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Abstract:
An increasing number of studies have pointed out that the perspective of a supply chain rather than 

an individual industry is important for disaster management in the dairy industry. This study aims to 
evaluate existing disaster measures by analyzing the impacts of the 2008 Hokkaido Eastern Iburi 
Earthquake on a milk supply chain. The analysis primarily addresses the stages from dairy farming to 
milk processing, focusing on the redundancy and flexibility of the supply chain. The widespread 
electricity outage caused by the earthquake brought most dairy plants to a halt and a large amount of 
raw milk was discarded. However, milk production quickly recovered as many dairy farmers were able 
to use their own power generators. Compared to raw milk production, dairy corporations took a longer 
time to recover due to the disposal of products and raw milk as well as restrictions on capacity for raw 
milk transportation. The supply chain measures after the earthquake were based on the policy of 
minimizing milk wastage by continuously shipping raw milk to dairy plants with power generation 
facilities, even during power outages. This policy framework is similar to supply and demand 
adjustment in normal times and presupposes that milk corporations pay more adjustment costs than 
producers. However, depending on the scale of the disaster, this approach may not be effective and 
could have a prolonged impact on the supply chain. To increase supply chain resilience, it is necessary 
to discuss how to share costs among chain actors.
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1．問題の背景と課題設定

近年、農業やフード・サプライチェーンに深刻
な影響を及ぼす大規模災害が相次いでいる。フー
ドチェーンでも、牛乳・乳製品のサプライチェー
ン（以下、ミルクサプライチェーン）は、生乳生
産における電力常時利用や、生乳、牛乳・乳製品
の腐敗のしやすさという製品特性から、短時間で
もインフラが寸断されると大きな影響が生じうる。
その点を明白にしたのが、2018年9月6日未明に発
生した平成30年北海道胆振東部地震（以下、胆振
東部地震）であった。最大震度7の地震動に加え、
特定の電力会社管内全域での停電となる日本初の
ブラックアウト（以下、全域停電）が本震直後に
発生した。停電は地震発生3日目までに概ね解消
したが（大規模停電検証委員会，2018）、北海道
全体で約2万tの生乳が廃棄されるなど、ミルクサ
プライチェーンへの影響は甚大であった。

レジリエンス強化のために求められるサプライ
チェーンの機能に、既存の資源を状況に応じて再
配置する「柔軟性」（Flexibility）と、余分の資源
を事前に確保する「冗長性」（Redundancy）があ
り（Rice and Caniato, 2003）、フードチェーンで
もこれは該当する（新山，2019）（註1）。ただし、
特に冗長性の確保は、平時では費用増と認識され
て効率性と矛盾するため、冗長性と効率性とのバ
ランスが意識される（Rice and Caniato, 2003；
木立，2019）。

東日本大震災時のミルクサプライチェーンを対
象とした矢坂（2013）は、個別事業者の部分最適
とサプライチェーンの全体最適との矛盾を挙げ、
事業者間の情報共有と信頼関係の重要性を指摘し
た。また、胆振東部地震後の対策が停電対策に偏
重している点に懸念を示し、ミルクサプライチェ
ーン全体の視点からの対策が必要との指摘もなさ
れている（本郷，2018）。これらの指摘は、ミル
クサプライチェーンでは、サプライチェーン・マ
ネジメントで想定されるような包括的な管理・対
応が不十分な現状を示唆する。頑健なサプライチ
ェーンを構築する上で、胆振東部地震による影響
と既存対策の検討が必要と思われる。

本論文の課題は、胆振東部地震を事例に、地震
災害によるミルクサプライチェーンへの影響分析
を通じて、現在実施されている対策の課題を検討
することである。その際、サプライチェーンの柔
軟性と冗長性、サプライチェーンの包括的対応の
観点から評価を行う。

ミルクサプライチェーンは、川上から順に、酪
農段階（酪農家）、集送乳段階（農協等）、乳業段
階（乳業メーカー）、卸・小売段階（卸・小売業）、
消費段階（消費者）で構成される。本論文の分析
対象は酪農から乳業までの段階に限定するが、乳
業メーカーから卸・小売業への出荷も部分的に含
める。また、対象地域は北海道が中心となるが、
北海道から都府県への生乳移出を考慮して関東地
方も分析対象とする。

以上の課題を解明するため、まず、胆振東部地
震の被害の特徴とミルクサプライチェーンへの影
響を概観する（2節）。次に、全道の生乳集出荷組
織を対象としたアンケートと事例分析から、酪
農・集送乳段階への影響を分析する（3節）。続い
て、乳業段階における影響を、道内の乳業メーカ
ーと、北海道からの移出生乳を利用する関東地方
の事例分析から解明する（4節）。最後に、サプラ
イチェーンにおける既存対策の課題を考察する

（5節）。

2．胆振東部地震とミルクサプライチェーン

1）胆振東部地震の被害の特徴
胆振東部地震による被害の特徴として、以下の

点を指摘できる。
第1に、地震動による被害は局所的であった。

地震の大きさはマグニチュード6.7、最大震度は7
だったが、震度6弱以上を記録したのは震央の厚
真町と安平町、千歳市、苫小牧市に概ね限られた

（全道に占める面積は約2%）（註2）。また、住家全
壊被害が出たのは8自治体（計469棟）に留まった。
地震動被害は局所的と言える。

第2に、北海道の全域停電である。全域停電の
発生で、地震動の被害が全くなかった地域も含め
て、北海道全域で日常生活や経済活動が不可能と
なった。東日本大震災の際にも広域停電が生じた
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が、通電地域と陸続きで、電力支援を受けるのが
比較的容易であった。しかし、胆振東部地震では、
海を隔てた他地域からの電力支援は容易ではなく、
主要地域での停電復旧に約45時間を要した（大規
模停電検証委員会，2018）。

胆振東部地震の被害額合計は1,647億円、うち
地震関係1,484億円、停電関係162億円であった

（災害検証委員会，2019）。分野別（北海道所管部
局）の内訳は、地震関係では漁港・林道等の損壊

（水産林務部）512億円、河道・道路・橋梁等の被
害（建設部）474億円、農業（農政部）154億円、
停電関係では商品廃棄（経済部）135億円、畜産
物等被害（農政部）24億円などである。農業分野
では、地震関係で計154億円、ほとんどが農地・
農業用施設被害、停電関係では計24.8億円、うち
畜産物被害のみで23.6億円と大半を占め、そのほ
とんどが生乳廃棄によるものである。

