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○ 近年、海外の干ばつによる不作等を背景とした穀物等の一時的な価格高騰により、我が国の食品価格に

影響が生じた事例はあるが、食料供給に大きく影響を及ぼした例はない。 ただし、天災や異常気象は、地球

温暖化等の影響により、特定の国（地域）だけでなく、広範な地域で連続して発生する可能性もある。

このため、定量的な評価は困難であるが、穀物等の主要輸出国において異常気象による大規模な不作が

発生した場合には、我が国全体の食料供給に影響が及ぶ可能性もある。

発生頻度

影響度

＜海外> 一時的・短期的に発生するリスク（生産面）： ①大規模自然災害、異常気象による主要穀物の不作

○ 穀物等の主要輸出国では、約２～３年
に１度の割合で大きな干ばつなどの天災
が発生

・2003年 米国で高温・乾燥

・2006年 豪州で大干ばつ

・2007年 欧州で天候不順、豪州干ばつ

・2010年 ロシアで干ばつ

・2011年 米国で高温・乾燥

・2012年 米国で高温・乾燥

穀物等の国際価格の推移

１

資料：USDA「World Agricultural Supply and Demand Estimates」 (May 2014)、「PS&D」
注：期末在庫率とは、期末在庫量を消費量で除したものである。



※血清型は、輸入停止の原因となった型を示す
※日付は確認日（日本が発生等を確認し、輸入停止等の対応を行った日）
※病原性が不明又は低病原性鳥インフルエンザが確認できている場合、亜型表記の後ろにそれぞれ（不明）又は（低）と表記
※更新点：米国ニュージャージー州で確認された低病原性AIの血清型の確定（H7N3）
＊米国の家きん肉については、家畜衛生条件の改正により、2014年8月22日以降、輸入停止の対象地域を
「州全域」から「発生農場から半径10km以内の地域」に縮小

【高病原性・低病原性鳥インフルエンザの発生

（疾病の代表例）】

○ 今年に入り、中国、韓国、米国等で発生が

確認されている。

○ 毎年様々な国・地域で発生している。

○ 海外で高病原性・低病原性鳥インフルエンザが発生した場合、その発生地域からの生きた家きん、家きん肉等の輸入を停

止。我が国の主要輸入国で発生した場合には、影響を及ぼす可能性がある。

＜海外> 一時的・短期的に発生するリスク（生産面） ： ② 家畜の伝染性疾病や植物の病害虫の発生

発生頻度

影響度

参考情報：日本での発生
●H5N8 確認日：2014.4.15

清浄性確認日：2014.7.17
●H5N1 確認日：2010.12.2

清浄性確認日：2011.6.25
●H7N6（低） 確認日：2009.2.27

清浄性確認日：2009.7.19
●H5N1 確認日：2007.1.13

清浄性確認日：2007.5.8
●H5N2（低） 確認日：2005.6.26

清浄性確認日：2006.7.21
●H5N1（低） 確認日：2004.1.12

清浄性確認日：2004.4.13

≪南北アメリカ≫
米国
ﾆｭｰｼﾞｬｰｼﾞｰ州 H7N3（低） 2014.8.28*

メキシコ H7N3          2012.6.26
ドミニカ共和国 H5N2（低） 2007.12.25
ハイチ共和国 H5N2（低） 2008.6.16

≪東アジア≫
中国 H5N1 2004.1.27
香港 H5N1 2001.5.18
マカオ H5N1 2001.5.24
台湾 H5N2（低） 2010.1.22
モンゴル H5N1 2005.9.2 
北朝鮮 H7N7 2005.3.15
韓国 H7N7（低） 2010.10.8

≪ヨーロッパ≫
ロシア H5N1 2005.7.22
ウクライナ H5N1   2005.12.6
イタリア H7N3（低） 2002.10.23   
ルーマニア H5N1           2005.10.11
アルバニア H5N1           2006.3.9
チェコ H5N1           2007.6.22
ｾﾙﾋﾞｱ・ﾓﾝﾃﾈｸﾞﾛ H5N1           2006.4.5
ポルトガル H5N2（低） 2007.9.19
オランダ H7N7（低） 2012.8.13 
ドイツ H5（低） 2012.12.22

≪東南アジア≫
ベトナム H5N1 2004.1.9
ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ H5N1 2004.1.25
ラオス H5（不明） 2004.1.27
ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ H5N1 2004.1.25
ﾏﾚｰｼｱ H5N1 2004.8.5
ミャンマー H5N1 2006.3.14

≪アフリカ≫
ナイジェリア H5N1 2006.2.9
南アフリカ H5N2 2004.8.9
ジンバブエ H5N2  2005.12.5
エジプト H5N1 2006.2.21
ニジェール H5N1 2006.3.1
カメルーン H5N1 2006.3.14
スーダン H5N1 2006.4.21
ｺｰﾄｼﾞﾎﾞﾜｰﾙ H5N1 2006.4.27
ﾌﾞﾙｷﾅﾌｧｿ H5N1  2006.5.31
ジブチ H5N1 2006.5.31
ガーナ H5N1 2007.5.7
トーゴ H5N1 2007.6.26
ベナン H5N1 2007.12.6

