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１　はじめに

本論考は，日本酪農の変遷を，酪農政策・制度，なら
びに牛乳・乳製品市場の展開と関連付けて論じる注）。
酪農は，しばしば稲作と比較される。稲作は非農業部
門との兼業経営化で規模拡大が十分に進まなかったのに
対し，酪農では専業経営が中心となり，特に北海道では
欧州の酪農大国であるドイツやフランスを凌駕する水準
までの規模拡大を成し遂げた。また，農業基本法下の日
本酪農の価格・流通政策は，米の食管制度ほどではない
にせよ統制的な性格が強く，1970 年代から両者で生産
調整が実施された。1990 年代以降，規制緩和が進展し
たが，米流通は多様化した一方，生乳流通は少数の農協
が依然として大きな市場シェアを有している。
このような日本酪農の特徴的な発展は，政策・制度や
市場とのいかなる相互作用を経て生じたのであろうか．
まず，不足払い制度など戦後の酪農政策の成立と酪農構
造の変化を述べる。次に，過剰による不足払い制度の機
能不全と，それを受けた農協依存の需給調整様式の成立
と展開を検討する。続いて，生産基盤の脆弱化による既
存制度の限界露呈と，それを一因とする「規制改革」に
より現在，酪農政策が転換点を迎えている点を明らかに
したい。

２　不足払い制度と酪農専業化

（1）1950 年代までの酪農問題と政策の展開
もともと牛乳・乳製品の消費文化のなかった日本で
は，酪農の実質的な形成は20世紀初頭から始まる。だが，
戦前段階では，最大時（1940 年）でも生乳生産量は全
国で 38 万 t 程度（現在の 5%）に過ぎなかった。
戦中から戦後直後にかけて生乳生産は激減するが，経
済復興とともに生産は増加し，1950 年には戦前のピー
ク時水準にまで回復した。国や地方自治体による乳牛貸
付事業などの実施で，酪農経営数は増えつつあったが，
その零細性が課題であった。北海道でも，乳牛飼養農家

1戸あたり経産牛飼養頭数は 1960 年時点でも 1.7 頭にす
ぎず，多くの経営で酪農は副業の位置づけだったと言
える。
零細経営ゆえの低生産性・低収益性に加え，酪農家と
乳業メーカー間での取引交渉の公正さ（酪農家にとって
不利な乳価形成など），集乳路線錯綜による生乳輸送費
の高さ，安価な乳製品の輸入による国内需給・乳価への
悪影響，増大する牛乳・乳製品需要に対応した国内自給
の確保などが，当時の酪農に関わる政府の問題認識であ
った１）。
1950 年施行の酪農振興法は，酪農経営の「近代化」，「集
約酪農地域」の建設，生乳取引の公正化等を目的とし，
酪農経営の集約化や乳業施設の乱立抑止が図られた。
1961 年施行の農業基本法では，酪農・畜産が「選択
的拡大」の対象となり，政策の重点が置かれた。同法に
よる農業構造改善事業では，草地改良に加えて，酪農経
営の機械化が推進された。トラクターや収穫機械，パイ
プラインミルカーやバルククーラーの導入事業に高い補
助率が設定された。乳牛 1頭あたり労働時間は大幅に削
減され，家族労働力のみでも経営規模の拡大が可能とな
った。
同時に，畜産物価格安定法（1957 年施行）では，価
格支持制度が導入される。政府（畜産振興事業団）によ
る乳製品の買入・売渡を通じて，一定の目標価格（「安
定指標価格」）帯に乳製品の市場価格を収斂させる間接
的な価格支持制度であった。だが，消費減退をもたらさ
ない程度の目標価格では，酪農経営の再生産を保証でき
る乳価水準とならず，この乖離をいかに埋めるかが課題
となった。
（2）不足払い制度と酪農構造の変化
上述の政策展開を受けて，加工原料乳生産者補給金等
暫定措置法（以下，不足払い法）が 1966 年に施行された。
不足払い制度の基本的な枠組みは以下の 3点である。
第 1に，乳製品に加えて生乳を対象とする価格支持の
強化で，3つの政府価格が設定された。①政府の市場介
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入により，主要乳製品（バター・脱脂粉乳などの「指定
乳製品」）の市場価格を消費安定に資する「安定指標価格」
に収斂させ，②安定指標価格から乳業メーカーの製造経
費と利益を差し引いた加工原料乳（「指定乳製品等」向
け原料乳）価格である「基準取引価格」を設定，この価
格での取引を義務付け，③酪農経営の再生産を保証する
乳価として設定する「保証価格」と基準取引価格との差
額を，補給金として酪農家に支払うというものであった。
第 2に，指定団体制度である。都道府県ごとに指定さ
れる指定生乳生産者団体（以下，指定団体）に生乳の集
荷を集中させ，生乳流通の合理化と公正な乳価形成が企
図された。この指定団体への生乳出荷が補給金交付要件
とされ，指定団体の生乳取扱シェアは大きく上昇した。
第 3に，乳製品の国家貿易制度で，バターや脱脂粉乳
などの指定乳製品は国内自給を前提に，輸入品目・数量
を政府が一元的に管理する制度であった。不足時は輸入
を増やし，過剰時は輸入を減らす対応が取られた。
これら一連の政策は，酪農経営の規模拡大，専業化を
大いに促進した。北海道の乳製品向け乳価を保証価格水
準で支持するだけではなく，都府県の飲用向け乳価を〈保
証価格＋北海道からの輸送費〉水準で間接的に支える効
果も有し，乳価による生乳生産費のカバー率は全国的に
改善した。乳牛飼養農家 1戸あたり経産牛頭数は，1970
年には北海道で 17.8 頭，都府県で 8.9 頭と，1960 年比
で急拡大した（図 1参照）。1970 年代末には，酪農は副
業的性格を脱し，酪農所得で家計費を充足できる専業経
営が過半数を占め，酪農構造は大きな変化を遂げた２）。
一方，経営規模の拡大は，輸入飼料への依存深化と表
裏一体であった。配合飼料向け輸入原料の関税撤廃で，
輸入トウモロコシなどの飼料利用が進んだ。その結果，
特に都府県では，飼料生産のための農地に制約されない
経営拡大が可能となったが，国際市況の変動によるリス
クを経営に内在化することになった。

