
 

令 和 ４ 年 ７ 月 1 9 日  
農林水産省牛乳乳製品課 

 
チーズの需給表の公表結果の訂正につきまして 

 

牛乳乳製品統計の修正に伴い「チーズの需給表」における過去の公表値の遡り修正を行いまし

た。謹んでお詫び申し上げますとともに、各年度について下記のとおり訂正いたします。 
 
【令和２年度公表値の訂正の原因】 
牛乳乳製品統計の修正および、確報値修正による。 
 

正誤表 

 

 (107.1)   (105.2)  
47,564 42,364

   (109.8)   (108.8)  
21,307 21,107
 (105.0)   (101.9)  
26,257 21,257
 (98.5)  →  (98.5)  

282,494 → 282,494
   (99.2)   (99.1)  

91,532 91,338
   (103.1)   (103.1)  
 「うち関税割当内」 47,041 47,041

 (98.1)   (98.1)  
190,962 → 191,156
 (98.9)   (98.5)  

217,219 → 212,413
(⑨＋⑩)  (102.1)   (101.9)  

143,525 143,056
   (101.9)   (101.6)  

134,278 133,809
     (106.1)   (106.1)  

9,247 9,247
(⑦＋⑧)  (100.2)   (99.9)  

360,744 → 355,469
 国産割合(%)
 プロセスチーズ原料用②／(②＋⑤) 18.9 18.8
 チーズ総消費量(ナチュラルチーズベース） 14.1 12.7

 プロセスチーズ消費量　　  　　⑧

 国内生産量                ⑨

 輸入数量                  ⑩

 チーズ総消費量                ⑪

 プロセスチーズ原料用　　　⑤

  
 プロセスチーズ原料用以外　⑥

(③＋⑥)
 ナチュラルチーズ消費量 　　　 ⑦

 プロセスチーズ原料用    　②
  
 プロセスチーズ原料用以外　③

(⑤＋⑥)
 輸入ナチュラルチーズ総量    　④

年　度
２（誤） ２（正）

項　目
(②＋③)

 国産ナチュラルチーズ生産量　  ①



 

【令和元年度公表値の訂正の原因】 
牛乳乳製品統計の修正による。 
 

正誤表 

 

  

 (97.8)   (98.7)  
44,397 40,257

   (93.1)   (93.1)  
19,402 19,402
 (101.9)   (104.7)  
24,995 20,855
 (102.6)  →  (102.6)  
286,938 → 286,938

   (98.4)   (98.3)  
92,287 92,175

   (89.3)   (89.3)  
 「うち関税割当内」 45,647 45,647

 (104.8)   (104.8)  
194,651 → 194,763
 (104.5)   (104.8)  
219,646 → 215,618

(⑨＋⑩)  (98.5)   (98.4)  
140,510 140,378

   (99.1)   (99.0)  
131,793 131,661

     (90.4)   (90.4)  
8,717 8,717

(⑦＋⑧)  (102.0)   (102.2)  
360,156 → 355,996

 国産割合(%)
 プロセスチーズ原料用②／(②＋⑤) 17.4 17.4
 チーズ総消費量(ナチュラルチーズベース） 13.1 12.0

 プロセスチーズ消費量　　  　　⑧

 国内生産量                ⑨

 輸入数量                  ⑩

 チーズ総消費量                ⑪

 プロセスチーズ原料用　　　⑤

  
 プロセスチーズ原料用以外　⑥

(③＋⑥)
 ナチュラルチーズ消費量 　　　 ⑦

 プロセスチーズ原料用    　②
  
 プロセスチーズ原料用以外　③

(⑤＋⑥)
 輸入ナチュラルチーズ総量    　④

年　度
令和元（誤） 令和元（正）

項　目
(②＋③)

 国産ナチュラルチーズ生産量　  ①



 

【平成 30 年度公表値の訂正の原因】 
牛乳乳製品統計の修正および貿易統計の確報値の反映漏れによる。 
 

正誤表 

 

  

 (99.7)   (102.1)  
45,384 40,776

   (95.7)   (95.7)  
20,851 20,851
 (103.4)   (109.8)  
24,533 19,925
 (104.7)  →  (104.7)  
279,567 → 279,556

