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評価の対象となる評価指標：世界のバイオエタノール生産量の見通し

項目 評価結果 判断根拠

影響度 全国的
現時点で、我が国の飼料用とうもろこしの供給に影響は生じていないが、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、我が国全体の飼料用とうもろこしの供給に影響を
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、我が国の飼料用とうもろこしの供給において、バイオエタノール向けの需要の増大によ
る影響は見られない。

過去10年程度の
動向評価

悪化 過去10年で米国とうもろこしのエタノール向け需要量が１億トン増加している。

５～10年後の
評価

米国環境保護局によると、同国において、今後はとうもろこし以外のセルロース系由来のバイ
オエタノールの使用量が伸びる見込みであり、とうもろこし由来のバイオエタノールの使用量
が大きく伸びる可能性は低いと考えられる。
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飼料用需要 輸出量
生産量 期末在庫率

13.5％

（百万kl）

（見込み） （予測） （予測）

米国

中国

その他

36

84

105

137

158

インド

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

資料:USDA需給報告(2014.8)をもとに農林水産省で作成

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

（参考）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

資料:FAOSTATを基に農林水産省で作成

（参考）米国とうもろこし需給の推移

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）
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飼料用とうもろこしの供給に関する既に顕在化しつつある海外のリスク（⑯バイオ燃料向け需要の増加）



2003の輸入量
（トン）

2013の輸入量
（トン）

2013/2003
輸入先上位3位とその割合（2013）

第1位 第2位 第3位

インド 322 11,471 3,562% アルゼンチン（66%） ブラジル（22%） オーストラリア（5%）

中国 92 3,264,155 3,547,995% 米国（91%） ウクライナ（3%） ラオス（3%）

日本 17,061,686 14,399,019 84% 米国（45%） ブラジル（30%） アルゼンチン（13%）

項目 評価結果 判断根拠

影響度 全国的
現時点で、インド、中国等の新興国では、近年穀物輸入量が増加。現在、我が国への飼料用とうもろこ
しの供給に影響は生じていないが、将来的にさらなる需要の増大により、我が国全体の飼料用とうもろ
こし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：新興国と日本とのとうもろこしの輸入の競合状況

資料：貿易統計（日本の輸入量及び輸入相手国内訳）
Global Atlas2013（BRICsの輸入量及び輸入相手国内訳）

注：輸入量には、飼料用以外の用途も含まれる

項目 評価結果 判断根拠

現状評価
現在、我が国の飼料用とうもろこしの供給において、新興国との穀物輸入の競合による影響
は見られない。

過去10年程度の
動向評価

悪化 近年、中国のとうもろこし輸入量が急速に伸びており、輸入先として米国が競合関係にある。

５～10年後の
評価

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)によると、2018/19年度
には中国の輸入量は2,500万トンに増加し、日本に代わって世界最大の輸入相手国となる見
込み。
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飼料用とうもろこしの供給に関する既に顕在化しつつある海外のリスク（⑰新興国との輸入の競合）
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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

飼料用とうもろこし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）



畜産物の供給に関するリスク評価結果
（個表）
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項目 評価結果 判断根拠

現状評価
主要輸入相手国の直近の飼養動向は、豪州では28,354千頭（2013.6時点。対前年
99.8％）、米国では87,730千頭（2014.1時点。対前年98.2％）となっており、現在、
我が国の畜産物の供給において、大規模自然災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 これまでも一定頻度で発生しており、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

大規模自然災害等の発生を予測することは困難であるが、過去30年間で畜産物の生産に
影響を与えた実績はなく、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。 64

項目 評価結果 判断根拠

発生頻度
の蓋然性

低

我が国の牛肉の主要輸入相手国（豪州、米国）において、一定の頻度で干ばつなどの異常気象は発生し
ており、畜産物の生産及びこれらの生産に必要な飼料の生産への影響(例えば、2006（平成18）年～
2007（平成19）年の大干ばつにより、飼養頭数の減少(2006年から2008年にかけて飼養頭数が5.0％減
少。)が見られるものの、これらの２か国の合計生産量が前年の１割以上減少する程の干ばつなどの異常
気象は過去30年間発生していない。

影響度 全国的
これまで大規模自然災害により、我が国が牛肉を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、我が国の主要輸入相手国である豪州や米国の生産量が大幅に減少する可能
性はあると考えられる。

