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はじめに 

 

 小稿の課題は、最近のカナダの酪農経営と酪農政策の動向とそれをめぐる諸問題の検討

である。最近の酪農政策の問題としては、アメリカ、ニュージランド（以下、NZ と表記）

間の酪農品貿易紛争問題も、課題として与えられている。しかし、これらの課題に全て応

えることは至難である。酪農経営に関する問題を一つ取り上げても、それ自体が大きなテ

ーマだからである。 

 酪農政策については、このことは一層該当する。酪農部門の供給管理政策は、州ごとの

ミルク・ボードによる飲用乳の出荷調整に起源を有し、それをベースに連邦全域をカバー

する供給管理政策が確立した。このため、“秩序ある供給管理政策”と呼ばれるカナダの

酪農政策の仕組み、特質を正確に理解するには、カナダの酪農政策の歴史にも遡らねばな

らない。しかし、限られたスペースでの酪農政策の歴史の紹介は不可能である。 

 このため、小稿での酪農経営などに関する考察は酪農政策の動向を理解する前提にとど

める。ただ、酪農経営と関連させて牛乳・乳製品の消費・需給趨勢や乳製品の貿易動向に

も言及する。牛乳・乳製品の消費趨勢や乳製品の貿易動向は、酪農政策をめぐる諸問題の

背景をなしているためである。 

 そのうえで、小稿ではカナダの酪農政策の仕組みと特質、最近の動向と問題を検討する

ことに努めている。カナダの農業政策一般に関してと同様に、酪農政策についても連邦政

府と州政府間に特有な役割分担が存在する。このため、連邦レベルで供給管理政策を担う

カナダ酪農委員会の役割と州レベルで生乳の供給管理業務の責任を負うミルク・ボードの

業務とを、酪農政策の検討に際しては区分して考察することにした。そのうえで、アメリ

カ・NZ 間の酪農品貿易紛争問題を検討する。 

 

 

１ 酪農経営の動向と牛乳・乳製品の消費趨勢など 

 

１）酪農業、酪農経営の概況 

2004 年度の酪農部門全体の純農業所得総額は 46 億ドルであり、カナダ農業のなかでの穀

物、赤肉（肉牛・養豚）、園芸に次ぐ第 4 位に位置する。また、乳製品加工業の出荷額は

115 億ドルと食飲料業界全体のなかで第 2 位の出荷額を誇る。酪農業および乳製品業は、カ

ナダの農業、食品産業のなかでそれぞれ重要な地位を占めるのである。 

1990 年代以降も、カナダの農業経営は他の先進諸国と同様に特定部門、特定農産物・品

目への特化傾向が続いている。酪農部門も例外ではない。経営特化の動きは、酪農部門で

とくに顕著とも言える。センサス統計によると、最近の 1994～2005 年にも、酪農場数は

26,200 農場から 16,224 農場へと 38％も減少している１）（第 1 表）。農場数の減少は乳牛飼

養頭数規模が小さい層ほど顕著である。1981～2001 年に飼養頭数 17 頭以下の農場数はほぼ
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10 分 1 に、18-47 頭規模の農場も 3 分 1 に減少した。これに対し、飼養規模 48-77 頭の農場

数の減少率は 30％にとどまり、78 頭以上の飼養規模層では農場数は増加に転じている。そ

して、飼養規模が大きいほど農場増加率も大いのである。 

１）より長期の 1981～2001 年をとると、乳牛の飼養農場数は 6 万 7,900 農場から 2 万 1,900 農場へと大

幅に減少している。 

 

第 1 表 牛乳生産量、酪農場数、乳牛頭数、州別牛乳生産量の推移 

 1994 年 2005 年 1994-2005 年 

変化率％ 

牛乳生産量 7,104 万 khl 8,150 万 khl 14.7 

酪農場数 26,199 16,224 -38.1 

乳牛頭数 126 万 7 千 106 万 -26.3 

泌乳量（一頭当たり） 8,103kg 9,459kg 16.7 

資料：Statistics of Canadian Dairy Industry 2005 

 

 もっとも、2001 年に乳牛飼養頭数 178 頭以上の酪農場数は 333 農場とカナダの酪農場全

体の 1.5％にすぎず、123～177 頭の農場を加えても全体の 5％にみたない。経営が成り立ち

うる酪農場の大半は、乳牛飼養規模 78～122 頭と 48～77 頭の経営層に集中し、両者を合わ

せると酪農場全体の 35％に達する。 

 

第 2 表 乳牛飼養頭数規模別農場の推移 

 1981 1985 1991 1996 2001 

1-17 頭 29,274 17,912 10,990 6,644 3,156

18-47 28,225 23,297 19,218 15,153 10,196

48-77 7,945 6,641 6,595 6,388 5,532

78-122 1,895 1,689 1,773 2,059 2,111

123-177 395 362 354 469 584

178 頭以上 165 136 147 213 333

乳牛飼養 

農場計 

67,899 50,037 39,077 30,926 21,911

資料：Statistics of the Canadian Dairy Industry 2005, p.5 

 

 このようにカナダの酪農経営は中規模農場の比重が高く、そこが分厚く存在することが

一つの特徴である。それは、2005 年の一農場当たり平均乳牛飼養頭数、牛乳生産量がそれ

ぞれ 62 頭、5,000 キロリットル、一頭当たり平均泌乳量が 9,459kg との数字にも裏打ちされ
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る（第 2 表）２）。 

２）2005 年のカナダ全体の乳業飼養頭数は 106 万頭、牛乳生産量は 8,150 万キロリットルである。カナ

ダの牛乳生産量は毎年若干増加しているが、乳牛総飼養頭数は年々減少している（Statistics of The 

Canadian Dairy Industry 2005, p.5）。なお、カナダの酪農年度は当年 8 月から翌年 7 月までである。 

 

 特定諸州への酪農場の集中も、酪農の経営構造の特徴である。2004 年度に生乳を出荷す

る農場の 48％、33％はケッベク州、オンタリオ州にそれぞれ立地する。両州を合わせた酪

農場数はカナダ全体の 81％に達する。残りの酪農場の 13％がブリテシュ・コロンビア州（B.C

州）を含む西部平原諸州、6％が大西洋沿岸諸州である。ケベックが最大の酪農州であるこ

とが、カナダの酪農政策に大きな影響を与えているのである３）。 

３）このため、酪農をめぐる政策問題は政治的なケベック問題でもある。 

 

