
［農業市場研究　第 26 巻第３号（通巻 103 号）2017. 12］　43

Ⅰ　問題の背景と課題設定

2015年10月の環太平洋パートナーシップ協定
（以下、TPP）の「大筋合意」を受け、日本政府
はTPP国内対策としての「総合的なTPP関連政策

大綱」を公表した（2015年11月）。「大綱」では、
米・乳製品など、いわゆる「重要５品目」を対象
とした「経営安定対策の充実」が謳われた。

酪農分野では、加工原料乳生産者補給金制度
（以下、補給金制度）の改定が示されている。具
体的には、交付対象生乳の拡大と補給金単価算定
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Abstract:
This paper analyzes factors for the 2016 revision of the raw milk for dairy products subsidy in 

Japan through performance analysis of the measure with the “Fixed Payment” formula adopted in 
FY2001 (the 2000 revision). The subsidy to dairy farming aimed to compensate agricultural income 
and stabilize milk products supply. The paper demonstrates that the subsidy system with the “Fixed 
Payment” formula has not satisfactorily achieved the goals of the 2000 revision, namely price making 
of raw milk and dairy products that reflect supply and demand factors, balancing supply and demand 
for raw milk, and compensation of dairy farmers’ incomes. The 2016 revision expanded the amount of 
raw milk eligible for subsidies and adopted a deficiency payment formula to calculate the subsidy 
base unit. From a post-2015 political viewpoint, it appears that this revision has been implemented as 
a countermeasure against the Trans-Pacific Partnership (TPP) agreement. However, as 
implementation prior to the effective start of TPP suggests, it can be concluded that the 2016 revision 
has been essentially conducted to deal with dropping function of income compensation provided by 
the subsidy system in recent years. In addition, the consolidated subsidy base unit for three types of 
milk products (butter-skim milk powder, cheese, and cream), adopted in the 2016 revision, is 
expected to lessen the difficulty of balancing supply and demand in an agricultural cooperative’s joint 
marketing of Hokkaido. The government has depended on planned quantitative adjustment by the 
cooperative because of no policy to control directly supply and demand.
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方式の変更である。今回示された内容は、2000年
における制度改定（以下、2000年改定）以来の大
幅な改定を意味すると言える。

ところで、大綱における酪農分野の対策は単純
にTPP対策と言えない側面も有している。なぜな
ら、他の品目とは異なって、補給金制度改定は
TPPの発効を待たずに先行実施すると唯一位置
づけられているほか、制度改定の内容も「大筋合
意」以前から北海道の生産者団体が要求していた
政策内容を含んでいるからである。今回の制度改
定の動きを規定する要因の解明が求められる。

補給金制度に関する主要な既存研究には以下の
３つがある。矢坂（2009）は、乳製品価格・乳製
品向け乳価の硬直性とその背景にある数量的な需
給調整への傾斜を指摘したが、生乳生産費高騰に
関する言及は限定的である。清水池（2012）は、
2011年度におけるチーズ対策強化によって、チー
ズ対策と補給金制度との同一性・一体化の進行を
述べたが、補給金制度全体の分析は行っていな
い。中原（2000）は、2000年改定の背景と内容を
分析し、政策価格の廃止による過度の価格変動へ
の懸念を示した。近年における生乳生産費の高騰
や需給逼迫といった市場構造の変化を踏まえた補
給金制度の評価と、それを受けた今回の制度改定
の要因分析が必要と思われる。

本論文の課題は、2000年改定で導入された加工
原料乳生産者補給金制度の「固定払い」方式の評
価を通じて、今回の制度改定を規定する要因を解
明することである。その際、市場構造の変化に規
定されて国家の政策・制度が改定されるという視
角で分析する。なお、本論文では、補給金制度を
構成する要素のうち、補給金交付と需給調整を中
心に検討を行う。補給金制度における指定生乳生
産者団体制度（指定団体制度）と国家貿易制度
は、今回、直接の改定対象となっていないため、
分析対象から除外する１）。

以上の課題を明らかにするため、まず、2000年
改定の内容と目的、ならびに当時導入された補給
金単価の「固定払い」方式の仕組みを述べる。次
に、2000年改定の目的と照らしあわせて「固定払
い」方式の成果と問題点を指摘する。続いて、今
回の補給金制度改定を規定する市場構造を分析し
た上で、制度改定により予測される成果を示すこ

ととする。

Ⅱ　補給金制度の 2000 年改定と「固定払い」
方式

１　2000年改定の内容と目的
(1) 2000年改定以前の補給金制度
補給金制度は、1966年度に施行された加工原料

乳生産者補給金等暫定措置法（不足払い法）を根
拠法としている。同法は、合理的な乳価形成と牛
乳乳製品価格の安定、酪農乳業の健全な発展等を
目的として制定された。

2000年以前の制度は概ね以下のような内容であ
った。

脱脂粉乳・バターなどの主要乳製品２）に「安
定指標価格」を設定、国の市場介入を通じて市場
価格を「安定指標価格」に収斂させる。「安定指
標価格」から乳業メーカーの主要乳製品向け原料
乳（「加工原料乳」）の買入乳価である「基準取引
価格」を設定する。同時に、加工原料乳生産者の
経営を保証する水準の「保証価格」を設定し、「基
準取引価格」と「保証価格」との差額を補給金と
して酪農家に不足払いするというものであった。

