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Ⅰ 我が国の食料供給をめぐる情勢 
 
 （１） 輸入に多くを依存する我が国の食料供給構造 
 
   ○ 我が国の食生活は、高度経済成長の過程において、国民所得の 
    増加を背景に大きな変化を遂げ、国民１人１日当たり供給熱量が 
    増加するとともに、内容の多様化・高度化が進んだ。特に、炭水 
    化物からたん白質、脂質への移行が顕著で、具体的には、自給品 
    目である米の消費が減少する一方、輸入飼料穀物（とうもろこし 
    等）に依存せざるを得ない畜産物や輸入油糧原料（大豆、なたね 
    等）に依存せざるを得ない油脂の消費が増加した。 
 
   ○ その後、昭和50年代に入ると、我が国の食生活の変化のテンポ 
    も鈍化し、栄養バランスがとれ健康的で豊かな我が国独自の「日 
    本型食生活」が形成されたが、食料消費が量的飽和水準に到達す 
    る中で米と畜産物、油脂の代替関係は継続し、最近では栄養バラ 
    ンスがくずれるおそれが生じている。 
 
 
 ○ 国民１日１人当たり供給熱量 
 

  
 



  
   ○ この間、我が国の耕地面積が昭和３５年の６０７万haから平成 
    ９年の４９５万haへと減少するとともに、耕地利用率も同じく 
    １３４％から９６％(平成８年)へと低下してきた等の面もあるが、 
    基本的には国内の農業資源では対応できないような食生活の大き 
    な変化が生じたことによって、食料自給率（供給熱量自給率）が 
    昭和３５年度の７９％から平成８年度の４２％へと大きく低下し 
    ている。 
 
   ○ 食料自給率が低下したことの裏返しとして、我が国は世界最大 
    の食料純輸入国となっており、経済力を背景に世界中から食料を 
    輸入して消費者の需要に応えている状況となっている。現在、我 
    が国が輸入している主要な農産物の輸入量をその生産に必要な海 
    外の作付面積に換算すると、国内の耕地面積の約２.４倍に相当 
    する約１２００万haとなり、我々日本人は、国内の農地と合わせ 
    て約１７００万haの農地を必要とするような食生活を営んでいる 
    ことになる。  
 
 



  
 
 ○ 主要国の農産物の純輸入額（１９９５年） 
 

  
 



Ⅰ 我が国の食料供給をめぐる情勢 
 
（２） 短期的な不安定さを増す世界の食料需給 
 
  ○ 農業生産は、自然条件の制約を強く受け、また、そのことによっ 
   て生産量が変動しやすく、さらに、生産に一定の期間を要する等の 
   ため需給事情の変動に迅速に対応することが困難であるという特質 
   を持っている。 
    このような農業生産の特質に加え、農産物は、基本的にはまずそ 
   れぞれの国の国内消費に仕向けられ、その余剰が貿易に回されるも 
   のであることから、生産量のうち貿易に回されるものの割合は概し 
   て低いという特徴がある。また、農産物貿易においては、少数の特 
   定の国・地域が主要な農産物の輸出について大きな割合を占める構 
   造になっている。 
 
 
○ 農業生産の特質 
 

 
 
 ○ 穀物等の輸出国別割合（１９９５年） 
 

・ 農業生産は、太陽エネルギーの利用による光合成を基本とした自
然の物質循環を 
 利用して、土地から食料を直接生み出す経済活動であることから、
土地条件（農地 
 の賦存量、地力、地形）や水利、気象といった自然条件の制約を強
く受ける。 
 
・ また、自然条件の影響によって生産量が変動しやすい。 
 
・ 生産に一定の期間を要するとともに生産の追加・中断が困難であ
り、生産物の貯 
 蔵性も乏しいことから、需給事情の変動に迅速に対応することが困
難である。 



  
 
  ○ 一方、ＷＴＯの農業に関する協定では、農産物の輸出禁止又は制 
   限を新設する国は、輸入国の食料安全保障に及ぼす影響に十分な考 
   慮を払わなければならず、また、要請があるときは実質的な利害関 
   係のある輸入国と協議しなければならないこととされているが、輸 
   出国の供給責任が十分担保されているとは言えない内容となってい 
   る。現に、農産物の最大の輸出国である米国には、国家安全保障上 
   や外交政策上または国内の供給不足の理由により、農産物輸出を規 
   制または禁止できる法律があり、これまで、実際に、１９７３年に 
   大豆・同製品の輸出禁止ないし規制等の措置がとられたことがある。 
 
