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はじめに

穀物等の国際価格は2006年秋頃から上昇基調で推移し、 世界の栄養不足人口

を増加させ、 急激に上昇した2008年前半には世界各地で暴動等を引き起こすと

ともに、 我が国においても国民生活や畜産農家の経営に大きな影響を与えた。

現在の穀物等の国際価格は最高値に比べ低下しているものの、 依然、 従来に比

べ高い水準にある。 穀物等の国際価格の高騰の背景には、 穀物市場への投機資

金流入といった要因のほか、 開発途上国の経済発展による食料需要の増大等の

構造的な要因があると考えられ、 世界の食料生産を促進する努力が求められて

い る。

世界の農産物貿易は、 国際的な貿易ルールの枠組みを提供するWT0と、 それ

を補完するEPA ･ FTAにより規律されている。 我が国は、 WTO ドーハラウンドに

おいて、 多様な農業の共存をめざし、 各国の農業が破壊されることなく共存し

ていけるような公平で公正なルールの実現に向けた提案を行ってきており、 現

在のような農業資源を持続的に活用していくことが世界的に求められる食料情

勢に即した提案となっている。

世界のODA額全体に占める農業分野の割合は減少傾向を続けており、 世界的

に農業分野への投資を増加させていく努力も求められている。
2008年6月の国際連合食糧農業機関 (FAO)の ｢世界の食料安全保障に関するハ

イレベル会合宣言｣や同年7月のG8北海道洞爺湖サミットの｢世界の食料安全保

障に関するG8首脳声明｣においても、 世界の食料生産を促進し、 農業投資を増

加させる必要性が指摘されている。

このような状況において、 農林水産省においては、 2008年11月 から2009年2

月まで4回にわたり、 有識者を委員とする｢新たな食料情勢に応じた国際的枠組

み検討会｣において議論を行い、 今後、 取り組むべき政策の方向性についての

現時点での農林水産省としての考え方を中間取りまとめとして整理することと

したものである。 実施に当たっては、 関係省庁及び関係機関との連携が不可欠

であり、 これらの機関との連携を今後一層密にし、 世界及び我が国の食料安全

保障の確保に努めていくこととしている。



I 国際的な食料需給の状況について

( 1 ) 穀物等の国際需給及び国際価格

① 国際需給の推移

世界の穀物及び油糧種子(以下 ｢穀物等｣ という。 )の需要量は、 人口の増

加、 所得水準の向上に伴い増加 してきており、 1970年の12億トンから2008年

には26億トンと倍増している。 一方、 生産量は作柄により変動しているもの

の、 主に単収の伸びにより需要量の増加に対応してきていたが、 その伸び率

は、 1960年代の2.8 % から1980年代以降は1.4 % に鈍化している状況にある。

② 国際価格の推移

穀物等の国際価格は、 2006年秋頃から上昇基調で推移し、 現在は、 小麦の

豊作予測などに加え、 世界金融危機による商品市場からの投機資金の流出な

どから最高値に比べ低下したものの、 依然、 従来に比べ高い水準にある。

穀物等の国際価格の高騰の背景としては、 穀物等の種類によって差異はあ

るものの、 ①中国やインド等の開発途上国の人口増加と経済発展による食料

需要の増大、 ②バイオ燃料の原料という食料以外の需要の増大、 ③地球規模

の気候変動の影響といった構造的な要因があることに加え、 穀物市場への投

機資金流入といった要因等もあったものと考えられる。

国際機関による食料需給状況の中長期展望としてのOECD-FAOの ｢農業アウ

トルック｣ や農林水産省農林水産政策研究所の ｢2018年における世界の食料

需給見通し｣ によれば、 当面、 従来に比べ高い水準の価格が続くものと見込

まれている。 また、 今回の大幅な価格変動が生じたことに見られるよ 捌こ、

将来的にも大幅な価格変動が生じるリスクはあるものと考えられる。

(2 ) 食料をめぐる国際的な状況

① 中国、インド等の人口増加や経済発展による影響

世界の人口は、 開発途上国を中心に増加し、 2050年には2005年の1.4倍の

92億人となると見通されている。

開発途上国で経済発展が進む中、 特に人ロ超大国である中国とインドの穀

物等の需要量は1970年に比べ2倍に増加するなど、 世界の人口増加や経済発

展は世界の食料需給の動向に大きな影響を与える要因の1つとなっている。

② バイオ燃料の需要の増大による影響
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バイオ燃料の利活用は、 地球温暖化の防止、 エネルギー安全保障、 農業の