また、生乳共販体制の強化のため、特定地域に
１生産者団体ずつ指定生乳生産者団体が指定さ
れ、補給金交付は指定団体に生乳を出荷する酪農
家に限定された。国家貿易制度も導入され、主要
乳製品の輸入は国の関与のもと基本的に不足時に
限定されることになった３）。

このように、各種政策価格の設定による価格支
持や流通統制が行われ、この時期の補給金制度は
国の強い統制の下で運営されてきた。

(2) 2000年改定の主な内容
ところが、2000年に補給金制度は大きく改定さ

れた。主な内容は以下の２点である。
第１に、補給金単価算定方式の変更である。従

来は２つの政策価格の差額を補給金単価としてい
たが、これら政策価格を全廃したうえで、単価算
定方法は「固定払い」方式へ転換した（詳細は後
述）。

第２に、価格支持の廃止に伴う乳価下落懸念に
対応して、乳価下落影響緩和（「ナラシ」）対策が
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導入された。加工原料乳価が「補填基準価格」（直
近３年平均）を下回った場合、酪農家と国とが供
出する積立金からその差額の８割が補填される。

指定団体制度と国家貿易制度に関しては、2000
年改定時には大きな改定は行われていない４）。

(3) 2000年改定の目的
補給金制度に関する2000年改定の目的は以下の

３点に整理できる。
第１に、1993年のGATT・ウルグアイ・ラウン

ド合意にもとづく国内支持（生産刺激的および貿
易歪曲的な価格支持・補給金など）の削減への対
応である。補給金制度も、政策価格を設定して価
格支持を行う「黄の政策」からの転換が求められ
たわけである。

第２に、乳製品と加工原料乳における「市場実
勢」を反映した価格の形成である。政策価格と価
格支持を廃止して、市場メカニズムにもとづく価
格形成・価格変動が目指された。2000年改定の元
になった「新たな酪農・乳業対策大綱」（1999年３
月公表）では、「市場実勢を反映した適正な価格
形成」と表現されている。

第３として、既述の補給金の「固定払い」と市
場メカニズムにもとづく価格形成という政策手段
を通じた、酪農家経営の安定と生乳需給の安定と
いう政策目標の実現である。2000年改定では政策
目標自体は変更されておらず、従来と異なる政策
手段でこれを達成しようと意図されたと言える。

２　「固定払い」方式のしくみ５）

(1) 補給金単価の算定
2000年改定で導入された補給金の「固定払い」

方式では、前年度の補給金単価を基準に、生乳生
産費の変動などを加味して次年度の単価が算定さ
れる（「生産費変動率方式」）。激変緩和のため、
2001年度単価は、旧制度の最終年度である2000年
度単価の据え置きとなり、翌2002年度単価は実質
的に2000年度単価を基準に算定された。

具体的には、補給金単価は、前年度補給金単価
に「生産コスト等変動率」を乗じて算定される。
生産コスト等変動率は、農林水産省統計の「牛乳
生産費調査」における加工原料乳生産地帯の北海
道のデータを用い、搾乳牛１頭あたり生産費変動

率を搾乳牛１頭あたり乳量変動率で除して求めら
れる６）。2016年度単価の場合、2012〜2014年度の
３年間と2011〜2013年度の３年間が比較期間とな
る７）。

2016年度現在、脱脂粉乳・バター等向けとチー
ズ向けの２用途を対象に補給金単価が設定されて
いる。２用途で単価水準は異なるものの、単価算
定方式は概ね同じである。

(2) 交付対象数量の設定
補給金単価とともに、補給金が交付される生乳

の上限数量を示す「交付対象数量」（2015年度以前
は「限度数量」と呼称）が設定される。

脱脂粉乳・バター等向けの場合、推定生乳生産
量から、牛乳など飲用乳や、脱脂粉乳・バター以
外の乳製品（生クリーム・チーズなど）の推定消
費量を控除し、国内の需給調整に必要とされる量
を加算して交付対象数量が設定される。

チーズの場合は、直近10年間のチーズ向け生乳
供給量のトレンドにもとづいて算出される。

脱脂粉乳・バター等向けの交付対象数量は、生
乳生産量からその他の牛乳乳製品の需要量を控除
した残余量を基準とした、国産の脱脂粉乳・バタ
ーの需要量に応じて設定されている。一方で、チ
ーズ向けの場合は、チーズ向け生乳の供給拡大を
奨励するという政策意図の下、交付対象数量が意
欲的に設定されていると言えよう８）。

Ⅲ　補給金制度における「固定払い」方式の
評価

１　2001年度以降の補給金単価等の推移
本節では、現行の補給金制度における「固定払

い」方式の評価を行う。なお、チーズ向けも2014
年度から補給金の交付対象となったが、歴史が浅
く交付額も多くはないため、分析対象から除外す
るが、必要に応じて付言する９）。