これだけ見ると、地震動による施設・インフラ
の被害額が大きく、停電被害は小さく見える。だ
が、停電による営業・操業停止による商工業の売
上減少額は、前述の被害額とは別に約1,318億円
と見積もられている（災害検証委員会，2019）。

この被害額は前述の直接被害額に近く、停電被害
は決して小さくはない。

2）ミルクサプライチェーンへの影響波及
図1に、胆振東部地震によるミルクサプライチ

ェーンでの影響波及を示した。
まず、地震動による影響である。酪農段階では

牛舎・設備の損壊→搾乳不能、集送乳段階では道
路・橋梁の損壊→集送乳不能、乳業段階では工場
の損壊→生乳受入不能が考えられる。ただ、前述
のように地震動による被害は局所的で、こういっ
たフローでの影響は大きくなかったと思われる。

次に、全域停電による影響である。酪農段階で
は①搾乳機器等の稼働停止→搾乳不能、集送乳段
階では②信号機停止等など交通インフラ停止→集
送乳不能、乳業段階では③工場稼働停止→生乳受
入不能といった影響フローが想定できる。①は自
家発電機所有、②は交通量が希薄な農村部では大
きな問題に必ずしもならないが、重大なのは③で
ある。実際に、地震当時、工場稼働の継続を可能
とする非常用発電施設を持つ乳業工場はほぼなか
った。道内の主要39工場（1日あたり生乳処理量

図1　平成30年北海道胆振東部地震によるミルクサプライチェーンへの影響波及
註：黒太矢印は特に影響の大きかったと推定されるフローを表す。
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2t以上）のうち、稼働を続けたのはよつ葉乳業の
2工場のみであった（註3）。

工場が稼働を停止すると、受入先がないため集
送乳ができなくなり、酪農段階では仮に自家発電
機で搾乳できても出荷不能で、生乳は廃棄される。
生乳は生産・流通段階で保存できないため、乳業
工場が停止すると、サプライチェーンの川上方向
に影響が連鎖し、最終的に生乳廃棄に至る。ミル
クサプライチェーン特有の影響波及と言える。

また、胆振東部地震では、全域停電という特異
な災害が、本州と陸続きではない孤島の北海道で
起きたことによって、ミルクサプライチェーンへ
の影響を大きくした。全域停電により、北海道全
域で生乳貯蔵と牛乳・乳製品の製造が困難になる
とともに、本州とは海で隔てられているため、集
送乳ルートの変更による流通過程での調整も大き
く制約された。東日本大震災では被災地域外への
生乳の広域配送によって生乳廃棄が減少した（矢
坂，2013：pp.245–248）が、胆振東部地震ではこ
ういった流通調整も難しかったのである。

3．酪農・集送乳段階の影響

1）アンケートの実施方法と回答の状況
酪農・集送乳段階の影響把握を目的に、北海道

道内の集送乳組織を対象に、アンケート調査を
2019年7月に実施した（設問数37）。対象は104組織、
うちホクレンに出荷するJAグループ系の単位農
協と専門農協系の酪農協で計100組織、ならびに、
ホクレンに出荷せず、独自に集送乳を行うその他
の4組織（註4）である。ホクレン出荷組織に対し
てはホクレン経由でアンケート用紙を電子メール
で送信し、各組織の担当者が回答後に電子メール
で直接、返信した。その他組織に対しては、担当
者と直接、電子メールでアンケート用紙の送信、
返信を行った。

アンケートに回答したのは50組織で、組織数ベ
ースの回答率は48.1%、回答組織の集出荷する生
乳の累積量が北海道の生乳生産量（2018年度）に
占める比率は51.9%であった。ホクレン出荷の100
組織のうち49組織、その他の4組織のうち1組織が
回答した。ホクレン取扱量の9割弱を占める十勝、

根室、オホーツク、釧路、宗谷の5地域の回答率
（組織数ベース）は50.0% 〜100.0%だったが、そ
の他7地域のうち4地域で50%未満の回答率となっ
た（註5）。

2）北海道全体の状況
まず、集乳地域の被害状況（複数回答可）であ

る。回答した全50組織が停電被害を回答したのに
対し、建物・設備の損壊は4組織、水道管破損等
による断水は2組織、土砂崩れ等による主要道路
通行不能は1組織のみであった。これら地震動被
害を回答した組織は、震央の胆振とその周辺に集
中する。よって、全道規模で見ると、停電被害が
中心と言える。

全域停電から完全復旧までの平均時間は、胆
振・日高で3日半、渡島・檜山で約3日、根室、釧
路、十勝、オホーツク、上川で約2日、宗谷、留
萌、空知で2日未満だった。道内の多くの地域で
完全復旧に2日以上を要した（註6）。

自家発電機を利用できた酪農家の比率（地震後
の借用・購入を含む）は全道平均で89.5%、逆に
利用できなかった酪農家は9.6%、集送乳組織が自
家発電機の利用状況を把握できなかった酪農家は
1.2％であった（註7）。自家発電機を利用できな
かった酪農家が全道平均を超えた地域は、留萌

（37.5%）、釧路（25.8%）、十勝（11.5%）である。
送乳先である乳業工場の稼働状況は、稼働継続

が8組織（十勝7、オホーツク1）のみで、部分停
止が7組織、全面停止が38組織であった（註8）。

集乳の状況は、地震当日9月6日で全面停止36組
織、部分停止6組織、通常通り8組織、7日で全面
停止21組織、部分停止22組織、通常通り7組織、8
日で全面停止5組織、部分停止10組織、通常通り
34組織、9日で全面停止0組織、部分停止6組織、
通常通り43組織、10日で通常通り49組織となった

