
米の先物取引に係る「生産調整に関する研究会」議事録（抜粋）

（参考 「生産調整に関する研究会」の主な経緯）

平成14年１月15日

「生産調整に関する研究会」の設置、第１回会合及び第１回企画部会の開催

（１月18日）を公表

平成14月６月28日（ 生産調整に関する研究会」第７回会合）「

「 （ ）」米政策の総合的検証と対応方向 米政策の再構築に向けた中間取りまとめ

５ 価格形成

（３）対応方向とシステムの基本的考え方

② 先物取引については、生産調整や国境措置を行っている現状では導

入すべきではないが、将来において、関係業者の価格変動リスクを軽

減させる手段として、その導入の可能性を排除すべきではない。

平成14月11月29日

「水田農業政策・米政策再構築の基本方向」

平成14年12月３日

「米政策改革大綱」決定
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平成14年３月22日 第５回企画部会

（加倉井委員）

Ｐ４の２）の『米政策のあり方に関する論点』中 「〇流通に関する相当部分が計画流通であ、

、 、 。」るという前提に立つのではなく 今後 流通形態は更に多様化するという認識が必要ではないか

は書き込みが少ないのではないか。多様化するとは言うが、米はいつから先物取引を行うのか。

日本人は先物取引を投機というが基本はヘッジであり、江戸時代堂島から行われていた。供給安

。 。定にはプラスに働くはず 米の市場とはどういうものかこれも含めた流通の形態の多様化か否か

（生源寺部会長）

むしろ先物も視野に含めて議論すべきということであればそのような論点で扱わせていただき

たいが、この研究会でそのことを議論するのは難しい。

（髙木委員）

流通市場の問題に関連して先物取引の話があったが、いろいろなことを考えているという意味

では分かるが、日本の米市場は未だ未成熟である。稲作の生産構造もそれに対応できるような状

況になっていないため、加倉井委員の意見も分かるが市場が未成熟で生産構造が対応できない状

況の中で、その言葉だけが踊ってしまう。そのことが大きな影響をもたらしかねないという状況

なので、あえて流通市場の多様化に含まれるという理解は避けた方が良いのではないか。

（山田委員）

議論は色々あるが、多様な論点整理があってよい。これをどうすると言っているわけではない

が、一定の期間内に共通認識を持ちながら論点整理を現実にあった形で作り上げることを迫られ

るわけだから、実態の把握が必要になる。３点ほど言わせていただく （中略）。

３点目は、先物取引の議論。髙木委員の意見に賛成である。多様化の中に含まれるとなると生

産調整のあり方も検討する必要がない。国家貿易も必要なく、海外の米を自由に出し入れしない

と先物にならない、過剰になった途端にどうしようもない事態が生じる。輸出できて始めて可能

だという側面もあるため、まずこれらについて一定の共通認識が必要である。

（立花委員）

先物については私もただちには無理だと思う。全体への影響が分からないので、皆さんの判断

に委ねる。ただそれにしても米のマーケットについて不透明感が強く、要するに政府と農業団体

との間で相談して米を市場から隔離したり、売却したりしているが、一体どのような基準で行う

ことになっているのか。外為市場であれば１３０円になれば介入するしないを財務大臣が決める

わけだが、米のマーケット介入については恣意的に運用されているのではないか。政府と全農が

相談し合って云々ではなくもう少し市場介入というか、一体いくらで介入するのかしないのか、

今は介入ルールが無く不透明ではないか。独禁法への抵触も疑わしい。市場介入について、一定

のルールが先物市場の前に必要ではないか。

（生源寺部会長）

今の指摘は、論点とするのではなく、役所から資料を準備して頂き、実態を理解した上で、問

題点があれば議論を深めることとする。



- 2 -

平成14年４月３日 第６回企画部会

（立花委員）

それから二つ目は、それは私の考え違いでお詫びしなければいけないが、この論点の整理をす

る前回の企画部会の時に、確か加倉井委員の方から先物市場の話が出された。私と高木委員は、

この関係でいかがなものかという発言をした記憶があるが、私はあの後帰ってよくよく考えてみ

