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【参考】研修団の訪問先など（アメリカ）

１．アメリカの酪農概況
　アメリカでは、広大な国土と豊富な資源に加え、近代
的な酪農技術を駆使した効率的な生産体制が整備されて
おり、2013 年時点で 5 万戸の酪農家が 920 万頭の乳牛を
飼養している。また、１頭当たりの年間乳量は 9,900㎏（欧
州 6,000kg、オーストラリア 5,700kg、ニュージーランド
4,000kg）と世界最高水準であり、年間 9,000 万ｔ以上の
世界最大の生乳生産量を誇っており、今後も安定的に増
加していく見込みとなっている。【表 1 参照】

【表 1】

　大規模経営のイメージが強いアメリカであるが、訪問
した Dairy Farmers of America（=DFA：酪農事業規模
はアメリカ最大、域内生産量の約 75％を占める）の会員
である生産者約 9,000 戸のうち、90% 近くは飼養頭数 60
頭程度の小規模生産者である。ただし、4% 程度の大規
模生産者（2 千頭以上飼養）によって、約 50% が生産さ
れている。北東部には比較的小規模の生産者が多く、大
規模生産者は西部に多い。【図１参照】

２．アメリカの酪農政策
　アメリカでは 1930 年代に大恐慌が起こり、農産物の
価格が下がり始めた。50 ～ 70 年代は政府買入れ等によ
る価格支持と生産調整が政策の中心となり安定した価格

【図 1】

で供給がなされたが、80 年代のレーガン政権時より、価
格下落に対する直接支払による所得補てん政策に移行し
た。農産物の市場価格が大きく変動する中で、農業政策
は価格・コスト変動リスクの管理へと転換されてきた。
　酪農においては、乳製品市場の価格動向が連邦政府の
定める最低取引乳価の算定に用いられていたことから、
生産者乳価が国際乳製品相場の影響を受けやすく、不安
定な状況下にあった。よって、飲用向け乳価が目標価格
を下回った場合、差額の一定割合を政府が補てんする「生
乳所得損失補償制度（MILC）」が創設されたものの、飼
料価格の高騰により生産コストが増加しても、乳価が高
い場合には十分な補てんがなされないという問題があっ
た。さらに、1 経営体あたりの交付上限数量が設定され
たこと等により、中小家族経営と大規模経営との対立が
起こり、特に大規模経営の多い南西部を中心に同制度へ
の不満が噴出した。
　こうした背景のもと、2014 年新農業法では、『利幅（乳
価－飼料費）= マージン』を指標とした「酪農マージン
保 護 計 画（Daily Margin Protection Program ＝ MPP）」
が創設された。本制度は、収入と飼料費の差額をマージ
ンと考え、100 ポンド当たり 4 ～ 8 ドル（1kg あたり 9
～ 18 セント程度）の利益を補償する内容である。50 セ
ント刻みで農家毎に毎年補償水準を選択し、2 か月連続
で基準を下回った場合に補てんがなされる。また、対象
数量は、加入者の過去の生産実績の 25 ～ 90％まで、5％
刻みで選択が可能となっている。MPP に参加するには、
政府に年間 100 ドルの登録料を納める必要があり、マー
ジン及び出荷乳量の保険適用％が高いほど、保険料は高
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第39回酪農海外現地実務研修会報告 （後編）
　2014 年 10 月 22 日から 11 月 2 日までの 12 日間、中央酪農会議・第 39 回酪農海外現地実務
研修会がカナダ、アメリカで実施された。前編ではカナダの酪農政策について記したが、後編は対照的
なアメリカの制度政策について紹介したい。

第３９回酪農海外現地実務研修会報告（後編） 
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【参考】研修団の訪問先など（アメリカ） 

訪問日 訪問都市 訪問組織等 

10 月 27 日 イサカ コーネル大学 

10 月 28 日 シラキュース 
Byrne dairy plant（乳業工場） 
McMahon’s EZ Acres（酪農家） 

10 月 29 日 シラキュース 
Dairy Farmers of America（酪農協系乳業） 
American Dairy Association and Dairy Council 
（生産者拠出金により運営される非営利組織） 

10 月 30 日 ワシントン DC アメリカ農務省（USDA） 

10 月 31 日 アーリントン 
アメリカ乳製品輸出協会（USDEC） 
全米生乳生産者連盟（NMPF） 
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【表 1】 

年 2011 2012 2013 
2014 

（推定）

2015 
（予測）

2016 
（予測） 

2017 
（予測）

生乳生産量 
（百万ｔ） 

89.0 90.9 91.3 93.3 96.3 99.2 101.1 

増加率 
（％） 

1.71 2.19 0.35 2.20 3.31 2.97 1.87 

資料：USDA、NMPF 
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西部を中心に同制度への不満が噴出した。 
こうした背景のもと、2014 年新農業法では、『利幅（乳価‐飼料費）=マージン』を指標とした「酪

