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〔フロンティア煤業経済研究 第19巻第2号 2016.9〕

［論文］

北海道酪農における飲用乳特化の可能性と生乳市場の展望
一酪農分野におけるTPP影響試算の考察一

名寄市立大学保健福祉学部清水池義治＊

Possibilities of Specialization in Raw Milk Production for Drinking Milk 
in Hokkaido and出e Future of Raw Milk Market: 
A Study of Existing Estimations of出e impact of 

出e Trans-Pacific Partnership (TPP) on the Japanese Dairy Industry 

Yoshiharu Shirnizuike* 
Faculty of Health and Welfare Science, Nayoro City University 

Summary 

This paper aims to test the validity of prereQuisites for existing estimations of the impact of the 
Trans-Pacific Partnership (TPP) on the Japanese dairy industry. To be concrete, it analyzes demand shifts 
from domestic goods to imports and specialization in raw milk production for drinking milk in Hokkaido, 
as a result of the elimination of tariffs. 

Big price differentials between the domestic and overseas market and the large demand for milk 
products for raw materials of processed foods in the Japanese market indicate competitive advantages for 
cheaper imported dairy products. However, taking into consideration qualities and standards, all domestic 
goods caru1ot immediately be replaced with imports. It is thus叫ikely that imported goods will completely 
_preclude domestic products from the dairy market. as op匹ed to the hypothesis presented in existing 
research. 

Specialization in raw milk production for drinking m北in Hokkaido is considered to lead to increasing 
transfer of not only packed whole milk but also raw m肱to other prefectures. The following data have 
been obtained in this study from the monthly supply-demand estimation, Increasing transfer of raw milk 
from Hokkaido decreases raw milk production in the other prefectures by 44.9% to 2,026 thousand tons as 
of FY2012. Regardless of the elimination of tariffs, 566 thousand tons of raw milk production for butter 
and skim milk powder in Hokkaido will continue as a result of maintaining the supply-demand balance of 
raw milk. This data thus suggests that previous research overestimated the impact on domestic milk 
production. In addition, it is not obvious that specialization in raw m曲production for drinking m載
increases the farm gate price in Hokkaido. 

I はじめに

2013年7月23日、 マレ ー シアで開催された環太

平洋パートナーシップ協定（以下、TPP)第18回

全体会合に日本政府代表団が初めて参加し、TPP

交渉に日本が正式に加わることとなった。TPPは

多岐にわたる交渉分野を有するが、 日本国内の競

論において特に耳目を集めている分野のひとつが

農業に関する「物品市場アクセス」である。 関税

撤溌による農業生産減少を懸念する反対派に対

し、 賛成派は規模拡大や輸出拡大、 品目転換と

いった「構造改革」を通じた対抗策を主張してお
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り、議論はかみ合っていない。

ところで、これまでに様々な政府機関 ・研究機

関 ・経済団体 ・研究者から、 TPP参加に伴う経済

効果に関する種々の試算が公表され、 TPPの是非

に関わる議論の根拠として用いられてきた。これ

らの試箆をめぐっては、分析手法や影響波及の範

囲、前提条件である国内生産減少額の妥当性が議

論されており、各試算の過小評価、あるいは過大

評価の可能性が指摘されている注1)。特に、国内生

産減少額の推定や関税撤廃に伴う品目転換シナリ

オの設定は試算結果を直接的に左右するが、これ

ら前提条件の妥当性評価は一般的な指摘にとど

まっている場合が多く 、個別品目 ・産業を対象と

した具体的な検討はあまりなされていない。

そこで、本論文の課題は、酪混分野を対象とし

て、 TPP影響試算の前提条件である国内生産減少

額および品目転換シナリオの妥当性を検討するこ

とである。具体的には、関税撤廃による国産乳製

品から輸入乳製品への需要シフトの可能性、なら

びに国産乳製品の消滅を受けて北海道酪農が飲用

乳向け原科乳生産へ特化する可能性を考察する。

なお、多数のTPP影響試算が存在するが、本論文

では主として政府試算を分析対象とする。

以上の課題を明らかにするために、 まず、各

TPP影響試算における酪農分野への影響を検討す

る。次に、 TPP締結で予測される国産乳製品の輸

入乳製品への需要シフト ・シナリオの是非を考察

した後、北海道酪燐が飲用乳向け原料乳の生産に

特化する可能性を論じたい。

注1)例えば、各政府試算の問題点を指摘したも

のとして、石田 [4)や鈴木 [13)、原田他

(1)、山下 (17)がある。

Il TPP影蓉試算における酪農分野へ

の影響

表1に、酪農分野における既存の主なTPP影響

試算の概要を示した。 「牒林水産省2010」は農林

水産省 [9] 、 「内閣官房2010」は内閣官房

[8]、 「鈴木2011」は鈴木 [13]、 「北海道農

政部2013」は北海道農政部 [3]、 「政府統一

2013」は内閣官房 [7)、 「TPP大学教員の会

2013」はTPP参加交渉からの即時脱退を求める大

学教員の会 (15)に、それぞれもとづいている。

影響額 ・数値が生乳生産額、あるいは乳製品生

産覇減少率と異なるため、安易な比較はできない

が、農林水産省2010と北海道農政部2013、政府統

-2013、TPP大学教貝の会2013では比較的大きい

影響額が出ているのに対して、GTAP分析による

内閣官房2010および鈴木2011では相対的に小さい

影響となっている。なお、農林水産省2010および

政府統ー2013における生乳生産額の減少額4,500

億円、 2,900位円は、全国生乳生産額 （「生産農

業所得統計」） の3カ年 (2009-2011年度）平均

値である6,814億円を分母とすると、それぞれ

66%、43%となり、大きな減少額と言える。

各試算における前提条件 ・シナリオの特徴は以

下の通りである。

第1に、バタ ー ・脱脂粉乳 ・チーズは全盤輸入

乳製品に置き換わるという前提条件は、各試算で

共通している。

第2として、飲用乳と生クリ ーム等はそのまま

残存するという前提条件も、各試算でほぼ共通で

ある。ただし、飲用乳輸入により飲用乳の2割が

置き換わるとしている混林水産省2010を除く 。

第3に、国産乳製品生産の消滅により 北海道か

ら都府県へ飲用乳移出が拡大する結果、都府県の

飲用乳の大部分が北海道産に置き換わるというシ

ナリオが一部試算で存在する （農林水産省2010、

内閣官房2013、TPP大学教員の会2013)。それに
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表1 酪農分野におけるTPP影響試算の比較