（資料）EM-DAT:The OFDA/CRED International Disaster Databaseを基に農林水産省で作成。
豪州、米国の牛肉生産量はFAO「FAOSTAT」

注：2004（平成16）年の生産量減少は、米国でのBSE発生によるもの。

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
（トン）（回）
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畜産物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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畜産物の供給に関する一時的・短期的な海外のリスク（②家畜の伝染性疾病）
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項目 評価結果 判断根拠

発生頻度
の蓋然性

中

近年、我が国の畜産物の主要輸入相手国において、ＢＳＥ（米国）や高病原性鳥インフルエンザ（中
国及びタイ）が発生したことにより、当該国からの輸入が停止されたことがある（ただし、ＢＳＥに
ついては、リスク評価を行った国からの輸入は可能であり、高病原性鳥インフルエンザについては、
加熱加工品の輸入は可能。）。

影響度 全国的
仮に我が国の主要輸入相手国において家畜伝染病が広く発生し、我が国への畜産物の輸入が停止され
るような場合には、我が国全体の畜産物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主な家畜の伝染性疾病の発生状況

＜牛肉の輸入量（主要輸入相手国分のみ）の推移とBSEの発生状況＞

豪州

米国
（トン）

米国におけるBSE発生（2003.12、2005、2006、2012）

2014
(9月まで)

注：牛の疾病として、BSE以外に口蹄疫が挙げられるが、我が国の牛肉の主要輸入相手国である米国及び豪州において、過去30年間に、
口蹄疫は発生していない。
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項目 評価結果 判断根拠

現状評価

近年、高病原性鳥インフルエンザや口蹄疫などの家畜の伝染性疾病は海外において毎年発生し
ているが、口蹄疫については我が国の主要輸入相手国での発生はない。高病原性鳥インフルエ
ンザについては発生国からの鶏肉の輸入は停止（中国等）しているものの、加熱加工品の輸入
が可能であり、現在、我が国の畜産物の供給において、家畜の伝染性疾病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、我が国の主要輸入相手国での口蹄疫等の新たな発生はない。

５～10年後の
評価

５～１０年後の家畜の伝染性疾病の発生を予測することは困難であるが、他国からの代替輸入
の可能性等を踏まえると、家畜の伝染性疾病による影響が大きくなるとは考えにくい。

＜鶏肉及び鶏肉調製品の輸入量（主要輸入相手国分のみ）の推移と高病原性鳥インフルエンザの発生状況＞

タイで高病原性インフルエンザ発生（2004～2008）

中国で高病原性インフルエンザ発生（2005～2014）

ブラジル（鶏肉）

（資料）鶏肉及び鶏肉調製品の我が国主要輸入相手国の鶏肉輸出量（対日本）は貿易統計
家畜伝染病の発生状況はOIEホームページを基に農林水産省で作成。

注：高病原性鳥インフルエンザのほか、中国では2013年に低病原性鳥インフルエンザが発生。

（トン）

タイ（鶏肉） 中国（鶏肉）

中国（鶏肉調製品）

タイ（鶏肉調製品）

2014
(9月まで)

※ 我が国の豚肉の主要輸入相手国である米国、カナダ及びデンマークにおいて、過去30年間に、豚の疾病である豚コレラ及びアフリカ豚コレラは
発生していない。

畜産物の供給に関する一時的・短期的な海外のリスク（②家畜の伝染性疾病）



項目 評価結果 判断根拠

現状評価
現在、我が国の畜産物の供給において、輸入畜産物の安全に係る事件・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 近年、我が国の畜産物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。
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項目 評価結果 判断根拠

発生頻度の
蓋然性

低
我が国の輸入畜産物の食品衛生法の違反が発生した年もあるが、畜産物について、安定的な輸入の確
保に影響を与えるほど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
例えば畜産物における細菌汚染が広く確認された場合には、我が国への畜産物の輸入が一時的に困難
になり、我が国の畜産物の供給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、特定の産
地、施設、または輸送単位等での発生と考えられ、影響は一部にとどまると考えられる。

畜産物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）

評価の対象となる評価指標：輸入畜産物の食品衛生法の違反状況

資料：東京都「違反調査結果」
注：輸入品の「肉・卵類及びその加工品」及び「乳・乳製品等」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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項目 評価結果 判断根拠