 
○ 農業に関する協定（抜粋） 
 

第12条 輸出の禁止及び制限に関する規律 
 
１ 加盟国は、１９９４年のガット第１１条２(a)の規定に基づいて食糧の
輸出の禁 
 止又は制限を新設する場合には、次の規定を遵守する。 
 (a) 輸出の禁止又は制限を新設する加盟国は、当該禁止又は制限
が輸入加盟国の食 
  糧安全保障に及ぼす影響に十分な考慮を払う 
 (b) 加盟国は、輸出の禁止又は制限を新設するに先立ち、農業に関
する委員会に対 
  し、実行可能な限り事前かつ速やかにそのような措置の性質及び
期間等の情報を 
  付して書面により通報するものとし、要請があるときは、輸入国とし
て実質的な 
  利害関係を有する他の加盟国と当該措置に関する事項について
協議する。輸出の 
  禁止又は制限を新設する加盟国は、要請があるときは、当該他の
加盟国に必要な 



 
 
○ 米国の１９７９年輸出管理法の概要 
 

 （注）この法律が制定される前は、1969年輸出管理法によっていた。 
 
 
  ○ このような農業生産の特質や農産物貿易の特殊性等から、世界 
   の食料需給は主要輸出国あるいは大消費国における作柄変動等の 
   影響を受けやすく、そもそも不安定な側面が強いが、 
   ① 中国が飼料穀物について輸出国から輸入国に転換する傾向が 
    見られるように世界の農産物貿易の構造も変化してきており、 
    また、ＷＴＯ体制の下で輸出国が米国など特定の国・地域に一 
    層集中する傾向が強まる 
   ② 農産物の主要輸出国は、1980年代 
    に過剰在庫に伴う財政負担や価格の低迷に苦しんだ経験から、 
    在庫水準を圧縮させてきている 
   ③ エルニーニョ現象等の異常気象による農業生産の変動の可能 
    性は高まっている 
   ことから、今後は、短期的な不安定性が増大すると見込まれる。 
 
 

  情報を提供する。 
 
２ （略） 

輸出規制が認められる場合（輸出管理法第3条） 
 
１ 国家安全保障上の事由 
  米国の国家安全保障に不利益を及ぼすような国の軍事力に相当
の貢献をする 
 可能性のある産品及び技術の輸出制限 
 
２ 外交政策上の事由 
 ・ 米国の外交政策の推進上又は国際的義務の履行上必要とされ
る輸出制限 
 ・ 外国の輸出制限が米国内の供給不足や価格高騰をもたらすか
あるいはその 
  おそれがある場合、又は米国の対外政策に影響を与える目的で
適用される場 
  合、そのような外国の輸出制限を撤廃させるために必要とされる
輸出制限 
  （薬品又は医薬品の輸出は除く） 
 ・ 国際テロリズム行為への支援を止めさせるために必要とされる輸
出制限 
 
３ 供給不足時の輸出規制 
  希少資源の過剰流出から国内経済を保護し、外国需要によるイン
フレへの重 
 大な影響を緩和するために必要な輸出制限 



  
 
 ○ 世界の穀物需給と在庫率の推移（１９９５年） 
 

 



Ⅰ 我が国の食料供給をめぐる情勢 
 
 （３） 世界の食料需給は中長期的にはひっ迫の可能性 
 
  ○ 世界の人口は、開発途上国を中心に大幅に増加し、現在の５８億 
   人が２０２５年には８０億人、２０５０年には９４億人に達すると 
   見込まれている。また、今後は、開発途上国の消費水準の上昇が見 
   込まれるとともに、開発途上国のうち比較的高い経済成長が見込ま 
   れるアジア地域を中心に畜産物の消費が拡大することに伴い、飼料 
   用穀物の需要が大幅に増加すると見込まれる。これらの要因によっ 
   て、世界の食料需要は、今後大幅に増加すると見込まれる。 
    この需要の中長期的な見通しについては、世界の各種研究機関等 
   の予測においても概ね一致している。 
 