ると、米価が変動して、それに対するリスクヘッジ手段が生産者なり実需者サイドに残されてい

ないのは、ちょっとそれは片手落ちかなという感じがする。ここで論点の方にまた折り込めとい

うのは無理かもしれないが、どうやって生産者なりがリスクヘッジをする手段をもたせるのかと

いう観点から、私はやはり必要かなということで、前回、加倉井委員が問題提起された部分に対

し私は若干ネガティブな発言をしたが、それはちょっと私自身が舌足らずというか考え方が足り

なかったのかなと思い、正直申し上げる。

（生源寺部会長）

今の点については、この段階にきているので、３月時点の論点・課題の整理のところに含める

ことはちょっと控えさせていただきたい。ただ、流通部会でこういった点を提起していただくこ

とで御了解していただきたい。

（高木委員）

一つは目指す米価水準の話があった。今、立花委員が言ったが、私もそのことを申し上げよう

と思っていた。おそらくこの発言の真意は、最低生産者価格のようなものを定めていく必要があ

るのではないかということを、こういう言い方でいっているのかもしれない。確かに、この文言

だけでいうと非常にいろいろな議論が出てきてしまうが、座長が言われたように、このような発

言は別にして、こういう思いが非常に強いということも事実であるから、やはりこれをきちんと

整理をするという意味では論点にきちんと抱えておく必要があるということ。それから先物市場

の話については、もうすでに私は私なりの意見を申し上げたので、これ以上いう必要はないが、

立花委員が前回の御発言より少し踏み込んだ方が良いという御発言をされたので、私としては、

今の日本の稲作構造とか、それから市場の価格形成センターという市場、それから民間における

市場、それぞれの市場の成熟度というものを考えると、非常に問題が多い。そしてこのことを言

うだけで、いろんな意味で先走ってしまう、混乱だけ招くということで発言したいと思う。立花

委員におかれてもこれからの論議の中で、その成り立つ条件がどうなのかという議論をきちんと

していただくことがいいのではないかということだけ申し上げておきたいと思う。

平成14年４月16日 第１回流通部会

（古橋委員）

米流通の検討の手順に関する論点の中で、実態を充分、分析、検証して思いこみを排除してい

く必要があるということなので、今の説明の底に流れる流通の実態について申し上げ、関係資料

の提出をお願いしたい。３点について申し上げたい （中略）。

第３点は、リスクヘッジの問題である。流通を担うものにとってリスクヘッジを考える事は当

然のことである。現行の制度では、生産者から消費者に対して一方通行のルートしかない。卸間

売買による玉の調整は認められいるが、とても十分な措置だとは思えない。したがって、自主流

通米を積極的に販売するためにも、取引ルールの見直しそして、先物取引を含めまず取引所の在

り方を検討していただきたい。
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（計画課長）

３点目と関係するが、まずこの流通部会で御検討いただきたい事項として、何故集荷率が低下

しているのかデータを出すつもりではいるが、そもそもの問題として、計画流通には規制があり

計画外流通には規制がない。同じマーケット、同じ商品に規制のあるものと、規制の全くない商

品が存在している問題についても検討していただきたい。次に、価格形成については、事務局か

ら説明するよりも、先物取引についても、研究会の中で議論が行われてきている。需給調整で相

当のエネルギーをつかいながら、先物取引を行うことについて、そういう環境にあるのかどうか

について検討いただきたい。

平成14年４月26日 第５回全体研究会

（山田委員）

論点のなかで若干またがることがあるかもしれないが申し上げる。

生産者への情報伝達と関連して、近年の自主流通米の価格形成が弾力化、多様化してきている

ことについては、これはもう生産者全員が承知していることだと思う。

当然、出来秋にその作柄によって価格水準が決まってくる、そして年末にむけおよそ作柄が確

定してくるまでに、価格がだいたい決まる。本来、月日が経つにしたがってコストがかかるわけ

だから、本来、価格形成も順当にコストがかかった分だけアップする形で推移するというのであ

れば妥当であるが、率直に言って、流通業者の必要な米の手当の思惑で動いているだけではない