試算名 分析手法 輸入置き換え
残存する

都府県への移出 影響額等 備考
国産品

北海道からの飲用乳移
出拡大で、都府県の飲

農林水産省 パター ・ 飲用乳 用乳生産は大部分が北
生乳生産額

積み上げ 脱脂粉乳・ (8割）． 海道産に匿き換わる。
2010 チーズの全伍 生クリーム等 中国からの飲用乳輸入 4,500億円減

で、国産の2割が置き
換わる。

内閣官房2010 GTAP 
乳製品生産泣

2.95%減

乳製品生産覇 内閣官房2010よ
鈴木2011 GTAP 4.23%減 り輸入代替

係数上昇。

影屈額合計

パター・
（農業産出

北海道の北海道農政部 積み上げ、 飲用乳・ 北海道からの移出拡大 額 • 関連産

2013 産業連関分析
脱脂粉乳 ・

生クリ ーム等 なし。 業・地域経 酪農分野のみの
チーズの全位 済） 影愕額。

7,123億円

パター・
北海道からの飲用乳移 農水産物の生産

政府統ー2013 GTAP 脱脂粉乳・
飲用乳 ・ 出拡大で、都府県の飲 生乳生産額 減少額は農林水

チーズの全足
生クリーム等 用乳生産は大部分が北 2,900億円減 産省の独自試打

海道産に置き換わる。 を利用。

乳用牛（生乳 都道府県別・品

,~ ター・ 北海道からの飲用乳移 含む）生産額 目別の生産額・
TPP大学教貝

積み上げ 脱脂粉乳・
飲用乳・ 出拡大で、都府県の飲 ペース3,189億 所得への影符を

の会2013 チーズの全籠
生クリーム等 用乳生産は大部分が北 円減、所得 分析。推計値は

海道産に置き換わる。 ペース460憶円 政府統一2013の
減 数値を利用。

資料：北海道呉政部 [3)、内閣官房 [7)、内閣官房 [8)、農林水産省 [9)、鈴木 [13)、TPP参加交渉からの即時脱退を求

める大学教貝の会 [15]より作成。

註：内閣官房2010の影響額は、鈴木 (13)の図1より引用。

対して、北海道澁政部2013は、国産乳製品の生産

が減少しても北海道から都府県への飲用乳移出は

拡大しないとしている。

皿 国産乳製品から輸入乳製品への需要

シフトの可能性

1乳製品輸入の現状と関税率

本節では、既存試算で想定されている国産乳製

品から輸入乳製品への需要シフトの可能性を検討

する。

2012年度現在、牛乳乳製品の自給率は65%

（「食料需給表」） であり、国内需要の約3分の

1が輸入によって賄われている。図1に生乳換算し

た乳製品輸入最の品目別内訳を示した。チーズが

69.4%と突出して裔く 、 ココア調製品 （無糖）

7.2%、調製食用油脂5.2%と続く 。近年、チーズの

輸入溢は増加傾向にあるが、他の品目は概ね横ば

いである。バター ・脱脂粉乳は年度による変動が

大きく 、2012年度はそれぞれ3.1%、4.9%を占め

る。

日本の乳製品関税率は、限られた少数品目は非

常に高く 、それ以外は低いという特徴を有する。

バター ・脱脂粉乳の関税率は、一部の関税割当対

象を除いて非常に高い。2012年の関税率はそれぞ
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乳糖

4.9% 

ココア調
製品（無

糖）

7.2% 

2012年合計 ：425万9,348トン

図1 乳製品輸入量の内訳（生乳換算、2012年）

資科： 「貿易統計」より作成。

註： 1)生乳換算率は、農林水産省牛乳乳製品謀の推計値。

2)農畜産業振興機構による輸入を含む。

れ29.8%+985円/kg、21.3%+396円/kgで、 2012

年度平均CIF価格（運賃 ・保険料込価格、財務省

「貿易統計」）から実質関税率を求めると

479%、264%となる。バター・脱脂粉乳は、高関

税率のため、輸入はカレン トアクセスや需給逼迫

時の緊急輸入に限定され、これら2品目の自給率

は8割台である。

一方、その他品目の関税率は、ナチュラルチー

ズ29.8%、ココア調製品 （無糖） 21.3%、調製食用

油脂25%、乳糖8.5%、ホエイは最高でも10%であ

る。これらの国内需要の大半は輸入が占め、自給

率はすでに低い。なお、ココア調製品と調製食用

油脂はそれぞれバター、脱脂粉乳とその他の非乳

製品との混合品であり、関税率の嵩いパター ・脱

脂粉乳の代替品という性格が強い。

2. 乳製品の内外価格差

表2は、2012年度までの直近5カ年間における乳

製品の内外価格差である。脱脂粉乳とバタ ーは

CIF価格と国内価格、ナチュラルチーズはCIF価

格から求めた乳価換算価格と、国内乳価の比較で

ある。これによると、価格差はバターが最も大き

く2.7倍、次に脱脂粉乳の2.2倍、ナチュラルチー

表2 乳製品の内外価格差

(2008-12年度5カ年平均）

単位 ：円/kg、倍

輸入価格 国内価格 内外価格差

脱脂粉乳 278.6 699.8 z.z 
/{ター 420.8 1,126.2 2.7 

ナチュラルチーズ
31.7・ 50.6 1.6 

（乳価）

資科：「貿易統計J、農畜産業振興機構ホームページ、ホクレ

ン「北海道指定生乳生産者団体情報」より作成。

註： 1)脱脂粉乳・パターの輸入価格はCIF価格。CIF価格は日

本済価格で、品目ごとの平均価格を使用。

2)ナチュラルチーズの輸入価格は、 CIF価格から乳価換算