振興などにつながることから、 米国やブラジルなど世界各国でバイオ燃料の

生産が拡大し、 原料の 1 つである穀物等の需要が増大している。

特に米国では、 2007年12月にエネルギー法が成立し、 再生可能燃料を2022

年までに360億ガロン(うち、 とうもろこし由来のバイオエタノールは2015年

までに150億ガロン対こ拡大することが規定された。

2008年7月のG8北海道洞爺湖サミットの ｢世界の食料安全保障に関するG8

首脳声明｣ において、 稲わらや間伐材等を原料とする第二世代バイオ燃料の

開発及び商業化に向けた取組を加速することを我が国主導で盛り込んでい

る。

③ 地球規模の気候変動の影響

地球温暖化は、 農業生産に対して、 C02の濃度の上昇による収量増加とい

うプラス面がある一方、 気温の上昇や異常気象の頻発により、 農地面積の減

少、 生産量の変動、 適地の移動などのマイナスの影響を及ぼすことが懸念さ

れている。

地球温暖化防止のためには、 世界全体で温室効果ガスの排出削減に努める

ことが必要であり、 我が国としても、 京都議定書目標達成計画に基づき、 政

府一体となって温室効果ガス排出削減対策等を推進している。 農林水産省に

おいても ｢農林水産省地球温暖化総合戦略｣ に基づき、 農林水産分野におけ

る地球温暖化対策を総合的に推進している。

④ 食品の安全性の確保

冷凍食品による薬物中毒事案や中国産加工食品におけるメラミン検出など

を背景として、 消費者の食品安全に対する不安が高まっており、 我が国にお

いては輸入食品の安全性の確保等に取り組んでいる。

⑤ 遺伝子組換え技術の可能性

遺伝子組換え技術に対しては様々な受止め方があるが、 同技術は、 新規農

作物等の開発を可能とし、 地球規模での食料 ･環境 ･エネルギー問題の解決

に貢献することが期待されるものである。

(3 ) 食料価格高騰問題に対する対応

食料価格高騰問題については、 2008年6月 のFAOの ｢世界の食料安全保障に
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関するハイ レベル会合宣言｣や同年7月のG8北海道洞爺湖サミットの ｢世界の