かと言いたくなるぐらいに、実状は価格形成は変動している。そういう面では花元委員からあっ

たように一年かけて月何回か価格形成がなされるということに意味はあるのか、と言わざるを得

ないと思っている。

しかし、そのことを含め価格形成が極めて弾力的になされているということは、生産者全員が

承知している。そのことと来年の生産をどう変化させるかということになると別の問題であると

思う。言うまでもなく年一回の米の生産である。機械施設は稲作を中心に装備してしまっている

し、転作作物の選択を考えても水田の条件が相当程度整備されていることは間違いないわけであ

るが、しかし、ほかの作物に転換するに際して、別のコストがかかったり収量変動が米以上にあ

ったりして、生産者が経済的な感覚で米の生産を転換させるような我が国の米の生産実体にある

のかどうかを踏まえなければならない。場合によっては、私の知りうる情報を整理して提出した

いと思うが、アメリカにおいては、価格形成ないしは取引に参加している個別の農業者の割合は

大変少なく、農業者の規模についても米については数百ヘクタール所有の大規模農家しか取引に

参加していない。あとは流通業者、倉庫業者、輸出業者が圧倒的に価格形成に参加しているだけ

である。流通部会や当研究会でも先物取引の意見が出たようであるが、その議論をするのであれ

ば何をかいわんや、生産調整とは別の議論形成になってしまうのではないかという気がする。い

うなれば先物取引にまで議論が入って、そしてその情報が伝わらなければいけないという話にな

っていくということだと一体どういうことなのか、問題点をまず指摘しておきたい。

平成14年５月８日 第２回流通部会

（生源寺座長）

前回お話あったが流通制度をどう変えるのかということも大事であるが、むしろどう変わりつ

つあるのかということを見極めることの方が大事かと思う。流通は一種の生き物のような存在で



- 4 -

あって、いろいろな措置でせき止めようとしてもどんどん変わっていってしまう。食管法のとき

もそうであったが、事実が先行し、制度がそれを追いかけていることがあるわけで、これは流通

の問題の本質に根ざしていると思う。そういう意味ではなにをどう変えるかということも大事で

あるが、その前に事態はどう動いているのか、あるいは５年後、10年後に向かってどういう格好

で動いているかを見極めてほしい。その上で、本当に必要な規制は何なのかを部会で議論しなけ

ればならない。

（木村部会長代理）

ありがとうございました。それでは、加倉井部会長から私も前回発言がなかったので最後に代

理の方から発言をという申し入れがあったので発言したい。私からは、当局の方に資料要求とい

うかお願いがあるのだが、１つは、流通の関係で先物取引の話が出ている訳だが、その中身につ

いて分かる範囲で資料としていただきたい。もう１つは、食料を議論する関係から諸外国ではど

のような国の関わり、あるいは流通に関し、どのような見解があるのかお願いしたい。

（岡阿弥委員）

先物市場の問題について一言だけ申し上げるが 、流通なり生産が今のような状況であるため、

先物市場を議論する前提条件そのものを整理し、今の状況をみて流れをどのように整えていくこ

とが先決問題と思う。国境措置の存在とか、生産調整とか自由な生産流通を前提とした先物市場

は制限条項が多すぎて成り立たない。成り立っても不正が起きるということが考えられるので、

このよう議論は先のばしにするべきではないか。

（古橋委員）

岡阿弥委員に反論するわけではないが、先物取引については、先ほど生源寺委員の話にもあっ

たが、将来を見据えた考え方であり、全く議論を先送りにすることはいかがなものか。

（高木委員）

もう１つは、先ほど部会長代理から事務局の方に資料をということで先物取引と諸外国の流通

形態について２点あり、これを作成する際、十分それぞれの実態が分かるようにしてほしい。現

、 、象的な面だけをとらえての資料だと議論がしにくいので その国における先物取引の歴史的経緯

色々な農業の実態等、十分そういったものが分かるようにお願いする。諸外国の流通形態も単に

流通の形態がこうだということでなく、その国の生産面とか色々な制度・経緯の中で、流通の流

通実態がある。日本の米の流通実態も色々な経緯、稲作農業の実態の中からでているのと同様で