価格を求めた。乳価換箕価格=CIF"0.75(原料乳費

率） /10 (生乳換算率）。

3)脱脂粉乳とパターの国内価格は、大口需要者価格。

4)ナチュラルチーズの国内価格は、ホクレンのゴーダ・

チェダー向けチーズ乳価。

ズの1.6倍となっている。

3品目とも国産と輸入品との価格差は大きく、

既存試算のように品質格差がないと仮定すると、

需要シフトの可能性は嵩いと言える。

3. 乳製品の消費用途と品質•規格の差異

本項では、乳製品の需要構造と、国産と輸入品

との間の品質・規格の述いについて品目別に考察

する。表3に、 2010年度の乳製品の品目別消費用

途を示した。

1)バター

バターの消費用途 （輸入含む）は、小売業が

22.5%で家庭向けが乳製品としては多いが、残り

の8割弱は業務向けであり、菓子 ・デザー ト類

12.3%、乳等主要原料食品（表3の註参照）11.1% 

となっている。

輸入バターの大部分は、 20kg規格の冷凍バラ

バタ ーである。輸入バラバターと、200g規格の家

庭用チルドバタ ーおよび450g-lkg規格の菓子・

デザー ト用途のプリント ・シー トバターは、輸入

バターの関税率が低関税枠注2)の35%だったとして

もコスト面で代替性がないとされる四。また、オ
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表3 乳製品の品目別消費用途 (2010年度）

単位：トン、 kl(クリ ーム・脱脂i農縮乳）

消費用途
消費泣合計

1位 2位 3位

パタ ー 小売業 22.5% 菓子 ・デザート類 12.3% 乳等主要原料食品 111% 83,900 

脱脂粉乳 発酵乳 ・乳酸菌飲科 42.1% 乳飲科 11.3% 飲科 8.8% 160,900 

国産ナチュラルチーズ プロ七スチーズ原科 59 3% 小売業 21.5% 外食・ホテル 6.7% 46,200 

国産プロセスチーズ 小売業 66.9% 外食・ホテル 20 2% その他 8.2% 107,200 

クリーム 菓子 ・デザート類 26.3% 発酵乳・乳酸菌飲料• 19.3% アイスクリーム類 17.7% 108,000 

脱脂i農縮乳 発酵乳・乳酸菌飲料 49.6% 乳飲料

資料：農畜産業振興機構 f主要乳製品流通実態闊査」より作成。

註： 1)バターと脱脂粉乳の消費量には輸入品を含む。

21.3% 飲料~ 13.4% 253,000 

2) 「乳等主要原科食品」とは、乳成分から構成される食品だが、乳等省令上の定義に該当しない乳製品を指す。

例えば、無脂乳固形分6.0%未濡のフルーツヨーグルトなど。

セアニア産の輸入バターは国産プリントバターと

比較して、展延性 ・風味が劣るとの指摘もあ り注

4)、伸びや風味を重視する用途の場合、代替性を

制約する可能性がある。

よって、現在の輸入バターの品質 ・規格は、国

産バター需要者の要望を完全に充足するわけでは

ないと言える。

2)脱脂粉乳

脱脂粉乳の消費用途（輸入を含む）は、発酵乳

（ヨーグル ト） ・乳酸菌飲料が42.1%と突出して

いて、乳飲料11.3%、飲科8.8%と続く。ほぼ全て

が業務向けである。また、消費最の約3割が、脱

脂粉乳を製造した乳業メ ーカーにより社内消賀さ

れている（「平成22年度主要乳製品流通実態調

査」、2011年）。

脱脂粉乳には製造時の熱処理温度帯で、ハイ

ヒー ト (HH)、ミデイアムヒート (MH)、

ローヒート (LH)の規格がある。 LHは細菌数が

多いため、輸入脱脂粉乳はHHとMHが大半であ

る。 しかし、消費用途の4割程度を占めるヨーグ

ル トはLHを原料とした方が、粘度があり、組織

が滑らかになるとされている。また、輸入品は、

国産と比較して溶解度が劣ると指摘されている注

， ゜
現在の輸入脱脂粉乳は、特に、消費用途の多い

ヨーグルト原料としては課題があると思われる。

3)ナチュラルチーズ

国産ナチュラルチーズ消費用途は、プロセス

チーズ原料59.3%、小売21.5%、外食 ・ホテル6.7%

であり 、プロセスチーズ原科用途が半分以上を占

める。

バター ・脱脂粉乳と異なり 、ナチュラルチーズ

はすでに自給率は2割以下で輸入が大半を占め、

輸入品は広く浸透している。国産の代替品として

使用する際に考慮される輸入品の品質 ・規格の問

題は、前述の2品目と 比較して少ないと思われ

る。

従来から実施されてきた国産チーズ振興策は国

際化対策の意味合いが強い。チーズ乳価は輸入均

衡価格を意識して設定され、内外価格差は比較的

小さい（表2、清水池 [12]p.52-54、清水池

[10] pp.3-5)。TPP締結後でも、 乳価をある程

度の水準に引き下げれば、国産が残存する可能性

がある。また、 北海道でチーズ工場への大規模投

資を行った大手乳業資本からチーズ向け乳価引き

下げ要望は強いとも考えられる（各社70-110億

円の投資額、清水池 [11)p.50)。

4) クリーム、脱脂濃縮乳

クリ ーム消贅の用途は、菓子 ・デザート
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26.3%、発酵乳 ・乳酸菌飲料19.3%、アイスクリー