 ところで、カナダの農場経営をめぐる状況は、最近数年間、全体的に極めて厳しい。エ

ネルギー価格の高騰による農業資財価格の急騰の一方、カナダ・ドルの急騰により輸出農

産物の農場受取価格が大幅に下落したことによる。2003～2006 年を通したカナダの農場経

営収支は史上最悪の状態である４）。セイフティネット計画の CAIS の改編が、重要な農業政

策課題として急浮上しているのも、農場経営収支の急激な悪化を背景とするものである。 

４）カナダ食糧・農産品省によると、2003-2006 年のカナダの一農場当たり平均の実質実現純農場所得

（realized net income）は 5,592 ドルとされる。 

 

そのなかで、酪農農場の経営収支は相対的に安定している。それは、酪農政策を特徴づ

ける“秩序ある供給管理政策”のもとで、生乳価格が一定水準に保証されるためである。

しかし、酪農経営の存続にとっても、経営の絶えざる規模拡大が要請される。酪農経営に

必要な各種設備・機械が大型・高性能化し続け、酪農経営に必要な設備投資額は絶えず嵩

上げされる。このため、設備投資の収益性を確保するには、一定規模以上の乳牛飼養が必

要とされるのである。 

 

 ところで、供給管理政策のもとでは、飼養規模の拡大は新規クオータの取得によらざる

をえない。生乳の出荷量は、出荷割当枠（クオータ枠）にもとづくためである。クオータ

取得のための売買取引は、州ごとのミルク・ボードなどが定める方式（基本は入札、落札

方式）によっている。乳牛一頭に相当するクオータの平均取引価格は、2006 年現在ほぼ 3

万ドル前後である５）。クオータ取引価格は、乳牛の飼養権利（搾乳される生乳の出荷権利）

の取得コストであり、クオータ保有は生乳の出荷権利を保証する資産保有でもある。 

５）クオータの取引価格は一定量の固形乳脂肪分にもとづいている。乳牛一頭当たりのクオータ取引価

格も、それに相当する固形乳脂肪分量から換算される。ここでのクオータ取引価格は現地調査によっ

ている。 
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 クオータ制は、カナダの酪農経営に様々な影響を与えている。それは家族内での農場継

承、経営主の引退後の生活保証、経営のリスク回避、および漸進的な酪農経営の規模拡大

などに資すると、関係者間では肯定的に評価される。要するに、クオータ制がカナダの酪

農経営の安定性に寄与している、との評価である。しかし、酪農経営への参入障壁を高め、

新規参入を排除し、酪農部門での既得権益を保護していることも事実である。 

 

 ２） 牛乳・乳製品の消費趨勢および市場動向 

カナダの牛乳、乳製品市場は、全体として成熟市場である。牛乳・乳製品の消費には大

きな伸びは期待できない。それは、カナダの生乳生産量にも反映される。2004 年度のカナ

ダの生乳生産量は前年より若干減少し、直近の 2005 年度の生乳生産量も対前年比で 1％減

少している。 

 

 もっとも、生乳の用途、品目に応じて消費趨勢は相違する。生乳は大きくは二つの用途

（市場）、すなわち飲用乳向け（市場）と加工乳向けに区分される。カナダの生乳生産量

の 39％が飲用乳向け、残りの 61％が加工乳向けである。 

このうち飲用乳消費は、2000-2004 年に 2,718 万 hl から 2,714 万 hl へとわずかだが増大し

ている。これはカナダ全体の人口増によるものであり、一人当たりの飲用乳の消費量自体

は減少し続けている。例えば、最近 10 年間に一人当たり飲用乳消費量は 11％も減少してい

る。そのなかで消費の品目転換が進展しているのである。６） 

６）ミネラルなどの各種栄養素を混合した飲用乳は、functional milk と呼ばれて、新規の飲用乳として需

要が増大している。 

 

 一口で言うと、高脂肪分飲用乳から低脂肪分や脱脂粉乳(skim milk)への消費転換である。

固形脂肪分 3.25％および2％の飲用乳の一人当たり消費量は 1995～2005年にそれぞれ 16％、

23％も減少した。これに対し、固形乳脂肪分 1％飲用乳の消費量は 12％増大している（第 3

表）。 

第 3 表 州別飲用乳・加工乳の出荷割当量（クオータ注） 

 1997 2000 2005 

ケベック 101.35 108.11 112.22 

オンタリオ 90.37 92.62 96.16 

その他東部諸州 14.37 14.85 15.44 

西部 4 州 59.85 60.85 66.34 

カナダ全体 265.95 276.45 291.98 

注：クオータの単位はバター脂肪分 100 万 kg 

資料：Statistics of the Canadian Dairy Industry 2005, p.47 
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 この他の飲用乳の消費趨勢としては、各種栄養素を混合する特殊飲用乳の需要増も一つ

の特徴である。また、飲用乳に区分されないヨ－グルト、クリームの消費も目立って伸び

ている。例えば、1995～2005 年にヨ－グルト、クリームの一人当たり消費量は 138％、54

％も増加している。健康および嗜好を重視する食習慣の強まりが、飲用乳消費の品目間の

消長に帰結している。 

 

 加工乳向け生乳出荷量は、飲用乳向けと対照的に全体でも減少している。直近 2005 年度

の加工乳用生乳出荷量は前年比で 2.5％の減少である。ただし、飲用乳と同様に、乳製品の

品目に応じて消費趨勢は相違する。とくに、バターとチーズとは対照的である。やや長期

の 1986～2005 年でみると、一人当たりチーズ消費量は 17％増であるのに対し、バターの消

費量は 18％減少した。脱脂粉乳の一人当たり平均消費量も同期間に 64％も減少している。 

 
第 4 表 牛乳・乳製品の消費量(一人当たり) 

 チーズ バター 脱脂粉乳など ヨ－グルト 飲用乳 クリーム 

1986 10.4kg 3.81kg 3.14kg 2.69l 99.91l 4.94l 

1995 1.85 2.76 2.14 3.04 99.16 5.45 

2005 12.3 3.13 1.14 7.23 84.00 8.37 

資料：Statistics of Canadian Dairy Industry 2005, pp.103-104 

 

 乳製品の品目別消費動向にも、飲用乳と同様な諸要因が作用している。一つは、バター

の消費減とチーズの消費増に代表される、健康に配慮した消費傾向の強まりである。また、

カナダ社会の新たな動向も影響している。カナダでのエスニック別人口構成の変化、女性

労働力化率の高まり、およびベビーブーマー世代の人口比率の上昇、などである。 

 これらの社会的諸要因が生活スタイルの変化と連動しつつ、乳製品に対する新たな嗜好、

需要を生み出している７）。特殊チーズ(specialty cheese)、高級アイスクリーム、高脂肪ヨ－

グルトの大幅な消費増はその一例である。こうした消費趨勢を先取りするかたちで、乳製

品の新商品の開発・販売競争も激化しているのである８）。 

７）カナダ酪農委員会(CDC）は、関連資料のなかで、カナダにおける牛乳・乳製品をめぐる新たな消費

傾向とその社会背景として、"The Canadian dairy and food processing sectors are witnessing some of the 

most exciting and challenging opportunities in decades. Working parents, a growing ethnic Canadian 

population, the preoccupation with nutrition, and aging baby boomer are changing the way dairy and food 

processors select ingredients and formulate their products."としている。 

８）過去 20 年間に市場に導入された新乳製品としては、日本語での表現は難しいが、numerous specialty 

cheeses, dairy desserts, yogurt drink, gourmet ice cream , ice cream novelties、などがある。 
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３）乳製品の輸出入動向 