 
 ○ 世界人口の予測（中位推計） 
                             （単位：億人） 

 （資料）国連「World Population Prospects : the 1996 Revision」 
 
 
 ○ 1人当たり穀物消費量、肉類消費量（１９９３～９５年） 
 

 1995
年

2010
年

2025
年

1995年＝100 1995年→
2025年 

増加数 

2010
年

2025
年

世界全体  57 69 80 121 141 23.5億人

先進地域 12 12 12 103 104 0.5億人

開発途上
地域 

45 57 68 126 151 23億人 

アフリカ 7 11 15 146 202

アジア 33 40 47 122 141

中国 12 14 15 112 121

インド 9 12 13 124 143

 

1人当たり穀物消費量 1人当たり肉類消費量

1970～72年
＝100

1970～72年
＝100

世界平均 157kg 110 33kg 131

先進国 132kg 97 74kg 116

開発途上
国 

165kg 113 21kg 213

アフリカ 142kg 116 11kg 109



（資料）FAO「FAOSTAT/PC」 
 
 
 ○ 畜産物1kgの生産に要する飼料穀物の量（トウモロコシ換算） 
 

 （注）部分肉ベースである 
 
 
  ○ 一方、供給面では、これまで品種改良や化学肥料の投入、かん 
   がい施設の整備等による単収の増加によって生産の増加が支えら 
   れてきたが、今後は、農用地の面的拡大の制約や環境問題の顕在 
   化等、生産拡大を図る上での種々の制約要因が明らかになってき 
   ている。 
 
  ○ 需要の増加に見合った食料供給の拡大が可能かどうかについて 
   は、世界の各種研究機関等の予測において見方が分かれる面もあ 
   るが、以上のような状況を踏まえると、世界の食料需給は、中長 
   期的には、今後不安定な局面が現れ、場合によってはひっ迫する 
   可能性もあると考えておく必要がある。 
 
 

  
 
 ┏                                  ┓ 
 ┃          １９６１～６３年  １９９４～９６年      ┃ 
 ┃耕地面積（億ｈａ）   １２．７     １３．６（１９９４～９５）┃ 
 ┃穀物収穫面積（億ｈａ）  ６．５      ７．０         ┃ 

アジア 176kg 115 20kg 284

 中国 189kg 121 37kg 394

鶏卵 鶏肉 豚肉 牛肉

3kg 4kg 7kg 11kg



 ┃穀物単収（トン／ｈａ）  １．４      ２．８         ┃ 
 ┃人口（億人）     ３１（１９６２年） ５７（１９９５年）    ┛ 
 ┗                                        
 （資料）FAO「FAOSTAT/PC」 
 
 
 ○ 単収の伸び 
 
    1961～63年   1971～73年     1981～83年    1994～96年 
    1.41トン/ha   1.90トン/ha      2.31トン/ha    2.82トン/ha 
      ┗━━━━━━━┛ ┗━━━━━━━┛ ┗━━━━━━━┛ 
    年率   ３.０％      ２.０％       １.５％ 
 
 
 ○ 砂漠化の進行 

 （資料）UNEP「Status of Desertification and Implementation of the United 
   Nations Plan of Action to Combat Desertification」（1991年） 

 

   合計         500万ha/年以上 
    うちかんがい農地  100～130万ha/
年 
    天水農地      350～400万ha/年
   この他、放牧地でも多くの面積が砂漠
化



Ⅱ 我が国の食料安全保障政策に関する基本方針と具体的施策の整備の 
 方向 
 
 ○ 食料は生命と健康の維持に欠かすことのできない最も基礎的で重 
  要な物資であり、その安定供給を確保していくことは国民に対する 
  国の基本的責務である。我が国の食料供給をめぐる以上の情勢を踏 
  まえると、今まさに、食料の安定供給の確保を目的とする食料安全 
  保障政策について、中長期的視点に立った基本方針を改めて確立す 
  るとともに、その具体的施策を整備しなければいけない時期を迎え 
  ている。 
   なお、その場合において、想定される様々な事態についてその影 
  響度合いに応じた適切な対応が可能となるように、あらかじめ重層 
  的に構築しておく必要がある。 



１ 現在の食生活の維持を前提とした食料の安定供給の確保 
 
（１）国内農業生産、輸入及び備蓄の適切な組合せによる安定供給 
 
  ○ 国民は、現在の量及び質の両面で豊かな食生活の維持を求め 
   ている。国民のこの期待に応えることが基本となるが、国土資 
   源の制約の厳しい我が国において国内で全てを生産し、供給し 
   ていくことは実際には非現実的である。 
    したがって、現在の豊かな食生活の維持を前提に食料の安定 
   供給を確保していくためには、国内農業生産、輸入及び備蓄を 
   適切に組み合わせていくことが必要である。 
 