ム類17.7%となっている。脱脂濃縮乳では、発酵

乳・乳酸菌飲料49.6%、乳飲料21.3%、飲料13.4%

の順で、発酵乳 ・乳酸菌飲料が半分を占める。

クリ ーム・脱脂濃縮乳は生鮮品のため、関税が

撤廃されても、そのまま輸入に置き換わる可能性

は低いと指摘できる。既存の各種試算の前提条件

で、関税撤廃後も生クリーム等が残存するとされ

た根拠がこれである。しかし、クリーム ・脱脂濃

縮乳は、1990年代以降、パター ・脱脂粉乳との代

替性の高さが注目され、価格メリットを通じて需

要が創出、増産されてきた経緯がある （清水池

(11] pp.83-84)。特に、発酵乳・乳飲料用途の

脱脂粉乳と、脱脂濃縮乳との代替性は高いとされ

る。安価なバター ・脱脂粉乳が輸入可能になった

場合、クリーム ・脱脂濃縮乳の一部が輸入品に置

き換わる可能性は否定できないと思われる。

4. 輸入乳製品への需要シフトの可能性

これらの分析から、乳製品の内外価格差は大き

いうえに、原料用途が多く、それらの点で需要シ

フ トの可能性は高いと言える。 また、各試算で

は、輸入に置き換わらないとされていたクリー

ム・脱脂濃縮乳は、脱脂粉乳 ・バターとの代替性

の高さから、一部が輸入品に置き換わる可能性を

否定できない。だが、国産と輸入との間に、消費

用途に応じた品質格差、規格の違いが一定程度は

存在することも確認された。よって、現在輸入さ

れている乳製品の品質および規格は、ただちに全

ての国産乳製品と代替できる性質を有するわけで

はないと言える。

そのうえで、輸入乳製品への需要シフトに影響

を及ぽす3つの点を指摘する。

第1に、関税撤廃後の乳製品向け国内乳価の水

準である。国内乳価と輸入価格の差が縮小すれ

ば、需要シフトの程度は小さくなる。既述のよう

に、・チーズは国内乳価と輸入価格との価格差が相

対的に小さいため、他の乳製品と比較して残存す

る可能性が高いと言える。

第2に、乳製品需要者の国産志向の強さであ

る。製品コンセプトや差別化、消費者選好の側面

で、国産乳原料を志向する需要者は一定数存在す

ると思われる。こういった層は価格条件だけで行

動するわけでは必ずしもないので、国産志向層の

大小は需要シフトの程度に影響を与えると予想さ

れる。

第3として、海外の乳業資本の対応である。海

外資本が、日本向けの品質 ・規格に対応 した乳製

品製造を行えば、国産との代替可能性は高まる。

現状の国内乳製品生産最を海外資本が代替を狙う

日本の乳製品市場規模とみなし、 TPP参加 ・参加

交渉国のうち主要乳製品輸出国であるニュージ一

ランド ・豪州・米国の輸出盪合計と、国内生産最

を比較すると、国内生産濫は輸出盪合計に対し

て、バタ ーで13%、脱脂粉乳で18%、チーズで7%

であった注6)。これは、主要国の輸出泣に比して日

本の国内生産品は小さいため、海外資本が部分的

対応にとどま ったとしても日本市場にとって脅威

になりうることを意味する。

ただし、近年、輸出国での生産不安定化や新興

国の謡要増加により、中期的な乳製品需給の逼

迫、ならびに価格上昇が予想されている。これら

の事態は、輸出国の輸出余力の低下と内外価格差

の縮小を意味しており 、既存試算における輸入乳

製品への需要シフ ト想定が過大となる可能性を示

唆していよう 。

注2)WTO協定にもとづくカレン トアクセスや、

需給逼迫時に農林水産大臣が承認して行う緊

急輸入の場合は低関税率が適用される。

注3)大手乳業メーカーヘの聞き取り調査より 。

バタ ーの規格 ・代替性については、清水池

[12] pp.78-79、p.82を参照。

注4)大手乳業メーカー資料より 。この品質の違
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いは、上野川 [5]pp.155-160や藤田 [2]