 2000年代に入って、カナダの乳製品貿易は 90年代後半までと様相を大きく異にしている。

1990 年代後半には乳製品輸出額は輸入額を上回り、出超で推移した。ところが、2000 年以

降輸入量は次第に輸出額を上回るようになり、最近ほど貿易赤字額は増大している。2005

年度の乳製品貿易の赤字額は 4 億ドルにも達している（第 5 表）。 

 

第 5 表 乳製品の貿易動向 

単位：100 万ドル 

 輸出額 輸入額支 貿易収支 

1996 337 233 104 

1997 373 270 103 

1998 414 280 134 

1999 365 313 52 

2000 311 456 -145 

2001 443 548 -105 

2002 368 541 -173 

2003 295 548 -253 

2004 245 589 -344 

2005 203 597 -394 

資料： Statistics of Canadian Dairy Industry 2005, p.126 

 

 貿易赤字急増の原因は、輸出の大幅減少と輸入の持続的な増大である。このうち、乳製

品輸出の大幅減少は主として米・NZ との貿易紛争の決着によるものである。３でみるよう

に、2002 年末の WTO 裁定を通してカナダの補助金付き輸出は 2003 年以降約束水準にまで

削減され、それが乳製品輸出の大幅減を生み出している。さらに最近のカナダ・ドルの急

騰も、メキシコ向けを中心に乳製品の輸出減の一因である。 

 

 一方、最近の乳製品輸入増は乳製品の再輸出用の輸入増加によるところが大きい９）。再

輸出計画のもとでの輸入量は、カナダの乳製品輸入量のほぼ 40％に達している。再輸出を

目的とする輸入措置は、安価な原料乳確保による加工業者の国際競争力の強化、維持を図

るものである。加工業者への政策的な配慮が、乳製品輸入増に帰結している。 

９）再輸出用輸入計画は、Import for Re-export Program とされる。 

 

 カナダの乳製品の貿易構造についても簡単に触れておこう。2004 年の乳製品輸出額は 2

億 4,500 万ドルで、その品目別構成は、チーズ 29％、スプレッド乳製品(dairy spread)18％、
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脱脂粉乳 15％である。また、地域別の輸出構成は、北米 51％、EU12%、アジア 16%となっ

ている。北米向け輸出の大部分はアメリカ向けである 10）。アジア向け輸出では韓国への輸

出比重が高くなっている。輸出増加が目立つ品目は、スプレッド乳製品、粉乳およびヨ－

グルトで、ヨ－グルトの輸出増は全てアメリカ向けである。両国が隣接し、カナダのヨ－

グルト輸出がアメリカで関税適用外とされているためである。 

10）2004 年のカナダの乳製品輸出の 48％はアメリカ向けである。 

 

 一方、2004 年のカナダの乳製品の輸入総額は 5 億 8,900 万ドルであり、品目別構成は、

特別チーズ 29％、カゼイン 19%、バター・その他脂肪分 13%、粉乳 10%である。地域別輸

入構成は EU41%、オセアニア 26%、北米 24%である。EU からの輸入の 60％以上はフラン

ス、ドイツ、イタリアの三カ国に集中し、オセアニアからの輸入の大半は NZ である。輸入

増が目立つ品目は、カナダでの最近の乳製品消費趨勢を反映し、特別チーズを中心に各種

チーズ、脱脂粉乳、アイスクリームなどである。 

 このように輸入相手地域として EU が最大であり、また輸出入のいずれでもアメリカの比

重が高く、さらに NZ からの輸入も一定割合を占めている。また、品目別にチーズを中心に

需要が伸びている新規乳製品の貿易比重が高まっている。 

 このなかで EU からの乳製品輸入はチーズを中心に再輸出用の割合も高く、カナダの利害

と基本的に抵触しない。これに対し、輸出入の双方でカナダとアメリカとの乳製品貿易は

競合関係にある。また、輸出競争力を有する NZ はカナダの乳製品市場に強い関心を有して

いる。３でみるアメリカ、NZ との酪農品貿易紛争は、以上のカナダの乳製品貿易構造を背

景とするのである。 

 

 ところで、カナダの乳製品の加工・流通業界では寡占体制が強まっている 11)。一方、乳

製品の輸入増が目立つなかで牛乳・乳製品市場はほぼ飽和状態にあり、小さいパイをめぐ

って新規乳製品の開発、販売競争が激化している。こうした市場構造が、次にみる酪農政

策に様々な影響を与えるのである。 

11）乳製品加工業(dairy processing)の動向にも簡単に言及しておこう。飲用乳・加工乳製品工場はカナダ

全体では 463 工場存在するが、309 工場はケベック州とオンタリオ州に立地し、中央カナダへの集中

率が高い。加工工場の統合、淘汰は相当のペースで進展しており、とくに 1990 年以降、工場の減少テ

ンポが加速している。このなかでカナダの乳製品加工業では、Saputo Inc.、Agropur Cooperative、Parmalat 

Canada Ltd.の主要 3 社への集中率が高まっている。3 社のシェアは 70％に達し、さらにシェアは上昇

しつつある。 

このうち、Saputo Inc はチーズ 38％、飲用乳 20％のシェアを有する最大の加工メーカーである。海

外事業も M&A を通じて急成長しつつある（アメリカで第 5 位、アルゼンチンで第 3 位の多国籍乳製

品企業）。 

また、Parmalat Canada Ltd はイタリアの Parmalat FinaNZaria SpA 持株会社の子会社であり、1997 年

にカナダに参入して以降、拡大を続け、飲用乳、チーズ、ヨ－グルトでそれぞれ 25％、12％、20.5 ％

のシェアを有する。 
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協同組合系の乳製品加工場のシェアも 2002 年に 42％に達する。なかでも Agropur Cooperatives はカ

ナダ最大の酪農協同組合で、飲用乳、チーズでそれぞれ 25％、18％のシェアを有している。なお、飲

用乳・乳製品の小売業界でも大型量販店の比重が高まるとともに、上位企業のシェアが急上昇してい

る。 

 

