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米の供給に関するリスク評価結果
（個表）
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原油輸入量
（百万kl）

原油輸入量（左軸）

中東依存度（右軸）

項目 評価結果 判断根拠

発生頻度の
蓋然性

低

我が国の石油調達における中東依存度は高いものの、これまでに石油の輸入途絶等の事態は発生
していない。
また、中東情勢の悪化等をきっかけに原油価格が高騰し、1973（昭和48）年と1978（昭和53）
年にオイルショックを引き起こしたが、その際においても、原油の輸入量は減少しておらず、我
が国の当該品目の供給に影響を与えたことはない。

影響度 全国的
過去２度のオイルショックを含め、これまでに石油・石油ガス等の途絶は発生していないが、仮
に、石油等の供給が不足すれば、農林水産分野における生産活動や当該品目の供給の多方面にわ
たって影響を与える可能性があると考えられる。

評価の対象となる評価指標：原油の輸入量と中東依存度の推移

項目 評価結果 判断根拠

現状評価 現在、我が国の当該品目の供給において、石油の供給不足による特段の影響は見られない。

過去10年程度の
動向評価

変化なし
近年、石油・石油ガスの供給不足により、我が国の当該品目の供給に特段の影響が生じたこと
はない。

５～10年後の
評価

今後とも原油輸入は一定量必要であり、中東依存度に大きな変化がみられないとすれば、リス
クの発生頻度及び影響度は変わらない見込み。

（資料）経済産業省

オイルショック
（1973,1978）

米の供給に関する一時的・短期的な海外のリスク（⑧石油・石油ガス等の燃料の供給不足）

米、小麦、大豆、飼料用とうもろこし、畜産物及び水産物共通
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資料：FAOSTAT（世界の肥料消費量）、貿易統計（輸入相手国割合）
注：世界の肥料消費量の数値は、窒素、りん酸、加里の成分の合計

肥料消費量の推移
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我が国における肥料原料の輸入相手国割合（2013年）
塩化加里 りん鉱石 窒素質肥料

評価の対象となる評価指標：世界の肥料消費量の推移と我が国における
肥料原料の 輸入相手国割合

項目 評価結果 判断根拠

影響度 全国的

2008（平成20）年に肥料原料のひっ迫により、世界的に肥料原料価格が高騰。2009（平成21）年以
降は落ち着いたものの、国内の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こと等により、国内の作物生産量が減少し、我が国全
体の米の供給に影響を与える可能性があると考えられる。

項目 評価結果 判断根拠

現状評価 現在、世界的にも我が国においても、肥料原料の需給はひっ迫していない。

過去10
年程度の
動向評価

変化なし

・90年代後半、当時我が国のりん鉱石の主要輸入相手国であった米国が輸出を禁止（りん安の輸出は継続）。
・2008年の肥料原料価格の高騰は、人口増加による需要増等の恒常的要因に加え、2007年にロシアの
加里鉱山の水没、2008年に中国が10％の特別輸出関税化（2010年以降も高関税期間を設定したが、
現在は廃止。）等、需給をひっ迫させる要因がいくつも重なったことによる異常事態。

・近年、世界の肥料消費量は増加傾向にあるが、肥料原料の供給は円滑に行われており、需給はひっ迫
していない。（なお、我が国の肥料消費量は減少傾向である。）

５～10
年後の
評価

FAO「Forecasting Long-term Global Fertilizer Demand」によると、2030（平成42）年の世界の肥
料需要量は223.1成分百万トン（2010年の1.2倍）になるとの見通しを示しているが、世界のりん鉱石
及び塩化加里の埋蔵量は十分であり（経済埋蔵量から推定した可採年数：りん鉱石 約320年、塩化加
里 約280年）、５～10年後において肥料需給がひっ迫するとは考えにくい。
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作物の種類 遺伝資源の減少について報告があった国の数

穀類及び牧草 ３０

樹木 ７

果樹類 １７

豆類 １７

薬用植物 ７

根菜類 １０

香辛料 ５

野菜 １８

その他 ６

（資料）FAO「Second Report on the State of the World's PLANT 
GENETIC RESOURCES FOR FOOD AND AGRICULTURE」