あり、そのような資料をお願いする。

平成14年５月14日 第３回生産調整部会

（髙木部会長）

Ｐ５は、価格形成について記載している。米の価格は、公的機関である自主流通米価格形成セ

ンターで形成されている。その一方で、民間における価格形成も行われている。また、農業者の

直売による価格形成もある。センターは、指標価格の形成を担っている。需給動向・品質を的確

に反映させる必要があるが、現行では、希望価格の申出ができることから、末端価格が入札価格

に連動せず、本当の意味での市場価格になっていない（指標性に乏しい）状況。また、全農と経

済連の統合が取引参加者の面などに反映されているかというと反映されていないのが実態であ

る。なお、流通段階では、リスク回避の手法が未整備という指摘がある一方、市場が未成熟の中
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では、先物取引は無用の混乱を招くだけとの指摘もある。

平成14年５月22日 第３回流通部会

（五月女氏：栃木県農業士）

８番目の今後の米流通において関係者に望むことということであるが、米が流通する前に価格

をどう安定させていくのかという手法ではなかろうかと思っている。また、我々農業者の立場、

流通業者の立場、経済界の立場、消費者の立場を十分に考えて、長期的な見通しを提示し、さら

には、担い手の競争・協力のできる生産現場であること、つまり資本主義・自由主義という経済

の中で日本の米・農産物はどうあるべきかということを考えてほしい。言わんとすることは、米

価審議会に最初に出席した時発言したのだが、米の先物市場をどう理解して、どう作るかという

ことだろうと思う。農家自身が現物から離れて先物に手を出すということになるとして、農家は

現物ありきなのだから、現物をどう先物市場に安定して供給していくのかということではなかろ

うか。資本主義・自由主義という経済の中では、そういう市場があって、我々農家が安心してお

米の生産ができる場があってほしい。余談になるが実は、先物市場に対しては日本人は古来余り

いい印象を持っていない。ましてや市場というもの “いちば”ではなくて“市場”というもの、

に対しては、例えば農業高校にしても農業大学にしてもあまり教育的な視点でとらえていない。

アメリカで１年間研修した経験からいうと、どこの銀行に行っても、ファームにいっても、フー

ドセンターに行っても、先物市場というものがどんどん出てきて、それを毎朝あるいは毎夕の話

題の１つとして、農業者なりその町、村は動いているわけである。先物あるいは市場の中で経済

活動を営むとはこういうことなのではなかろうか。

（藤尾委員）

もう１つ、価格の問題。今の話はわかったが、価格が例えば全部10,000円位になった時、皆さ

んと同じような考え方が果たして耐えられるかどうか聞きたい。１つのビジネスとして、仮に１

俵あたり10,000円とすれば。

（五月女氏）

私が言いたいのはその時日本の経済がどうなっているのかということである。日本のお米が例

えば10㎏10,000円になった時は、我々農家とか農協とか農業会議とか、農業サイドの責任だけじ

ゃない。やっぱり国民の責任もある。特に先程からいっている先物というふうになれば経済界の

、 。 。責任 経済界の何がいけないかという話になる 現物の取引に介入すべきだとは私は思ってない

農家の懐に入って農家から現物を経済界が買っていくということには反対である。もっと長期的

なこと、高い見地に立って日本の食糧をどう安定経済で解決すべきかという論議がない。だから

10,000円でどうとかいう話ではない。そういう問題ではない。

（藤尾委員）

わかりました。30年ほど続いた制度の中では、とにかく価格を下げないように、農家がうまい

こといくようにということでここまできた。それを覆すような話を皆さんがされるので、聞いて

みた。

（古橋委員）

今、他の委員もお尋ねになったが、自らの判断で販売に努力したいという声が強いように聞い

た。そこでまず、販売先の開拓はどのように行っているのか。先ほど販売エリアの質問があった
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が、具体的にはどのようなやりかたをしているのか。もう１つは、先ほど先物取引の話が出たけ