 

２ カナダの酪農政策－供給管理政策－の仕組みと動向 

 

１）供給管理政策の仕組みと CDC などの役割 

 

(1) CDC の発足と供給管理政策の確立 

 酪農部門での供給管理政策は、出荷割当枠（以下、クオータと表記）による生乳の生産

・出荷量の全面管理、乳価水準の維持、および酪農品の輸入規制、この三者から成り立っ

ている。ただし、供給管理政策の仕組みとその運用は相当に複雑であり、この理解には供

給管理政策の成立経緯にも簡単に触れねばならない。 

 生乳の供給管理政策は、それぞれの州で自主的に開始された。生乳の供給過剰による乳

価下落への対処が発端であり、過剰問題が重大化した州では生乳の出荷調整が図られたの

である。この過程で、生乳のマーケッティング・ボードが組織され、そこに権限を授与す

る法制度も各州で整備されるようになった。 

 ボードの成立経緯、組織構成は州ごとに相違した。酪農生産者が中心となって組織した

ものと、州政府が設立したものとが存在した。しかし、いずれも州内の生乳の出荷調整を

行い、それを通した乳価水準の維持を目的とする。しかし、州内だけの生乳の需給調整は

当然、限界があった。州境および国境をまたがる飲用乳・乳製品の出荷・流通を適正に管

理できないためである。 

 この結果、生乳の州間出荷を連邦レベルで調整するために、1966 年に全国組織のカナダ

酪農委員会（Canadian Dairy Committee=CDC、以下 CDC と表記）が設立された。CDC の組

織理念は、牛乳生産者および流通加工業者への適正な報酬、および消費者への高品質の牛

乳・乳製品の継続かつ安定的供給をそれぞれ保証するもの、とされた。ここに明らかなよ

うに、CDC は州ごとの生乳の需給調整を全国レベルで補完し、全国的な牛乳の供給管理シ

ステムの構築を目的に設立されたのである１）。そして、CDC と各州のボードの組織的関係

の整備、両者の役割分担の明確化を通して、1970 年代初頭までにカナダの酪農政策、すな

わち秩序ある供給管理政策が確立したのである。 

１）CDC はカナダに特有な crown corporation と呼ばれる公社であり、業務内容の所管大臣による議会へ

の報告が義務づけられる。CDC は公的には州ボード、生産者、加工業者、輸出業者と密接に協力して、

酪農業および酪農政策、諸計画に関する事柄に関して農業・食品大臣に諮問する組織とされる。CDC

の運営資金は政府資金と生産者への賦課金で賄われ、2006 年現在のスタッフ数は 63 人である。 
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 (2) CDC の役割  

 酪農部門の供給管理政策は、連邦政府と州政府、すなわち州ボードと CDC との役割分担

関係のもとに実施される。その役割分担とは、州内流通を原則とする飲用乳の出荷調整、

需給管理は州ボードの責任、裁量であるのに対し、加工乳の全国的なクオータ配分や乳製

品の需給管理・調整は CDC が責任を負う、というものである。もっとも、加工乳と飲用乳

の供給管理と需給調整は不可分であり、両者を截然と区分することはできない。生産者が

出荷する生乳を、ボードが市場での需要に応じて飲用乳、加工乳に用途区分するからであ

る。 

 このなかで CDC の役割、業務は、生乳の国内需要を予測、推定し、それにもとづいて加

工乳の全国出荷枠（生産量）を勧告し、また、乳価の基準となる支持価格を定め、さらに

プール計算業務のベースとなる特別牛乳クラス計画の運用およびこれと関連する余剰乳の

処理を行うこと、などに集約できる。このうち、加工乳の全国出荷枠の決定、配分は供給

管理政策の基礎をなすものである。また、支持価格の設定、特別牛乳クラス計画の運用お

よび余剰乳の処理は相互に関連する、供給管理政策を支える一体的な措置である。このた

め、供給管理政策の仕組みを理解するには、それぞれを検討する必要がある。 

 

(3) 全国牛乳出荷計画（National Milk Marketing Plan）の策定 

 加工乳の全国出荷割当量をいかに定め、その出荷枠をどのように各州に配分するか、こ

れが供給管理政策の基礎となる。飲用乳の生産・流通量は州ごとに決められる。この結果、

加工乳の全国出荷量を決定すれば、カナダの年間牛乳生産量が自動的に決まる。このため、

全国牛乳出荷計画をいかに策定するかは、酪農関係者にとっての最大の関心事でもある。 

 全国牛乳出荷計画は、カナダ牛乳供給管理委員会（Canadian Milk Supply Management 

Committee＝CMSMC)での審議によって決定する。CMSMC の招集が CDC の主要な役割の

一つでもある。CMSMC は州からの三人の代表によって構成され、そこでの審議を経て

CMSMC を構成する全ての委員（州ごとの三人の代表者）の署名によって、全国牛乳出荷計

画が発効するのである。 

 CMSMC によって決定される加工乳の全国生産目標量は、出荷割当配分（Market Sharing 

Quota=MSQ）と呼ばれる２）。各々の州は、CMSMC が各州に配分する MSQ を生産者に割り

当てることになる。そして、MSQ は加工乳製品の全体的な需要変化と州ごとの需給動向を

反映するように、CMSMC によって絶えず監視、調整されるのである３）。 

２）MSQ はカナダの加工用乳の全国生産目標であり、CDC が年度ごとの MSQ を計算して CMSMC に勧

告する。この数字は需要変動を反映するように絶えず調査され、計量が繰り返される。固形脂肪分を

ベースにすることも一つの特徴である。 

３）現地ヒアリング調査によると、MSQ の各州への配分は州ごとの人口増減、MSQ のこれまでの配分

実績の二つの要素によって決められるという。しかし、二要素をどのように評価して決めるかなどは

不明である。 
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 それだけに、全国牛乳出荷計画の策定は州間の複雑な利害調整でもある。全国牛乳出荷

計画の原案策定や CMSMC の招集など、全ての実務は CDC が担当する。しかし、全国牛乳

出荷計画の決定と CDC の業務に関する監督権限は全て法律的には CMSMC に委ねられる。

州間の利害調整に関わる対応は、全ての州の代表者から構成される CMSMC が政治的に適

合的である４）。 

４）CMSMC は全国牛乳出荷計画の決定に責任を負い、CDC の業務全体の監 視・監督を行う、酪農政

策に関する最高責任機関に位置づけられる。CMSMC の委員は各州からの三人の代表者によって構成

され、通常、州の代表者は、生産者、消費者（加工・流通業者）、州政府関係の三者から構成される。

生産者と消費者の利害の公平を図る、という建前のもとに代表者が選出される。 

 