食料安全保障に関するG8首脳声明｣等において、 食料支援等の短期的な対策

とともに、 世界の食料生産を促進し農業投資を増加させる中長期的な対応の

必要性が認識されており、 今後もFA0やG8等で議論される予定である。

食料価格高騰問題に対しては、 世界の食料生産を増大させていくことが必

要であり、 世界の食料生産の促進や農業投資の増加に向けた具体的な検討を

行っていくことが必要とされている。

我が国としては、 食料自給率の向上に向けて国内農業生産の増大に一層取

り組んでいくことが基本的に重要である。 他方、 引き続き多くの食料を輸入

に頼らざるを得ないことも事実であり、 世界の食料生産の促進や農業投資の

増加は我が国の食料安全保障を高めていく観点からも課題である。 また、 世

界の主要国の責任として、 世界の食料生産の促進や農業投資の増加を通じ世

界の食料需給の安定を図るとともに、 開発途上国の栄養不足人口の削減等に

取り組んでいくことも必要とされている。 我が国を含む世界における農業生

産の増大は、 我が国を含む世界における農業の多面的機能の増進にも資する

ものと考えられる。

農産物が生産され実際に加工され食用に供されるまでには、 流通、加工等

の過程があり、 穀物等の価格高騰や海上運賃の高騰といった要因だけではな

く、 加工食品については、 加工経費、 労働コスト等についての変動要因もあ

ることに留意しておく必要がある。

食料価格高騰問題の対応に当たっては、 緊急的な対応としての食料支援、

民間部門による対応としての投資の増加、 公的部門による対応としての開発

支援等、 様々な視点からの検討が必要である。

世界のODA額全体に占める農業分野の割合は減少傾向を続けているととも

に、 世界的な金融危機の影響を受け民間部門による農業投資の停滞も懸念さ

れており、 公的部門、 民間部門を問わず世界的に農業分野への投資を増加さ

せていく努力が求められている。

本中間取りまとめにおいては、 最近国際価格が上昇し世界的に大きな影響

を与えた穀物等の農業分野に焦点を当てた部分もあるが、 栄養不足人口の削

減のためには第 1次産業である農林水産業全体への開発支援が必要であるほ

か、 森林の整備は地球温暖化の緩和等を通じて食料生産の促進に資する面も

あり、 農林水産業全体に対する対策が必要と認識している。
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□ 農林水産業投資を促進するための方策について

(1 ) 農林水産業投資の内容

農林水産業投資には、 農林水産業部門内部での生産拡大(再投資)、 農林水

産業への海外民間投資、 農林水産業の開発支援 (公的部門による農林水産業

への投資)がある。 この中では農林水産業部門内部での生産拡大 (再投資)が

基本ではあるが、 それだけで十分な農林水産業への投資水準は得られないこ

とから、 農林水産業への海外民間投資、 農林水産業への開発支援 (公的部門

による農林水産業への投資)と併せて、 それぞれの状況について整理し、 そ

の拡大に向けた検討を行うことが重要である。

(2 ) 農林水産業部門内部での生産拡大 (再投資)

農林水産物価格の上昇は、 農林水産業の所得の増大に影響を及ぼし、 農林

水産業者の所得の増大は、 その後の農林水産業への投資に影響を及ぼすもの

と考えられ、 農林水産物価格が高いほど農林水産業への投資は促進される可

能性がある。
一方、 農産物価格の高騰は世界の栄養不足人ロを増加させるとともに、 農

産物価格が急激に上昇した2008年前半には世界各地で抗議運動や暴動が集中

的に発生しており、 農産物価格の上昇、 特に急激な上昇は開発途上国を中心

に深刻な問題を生じさせるものと考えられる。
したがって、 農林水産物価格が比較的高い水準で推移することは農林水産

業部門内部での生産を拡大 (再投資)し、 世界全体の食料供給力を拡大してい

くほか、 農林水産業者の生活の向上に資する面も見られるが、 開発途上国を

中心に栄養不足人口の増加や社会不安の増大をもたらす面もあり、 開発途上

国の農林水産業生産を高めるための国際協力や食料支援を含めた対応が必要

とされる。

(3 ) 農林水産業への海外民間投資

① 国際的な海外民間投資の促進

( i ) 諸外国による海外農業投資

最近の食料価格の高騰等の状況を踏まえ、 中東諸国や中国 ･韓国ではア

ジア、 アフリカ等海外に大規模な農業投資を行う例が見られている。 これ

らの動きが、 世界及び日本の食料の安定供給の確保にどのような影響を与

えるかについて注視していくことが必要である。
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一方、 FAO事務局長は、 このような動きを新植民地主義を作り出す危険