（註9）。地震3日目（8日）で3分の2、4日目（9日）
には大半の組織で集乳は正常化した。

9月6日から10日までの生乳廃棄量は、10,020t
に達した（49組織の合計。1組織が未回答）。北海
道全体では、生乳廃棄量は約2万t（道内の約2日
分の生産量相当）、被害額は約21億円との試算が
ある（註10）。
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生乳廃棄の形態（複数回答可）は、集乳せず酪
農家段階で廃棄が44組織、集乳した上で廃棄が8
組織、その他が3組織であり、生乳を全く廃棄し
ていないのは2組織のみであった。廃棄方法（複
数回答可）は、糞尿処理施設への投入（39組織）、
圃場散布（25組織）が多く、産業廃棄物処理業者
への搬入（5組織）は少なかった。

生乳廃棄を減らすため、停電下でホクレンは臨
時の生乳の広域配送を実施した。稼働を継続する
乳業工場に、通常はその工場に配送されない遠隔
地の生乳を送ったのである。ホクレンは、平時か
ら、乳業工場の稼働状況と出荷可能な集送乳組織
の双方の情報をマッチングさせる機能を持つ。各
地の工場が随時再開するにつれて、ホクレンは臨
時の広域送乳を減らし、集送乳体制は正常化して
いった。回答した50組織のうち、臨時送乳を行な
ったのは28.0%（14組織）、送乳量は1,433tであっ
た。

最後に、停電による搾乳不能・遅れを原因とす
る乳房炎などの疾病による生産への影響である。
乳牛疾病による生産への影響が大きかったと回答
した（「甚大な」「大きな」の合計）のは30組織、

「多少」影響が出たと回答したのは14組織で、
88%の組織で何らかの影響が出たと回答した。し
かし、生乳生産の回復に要した期間は長くはなか
った。1日あたり集乳量が地震前の水準まで回復
した時期は、9月末までが32組織、10月末までが
11組織、10月末以降が7組織であった。2018年9月
のホクレン集乳量は前年度同月比5%減だったが、
2018年度の北海道の生乳生産量は前
年度比1.2%の増加で、直近10年間で
は2番目の高さであった（農林水産
省「牛乳乳製品統計」）。生乳生産へ
の影響は、年単位で見れば大きくな
かったと言える（註11）。

加えて、ホクレンは廃棄生乳の乳
代半額相当の支援金を酪農家に支給
した（註12）ほか、独自の支援対策
を実施した単協もあった。また、国
も災害緊急対策（酪農経営支援総合
対策事業）（註13）による支援を行な
った。その結果、生乳廃棄による影

響は、その相当部分が金銭的に補填されたと思わ
れる。

3）農協Aの事例分析
個別事例の分析を行うために、道央圏で最大規

模の集乳量を擁する農協Aと、農協A経由で調査
依頼を行い協力が得られた組合員3戸にヒアリン
グを実施した（2018年11月、12月）。

①酪農段階
胆振東部地震時の農協Aの生乳出荷者は70戸、

うち自家発電機所有が25戸、地震発生後の購入・
借用が26戸（註14）、利用不能が19戸であった。

サイロに亀裂が入るといった地震動被害が出た
組合員もいたが、大半の組合員が停電被害のみで
あった。一部の組合員では乳房炎が発生したが、
地震後、生乳生産量は次第に回復し、農協A全体
では地震3週間後の9月末には地震前の水準に回復
した。

表1は調査を実施した組合員3戸の経営概況であ
る。組合員1・2は家族経営で、飼養頭数規模は北
海道平均の半分程度である。組合員3はメガファ
ームで、24時間のロボット搾乳を行う。

組合員1は、東日本大震災後に行われた国の補
助事業で導入した自家発電機を所有していた。ト
ラクター駆動型で出力は60kwであり、搾乳機と
バルククーラーの稼働には十分な出力であった。
以前から年1回は発電機を使用して使用方法を習
熟し、配線のための目印も付けるなど工夫をして

表1　農協Aの組合員3戸の経営概況

組合員1 組合員2 組合員3
所在地の
推定震度 震度6強 震度5強 震度5強

飼養頭数 経産牛37〜40頭、
育成牛35〜38頭

経産牛32頭、
育成牛18頭

経産牛560頭、
育成牛165頭

牛舎形態 つなぎ牛舎 つなぎ牛舎 フリーストール牛舎

飼料畑面積 デントコーン10ha、
牧草23ha 牧草30ha デントコーン

100ha、牧草100ha
生産量 364〜380t/年 210t/年 5000t/年
発電機の有無 有（所有） 有（借用） 有（所有）

その他の設備 太陽光パネル 特になし 搾乳ロボット、
バイオガスプラント

出所：ヒアリング、気象庁・平成30年北海道胆振東部地震「推定震度分布図」
より作成。

　註：1）推定震度は、気象庁の推定震度分布図と調査牧場の住所を照ら
し合わせて記載。
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いた。さらに、トラクター燃料は常に2週間以上
分を備蓄していた。地震前日の9月5日に台風21号
による停電が起き、すでに自家発電機を使ってい
た。牧場周辺の推定震度は6強であったが、建物
被害はなかった。地震の停電は8日20時まで続い
たが、速やかに配線作業を行なって自家発電機を
利用したため、搾乳の遅れはなく、牛の健康状態
にも問題は起きなかった。なお、太陽光パネルは
あったが売電用で、自家用には利用できなかった。

組合員2は、地震前日に台風21号による停電が
発生し、知人の酪農家から自家発電機を借りてい
た。地震動による被害はなかったが、8日22時ま
で停電となり、この発電機を使用した。しかし、
発電機の出力が小さかったため、複数の機械を同
時に稼働できなかった。搾乳の場合、搾乳機、搾
乳機洗浄装置、バルククーラーとその都度、配線
作業を行う必要があった。頻繁な配線作業に加え
て、発電機を周辺の酪農家2戸と共有して利用し
たため、搾乳作業が遅れた。また、自動給餌器の
停止により、給餌も遅れた。これらの作業遅れで
牛は神経質になっていたが、乳房炎などの疾病は
発生しなかった。

組合員3は、地震時に、2015年導入の自家発電
機（出力150kw）と、糞尿を利用したバイオガス
プラント（出力150kw）の合計300kwの発電能力
を持っていた。しかし、バイオガスプランドの稼
働継続には外部からの電力供給が必要だったため
停電により停止し、さらに売電用のため自家用に
は使用できなかった。地震の揺れによる被害はな
く、地震発生1時間後の4時30分から自家発電機の
配線作業を開始した。日常的に発電機は使ってい
たものの、搾乳ロボットとバルククーラーへの接
続経験がなく、配線作業に手間取り、ロボット搾
乳を再開できたのは6時間半後の11時になった。
搾乳停止時間は8時間に達して搾乳ペースが乱れ、
1頭あたり乳量が2割強低下し、2頭が流産した。
乳房炎発生はなかった。また、自家発電機で稼働
できたのは搾乳ロボット（8台）とスクレーパー