(4) 生乳の特別分類システムと価格支持の仕組み 

カナダには特別の生乳分類制度があり５）、これにもとづいて加工業者に生乳が売却され

る。これは最終用途にもとづいて生乳を五分類するものである。特別分類制度のもとで、

生乳はクラス１からクラス５までに区分され、さらに同一クラスのなかで細分類される。

そして、細分類された生乳ごとに価格が設定される。 

５）これは、Harmonized Milk Classification System と呼ばれ、この特別分類制度のもとでは生乳は実に

18 に再分類される。 

 

 特別分類制度は、WTO 農業協定の発効にともなう特別クラスの生乳の導入によって導入

された６）。特別クラスはクラス５であり、その最終用途は製菓原料用や輸出用である。特

別クラスのなかでも、5(d)は主として北米市場向けの輸出用である。また、クラス４のな

かでも 4(e)は「余剰処理」７）用に用途が特定化される。 

６）正確には、Special Milk Class Permit Program と呼ばれるもので、後に紹介する包括プール協定と同義

であり、1995 年 8 月に施行された。 

７）余剰処理は"surplus removal"と呼ばれ、この余剰処理用の原料乳は MSQ の枠内乳、および MSQ 枠外

乳（MSQ 枠を超えて生産されたもの）の双方からなっている。 

 

 こうした特別分類制度は、市場条件に応じて加工乳を弾力的に利用するためとされる。

例えば、製菓業者などの市場競争力を確保するには安価な原料乳の供給が必要とされる。

酪農品に関する厳しい輸入規制のもとで、加工業者や食品産業への配慮も要請される。そ

れが特別クラスの導入を生む一因である。しかし、それ以上に特別クラスは生乳の輸出販

路の確保、それによる余剰乳処理を目的とするのである。 

 加工乳の生産・出荷量は、MSQ によって総量が規制されるものの、MSQ 枠外の生産も一

部で生じ、季節に応じて生産量が変動する。このため、供給管理政策のもとでも余剰乳の

発生は免れない。余剰乳の処理は、低価格で供給される特別クラスによって可能となる。

これによって、生乳に輸出競争力が付与されるからである。このため、加工業者への特別
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クラスの生乳販売は特別の手続きがもとめられる８）。 

８）特別クラスの生乳の価格設定と売却手続きには説明が必要である。クラス 1～クラス 4 までの加工

乳については、各州のボードが随意に価格を設定して加工業者に売却する。これに対し、加工業者・

輸出業者が特別分類 5 の乳製品を確保したい場合には CDC に許可書を申請し、それを州ボードに提示

する。この際、5(a)-(c)の価格は CMSMC の定める算式によって設定されるが、アメリカの加工原料

乳価格と関連づけられる。また、5(d)-(e)の価格は CMSMC が同意した基準に従って、CDC と加工・

輸出業者との間の交渉によってケ－スごとに決定される。なお、現在、5(e)は廃止されている。 

 

 しかし、加工乳の通常国内価格を下回る特別クラスの価格設定は、輸出補助金問題を生

み出すことになり、３でみるアメリカ・NZ との間の酪農品貿易紛争の直接的な原因となっ

たのである。 

 一方、クラス１～４の用途は国内市場向けであり、その生乳価格は州ボードと加工業者

との交渉を通して任意に設定される。しかし、加工乳価格は CDC の支持価格（support price）

によって下限が設定される。CDC は、市場でのバター、脱脂粉乳の在庫量が一定水準を超

えると買い上げ、状況に応じて市場に放出する。バター、脱脂粉乳の在庫管理を通して、

CDC は乳製品全体の需給調整、需給管理を実施している。 

 この際、支持価格は酪農経営の適正報酬を保証する水準に設定される９）。CDC による支

持価格でのバター、脱脂粉乳の買い入れを通して加工乳価格が下支えされる構造である。

結局、州のボードによる加工業者への加工乳の販売価格も支持価格がベースとなる。この

結果、クオータによる供給管理と支持価格、この両者に支えられて、生乳価格は事実上の

管理価格である。これを裏付けるように、CDC によってクラス別の生乳の基準価格が提示

されている。基準価格は、固形脂肪分、蛋白質、その他栄養素の含有量をベースに算出さ

れる。 

９）CDC は毎年、州と協力して農場レベルでの生乳生産費に関する全国調査を実施している。この生産

費調査にもとづいて当該年度の支持価格を前年の 12 月半ばまでに CDC は決定、発表する。この支持

価格は当該年度の 2 月 1 日から発効する。 
 

 もっとも、州のボードから生産者へ実際に支払われる乳価には様々な調整が施される。

州のボードはプール計算方式にもとづいて生乳の集荷、出荷事業を行っており、それに従

って生産者への生乳代金支払われる。供給管理政策の実態を理解するには、ボードによる

生乳の集荷・出荷事業も考察せねばならない。 

 

２）州ボードの業務、役割 －オンタリオ州を中心に－ 

(1) プール協定 

 生乳の特別分類システムは、プール協定に関する連邦と州との合意にもとづいて発効し

た。これが包括プール協定と呼ばれるものであり 10）、1995 年半ばから各州との間で順次締

結され、2001 年 8 月までに全ての州との協定締結が完了した。これによって、全ての州を
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網羅する牛乳の全国プールが形成されたのである。プール協定は、全ての州の生産者が特

別クラスの生乳の販売代金をプールし、その処理を行うという連邦と州との取り決めであ

る。プール協定は、特別クラス生乳の処理を、平等原則にもとづいて全ての州の生産者の

負担（賦課金）によって行う協定と理解してよい。 

10）この包括協定は、Comprehensive Agreement on Special Class Pooling と呼ばれ、全ての州を包括する。

包括協定は新たな市場条件に応じて協定に新たな内容を付け加えられる。例えば、2005 年度には新た

な５ヵ年協定が締結され、そこでは生乳価格は CDC の支持価格通知に従って最初の 2 年間調整され、

その後 3 年間は、消費者物価指数、現金生産コスト、個人可処分所得などを考慮する算式にしたがっ

て計算する、とされる。 

 

 プール協定の締結と並行して、東部諸州と西部諸州のそれぞれの地域を横断する地域プ

ールが組織された。それが東部 6 州をカバーする東部プール（Eastern Pool）と、サスカチ

ュワン、アルバター、B.C 州を対象とする西部プール（Western Pool）である 11）。それぞれ

の地域プールは、特別分類制度にもとづいて州ボードが生乳の集荷、販売事業を実施する

規則を定めている。地域プールは、各州のボードのプール計算方式の具体的な運用と財務

管理にも関わっている。 

11）このなかでマニトバ州は包括プール協定およびそれまで属していた西部プールから 2003 年 2 月に脱

退している。飲用乳の生産比重が高いため、プール協定に属すると州ボードの負担が過大になるとの

思惑からである。東部プールの機能は本文のとおりであるが、東部プールが州のボードと実際にどの

ように調整業務を分担し、とくにボードの財務リスクをいかに管理しているか、これらに関しては現

地調査でも充分な情報を入手できなかった。 

 