≪西アジア≫
イラク H5N1 2006.2.6
イスラエル H5N1 2006.3.20
ヨルダン H5N1   2006.3.27
ﾊﾟﾚｽﾁﾅ自治区 H5N1 2006.4.18
クウェート H5N1 2007.3.1
トルコ H5N1 2005.10.11
ｻｳｼﾞｱﾗﾋﾞｱ H5N1 2007.3.27
ｱｾﾞﾙﾊﾞｲｼﾞｬﾝ H5N1 2006.3.1
レバノン （低） 2009

≪南アジア≫
パキスタン H7N3 2004.1.27
インド H5N1 2006.2.21
ｱﾌｶﾞﾆｽﾀﾝ H5N1     2006.3.17
ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ H5N1 2007.3.27
イラン H5N1 2008.1.17
ネパール H5N1 2009.1.19
ブータン H5N1 2010.2.24

≪中央アジア≫
カザフスタン H5N1 2005.8.4

【家きんの高病原性及び低病原性鳥インフルエンザの発生に伴う輸入停止状況】

出典：農林水産省ホームページ

2014年9月28日現在

２



発生頻度

影響度

＜近年、海外で発生した主な食品の安全に関する事件・事故＞

平成15年（2003） アメリカ・カナダでBSE発生

平成20年（2008） 中国メラミン混入

平成21年（2009） 米国サルモネラ食中毒

平成22～23年
（2010～2011年）

ドイツダイオキシン・Ｏ104感染

○ 主要輸出国で食品の安全に関する問題が発生し、我が国の輸入に占める割合が高い食品の輸入

が困難となる場合には大きな影響が生じる可能性がある。ただし、他社の類似商品など代替品の輸

入が可能な場合の影響は小さいなど、そのケースに応じて影響度に幅が生じる。

＜海外> 一時的・短期的に発生するリスク（生産面） ： ③ 食品の安全に関する事件・事故

○ 近年、世界的に食品安全の問題として認識された主な事案は以下のとおり。

出典：農林水産省調べ

３



○ 発生国や発生期間によっては、我が国の食料供給や畜産経営に影響を与える可能性がある。

○ これまで、おおよそ５年～７年に１度の割合で大きな輸送障害が発生している。

① 平成5年（1993） ミシシッピ川の洪水による飼料穀物の輸送障害（60日間）

② 平成10年（1998） パナマ運河喫水制限強化による飼料穀物の輸送障害（110日間）

③ 平成14年（2002） カナダ港湾の閉鎖によるなたね等の輸送障害（５ヶ月間）

④ 平成17年（2005） 米国南部に上陸したハリケーン・カトリーナの被害による穀物飼料の積出障害

＜過去の港湾等での輸送障害＞

＜海外> 一時的・短期的に発生するリスク（アクセス面） ： ④ 港湾等での輸送障害

発生頻度

影響度

出典：農林水産省調べ

４

上記①、②、④の飼料穀物については、備蓄制度を活用し、畜産経営への影響が発生することを回避している
ところ。



○ 輸出国の政情不安やテロについては、ほぼ突発的に発生し、発生自体を確率的に

予測することは適さない。

現在、東欧の一部の主要穀物輸入国において、政情不安が認められる。

○ これまで、我が国の主要輸入国における政情不安やテロにより食料供給に影響を

及ぼした例はないが、仮に我が国の主要輸入国において、政情不安やテロが発生し、

特定産品の輸入が困難となる場合には大きな影響を及ぼす可能性がある。

＜海外> 一時的・短期的に発生するリスク（アクセス面） ： ⑤ 輸出国の政情不安、テロ

発生頻度

影響度

５



○ 現在、我が国の主要輸入国（地域）における輸出規制は実施されていないが、米国など世界の主要輸出

国において輸出規制が実施された場合には、穀物等の需給のひっ迫による価格高騰や食料供給への影響

が起こる可能性がある。

【過去】 米国が約2ヶ月間（1973年6月～9月）、大豆その他の油糧原料について輸出規制を実施した際、我が国において大豆価格が高
騰し、供給量が不足した（「大豆騒動」と呼ばれている）。