項目 評価結果 判断根拠

影響度 全国的
これまで、遺伝資源の入手困難により、我が国の当該品目の供給に影響は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、作物育種等に影響が生じ、将来的には、我が国全体の当該品
目の供給に影響を与える可能性があると考えられる。

項目 評価結果 判断根拠

現状評価 現在、我が国の当該品目の供給において、遺伝資源の入手困難による影響は見られない。

過去10年
程度の

動向評価
悪化

近年、土地開発や商業的な栽培品種の導入等により、一部の遺伝資源の消滅が懸念されているとこ
ろ。また、遺伝資源の権利保護の観点から、資源保有国が遺伝資源の持ち出しを規制する傾向にあ
り、入手が困難となる傾向。他方ITPGRの発効により、遺伝資源の取得を促進するための国際協調
を推進。

５～10年
後の評価

ジーンバンクによる遺伝資源の保存や国際的な枠組みの進展及び加入国数の増加が見込まれること
から、遺伝資源の入手困難による影響が大きくなることは考えにくい。

（参考）遺伝資源の減少に関する報告があった作物の内訳評価の対象となる評価指標：遺伝資源に関する国際条約の批准国数

加入（contracting parties） 133か国

署名のみ（only signatories ） 11か国

（平成26年10月22日時点）

○ＩＴＰＧＲ（食料及び農業のための植物遺伝資源に関する国際条約）

米、小麦、大豆及び飼料用とうもろこし共通

米の供給に関する既に顕在化しつつある海外のリスク（⑪遺伝資源の入手困難）
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（資料）作物統計を基に農林水産省で作成。

項目 評価結果 判断根拠

発生頻度
の蓋然性

中
異常気象や自然災害等により、通常の不作（作況指数９４）を下回る作況となったのは、昭和35年
以降で昭和46年、55年、平成５年、15年の計４回。このうち、平年収量を２割以上下回る作況指
数となったのは、平成５年の米の不作（作況指数74）のみである。

影響度 全国的
通常の不作であれば、備蓄を活用することにより、我が国の米の供給に影響を与えることはないが、
異常気象等により、平成5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、我が国全体の米の供給に影響を与える可能性があると考えられる。

評価の対象となる評価指標：米の作況指数と異常気象等の発生状況

項目 評価結果 判断根拠

現状評価 平成26年産米の作況指数は１０１となっており、米の供給不足の心配はない。

過去10年程度の
動向評価

変化なし 近年、異常気象や自然災害等により、作況９４を下回った年はない。

5～10年後の
評価

５～10年後の自然災害や異常気象の発生を予測することは困難であるが、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
準を想定して米の備蓄（100万トン）をしており、今後10年程度において、我が国の米の供給
への影響は変わらないと考えられる。

米の供給に関する一時的・短期的な国内のリスク（①大規模自然災害や異常気象）
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項目 評価結果 判断根拠

発生頻度の
蓋然性

低
過去30年間において、主な病害虫であるいもち病とウンカにより、40万トン（食用米消費
量約800万トンの5％）以上の被害が発生したのは、平成５年産米のいもち病による被害の
み。

影響度 地域的
平成５年いもち病被害以上の被害が発生した場合、食用米の年間消費量の５％以上に相当
する収量が減少するため、我が国の米の供給に影響を与える可能性があると考えられる。

評価の対象となる評価指標：主な病害虫の被害量

（資料）作物統計
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昭和58年産 63  5 10 15 20

59.8万トン（H5）

(千トン)

いもち病

ウンカ

項目 評価結果 判断根拠

現状評価 平成26年産米の作況指数は１０１となっており、米の供給不足の心配はない。

過去10年程度の
動向評価

改善 近年、病害虫による被害量は多くない。

5～10年後の
評価

５～１０年後の病害虫発生を予測することは困難であるが、冷夏などの天候不順がない限
り、植物病害虫による影響が特に大きくなるとは考えにくい。

米の供給に関する一時的・短期的な国内のリスク（②植物病害虫）
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項目 評価結果 判断根拠