pp.198-199を参照すると、製造工程と、製造

からの経過時間の差に由来すると思われる

が、明確な理由は不明である。

注5)大手乳業メーカー資料より 。 ヨーグルト原

料については、上野川 [5]pp.167-170を参

照。

注6) 日本は 「牛乳乳製品統計」 「チーズの需給

表」、他国はUSDA,"Dairy: World Markets 

and Trade"の数値を用いた。2007年度から

2011年度までの5カ年平均値で比較した。た

だし、日本は年度、それ以外は米農業年度で

の算出である。また、日本のチーズ生産最は

ナチュラルチーズの数値を用いた。

IV 北海道酪農における飲用乳生産特化

の可能性

1. 飲用乳生産の地域別状況

本節では、輸入増加による国産乳製品の消滅を

受けて、北海道酪農が飲用乳向け原料乳生産へ特

化する可能性を考察する。

まず、飲用牛乳等助の地域別生産泣シェアは、

2012年現在で北海道が15%、都府県が85%である

（「牛乳乳製品統計」）。都府県の内訳は関東

30%、近畿12%、東海と九州がともに10%となっ

ている。なお、同年の飲用牛乳等生産量は全国で

約359万k1である。北海道での生産はわずかであ

り、人口の多い大消費地周辺に牛乳工場が立地

し、牛乳生産の行われている傾向が確認できる。

毎年、北海道から牛乳向け生乳が30万 トン程度

移出されていることを踏まえても、牛乳製造にお

ける北海道産生乳への依存度はさほど高くないと

言える。

2. 北海道産飲用乳の移出拡大の可能性

1)飲用乳移出の方法

北海道から飲用乳を移出する方法は以下の2つ

が考えられる。1つは北海道から生乳のまま移出

して都府県の工場で処理する方法 （以下 「生乳移

出」 ）、いま1つは北海道の工場で処理して製品

を都府県へ移出する方法 （以下 「道内パック」）

である。

北海道からの飲用乳移出の現状 （ホクレン販売

分に限る）を確認すると、 2012年度で「生乳移

出」 31.6万トン、 「道内パック」24.2万トン、 合

計55.8万 トンで、ホクレン販売盪全体の14.6%を

占めている（ホクレン「北海道指定生乳生産者団

体情報」）。 「道内パック」は近年、概ね横ばい

で推移しているが、 「生乳移出」は2000年代前半

の約50万トンをビークに減少傾向にある。生乳生

産量が低下し、牛乳消費益が最も多くなる9月に

全国的に需給が最も逼迫するため、9月が年間最

大の飲用乳移出月になることが多い。

表4は、2012年度のホク レンによる生乳移出の

概要である。なお、これは「生乳移出」に関する

数値のみである。ホクレンによる生乳移出は、全

農への再委託販売という形態で行われる。移出先

は、関東地区48%、関西地区40%、中京地区12%

であり、半分が関東である。移出手段は、移出祉

シェアで示すと、専用船 「ほくれん丸」 (2隻体

制） 46%、フェリー51%、JR3%となっている。

関東向けはほぼ 「ほくれん丸」による移出であ

る。

北海道で搾乳されてから都府県工場で処理され

るまでの時間は、関束で48時間以内、関西で48-

72時間以内であり、搾乳から処理までのタイムリ

ミッ トとされる72時間以内に処理が完了してい

る。現在では、北海道内のどの地域で生産された

生乳でも、上記の時間内で移出可能となってい

る。

2012年度の生乳移出コストは、移出生乳1kgあ
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表4 ホクレンによる生乳移出の概要 (2012年度）

主な門〗言〕言旦三；五：舞鯨巷敦賀港
都こ旦nここむね48時間以内、関西： 48時間-72時間以内

資料：ホクレン「北海道指定生乳生産者団体情報」、ホクレン酪農部資料より作成。

註：移出コストは道外移出生乳lkgあたりで、ホクレン「指定団体情報」に記載のある共販

控除経費の数値。

たり20.80円/kgである （ホク レン前掲資料）。

2)都府県への飲用乳移出拡大の可能性

それでは、関税撤廃の結果、北海道酪農が飲用

乳生産に特化し、全国の飲用乳需要を満たせるか

を検討する。本論文では、飲用乳を「牛乳乳製品

統計」における牛乳等とする。牛乳等は、牛乳 ・

成分調整牛乳• 加工乳 ・乳飲料 • 発酵乳 ・乳酸菌

飲科の総称である。2012年度の牛乳等向け需要証

全国合計は約400万トンであり 、北海道の生乳生

産最393万トンとほぼ合致する。

北海道酪農が飲用乳向け生産に特化する場合は

2ケースが想定できる。第1は、 「道内パック」の

拡大であり、具体的には北海道内の飲用乳工場増

強や都府県からの工場移転が考えられる 。第2

は、 「生乳移出」の拡大であり、飲用乳工場の配

置は現状を維持したままで北海道からの生乳移出

を拡大するという方法である。

(1)北海道への飲用乳工場の移転 ・増強

初めに、 「道内パック」拡大だが、 2012年度現

在、道内で処理されている牛乳等向け生乳処理最

注8)はおよそ50万 トンである。これを400万トンま

で増やせるかだが、結論から述べると北海道にお

ける大幅な処理能力の増強は困難と考えられる。

その理由は、第1に、工場の消費地立地の優位

性である。例えば、牛乳等の大半を占める牛乳の

賞味期限は製造から2-3週間以内程度であり、流

通 ・販売期間を考えると、大消費地近郊の工場で

の製造が有利と思われる。第2として、牛乳は需

要減少に加え特売品目として位置づけられること

が多い結果、低収益品目であるため、乳業資本に

とって工場新設や増強といった大規模な新規投資

はリスクが大きいと指摘できる。

工場の増強・移転が行われない場合、現状能力

では、過去最大の月間移出実績2.3万トン (2002

年9月実績、ホクレン酪農部資料）から年間推計

値を求めると約28万 トンとなり 、数万トン程度の

上乗せにとどまることになる。

(2)都府県への生乳移出拡大

続いて、 「生乳移出」の拡大を検討する。牛乳

等向け全国需要最400万トンから、 2012年度の

「道内パック」 「生乳移出」の合計50万トンを差

し引いた、生乳350万トンの移出は可能であろう

か。

現状能力は、過去最大の月間実績7.1万トン

(2003年9月実絞、ホクレン前掲資科）から年間

推計値を求めると、およそ85万トンである。別の

推計方法も示すと、ホクレン酪農部ヒアリングに

よると、現在の最大移出可能黛は月間6万トン程

度であり 、その場合は年間72万トンが最大値とな

る。どちらの場合も350万 トンとはかなりの乖離

がある。
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よって、 350万トン分の生乳を移出するために