れども、いま現在、現物取引所というものがあればそれを積極的に利用したいのか、また必要な

いのか、その辺も聞きたい。

（五月女氏）

顧客の確保は、今はインターネットという方法があるけれども口コミが非常に多い。二つの方

法をとっている。現物の先物取引の話しだが、現状で私たちの荷は今抱えている顧客で手一杯で

ある。一つの指針としてはそれは必要とするし、もしも、もっともっと規模拡大ができて、そう

いうことが必要だということになれば、考え方的にはやっていきたいなと思っているが、投機的

な考えのものは全然ない。

（谷口氏）

販売先の開拓だが、当初平成３年より特別栽培米という形で始めたときからそうであったが、

基本的には口コミが基点になっている。あとは顧客確保のためにインターネットを活用している

が、インターネットでは顧客を取るというのではなく、顧客に安心感を与えるというような状況

になっている。基本的には先ほどいったように口コミである。先物等尋ねられたけれども、私ど

もは基本的にはそういう流通業者にはお米を一切渡さない。出した先のことまでは私たちは保証

できないので、私どもの保証できる販売形態のみしかできないし、そのようなつもりでいる。

（古橋委員）

あまり先物に焦点が集まり過ぎてしまったが、現在の現物取り引きで、いま現在、現物の取引

所があったら、それを利用するのか、という意味である。

（五月女氏）

先ほどいったように、指標としては利用する。他に出すほどものがない。

（谷口氏）

現在は考えていない。

平成14年５月28日 第９回企画部会

（奥村委員)