発生頻度の
蓋然性

低
ほぼ毎年、国産穀類及びその加工品に係る食品衛生法違反は見られるものの、食品安全に係
る事件・事故の発生により、我が国の米の供給に影響を与えた例はない。

影響度 部分的
仮に、全国規模で取り扱われる商品で食品の安全に関する事件・事故が発生した場合には、
全国的に影響を与える可能性があるものの、その場合であっても、影響は一部にとどまると
考えられる。

項目 評価結果 判断根拠

現状評価 現在、我が国の米の供給において安全に係る事件・事故による影響は見られない。

過去10年程度の
動向評価

変化なし 我が国の米の供給に影響を与えるような安全に関する事件・事故は発生していない。

5～10年後の
評価

５年～１０年後の米の安全に関する事件・事故の発生を予測することは困難であるが、発
生頻度及び影響度は大きく変わらない見込み。

評価の対象となる評価指標：国産穀類及びその加工品の食品衛生法の違反状況

資料：東京都「違反調査結果」
注：国産品の「穀類及びその加工品」における、検査品目数に対する違反品目数の割合。
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米の供給に関する一時的・短期的な国内のリスク（③食品の安全に関する事件・事故）
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項目 評価結果 判断根拠

発生頻度の
蓋然性

中
我が国の当該品目の供給に影響を与える程の食品等のサプライチェーンが寸断された例は、
平成７年の阪神淡路大震災や平成23年の東日本大震災がある。

影響度 地域的 東日本大震災の際は、関東や東北の一部地域において食品の流通に影響を与えた。

項目 評価結果 判断根拠

現状評価
東日本大震災において、サプライチェーンの寸断が一定の影響を与えたところであるが、そ
れを教訓として、物流網の見直しやＢＣＰ策定など、ハード・ソフト両面の取組が行われて
いるところ。

過去10年程度の
動向評価

変化なし 我が国の当該品目の供給に影響を与える程のサプライチェーンの寸断は、これまで不定期に
発生しているが、発生頻度や影響度が高まっているとは言い切れない。

5～10年後の
評価

サプライチェーンの寸断について将来的なリスク評価を一概に判断することはできないが、
東日本大震災の教訓を踏まえ平成24年に「緊急事態食料安全保障指針（局地的・短期的事態
編）」を定め、緊急時に講ずべき対策が整理されたこと等を踏まえれば、仮に寸断される事
案が発生したとしても、過去の事案と比べ影響が大きくなるとは考えにくい。

評価の対象となる評価指標：食品等のサプライチェーンの寸断状況

25.7% 24.9% 15.4% 29.7% 4.3%

概ね１週間以上にわたって供給できなかった

供給できたが生産量や品目数などに制約があった

震災直後の数日間を除き問題なく供給できた

もともと被災地へは食料を供給していない

無回答

東日本大震災の被災地への食料供給の状況
（食品関連事業者 n=350）

５割以上の事業者において食料供給に支障

1.2%

7.3%

72.0%

19.5%

61.6%

15.2%

54.3%

40.2%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

無回答

その他

トラックの燃料が不足し、輸送機能が停止・低下した

トラックの車両・運転手が不足し、輸送機能が停止・低下した

輸送路が寸断され、輸送機能が停止・低下した

物流拠点の人が不足し、その機能が停止・低下した

社会インフラが停止し、物流拠点の機能が停止・低下した

物流拠点が被災し、その機能が停止・低下した

物流機能に問題が生じた理由【複数回答】
（食品関連事業者 n=164）

資料：食料の供給機能強化推進事業報告書

米、小麦、大豆、飼料用とうもろこし、畜産物及び水産物共通

米の供給に関する一時的・短期的な国内のリスク（④食品等のサプライチェーンの寸断）



評価の対象となる評価指標：高温障害による米の被害量

（千トン）

資料：高温障害による米の被害量は作物統計（作況調査）
日本の夏平均気温偏差は気象庁HP

項目 評価結果 判断根拠

影響度 全国的
（独）農業環境技術研究所によると、平成気温が３度上昇した場合、水稲の潜在的な収量が北
海道では13％増加、東北以南では８～15％減少するなど広く影響すると予測されており、将
来的に我が国全体の米の供給へ影響を与える可能性があると考えられる。