発生頻度

影響度

＜農産物の輸出規制の現状＞

＜海外> 一時的・短期的に発生するリスク（アクセス面） ： ⑥ 主要輸出国における輸出規制

６

○ 2007-2008年の食料価格高騰の際には、

イ ンド、アルゼンチン、ロシア、ウクライナなど

主要輸出国や途上国においてもコメ、小麦等

の輸出規制を実施。

○ 現在もアルゼンチン、インドなどでは穀物国

内価格や国内供給量も考慮し、輸出の総枠

規制を実施。

○ また、肥料についても、中国が2008年5月に

既存の輸出関税に加えて、100％の特別関税

を賦課（結果、りん鉱石の税率は120%）し、実

質的な禁輸措置を実施した経緯あり（現在の

関税率は輸出関税のみ）。



発生頻度

○ 現在、円安傾向が続いているが、為替変動のサイクルはおおよそ５年の経済サイクルに併せて変化して

いる。

影響度

為替レート

＜海外> 一時的・短期的に発生するリスク（アクセス面） ： ⑦ 為替変動

○ 為替の変動による穀物等の輸入価格の上昇等により、即座に国民への食料供給に大きな影響を及ぼす

とは想定し難いが、食料品の値上げや燃油高騰等による農業経営への圧迫等の影響を及ぼす可能性が

ある。

出典：日本銀行

７



○ 石油等の供給が不足すれば、燃油や機械利用、食品流通等、多方面にわたる農林産分野における生産活動や

食料供給に多大な影響を及ぼす可能性が高いと考えられる。

発生頻度

影響度

＜海外> 一時的・短期的に発生するリスク（アクセス面） ： ⑧ 石油・石油ガス等の燃料の供給不足

我が国の石油中東依存度

○ 日本は石油調達における中東依存度が高い。
○ これまで、石油の輸入途絶等の事態は発生していないが、中東情勢の悪化等により、価格が高騰し、オイル
ショック（1973年、1978年）を引き起こした。

※ 第一次、第二次オイルショック（1973年、1978年）では、第四次中東戦争やイラン革命をきっかけに、原油価格が高騰。
※ 2010年以降、原油価格は、総需要の増大により上昇傾向。

資料：安定供給確保のための強靱な石油・LPガスサプライチェーンの構築について
（平成25年9月資源エネルギー庁）

中東依存度８３％
ホルムズ依存度８０％

８



○ 「気候変動に関する政府間パネル（ＩＰＣＣ）」第５次評価報告書によると、地球の温暖化は疑う余地がないと結論付けられており、今世紀

末には世界の平均気温が0.3度～4.8度上昇し、世界平均の海面水位が0.26ｍ～0.82ｍ上昇する可能性が高いと予測。気候変動がこのま

ま進行すると食料生産や食料安全保障に影響を及ぼすことが懸念される。

<海外> 顕在化しつつあるリスク（生産面） ： ⑨ 地球温暖化等の気候変動

影響度

○ 現時点で、我が国の食料の安定供給への影響は発生していないが、温暖化が進行すると、将来的には生産可能地域の変化等に

より、生産量が減少し、世界的な食料需給がひっ迫することで、我が国の食料供給へ影響を与える可能性がある。

＜気候変動による食料生産及び食料安全保障への影響＞

○ 農業生産に関して予想される影響は作物や地域によって異なるものの、2050年以降、収量へのより深刻なリスクが増加

【平均気温が20世紀後半に比べ２度以上上昇するケース】

→ 熱帯及び温帯地域における主要作物（麦、コメ及びとうもろこし）の生産は、高温耐性品種の開発など何らかの適応

策が講じられない場合にはマイナスの影響を受ける。

【平均気温が20世紀後半に比べ４度以上上昇するケース】

→ 増大する食料需要と相まって、世界的及び地域的に高い確率で食料安全保障に大きなリスクを及ぼす可能性がある。

○ 食料供給は、食料の入手、利用、価格の安定等あらゆる面において、潜在的に高い確率で気候変動の影響を受けている。

また、食料安全保障のリスクは、低緯度地域においてより大きい。

９



出典：FAOSTAT
FAO 「Forecasting Long-term Global Fertilizer Demand」（2008）

2005年 2015年 2030年

153.8成分百万トン 187.7成分百万トン 223.1成分百万トン

りん鉱石
我が国におけるりん鉱石の
輸入状況

国内での産出はなく、全てを輸入に依

存。平成20年の肥料原料価格の高騰

を契機に、世界的に原料採掘等への投

資が増加。近年は、肥料原料の供給量

が増え、需給が改善されているものの、

供給体制は、少数の資源国や企業に

限定。

塩化加里 我が国における塩化加里の
輸入状況

国内での生産は、ほとんどなく輸入に

依存。 カナダからの輸入割合が69%と

大半を占める状況。

米国地質調査所の調査によると、埋蔵

量の8割以上がカナダ、ロシア、ベラ

ルーシに集中。

世界の肥料需要量の見通し

窒素質肥料 我が国における
尿素の輸入状況

国内では尿素と硫安が主な窒素質肥

料として流通。尿素は、原油及び天然

ガスの産出国からの輸入が中心であ

り、肥料用仕向けの約９割が輸入に

依存。

肥料原料等の国内供給の現状

2012年

194.6成分百万トン

世界の肥料消費量

<海外> 顕在化しつつあるリスク（生産面） ： ⑩ 肥料需給のひっ迫

○ 農業生産に不可欠な肥料は、尿素、りん酸、加里のほぼ全てを海外からの輸入に依存。これらの資源は特定地域に偏在し、輸出国
が限られることから、供給が不安定になりやすい構造。