   (106.7)   (106.6)  
93,815 93,787

   (96.6)   (96.6)  
 「うち関税割当内」 51,122 51,122

 (103.7)   (103.8)  
185,752 → 185,769
 (103.7)   (104.3)  
210,285 → 205,694

(⑨＋⑩)  (104.6)   (104.6)  
142,657 142,625

   (104.5)   (104.5)  
133,012 132,980

     (105.8)   (105.8)  
9,645 9,645

(⑦＋⑧)  (104.1)   (104.4)  
352,942 → 348,319

 国産割合(%)
 プロセスチーズ原料用②／(②＋⑤) 18.2 18.2
 チーズ総消費量(ナチュラルチーズベース） 13.6 12.4

 プロセスチーズ消費量　　  　　⑧

 国内生産量                ⑨

 輸入数量                  ⑩

 チーズ総消費量                ⑪

 プロセスチーズ原料用　　　⑤

  
 プロセスチーズ原料用以外　⑥

(③＋⑥)
 ナチュラルチーズ消費量 　　　 ⑦

 プロセスチーズ原料用    　②
  
 プロセスチーズ原料用以外　③

(⑤＋⑥)
 輸入ナチュラルチーズ総量    　④

年　度
30（誤） 30（正）

項　目
(②＋③)

 国産ナチュラルチーズ生産量　  ①



 

【平成 29 年度公表値の訂正の原因】 
牛乳乳製品統計の修正による。 
 

正誤表 

 

  

 (96.2)   (98.8)  
45,512 39,928

   (93.3)   (93.3)  
21,785 21,785
 (99.0)   (106.4)  
23,727 18,143
 (108.3)  →  (108.3)  
266,979 → 266,979

   (104.9)   (104.9)  
87,941 87,940

   (94.7)   (94.7)  
 「うち関税割当内」 52,932 52,932

 (110.1)   (110.1)  
179,038 → 179,039
 (108.7)   (105.7)  
202,766 → 197,182

(⑨＋⑩)  (100.6)   (100.6)  
136,399 136,398

   (100.7)   (100.7)  
127,282 127,281

     (99.9)   (99.9)  
9,117 9,117

(⑦＋⑧)  (105.3)   (105.8)  
339,165 → 333,580

 国産割合(%)
 プロセスチーズ原料用②／(②＋⑤) 19.9 19.9
 チーズ総消費量(ナチュラルチーズベース） 14.2 12.7

 プロセスチーズ消費量　　  　　⑧

 国内生産量                ⑨

 輸入数量                  ⑩

 チーズ総消費量                ⑪

 プロセスチーズ原料用　　　⑤

  
 プロセスチーズ原料用以外　⑥

(③＋⑥)
 ナチュラルチーズ消費量 　　　 ⑦

 プロセスチーズ原料用    　②
  
 プロセスチーズ原料用以外　③

(⑤＋⑥)
 輸入ナチュラルチーズ総量    　④

年　度
29（誤） 29（正）

項　目
(②＋③)

 国産ナチュラルチーズ生産量　  ①



 

【平成 28 年度公表値の訂正の原因】 
牛乳乳製品統計の修正による。 
 

正誤表 

 

  

 (102.9)   (102.9)  
47,314 40,412

   (96.6)   (96.6)  
23,355 23,355
 (109.8)   (112.9)  
23,959 17,057
 (99.4)  →  (99.4)  

246,446 → 246,446
   (104.3)   (104.3)  

83,809 83,809
   (95.7)   (95.7)  
 「うち関税割当内」 55,921 55,921

 (97.0)   (97.0)  
162,637 → 162,637
 (98.5)   (98.3)  

186,596 → 179,694
(⑨＋⑩)  (103.0)   (103.0)  

135,580 135,580
   (102.5)   (102.5)  

126,453 126,453
     (110.9)   (110.9)  

9,127 9,127
(⑦＋⑧)  (100.3)   (100.3)  

322,176 → 315,274
 国産割合(%)
 プロセスチーズ原料用②／(②＋⑤) 21.8 21.8
 チーズ総消費量(ナチュラルチーズベース） 15.7 13.7

 プロセスチーズ消費量　　  　　⑧

 国内生産量                ⑨

 輸入数量                  ⑩

 チーズ総消費量                ⑪

 プロセスチーズ原料用　　　⑤

  
 プロセスチーズ原料用以外　⑥

(③＋⑥)
 ナチュラルチーズ消費量 　　　 ⑦

 プロセスチーズ原料用    　②
  
 プロセスチーズ原料用以外　③

(⑤＋⑥)
 輸入ナチュラルチーズ総量    　④

年　度
28（誤） 28（正）

項　目
(②＋③)