項目 評価結果 判断根拠

現状評価 高温障害が頻繁に発生しているが、現在、我が国の米の供給において、地球温暖化等の気候
変動による影響は見られない。

過去10年程度の
動向評価

悪化 近年平均気温は上昇傾向にあり、その影響は年々高まっていると考えられる。

5～10年後の
評価 ５～10年後も引き続き温暖化が進行すると、高温障害等の影響が大きくなる可能性がある。
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米の供給に関する既に顕在化しつつある国内のリスク（⑥地球温暖化等の気候変動）



小麦の供給に関するリスク評価結果
（個表）

10



60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

0

1

2

3

4

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

豪州（左軸） カナダ（左軸） 米国（左軸） ３か国生産量合計（右軸）

11

（資料）EM-DAT:The OFDA/CRED International Disaster Databaseを基に農林水産省で作成。
米国、カナダ及び豪州の小麦生産量はUSDA「PS&D」

項目 評価結果 判断根拠

発生頻度
の蓋然性

中
我が国の小麦の主要輸入相手国（米国、カナダ、豪州）において、ほぼ毎年干ばつや異常気象は発生し
ているが、３カ国の合計生産量が前年の２割以上減少する程の自然災害が発生した年は1980年以降で
４回。

影響度 全国的
干ばつ等により、小麦の貿易率（輸出量/生産量、23% 2014年６月）を超える減収となった年もあ
る。これまで需給のひっ迫により、我が国が輸入できなかったことはないが、今後大規模な自然災害等
が発生した場合には、我が国全体の小麦の供給に何らかの影響を与える可能性はあると考えられる。

評価の対象となる評価指標：主要輸入相手国における干ばつ及び異常気象の発生状況

項目 評価結果 判断根拠

現状評価

我が国の主要輸入相手国である、米国は乾燥及び4月の低温により５％程度減少する見込み、カナ
ダは昨年の史上最高の豊作(3,750万トン）から25％程度(約820万トン)減少する見込み、豪州は
南東部で10月の乾燥の影響により、11%程度減少する見込みであるものの、2014/2015年度の小
麦の生産状況（対前年度増減率）は、国際的には１％増加する見込みであり、また世界の期末在庫
率も27%とここ３年では最も高く、我が国の小麦輸入及び供給に影響を与える可能性は少ない。

過去10年程度の
動向評価

変化なし 近年、大規模自然災害の発生頻度及び影響度が高まる傾向にはない。

５～10年後の
評価

５～１０年後の大規模自然災害の発生を予測することは困難であるが、大規模自然災害の発生頻
度及び影響度が高まる傾向は認められない。

（千トン）

（回）

豪州大干ばつ

米国高温乾燥

豪州大干ばつ

米国大干ばつ

小麦の供給に関する一時的・短期的な海外のリスク（①大規模自然災害や異常気象）
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項目 評価結果 判断根拠

発生頻
度の蓋
然性

低

我が国の主要輸入相手国である米国において、1935年に黒さび病による大幅な減収被害（1935年の生
産量1,710百万トンの約24％に相当する409万トンが被害量）があったとの報告がある。近年は黒さび
病の被害はほとんどなく、赤さび病、黄さび病の被害が見られるものの、被害の多かった1985年でも、
被害量は生産量（66百万トン）の約６％であり、大幅な減収となるような被害は発生していない。

影響度 全国的
抵抗性品種の導入や防除技術の進展により、我が国の主要輸入相手国において、近年大規模な病害虫被
害は発生していないが、大規模な減収が発生した場合には、輸出量が減少し、我が国全体の小麦の供給
に影響を与える可能性があると考えられる。

評価の対象となる評価指標：米国における小麦のさび病の被害量

項目 評価結果 判断根拠

現状評価
2014/2015年度の国際的な小麦生産量は増加すると見込まれており、我が国の小麦の供給
において、植物病害虫の影響は見られない。

過去10年程度の
動向評価

変化なし
毎年赤さび病、黄さび病は発生しているが、近年、小麦の大幅な減収となるような発生は
見られない。

５～10年後の
評価

我が国の主要輸入相手国（米国、カナダ、豪州）において我が国の小麦の供給に影響はな
い見込み。

（資料）USDA Agricultural Research Service「Small grain losses due to rust」を基に農林水産省で作成。
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黄さび病 赤さび病 黒さび病（千㌧）