（除糞装置）、バルククーラーのみで、自動給餌器
や牛舎内照明、換気扇は停止したままとなった。
停電復旧は9月8日4時頃で、牧場稼働の正常化は
同日11時であった。長時間停電を想定していなか

ったため燃料備蓄がなく、自家発電機用燃料が尽
きる恐れがあった。生乳生産量は復旧後、速やか
に回復した。

②集送乳段階
農協Aの集乳は、第1便と第2便に分かれた全15

コースで、ミルクローリーが概ね2日1回の頻度で
各組合員から集荷する。地震当日の9月6日は15コ
ース全てで集乳が行われたが、停電により工場稼
働の停止が続いたため、ローリーで集荷された生
乳はそのまま産廃業者へ搬入、全量廃棄された。
翌7日は第1便のみローリーを運行したが、停電長
期化を想定して、第2便では集乳しない旨を組合
員へ連絡した。第1便で集められた生乳は前日と
同様に廃棄され、第2便で集荷予定だった生乳は、
各組合員で廃棄された。廃棄方法は、生乳をバキ
ュームカーで集めて堆肥場、あるいは産廃業者へ
の搬入となった。9月8日朝に工場が再開し、8日
からは通常通り集送乳が行われた。

4）小括
全域停電により酪農段階では多くの生乳廃棄が

発生したものの、ホクレンや集送乳組織の支援金、
国の緊急対策によって、その損失額のかなりの部
分が補填された。また、半数以上の集送乳組織で
1か月以内には生産は回復した。酪農段階での影
響は、結果的に大きくなかったと言える。

一方、集送乳段階のホクレンや集送乳組織は、
酪農家に対する支援金の原資捻出や、臨時の広域
配送に要した費用という形で損失を負担した。

4．乳業段階の影響

1）調査対象と方法
乳業段階の影響把握のために、3つの調査を以

下の方法で実施した。
第1に、北海道内の乳業工場への影響の全体的

な把握である。道内に複数工場を展開する大手乳
業メーカー全4社（明治、よつ葉乳業、雪印メグ
ミルク、森永乳業）、ならびに胆振東部地震の震
央から半径50km圏内に立地する中小乳業メーカ
ーのうち調査協力が得られた2社に構造化インタ
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ビ ュ ー を実 施 した（2018年11月、2019年1月、
2020年2月・3月）（註15）。

第2に、個別の乳業メーカーの事例分析である。
道央圏で最大規模の処理乳量の工場を有する中小
乳業メーカー Bにヒアリングを実施した（2018年
11月、2019年1月）。

第3に、生乳移出を通じた関東地方への影響分
析である。共販組織間の生乳移出入を仲介する全
農酪農部と、関東地方の集送乳を行う関東生乳販
売農業協同組合連合会（以下、関東生乳販連）、
北海道からの移出生乳を多く購入する大手乳業メ
ーカー Cにヒアリングを実施した（2019年7月）。

2）北海道全体の状況
地震発生時、北海道内には、大手乳業メーカー

4社で22工場、中小乳業メーカーで17工場があっ
た（生乳処理量2t/日以上の工場）。地震発生によ
り、工場をフル稼働できる非常用発電施設が設置
されていたよつ葉乳業の2工場（十勝主管工場、
オホーツク工場）を除き、全て稼働停止に追い込
まれた。一部の工場設備が地震動で損傷したもの
の影響は軽微で、地震動由来の直接被害による稼
働停止はなく、稼働停止の要因は全域停電であっ
た。北海道の主要地域で地震3日目の9月8日夜ま
でに通電が開始され、10日昼までに大半の工場が
稼働を再開した（註16）。

多くの工場で通電再開時期は地震翌日の9月7日
から8日であったが、停電復旧後すぐに再開でき
た工場と、数日間を要した工場とに分かれた。地
震が発生した9月6日未明に稼働停止中の工場は早
く再開できたが、稼働中の工場は再開に時間を要
した。その理由は、製造ライン中に滞留した原材
料や仕掛品を除去して、ライン内を洗浄するのに
時間がかかったためである。製造ラインの長時間
停止は想定されておらず、設備を分解して洗浄し、
さらに正常に自動洗浄可能か確認する作業が必要
となった。

廃棄する原材料や仕掛品をライン外にいったん
排出して貯留する場所や設備の確保に時間がかか
った、産廃処理業者の対応能力に限度があった点
も、復旧に時間がかかった要因と回答した乳業メ
ーカーも複数あった。廃棄方法は、産廃業者への

依頼や、工場内の廃水処理施設である。廃水処理
は好気性微生物を利用する。だが、停電で曝気が
停止して微生物が死滅し、廃水処理が不能、ある
いは処理能力が低下する事態も発生した。加えて、
製品を貯蔵する冷蔵庫・冷凍庫が停電で停止して
庫内温度が上昇、社内基準を超え、廃棄処分が必
要となったものの、原材料・仕掛品の廃棄と同様
の理由で廃棄が遅延した。完成品を貯蔵する冷蔵
庫・冷凍庫のスペースが確保できなければ、製造
再開は困難である。また、複数のメーカーが、生
産資材の配送が止まって包装材や燃料が不足し、
操業回復を妨げる要因になったと回答した。この
ように、製造ラインからの原材料等の抜き取りや
原材料・製品の廃棄は、工場の稼働再開や、操業
度回復を阻害する重大なボトルネックと認識され
ていた。

複数の乳業メーカーの回答によると、停電によ
る小売業者・卸売業者の流通センターの受け入れ
停止、配送業者が輸送手段や燃料を確保できない
といった理由で、工場としては出荷可能だったが
出荷できないという事態が起きた。工場敷地内に
需給調整用の倉庫を持つ特定の大手メーカーや、
常温保存が可能な粉乳などは製品を長期間、保管
可能だが、多くのメーカーや生鮮品の場合、数日
間を超える出荷停止が起きると、工場内の貯蔵ス
ペースが容量を超え、製造の制約要因となりうる
可能性が指摘された。