 ただし、東部プールと西部プールとで地域プールの実際の役割は相違している。東部プ

ールでは、生乳の販売収入だけでなく、輸送費や販売促進費など州ボードの生乳の集荷・

販売事業に関わる全ての費用がプール計算され、生乳流通に関わる全てのコストが生産者

間で均等に分担される。これに対し、西部プールのプール計算は販売収入に限定される。

西部プールは、全国プール協定の発足にともない東部プールとの差別化を意識しつつ付随

的に組織されたものと考えられる。カナダの生乳集荷・出荷事業の大半は東部プールを通

してのものである。そして、主要酪農州のボードの集荷・販売事業も東部プールの取り決

めを通して実施されている。 

 

(2) ミルク・ボードの組織と運営 

 ミルク・ボードの組織構成が州ごとに相違することは、さきに指摘したとおりである。

オンタリオを例にとると、ミルク・ボードは地域ごとに生産者によって理事が選出され、

それによる理事会によって運営される。ただし、カナダのほぼ半数の州では、ボードは州

政府によって設立される州機関である。 

 このようにボードの組織構成に州ごとに若干相違するものの、その果たす業務、役割は
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全ての州を通じて基本的に同一である。州内での生乳の集荷・販売事業を担うとともに、

州レベルでの供給管理政策の責任主体として生産者への牛乳生産許可の付与、生産者への

支払価格の設定、州内の生乳需要量の決定、および生産者へのクオータ配分などを行う、

というものである。 

 例えば、CMSMC によって各州に配分される MSQ の州内生産者への割当、配分は州ボー

ドの責任で行われる。そして、生産者への MSQ 割当と州内の生乳の需給調整の仕組みは密

接に関連し、その具体的な仕組み、対策には州ごとに工夫が施される。 

 

 オンタリオ州の場合には、牛乳生産量（乳牛の泌乳量）の季節ごとの変動を一定範囲で

許容しつつ、クオータ枠に合致するように州内での生乳の出荷調整を実施している。具体

的には、生産者は各々が保有するクオータにもとづいて生乳を出荷するが、月ごとにクオ

ータの 6％超を上限、8％減を下限とする範囲内での生産・出荷量の変動を認めたうえで、

各々の保有クオータ枠に一致するように年間の生産・出荷量を調整するのである。 

 この際に、上限を上回る出荷量の出荷代金は支払われず、また、出荷量が恒常的に下限

を下回る場合にはその減少分のクオータ保有枠を生産者は失うことになる。クオータ配分

と出荷調整とを組み合わせて、供給管理政策の実効性を州レベルで担保するのである。こ

のうえで、生産者への出荷代金はプール計算にもとづいて支払れる。 

 

(3) プール計算による支払方法の運用 

 ボードによる生乳出荷代金の生産者への支払は、一般には飲用乳分と加工乳分とを一本

化して計算する。そのうえで、輸送コストや販売促進費さらにはボードの運営、業務に関

わる諸経費を全て集計し、生乳販売収入から差し引いた乳価を計算する。これによって平

均乳価を産出し、出荷数量に応じて生産者に支払う。これがプール計算方式の原則である。 

 このプール計算方式の原則は、一見すると簡明である。しかし、その現実の運用は相当

に複雑である。それは生産者によって輸送コストが相違するなどの利害調整をともない、

また、東部プールでは隣接州への生産者による生乳出荷も認められ、それに付随する業務

対応が要請されるからである。ボードによる集荷・販売業務の複雑な実務を理解するため

に、隣接州への生乳出荷のケ－スを簡単に紹介しておこう。 

 

 州内で生産される飲用乳、加工乳の流通は州内流通を原則とする。この原則に従うと、

州内の生産者は同一州内の乳製品工場に出荷しなければならない。しかし、隣接州工場に

近接する生産者は、輸送メリットを配慮して隣接州工場への生乳出荷が認められる。これ

は東部プールの取り決めにもとづいている。しかし、隣接州生産者から生乳を集荷した工

場は、調整・加工した飲用乳、乳製品を生産者の居住州向けに販売（還流）しなければな

らない。 

 この交錯取引は、酪農業の中心州のケベック、オンタリオ州で頻繁にみられる。この実
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務に関する詳細な情報は入手しえないが、東部プール協定内でボードによる絶えざる州間

の業務調整が必要とされていると理解してよいだろう。また、大規模な酪農経営と小規模

経営では生乳出荷量に応じて単位輸送コストが相違する。このため、プール計算方式の機

械的な適用は大規模生産者の不満を招きやすく、この面でもボードには困難な調整が求め

られる。 

 このように供給管理政策の原理は簡明であると言っても、出荷調整や末端の集荷業務な

ど、末端に遡るほど個別の利害調整にともなう煩雑な対応をボードは要請されるのである。 

 

３）酪農品の貿易措置など 

 供給管理政策の一環として、各種の貿易措置がとられている。貿易措置は輸入、輸出の

両面から構成され、現在の輸入規制措置は WTO 農業協定の発効にともない実施された。 

 それは、ミニマムアクセスに相当する関税割当枠（TRQ）と二次関税の設定である。TRQ

に関わる一次関税はほぼ無税か、あるいはごく低い水準である。TRQ が設定される乳製品

は、バター、チーズ、アイスクリームであり、TRQ はそれぞれ 3,274 トン、20,412 トン、

484 トンに設定されている。それを上回る輸入分の二次関税率は、バター、チーズ、アイス

クリームのそれぞれについて 201.5％、298.5％、277％である。いずれも、輸入禁止的な高

率関税である。 

 なお、脱脂粉乳には TRQ は設定されていない。しかし、201.5％の一次関税が科せられ、

事実上、輸入が禁止されている。 

現行の輸入措置をカナダ政府は今後も固守する姿勢である。それが、カナダの WTO 農業

交渉の基本方針である。なお、２、１）の(4)ですでに指摘したように、再輸出向けに用途

を限定して乳製品輸入を無関税で認めており、この輸入が増加していることはすで指摘し

たとおりである。 

 