は、移出手段の大幅な増強が求められる。最も需

要の多い9月の牛乳等向け需要盈は、道内消費を

除くと約32万トンであり、この菰を移出する必要

がある。現状の月間移出可能益を6万トンと した

場合、表4より、ほくれん丸を除くフェリーおよ

びJRの移送可能量を月間3万トンとすると、残り

の29万トンをほくれん丸で移出すると想定する。

ほくれん丸1隻あたり月間移出可能嚢を1.6万トン

注9)と仮定すると、生乳移出29万トンは、ほくれん

丸およそ18隻分に相当する。

このように、 350万トンの生乳移出は物理的に

不可能と断言はできないが、船舶建造や港湾施設

の増強といった初期投資は膨大になる可能性があ

る。また、西日本地域や港湾から遠い内陸工場な

ど、生乳処理のタイムリミットである72時間以内

に移送できない工場が出てくる可能性も考えられ

る。

3 北海道酪農の飲用乳生産特化の可能性とその

影響

1)都府県での飲用乳生産残存の可能性

(1)試算の基本的な考え方

本項では、既存試鉢の前提条件を基本的には踏

嬰しつつも、独自の方法による試算を試みる。

既存の影響試算では、1年間を合計した需要

量、ないし供給泣を用いて試算が行われている。

しかし、生乳の月別需要最• 月別供給是は年間を

通じて季節的に変動するため、月ごとの需要を供

給により満たせるかどうかを検討する必要があ

る。特に、需要の過半を占める牛乳といった飲用

乳は日持ちしないため、瞬間的な需要に応じた供

給が可能かどうかが重要になる。そういった点

は、年間合計による需要・供給分析では考慮され

ない。そこで、以下の分析では、需要最・供給黛

の試算を月別に行うことにする。

(2)試算の前提条件

試算の前提条件は、以下のように設定する。

①使用する数値は2012年度の数値を基本とす

る。

②関税撤廃により、国産のバター ・脱脂粉乳 ・

チーズが、輸入乳製品に全量罹き換わる。

③北海道および都府県における飲用乳と生ク

リーム等 （クリ ーム ・脱脂濃縮乳）の生産羅

は現状維持される。

④北海道からは、残存する都府県の生乳生産を

阻害しない範囲内で、生乳が移出される。っ

まり、余剰乳が発生する地域は全て北海道と

する。

⑤都府県におけるバター ・脱脂粉乳 ・チーズの

生産は関税撤廃後、生産に対応する需要も含

めて全て消滅するものとする。

⑥北海道の数値は北海道指定生乳生産者団体ホ

クレンの数値とし (2012年度：北海道内ホク

レン生乳販売シェア97.4%)、ホクレンの販

売盪は変化しないものとする。

⑦国産生乳需要最を、 「牛乳乳製品統計」用途

別処理泣の 「牛乳等向け」 「クリーム等向

け」の2012年度合計値とする。

(3)試算方法

試算は以下の手順にて行う。

①最も生乳需要足の多い9月の全国 ・牛乳等向

け需要嚢から、同月のホクレン ・牛乳等向け

供給可能量を差し引き、 9月の都府県 ・牛乳

等向け必要供給量を求める。9月のホクレ

ン ・牛乳等向け供給可能筵は、 〈ホクレン供

給泣ー ホクレン•生クリーム等向け〉とす

る。

②9月の都府県 ・牛乳等向け必要供給量に同月

の都府県 ・生クリーム等向け供給量を加え、

9月の都府県 ・供給泣（生乳生産星）を求め

る。

③ 2012年度の都府県の月別生乳生産泣（「牛乳
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乳製品統計」）から年間の生乳生産カープを

