
１．「酪農パッケージ」の目的
　欧州諸国において酪農生産は，最も重要な基礎食
料の１つである牛乳・乳製品を国民に提供するとと
もに，条件不利地域の有効利用や地域社会機能の維
持など多様な責務を担っています。そのため，度重
なる改編を経てきたCAP（EUの共通農業政策）の
歴史の中でも，酪農政策は長らく改革の手が及ばな
い聖域となってきました。しかし，2004年の乳製品
介入価格引下げを皮切りに，EUは酪農分野にも市
場に根ざした生産・販売体制を導入すべく政策転換
を模索するようになりました。
　そしてついに，来る2015年４月以降，「生乳ク
オータ制度」が廃止されることとなりました。本制
度は，域内の生乳生産を抑制するために1984年に導
入されて以来，乳製品の在庫調整や域内乳価の安
定化に大きく貢献してきたEU酪農政策の基軸です。
それを撤廃するというこの度の決定は，EUの酪農
政策の歴史に大きな節目を成す重要な改革であると
言えます。
　その一方，生乳クオータ制度の廃止に伴う乳価下
落や生産構造への影響を踏まえて，EUは酪農経営
安定化のための新たな対策を打ち出しています。そ
の１つが，本稿でご紹介する「酪農パッケージ」（注）

です。本施策は生乳取引における生産者の地位向上
のための一連の改正規則からなり，具体的には第１
図のような４つの取り組みが盛り込まれています。
　欧州では，国や地域によっては生産者と乳業メー
カーとの間に不公平な取引慣行が定着しているケー
スが少なからず残っています。その場合，乳価や需
要の変化にともなう経済的リスクは，寡占化した乳
業・小売資本に対して圧倒的に取引交渉力が弱い生
乳生産者の側に重い負担となりがちです。そうした
不公平な取引関係を是正するために，生産者組織の
拡大や機能強化を促すのが「酪農パッケージ」のね
らいです。昨今の厳しいCAP財政の下で，今後と
も域内の生乳供給基盤を安定的に確保していくため
には，生産者が組織化して市場のプレーヤーとして
自立し，取引上の諸問題を自ら解決する力をもつこ
とが必要だとEUは考えているわけです。
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２．４つの取り組みの内容
（１）生乳取引の契約化
　「酪農パッケージ」の第１章は，生乳取引の「契
約化」，すなわち，生産者と生乳購入者（乳業等）
との合意による契約書に従って生乳取引を行うこと
を義務づける内容となっています。契約書はつぎの
点を満たしている必要があります。
　（ⅰ）生乳引渡し前に作成されていること，
　（ⅱ）つぎの全事項を含む書面によること，
　　　 －乳代について，固定価格ならばその水準，

変動価格ならば具体的算定方法，
　　　 －生乳引渡しの数量とタイミング，
　　　 －６ヵ月以上の契約存続期間，または期間

を定めない場合は契約解除条項，
　　　 －決済の期日と方法，
　　　 －生乳搬送の手配方法，
　　　 －不可抗力の事態が発生した際の対処ルール。
　ただし，これらは生産者の利益を守るための規則
であるため，たとえば酪農協系乳業などとの取引で
は従来の慣行を優先したり，生産者側が規則の適用
を拒否することも認められます。

（２）生乳生産者の組織化
　第２章では，現行のEU競争法や農協関連規則等
の縛りを超えて，生乳生産者の組織拡大を許容する
規則が定められています。
　EUでは，農業分野の生産者組織結成や生産者組
織間連携が正式に認可され得るのは，理事会規則第
1234/2007号第122条にリストされた品目，及び各
国の国内法が定める品目に限られています。「酪農
パッケージ」では，この品目リストに「生乳及び乳
製品（milk and milk products）」を追加するととも
に，つぎの要件を満たせば生乳生産者組織の結成や
生産者組織間連携を認可することとしています。
　（ⅰ）生産者による自発的結社であること，
　（ⅱ）つぎの全部または一部を結社目的とすること
　　　 －数量または品質を需要に対応させる生産計