発生頻度
の蓋然性

低
過去に我が国の畜産物の主要輸入相手国における畜産物の輸送障害（一時的な遅延）の発生例はある
ものの、輸入量の確保に影響を与える程の輸送障害は発生していない。

影響度 全国的

畜産物の輸入においては、輸送量の多いコンテナ船であっても100トン単位で輸入しており、コンテ
ナ船単位で輸送障害が発生した場合には大きな影響はないと想定されるものの、仮に主要積出港が長
期にわたって閉鎖されるなどの事態が生じた場合は、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、我が国の畜産物の供給において、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、我が国の畜産物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主な輸送障害の発生事例

概要

2002（平成14）年
●米国西部29港湾のロックアウト（雇用者側による港湾施設の閉鎖）による肉類（冷蔵品）等の輸送
遅延（10日間）が発生したが、この際においても、日本への畜産物の供給に影響はなかった。

2014（平成26）年
●米国西部のシアトル港、タコマ港における怠業による肉類（冷蔵品）等の輸送遅延（１週間）が発
生。今のところ日本への供給に影響はみられないものの、2014（平成26）年1月13日現在でストラ
イキは継続しており、引き続き注視が必要。

（資料）農林水産省調べ
注：畜産物の我が国主要輸入相手国における輸送障害の事例を整理。
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畜産物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
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、これまで我が国の畜産物の主要輸入相手国（下表の９か国）における政情不安やテ
ロにより、我が国の畜産物の供給に影響を与えた例はない。

影響度 全国的
仮に我が国の畜産物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
の畜産物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、我が国の畜産物の供給において、政情不安やテロ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、政情不安やテロにより、我が国の畜産物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、これまで我が国の畜産
物の主要輸入相手国における政情不安やテロにより、我が国の畜産物の供給に影響を及ぼし
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（牛肉、豚肉）
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、日本への畜産物の供給に影響はなかった。

中国（鶏肉調製品）
近年主に新疆ウイグル自治区内でテロ事件が発生しているが、その際においても日
本への畜産物の供給に影響はなかった。

タイ（鶏肉調製品）
近年主にタイ南部地方でテロ事件が発生しているが、その際においても日本への畜
産物の供給に影響はなかった。

カナダ（豚肉）、豪州（牛肉、酪農品）、ブラジル（鶏肉）、ニュージーランド（酪農品）、シンガポール（酪農品）、デ
ンマーク（豚肉）は特段なし

（資料）農林水産省調べ

畜産物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）
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項目 評価結果 判断根拠

発生頻度
の蓋然性

低
我が国の畜産物の主要輸入相手国（下表の９か国）において、畜産物に関する輸出規制はこれま
で行われたことがない。

影響度 全国的
仮に我が国の畜産物の主要輸入相手国において輸出規制が行われた場合は、我が国全体の畜産物
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畜産物の輸出規制の実施状況

項目 評価結果 判断根拠

現状評価 現在、我が国の畜産物の供給において、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、我が国の畜産物の供給に影響が生じた例はない。

５～10年後の
評価

５～10年後の輸出規制の発生を予測することは困難であるが、近年我が国の畜産物主要輸入
相手国において輸出規制は行われていないことを踏まえ、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。

（資料）農林水産省調べ

品目 左品目の我が国の主要輸入相手国 当該国の輸出規制の実施状況

牛肉 豪州、米国 なし

豚肉 米国、カナダ、デンマーク なし

鶏肉・鶏肉調製品 ブラジル、中国、タイ なし

酪農品 オーストラリア、ニュージーランド、シンガポール なし

畜産物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）



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、現在、我が国の畜産物の供給において、為替変動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、為替変動が当該品目の輸入量に特段の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、
ただちに我が国の畜産物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）

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。
畜産物の輸入量は、財務省「貿易統計」であり、牛肉、豚肉、鶏肉、鶏肉調製品及び酪農品の合計。（なお、貿易統計は1987年以前は公表されていない。）
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畜産物の輸入量
（千トン）

畜産物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）

対前年
94%

対前年
92%

対前年
92%

項目 評価結果 判断根拠

発生頻度の
蓋然性

中

為替変動は、外国産畜産物の供給量に直接影響を与えないが、輸入価格に影響し、1988年から1995
年までの円高の進行に伴い畜産物の輸入が増加。畜産物の我が国への輸入量が５％以上減少したのは、
1997年（対前年94%)、2006年（同92%)、2009年（同92%)の３回。円安のみが輸入量減少の要
因とは必ずしもいえないが、このうち円安傾向にあったのは、1997年、2006年。