 国産ナチュラルチーズ生産量　  ①



 

【平成 27 年度公表値の訂正の原因】 
牛乳乳製品統計の修正による。 
 

正誤表 

 

  

 (98.1)   (98.8)  
45,988 39,276

   (99.3)   (99.3)  
24,174 24,174
 (96.9)   (98.0)  
21,814 15,102
 (109.0)  →  (109.0)  
248,054 → 248,054

   (109.1)   (109.1)  
80,392 80,392

   (100.2)   (100.2)  
 「うち関税割当内」 58,407 58,407

 (108.9)   (108.9)  
167,662 → 167,662
 (107.3)   (107.9)  
189,476 → 182,764

(⑨＋⑩)  (107.7)   (107.7)  
131,620 131,620

   (108.5)   (108.5)  
123,388 123,388

     (96.9)   (96.9)  
8,232 8,232

(⑦＋⑧)  (107.5)   (107.5)  
321,096 → 314,384

 国産割合(%)
 プロセスチーズ原料用②／(②＋⑤) 23.1 23.1
 チーズ総消費量(ナチュラルチーズベース） 15.3 13.0

 プロセスチーズ消費量　　  　　⑧

 国内生産量                ⑨

 輸入数量                  ⑩

 チーズ総消費量                ⑪

 プロセスチーズ原料用　　　⑤

  
 プロセスチーズ原料用以外　⑥

(③＋⑥)
 ナチュラルチーズ消費量 　　　 ⑦

 プロセスチーズ原料用    　②
  
 プロセスチーズ原料用以外　③

(⑤＋⑥)
 輸入ナチュラルチーズ総量    　④

年　度
27（誤） 27（正）

項　目
(②＋③)

 国産ナチュラルチーズ生産量　  ①



 

【平成 26 年度公表値の訂正の原因】 
牛乳乳製品統計の修正による。 
 

正誤表 

 

  

 (96.6)   (98.2)  
46,877 39,761

   (95.1)   (95.1)  
24,354 24,354
 (98.3)   (103.6)  
22,523 15,407
 (103.1)  →  (103.1)  
227,656 → 227,656

   (104.4)   (104.4)  
73,664 73,664

   (98.2)   (98.2)  
 「うち関税割当内」 58,309 58,309

 (102.5)   (102.5)  
153,992 → 153,992
 (102.0)   (102.6)  
176,515 → 169,399

(⑨＋⑩)  (99.7)   (99.7)  
122,198 122,198

   (100.2)   (100.2)  
113,701 113,701

     (93.7)   (93.7)  
8,497 8,497

(⑦＋⑧)  (101.0)   (101.0)  
298,713 → 291,597

 国産割合(%)
 プロセスチーズ原料用②／(②＋⑤) 24.8 24.8
 チーズ総消費量(ナチュラルチーズベース） 16.6 14.5

 プロセスチーズ消費量　　  　　⑧

 国内生産量                ⑨

 輸入数量                  ⑩

 チーズ総消費量                ⑪

 プロセスチーズ原料用　　　⑤

  
 プロセスチーズ原料用以外　⑥

(③＋⑥)
 ナチュラルチーズ消費量 　　　 ⑦

 プロセスチーズ原料用    　②
  
 プロセスチーズ原料用以外　③

(⑤＋⑥)
 輸入ナチュラルチーズ総量    　④

年　度
26（誤） 26（正）

項　目
(②＋③)

 国産ナチュラルチーズ生産量　  ①



 

【平成 25 年度公表値の訂正の原因】 
牛乳乳製品統計の修正による。 
 

正誤表 

 

 (104.3)   (103.0)  
48,534 40,495

   (102.2)   (102.2)  
25,617 25,617
 (106.8)   (104.5)  
22,917 14,878
 (96.5)  →  (96.5)  

220,734 → 220,734
   (101.1)   (101.1)  

70,537 70,537
   (99.7)   (99.7)  
 「うち関税割当内」 59,385 59,385

 (94.5)   (94.5)  
150,197 → 150,197
 (95.9)   (95.3)  

173,114 → 165,075
(⑨＋⑩)  (101.1)   (101.1)  

122,525 122,525
   (101.4)   (101.4)  