３　不足払い制度の機能低下と需給調整の展開

（1）乳製品過剰と計画生産
不足払い制度は，1970 年代に入ると早くも危機を迎
えた。その発端は，1972 年の米国によるソ連への穀物
輸出を引き金とした食料価格の高騰，「食料危機」の発
生である。国際乳製品価格および輸入飼料価格の上昇を
受け，基準取引価格と保証価格は 1974 年度以降のわず
か 3年間でそれぞれ 2倍弱も引き上げられた。これらの
差額である補給金単価は，1973 年度から 77 年度にかけ
て実に 3倍の 24.57 円となった。補給金単価と乳価の上
昇によって，1970 年代前半では停滞していた生乳生産
が一転して急増（図 1参照），需要を超えた増産で，70
年代後半には乳製品在庫が大きく増加した（図 2参照）。
過剰在庫で乳製品価格は安定指標価格を下回ったが，
1979 年度には財政余力が失われ，乳製品の買入介入に
加えて，限度数量（補給金交付対象数量）の拡大も不可
能になった。
不足払い制度が機能不全に陥る中で，政府による実質
的な要請を受け，全国の指定団体は協調して，需要予測
に応じて生乳生産量を事前調整する計画生産を 1979 年
度から開始した。国が行う米の減反政策と異なり，指定
団体の自主的な取り組みである。計画生産が可能となっ
た背景には，指定団体制度で全国の酪農家が高度に組織
化されていた点があった。指定団体の集乳シェアはほぼ
全ての地域で 95%以上あり，計画生産の実効性が担保さ
れた。指定団体は，補給金交付の継続（＝不足払い制度の
存続）と引き換えに計画生産を受け入れたため，これ以降，
補給金は計画生産の代償という性格を帯びていった。
計画生産の実施で 1980 年代半ばまでに過剰在庫はと
りあえず解消されたが，規模拡大による負債を抱えてい
た多くの酪農経営に，計画生産による生産量抑制は深刻

図 2　生乳需給の推移
出所：農林水産省「食料需給表」より作成
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図 1　生乳生産量と 1戸あたり経産牛飼養頭数の推移
出所：農林水産省「牛乳乳製品統計」，「畜産統計」より作成
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４　需給逼迫への転換と酪農「規制改革」