性があると警告し、 FAOは食料生産における国際パートナーシップが成功

するための条件についての検討を開始している。 我が国としても、 諸外国

の海外農業投資の状況を把握しつつ、 投資国、 被投資国双方にメリットが

あるような農業投資についての望ましい ｢ビジネスモデル｣ について検討

し、 FAO等国際機関の議論に反映していく必要がある。

( ii) 海外投資に関する国際的な枠組み

WTOにおいては、 禁止すべき投資規制の一部 (ローカル ･コンテンツ要求

等)の例示を含む、 ｢貿易に関連する投資措置に関する協定｣ (TRIMs)が締

結されているが、 ドーハラウンドでは投資分野については交渉分野から除

外されている。

各国は自国の投資家及び投資財産を投資先国における差別的な扱い等か

ら保護するため、 積極的にEPAという形態を含め二国間投資協定を締結し

てきている。 農林水産業への海外民間投資を促進していくためには、 農林

水産業への投資を充実させる観点も加え、 投資協定締結国数の拡大及び内

容の充実を図っていくことが重要である。

(iii) 農林水産業への海外民間投資の判断に必要な情報の国際的発信

国際的に農林水産業への海外民間投資を促進していくためには、 投資に

当たって必要な情報が投資企業側にタイムリーかつ正確に伝わることが重

要と考えられ、 被投資国の制度、 投資可能な農地、 優遇策等の情報が国際

的に一元化されて提供される仕組みについて検討する必要がある。その際、

投資側と被投資側の双方がメリットを感じられる仕組みとなるよう留意す

ることが必要である。

(iv ) クリーン開発メカニズム (CDM)の仕組みを活用した農業投資

世銀では、 CDMの仕組みを活用した持続的農地管理手法を小規模農家に

導入するプロジェクトが将来的に可能となるようろこ、 方法論の確立に向け

た検討が行われている。 世銀によると、 本プロジェクトの実施ろこより、 地

･球温暖化防止に資するとともに、 農家の農業所得は土地生産性の向上を通

じて増大し、 農家は農地管理主体として必要となる資金も得ることとなる

とされている。 このような仕組みは、 先進国等の農業外の資金を開発途上

国の農業投資に活用できるなどのメリットも認められ、 有意義な取組と考



えられる。 また、 世銀の国際的な影響力は農業分野でも大きく、 我が国と

して世銀との連携を図っていくことは農業分野でも重要である。

② 我が国からの海外民間投資の促進

( i ) 我が国からの海外民間投資の促進

我が国の商社は、 カントリーリスクや天候リスクがあること等から穀物

等の海外農業生産には従来消極的であったが、 最近では、 海外において穀

物等の農業生産を行う商社も見られてきている。

世界における食料需給の安定を図るとともに、 輸入先の多元化等を通じ

て我が国の食料の安定供給の確保を図っていく上で、 我が国からの海外民

間投資は重要であり、 民間企業のニーズや動向を十分に踏まえつつ海外民

間投資の促進を図っていくことが必要である。

その際、 国際的な食料の需給状況や我が国の国内農業生産の状況を踏ま

え、 国内農業生産の増大を図ることを基本としつつも、 これと輸入等とを

適切に組み合わせ、 我が国への食料の安定供給を図っていくことが必要な

品目について国として選定し、 我が国からの海外民間投資の促進に向けて

重点的に支援していくことが必要である。 その際、 我が国への食料の安定

供給を目的とする海外民間農業投資について優先的に支援するという視点

も重要である。

(ii) 投資協定の活用

海外民間投資の促進を図っていくためには、 民間企業のニーズや動向を

踏まえながら、 投資環境の整備を図っていくことが必要であり、 投資先と

して有望な国との投資協定の締結を図るとともに、 その内容についても農

林水産業への投資を充実させる観点も加えた検討が重要である。

具体的には、 投資協定相手国の選定に当たっては、 ｢我が国への食料の

安定供給を図るためには海外における農業生産を促進することが適当な品

目｣ の安定的な生産を行っていくことが適当な地域 (国)について、 民間企

業のニーズや動向も踏まえた検討を行っていくという視点が重要である。

また、 投資協定の内容についても例えば、 ①農地投資に関する制約の緩

和、 ②輸出規制措置からの保護、 ③地方政府の規制の削減 ･撤廃などにつ

いて検討していくことが考えられる。

(i=) ODA等との連携
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我が国においては、 2008年より、 ODA等と日本企業との連携強化の新た