表１に、脱脂粉乳・バター等向け補給金単価等
の推移を示した。2001年度以降の補給金単価は、
生乳生産費の大幅な上昇を受けて、当初の10.30
円/kgから2015年度の12.90円/kgまで徐々に引き
上げられたが、その変動幅は2.6円である。1980
年代には１kgあたり12円近く変動したことを考
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えると、狭い変動幅と言える。換言すれば、補給
金単価が安定して推移しているとも言え、「固定
払い」方式と呼ばれる理由となっている。

交付対象数量（交付限度数量）は、脱脂粉乳・
バター需要の減少に対応して減少傾向にある。
2015年度の交付対象数量は、2001年度比で49万t・
22％減の178万tである。交付実績を意味する認定
数量は、2010年度までは概ね交付対象数量と同一
であったが、2011年度以降は生乳需給の逼迫のた
め、交付対象数量との対比で85.4〜95.4％の水準
に留まっている。

補給金予算額に相当する交付上限額（＝補給金
単価×交付対象数量）は、2001年度以降は210〜
230億円でほぼ横ばいである。2000年度以前と比
較すると予算規模は20〜30億円程度縮小したもの

の、制度改定以降の期間では特に予算規模が縮小
しているわけではない。一方、交付実績額は、前
述の理由があって近年では200億円前後で推移し
ている。

表１　脱脂粉乳・バター等向け補給金単価等の推移

年度
補給金 
単価

（円/kg）

交付対象
数量（A）

（t）

認定数量
（B）
（t）

B/A
交付

実績額
（億円）

交付
限度額

（億円）
1995 11.49 2,300,000 2,364,557 102.8 264.3 264.3
1996 11.49 2,300,000 2,379,779 103.5 264.3 264.3
1997 10.87 2,400,000 2,362,424 98.4 256.8 260.9
1998 10.84 2,400,000 2,320,407 96.7 251.5 260.2
1999 10.80 2,400,000 2,309,494 96.2 249.4 259.2
2000 10.30 2,400,000 2,124,537 88.5 218.8 247.2
2001 10.30 2,270,000 2,090,021 92.1 215.3 233.8
2002 11.00 2,200,000 2,047,536 93.1 225.2 242.0
2003 10.74 2,100,000 2,114,861 100.7 225.5 225.5
2004 10.52 2,100,000 2,095,650 99.8 220.5 220.9
2005 10.40 2,050,000 2,182,197 106.4 213.2 213.2
2006 10.40 2,030,000 2,033,308 100.2 211.1 211.1
2007 10.55 1,980,000 1,961,399 99.1 206.9 208.9
2008

（6月まで） 11.55
1,950,000 1,844,030 99.1 217.0 208.9

2008
（7月以降） 11.85

2009 11.85 1,950,000 2,032,290 104.2 231.1 231.1
2010 11.85 1,850,000 1,797,177 97.1 213.0 219.2
2011 11.95 1,850,000 1,631,786 88.2 195.0 221.1
2012 12.20 1,830,000 1,745,158 95.4 212.9 223.3
2013 12.55 1,810,000 1,602,987 88.6 201.2 227.2
2014 12.80 1,800,000 1,537,298 85.4 196.8 230.4
2015 12.90 1,780,000 1,636,386 91.9 211.1 229.6

資料：農畜産業振興機構資料より作成。
　注：１）交付対象数量は、2015年度以前は限度数量と

呼称。
　　　２）認定数量は、実際に補給金が交付された実績

数量を示す。
　　　３）交付限度額は補給金単価に交付対象数量を乗

じて求めた。
　　　４）2008年度は補給金単価が期中改定された。

図１　脱脂粉乳・バターの大口需要者価格の推移

資料：農林水産省「乳製品の大口需要者価格の動向」よ
り作成。
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２　「固定払い」方式の評価
(1) 乳価・乳製品価格への「市場実勢」の反映
図１に脱脂粉乳・バターの大口需要者価格、図

２に日本最大の乳製品向け生乳販売団体であるホ
クレンの用途別乳価の推移を示した。

バターは1990年代、脱脂粉乳は2000年代前半の
期間、在庫は過剰傾向で推移していた10）。しかし
ながら、脱脂粉乳・バターの大口需要者価格、ホ
クレンの脱脂粉乳・バター等向け乳価は前述の過
剰傾向の期間中、ほぼ横ばいである。

一方、生乳需給は2007年度以降、逼迫傾向に転
じたが、その中でも在庫水準は上下している11）。
だが、脱脂粉乳・バターの大口需要者価格、脱脂
粉乳・バター等向け乳価はほぼ一貫して上昇して
いる。乳価・価格の動きは需給動向の反映という
よりも、生乳生産費高騰を受けた乳価引き上げと
それによる製品価格への転嫁に伴う動きと解釈す
るのが妥当であろう。