小麦の供給に関する一時的・短期的な海外のリスク（②植物病害虫）
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項目 評価結果 判断根拠

発生頻度の
蓋然性

低
小麦について、安定的な輸入の確保に影響を与える程の安全に関する事件・事故は発生していな
い。

影響度 部分的

小麦の主要輸入相手国（米国、カナダ、豪州）においてかび毒等の懸念が高まった場合、当該国
から我が国への小麦の輸入が一時的に困難になり、我が国の小麦の供給に影響を与える可能性が
あるものの、その場合を含め、食品の安全に関する事件・事故は、特定の産地、施設、または輸
送単位等での発生となるため、影響は一部にとどまると考えられる。

項目 評価結果 判断根拠

現状評価
現在、我が国の小麦の供給において、輸入小麦の安全に係る事件・事故による影響は見
られない。

過去10年程度の
動向評価

変化なし 我が国の小麦の供給に影響を与えるような安全に関する事件・事故は発生していない。

５～10年後の
評価

５～１０年後の安全に関する事件・事故の発生について予測することは困難であるが、
発生頻度及び影響度は大きく変わらない見込み。

評価の対象となる評価指標：農林水産省における輸入小麦(米国､カナダ､豪州等)の残留農薬及びかび毒等の検査結果

17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度

267 274 293 310 355 300 273 259 236

 検査項目数 256 238 238 239 240 244 177 37 40

うち検出項目数(基準値以内のもの) 7 10 18 15 18 21 15 18 14

うち検出項目数(基準値を超えるもの) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

120 105 105 105 105 105 105 105 105

 検査項目数 427 314 326 332 342 347 420 566 548

うち検出項目数(基準値以内のもの) 1 0 0 0 0 0 0 0 1

うち検出項目数(基準値を超えるもの) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

農林水産省公表資料「輸入米麦の残留農薬等の分析結果」による。

※食品衛生法により小麦に基準値が適用される農薬等について、上記の船積時検査とサーベイランス検査の２段階で対応している。

※船積時検査の検査項目は、食品衛生法において小麦に個別の基準値が設定され輸出国において使用実態のある農薬及びカビ毒等が対象。

※サーベイランス検査の検査項目は、食品衛生法の一律基準が適用される農薬や輸出国において使用実態がない等の農薬が対象。

○船積時検査 (船積みされる小麦が対象)

 検査件数

○サーベイランス検査 （産地段階の小麦が対象)

 検査件数

小麦の供給に関する一時的・短期的な海外のリスク（③食品の安全に関する事件・事故）



項目 評価結果 判断根拠

発生頻度の
蓋然性

低
我が国の主要輸入相手国における輸送障害は、ほぼ毎年発生しているが、一時的な輸送遅延はみ
られるものの、輸入の確保に影響を与えるほどの輸送障害は発生していない。

影響度 全国的
自然災害等により、長期にわたって積出港が閉鎖されるなどの事案が起こった場合には、我が国
全体の当該品目の供給に何らかの影響を与える可能性があると考えられる。

項目 評価結果 判断根拠

現状評価
現在、我が国の当該品目の供給において、主要輸入相手国における輸送障害による影響は見られ
ない。

過去10年程度の
動向評価

変化なし 近年、輸送障害により、我が国の当該品目の供給に影響が生じた例はない。

５～10年後の
評価

５～１０年後の我が国の主要輸入相手国における輸送障害の発生について予測することは困難で
あるが、発生頻度及び影響度は大きく変わらない見込み。

評価の対象となる評価指標：主要輸入相手国における輸送障害の発生状況（平成14年度以降）

輸送障害の原因

平成14年度 港湾の閉鎖、河川の水位上昇、ハリケーン、冬場の悪天

平成15年度 積地での天候不順等、船舶到着の遅延等、積出港での船混み等

平成16年度 船舶到着の遅延等、ハリケーン、運河の定期修理、河川の水位上昇等

平成17年度 船舶到着の遅延等、ハリケーン

平成18年度 運河の定期修理等、河川の凍結、台風等

平成19年度 河川の凍結等、台風等、日本国内近海における悪天

平成20年度 ハリケーン、台風等、日本国内近海における悪天

平成21年度 積出港での船混み等、日本国内近海における悪天

平成22年度 集荷の遅れ、積出港での船混み等、日本国内近海における悪天

平成23年度 鉄道の車両不足等、日本国内近海における悪天

平成24年度 日本国内近海における悪天、港湾争議

平成25年度 鉄道の車両不足等、日本国内近海における悪天、港湾争議

資料：農林水産省調べ
注：小麦、とうもろこし、油糧種子の主要輸入相手国における輸送障害の事例を整理。

14

小麦、大豆及び飼料用とうもろこし共通

小麦の供給に関する一時的・短期的な海外のリスク（④港湾等での輸送障害）
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項目 評価結果 判断根拠