な施策として、 ｢成長加速化のための官民パートナーシップ｣ を実施して

おり、 資源 ･エネルギーの日本への安定供給等が対象とされている。

｢我が国への食料の安定供給を図るためには海外における農業生産を促

進することが適当な品目｣ について、 我が国の民間企業が海外農業投資を

行う場合においても、 関連するインフラ整備等が必要となることも考えら

れるところであり、 開発途上国への稗益効果も考慮しつつ、 官民パートナ

ーシップの活用について検討していく必要がある。

農業投資は利益が得られるようになるまで長期の期間を要するととも

に、 短期的には天候変化等のリスクもあり、 長期にわたり安定的に支援を

行う金融が必要であること等から、 公的金融の積極的な活用についても検

討していく必要がある。

また、 我が国の民間企業が海外農業投資を行うに当たっては、 農地収用

や輸出規制の可能性などのカントリーリスクも考慮して判断を行ってお

り、 我が国からの海外民間農業投資を促進していくためには、 貿易保険に

よるカントリーリスクの軽減についても検討していく必要がある。

(iv ) 情報収集体制の整備

我が国の民間企業が海外農業投資を行うに際して有用な情報について、
｢我が国への食料の安定供給を図るためには海外における農業生産を促進

することが適当な品目｣ を中心に収集する体制を整備し、 既存の情報と併

せて提供していくことを検討する必要がある。

その際、 品目、 対象国を重点化することにより、 効率的に実施するとと

もに、 民間企業との双方向の対話を通じ、 民間企業のニーズや動向を把握

しつつ、 民間企業では入手しにくい農業政策関連情報、 農業情報、 農業技

術関連情報等を中心に提供するよう留意する必要がある。

(v ) 過去の海外農業開発事例

過去に海外で農業開発を実施した代表的な事例として、 ブラジルのセ

ラー ド地帯及びイ ンドネシア ･ランボン州における農業開発が挙げられ

る。 ブラジルのセラー ド地帯においては、 農家の入植事業を融資により

支援し、 農業研究等の技術協力も併せて行い、 大豆等の食料生産の増大

を図った結果、 畜産物消費の伸び等により大豆の需要が増大したこと等

の事情もあり、 セラー ド地帯の大豆生産が大幅に増大した。 その後セラ
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ード地帯は世界全体の1割強を生産する大生産地に成長し世界の食料の安

定供給に貢献するとともに、我が国の食料輸入先の多角化にも貢献した。
一方、 イ ンドネシア ･ランボン州においては、 商社が融資を受けてとう

もろこし等の生産を行ったが、 事前調査や技術の不足に加え、 病虫害の

大発生等により、 当初想定していた収益が得られず、インドネシア政府

に農場を売却し撤退するに至った。
これらの経験から、 海外において農業開発を行う場合には、 事前調査

を十分に行い、 必要な技術の確保の可能性、 採算性、 市場確保の可能性

等について十分検証することが必要であると示唆される。

(4 ) 農林水産業の開発支援 (公的部門による農林水産業への投資)

① 農林水産分野におけるODA

世界のODA額は、 全体としては、 近年増加傾向にあるが、 社会インフラ整

備等に重点が置かれ、農林水産分野については相対的に割合が低下している。

国連の ｢包括的行動枠組み｣ では、 ODA全体に占める食料 ･農業開発の割

合を5年以内に現在の3 % から10 % に増加することを求めているとともに、 G8

北海道洞爺湖サミットの ｢世界の食料安全保障に関するG8首脳声明｣ でも、
農業分野の援助と投資の全体的な減少を反転させることとされている。また、
世銀の｢世界開発報告2008｣でも、 農林水産業は21世紀においても引き続き持

続可能な開発と貧困削減の基本的手段であると指摘されている。
農林水産分野へのODAを増やしていくためには、 被援助国のODA受取政策内

の、 ひいては国家の政策全体の中での農林水産分野の優先順位を高めていく

ことが重要である。 このため、 我が国としては、 農林水産分野の重要性につ

いて、 被援助国を初めとして国際的な理解が深まるよう継続的に行動し、 農

林水産分野へのODAが増えるよう努力していくことが必要である。

② 我が国の農林水産業協力

アフリカの貧困問題の解決等のため、 開発途上国の農林水産業の持続的発

展とそのための農林水産業協力は重要であり、 我が国としても、 技術協力、
資金協力、 国際機関を通じた協力等様々な協力を実施している。 農林水産省

においては、技術協力を中心に専門的な知見 ･人材の面で貢献しているほか、

独自の取組も実施している。

2008年5月の第4回アフリカ開発会議 (TICAD W )のサイ ドイベントにおいて、

(独)国際協力機構 (JICA)と ｢アフリカ緑の革命のための同盟｣ (AGRA)がアフリ
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力におけるコメ生産倍増に向けたイニシアティブ (CARD)を発表した。 アフリ