○ 我が国においては、農家数の高齢化や減少、耕作面積の減少に加え、施肥量の適正化の取組により、化学肥料の需要量は減少傾
向にあるが、世界全体では、穀物生産の増大に伴い、化学肥料の需要は増大傾向。

2012年

1.1成分百万トン

日本の肥料消費量

出典：財務省貿易統計（平成25年）

出典：財務省貿易統計（平成25年）

出典：財務省貿易統計（平成25年）

影響度

○ 2008年に肥料原料のひっ迫により価格が高騰したものの、現在、肥料原料の需給状況は改善されている。しかし、肥料価格は漸増

傾向にあり、今後、生産コストの増加分を作物価格に反映できない場合、農家が肥料使用量を減らす等により、国内の作物生産量の減

少が生じる可能性がある。
10



<海外> 顕在化しつつあるリスク（生産面） ： ⑪ 遺伝資源の入手困難

○ 「遺伝資源」は、生物を農作物や医薬品などとして活用する直接的な価値と、生物多様性の保全や地球環境の保

護に利用する間接的な価値を持ち、今すぐ役立たなくとも、将来有用な又はその可能性を持つものが含まれる。

○ 近年、資源国（主に途上国）を中心に、遺伝資源の国外持ち出しを規制する傾向にあり、我が国の民間企業や研究

機関などにおいて、海外の遺伝資源の取得が年々困難な状況にある。

○ 名古屋議定書の発効など海外遺伝資源の入手環境がより厳しくなると見込まれる中で、２国間協力関係をさらに強
化することが必要。
※ 生物多様性条約（CBD）では、遺伝資源を用いて得られた利益を提供国に還元する仕組みや、個々の遺伝資源について提供国政府による持出
許可が必要となることが定められた。

※ 名古屋議定書：生物多様性条約（CBD）が定めている遺伝資源のアクセスと、その利用から生ずる利益配分に関する国際ルールを遺伝資源利
用者が着実に遵守するための仕組みを定めるもの。

遺伝資源の
囲い込み

入手環境がより厳しくなると
見込まれている。

影響度

○ 現時点で、我が国の食料の安定供給に影響が生じていないものの、今後も遺伝資源の取得困難な状況が進行

すると、作物育種などに影響が生じ、将来的には、我が国の食料供給に影響を及ぼす可能性がある。

11

新品種を作出す
るために、新た
な海外遺伝資源
の導入が必要



目的別の世界の水使用量の推移（1960～2025年）

資料：UNESCO（国際連合教育科学文化機構）
「World Water Resources at the Beginning of the 21th Century」(2003年）

○ 国際連合教育科学文化機構によると、2025年の世界の水使用量の見通しは、1995年比で1.38倍の約5兆2,350億立方メートルとなり、
世界の水需要は大幅に増加（農業用6割、工業用1割、生活用水2割）。
○ 財政的な制約や水資源量が開発の限界にある地域も存在。
○ 専門家からなる「2030水資源グループ（※）」によれば、2030年に世界の水使用量が6兆9千億立方メートル（農業用は4兆5千億立方
メートル（65.2%））となり、利用可能量4兆2千億立方メートルに対して水不足が世界で深刻化し、47%分不足するとの予測。

<海外> 顕在化しつつあるリスク（生産面） ： ⑫ 水需給のひっ迫

※ 「水資源グループ（Water Resource Group＝（WRG）） 」は、国際連合が産業界と政府に対して水資源枯渇の問題に取り組むよう要請したことを受け、2008年に世
界銀行グループの国際金融公社やネスレをメンバーに設立。WRGは、官民のイニシアチブで水資源の枯渇に関するガイダンスや新たな方針案を提示するグループ

世界の水資源の制約状況

資料：IWMI「Water for Food Water for Life 」
注：IWMI=International Water Management Institure（国際水管理研究所）

影響度

○ 現時点で、我が国の食料の安定供給に影響は発生していないが、米国など我が国の主要輸入国でも実質的水

不足が懸念されている。将来的に各分野での水需要が水資源量を大幅に上回った場合には、我が国の主要な穀

物輸入国の農業生産にも影響を与え、我が国への食料供給に影響を及ぼす可能性がある。

12

実用的水不足：財政的理由等により水利用に制約がある地域

実質的水不足：水資源開発が安定限界状態、又は、河川流量の75%以上を取水している地域

準実質的水不足：河川流量の60%以上を取水しており実質的水不足の状態に近づいている地域

水制約（ほとんど）なし：利用可な水資源に余裕がある地域

データ無し



<海外> 顕在化しつつあるリスク（生産面） ： ⑬ 単収の伸び率の鈍化

影響度

○ 現時点で、我が国の食料の安定供給に影響は発生していないが、将来的に人口の増加により穀物の需要が拡大する
一方で、単収の伸び率の鈍化により生産量の拡大が見込めず、食料需給がひっ迫し、我が国の食料供給に影響が生じる
可能性がある。 13