求め、 9月の都府県 ・供給呈を基準に、各月

の都府県 • 生乳供給醤を求める。

④9月を除く各月の都府県 • 生乳供給泣から、

同月の都府県 • 生クリーム等向け供給品を差

し引き、各月の都府県 ・牛乳等向け供給星を

求める。

⑤各月の全国・牛乳等向け需要最から、同月の

都府県 ・牛乳等向け供給泣を差し引き、各月

のホクレン ・牛乳等向け供給益を求める。

⑥各月のホクレン供給祉から、同月のホクレ

ン・牛乳等向けおよび生クリーム等向け供給

品を差し引いて、各月の余剰乳量を求める。

余剰乳は国産生乳の需要を超える超過供給分

として処理されるが、処理後は保管される必

要性があるため、加工原料乳としてバター ・

粉乳に処理されることになる。

(4)試算結果

表5にTPP締結後の地域別・用途別供給最の月

別試算結果、表6に試算結果の総括表を示した。

これらの結果によると、 TPP締結後、北海道か

らの飲用乳流入によって、都府県の生乳生産盪は

165.1万トン減少、率にすると44.9%減少して、

202.6万トンとなる。 Il節で検討した 「政府統一

2013」では、都府県の飲用乳生産はプレミアム牛

乳のみ残るとされ、具体的な減少率は示されてい

ないが、今回の試算結果は「政府試算2013」より

は小さい減少率と考えられる。

一方、北海道（ホクレン）では、 TPP締結後は

都府県への移出拡大に伴い、牛乳等向け供給量が

167.8%増加して208.7万トンとなる。逆に、輸入

増加の影響を被る加工原料乳は60.2%減少するも

のの、 TPP締結後でも56.6万トンが残存する結果

となった。

北海道から都府県への飲用乳移出の拡大分は、

「道内バック」ではなく、 「生乳移出」のみで行

われたと仮定し、必要なほくれん丸の隻数を試算

してみる。表5から、ホクレンによる9月の生乳移

出泣は、同月のホクレン牛乳等向け供給紐21万ト

ンから同月の牛乳等向け道内処理量4万トンを差

し引いた約17万トンと見積もられる。前項の試算

より、ほくれん丸の移送盆は、 17万トンから他の

移送手段による3万トンを除いた14万トンとな

り、これはほくれん丸のおよそ9隻分に相当する

量となる。

表5 TPP締結後の地域別•用途別供給量の月別試算結果
駐位：ト ン

お要債（全1il合計） 都府県供給覺 ホクレン供給費

牛乳等向け 生ク,リ,.ー,tムぶ 牛乳等向け
生クリーム等 生クリーム笞 余囀乳

,:,11す 牛乳笥向け 向け （加工ii;,:n乳）

4月 433.307 327,842 105.466 11s •• ,2 169,058 9,494 316.390 168,784 95,971 61,635 

6月 458,158 350.642 107,516 182、812 174,312 8,500 330,621 176,330 99.016 55,275 

6/l 457,602 351,264 106.338 171,238 162,481 8,757 322,733 188.783 97,58) 36,369 

7月 459.180 348,063 lll,117 168,818 160,619 8,299 328,536 187,544 102,818 38,174 

8月 439,089 a32.aos 106,781 [63,246 155,280 7,965 325.058 177,028 98.816 49,214 

9月 467,160 361,043 106.117 157,492 160,587 6,905 309,668 210,456 99,212 

゜10月 467,842 366,669 111273 164,750 156.322 8,428 320,028 200.247 102,845 16,931 

11月 437,427 328.733 108,694 160,288 151.806 8.482 306,465 176,927 100.212 28,326 

12月 4)9,718 311,907 107,811 167,523 167,121 10,402 318,510 154,786 97,409 66,315 

1月 416,676 820,541 96.135 171,840 163,225 8,615 323,854 157,316 87,520 79,018 

2月 896,844 301,201 95.643 159,1邸 151,676 7,492 296,754 149,525 88.151 59,078 

3/1 433,828 320,571 113.257 180.519 171,676 8.844 328,797 148,896 104,413 75,488 

計 5,286,831 4,010,684 : 1,276,147 2,026,245 102,183 3.826.409 2,086,622 : 565,823 

資料： 「牛乳乳製品統計」、ホクレン「北海道指定生乳生産者団体情報」より作成。
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表6 試算結果の総括表
単位：トン、％

2012年度 TPP締結後 変化率

北海道 (it-クレン） 3,826,409 3,826,409 0.0 

加工原科乳 1,420,945 565,823 4 60.2 

チーズ向け 452,189 

゜
.6. 100.0 

牛乳等 779,314 2.086,622 167.8 

生クリーム等向け 1,173,964 1,173,964 0.0 

都府県 3,676,875 2,026,245 .6. 44.9 

加工原科乳

゜チーズ向け 3,574,692 

゜
.t. 46.2 

牛乳等 1,924,062 

生クリーム等向け 102,183 102,183 0.0 

資科 ・表5の結果より作成。

2)需給調整弁としての加工原料乳の残存

ところで、 TPP締結の結果、安価なバター ・脱

脂粉乳の輸入が増加する状況下でも、現状の約4

割に相当する56.6万トンの加工原料乳が残る。こ

れは、純粋に余剰乳処理、需給調整の目的のため

だけに、バターと脱脂粉乳が製造されることを意

味している。

図2は、 3月を100とした場合の加工原料乳の月

別発生飛の推移である。 TPP締結後の北海道と、

比較と して2012年度の北海道 ・都府県の発生最を

示した。北海道・ 2012年度と比較して、 TPP締結

後 ・北海道では加工原料乳発生泣の年間変動が大

きくなっていることが分かる。また、 TPP締結

後 ・北海道における発生巌変動は、都府県・ 2012

一虻—北海道・ 2012年度 - ll~lff~ ・2012年度

(3月=100) - -TPP締結後・北海道
120 

゜4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月ll月12月 1月 2月 3月

図2 加工原料乳の月別発生童(3月=100)

資料：＊クレン 「北海道指定生乳生産者団体情報J、 「牛乳乳

製品統計」、表5より作成。

註： 3月の発生量を100とした場合の指数表示。

年度と類似している。6月から11月にかけての加

工原料乳の発生祗減少は、同期間における乳製品

工場の稼働率低下を示唆する。すでに、都府県で

は需給が逼迫する夏季に、余乳処理工場として機

能する乳製品工場の稼働率が低下して乳製品製造

コストの上昇をもたらしている注10)が、TPP締結

後は北海道でも乳製品生産の高コスト化を強いら

れる可能性があると思われる。

その結果、加工原料乳価を輸入品水準まで引き

下げたとしても、 工場稼働コストを乳業資本単独

ではカバーできず、委託製造料支払いや乳製品買

い入れを通じて、農協や酪農家の負担が増加する

可能性もある。

3) *クレン ・プール乳価への影響

(1)試算方法

表5の試算結果から、 2012年度とTPP締結後の

ホクレン ・プール乳価を比較する。試算に用いる

用途別乳価は以下のように設定する。

①用途別乳価は、2012年度のホクレン取引価格

を使用する。

② 2012年度の牛乳等向け乳価は、飲用乳向け

（道内） ・飲用乳向け（道外） ・集団飲用向

け・ 成分調整牛乳向け • 発酵乳等向けの各用

途別乳価の加重平均を使用する。

③チーズ向け乳価は、 「ゴーダ ・チェダー向
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け」乳価を使用する。