農マージン保護計画（Daily Margin Protection Program＝MPP）」が創設された。本制度は、収入

と飼料費の差額をマージンと考え、100 ポンド当たり 4～8 ドル（1kg あたり 9～18 セント程度）の

利益を補償する内容である。50 セント刻みで農家毎に毎年補償水準を選択し、2 か月連続で基準を

下回った場合に補てんがなされる。また、対象数量は、加入者の過去の生産実績の 25～90％まで、

5％刻みで選択が可能となっている。MPP に参加するには、政府に年間 100 ドルの登録料を納める

必要があり、マージン及び出荷乳量の保険適用％が高いほど、保険料は高くなる。さらに、年間の生

産量が 400 万ポンド（約 1,800ｔ）を下回る場合は保険料が低くなるよう小規模農家に配慮してお

り、NMPF の幹部によると、全生産者にとって「良い」制度であると評価していた。 
本制度の導入によって、どのレベルで補償を受けるかという選択を生産者各々が行うこととなり、

コーネル大学は、6～7 ドルの間を選択する酪農家が多いのではないかと予測していた。研修団が現
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くなる。さらに、年間の生産量が 400 万ポンド（約 1,800
ｔ）を下回る場合は保険料が低くなるよう小規模農家に
配慮しており、NMPF の幹部によると、全生産者にとっ
て「良い」制度であると評価していた。
　本制度の導入によって、どのレベルで補償を受ける
かという選択を生産者各々が行うこととなり、コーネ
ル大学は、6 ～ 7 ドルの間を選択する酪農家が多いの
ではないかと予測していた。研修団が現地で訪問した
McMahon’s EZ Acres（搾乳牛約 700 頭飼養）の経営者
に同制度に関して聞いてみたところ、カバレッジを 4 ド
ルに設定して加入する予定だが、収入源としての期待は
していないとの回答であった。また、新制度の認知が現
時点で十分でないため、初年度の登録者数は伸び悩むの
ではないかとの見方もあった。
　実際、コーネル大学、DFA、USDA で聞いた制度の
仕組み（細部）は多少異なっているように感じ（筆者の
理解不足かもしれないが）、新制度への関係者の十分な
理解が課題であると感じた。USDA では、農家自身が判
断するためのわかり易いウェブツール等の開発を大学等
に依頼して進めているとのことであった。
　また、MPP の他にも、従来の加工原料乳支持政策

（DPSP）を廃止する代わりに、マージンが 100 ポンド
あたり 4 ドル以下になった場合、政府が乳製品を買入
れ、低所得層への食料支援に活用する「酪農品贈与計画

（DPDP）」も新たに準備された。
　なお、アメリカには生産者間の競争が公平となる（小
規模農家と大規模農家が共存する）ことを目的とした
FMMO（Federal Milk Marketing Orders ＝ FMMO）と
いう仕組みがあり、1937 年から続いている。運営は州単
位で 10 の地域に分かれており、ほとんどの農家が参加
している。用途別取引とプール乳価が基本となっており、
飲用乳価以外は全地域同一価格である。市場の秩序を確
保することが FMMO の大きな役目であり、乳業者から
の負担金で運営されている。

３．牛乳乳製品の消費動向と輸出等について
　牛乳乳製品の消費量は 1950 年代後半に減少が始まり、
70 年代頃まで停滞していたが、93 年に販売促進活動

「チェックオフプログラム」（酪農家への賦課金による消
費拡大事業）がスタートし、移民等の積極的な受入によ
る人口増もあって近年は高い水準を維持している。飲用
向け消費は低調だが、特にチーズ市場が成長していると
のことであった。【図２参照】
　また、国内の生産増と世界的な乳製品需要の拡大に後
押しされ、2003 年以来、増産分の約 70% が海外市場向
けとなっており、輸出割合は増加し続けている。輸出量、
金額ともに 10 年から 13 年まで 4 年連続で過去最高を更
新しており、今後も増加傾向で推移することが見込まれ
ている。【図３参照】現地でも、TPP 交渉をはじめ、外
国市場への輸出増に積極的な姿勢が見受けられた。

【図２
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４．アメリカ酪農の抱える課題と今後の展望
　アメリカにおいても、日本同様に小規模農家の廃業と
大規模農家の一層の規模拡大傾向がみられるが、その半
面、労働力不足が深刻な課題となっている。搾乳ロボッ
トの導入等による省力化と併せて、中南米等からの移民
に労働力を依存しているのが実態であるが、その多くは
不法移民である。テロや麻薬といった犯罪への警戒、失
業者問題等を背景に不法移民を排除する動きもあるなか
で、農業従事者に対してはビザを発給するよう、生産者
団体等は移民法の改正を米国議会に働きかけているが、
移民排除の勢力も強く、今後の見通しは不透明である。
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