発生頻度の
蓋然性

低
我が国の主要輸入相手国の政情不安やテロはほぼ突発的に発生するため、発生を確率的に予測す
ることは適さないが、これまで我が国の小麦の主要輸入相手国（米国、カナダ、豪州）における
政情不安やテロにより、我が国の小麦の供給に影響を与えた例はない。

影響度 全国的
仮に我が国の小麦の主要輸入相手国において政情不安やテロが発生した場合には、我が国全体の
小麦の供給に影響を与える可能性があると考えられる。

評価の対象となる評価指標：主要輸入相手国における政情不安やテロの発生状況

項目 評価結果 判断根拠

現状評価 現在、我が国の小麦の供給に影響を与えるような政情不安やテロは発生していない。

過去10年程度の
動向評価

変化なし 近年、政情不安やテロにより、我が国の小麦の供給に影響が生じた例はない。

５～10年後の
評価

５～10年後の政情不安やテロの発生を予測することは困難であるが、これまで我が国の小
麦の主要輸入相手国における政情不安やテロにより、我が国の小麦の供給に影響が生じた
例はなく、5～10年後においても発生頻度及び影響度は大きく変わらない見込み。

米国
同時多発テロ事件（2001年９月）やボストンマラソン爆弾テロ事件（2013年４月）が発生した際に
おいても、日本への小麦の供給に影響はなかった。

カナダ 特段なし

豪州 特段なし

（資料）農林水産省調べ

小麦の供給に関する一時的・短期的な海外のリスク（⑤輸出国の政情不安、テロ）



16

項目 評価結果 判断根拠

発生頻度
の蓋然性

低
小麦に関する輸出規制を行っている国はあるが、我が国の小麦の主要輸入相手国である米国、カ
ナダ及び豪州において、小麦に関する輸出規制はこれまで行われたことはない。

影響度 全国的
仮に我が国の小麦の主要輸入相手国において輸出規制が行われた場合は、我が国全体の小麦の供
給に影響を与える可能性があると考えられる。

評価の対象となる評価指標：主要輸入相手国における小麦の輸出規制の実施状況

項目 評価結果 判断根拠

現状評価
我が国の小麦の主要輸入相手国（米国、カナダ、豪州）において輸出規制は行われておら
ず、現在、我が国の小麦の供給において、主要輸入相手国の輸出規制による影響は見られ
ない。

過去10年程度の
動向評価

変化なし 近年、輸出規制により、我が国の小麦の供給に影響が生じた例はない。

５～10年後の
評価

小麦については政府が一元的に輸入。長年に渡り安定的に買付けを行う等、これまでの我
が国の小麦の主要輸入相手国との信頼関係等から、今後も安定的な輸入が行われる見込み。

米国 特段なし

カナダ 特段なし

豪州 特段なし

（資料）農林水産省調べ

小麦の供給に関する一時的・短期的な海外のリスク（⑥輸出国における輸出規制）
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項目 評価結果 判断根拠

発生頻度の
蓋然性

低
為替変動により、当該品目の輸入価格は影響を受けるが、これまで為替変動が当該品目の輸入
量に大きな影響を与えたことはない。

影響度 限定的
為替変動は、輸入価格の上昇等に影響を与える一方、輸入量に影響を与えるものではなく、我
が国の当該品目の供給に影響を与えるとは考えにくい。

評価の対象となる評価指標：為替相場

項目 評価結果 判断根拠

現状評価

2012（平成24）年12月頃から円安が進行し、各品目を通じて円安の影響等と考えられる輸
入単価の上昇がみられ、日本銀行の「輸入物価指数」によれば、2012（平成24）年12月か
ら2013（平成25年）12月の１年間に、過去20年間で最大の上げ幅となる15.5ポイント上
昇したが、輸入価格の上昇を理由とした輸入量への特段の影響は見られない。