影響度 全国的
為替の変動のみが輸入量の変動に影響を与えるわけではないが、仮に今後大幅な為替変動が進行すれ
ば、我が国の輸入量に影響を与える可能性があると考えられる。

：対前年比で５％以上輸入量が減少した年



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

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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オイルショック
（1973,1978）

畜産物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）



評価の対象となる評価指標：世界の平均気温

73

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、
我が国へ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、その影響は高ま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。

米、小麦、大豆、飼料用とうもろこし及び畜産物共通

畜産物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



321
先進国

344 239 253

323

中間国

565

201
326

147

開発途上国

286

135

260

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

2000年 2050年 2000年 2050年 2000年 2050年 2000年 2050年 2000年 2050年

項目 評価結果 判断根拠

現状評価 現在、我が国の畜産物の供給において、世界の人口増加に伴う需要増大による影響は見られない。

過去10年程度の
動向評価

悪化 世界の人口は増加傾向で推移しており、それに伴い世界の畜産物需要も増加。

５～10年後の
評価

世界の人口が開発途上国を中心に2050年には92億人に達し、畜産物の需要も2000年比の1.5倍
（12億トン）となる予測がされている。今後５～10年においても人口増加に伴い、畜産物の需要
は増加する傾向。 74

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。なお、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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所得階層別の将来人口の変化
世界全体の畜産物
需要量の変化

項目 評価結果 判断根拠

影響度 全国的
現時点で、我が国の畜産物の供給に影響は生じていないが、将来的な中間国の人口の増加等に伴い畜産
物の需要が拡大することにより、我が国全体の畜産物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：所得階層別の将来人口の変化と世界全体の
肉類・乳製品需要量

畜産物の供給に関する既に顕在化しつつある海外のリスク（⑮人口増加に伴う食料需要増加）
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項目 評価結果 判断根拠

現状評価 現在、我が国の畜産物の供給において、新興国との輸入の競合による影響は見られない。

過去10年程度の
動向評価

悪化
中国の畜産物の輸入について、豚肉の輸入が我が国の豚肉の主要輸入相手国を中心に１０年間
で約６倍に増えるなど、鶏肉を除いて輸入量は大幅に増加しており、輸入先の多くが我が国と
競合している。

５～10年後の
評価

農林水産政策研究所が行った2023年における需給見通しでは、中国の畜産物の輸入量は、牛肉
で945千トン、豚肉で1,538千トン、鶏肉で898千トン、生乳・乳製品５品目（生乳、バター、
脱脂粉乳、チーズ、全脂粉乳）で1,702千トンなど、各品目で輸入量が増加し、世界の輸入量に
占める中国のシェアが高まる見込み。 75

品目 国名
2003年の輸入量

（トン）
2013年の輸入量

（トン）
2013/2003

輸入先上位３位とその割合（2013年）

第1位 第2位 第3位

牛肉
中国 55,914 314,426 562% 豪州（52%） ウルグアイ（22%） ニュージーランド（12%）

日本 577,104 535,496 93% 豪州（54%） 米国（35%） ニュージーランド（6%）

豚肉
中国 231,715 1,385,453 598％ 米国（26%） デンマーク（17%） ドイツ（16%）

日本 752,545 738,455 98% 米国（38%） カナダ（19%） デンマーク（15%）

鶏肉
中国 565,058 540,156 96％ 米国（57%） ブラジル（36%） アルゼンチン（4%）

日本 466,115 414,243 89% ブラジル（94%） 米国（5%） フィリピン（1%）

酪農品
中国 344,497 1,681,168 488% ニュージーランド（48%） 米国（17%） フランス（6%）

日本 448,650 476,278 106％ 豪州（25%） ニュージーランド（22%） シンガポール（16%）

項目 評価結果 判断根拠

影響度 全国的
近年、中国の畜産物の輸入量は牛肉5.6倍(2013年/2003年)、豚肉６倍（同）、酪農品4.9倍（同）と
大幅に増加。現在、我が国の畜産物の供給に影響は生じていないが、将来的にさらなる需要の増大に
より、我が国全体の畜産物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：新興国と日本との畜産物の輸入の競合状況

資料：貿易統計（日本の輸入量及び輸入相手国内訳）
Global Atlas2013（中国の輸入量及び輸入相手国内訳）

畜産物の供給に関する既に顕在化しつつある海外のリスク（⑰新興国との輸入の競合）
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項目 評価結果 判断根拠