1990年代以降、脱脂粉乳・バターに関する乳
価・製品価格の下方硬直性が顕著であり、「市場
実勢」＝需給を反映した価格形成がなされている
とは言いがたい。この要因は、高い関税障壁によ
る国内市場の国際市場からの隔離、価格安定を志
向する生乳生産者団体・乳業メーカー・大口需要
者の寡占的市場構造12）にあると思われる。

(2) 生乳需給の安定
前述のように乳価・乳製品価格が需給動向を反

映していない以上、需給調整は数量調整に依存す
ることになる。実際に、需給緩和時は指定団体の
計画生産と乳製品在庫処理、需給逼迫時は指定団
体による増産、生乳の用途間分配調整といった補
給金制度の枠組み外、すなわち指定団体による生
乳共販を通じた数量調整がなされてきた13）。

補給金制度における交付対象数量の設定自体に
は需給調整機能は現状ではほとんどなく、補給金
交付の対象数量の上限を示す程度の役割しかない
と考えられる。2011年度以降、交付実績数量であ
る認定数量が交付対象数量をずっと下回っている
のはその証左のひとつと言える（表１）。

(3) 生産者の経営の安定
既述のように、補給金単価は生乳生産費によっ

て変動する。しかし、ホクレンの脱脂粉乳・バタ
ー等向け乳価と比較して補給金単価は２割弱の水
準であり、生乳生産費が上昇しても補給金単価の
引き上げ幅はわずかである。

表２は、搾乳牛通年換算１頭あたりの全算入生
産費および補給金交付推定額の推移である。生産
費が対前年度比で増加しても、補給金交付額増加
分は生産費増加分の3.9％〜21.9％に留まっている
だけではなく、2007年度・2011年度・2013年度の
補給金交付額は対前年度比で減少すらしている。
これら３年度は前年度より補給金単価が引き上げ
られたものの、需給逼迫のため、交付対象である
脱脂粉乳・バター等向けの比率が低下した結果、
単価引き上げ効果が相殺され、補給金交付額が減
ったのである14）。

このように、補給金交付による酪農家の所得補
償機能は限定的と言わざるを得ない。

Ⅳ　今回の補給金制度改定を規定する要因

１　今回の制度改定の内容
図３に、制度改定後の補給金単価のイメージを

示した。現行制度では、脱脂粉乳・バター等向け
とチーズ向けにそれぞれ異なる補給金単価が適用

表２　北海道における搾乳牛通年換算１頭あたり全
算入生産費と補給金交付推定額

単位：円/頭

年度
全算入生産費 補給金交付額

対前年度比 対前年度比
2005 595,232 6,641 39,093 147
2006 590,372 ▲ 4,860 36,769 ▲ 2,324
2007 611,614 21,242 35,493 ▲ 1,276
2008 655,723 44,109 37,225 1,732
2009 652,232 ▲ 3,491 41,175 3,950
2010 646,478 ▲ 5,754 37,156 ▲ 4,019
2011 653,607 7,129 33,619 ▲ 3,537
2012 664,006 10,399 35,900 2,280
2013 671,178 7,172 34,879 ▲ 1,020
2014 678,448 7,270 35,204 325

資料：農林水産省「畜産物生産費統計」、ホクレン「北
海道指定生乳生産者団体情報」（ホクレン販売乳量）
より作成。

　注：１）補給金は脱脂粉乳・バター等向けのみ。
　　　２）補給金交付額＝搾乳牛通年換算１頭あたり実

搾乳量×補給金単価×（脱脂粉乳・バター等
向け生乳量／ホクレン販売乳量）。

　　　３）2008年度補給金は、期中改定のため、期中改
定前後の単純平均単価を用いた。
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されているが、改定後は現行２用途に生クリーム
等向け（クリーム・脱脂濃縮乳・濃縮乳用途）を
加えた乳製品向け３用途全体に同一の単価を適用
する。

初年度の補給金単価は、北海道の実搾乳量１
kgあたり生乳生産費の過去３年平均と、販売乳
量１kgあたり乳製品向け３用途の平均乳価の過
去３年平均との差額となる。生産費の扱いは基本
的に現行と同じだが、家族労働費と副産物収入は
現状を反映した修正値が用いられる15）。また、生
産費は現行では乳脂肪分3.5％換算値であったが、
実搾乳量ベースの数値に変更される16）。乳価は、
ホクレンの脱脂粉乳・バター等向け、生クリーム
等向け、チーズ向けの取引乳価である。

次年度以降の単価は、初年度単価をもとに、現
行とほぼ同じ方式で求められる「生産コスト等変
動率」を用いて算定される。なお、「経済状況が
著しく変化した際」には、その時点で改めて生産
費と平均乳価の差額から単価を更新することとさ
れた。交付対象数量は、乳製品向け３用途で一枠
の数量を設定するとされた以外に、算定面の大き
な変更点はない。

新基準にもとづいて、2017年度単価を10.56円/
kg、同・交付対象数量を350万tとする決定が、
2016年12月に農林水産省から公表された。

生乳生産費と販売乳価との差額を補給金単価と

する点では不足払い方式に転換したと言えるもの
の、不足払い方式で算定されるのは初年度単価の
みで、通常年の単価算定は現行と同じ生産費変動
方式である。その点で、対象用途への生クリーム
等向け追加以外の変更点は、さほど大きくはない
とも言える。