カにおいてコメは、①生産性が高く、安定的、②水田の場合、持続生産可能、

③未利用の低湿地が多い等から、 生産性向上 ･生産拡大のポテンシャルが高

い品目であり、 農林水産省としても、 アフリカにおけるネリカ稲の改良等に

取り組んでいる。

被援助国の自主的発展に資するためには、 生産流通基盤の整備や技術支援

とともに、 国の発展の基礎となる研究開発や政策に対する支援を我が国とし

て積極的に行っていくことが重要である。 また、 国際的な農林水産統計の信

頼性を高めていくため、 FA O の活用を図るとともに、 我が国としても国際

協力を行っていく必要がある。

農業協力に当たっては、 イ ンフラや流通なども含め、 全体がODAの実施後

においても機能することが必要であり、 これまでの我が国や他国等の国際協

力の実例について比較分析し、 より有効な手法について検討することも有用

なものと考えられる。

③ ｢貿易のための援助｣ の取組 (農林水産物)

2005年12月 のWTO香港閣僚会合宣言においては、 開発途上国を支援するた

めの ｢貿易のための援助｣ の必要性等が盛り込まれた。 その際、 我が国は、

開発途上国の輸出能力向上の支援のほか、 後発開発途上国 (LDC)への原則無

税無枠の提供等を含む ｢開発イニシアティブ｣ を公表し、 資金協力や専門家

派遣等の協力を実施してきている。

今後は、 農林水産省として、 ｢開発イニシアティブ｣ による成果が将来的

に期待される地域 ･品目についての情報交換を通じて、 重点的に支援する地

域 ･品目を選定し、 効率的な支援を行うなど、 支援内容の充実に向けた検討

を行っていく必要がある。
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m 農林水産物貿易についての国際的枠組みの在り方について

(1 ) 農林水産物貿易についての国際的枠組み

世界の農林水産物貿易については、 WT0とそれを補完するEPA ･FT鮎こより、

その推進が図られてきている。

WTOにおいては、 多角的自由貿易体制の確立を目指し、 市場アクセスの改

善、 貿易歪曲的な農業補助金の削減などが行われてきており、 2001年からは

ドーハラウンド交渉が行われている。 我が国は、 ドーハラウン 料こおいて、
｢多様な農業の共存｣ を基本理念とし、 輸出国と輸入国のバランスの取れた

貿易ルールの確立を目指し、 交渉に臨んできたところであり、 引き続き、 我

が国としての主張ができる限り反映された結果が得られるよう最大限の努力

を行っていくこととしている。 また、 林産物 ･水産物は、 非農産品交渉 (NAM

A)の分野において交渉対象となっているが、 第 1 次産品であることの特質を

踏まえて交渉を行っていくことが必要である。

EPA ･ FTAにおいては、 2 国間等において物やサービスの貿易自由化等が図

られてきており、 我が国においては、 現在9の国 ･地域と締結済みである。

これまでWT0やEPA ･ FTAにおいては、 市場アクセスを改善し、 輸入をしや

すくすることに重点が置かれてきたが、 食料をめぐる国際的な情勢の変化の

中で、 食料生産や農林水産業投資とどのような関係にあるのかという視点を

持つ必要がある。

WTOなど貿易に着目した国際交渉は、 食料生産の促進や農林水産業投資の

増加の必要性について検討する性格の場ではないことから、我が国としては、

従来と同様に我が国としての主張を十分に行いつつ、 将来的な議論として、

先ずはFAOにおいて食料生産の促進や農林水産業投資の増加を世界的に図る

という視点からの議論を、 自由貿易体制の理念も踏まえつつ行い、 国際的な

認識の共有を図っていくことが必要であると考えられる。 その際、 地球温暖

化によ 明野来的に農業生産の適地が変わる可能性があることについても留意

しておく必要がある。

(2 ) 関税

① 関税引下げと農業生産との関係

経済理論的には、 農産物の輸入国が関税を引き下げると、 輸入国内の国内

価格の低下に伴い輸入国内の需要が増加し、 農産物の輸入が増大するため、
国際需給が引き締まり、 国際的な農産物価格の上昇をもたらす可能性がある
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とされており、 この結果、 当該輸入国を除いた国々での農業投資が促進され