○ 穀物生産量の増加は、単収の向上に支えられてきたが、単収の伸び率は近年鈍化。
○ 中長期的には、単収は新たな品種の導入等により一定の伸びが期待されているが、異常気象の頻発、水資源の制約や砂
漠化の進行等が不安要因。

資料：USDA「PS&D(2014.8)」、国連「World Population  Prospects：The 2012 Revision」、農林水産政策研究所「2022年における世界の食料需給見通し」により農林水産省で作成。

注：グラフの数値は、2013年までは実績値、2014年は見通し、2015年から2022年までは予測値。単収の年平均伸び率の(   )は2022年を除き、3年平均単収である。



○ 人口増加に伴い、全世界的に需要が増大している一方で、世界の水産資源の多くは既に満限あるいはそれ以上に利用され
ている。

○ 世界の食用魚介類の１人当たり消費量は、最近50年間で約2 倍に増加 （9.0kg（1961年）→18.5kg（2009年））。また、人口増

加により世界の食用魚介類の消費総量は、同期間に5倍に増加（2,737万トン（1961年）→1億2,286万トン（2009年））。
○ 今後も各国の水産物需要が増加し、我が国の輸入シェアの相対的な低下 （世界輸入量3,593万トン（2009年）、我が国の輸
入量249万トン輸入（2013年）＝輸入シェア6.9％）や水産物の国際取引価格の上昇が予想される中、今後、我が国の水産物輸
入が不安定になる可能性がある。

資料：FAO「Food balance sheet」（日本以外の国）、
ＵＮ「World Population Prospects」、農林水産省「食料需給表」

世界の食用魚介類供給量（粗食料）と人口の変化

<海外> 顕在化しつつあるリスク（アクセス面） ： ⑭ 我が国への魚介類供給量の減少

世界の海洋生物資源の利用状況

資料：FAO「The State of World Fisheries and Aquaculture (SOFIA) 2012」

影響度

○ 現時点で、我が国の食料の安定供給に影響は発生していないが、世界的に消費量が増加する中で、将来的には

我が国への水産物の輸入が不安定化し、我が国への魚介類供給に影響が生じる可能性がある。

14
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○ 世界の人口は、開発途上国を中心に2050年には92億人に達する見通し。
○ 92億人を養うためには、食料供給全体を2000年比の1.6倍（24.6億トン）拡大する必要があり、このうち、穀物は、

29.3億トンとなり、1.7倍（11.5億トン）の供給拡大が必要となる。

<海外> 顕在化しつつあるリスク（需要面） ： ⑮ 人口増加に伴う食料需要増加

所得階層別の将来人口の変化 世界全体の食料需要量の変化

1.6倍

1.7倍

影響度

○ 現時点で、我が国の食料の安定供給に影響は発生していないが、将来的に人口の増加により穀物等の需要が
拡大し、食料需給がひっ迫し、我が国の食料供給に影響が生じる可能性がある。

資料：農林水産省「2050年における世界の食料需給見通し」ベースライン予測結果
2012年の世界人口は、ＵＮ, World Population Prospects: The 2012 Revision

注： 所得階層区分は、世界銀行における分類を参考として、2000年の１人当たりGNIが、9,266ドル以上を「先進国」、756ドル以上9,265ドル以下を「中間国」、755ドル以下
を「開発途上国」としている。
データの制約により、2012年の世界人口の所得階層別を示すことは困難。
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世界のバイオエタノール生産量の見通し

１ OECD-FAOの見通しによると、近年の原油価格の高騰、国際的な地球温暖化対策、エネルギー安全保障への意識の高まりなど
を背景に、バイオエタノールとバイオディーゼルの世界全体の生産は、2023年には2013年に比べ1.5倍となる見込み。生産
は、米国、ブラジル、欧州連合（ＥＵ）に集中。