3）道内乳業メーカー Bの事例
中小乳業メーカー Bは都市近郊に立地し、飲用

牛乳を主に製造する。工場所在地の揺れは震度6
弱であった。地震発生時、メーカー Bの工場は稼
働しておらず、非常用発電施設はなかった。

地震当日20時に工場は通電したものの、工場設
備の点検・修理と製造ラインの試運転による動作
確認を行い、生乳の受け入れと工場稼働の再開は
地震3日目の8日朝となった。稼働再開後、8日か
ら11日までは、需要の多い成分無調整牛乳のみを
製造した。11日からは学校給食用牛乳、12日から
は成分調整牛乳、14日からはヨーグルトの製造を
再開した。製造した製品を収納する冷蔵庫内の温
度上昇に伴う製品廃棄に時間を要したこと、地震
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により部分損壊した一部タンクの使用不能のため、
製品ラインナップの制限と工場稼働率の低下が生
じた。また、工場再開直後は、メーカーとしては
出荷可能であるが、小売店の物流センターが製品
廃棄の対応で停止し、製品出荷ができない事態が
起きた。通常の製造体制に戻ったのは、およそ2
か月後の11月上旬になった。

乳業メーカー Bにとって、大きな負担となった
のは製品の廃棄であった。地震時、原料乳タンク
には前日集荷分、タンク容量の半分の生乳約110t
が入っていた。保温機能が高いため、基準温度で
ある10℃を停電後も超えなかったが、通電後、搾
乳から72時間を経過した30tの生乳は廃棄された。
一方、製品向け冷蔵庫内の温度は地震当日15時に
は基準の10℃を超過したため、全量廃棄が決まっ
た。廃棄となった製品の容量は250kl、2日分の製
造量であった。工場再開後、冷蔵庫を空ける必要
があるため、廃棄対象の製品は屋外の倉庫などに
一時移動された。通常、廃棄品は公営ごみ焼却施
設で製品のまま焼却処分されるが、市内各所で発
生した大量の食品廃棄物により受入量が大幅に制
限された。そこで、公営焼却施設に加え、民間の
産廃業者にも依頼した。ただし、民間業者の場合、
メーカー Bで包材と中身の牛乳を手作業で仕分け
る必要があった。産廃業者の処理能力は1週間に
14klであり、廃棄作業は地震の約2か月後の11月
中旬までかかった。また、公営焼却施設向けの廃
棄は1日あたり受入量が3tに制限され（9月中は
1t）、廃棄が完了したのは地震から実に3か月半後
の12月中旬であった。

4）生乳移出と都府県乳業メーカーへの影響
胆振東部地震の起きた9月は、北海道から都府

県への生乳移出量が1年で最も多い。暑熱で都府
県の生乳生産量が落ち込む一方、牛乳消費が最も
多くなり、都府県で生乳が不足するためである。
2018年9月（地震前）は1日あたり約2,000tの生乳
を移出していた。移送手段は主にフェリーで、太
平洋側から関東地方へ、日本海側から近畿地方な
どへ移出される。

全域停電による工場の稼働停止や集送乳の混乱
によって、移出量は大きく低下した。地震当日の

9月6日は通常時の3分の2まで減少、翌7日には、
太平洋側のフェリー欠航や道内工場の出荷停止、
停電による交通網混乱などによって、移出量はゼ
ロとなった。その後、ホクレンの集乳量は9月中
旬には地震前の水準近くまで回復し、移出量はそ
れに伴って徐々に増加した。だが、乳業メーカー
の需要量を移出量が下回る状態は10月末まで続き、
メーカーによる販売制限が行われた。それによっ
て、関東地方の量販店等でも牛乳の欠品、あるい
は品薄状態が継続した。

移出生乳を利用する都府県の乳業メーカーは、
荒天によるフェリー欠航が予測される場合、自社
工場の貯乳タンクの繰越乳（前日から次の日へタ
ンク内で繰り越す原料乳）を多めに確保して不足
に備える。だが、9月などの最需要期はそもそも
繰越乳の積み増しが難しく、繰越乳をむしろ減ら
して、移出生乳が確保できるまでに必要な生乳の
確保を試みる。ところが、胆振東部地震の際には
移出量低下が長期化したため、繰越乳を使い果た
し、自社内での調整ができなくなった。そこで、
関東生乳販連は、飲用向け配乳量を1メーカーあ
たり一律10%削減し、移出生乳を利用するメーカ
ーに対して北海道生乳減少分の補填を試みたが、
その効果は限度があった。関東生乳販連の削減率
は9月中旬から緩和されたが、台風24号（9月29日
〜10月1日）と台風25号（10月6日・7日）による
フェリーの欠航、遅延で、回復してきた移出量が
再び大きく減少した。その結果、量販店への制限
販売や関東生乳販連の配乳削減は10月中旬まで続
けられた。影響が長期化した一因は、9月から10
月にかけた最需要期では、移出に使用できるタン
クやミルクローリーのドライバーなど道内の移出
能力などが従来からフル稼働の状態で、移出量が
1日あたり需要量を下回ったとしても翌日に上乗
せ補填できなかったことが考えられる。

5）小括
非常用発電施設のない乳業工場では、少なくと

も、地震発生当日に加工予定の生乳と同日出荷予
定だった製品の多くが廃棄された。これは量的に
は、酪農段階における2日分の生乳廃棄と同等量
である。しかし、乳業段階に対しては、酪農段階
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のような国やサプライチェーンの他の主体による
損失補填や支援は行われていない。サプライチェ
ーンで見た場合、災害の損失負担は乳業段階に偏
りが見られる。また、廃棄作業や設備損傷、生乳
移出能力の制約によって、工場稼働への影響が酪
農段階以上に長期化した場合もあった。

5．ミルクサプライチェーンにおける対策の
課題

1）既存対策の内容
本節では、主に胆振東部地震後に行われている

災害対策の内容を検討する。災害対策（予定を含
む）の内容は、それぞれ3節の集送乳組織へのア
ンケートと4節の乳業メーカーへの構造化インタ
ビュー、ならびにサプライチェーン視点の対策は
北海道における酪農・乳業における停電時の体制
指針検討会（以下、指針検討会）（2019）にもとづ
く。