先般の流通部会のヒアリングの中で栃木の早乙女さんの発言の中に先物取引の話が生産者の一

人の意見として出ていたが、それを踏まえて流通部会の方でいろんな論議されるが、企画部会の

方でもそういった議論が４月にあり一定の整理がついたと思うが、改めて流通部会の方で問題提

起したということだが、現在の米の流通制度の中で現物取引が集荷、出荷という段階である。買

取、買入、販売等の流通形態である。農家も売るという意識もなく、集荷・出荷業者も販売とい

う意識がない。そういう中で、現物取引を理解していなければ制度を取り入れても現場が混乱す

るだけではないか。日本の農家は、零細農家であり主要的な農家といっても千俵から２千俵位の

生産を先物市場へというのもあまりメリットがない。そういった発言がでるのは、安心して米が

作れないという不安がある。価格が見えないといった不安、今の制度に対する疑問がそういった

発言になっているのではないか。
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（生源寺部会長）

今の後段の部分については、企画部会でも議論があり、当然問題として視野にあるが、ここで

議論するのは早いのではないかという一定の整理をしたという経緯がある。流通部会ではヒアリ

ングが中心でそのこと自体を議論することはなかった。流通部会で問題提起があったと受け止め

て議論することであれば、経緯についてもこちらから投げかけることになる。

（加倉井委員）

流通部会にて、先物取引をすぐにやろうとかその議論をしよとかは思っていない。問題は、そ

ういったことをやっている世界があるということを早乙女さんはアメリカで見てきたわけで、自

分が農業をやっていたらそういうことまで農家というものは考えてるのだと、主体的にリスクを

背負い処理することを自分でやってることが大事だである。今、日本の農業の状態で高木委員が

言ったように成熟した状態になってるとは思わない。この件について流通部会では、議論するつ

もりはない。

（竹内委員）

先物市場問題の取扱は、むしろ先物というとなにか非常に悪者が強大な権力で善良零細な生産

者がひどい目にあうと、そういうイリュージョンがある。そういったイリュージョンのもとで先

物が捉えられている。現に、金融の世界では外国で使われているにもかかわらず日本では投機だ

という心配から毛嫌いされてきた結果、世界の金融技術から遅れて今一生懸命リカバーしようと

している。一方、流通でも同じような傾向があり、先物が投機的なものであれば、何故外国で先

物が流通のリスクヘッジ手段として使われているのかといったことへの回答がない。そういった

感情的な問題でなく、流通の段階で今の流通のやり方、具体的には集荷する段階で全部買い取り

、 、 。なのかあるいは 委託なのか流通業者がある種のリスクを負っていて リスクヘッジ手段がない

、 、 、これはビジネスだと 片足がない状態で流通がうまくいくのかと そういった問題が基礎であり

悪者が現れてと言うことではない。今回の扱いは任せるが、感情的な捉え方でこれだけ大きなビ

ジネスの仕組みを考えること事態がおかしい。時間をかけても結構なので感情論から脱却しても

らいたい。議論を聞いているとまだ心配に思う。

（生源寺部会長)

先物については、とんでもないものであるから忌避するという整理していることではない。

平成14年５月30日 第６回全体研究会

（生源寺座長）

その他、先物取引について、若干の議論があった。消極論と、消極的に考えるべきではないと

いう意見が双方表明されている。

企画部会としては、今後は、以上のような意見を踏まえ、米の需要動向について更に検証を行

うとともに、望ましい米づくりや水田農業のあり方、水田農業に関連する施策のあり方等につい

て議論を深めてまいりたいという形で総括した。
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平成14年６月25日 第６回流通部会