２ 米国におけるとうもろこしのエタノール向け需要は、2011年度以降、とうもろこし需要の４割を占める。

世界のバイオディーゼル生産量の見通し

（百万kl）

資料:OECD-FAO「Agricultural Outlook 2014-2023 Database」

国名 主な原料農産物等

ブラジル さとうきび

米国 とうもろこし、ソルガム

ＥＵ-27 フランス：てんさい、小麦　スウェーデン：小麦、木材

中国 とうもろこし、小麦、キャッサバ

インド 糖蜜（さとうきび）

【参考１】 バイオエタノールの原料として用いられる主な農産物等

【参考２】 バイオディーゼルの原料として用いられる主な農産物等

（見込み） （予測） （予測）

（見込み） （予測） （予測）

米国

中国

その他

EU

米国

アルゼンチン
ブラジル

インドネシア

その他

36

84
105

137

158

1

16

26

35

40

インド

（百万kl） 今後10年で14百万
kl増加（2013年の
1.5倍）

国名 主な原料農産物等

ＥＵ-27 なたね油、パーム油

米国 大豆油

インドネシア パーム油

アルゼンチン 大豆油

ブラジル 大豆油

資料:FAOSTATを基に農林水産省で作成

EU

ブラジル

今後10年で53百万
kl増加（2013年の
1.5倍）

過去10年で69百万
kl増加

過去10年で25百万
kl増加

<海外> 顕在化しつつあるリスク（需要面） ：⑯ バイオ燃料向け農産物の需要増加

影響度

○ 現時点で我が国の食料供給に影響は発生していないが、今後もバイオ燃料向け農産物の需要が増加すると、穀物等の需給がひっ迫し、

我が国の食料供給に影響が生じる可能性がある。
16

資料:USDA需給報告(2014.8)をもとに農林水産省で作成

米国とうもろこし需給の推移



中国、日本の大豆、小麦、とうもろこしの輸入状況

＜大豆＞ 2010/2011 輸入シェア 2013/2014 輸入シェア

中国 5,234万トン 59.0% 6,900万トン 63.4%

日本 292万トン 3.3% 287万トン 2.6%

＜小麦＞ 2010/2011 輸入シェア 2013/2014 輸入シェア

中国 93万トン 0.7% 677万トン 4.3%

日本 587万トン 4.5% 612万トン 3.9%

＜とうもろこし＞ 2010/2011 輸入シェア 2013/2014 輸入シェア

中国 98万トン 1.1% 350万トン 2.9%

日本 1,565万トン 17.0% 1,550万トン 13.0%

米国農務省の中長期予測（2013年2月）によれば、中国の大豆輸入が2022/23年には１億ト
ンを超える（1億3百万トン）と予測。中国は世界の大豆輸入の伸び率の90％を超えるシェア
を占める見込み

中国の大豆、小麦、とうもろこしの輸入先（2013年）

日本の大豆、小麦、とうもろこしの輸入先（2013年）

輸入先1位 輸入先2位 輸入先3位

大豆 ブラジル（50%） 米国（35%） アルゼンチン（10%）

小麦 米国（69%） カナダ（16%） 豪州（11%）

とうもろこし 米国（91%） ウクライナ（3%） ラオス（3%）

輸入先1位 輸入先2位 輸入先3位

大豆 米国（60%） ブラジル（24%） カナダ（14%）

小麦 米国（52%） カナダ（27%） 豪州（15%）

とうもろこし 米国（45%） ブラジル（30%） アルゼンチン（13%）

出典：Global Trade Atlas2013年ベース

出典：貿易統計2013年

※ は中国、日本の調達先が重複する国

○ 中国は近年、大豆、とうもろこし、小麦の輸入量を急増させており、今後も輸入量が増加する見込み。

○ 中国では豚肉をはじめ肉類消費量の増大が見込まれており、飼料等の穀物需要が増大する見込み。日本も同品目をほぼ同様の輸入

先に依存していることから、将来、中国と輸入競合が生じる可能性。

資料：USDA「PS＆D（2014.8）」

（国際穀物理事会（IGC）の今後5年間の世界需給予測(2013年12月)によれば、2018/19年度に
は中国は2,500万トンの輸入が見込まれ、日本に代わって世界最大の輸入国となる見込み。一
方、米国農務省の中長期予測（2013年2月）によれば、中国は2022/23に1960万トンの輸入が
見込まれ、世界のとうもろこし輸入の伸び率の40％のシェアを占める見込み。）

<海外> 顕在化しつつあるリスク（アクセス面） ： ⑰ 新興国との穀物輸入の競合

影響度

○ 現時点で、我が国の食料の安定供給に影響は発生していないが、新興国の人口の増加、所得の向上による穀物
等の需要増により、将来的に買い負けが発生し、我が国の食料供給に影響が生じる可能性がある。