２　制度改定を規定する要因
以下では、補給金制度改定を規定する諸要因を

検討する。

(1) TPP「大筋合意」
第１に、2015年10月のTPP「大筋合意」である。

TPP国内対策として翌月公表された政府の「総合
的なTPP関連政策大綱」では、補給金制度への生
クリーム等向けの追加・補給金単価の一本化・経
済状況に応じた適切な単価の見直しが明示された。

このように、今回の制度改定は直接にはTPP
対策の位置づけだが、この補給金制度の改定に関
してのみ、TPP発効を待たず、2017年度から先行
実施されるという極めて例外的な扱いとなってい
る17）。「大綱」の内容は、北海道の生産者団体が
近年求めてきた政策要求事項に類似しており、

「大筋合意」のタイミングで生産者団体の要求を
受け入れたという見方も可能と思われる18）。

TPP発効で予想される乳価下落に対して、現
行制度は乳価下落の影響を緩和するナラシ対策が

図３　改定後の補給金単価のイメージ

資料：農林水産省生産局（2016）等にもとづき筆者作成。
　注：１）色塗り部分が補給金単価、棒グラフの高さが

乳価・生産費の相対的な水準を表している。
　　　２）北海道の生乳生産費には集送乳経費・販売手

数料・企画管理労働費を含む。
　　　３）乳製品向け３用途の乳価は、ホクレンの取引

乳価である。

図４　ホクレン販売乳量に占める補給金交付対象用
途の比率

資料：ホクレン酪農部資料より作成。
　注：1987年度から2013年度までチーズ向けは交付対象

から除外。
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あるだけで、所得補償機能は弱い。そのため、乳
価下落が補給金単価の引き上げにつながる制度改
定が検討されたと考えられる。

(2) 所得補償機能の低下
第２に、２つの側面での所得補償機能の低下で

ある。
１つは、表２のように、現行の「固定払い」方

式では、2007年度以降の生乳生産費高騰に対する
補給金単価上昇が限定的で、所得補償が十分でな
い点である。

いま１つは、補給金交付対象用途の比率低下に
伴う補償機能の低下である。

図４に、ホクレン販売乳量に占める補給金交付
対象用途の比率を示した。1970〜80年代は80％水
準で推移したが、それ以降は傾向的に低下してい
る。要因としては、チーズ向けの対象用途からの
除外（1987年度）、脱脂粉乳・バター需要の減少、
1990年代以降の液状化対策（脱脂粉乳・バター等
向けから生クリーム等向けへの置き換え対策19））
の実施が挙げられる。

2014年度に再びチーズ向けが交付対象に追加さ
れたものの、交付対象は2015年度現在47.5％で、
補給金制度の初期と比べて大きく低下している。
補給金単価が上がっていない以上、対象用途が縮
小すれば、補給金交付による所得補償機能は弱ま
ると言える。

なお、今回の制度改定によって、対象用途の比
率は2015年度数値で78.4％まで上昇し、補給金制
度発足当初の水準まで回帰することになる。

(3) 生乳共販における需給変動への対応
第３に、生乳共販における需給変動への対応で

ある。
日本の乳製品向け生乳の大半を取り扱うホクレ

ン共販では、この間の需給逼迫時に、乳業メーカ
ーに対する現行の生乳分配ルールの課題が表面化
した。すなわち、現状の基本的ルールは、飲用乳
向け・生クリーム等向けは乳業メーカーの必要量
に応じて優先分配し、その残余を脱脂粉乳・バタ
ー等向けとして分配する内容である。しかし、そ
の結果、需給のしわ寄せが脱脂粉乳・バター等向
けに集中、生乳生産量の減少以上に、同用途が減

少する事態が頻発した20）。
これを受けて、ホクレンは、2008年度と2011年

度以降に、生クリーム等向けおよびチーズ向けに
対する分配削減・抑制、脱脂粉乳・バター等向け
への上乗せ分配という生乳分配ルールの部分的修
正を実施してきた。だが、ルールの修正過程で生
乳分配をめぐる乳業メーカー間の紛争が表面化、
意見調整に時間を要したため、バター不足の長期
化・深刻化に及ぼした影響は小さくないと思われ
る。

この紛争の要因は、各メーカーでの重視用途の
違いである。各大手メーカー処理乳量のうち、脱
脂粉乳・バター等向けの占める比率は、雪印メグ
ミルク54.5％、よつ葉乳業59.1％に対し、明治
29.7％、森永乳業37.2％である。一方、生クリー
ム等向けの比率は、雪印メグミルク16.0％、よつ
葉乳業19.8％に対し、明治47.0％、森永乳業39.5
％である21）。このように、前２社と後２社とで用
途構成に違いが見られる。つまり、生クリーム等
向けの分配抑制、脱脂粉乳・バター等向けへの上
乗せは、後２社から前２社への生乳の移し替えを
意味するのである22）。