113,461 113,461
     (97.4)   (97.4)  

9,064 9,064
(⑦＋⑧)  (98.0)   (98.0)  

295,639 → 287,600
 国産割合(%)
 プロセスチーズ原料用②／(②＋⑤) 26.6 26.6
 チーズ総消費量(ナチュラルチーズベース） 17.5 15.1

 プロセスチーズ消費量　　  　　⑧

 国内生産量                ⑨

 輸入数量                  ⑩

 チーズ総消費量                ⑪

 プロセスチーズ原料用　　　⑤

  
 プロセスチーズ原料用以外　⑥

(③＋⑥)
 ナチュラルチーズ消費量 　　　 ⑦

 プロセスチーズ原料用    　②
  
 プロセスチーズ原料用以外　③

(⑤＋⑥)
 輸入ナチュラルチーズ総量    　④

年　度
25（誤） 25（正）

項　目
(②＋③)

 国産ナチュラルチーズ生産量　  ①



 

【平成 24 年度公表値の訂正の原因】 
牛乳乳製品統計の修正による。 
 

正誤表 

 
  

 (102.4)   (104.1)  
46,525 39,304

   (101.3)   (101.3)  
25,071 25,071
 (103.7)   (109.3)  
21,454 14,233
 (108.1)  →  (108.1)  
228,754 → 228,754

   (97.5)   (97.5)  
69,736 69,736

   (97.3)   (97.3)  
 「うち関税割当内」 59,560 59,560

 (113.5)   (113.5)  
159,018 → 159,018
 (112.2)   (113.1)  
180,472 → 173,251

(⑨＋⑩)  (98.1)   (98.1)  
121,181 121,181

   (98.5)   (98.5)  
111,872 111,872

     (93.8)   (93.8)  
9,309 9,309

(⑦＋⑧)  (106.1)   (106.1)  
301,653 → 294,432

 国産割合(%)
 プロセスチーズ原料用②／(②＋⑤) 26.4 26.4
 チーズ総消費量(ナチュラルチーズベース） 16.4 14.2

 プロセスチーズ消費量　　  　　⑧

 国内生産量                ⑨

 輸入数量                  ⑩

 チーズ総消費量                ⑪

 プロセスチーズ原料用　　　⑤

  
 プロセスチーズ原料用以外　⑥

(③＋⑥)
 ナチュラルチーズ消費量 　　　 ⑦

 プロセスチーズ原料用    　②
  
 プロセスチーズ原料用以外　③

(⑤＋⑥)
 輸入ナチュラルチーズ総量    　④

年　度
H24（誤） H24（正）

項　目
(②＋③)

 国産ナチュラルチーズ生産量　  ①



 

【平成 23 年度公表値の訂正の原因】 
牛乳乳製品統計の修正による。なお、前年度比が（-）の箇所については前年度と接続しない。 
 

正誤表 

 

 (98.2)  -
45,425 37,766

   (93.8)   (93.8)  
24,745 24,745
 (104.1)  -
20,680 13,021
 (111.7)  →  (111.7)  
211,697 → 211,697

   (111.0)   (111.0)  
71,547 71,547

   (105.2)   (105.2)  
 「うち関税割当内」 61,197 61,197

 (112.1)   (112.1)  
140,150 → 140,150
 (111.0)  -
160,830 → 153,171

(⑨＋⑩)  (106.0)   (106.0)  
123,552 123,552

   (106.0)   (106.0)  
113,625 113,625

     (105.9)   (105.9)  
9,927 9,927

(⑦＋⑧)  (108.8)  -
284,382 → 276,723

 国産割合(%)
 プロセスチーズ原料用②／(②＋⑤) 25.7 25.7
 チーズ総消費量(ナチュラルチーズベース） 17.1 14.6

 プロセスチーズ消費量　　  　　⑧

 国内生産量                ⑨

 輸入数量                  ⑩

 チーズ総消費量                ⑪

 プロセスチーズ原料用　　　⑤

  
 プロセスチーズ原料用以外　⑥

(③＋⑥)
 ナチュラルチーズ消費量 　　　 ⑦

 プロセスチーズ原料用    　②
  
 プロセスチーズ原料用以外　③

(⑤＋⑥)
 輸入ナチュラルチーズ総量    　④

年　度
H23（誤） H23（正）

項　目
(②＋③)

 国産ナチュラルチーズ生産量　  ①