発生頻度の
蓋然性

低
地震や台風等に起因する農林水産関係の被害はほぼ毎年発生している中、直近において畜産物
の国内生産量の５％以上に相当する被害量は発生していない。

影響度 限定的
自然災害によって面的に畜産物の生産に大きな被害を与え、我が国の畜産物の供給に影響を与
えるような事態は想定しがたい。

項目 判定結果 判断根拠

現状評価 国内の大規模自然災害による我が国の畜産物の供給減少は見られず、現在、我が国の畜産物
の供給において、国内の大規模自然災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 ほぼ毎年自然災害は発生しているが、我が国の畜産物の供給は自然災害による影響を受けて
いない。

5～10年後の
評価

５～10年後の自然災害の発生を予測することは困難であるが、自然災害による我が国の畜産
物の供給への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：我が国における自然災害による畜産関係の被害の発生状況

資料：農林水産省ホームページ「災害関連情報 」を基に農林水産省で作成。
注：自然災害の災害情報毎にとりまとめたが、災害情報の中には具体的な被害量が記載されていない事例がある。

畜産に関連する主な被害の報告状況

平成16年 畜舎等の破損（地震）、牛舎等の破損（台風）、畜舎等の破損（台風）

平成17年 （被害事例なし）

平成18年 畜舎等の破損（暴風・大雨）

平成19年 （被害事例なし）

平成20年 畜産施設の破損（地震）、牛舎/堆肥舎/倉庫破損等65箇所（豪雨）、牛舎等損壊（台風）

平成21年 家畜被害（豪雨）、家畜被害（台風）

平成22年 畜舎等の損壊・牛/豚/ブロイラーの死亡19万頭羽（大雪）、鶏舎の損壊・家畜（鶏）の埋没（大雨）、家畜(採卵鶏等)の溺死・畜舎等の損壊（大雨）

平成23年 家畜・畜産関係施設被害（地震）、牛舎の噴石や灰の重みによる損壊（噴火）、家畜のへい死14,363頭羽・生乳の廃棄1,200kg（大雪）

平成24年 牛舎等の損壊365棟・家畜(牛)の流失等71,798羽等（豪雨）、家畜のへい死2頭（台風）、家畜のへい死232頭（台風）

平成25年 畜舎等の損壊692棟（大雪）、家畜のへい死20,050頭羽・畜舎等の損傷49箇所（豪雨・暴風雨）、畜舎等の損傷1件（大雨）、家畜のへい死3頭（台風）、
家畜のへい死162,157頭羽・畜舎等の破損545件（台風）、牛舎等の破損14件（台風）

畜産物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）



項目 評価結果 判断根拠

現状評価 現在、我が国の畜産物の供給において、近年の家畜の伝染性疾病の発生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、不定期に発生している。

5～10年後の
評価 発生予防やまん延防止措置が奏功すれば、影響が大きくなるとは考えにくい。
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項目 評価結果 判断根拠

発生頻度の
蓋然性

中
平成22年に宮崎県で発生した口蹄疫では約30万頭を殺処分した。約30万頭のうち豚は約
22万頭にのぼるが、これは当時の豚の飼養頭数の約８％に相当する。

影響度 全国的
万が一、特定の家畜伝染病が広く発生した場合には、我が国全体の畜産物の供給に影響を
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：主な家畜伝染病の発生状況

年（平成） 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

口蹄疫（牛及び豚） 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 292 0 0 0 0

ＢＳＥ（牛） 0 3 2 4 5 7 10 3 １ １ 0 0 0 0 0

高病原性鳥インフルエンザ（鳥） 0 0 0 0 5 0 0 4 0 0 1 23 0 0 4

低病原性鳥インフルエンザ（鳥） 0 0 0 0 0 41 0 0 0 7 0 0 0 0 0

（資料）家畜衛生統計
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12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。

単位：戸数

畜産物の供給に関する一時的・短期的な国内のリスク（②家畜の伝染性疾病）
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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、国産畜産物に係る食品衛生法違反は見られるものの、安全に係る事件・事故の発
生により、我が国の畜産物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安全に関する事件・事故が発生した場合には、我が国
の畜産物の供給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、我が国の畜産物の供給において、国産畜産物の安全に係る事件・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 我が国の畜産物の供給に影響を与えるような安全に関する事件・事故は発生してない。

5～10年後の
評価

５～10年度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：国産畜産物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「肉・卵類及びその加工品」及び「乳・乳製品等」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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畜産物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

畜産物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）