画，
　　　 －生産物の共同集荷・共同販売，
　　　 －生産コスト最適化，及び生産者価格安定化。
　ただし，生産者組織が巨大化しすぎて市場の適正
な競争性が損なわれないように取引量に上限が設け
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られており，ある生産者組織の１契約の総取引量が
EU域内の総生産量の3.5％を超えないこと，かつ，
当該生産者組織が所属する国の総生産量の33％（年
間生産量が50万トン以下の国では総生産量の45％）
を超えないこととされています。また，この上限量
は欧州の主要乳業の平均的な生乳取扱規模と同等程
度ということで設定されていますから，より小規模
な乳業等にとって競争条件の重大な侵害が生じる場
合は別途の救済措置が講じられます。

（３）関連事業の業種横断的統合
　第３章では，酪農関連事業の業種横断的統合（垂
直統合）の推進が提言されています。関連事業に
は，生乳生産・加工・流通販売部門のほかに，つぎ
のような多様な事業分野も含まれます。
　－生乳取引情報の収集・分析等を行う情報部門
　－製品販売等に関するコンサルティング部門
　－消費普及・広告事業部門
　－新規需要・貿易市場開拓に関する事業部門
　－生乳の公正取引に関する監査部門
　－製品開発や品質向上に関する研究部門
　－酪農品の食品機能強化に関する研究部門
　－食品安全や動物福祉に関する研究部門
　－製品の品質保持に関する研究部門
　－有機酪農の保護普及事業部門
　－資源循環・低環境負荷酪農の保護普及事業部門
　特に，生乳生産と加工部門とが統合すれば，生乳
を保存可能な乳製品に加工してある程度の出荷調整
が可能となるため，生産者の取引交渉力の強化には
大きな効果があります。

（４）市場透明性の促進
　第４章では，EU全体をカバーする生乳取引情報
提供サービスの構築が提言されています。情報アク
セスの改善は市場参加者が利潤獲得機会を有効に活
用するため重要ですが，特に生産者にとっては，乳

価形成の透明性向上により取引交渉力が補完された
り，需要に応じた供給調整を含めたより的確な経営
判断を促すことにもつながるでしょう。

３．今後のレビュー
　「酪農パッケージ」は2020年までの限時法となっ
ています。それまでの間，施策の遂行状況や効果に
関する中間レビュー（2014年６月，2018年12月の２
回）が実施され，その評価内容によっては必要な追
加措置や修正が検討されます。
　また，「酪農パッケージ」の４分野のうち，「契約
化」にかかる部分についてはEU全域で実施される
統一規則ではなく，各国の裁量で批准するかどうか
が決められることになっています。これは，国に
よって酪農産業の歴史や構造がきわめて多様である
ことに配慮した措置だということです。たとえば，
フランスのチーズのように強いブランド性をもつ特
産品がある場合には，生産者組織の力が有効に働く
可能性がありますが，逆にイギリスのように，生産
者組織の市場影響力をむしろ抑制する市場至上主義
を基軸として酪農産業の強さを取り戻そうとしてい
る国もあるからです。
　今後，各国が「酪農パッケージ」にいかに取り組
み，クオータ制度廃止後の市場環境の変化にいかに
対応していくのか，引続き動向を注視していく必要
があります。

（注）通称 “Milk Package” と呼ばれ，正式には「生乳及び乳製
品部門における契約関係に関する改正規則第261／2012号」

（Regulation （EU） No 261/2012 of the European Parliament 
and of the Council of 14 March 2012 amending Council 
Regulation （EC） No 1234/2007 as regards contractual 
relations in the milk and milk products sector）．2012年３
月発効。

第１図　「酪農パッケージ」の４つの取り組みとその目的，期待されている中長期的成果
資料：筆者作成．
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