（ 流通部会中間取りまとめ（案 」ｐ６）「 ）

[21] なお、先物取引については、流通段階の規制緩和に伴い関係業者の価格変動リスクを軽減

する観点から導入の可能性を検討すべきという意見と、生産調整や国境措置を行っている現状で

は導入すべきではないという意見とがあり、結論を得ていない。

平成14年６月28日 第７回全体研究会

（山田委員）

10ページの対応方向②の先物取引についてである。私はその取引の是非をここで議論しようと

いうわけではないが、導入についてはできるだけ行わないと企画部会でも議論してきたと思う。

両論併記している部分はここだけだと思うが、そういうことでここは両論併記するくらいであれ

ば、②は載せないとか、それとも先物取引については議論があったので載せないといけないとい

うことであるならば、前段の４行は消す。これから新しい生産調整を議論している中で、全く相

矛盾している先物取引についてどうするかというような話はないのであって、これもいたずらな

議論がでるだけの話であり、整理した方がよいと思う。

（生源寺座長）

ここは議論の状況を素直にお書き頂いた部分であり、色々意見はあるかと思う。

（竹内委員）

私は、ここは両論併記で書かざるを得ない、かつ、書いてあった方がよいと思っている。なぜ

なら、この先物の話は農業以外の分野、例えば金融の分野、資本市場の分野でも大いに議論が行

われて、長い間日本では、先物、デリバティブ、その他現物以外の取引はよくない、あやしい、

とんでもないということで制度的に入れるべきではないとされた。その結果、金融の分野では、

金融技術の発達が遅れたというのは今や常識となっている。金融と農業は違うが、流通では、必

ず先を見越してリスクヘッジということを流通業者は行っており、農産物業者は制度的にヘッジ

の場が失われている。先物というと、いかにも流通で悪いことをする人が、賭みたいなことをし

て農家をいじめているというようなイメージがある。そういう要素があれば是正すればよい。し

かし、先物によるヘッジの必要性というのは、流通では必ずある。戦前の堂島では、先物ヘッジ

していたはずである。だから、感情論、イメージで悪いというのではなく、その必要性を流通の

問題として、将来議論していく必要があるのではないかという問題提起であり、また、これなら

ば農業者も不安にならないと思う。流通に詳しい方、いかがだろうか。

（古橋委員）

先物取引のことが議題になっているわけであるが、実は流通部会の冒頭で、私の記憶では部会

長から両論併記もありうるというような発言があったように記憶している。それから、生産調整

の研究会の中で、先物取引自体を入れるのがおかしいという発言があったが、これは流通部会で

行った議論であって、生産調整部会で行った議論ではないので、何もこれを外すということにな

らないのではないかと思う。この時の議論は、流通の段階で卸は、リスクヘッジをする道はない

ので、それの一つの考え方としてこの先物取引を検討すべきではないかということであった。ま

た、これも流通部会の冒頭にあったわけだが、将来を見通して議論して頂きたいと言われたわけ

であり、そういう意味では、私は逆に両論併記は不満であるが、これは飲まざる得ないと思って
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いる。

（横川委員）

先物取引については、是非そのままおいて頂きたいと思う。これは今の流通だとあまりいらな

いが、自由化されてくると先物の価格安定保持機能がなくなるので先物取引が生きてくるのであ

。 、 。る 物を売買するという視点から見ると これがないと安定的なビジネスが出来ないわけである

したがって、今後、本当に原則自由でいくならば、この制度は検討しないと多分市場が困ると思

う。

（山田委員）

先物取引の是非について議論するのであれば、１日、２日かけてでもやりたいと思う。ただは

っきり申し上げて、流通関係者は気楽でいいなと申し上げざるを得ない。なぜか、当たり前であ

る。自由にするのには、流通だけ自由にしても何もならない。今の米の抱えている現状は、まさ

に生産・流通・販売があって、生産のところに何ともしがたいところがあって、前文に書いてあ

るように閉塞感を抱えているわけである。もちろん流通を自由にすることによって、生産に大き

、 。 、 、 。な転換を与えようという発想が ないわけではないと思う しかし 今 そのことをやれるのか

200万の農家がいて、これだけの水田農業の実態を踏まえて、需給にギャップがあって、そのこ

とについて手だてを講じようとしているわけである。だから、私は計画生産がきちんと実行出来

るのであれば、あとは自由にして、先物取引をやってもよいと思う。問題は、需要に見合う計画

生産をどのようにし、かつ構造改革に結びついていく手だて、担い手が残る手だて、言い出せば

きりがないが、そういう中で米の仕組みを考えようと言っているわけである。ところが、流通の

段階だけでものを考えて、自由でよい、先物はよい、というような話をしていたのでは、根底か

ら崩れかねないと思うので申し上げている。また、両論併記が当然であるということになれば、

上から下まで両論併記がいっぱい出てくる可能性があるわけである。ここは、我々も節度を持っ

て一生懸命に議論をして、かつ、両論併記でなく一つの方向をめざそうとしているわけであるか

ら、よくよく考えて頂きたい。

（生源寺座長）

今の点について、理由は違うにせよ、現時点で先物取引を導入することに関しては、無理とい

うことではほぼ合意が得られていると同時に、将来の検討課題としては排除すべきではないとい

うことについてもほぼ合意が得られているのではないかと思う。その意味では両論併記というよ

りも、現在の問題と将来の問題と分けて考えるということではないだろうか。

（門傅委員）

今の議論は、結局、現在の条件は揃っていないが、将来的にはという意味で捉えてよいのか｡

（生源寺座長）

しかも 「将来検討する」という形である。将来導入することをここで決めるという話ではな、

い。

（門傳委員）

それでは、修文の仕方ではないか。現在の状況で条件が揃っていないことには異論はないと思

う。この文をそのまま読むと誤解しかねないので、前提条件が現在は揃っていないというような

ことを明記するような形で誤解を避けて頂きたい。
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（佐藤委員）