農業生産が拡大される可能性がある。
一方、 農産物の関税の引下げについては、 国内価格の低下に伴う国内農業

生産の減少をもたらす可能性があるとされており、 国際的な農産物価格が上

昇した場合には、 アフリカ等の食料純輸入開発途上国における栄養不足人口

を増加させ、 食料危機に直面する危険性を増すこととなると考えられる。

② 貿易自由化の農業生産への影響

大幅な関税の引下げは、輸入国の農業に多大な影響を与える可能性がある。

また、 環境面との調和や多大な資金の必要性等から世界の収穫面積の拡大に

は困難性も見られる中、世界的な食料供給力を維持 ･増進していくためには、

現在利用可能な農業資源を持続的に活用していくことが重要であり、 収穫面

積の大幅な減少をもたらす可能性のある大幅な関税の引下げを行うことは適

当ではないと考えられる。

③ 世界的な食料供給力の維持 ･増進とEPA ･ FTAとの関係

我が国は、 これまでのEPA ･ FTA交渉に当たっては、 関税撤廃について特別

な配慮が必要な品目をセンシティブ品目として扱い、 関税撤廃について除外

又は再協議扱い等とし、 我が国の農林水産業に悪影響を与えないよう対応し

てきている。

経済理論的には、 農産物輸出大国でない国とのEPA ･ FTAについては、 関税

割当枠を設定しつつ関税を引き下げるなどの場合には、 輸入価格への影響は

小さく、 関税引下げ効果については、 輸出国に輸出価格上昇というメリット

(レント)を与えるとされており、 それにより輸出国の農業生産が促進される

可能性がある。 その一方で、 輸入国の農業に与える影響は小さく、 世界的な

食料供給力を維持 ･増進していく上で望ましい貿易手法と考えられる。
一方、 EPA締約国において関税割当の消化状況が不完全であるとともに、

レントが輸出国に帰属していないと思われる品目も見られるところであり、

EPAの再協議において新たな品目について関税削減等を議論する前には、 十

分に既存のEPAのメリットを享受できているのかについて検証することが必

要であると考えられる。

(3 ) 農業補助金

① 農業補助金の削減の影響
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農産物の輸出国が貿易歪曲的な農業補助金を削減すると、 輸出国の生産が

減少し、 農産物の輸出が減少するため、 国際需給が引き締まり、 国際的な農

産物価格の上昇をもたらし、 この結果、 当該輸出国を除いた国々での農業投

資が促進され農業生産が拡大される可能性がある。 農産物の輸入国が貿易歪

曲的な農業補助金を削減する場合には、 当該輸入国を除いた国々での農業投

資が促進され農業生産が拡大される可能性がある。
一方、 農業補助金は、 農業者の収入の重要な要素として農業者の所得を

支えており、 農業投資を促進している面があるほか、 生産条件に関する不利

の補正に資するなどの重要な役割を果たしている。

② 緑の農業補助金についての検討

WTOの緑の農業補助金のルールについては、 価格シグナルの農業者への伝

達を妨げないよう、 農業生産と切り離す(デカップル)ことが基本となってい

る。 ドーハラウンドにおいては、 農業補助金全体については削減の方向であ

るものの、 緑の農業補助金については現行の枠組みを基本的に維持する方向

での議論が進められており、 これまでの議論の積み重ねの下、 早期妥結を目

指した交渉が精力的に行われているところである。
一方、 将来的な議論として、 食料生産の促進や農業投資の増加に資する観

点から、 食料純輸入国の立場も踏まえ、 緑の農業補助金のルールについての

検討を進めておくことは重要である。 その見直しを行うに当たっても、 デカ

ップルの基本は維持しつつ見直しの可能性について検討していくことが国際

的な理解を得る上でも重要である。 具体的には、 例えば、 農業収入支持の農

業補助金について、 品目を特定しないことを前提として実際に農業生産を行

っている場合を対象に支払うことができるようにすることなどについて検討

していく必要がある。

(4 ) 輸出規制

世界的な農産物価格の高騰に伴い、 世界各地において農産物の輸出規制が

実施されてきている。

輸出規制は国際的な農産物価格の高騰をもたらし、 開発途上国を初めとす

る食料輸入国に大きな影響を及ぼすとともに、 輸出規制を実施する国におい

ても、 その国の農業投資を促進して農業生産を拡大させる機会を失わせるこ

ととなるものであり、 抑制していくことが必要である。

WTO ドーハラウンドにおいては、 農産物の輸出の禁止及び制限に関する規
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律について、 我が国主導により、 WTO農業委員会による監視を強化する方向