17



○ 国による米の備蓄については、10年に１度の不作（作況92）や通常程度の不作（作況94）が2年連

続した事態にも国産米をもって対処し得る水準として100万トン程度を備蓄しており、通常の作況変動

であれば食料供給に大きな影響を与えることはない。

○ しかし、平成5年（1993年）の作況74を下回るような大不作が発生した場合、主食用米の供給が不

足することにより、国内の食料供給に影響を及ぼす可能性もある。

発生頻度

影響度

＜直近50年の米の不作の状況＞
（通常の不作（作況94以下））

昭和46年（1971） 作況93

昭和51年（1976） 作況94

昭和55年（1980） 作況87

平成5年（1993） 作況74

平成15年（2003） 作況90

<国内>  一時的・短期的に発生するリスク（生産面） ： ① 異常気象による主食である米の不作

○ 直近50年で作況94（通常の不作）以下となった年は５回、

うち、作況92（10年に１度の不作）以下となった年は３回となっ

ており、おおよそ10年に１回程度、通常ないしそれを下回る程

度の不作が発生している。

出典：農林水産省「作物統計」
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発生年 地震名 最大震度

大正12年（1923） 関東地震 （関東大震災） 6

大正14年（1925） 北但馬地震 6

昭和2年（1927） 北丹後地震 6

昭和5年（1930） 北伊豆地震 6

昭和18年（1943） 鳥取地震 6

昭和19年（1944） 東南海地震 6

昭和23年（1948） 福井地震 6

平成7年（1995） 兵庫県南部地震 （阪神・淡路大震災） 7

平成12年（2000） 鳥取県西部地震 6強

平成15年（2003） 宮城県北部［宮城県中部］ 6強

平成16年（2004） 新潟県中越地震 7

平成19年（2007） 能登半島地震 6強

平成19年（2007） 新潟県中越沖地震 6強

平成20年（2008） 岩手・宮城内陸地震 6強

平成23年（2011） 東北地方太平洋沖地震（東日本大震災） 7

平成23年（2011） 長野県・新潟県県境付近 6強

平成23年（2011） 静岡県東部 6強

平成23年（2011） 宮城県沖 6強

<国内> 一時的・短期的に発生するリスク（生産面） ： ② 大規模自然災害（地震災害等）

明治以降に国内で発生した大規模地震（震度6強以上）

○ 明治以降、国内で震度6強以上の大規模な地震は18件発生。

※ 赤字で示したものは、気象庁が命名した地震名であ
る。

出典：気象庁HP

影響度

米の国内生産量（全国）の推移（H16～H25）

宮城県の米の生産量の推移（H16～H25）

猛暑による
不作

東日本大震災発生

東日本大震災発生

出典：農林水産省「食料需給表」、「作物統計」

発生頻度

（千トン）

19

○ これまでに発生した大規模な地震においては、生産面では一部地域での影響にとどまっている。

○ ただし、首都直下型地震や南海トラフ地震等の大規模災害が発生した場合には、食料供給への影響は広範囲となる可能性がある。



○ これまでの国内における口蹄疫、高病原性鳥インフルエンザ等の発生においては、防疫措置の実施によりその被害の範囲は限定的。

○ 家畜における感染力が強い疾病については、感染範囲の拡大に応じて発生地域における畜産経営に大きな影響を及ぼす。万が一国

内で発生した場合、全国的な発生につながる可能性がある。

○ 日照不足等の気象要因による作柄不良と相まって、いもち病の大発生により、平成5年のような水稲の大不作となった場合には、主食

であるコメの供給不足が生じ、国内の食料供給に著しい影響を及ぼす可能性が高いと考えられる。

発生頻度

＜最近の主な家畜伝染病等の発生事例＞

影響度

<国内> 一時的・短期的に発生するリスク（生産面）： ③家畜の伝染性疾病や植物の病害虫の発生

20

年 （平成） 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

口蹄疫 0 0 0 0 0 0 292 0 0 0 0

ＢＳＥ（牛） 5 7 10 3 １ １ 0 0 0 0 0

高病原性鳥インフルエンザ 5 0 0 4 0 0 1 23 0 0 1

低病原性鳥インフルエンザ 0 41 0 0 0 7 0 0 0 0 0

資料：家畜衛生統計等
注１：家畜伝染病予防法第13条第１項の規定による患畜届出件数（ただし、口蹄疫及び高病原性鳥インフルエンザは疑似患畜の件数を含む）。
注２：平成26年６月までの速報値。
注３：平成23年４月の家畜伝染病予防法の改正に伴い、高病原性鳥インフルエンザ（弱毒タイプ）は低病原性鳥インフルエンザに呼称を変更。