修文のことについて意見があったようだが、まだこのことについて発言するのは早いかもしれ

ないが申し上げたいと思う。とにかく、先程の先物取引の関係の御議論は、私は生産調整部会の

方に所属しているので、初めて御発言を生で聞いた。活字だけは色々見ていたが、非常にびっく

りした。この生産調整に関する研究会は、公開で行っているわけであるから、修文の関係につい

ては、ひとつ企画部会で今までのスタイルで御議論を重ねて頂いて、修文の過程が公開で分かる

ような形で行って頂きたい。

平成14年11月７日 第10回全体研究会

（古橋委員）

次回に回して頂きたいと思っていたが、今後の価格形成のあり方で、この全体像の中に、米づ

くりの本来あるべき姿というのがあり、これは消費者重視だとか、市場重視の姿の実現を目指す

し、市場を通して需要を感じ取れる売れる米づくりがおこなわれることを基本とするとある。こ

ういうことが一番初めに書いてあるわけである。それを実現するために、新たな安定供給体制の

もとでは多様な需給に即した、多様な取引を反映させなければならないと示してある。中間取り

まとめの中で私どもが申し上げた、先物取引については両論併記になっている。その米先物取引

の部分が、この文章の中ではどこに読みとれるのか。

（生源寺座長）

、 、 。前段については 中間取りまとめをおこなった際の内容であるが 必ずしも両論併記ではない

「先物取引については生産調整や国境措置をおこなっている現状では、導入すべきではないが将

来に置いて関係業者の価格変動リスクを軽減される手段としてその導入の可能性を排除すべきで

はない 」従ってただちにこれを実施するようなことを検討することは無理だろうとこれが大方。

の判断である。しかし、施策なり米の市場法のあり方が変わっていくということが当然予想され

るべきである。そしてさらにはこういう議論もおこなわれることになるのでは無いか、という整

理になっており、必ずしもイエスとノーを併記したわけではないと考えている。

（古橋委員）

よく分からないのだが、最終的に取りまとめの中では、そのような位置付けで整理するという

ことでよろしいか。

（生源寺座長）

中間取りまとめが、ある意味では、最初の取りまとめ、いわばベースになっていて、いまそれ

に肉付けをしてる。ものによっては切り落とした部分もあるかもしれない。私の今の判断だが、

先物取引について、この表現以上に踏み込んだ、具体的なアクションを提起するような形のもの

は、現在の段階では難しいのではないか。ただし将来の可能性、これもそれほど遠い将来ではな

く改革の進度によっては考えられないではないと思われるが、それを否定しているものでは無い

わけある。この研究会の中での議論では、やるべきだ。あるいは無理だという２列背反的な議論

があった。状況次第ではこういった議論も当然必要な時期も来るんだということで集約したと理

解している。独禁法の問題はかなり大きな問題である。この点は、今回の議論に当然関係する部

分もある。できるだけそこに絞る形で、現段階での農林水産省、あるいは事務局としての考え方

なりを出していくべきである。



- 11 -

（佐藤委員）

今の座長の後段に言われたことであるが、私も６月28日の最終議論の際に、先物取引の関係に

ついて強く発言をした。その他の会合の際にも、皆さんから先物取引の情報については大変な関

心で、組織の中でも質問を受けた。最終的に生源寺座長の言われた「文章の通り」であって、後

、 。段に言われた実態が変わればすぐにも議論ということについては そういう理解はしてはいない

（生源寺座長）

読み上げた通りであり、あるいは余分な解説を付けたかもしれない。

平成14年11月13日 第11回全体研究会

（岡阿弥委員）

先ほど流通制度の問題で、計画的に色々運用するのかしないのかという議論があったが、例え

ば、先ほどご指摘のあった先物取引について、流通部会のまとめでは 「生産調整や国境措置を、

行っている現状では導入すべきではないが、将来において、関係業者の価格変動リスクを軽減さ

せる手段としてその導入の可能性を排除すべきではない」となっている。ここでは、生産調整な

り、国境措置なり、周辺のものに流通制度というものは左右されるということを言っている訳で

ある。

（古橋委員）

先物取引については、流通部会において色々議論があったと思うが、私が発言したのは、現時

点での域を超えて、将来をみて、抜本的な見直しをすることについて協議するという前提にたっ

て、米の先物取引についても検討の課題に加えてほしいという話をした訳であって、現時点だけ

を捉えて言ったということでは決してない。そういう意見である。