 
 ○ 主な輸入農産物の生産に必要な海外の作付面積  

 



Ⅱ 我が国の食料安全保障政策に関する基本方針と具体的施策の整備 
 の方向 
 
（２）国内農業生産を基本に位置づけ 
 
  ○ 食料の安定供給の確保を図るに当たっては、次のような理由 
   から、国内農業生産を基本に位置づけ、可能な限りその維持・ 
   拡大を図る必要がある。 
   ① 我が国の食料自給率が現在既に先進国のうちでも極めて低 
    い水準にある中で、不安定な側面がある輸入への依存度を更 
    に高めていくことは、我が国の食料供給構造の危さを増すこ 
    とにつながること 
   ② 特に、世界の食料需給のひっ迫等の事態が生じた場合にお 
    いて、最低限の食料供給を確保する必要があること 
   ③ それぞれの国が自国の農業資源を持続可能な方法で最大限 
    に活用することは、資源の制約の強まる地球社会における各 
    国の責務であり、そのことが世界の食料安全保障に資するこ 
    と 
   ④ 農業は、食料供給という機能以外にも、国土・環境の保全、 
    水資源のかん養、洪水防止、景観の維持、国民の保養の場の 
    提供、雇用の確保、地域社会の維持等の多面的・公益的な機 
    能を有しており、これらの機能が十全に発揮されるためにも 
    国内農業生産が適切に維持されることが必要であること 
   ⑤ 食料輸出国において国内の供給不足が生じた場合や今後我 
    が国の経常収支の黒字が減少した場合には、我が国の輸入が 
    確保されるとは限らないこと 
   ⑥ 備蓄は、輸入の短期的な変動に備える措置としては有効で 
    あり、適切な実施が必要であるが、品質やコスト面から自ず 
    と限界があること 
 
  ○ ただし、消費者・食品産業が適正な価格での農産物の供給を 
   求めていることを踏まえ、農業構造の変革等による生産性の向 
   上に一層努める必要がある。 
 
 
 ○ 世界食料サミット行動計画（1996年11月）抜粋 
 

 
 
 ○ 農業・農村の多面的・公益的機能 

 増加しつつある人口に対して食料を供給し、食生活を改善するため
には、持続可能 
な天然資源の管理を通じ、世界の食料生産を更に大幅に増加させる
ことが求められて 
いる。食料輸入、備蓄、国際貿易を効率的に組み合わせつつ、伝統
的な作物とその産 
物を含めた食料生産を増加させることで、食料安全保障を強化し、地
域間の格差を改 
善することができる。 



 

  



（３）安定的な輸入の確保方策の強化 
 
  ○ 輸入は、我が国における食料供給の重要な要素となっている 
   ので、その安定的な確保が必要であり、これまでも、食料輸出 
   国との情報交換を含め安定的な相互信頼関係の醸成等に努めて 
   きている。特に、国家貿易品目となっている小麦、大麦につい 
   ては、主要輸出国との間で安定的な取引に関する取決めを行っ 
   ている。 
    しかしながら、農産物の貿易は基本的には民間ベースの自由 
   な取引きの下で行われていることから、直接的な対策には限界 
   がある。 
    したがって、食料輸出国との良好な関係の維持を図るための 
   食料外交の積極的な推進を基本としつつ、世界の食料需給の動 
   向等に関する情報の収集・分析体制の強化、食料・農業分野に 
   おける国際貢献の拡充等の施策を組み合わせていく必要がある。 
 
 
 ○ 小麦、大麦の安定的な輸入の確保に関する対策 
 

 



 
１ 現在の食生活の維持を前提とした食料の安定供給の確保 
 
（４）適切な備蓄の実施 
 
  ○ 備蓄については、昭和４７年の世界的な異常気象による世界 
   の食料需給のひっ迫を契機として、昭和４８年度から５０年度 
   にかけて小麦、飼料穀物、食料用大豆について制度の本格的な 
   整備が行われ、また、米については食糧法の中で備蓄が法律上 
   位置づけられた。 
    世界の食料需給が今後、短期的な不安定さを増すと見込まれ 
   ること等を踏まえ、引き続き適切な備蓄の実施が必要である。 
 