①酪農・集送乳段階
集送乳組織が、胆振東部地震以前に実施済の対

策（複数回答、50組織が回答）は、酪農家への自
家発電機導入22組織、対応マニュアルの作成10組
織、貸出用自家発電機の所有9組織などであった。
一方、特に対策を実施していなかったのは20組織
で、全体の4割に達していた。

胆振東部地震後に実施済、あるいは実施予定の
対策（複数回答、48組織が回答）は、酪農家への
自家発電機導入44組織、貸出用自家発電機の所有
13組織、断水時の給水対策12組織、対策会議や訓
練の実施10組織、効率的な生乳廃棄方法の検討5
組織、燃料など生産資材の備蓄4組織などである。
回答した組織の全てが、自家発電機に関わる対策
を行なう。

北海道農政部（註17）によれば、2020年8月末
時点で、酪農家への自家発電機・配電盤の普及率
は73%で、2019年 の40%から大 きく上 昇 した。
2021年3月までに普及率は約80%に達すると北海
道は見込んでいる。

自家発電機・配電盤の整備に対する助成制度と
して、国の事業（酪農経営支援総合対策事業、補

助率2分の1以内）と北海道の事業（災害時酪農施
設電源確保緊急対策事業、上記対策に上乗せ補助
4分の1）が措置された。

②乳業段階
胆振東部地震後、乳業メーカーは、道内の工場

への非常用発電施設の導入、あるいは導入予定が
あると回答している。胆振東部地震時に2工場の
フル稼働を継続したよつ葉乳業は、残りの2工場
にもフル稼働を可能とする発電施設をすでに導入
した（2020年3月時点）。一部のメーカーでも工場
のフル稼働可能な発電施設の導入予定がある一方、
多くのメーカーでは、貯乳タンクや製品用冷蔵
庫・冷凍庫、廃水処理施設の稼働を維持する程度
の発電施設の導入に留める対応が見られる。これ
ら一部設備の稼働維持は、全域停電時に迅速な稼
働再開の障害となった経験を踏まえたものと思わ
れる。

2020年9月時点の状況（註18）を確認すると、
工場のフル稼働が可能な発電施設を導入したのは
よつ葉乳業4工場、明治1工場の計5工場のみであ
る（導入予定含む）。その他の大手乳業メーカー

（関連会社含む）では、4工場で生乳受入可能（貯
乳タンク稼働可能）な発電施設、11工場で一部施
設の稼働が可能な発電施設の導入（予定含む）と
なっている。中小乳業メーカーでは、3工場で生
乳受入可能な発電施設、1工場で一部施設の稼働
が可能な発電施設の導入、4工場で検討中、3工場
で導入予定なしである。

発電施設以外の対応策では、長期間停電による
廃棄物の大量発生を想定した産廃業者との連携強
化や、廃棄する製品・仕掛品を製造ライン外へ抜
き取る際の一時的な受け皿となる容器・タンクの
設置を挙げた乳業メーカーが多かった。製品等の
廃棄が、胆振東部地震時に大きな困難となった点
を反映していると言える。

なお、乳業工場への非常用発電施設導入に対す
る国の事業には乳業工場非常用電源緊急整備事業
があり、補助率は工事費などの3分の1（中小メー
カーの場合は2分の1）であった。
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③ミルクサプライチェーン
ホクレン、JA北海道中央会、乳業メーカー8社、

北海道乳業協会、農林水産省、北海道で構成され
た指針検討会は、2019年3月に停電時のミルクサ
プライチェーンの対応指針を公表した（指針検討
会，2019）。牛乳・乳製品の安定供給のために、

「乳牛」と「牛乳乳製品（生乳含む）」を優先的に
「守る」としている。想定するリスクは全域停電
だが、物流など重要インフラや、牛乳・乳製品を
購入する卸売業・小売業・他の食品メーカーは停
電下でも稼働を続け、なおかつ停電は24時間以内
に復旧するという前提条件である。

指針の内容は以下の通りである。北海道の1日
あたり生乳生産量約1.1万tのうち、A. 2,800tは酪
農家の自家発電機で搾乳は可能だがバルククーラ
ーでの冷却が不可能であるため廃棄、B. 4,100tは
自家発電機で稼働するバルククーラーで一時貯乳、
C. 残り4,100tは出荷してサプライチェーンで吸収
する。Cを可能とするため、北海道内を「十勝・
道央・道南」、「道北・オホーツク」、「根釧」の3
地区に分け、地区ごとに非常用発電施設を持つ複
数の乳業工場を確保し、工場のフル稼働、あるい
は生乳受入の継続を可能とする体制を構築する

（註19）。前述した工場への発電施設導入は、この
3地区分担体制に対応した動きである。

2）考察
以上の結果を踏まえ、既存の災害対策を検討す

る。その際、サプライチェーンの冗長性と柔軟性、
サプライチェーンを包括する対応かどうかという
視点から考察する。

第1に、酪農・集送乳段階の対策は停電対策に
偏重している。生乳出荷の有無を問わず、乳牛の
健康維持のためには継続的な搾乳、そのための電
源確保が必須であるから、自家発電機は必要不可
欠で、合理的な対応である。実際に、全ての集送
乳組織が自家発電機に関する対策を行っている。
しかし、経営維持に必要な給水や生産資材の備蓄
といった対策を行う組織は多いとは言えない。加
えて、胆振東部地震を含め過去の災害時には、酪
農現場でたびたび生乳廃棄が起きているにも関わ
らず、生乳廃棄を前提とした対策を採る組織は

10%にすぎない（前述アンケート）。生乳の圃場
廃棄は、周辺の住民や環境に影響を及ぼしうるた
め、あくまで緊急避難的措置であり、無制限に許
容されてはいない（矢坂，2013：p.246）。既存対
策は特定分野に偏っていると思われる。