での見直しが行われる見通しである。

(5 ) 農林水産物貿易手続の円滑化

農林水産物貿易手続を含む貿易手続の円滑化については、 WTO交渉、 APEC、

EPA交渉等の様々な枠組みの中で取り組まれてきている。

農林水産物貿易手続の円滑化を図ることは、 農林水産物流通コストの減少

を通じ農林水産業者の手取りの増加につながる可能性があることから、 農林

水産業への投資を促進して農林水産業の生産を拡大させる観点からも重要で

あり、 関係省庁と連携しつつ、 その推進を図ることが必要である。
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N 食料支援について

(1 ) 食料支援に必要な資金の確保

各国は、十分な食料の確保が困難な開発途上国の貧困層等への支援のため、
2国間や世界食糧計画(WFP)経由により食料支援を実施してきている。 最近で

は、 世界的な食料価格の高騰を背景として、 食料支援量は減少傾向で推移し

ており、 2008年にWFPが必要とした食料支援額は60億 ドル近くとなり、 例年

の実績 (30億ドル前後)を大幅に超過した。
国連の ｢包括的行動枠組み｣ では、 食料支援等のためのoDAを倍増するよ

う求めており、 食料支援に必要な資金については優先的に確保するなどの柔

軟な対応が必要とされている。
また、 開発途上国に対する支援に当たっては、 当該国のニーズに応じ、 生

産基盤の強化等によりその国の食料供給力を高めていくことが重要であり、
どうしても食料が足りない場合や飢餓が発生した場合に、 食料支援を考えて

いく必要がある。

(2 ) 食料支援量の増加に向けた取組

食料支援は、 WFP等からの要請に基づき、 農産物輸出国のみならず輸入国

においても実施されている。

食糧援助規約においては、 加盟国ごとの食糧援助についての最小拠出量等

を定めており、 農産物輸出国のほか輸入国も加盟しており、 小麦換算で合計

約480万トンが規約上の年間最小拠出量として規定されている。

食料支援量の増加を図っていくためには、 現在の食糧援助規約加盟国に加

え、 食糧援助委員会へオブザーバー参加している国等、 食糧援助に関心を有

する国に対し、 二国間協議の場などを通じて食糧援助規約への加盟について

の働きかけを行っていくことについて検討していく必要がある。 その際、 最

低限の最小拠出量が問題となる場合には、 その取扱いにつき、 現加盟国のコ

ンセンサス作りに向けて我が国としても協力していくことを検討していく必

要がある。

(3 ) 国際的な食料備蓄

食料備蓄を含む食料の在庫は食料需給の緩衝機能を果たすものであり、 農

作物の作柄状況等の短期的変動要因の発生による食料価格への影響を緩和す

ることを通じて開発途上国の人々の生活の安定にも寄与するものである。 ま
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た、 世界の食料の安定供給に対する安心感を醸成し、 各国の輸出規制の動き

を抑制する方向に働くものと思われる。 このため、 食料備蓄を含む食料の在

庫が充実されることが望ましいと考えられる。
食糧安全保障のための公的備蓄については、 WTO農業協定において緑の農

業補助金とされているが、 ドーハラウンドにおいても必要な見直しが行われ

る見通しである。

世界的な農産物価格の高騰に伴い、 国際的備蓄について、 仮想備蓄、 現物

備蓄などの提案が国際的になされてきている。 我が国は、 人道的支援を目的

とする ｢東アジア緊急米備蓄パイロット ･プロジェクト｣ を 5 年間実施して

きた経験を有していることから、 国際的備蓄についての検討がなされる場合

には、 実効性のある備蓄システムとなるよう積極的にその議論に貢献してい

くことが必要である。
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