現行ルールにおける分配優先度は、基本的には
現行ルールが定められた1980年代前半時点での乳
価順に設定された23）。しかし、1990年代半ば以降、
補給金を加えた酪農家手取り乳価は、脱脂粉乳・
バター等向けが生クリーム等向けより高く、生ク
リーム等向けが脱脂粉乳・バター等向けより優先
される分配ルールと矛盾する状態となっている。
これは、1990年代半ば以降に、ホクレンが脱脂粉
乳やバターの過剰在庫を解消するために「液状化
対策」を行ってきたことと関係する。ホクレン
は、脱脂粉乳・バター等向け生乳から生クリーム
等向け生乳への販売転換を促すために、生クリー
ム等向け乳価を引き下げた24）。脱脂粉乳やバター
の過剰在庫が生じていた時期、つまり需給緩和時
には、生クリーム等向けを拡大させる必要があっ
た、ならびに生クリーム等向け生乳の拡大分を対
象とする国の奨励金交付がなされたため、脱脂粉
乳・バター等向け（補給金込み）と生クリーム等
向けの分配優先度と乳価との矛盾状態はほとんど
問題視されなかった。だが、需給逼迫に転じて脱
脂粉乳・バター等向け生乳の量的確保が問題にな
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るとともに、2011年度に生クリーム等向け対象の
奨励金交付が廃止される25）と、一部の乳業メー
カーや酪農家から先に述べた矛盾状態が指摘され
るようになったのである。

そのような中、ホクレンは2014年12月に「新た
な取引手法」の構築を報告した26）。このうち、分
配ルールに関しては、乳業メーカーの「得意分野」
を尊重し、かつ需給変動へ柔軟に対応できるよ
う、脱脂粉乳・バター等向け、生クリーム等向
け、チーズ向けの乳製品向け３用途の分配優先度
を同等とする趣旨であった。その理屈付けとし
て、これら乳製品向け３用途の酪農家手取り乳価
を同水準にする必要があり、乳価本体と合わせ
て、３用途にまたがった同水準の補給金単価が求
められることになる。

2015年６月には、北海道農協酪農・畜産本部委
員会とホクレン生乳受託販売委員会による「平成
28年度概算要求に向けた政策提案事項」が公表さ
れ、そこでは乳製品向け３用途に対する一本化さ
れた補給金単価の設定が謳われた27）。これは、実
際の制度改定の内容とほぼ同一である。

農林水産省は今回の制度改定に際して、需給変
動への対応の面に言及してはいない。だが、乳業
メーカーへのバター増産要請（2014年11月）やバ
ターの度重なる「追加輸入」などに見られるよう
に、国として需給安定に強い関心を払っているの
は確かであり、ホクレン共販の事情に配慮した可
能性が示唆される。

３　制度改定で予測される効果と課題
(1) 効果
制度改定で予測される効果は、所得補償機能の

向上である。交付対象用途の拡大、ならびに基準
単価の算定に生乳生産費と乳価が用いられること
が理由である。生乳生産費上昇と乳価下落は、基
準となる補給金単価の引き上げ要素となる。特
に、乳価はこれまでは単価算定に織り込まれてい
なかったため、大きな変更点である。

2017年度単価は10.56円/kg、交付対象数量は
350万t、補給金総額は370億円であり、2016年度
を64億円も上回っている。2015年度のホクレン販
売実績で試算すると、現行制度ではホクレン販売
乳量１kgあたりの補給金交付額（チーズ向け含

む）は6.4円であったが、新制度では同・8.3円と
なり、約２円の上昇である。制度改定そのものに
よって、酪農家手取乳価の上昇が期待できる状況
である。

(2) 課題
一方で、以下の３点が課題として指摘できる。
第１に、生産費上昇や乳価下落に対応して補給

金単価が引き上げられる仕組みとなったものの、
それはあくまでも基準単価である点である。通常
年は、従来と同じく「生産費変動率方式」で単価
は設定されるため、単価の大きな変動はない。「経
済状況が著しく変化した際」に基準単価が更新さ
れることになっているものの、それは政策当局の
判断に委ねられている。生産費や乳価の変化に対
応した迅速な単価更新がなされるかは不確定であ
り、酪農経営上のリスク要因になる可能性がある。

第２に、需給調整における補給金制度の役割は
変更されず、現行制度下の需給調整の問題は残存
する点である。2000年改定では需給動向を反映し
た価格形成とそれによる生乳需給の安定が意図さ
れたが、現在に至るまで達成されておらず、今回
の改定を経ても状況に変化はないと予想される。
補給金制度の目的に生乳需給の安定を謳いつつも
実態としては空文化しており、国家貿易による輸
入管理を除き、生乳生産者団体と一部の乳業メー
カーによる数量的な需給調整に依存する体制が続
くことになる。国として需給調整にどのように関
与するか、今後の課題として残されたと言える。

第３に、補給金単価の一層の「政治価格」化の
進行である。とりわけ、北海道の生乳共販にとっ
て、交付対象用途が全体の８割まで上昇し、さら
に交付総額も拡大することで、補給金単価が酪農
家所得を大きく規定するとの認識が強まると予想
される。