第2に、乳業段階では、冗長性（余分の資源確
保）と効率性のとのバランスを意識した対策が行
われている。実際に、フル稼働可能な発電施設を
導入したのは5工場とわずかである。その要因は、
まず、導入・運用費用が高額な点である（註20）。
加えて、工場をフル稼働させても、停電下でも物
流は正常という限られた条件でしか、その効果は
得られない。出荷が止まれば、短期間で工場内の
貯蔵施設はオーバーフローを起こす。よって、大
半の工場では、発電施設を導入するとしても貯乳
タンクや製品貯蔵庫などに限定し、直接は原料
乳・製品廃棄の量的抑制が企図されている。その
結果、フル稼働可能な発電施設の導入は、農協系
資本として需給調整を企業使命とし、工場敷地内
に大規模倉庫を持つよつ葉乳業の4工場と、停電
時以外でも活用できるコジェネレーション発電施
設を導入した明治の1工場だけとなった。

第3に、指針検討会（2019）で示されたサプラ
イチェーン対策の指針は柔軟性に乏しいと考えら
れる。指針の前提条件は、全域停電が24時間以内
に復旧する、停電下でも物流や卸・小売業が稼働
を継続する内容で、かなり限定的と言える。実際
に、この条件は胆振東部地震にも合致しない。本
条件下では、例えば、1日を超えて停電が続けば、
酪農家のバルククーラーや工場の貯乳タンクから
生乳が溢れ、想定よりも生乳廃棄は増大する。ま
た、数日間以上、物流が停止すれば、工場の製品
貯蔵施設が容量を超え、製品廃棄や工場稼働の停
止が予想される。これらは、政府の想定する北海
道の地震・津波災害でも起きうる事態である（註
21）。以上を踏まえると、指針検討会（2019）の
指針は、実際に生じうる乳業段階における製品・
原料乳廃棄のリスクに対する指針というよりは、
全域停電下で、酪農段階での生乳廃棄量を最小化
できる条件と体制を示した指針と理解できる。よ
って、本指針の内容は、実質的な災害対策として
は不十分と思われる。具体的には、乳業段階での



フードシステム研究第28巻１号　2021. ６

−26−

製品・生乳の廃棄発生抑止の視点が求められる。
このような指針が策定される背景のひとつに、

平時の需給調整の枠組みとの類似性が考えられる。
需要に応じた供給調整が困難な生乳は、生産段階
ではなく、生乳流通と乳業の段階で需給調整が行
われる。具体的には、牛乳・乳製品の用途別需要
に応じた配乳調整と、これら残余分の脱脂粉乳・
バター加工を通じた在庫量で調整する（清水池，
2015：pp.63–65）。今回の指針と需給調整は、と
もに乳業段階における製造品目構成および乳製品
在庫による調整という同様の枠組みを持つ。すな
わち、サプライチェーン途絶といった災害時や需
給緩和時は、生鮮品から保存性の高い脱脂粉乳・
バターへ製造品目構成をシフトさせ、在庫保有量
を高める調整が行われる。

また、費用負担面でも同様の指摘ができる。需
給調整コストは、生乳の全量出荷を継続する酪農
段階では直接的には負担されず、配乳調整によっ
てホクレンや集送乳組織が一部負担する（間接的
には酪農家負担）ものの、多くは在庫費や工場稼
働率変動という形態で乳業メーカーの負担となる。
前述のように、サプライチェーンの冗長性確保は
新たな費用発生を伴うため、仮に、チェーン主体
間で新たに発生する費用が不均衡に負担されると
予想される場合、対策が行われない可能性がある。
だが、今回の指針では、平時の需給調整と同様の
手法、つまり酪農段階は通常通り出荷を継続した
上で、集送乳段階と乳業段階で調整してその費用
を負担する手法が示されたため、チェーン主体間
での同意が相対的に得られやすかったと思われる。

需給調整のようなチェーン主体間の日常的な連
携は災害時の対応能力の基盤となる（矢坂，
2013：p.261）ものの、それは、災害時における
平時の手法の妥当性を必ずしも保証しない。酪農
家での生乳廃棄と乳業工場での製品・原材乳廃棄
とを比べると、後者の方が時間を要するほか、廃
棄中は工場の稼働低下や停止が起きる可能性があ
る。つまり、乳業段階での調整に依存する方法が
破綻した場合、サプライチェーンへの影響が逆に
長期化する恐れがある。前述のように、生乳移出
への影響は長期に及んだ。北海道は全国の半分以
上の生乳を生産し、他地域は北海道依存を強めつ

つある。サプライチェーンへの影響の長期化は、
生乳移出を通じて影響の範囲や規模を拡大させう
る。よって、乳業段階での廃棄が予想される場合
に生乳廃棄など平時とは異なる対応を採る、とい
った柔軟性の確保が重要になるだろう。そのため
には、マニュアル整備など災害対応の技術的精緻
化だけではなく、チェーン主体間の共通理解と信
頼関係（矢坂，2013）、そして、信頼関係に基づく、
あるいは信頼関係の構築を可能にする制度の整備
が求められる。

6．結論

胆振東部地震によるミルクサプライチェーンへ
の影響は全域停電が主な要因であり、これによっ
て大半の乳業工場が停止し、出荷不能になった大
量の生乳が廃棄された。ただし、多くの酪農家が
自家発電機を利用できたため乳牛の健康被害は限
定的で、生乳生産量は短期間で回復した。それに
対して、乳業工場の稼働回復は、停電で発生した
製品・原料乳の廃棄や生乳移出能力の限度によっ
て、生乳生産量よりは長期間を要した。

地震後のサプライチェーン対策は、乳業工場へ
の発電施設導入によって、停電下でも生乳出荷を
可能な限り継続し、生乳廃棄を最小化するという
方針を基本としている。乳業段階では、発電施設
の導入で冗長性が確保されるものの、停電下での
稼働維持というよりは、製品・原料乳廃棄の発生
抑制による速やかな稼働再開を企図した事例の方
が多く、冗長性と効率性とのバランスが図られて
いる。一方、酪農段階では停電対策への偏重が見
られる。これは、生乳出荷を継続するサプライチ
ェーン対策の反映であり、具体的には乳業段階で
の製造品目構成および乳製品在庫による調整に依
存する手法を前提とした災害対策と言える。