過去10年程度の
動向評価

変化なし 近年、為替変動が当該品目の輸入量に大きな影響を与えたことはない。

５～10年後の
評価

５～10年後の為替がどのように変動するか予測することは困難であるが、為替の変動により、
ただちに我が国の当該品目の供給に影響が生じるとは考えにくい。

為替レート
（円/ドル）

穀物の輸入量
（千トン）

資料：為替レートは、東京市場のドル・円スポット17時時点/月中平均。
穀物の輸入量は、財務省「貿易統計」であり、小麦、大豆及び飼料用とうもろこしの合計。（なお、貿易統計は1987年以前は公表されていない。）
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小麦、大豆及び飼料用とうもろこし共通

小麦の供給に関する一時的・短期的な海外のリスク（⑦為替変動）
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原油輸入量
（百万kl）

原油輸入量（左軸）

中東依存度（右軸）

項目 評価結果 判断根拠

発生頻度の
蓋然性

低

我が国の石油調達における中東依存度は高いものの、これまでに石油の輸入途絶等の事態は発生
していない。
また、中東情勢の悪化等をきっかけに原油価格が高騰し、1973（昭和48）年と1978（昭和53）
年にオイルショックを引き起こしたが、その際においても、原油の輸入量は減少しておらず、我
が国の当該品目の供給に影響を与えたことはない。

影響度 全国的
過去２度のオイルショックを含め、これまでに石油・石油ガス等の途絶は発生していないが、仮
に、石油等の供給が不足すれば、農林水産分野における生産活動や当該品目の供給の多方面にわ
たって影響を与える可能性があると考えられる。

評価の対象となる評価指標：原油の輸入量と中東依存度の推移

項目 評価結果 判断根拠

現状評価 現在、我が国の当該品目の供給において、石油の供給不足による特段の影響は見られない。

過去10年程度の
動向評価

変化なし
近年、石油・石油ガスの供給不足により、我が国の当該品目の供給に特段の影響が生じたこ
とはない。

５～10年後の
評価

今後とも原油輸入は一定量見込まれ、中東依存度にも大きな変化がみられないとすれば、リ
スクの発生頻度及び影響度は変わらない見込み。

（資料）経済産業省
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オイルショック
（1973,1978）

小麦の供給に関する一時的・短期的な海外のリスク（⑧石油・石油ガス等の燃料の供給不足）

米、小麦、大豆、飼料用とうもろこし、畜産物及び水産物共通



評価の対象となる評価指標：世界の平均気温

19

項目 評価結果 判断根拠

影響
度

全国的

現時点では、我が国の当該品目の供給への影響は
生じていないが、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、
我が国の当該品目の供給に影響を与える可能性が
あると考えられる。

項目 評価結果 判断根拠

現状
評価

「気候変動に関する政府間パネル（ＩＰＣＣ）」
第5次評価報告書第1作業部会報告書によると、世
界平均地上気温は、1880～2012年の期間に、
0.85℃上昇しているとされているが、現時点にお
いて、我が国の当該品目の供給に特段の影響は見
られない。

過去
10年
程度
の動
向評
価

悪化
温暖化は、10年程度の中で徐々にではあるが進ん
でおり、その影響は大きくなっていると考えられ
る。

５～
10年
後の
評価

同報告書によると、今後の平均気温の上昇幅が複
数示されている。いずれの場合においても、農業
生産に関して「予想される影響は作物や地域また
適応シナリオによって異なる」ものの、「2050年
以降、収量へのより深刻な影響のリスクは増大」
するとされている。

小麦、大豆、飼料用とうもろこし及び畜産物共通

小麦の供給に関する既に顕在化しつつある海外のリスク（⑨地球温暖化等の気候変動）

「作物収量に対する気候変動の負の影響は、正の影響
に比べてより一般的にみられる（確信度が高い）」

ＩＰＣＣ第５次評価報告書第２作業部会報告書
「政策決定者向け要約」環境省による確定訳抜粋