（1）バター不足の発生と生産基盤の脆弱化
この指定団体依存の需給調整様式は 2000 年代半ばま
で決定的な破綻なく成り立っていたが，2007 年以降に
断続的に発生したバター不足で大きな転機を迎えた。
2000 年代に入って加速した飲用乳需要の減少により，
脱脂粉乳在庫が増大した（図 2参照）。脱脂粉乳向け乳
価を部分的に輸入品水準まで引き下げて過剰在庫を処理
する対策が 2004 年度から実施され，乳価は下落した。
2006 年度は前年度より生産量を削減する計画減産が 12
年ぶりに行われ，酪農経営に大きな影響が生じた。その
ような事態の中，1970 年代前半以来の「食料危機」が
2007 年に発生した。飼料・資材価格は高騰，酪農所得は
半減して著しい打撃を酪農家に与え，生産減少を招いた。
バター不足は 2016 年頃まで断続的に続き，乳業メー
カーの販売制限や小売店での欠品，菓子・パン製造への
影響など社会問題化した。国家貿易でバター輸入が繰り
返されたものの，国内で多く消費されていた小口の冷蔵
バターを，輸入品で主流の大容量冷凍バターで代替する
のが困難で，北海道で生乳生産量が回復するまで容易に
不足は解消されなかったのである５）。
バター不足の背景には生産基盤の脆弱化がある。直接
的な契機は前述の計画減産や資材価格高騰だが，乳価
引き上げで所得が概ね回復した 2019 年現在でも，特に
都府県での生産減少は止まる気配がない。1戸あたり経
営規模は，1990 年の北海道，都府県でそれぞれ経産牛
30.2 頭，17.2 頭から，2017 年の 72.8 頭，38.9 頭と 2 倍
以上になったが，北海道ですら生産量が大きく増えてい
ない（図 1参照）。増産阻害要因は，労働力不足や経営
主の高齢化，将来的な乳価水準，後継者の未確保などが
挙げられる６）。
これら困難に対して，飼料生産・調製を共同で行う
TMRセンターや酪農家から農作業を受託するコントラ
クターといった事業体，複数の酪農家が出資する大型法
人経営（メガ，ギガファーム）が，政府の手厚い補助事業（畜
産クラスター事業など）の後押しを受けて次々に設立さ
れ，存在感を増している。だが，「過剰投資」による経
営持続性，生産資材・労働力の外部依存による高コスト
化・市況変化への脆さなどが懸念されている。酪農経営
の企業的性格の強まりは，一定のリスクを孕んでいる７）。
（2）「規制改革」による酪農政策の転換
酪農政策に関する近年のトピックは，2018 年度に行

われた一連の「規制改革」，具体的には CPTPP や日本
EU・EPAといったメガEPA（経済連携協定）の発効と，
改正畜産経営安定法（畜安法）施行という形で結実した