 乳製品の輸出措置は、余剰乳の処理対策と関わっている。すでにみた特別クラス生乳の

導入も、余剰乳対策を目的としている。しかし、特別クラスによる乳製品輸出は次にみる

ように補助金付き輸出であると認定され、カナダの乳製品輸出は大幅削減を余儀なくされ

るようになった。 

 2004-2005 年現在、カナダの乳製品輸出に関する補助金総額はほぼ 8,000 万ドルの水準に

減少している。輸出の大部分は、国内での余剰乳製品の輸出業者による買い上げによって

行われる。具体的には、国内市場で未売却の乳製品を輸出業者は CDC から 5(d)クラスの許

可(permit)を受け取って確保し、輸出に振り向けるものである。その代表が、EU へのチー

ズ輸出である 12）。 

12）EU では、カナダの年代物チーズに対する堅調な需要があるとされる。なお、1980 年にカナダと EU

とは特別アクセス割り当て（special access quota）を締結し、これがカナダと EU の乳製品貿易の背景

になっているとされるが、この詳細は不明である。 
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 一方、CDC による直接的な輸出業務は限定されている。CDC の輸出の大部分は脱脂粉乳

であり、2004-2005 年の CDC の乳製品輸出は脱脂粉乳 1,220 万 kg、バター60 万 kg にすぎな

い。その中心的な輸出先は、キュ－バ、メキシコである。CDC による直接的な乳製品の輸

出業務が制約されているため、余剰乳の国内処理対策が益々重要となりつつある 13）。 

13）この政策問題の一つは、すでにみた MSQ と加工乳の国内需要のミスマッチが一因とされる。例え

ば、2006 年 7 月 31 日に設定された MSQ ベース 4,814 hl に対し、全体の需要量は 0.77％下回っている

（CDC, Annual Report,2004-2005,p.16-17）。この結果、MSQ を上回る加工乳の出荷量は CDC および加

工業者におけるバターの在庫増に帰結し、2006 年 7 月末の CDC のバターの在庫保有量は 1,906 万 kg

に達する。この在庫増を輸出では処理できないため、CDC は国内市場で売却処理しなければならない。 

 

 現在、余剰乳の最大用途は家畜飼料向けである。2005 年度現在、カナダの構造的余剰乳

分は 4 万 8,000 トンとされ、その大部分が 4(m)の家畜飼料用として市場売却される。しか

し、家畜飼料用の売却はプール計算方式のもとで最終的に生産者乳価に撥ねかえざるをえ

ない。  

 この結果、家畜飼料用以外の様々な余剰乳処理対策も導入、実施されるようになった。

新乳製品開発などの技術革新を促進するための加工業者などへの資金援助、CDC による乳

製品の在庫管理の綿密化、などの対策がその主要なものである。その政策効果は今後の検

証を待たねばならないが、供給管理政策にも綿密な余剰乳の在庫管理措置が求められてい

るのである。  

 

 

３ アメリカ、NZ との酪農品貿易紛争 

 

１）貿易紛争の経緯 

アメリカ、NZ は、カナダの酪農品貿易措置に以前から不満を抱いていた。アメリカは特

別クラス設定によるアメリカへのカナダの乳製品輸出を、NZ はカナダの乳製品市場への参

入制限を、それぞれ問題としていた。これを背景に、1997 年 11 月にアメリカが、1998 年 1

月にはアメリカと NZ の両国が、カナダの酪農品貿易措置は WTO 農業協定の 9 条、3 条な

どに違反するとして、WTO に異議申し立てを行ったのである。 

 1997 年 11 月のアメリカの提訴は、カナダの飲用乳に関する関税割当措置が WTO 協定に

違反するというものである。また、1998 年 1 月の両国による提訴は、生乳特別分類制度、

なかでも特別分類 5(d)と(e)によるカナダの乳製品輸出は補助金付き輸出に該当する、こと

を訴因としている。 

 

これら提訴にもとづき 1998 年 3 月に WTO にパネルが設置され、その審議を経て 1999 年
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3 月にパネルの最終報告が発表された。パネル最終報告は、アメリカ単独で提訴した飲用乳

輸入に関する措置については、WTO 協定違反とは認定しなかった。しかし、アメリカ、NZ

が共同で申し立てた件に関しては両国の主張を認め、特別分類 5(d)と 5(e)は輸出補助金に

該当し、これによる輸出数量は数量削減約束の水準を超えている、と認定した。 

 

 カナダは、輸出補助金に関わるパネル裁定全てを不満とし、直ちに上級委員会に上訴し

た。1999 年 10 月に、上級委員会はパネルの立論の一部を否認したものの、カナダの特別ク

ラスによる乳製品輸出は輸出補助金に関する WTO 協定に違反する、とのパネル認定を正当

とする裁定を下した。この結果、1999 年 10 月末、パネルと上級委員会の結論が採択され、

当事国間の協議にもとづいて是正勧告をカナダが 2001 年 1 月末までに実施することが決定

したのである。 

 これにともない、カナダはパネル報告を組み入れる一連の措置を講じた。それは、5(e)

の廃止と 5(d)の乳製品輸出を一定水準内に限定すること、および商業輸出仕向け乳と商業

輸出用クリームに関する政府規則を改正すること、などである。 

 

 しかし、アメリカ、NZ は、カナダが講じた新たな措置をなお不満とし、最初のパネル認

定の再審理を紛争処理委員会に求めた。新制度においても、生乳は国内市場販売向け価格

よりも低価格で加工業者に供給されたこと、2000 年 8 月～2001 年 2 月のカナダのチーズ輸

出が約束水準を上回るかにみえたこと、などが再審査を求める理由である。これに対しカ

ナダは、商業輸出仕向け乳は規制緩和され、その価格は市場相場（世界市場価格）で設定

されていると反論した。 

 

 その後、議論の場は紛争処理委員会の場に移され、2001 年 7 月～2002 年 10 月まで、2 回

目のパネル報告を中心にカナダとアメリカ、NZ 間で何回かの論議が重ねられた。結局、2002

年 12 月に上級委員会がパネルの認定を支持し、WTO の紛争処理委員会での最終結論とな

ったのである。 

これによって、カナダの商業輸出仕向け乳の加工業者への供給は値引き価格で行われて

おり、農業協定 9 条 1(c)でいう政府措置による資金を受けた輸出補助金であると、WTO に

よって最終認定されたのである。 

  

２）紛争認定をめぐる論点、根拠 

今回の貿易紛争に関するパネル報告および上級委員会の裁定は、輸出補助金の認定に関

するいくつかの論点を明らかにしている。論点は多岐にわたるが、重要な三つの論点を簡

単に整理しておこう。なお、商業輸出仕向け乳のカナダの措置に関して、パネルと上級委

員会では見解を異にする部分もあるが、ここでは煩瑣になるので立ち入らない。 
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 第一に、カナダの措置を補助金付き輸出か否かと認定するに際し、パネル、上級委員会