よって、生乳受入の継続のために単に乳業工場
を稼働させ続ける体制を追求するよりは、例え生
乳受入の制限によって酪農段階で生乳廃棄が生じ
る事態となったとしても、乳業工場での製品・原
料乳廃棄の発生抑制とそのための発電施設の導入
促進、廃棄発生時の体制整備を優先する必要があ
る。北海道は、都府県と比較して、大規模な牛
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乳・乳製品工場が多く、その在庫量や貯乳能力は
非常に大きい。いったん工場で大量廃棄が発生す
れば、サプライチェーンの復旧に与える影響は甚
大である。災害対策を考える場合、こういった北
海道のミルクサプライチェーン上の特質を踏まえ
るべきである。

確かに、乳業段階での調整は、短期間の停電や
局所的な停電の場合、有効である。前者は指針検
討会（2019）の指針で想定され、後者は停電して
いない地域の工場へ送乳すればよい。実際に、こ
ういった災害の起きる確率は高いだろう。しかし
ながら、重要な点は、災害の規模や影響範囲によ
っては平常時のビジネスモデルが有効ではない場
合があるという認識をチェーン主体で共有するこ
とである（三石，2011）。乳業側は、生乳受入と
製品出荷の継続が限られた条件でのみ可能で、そ
のため冗長性の確保には限られた額のコストしか
負担できないと認識する。一方、酪農側は、乳業
段階での調整が自らの影響を最小化できるため、
それ以外の方法を積極的には選択しない。この認
識の差は大きく、対策を巡って軋轢が生じやすい。

乳業段階での調整を主とする災害対策が模索さ
れるのは、近年における生乳生産量の減少とそれ
を受けた官民挙げての酪農生産基盤強化の取り組
みがあるだろう。だが、酪農経営への影響を軽減
する方法は、生乳廃棄の回避だけではない。実際
に、胆振東部地震時には、ホクレンの支援金と国
の緊急事業によって、影響額のかなりの部分が補
填された。ただし、今後も同様の措置が行われる
保証はない。よって、例えば、酪農家・農協・乳
業メーカーの資金拠出による災害時補填制度の設
立が考えられる。生乳廃棄時だけではなく、生乳
受入を継続するための乳業メーカーの投資に対し
ても充当するのが妥当である。このような制度を
通じて、サプライチェーンの頑健性を高めるため
の費用負担をチェーン主体間でどのように負担す
べきかという議論が必要である。

付記
本論文は、令和元年度「乳の学術連合」乳の社

会文化学術研究にもとづく研究成果の一部である。

（註1）新山（2019）は裁量性と冗長性と表現する。
（註2）胆振東部地震の推定震度分布図より（気象庁ウ

ェブサイト　https://www.data.jma.go.jp/svd/
eew/data/suikei/201809060308_146/ 
201809060308_146_1.html、2020年9月閲覧）。推
計震度は地盤等を考慮した推計値で、実際の観測
点での震度と異なる場合もある。

（註3）農林水産省生産局牛乳乳製品課「北海道の乳業
工場の稼働状況について（第4報）」2018年9月10
日12時時点（https://www.maff.go.jp/j/saigai/
zisin/180906_iburitobu/attach/pdf/index-1.pdf、
2020年9月閲覧）。

（註4）サツラク農業協同組合、函館酪農公社、ちえの
わ事業協同組合、株式会社Milk Market Japan

（MMJ）の4組織である。
（註5）アンケート対象となったホクレン出荷組織の地

域別所在数（回答率）は、渡島・檜山3（66%）、
後志4（0%）、胆振・日高11（55%）、石狩2（0%）、
空知10（30%）、留萌4（50%）、上川10（18%）、
宗 谷5（80%）、 十 勝24（54%）、 オ ホ ー ツ ク14

（50%）、釧路7（100%）、根室5（60%）である。
（註6）アンケート結果から試算可能な組織のみ。「未

明」「朝」「昼」「夕方」「夜」と回答した組織は、同じ
地域の他組織の時間を参考しながら、それぞれ1
時、5時、13時または14時、17時、22時として試
算しているため、誤差はある。

（註7）自家発電機の利用状況は、酪農家の直接回答で
はなく、集送乳組織の把握に基づく。よって、集
送乳組織が利用状況を把握できなかった酪農家
1.2%には、実際には自家発電機を利用できた酪農
家とそうではない酪農家が含まれる。

（註8）複数工場に出荷する組織もあるため、回答数は
50を超えている。

（註9）1組織が9月8日以降を回答していない。
（註10）「酪農スピードNEWS」第3789号、2018年9月

18日付。
（註11）清水池（2018）は、生乳生産量と乳製品在庫

量の分析から、胆振東部地震による生乳需給への
影響は限定的と評価した。その要因として、北海
道が増産傾向にあったこと、地震が発生した9月
はもともと飲用乳仕向けが多く、乳製品仕向けが
少なかったことを指摘する。

（註12）「酪農スピードNEWS」第3792号、2018年9月21
日付。

（註13）2018年10月に発表された事業で、被災した酪
農経営に対し乳房炎の予防管理を名目として搾乳
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牛1頭あたり1,300円を支給するメニューが含まれ
ていた。

（註14）地震前日の台風21号接近に伴う購入・借用を
含む。

（註15）大手メーカー1社と中小メーカー1社は対面で
実施したが、残りの4社は感染症対策のため担当
者との電子メールのやり取りを通じて行なった。

（註16）註3と同じ。
（註17）日本農業新聞（北海道版）、2020年9月5日付。
（註18）「酪農スピードNEWS」第4250号、2020年9月8

日付。
（註19）道内工場での受け入れ以外に、ホクレンの釧

路クーラーステーションへの発電施設導入で、停
電下でも1日あたり500tの貯乳、あるいは道外移
出が可能とされる（指針検討会，2019）。

（註20）乳業メーカー Bの場合、フル稼働可能な発電
施設の導入費用は3.5億円と試算された。Bの年間
処理乳量でならすと生乳1kgあたり約7円と高額
であり、実際にメーカー Bはこのクラスの発電施
設は現在でも導入していない。

（註21）例えば、北海道太平洋沖を震源とする巨大地
震や、札幌圏を含む石狩地域の内陸直下地震であ
る。地震調査研究推進本部ウェブページ「北海道
地方の地震活動の特徴」を参照（https://www.
jishin.go.jp/regional_seismicity/rs_hokkaido/、
2020年9月閲覧）。
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