これまでも、補給金単価は、政府与党と生産者
関係団体との政治的折衝を通じた実質引き上げと
いった、公的な補給金単価算定方式を超える例外
的な措置が幾度か講じられ、「政治価格」の様相
を呈してきた28）。今後、こういった関係がさらに
強化されれば、補給金制度への依存深化による生
乳共販上のリスクに加え、共販の自立性の弱化が
懸念される。
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(3) 制度改定によるわが国の酪農への影響
以上をまとめると、制度改定によって所得補償

機能は改定前と比較して向上するものの、その程
度は限定的であると思われる。

なぜなら、前述のように、乳価や生産費の変動
が基準単価の更新で確実に緩和できる保証はな
く、更新が行われたとしても変動発生から単価更
新までのタイムラグの生じる可能性がある。ま
た、若干上昇したとはいえ、依然として単価水準
自体が高いとは言えない。乳製品向けの多い北海
道でも、交付単価水準は酪農家手取り乳価（プー
ル乳価）対比で１割に達しないと予想されるほ
か、飲用向け主体の都府県では同・１％程度にす
ぎないと想定される。通常年では、従来通り「生
産費変動率方式」で単価は変動するが、この程度
の単価水準では生産費が上昇しても、生産費上昇
分に対する実際の単価引き上げ幅はわずかであ
る。2000年改定時の補給金制度と同じ限界が依然
として残るのである（Ⅲ-２-（3）参照）。

よって、制度改定後の補給金制度でも、生産基
盤の脆弱化とそれによる生乳生産量の減少が続く
現状を打開する効果を単独では有していないと考
えられる。特に、生産減少の著しい都府県酪農に
関しては極めて限定的な効果しか期待できない。
生産基盤の維持・強化のためには、都府県酪農も
広くカバーできる、現状制度とは異なる方式にも
とづく所得補償制度が必要と言える。

Ⅴ　結論と展望

本論文は、現行の「固定払い」方式の評価を通
じて、今回の補給金制度改定を規定する要因を解
明することを課題とした。

2001年度以降の現行制度下では補給金単価は安
定しており、その点では「固定払い」として一定
機能したと言える。一方で、2000年改定の目的で
あった「市場実勢」（需給動向）を反映した乳価・
乳製品価格の形成と、それによる生乳需給の安
定、酪農家経営の安定が達成されたとは言いがた
い。

今回、生乳生産費と、乳製品向け３用途（脱脂
粉乳・バター等向け、チーズ向け、新たに追加さ
れた生クリーム等向け）の平均販売乳価との差額

を基準単価とする方式に制度が変更された。基準
単価をもとに通常年は「生産費変動率方式」で単
価を改定し、経済状況の大きな変化が生じた場合
には基準単価を更新する。

制度改定の直接的な要因は、TPP「大筋合意」
に伴う国内対策の実施である。しかしながら、補
給金制度がTPP発効を待たず先行改定されるこ
とが示唆するように、今回の制度改定は、2000年
改定以降に表面化してきた制度の問題点に対処す
る側面を有している。具体的には、乳価下落に対
応する補償制度がないことや、生乳生産費上昇時
における単価引き上げの不十分さ、補給金交付対
象用途の減少による所得補償機能の低下である。
制度改定で所得補償機能は向上するものの、2000
年改定以来の課題である需給動向を反映した価格
形成とそれによる需給安定の達成目途は立ってい
ないため、国としては今後も需給安定には生乳生
産者団体の数量的な需給調整に依存せざるを得な
い。その点で、今回の補給金制度改定が北海道の
生乳共販における需給調整上の課題を緩和する目
的もあったと思われる点は、国と生産者団体との
需給調整をめぐる関係性をよく表していると言え
よう。

規制改革の一環として実施された、2016年の指
定生乳生産者団体制度改革では、基本的に全ての
酪農家に補給金が交付されることになった（「農
業競争力プログラム」、2016年11月29日公表）。す
なわち、現在は指定団体に生乳を出荷する酪農家
のみに交付されているが、今後は指定団体に出荷
しない酪農家にも交付される。

指定団体制度の需給調整上の意義は、補給金交
付によって酪農家を指定団体共販に結集させ、こ
の指定団体に一元的な需給調整を担わせる点にあ
った。その点で、今回の改革は、指定団体制度の
根幹の変更を意味する。同時に実施されるであろ
う部分委託制度の拡充と相まって、指定団体の共
販率が低下して指定団体を経由しない生乳流通が
増加すれば、指定団体共販を通じた需給調整の実
効性が低下する。

本論文が対象とした今回の補給金制度改定で
は、需給調整については依然として指定団体共販
依存の現行体制を維持したにも関わらず、2016年
の指定団体制度改革は指定団体共販の需給調整機
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能を低下させかねない内容を含んでいる。ほぼ同
時並行的に打ち出されたこれらの制度改定をとも
に実施した場合、生乳需給の安定化は困難であ
り、需給調整に関する国の政策的立場は明らかに
矛盾している。これまで、国の需給調整への関与
は指定団体を通じた間接的なものにとどまってい
たが、現行手法の機能低下が予想される以上、国
として需給調整に直接関与する政策手段の構築が
求められていると言えよう。