ともに、“輸出補助金ではないこと”の立証をカナダに求め、この結果によって裁定を下

したことである。とくに上級委員会では、“超過輸出のいずれもが補助金を受けていない

ことを、カナダは立証すべき”と厳しい要件を科した。要するに、挙証責任を訴追を受け

たカナダに委ね、その充分な挙証責任を果たせないことを根拠に輸出補助金と認定してい

るのである。この手続き問題は、EC の砂糖事案にも引き継がれることになったとされる。  

 

 第二に、政府による輸出補助金の直接的な支払いに関わる論点である。カナダ政府は、

商業輸出仕向け乳価格は世界市場価格で設定され、これには「政府支払い」をともなわな

いと主張した。これに対し、パネルでは「公的な会計支出が係わっているか否かを問わず」、

プール協定にもとづいて特別分類の乳価が国内価格より安価に設定されている事実に注目

し、これを問題としたのである。 

 そこでは、政府が取り決めるプール協定によって生乳の出荷事業からの収益がプールさ

れ、それを資金源に乳製品輸出が行われることが補助金付き輸出の認定根拠とされた。乳

製品輸出に直接的な政府支払いをともなわなくとも、政府が関与するプール協定およびそ

れによる生産者賦課金によって輸出が行われていれば、それは輸出補助金に該当するとの

認定である。 

 

 第三に、第二の論点とも密接に関連するが、乳製品の商業輸出あるいは商業輸出仕向け

乳の供給に、政府あるいは政府機関が直接に関与しているか否かの問題である。パネルは

ボードを「政府機関」と認定した。カナダ政府は、この認定を不満とし、上級委員会に上

訴していた。上級委員会の結論は、政府によって授けられた権限を行使して、民間人の行

動を規制、管理するものを「政府機関」とするとし、ボードを「政府機関」と認める裁定

を下したのである。 

 ボードの組織構成よりも、その機能、権限の源泉が法律にもとづくか否かが認定根拠と

されている。 

これら以外にも、カナダの商業輸出仕向け乳の供給価格をめぐって、生乳の生産コスト

との関連性、および何が「現物支給」を構成するか、なども論議の対象とされた。ただし、

ここで指摘した上記の三点が WTO のパネル、上級委員会での裁定の際の最も重要な論点だ

ったと考えられる。 

 要するに、カナダの乳製品の商業輸出は供給管理政策体系の一部を構成し、それに支え

られていると判断された。より具体的には、プール協定にもとづいて生乳の特別分類がな

され、プール代金の一部が特別クラスの生乳価格を支えている。乳製品の商業輸出にカナ

ダ政府が直接関与するか否かと関係なく、供給管理の政策体系が輸出補助金の要件となっ

ている、と WTO が裁定を下した、と結論づけてよい。 
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３）裁定にもとづくカナダの対応 

WTO の裁定を受けて、カナダは直ちにそれを遵守する措置を実施した。まず、2002 年 8

月に始まる販売年度において、WTO 約束に一致するようにバター、脱脂粉乳の輸出補助金

削減に踏み切った。また、2003 年 5 月以降、商業輸出仕向け乳の国内配送も中断し、アメ

リカへの補助金を受けた乳製品とクリームの輸出も取りやめた。 

 また、特別分類の 5(e)を廃止し、さらに 2002 年度の残りの期間における 5(d)の許可書の

発給も中止した。この結果、カナダの乳製品輸出額、輸出量は、WTO との約束水準１）に減

少するようになった。具体的には、バター、チーズ、脱脂粉乳、その他乳製品の輸出量を、

それぞれ 3,500 トン、9100 トン、4 万 4,900 トン、3 万 300 トンの水準に設定するというも

のである。これによって、１の３）でみたようにカナダの酪農品輸出額は大幅に減少した

のである。 

 

 今回の措置を通して、カナダ政府は WTO 協定を厳密に遵守しており、酪農品分野での貿

易問題は二度と生じない、との見解に立っている。今後の WTO 農業交渉でも現行の酪農政

策を固守し、酪農品貿易分野のこれ以上の譲歩はありえない、との立場である。逆に言え

ば、今回のアメリカ、NZ との貿易紛争は、カナダの酪農政策の根幹に関わったとも評価で

きる。それだけ、現行の酪農政策に及ぼした影響も大きかったのである。 

１）本文の約束水準は原資料の commitment levels を訳出したものである。 

 

おわりに 

 

 今回の酪農品貿易紛争は、カナダの酪農政策に様々な影響を与えている。直接的には、

構造的余剰乳の処理が益々重要な政策課題となりつつある。生乳の特別分類にもとづく乳

製品輸出は、余剰乳の処理を最大の目的としていたためである。輸出の大幅削減により、

構造的余剰乳の大部分は、現在、家畜飼料用に販売されるようになった。同時に、構造的

余剰乳の発生をできるだけ少なくする措置も追求されている。具体的には、クオータ制に

もとづく供給管理政策の運用に係わって、州レベルでの生乳生産量をクオータにできるだ

け一致するような引き締めが図られている。CMSMC は MSQ を 2 カ月ごとに調整、計算し、

それにともない州ボードによる生乳の需給調整もタイトとなっている。結果として、生産

者との利害調整など末端業務にしわ寄せが集中している。 

 このようなタイトな需給調整は、“秩序ある供給管理政策”に内在する、生産者、乳製

品加工業者、流通業者（消費者）の三者間の利害調整問題を難しくさせている。とくに経

済のグロ－バル化のなかで主要乳製品加工企業は多国籍企業化し、国際市場での競争力強

化を求められており、安価な原料乳確保が重要な経営課題となっている。 

 生乳の特別分類制度や再輸出向けの輸入措置も、加工業者の利害に配慮するものである。

しかし、これらの措置は“秩序ある供給管理政策”のなかでは限界がある。国際競争力を
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追求する企業経営の論理と国境を保持する供給管理政策の原理とは並存できないのであ

る。貿易紛争を経て模索される構造的余剰乳の処理対策は、両者の利害をいかに微調整す

るか、とのものでもある。いずれにせよ、供給管理政策の運営がタイトとなるなかで、州

ごとのボードの出荷・需給調整をめぐる具体的対応、とくに軋みがみられる地域プールを

めぐる動き、などをより詳細に追跡することが重要である。 

 

 最後に、一点だけ付記しておく。2006 年現在、カナダの農業政策をめぐってはセイフテ

ィネットの CAIS の改編、および CWB の組織再編、この二つが重要な政策課題となってい

る。これらをめぐってどのような対応が図られるのか、それはカナダの酪農政策に何らか

の波及効果を有するのか、有するとすればいかなる政策的関連を通じてか、これらにも関

心が持たれるのである。 
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