 
○ 我が国の農産物備蓄の概要 
 

 （注）１ 食糧用小麦は、国内産小麦を除く。 
    ２ 上記の他、食糧用小麦、飼料穀物ともに民間の流通在庫が約１か月分程度存在。 

 

品目 備蓄水準の考え方 備蓄手法

主体 仕組み

米 150万トンを基本とし、一定の
幅をもって運用 

国（食管会計） 政府保有 

食糧用小麦 年間外麦需要の約2.6か月分 国（食管会計） 政府保有 

飼料穀物  

・とうもろこし、こうり
ゃん  

・大麦 

配合飼料主原料の年間需要
量の約１か月分 

 
(社)配合飼料供給
安定機構  

国（食管会計） 

 
機構保有で民間寄
託保管  

政府保有 

食料用大豆 食料用大豆の年間需要量の
約20日分 

(社)大豆供給安定
協会 

協会保有で民間寄
託保管 



２ 中期的な需給変動への対応 
 
（１）生産・流通面での対応策の整備 
 
  ○ 世界の食料需給の中長期的な見通しや農業生産の特質、農産物 
   貿易の特殊性等を考慮すると、例えば世界同時不作による国際農 
   産物市場の大幅な縮小のように短期的な需給変動に備えた対策だ 
   けでは対応できないような事態も想定される。 
 
 
 
  ○ 実際に、このような事態が生じた場合には、備蓄の活用に加え 
   て米麦等の緊急の増産や畜産の一時的縮小等の対策が必要となる。 
   また、国民に対する適正な価格での円滑な食料供給が行われるよ 
   うにするためのシステムが効果的に機能する必要がある。 
    このような観点から、生産・流通面での対応策についてあらか 
   じめ検討しておく必要がある。  
 
 ○ 現行の価格・流通規制措置 
 

 



２ 中期的な需給変動への対応 
 
（２）シミュレーションの提示と国民の理解の促進 
 
  ○ このような事態においては、生産・流通面での緊急対応だけで 
   はなく、食生活自体についても、内容の切換えや場合によっては 
   カロリー水準の切下げ等の緊急対応が必要となる。 
    したがって、必要最低限の栄養水準の確保を前提とした食生活 
   とともに、具体的なシミュレーションを行って国民に提示し、食 
   料安全保障についての国民の理解を促進する必要がある。 



３ 長期的・構造的需給ひっ迫への対応 
 
（１）国内における食料供給力の確保 
 
  ○ 世界の食料需給が長期的・構造的にひっ迫する等により輸入に 
   継続的かつ重大な障害が生じた場合でも、最低限必要な栄養を国 
   内だけで供給できるような国内での食料供給力が確保されている 
   ことが、食料についての国民の最低限の安心の確保につながる。 
    そのためには、 
   ① 優良農地の確保・整備 
   ② 農業水利システムの維持管理 
   ③ 担い手の確保 
   ④ 農業技術の開発・普及 
   等により、必要な生産基盤を確保していくことが必要である。 
 
  ○ 特に、農業生産にとって最も基礎的な資源である農地について 
   は、元々我が国は、人口との対比において、他の先進国に比べて 
   極めて乏しいという厳しい条件下に置かれており、また、一旦毀 
   損された場合、その回復には非常な困難を伴うことから、必要な 
   農地総量を明確にした上で、良好な状態で確保していくことが必 
   要である。 
 
 
 ○ 国民１人当たり農用地面積（１９９４年） 
 

  
 



３ 長期的・構造的需給ひっ迫への対応 
 
（２）生産・流通面での対応策の整備 
 
  ○ 実際に、輸入に継続的かつ重大な障害が生じた場合には、最低 
   限必要な栄養水準の確保を優先した農業生産へ迅速かつ的確に転 
   換させる必要がある。また、そのような事態においては、国民に 
   対する適正な価格での公平な食料供給が円滑に行われるようにす 
   るためのシステムが効果的に機能する必要がある。このような観 
   点から、長期的・構造的需給ひっ迫における生産・流通面での対 
   応策についてもあらかじめ検討しておく必要がある。 



 ４ 食料自給率の取扱い 
 
 ○ 食料の安定供給の確保との関連において、食料自給率について政 
  策目標を設定して取り組むことが必要ではないかとの問題提起がな 
  されており、これまでも論議が行われてきた。 
   この問題については、食料安全保障政策を全体としてどのように 
  構築し、国民が求めている食料についての安心を確保するかという 
  観点から、別途検討を行う必要がある。 


