150円）となっていて、１㍑あたりで

比較すると、１㍑紙パックは割高で、４㍑の牛乳を買

うと１㍑の約半額とお得である。

牛乳とオーガニックミルクを比較すると、１㍑紙パ

ックの価格には違いは見られないが、２㍑紙パックの

価格は平均C$5.54（約640円：１㍑あたり320円）、４㍑

ビニール袋の価格は平均C$8.29（約960円：１㍑あた

り240円）と３～６割程度オーガニックミルクの価格

が高い傾向にある。

Dominion店舗内牛乳販売コーナー

（3）薬局

カナダでも薬局で牛乳が廉売されていると話を聞い

たので、トロント市内の薬局「SHOPPER」において

も価格調査を行った。

牛乳はSaputo社のみで、ブランドは、「Dairyland」

の１種類だけであった。

価格を比較すると、１㍑紙パックで平均C$2.06（約

240円）、２㍑紙パックで平均C$3.56（約410円：１㍑

あたり205円）、４㍑ビニール袋で平均C$3.99（約460

円：１㍑あたり115円）となっていて、Loblawsや

Dominionでの価格と比較しても２～３割程度安い価

格で販売されている。
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● カナダの牛乳類
カナダの牛乳は、容器をみると、１㍑紙パック、２

㍑紙パック、４㍑ビニール袋に加え、プラスチックボ

トルがある。

乳脂肪含有量でみると、全脂乳（カナダでは3.25％

に成分調整したもの）、２％、１％、スキムミルクに

分かれている。

Dominionにおいて、どのタイプの牛乳が一番売れ

るかと聞いたところ、乳脂肪２％の４㍑ビニール袋の

ものが売れ、次に乳脂肪１％の４㍑ビニール袋のもの

が売れるとのことであり、実際に各スーパーの店舗に

は、たくさんの４㍑ビニール袋の牛乳が売られている。

なお、４㍑ビニール袋には、牛乳が充填された小袋

が３つ入っており、専用の容器に入れて封を切ってか

ら、コップ等に入れて飲むようになっている。

カナダの牛乳を実際に試飲したところ、乳脂肪

3.25％や１％、スキムミルクよりも、２％の牛乳はと

てものみやすく一番おいしかったと調査員全員が思っ

たほどである。

カナダでは、近年低脂肪傾向にあり、若干全脂乳及

び２％牛乳の消費量は減少傾向にあるが、年間通じて

高い水準で消費量は安定している。

また、カナダでは乳価が小売価格に反映されるよう

になっているが、Dominionで小売価格が上昇した際

の消費への影響を聞いたところ、カナダでの牛乳はガ

ソリンのような生活必需品で価格が10％上昇しても消

費には影響はないとのことである。

（事務局：総合対策課 野上大作）

４㍑牛乳を試飲様子①・②

カナダの牛乳類