な打撃を与えた。
（2）指定団体依存の需給調整の展開
1980 年代以降も計画生産は継続されたが，財政制約
下で補給金支出額の削減・抑制が図られたため，不足払
い制度の運用は以下のように変容していった。
第 1に，政府価格の引き下げである。不足時の売渡介
入は行われる一方，過剰時の買入介入は在庫負担を懸念
して基本的に実施されなくなり，過剰時の乳製品価格の
下落に追随して安定指標価格が引き下げられる傾向とな
った。安定指標価格の引き下げは，保証価格と基準取引
価格（≒安定指標価格）との差額である補給金単価の上
昇をもたらすため，保証価格も連動して引き下げられ
た３）。1980 年代後半以降，補給金単価は 1kg 当たりほ
ぼ 10 円で固定されていく。
第 2に，補給金交付対象となる限度数量の抑制である。
生乳生産が増える中で限度数量を単に抑制すれば，過剰
による乳価下落や頻繁な計画減産による弊害が大きくな
る。そこで，補給金交付対象ではない用途への生乳販売
の転換が進められていった。
この用途転換は，指定団体に依存する形で進められ
た。1990 年代前半に，それまで増加を続けてきた飲用
乳需要が停滞から減少に転じ（図 2参照，飲用向け生乳
生産量が近似値），大幅かつ恒常的な過剰が発生する可
能性が高まったが，その過剰緩和に貢献したのが北海道
における生クリーム・脱脂濃縮乳（以下，生クリーム等）
向け用途の拡大である。北海道の指定団体であるホクレ
ンは生クリーム等向け乳価を引き下げ，大手乳業メーカ
ーは需要の増加しつつあったヨーグルト・乳飲料向けの
原料として生クリーム等向け生乳の購入を増やしていっ
た４）。政府は，このホクレンの取り組みを後追いする形
で，乳価引き下げ分を補填する奨励金制度を生クリーム
等向けで 1995 年度から導入した。北海道では，1990 年
代前半には 30 万 t 弱に過ぎなかった生クリーム等向け
は，2000年代には100万t近くに達し，効果は大であった。
1995 年に発効したWTO協定を受け，2001 年度に不
足払い法は改定された。政府価格は全て廃止され，固定
的な補給金単価を交付する制度となった。輸入数量規制
は廃止されて全品目で輸入自由化となった一方，国家貿
易制度は維持，輸入による影響が大きい乳製品は高関税
が課せられた。また，指定団体制度も維持され，同時に，
都府県では，取引交渉力や需給調整機能の強化を企図し
て指定団体の広域合併が行われた（45 団体が 8 団体に
合併）。2001 年度改定は政府関与の後退を意味したが，
指定団体制度を通じて，間接的に需給調整と酪農経営の
安定を図るという 1980 年代以降の暗黙的な体制が，制
度面で現状追認されたと言えるだろう。
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指定団体制度改革である。
この間のバター不足と，その原因である生乳生産量の
継続的減少は，これら「規制改革」の推進剤として作用
した面は否めない。例えば，指定団体制度改革の嚆矢と
なった 2016 年 3 月公表の規制改革会議（当時）の「意
見」では，生産減少に象徴される酪農低迷の原因のひと
つに，指定団体制度といった「生産・流通体制」を指摘
した。また，バター不足を補う輸入は，高関税で一般輸
入ができないため，国家貿易制度の枠組みで実施された。
指定団体制度や関税といった流通統制的な制度に酪農低
迷の要因を見出した上で，これらの規制を緩和し，競争
促進を通じて酪農を活性化させるという改革の「大義」
は，現代の新自由主義的な社会的潮流の中では理解を得
られやすかったと言える。1993 年の大凶作と米不足を
受けて，米の食管制度が改定された経過との類似点は興
味深い。
幾度かの制度改定は経たものの，日本の酪農政策は以
下の2点ではその基本的性格を維持してきた。すなわち，
第 1に関税や国家貿易制度で輸入を管理・規制しつつ国
産乳製品の振興を基本とする，第 2に指定団体制度を手
段として円滑な需給調整や酪農経営の安定化を図るとい
う点である。この点で，2018 年度の酪農「規制改革」は，
戦後の酪農政策の大転換を意味している。
CPTPPと日EU・EPAでは，豪州やニュージーランド，
EUといった乳製品輸出大国を対象に，これまでにない
水準で乳製品関税の撤廃・削減が行われていく。例えば，
チーズ関税は段階的に撤廃され，多くの輸入チーズが対
象となっていた国産チーズとの抱合せ利用を促す関税割
当制度は近い将来に無意味化し，国産利用のメリットが
失われる。また，指定乳製品である脱脂粉乳と代替性の
高いホエイ（チーズ副産物）も関税撤廃となる。
半世紀続いてきた不足払い法は廃止となり，不足払い
制度の内容は畜安法に移行された。それに伴って，指定
団体制度は廃止され，指定団体に生乳を出荷しない酪農
家でも一定の要件を満たせば補給金の交付対象となっ
た。加えて，指定団体（直接は単協）への全量委託原則
が見直され，部分委託（指定団体とその他企業等への同
時並行出荷）を明確に容認する制度が作られた。つまり，
指定団体の高い市場シェアを下げ，生乳流通主体の多様
化が意図されているのである８）。

５　おわりに

日本の酪農政策は，競争的な市場環境における弊害を
緩和するために，1960 年代には政府価格設定や市場介

入を行う不足払い制度が導入され，統制的な性格が強ま
った。だが，財政制約と需給緩和により 1970 年代末に
は早くも本来的な制度運用は不可能となり，政策的に高
い市場シェアを持たせた指定団体（農協）を通じて需給
調整と経営安定を図る間接的な手法に移行した。しかし
ながら，バター不足と生産減少を契機として，これまで
の制度の限界が認識され，指定団体制度廃止や関税撤廃・
削減といった競争的な市場環境を導入する制度再編の最
中に現状はある。だが，国際市場の影響が強まる中で，
指定団体が担ってきた需給調整，そして乳価交渉を通じ
た経営安定に関わる機能を，どの主体が代わりに担うの
か，必ずしも明確にはなっていない。
国内酪農しか原料を供給できない飲用乳の需要は長ら
く減少が続いていたが，機能性の再評価もあって，ここ
数年間では微増傾向に転換しつつある。人口減少で市場
は縮小するが，人口減少率ほどには需要は減らない見通
しも示されており，今後の乳製品の輸入増加もあって，
日本酪農の飲用仕向け比率のさらなる上昇が見込まれ
る９）。これまでは北海道を通じて間接的に都府県を支え
る政策体系であったが，特に生産減少の止まらない都府
県酪農を念頭に，政府が直接，酪農所得を補填する所得
補償制度の導入を検討する時期に差し掛かっていると言
えよう。

注釈
注） 本論考は，清水池（2019c）をベースとして加筆修正を加
えたものである。
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