注１

注2

注３

＜いもち病による水稲の被害量＞

昭和55年 昭和63年 平成3年 平成5年 平成15年

58 31 31 60 32

（万トン）

※直近30年でいもち病による水稲の被害が
大きかった上位5カ年の被害量

資料：農林水産省作物統計

○ 近年我が国において発生した家畜の伝染性疾病及び植物の病害虫は以下のとおり。



○ 近年、国内で発生した主な食品の安全に関する事件・事故は以下のとおり。

○ これまでに国内における食品の安全に関する事件・事故により、食料供給に影響を及ぼした例はないが、国内

シェアが高い企業における事件・事故により、主要な食料品の供給が停止した場合には、全国に影響を及ぼす可

能性がある。

発生頻度

影響度

＜近年発生した主な食品の安全に関する事件・事故＞

平成20年（2008） 米の販売・加工業者による非食用米穀の食用転売事件

平成21年（2009） 加熱処理肉の不十分な加熱による腸管出血性大腸菌O157食中毒事件

平成23年（2011） 東京電力(株)福島第一原子力発電所の事故

平成23年（2011） 牛肉の生食による腸管出血性大腸菌Ｏ111食中毒事件

平成24年（2012） 浅漬を原因とする腸管出血性大腸菌Ｏ157食中毒事件

平成25年（2013） 大手食品メーカーでの冷凍食品農薬混入事件

<国内> 一時的・短期的に発生するリスク（生産面） ： ④ 食品の安全に関する事件・事故

資料：厚生労働省「食品の安全確保に向けた取組」を基に農林水産省で作成
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影響度

○ 平成23（2011年）3月に発生した東日本大震災においては、食料の製造・流通・販売経路等のサプライ

チェーンの一部が寸断されたことにより、食品のサプライチェーンの機能維持ができなくなり、食料の地域的

偏在や一時的に不足する事態が発生。

○ また、新型インフルエンザ等の新感染症のまん延による食品のサプライチェーンの混乱も懸念されて

いる。

<国内> 一時的・短期的に発生するリスク（アクセス面） ： ⑤ 食品等のサプライチェーンの寸断

発生頻度

22

○ これまでに発生した大規模な地震においては、一部地域において食料供給への影響が発生。

○ 首都直下地震や南海トラフ地震等の大規模災害が発生すると、食料供給への影響は広範囲にわたる

可能性もある。



<国内> 顕在化しつつあるリスク（生産面） ： ⑥ 地球温暖化等の気候変動

○ 「気候変動に関する政府間パネル（IPCC）」第5次評価報告書では、農業生産に関して予想される影響は作物や地域によっ

て異なるものの、2050年以降、収量へのより深刻なリスクが増加するという見方が示されている。

○ 食料安全保障は、食料の入手、利用、価格の安定等あらゆる面において、潜在的に高い確率で気候変動の影響を受けて

いる。また、食料安全保障のリスクは、低緯度地域においてより大きいとされている。

現在、既に農林水産業に現れている高温の影響

＜水稲の高温障害＞

水稲の白未熟粒は、玄米の全部又は一部が乳白化する現象で、登

熟期（出穂・開花から収穫までの期間）の日平均気温が27℃を上回ると

多く発生し、登熟期の平均気温が上昇傾向にある九州地方等で深刻化

している。

同じ水稲の高温障害である胴割れ米は、完熟した米粒内の急激な水

分変化により内部膨縮差が大きくなるため米粒に亀裂を生じる現象で、

登熟初期の気温が高いほど発生しやすくなる。

出典：農林水産省ホームページ農林水産技術会議
「地球温暖化が我が国の農林水産業に及ぼす影響」

米の胴割れ
胴割れ米は精米時に砕けやすく、食味低下に関係。
一見整粒にみえても（左）、光を当てると玄米内部に軽微な割れを生じている。（右の赤い矢印部分）

高温、多雨によるみかんの「浮皮症」（左）
果皮と果肉が分離するもので、品質、貯蔵性の低下に繋がる。

高温、水不足によるみかんの「日焼け果」
商品価値の低下

＜果実の着色不良等＞

高温によるみかんの浮皮症は、成熟が進んでからの高温・多雨によ

り、果皮と果肉が分離するもので、品質・貯蔵性の低下につながる。

また、みかんでは、夏期の高温による水不足と強い日射による日焼

け果の発生も増加にある。

影響度

○ 現時点で、我が国の食料供給への影響は発生していないが、温暖化が進行すると、将来的には生産可能地域

の変化等により、生産量が減少し、我が国の食料供給へ影響を与える可能性がある。
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○ 我が国の漁業・養殖業生産量は、昭和59（1984）年をピーク（1,282万トン）に平成7（1995）年頃にかけて急速に減少し、その

後は緩やかな減少傾向が続いており、平成24（2012）年の我が国の漁業・養殖業生産量は486万トンとピーク時の４割（38%）まで

減少。

○ 我が国の食用魚介類の自給率は、ピーク時の昭和39（1964）年度の113%から平成24（2012）年度の58%に低下（米国、韓国

と同程度）。

<国内> 顕在化しつつあるリスク（生産面） ： ⑦ 漁業・養殖業生産量の減少

食用魚介類の自給率等の推移漁業、養殖業の生産量の推移

資料：農林水産省｢漁業・養殖業生産統計｣

影響度

○ 現段階で、我が国の食料供給に影響は発生していないが、今後も漁業・養殖業生産量が減少すると、将来的

には食生活に影響を与える可能性がある。

24