付記
本研究は、平成28年度「乳の社会文化」学術研

究の助成を受けた研究成果の一部である。

注
１）指定団体制度については、2016年11月に政府

の「農業競争力強化プログラム」が公表さ
れ、大幅な制度改正が行われることになっ
た。指定団体制度改革は補給金制度の根幹に
関わる内容を含んでいる。しかし、指定団体
制度改革は、TPP対策に始まる補給金制度の
改定の動きとは一線を画する外的な与件と判
断した。矢坂（2016）は補給金制度に関する
一連の改革の相互矛盾性を指摘してもいる。

２）法律上は「特定乳製品」で、脱脂粉乳、バタ
ー、全脂加糖練乳、脱脂加糖練乳などである。

３）1995年に発効したWTO協定でも主要乳製品
の輸入禁止的な高関税率が設定されたが、そ
の際に導入されたカレントアクセスにより、
一定量の乳製品輸入を毎年度継続して行うこ
とになった。

４）指定団体は都道府県ごとに１団体が指定され
たが、生乳流通の広域化を踏まえ、都府県で
は広域合併が進み、2000年までに８指定団体
に再編された。

５）農林水産省生産局「平成28年度加工原料乳生
産者補給金単価等説明資料」、2015年12月、
http://www.maff.go.jp/j/chikusan/~kikaku/
lin/pdf/siryo_5-1.pdf（2016年12月21日 ア ク
セス）を参照。

６）生産費は、搾乳牛１頭あたり全算入生産費
を、飼養頭数規模別飼養頭数ウェイトにより
加重平均した上で、集送乳経費・販売手数

料・企画管理労働費を加算した修正生産費を
用いている。乳量は、搾乳牛通年換算１頭あ
たり乳脂肪分3.5％換算乳量を上記と同様に
加重平均した修正乳量となっている。

７）ただし、購入飼料費などの物材費は、2012〜
2014年度期間は2015年度８〜10月の、2011〜
2013年度期間は2014年度同期間の物価水準に
修正されており、実質的に2014年度と2015年
度の物価変動が単価算定に織り込まれている。

８）ここ３年間のチーズ向け交付対象数量は、供
給量の停滞傾向にも関わらず、52万tで固定
されている。チーズ向けの位置づけについて
は、清水池（2012）pp.3〜4を参照。

９）2014年度以降、チーズ向け補給金単価は15円
/kg台前半、交付対象数量は52万t、認定数量
は40万t台、交付金額は70億円程度である。

10）清水池（2015）pp.108〜109。
11）Shimizuike（2014）p.36参照。例えば、2008

年度と2009年度は在庫水準が大きく上昇し、
逼迫傾向は明らかに後退している。

12）矢坂（2009）pp.77〜79参照。
13）矢坂（2009）pp.79〜81、Shimizuike（2014）

pp.39〜43を参照。ともに数量調整依存の需
給調整の限界性が指摘されている。

14）ホクレンでは、脱脂粉乳・バター等向けは他
の用途の残余分配であるため、需給逼迫時の
影響が集中する。後述のⅣ３参照。ホクレン
販売乳量に占める同用途の比率は、2009年度
までは40％台であったが、それ以降は30％台
まで低下した。

15）家族労働費は酪農の長時間労働を反映する時
間外労働を加味した労賃単価、副産物収入は
この間の牛個体価格高騰を受けて過去７年平
均が用いられる。いずれも補給金単価引き上
げに作用する。

16）実態として平均乳脂肪率が3.5％を上回って
いるためである。変更前の3.5％換算値では
生産費が実態より低く評価される。

17）2016年11月の米国大統領選挙の結果、TPP発
効の見通しが立たない状況となったが、2017
年度から新制度となる方針は変わっていない。

18）北海道農協酪農・畜産対策本部などの「政策
提案」によると、2010〜2014年度に生クリー
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ム等向けへの支援対策、2015年度には「大綱」
に類似した内容が要求されている。

19）清水池（2015）pp.83〜84参照。
20）Shimizuike（2014）pp.38〜39、Table2を参照。
21）2015年度実績。ホクレン「北海道指定生乳生

産者団体情報」より。これら大手メーカー４
社でホクレンの約７割の生乳を処理する。

22）Shimizuike（2014）pp.41〜43参照。
23）清水池（2015）pp.63〜64参照。
24）清水池（2015）pp.83〜84参照。
25）清水池（2012）pp.2〜3参照。
26）以下は、ホクレン「北海道指定生乳生産者団

体情報」第192号、2014年12月10日付と、ホ
クレン酪農部へのヒアリングにもとづく。

27）前掲誌第199号、2015年６月30日付参照。
28）例えば、2015年度単価は生産費下落を受けて

引き下げ改定となったが、改定決定の過程で
関連対策が別途措置され、実質引き上げとな
った。
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