④生クリーム等向け乳価は、 「クリーム向け」

と「脱脂濃縮乳向け」の単純平均を使用す

る。 TPP締結後の生クリーム等向け乳価は、

2012年度と同水準とする。

⑤加工原料乳補給金とチーズ助成金は、 2012年

度単価である12.20円/kgと14.60円/kgをそれ

ぞれ用いる。

⑥ TPP締結後の牛乳等向け乳価は、北海道産生

乳が都府県産生乳を駆逐していくことが前提

であり、以前の乳価水準がそのまま維持され

るとは考えにくい。そこで、鈴木 [14)で試

算された完全競争下で北海道からの生乳移出

が拡大した場合の飲用乳価を参考に、 〈2012

年度加工原料乳価+2012年度加工原料乳補給

金〉水準とする。

⑦ TPP締結後の加工原料乳価は輸入均衡価格と

し、表2から得られたバター・脱脂粉乳の平

均内外価格差2.45で、 2012年度乳価を除した

数値を用いた。

ただし、試算されるプール乳価は、各用途別乳

価加重平均• 加工原料乳生産者補給金・チーズ助

成金を積み上げて求められるもので、共販経費が

控除されていないほか、上記以外の補助金等は反

映されていないことに留意が必要である。

(2)試算結果

表7は、 TPP締結後のホクレン• プール乳価の

試算結果である。これによると、 2012年度のプー

ル乳価は79.65円/kgであったが、 TPP締結後には

73.90円/kgとなり、 5.74円/kg、7.2%の下落となっ

た。下落額の大半は、加工原料乳およびチーズ向

けの減少に伴う補給金・助成金の減少によるもの

である。また、北海道酪農が他用途と比較して高

乳価である牛乳等向け（飲用乳）の比率を高めた

（今回の試鉢では飲用乳比率は20.4%→54.5%へ上

昇）としても、プール乳価の引き上げ効果はあま

りないことが示唆される。

今回の試算では共販経費を考慮できなかった

が、前述のように乳製品生産の高コスト化によっ

て酪農家の負担する需給調整コストの増大が予想

表7 TPP締結によるホクレン・プール乳価の変化

単位：トン、円/kg

2012年度 TPP締結後
備考

乳(illi(円/kg) 乳価（円/kg)

加工原科乳 1,420,945 70.96 565,823 28.96 輸入均衡価格

チーズ向け 452,190 52.00 . 0 

牛乳等向け 779,313 90.47 2,086,622 83.16 （加工原科乳価＋補給金）水準

生クリ ーム等向け 1,173,964 73.23 1,173,964 73.23 

加工1原kg科あ乳た補り給金 4.53 1.80 単価： 12.2円/kg

チ1ーkgズあ助た成り金 1.73 

゜
単価 ：14.6円/kg

プール乳価（円/kg} 79.65 73.90 2012年度比7.2%下落

資科：＊クレン「北海道指定生乳生産者団体情報」、表6より作成。

註： 1)このプール乳価は、共販経費控除や、加工原料乳 ・チーズ向け以外の補助金等は反映していない。

2) 2012年度の牛乳等向け乳価は、飲用乳向け （道内） ・飲用乳向け（道外） ． 築団飲用向け• 成分調整牛乳向

け•発酵乳等向けの各用途別乳価の加直平均である。

3) TPP締結後の加工原料乳価は、 2012年度の加工原料乳価を、表5のパターと脱脂粉乳の平均内外価格差2.45で除

したものである。

4)乳価は全て工場着価格である。
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される。また、試算結果で想定する生乳移出に必

要なほくれん丸は9隻と試算 したが、フル稼働す

る9月以外の月では遊休化注11)し、現状より移出単

価が上昇することも考えられる。このように、

TPP締結後は共販経費の上昇が予想されるため、

その点ではプール乳価にマイナスに作用すると言

える。

注7) 飲用牛乳等とは、牛乳 • 成分調整牛乳 • 加

工乳を指す （「牛乳乳製品統計」・より）。

注8)ホクレンの用途区分で言うと、飲用乳向け

（道内）、全農移出分を除く飲用乳向け （道

外）、集団飲用乳向け、成分調整牛乳向け、

発酵乳等向けの合計である。

注9)15トンミルクローリー車を1隻あたり70台搭

載し、 1ヶ月間で15日間稼働した場合 （北海

道と都府県との往復2日間かかると想定）。

注10) 乳業資本へのヒアリングによれば、• 都府県

の原料乳1kgあたり乳製品製造委託料は、北

海道の倍以上とのことである。

注11)現状では、移出嘉の最も少ない3月の移出

最は、最盛期である9月の3分の1程度であ

る。

V おわりに

本論文は、 TPP締結により関税が撤廃された場

合の、 国産乳製品から輸入乳製品への需要シフト

の可能性、ならびに国産乳製品の消滅を受けて北

海道酪農が飲用乳向け原科乳生産へ特化する可能

性を検討することを課題とした。

まず、輸入乳製品への需要シフトの可能性につ

いては、乳製品の内外価格差は大きいうえに、原

料用途が多く、それらの点で揺要シフトの可能性

は高いと言える。だが、現在輸入されている乳製

品の品質および規格は、ただちに全ての国産乳製

品と代替できる性質を有するわけでは必ずしもな

い。そのうえで、ナチュラルチーズをはじめとし

た乳製品向け国内乳価の水準、一般消費者を含む

国産乳製品需要者の国産志向の強さ、日本向け規

格・品質に対応した海外乳業資本の対応が、需要

シフトの程度に影響を与えると考えられる。

次に、北海道酪農の飲用乳生産特化の可能性だ

が、北海道から都府県へ飲用乳移出が拡大する場

合、北海道への飲用乳工場集中 ・移転よりは、 生

乳移出の拡大という形態で、進行する可能性が高

い。だが、移出手段増強といった初期投資は膨大

になると予測される。月別の需要益 ・供給泣の検

討から、北海道から生乳移出が進む場合でも、都

府県での生乳生産泣は現状比で44.9%減、 202.6万

トン残存する。また、余剰乳としての加工原料乳

が、現状のホクレン販売紐比で60.2%減、 56.6万

トン残存する。また、北海道から飲用乳移出を拡

大した場合、補給金収入の減少を度外視したとし

ても、プール乳価面のメリットはあまりない。む

しろ、生乳移出コストや需給調整コストといった

共販経費が増加する可能性があり、それらの点は

プール乳価にマイナスに作用する。

以上の結論から、既存のTPP影響試算• 分析に

対して以下の示唆が得られる。第1に、国内生産

減少は避けられないものの、特定の品目が全量輸

入品に置き換わる可能性は低く、国産乳製品は一

定量残存する。その点で既存試算は、輸入増加に

よる影響を過大に評価していると言える。第2

に、都府県での生乳生産は既存の影響試算以上に

残存する可能性がある。既存試算は、都府県での

生乳生産量減少を過大に見積もっていることを否

定できない。第3に、北海道酪震の飲用乳向け生

産への特化 （分析上は飲用乳向け比率上昇）とい

う「構造改革」は、酪農家のプール乳価に明確な

プラス効果を与えるとは言えない。
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