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１ 我が国の食料安全保障上問題となる事態 
 
 ○ 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。 
 
 ○ その場合、国民は、現在の量及び質の両面で豊かな食生活の維 
  持を求めており、国民のこの期待に応えることが基本となる。そ 
  のためには、国内農業生産を基本として可能な限りその維持・拡 
  大を図るとともに、安定的な輸入の確保を図っていくことが重要 
  であり、それに加えて不作等によるこれらの短期的な変動に備え 
  るために適切な備蓄を行っておくことが必要となる。 
 
 ○ しかしながら、農業生産の特質、農産物貿易の特殊性や近年に 
  おける異常気象の発生の状況等を考慮すると、例えば主要輸出国 
  や主要生産国における連続不作による輸入の大幅な減少のように、 
  短期的な供給変動に備えた対策だけでは対応できないような事態 
  が起きることも想定しておく必要がある。 
 
 ○ また、世界の食料需給の中長期的な見通し等を踏まえると、長 
  期的・構造的なひっ迫により輸入に継続的かつ重大な障害が生じ 
  る事態についても検討しておく必要がある。 
 
 ○ このように、我が国の食料安全保障上問題となる事態として想 
  定されるものは様々であるが、食生活の内容にまで影響を及ぼす 
  事態かどうか、また、長期的・構造的に継続する事態かどうかに 
  よっていくつかのケースに分けて検討しておく必要がある。 
 
 
○ 想定される事態の類型 
 
 
〈ケース１〉 国内外の不作等により国内生産の減少あるいは輸入の減少・遅滞 
      が生じるが、備蓄の活用等により現在の食生活の維持は確保される 
      ような事態 

 
 
 
〈ケース２〉 長期的・構造的に継続する事態ではなく最終的には元に復するが、 
      その間は食生活の内容等にも影響が出ざるを得ないような深刻な事 
      態 

（例） 
 ○ 備蓄制度で想定している程度の異常気象や台風等の災
害による国内稲 
  作の不作 
 ○ 主要輸出国や主要生産国における単年度の不作による
輸入の減少 
 ○ 主要輸出国における港湾ストライキ等の輸送上の障害に
よる輸入の遅 
  滞 



 
 
 
〈ケース３〉 構造的でありかつ影響度合いが深刻で、食生活の内容も大きく変 
      わらざるを得ず、しかも、そのような状態が長期的・構造的に継続 
      するような極めて深刻な事態 

（例） 
 ○ 主要輸出国や主要生産国における連続不作による輸入
の大幅な減少 
  （例えば、２年連続して穀物及び大豆の輸入が半減） 
 ○ 主要輸出国や主要生産国における同時不作による輸入
の大幅な減少 
 ○ 国際的紛争によって生じる世界の農業生産、貿易の混乱
による輸入の 
  大幅な減少・遅滞 

（例） 
 ○ 需要の大幅な増大に見合った生産拡大が行えない場合
に生じる世界の 
  食料需給の構造的ひっ迫による継続的かつ大幅な輸入の
減少（例えば、 
  全ての食料の輸入がゼロ） 



２ 我が国の食料安全保障を確立するために平素から取り組むべき対策 
 
 ○ 前述したような我が国の食料安全保障上問題となる様々な事態 
  が生じたり、あるいは予見できた場合には、迅速かつ的確な対応 
  が必要となるが、その前にまず、平素から右に示すような食料の 
  安定供給確保のための基本的な対策に取り組んでおくことが必要 
  である。 
 
 
 ○ 平素から取り組むべき対策 
 

○ 農地、担い手、農業技術等の国内農業生産基盤の確保と
その有効活用 
 による国内農業生産の可能な限りの維持・拡大 
 
○ 農業構造の変革等による国内農業の体質強化 
 
○ 安定的な輸入の確保 
 
○ 適切な備蓄の実施 
 
○ 食生活のあり方の見直し、食料安全保障に関する国民の
意識の啓発 
 
○ 海外の食料需給動向、主要食料の国内における在庫状
況、生産資材の 
 在庫状況等の適切な把握 
 
○ 緊急増産や熱量効率の高い農業生産への転換等が迅速
かつ的確に行わ 
 れるようにするためのシステムの構築と、必要な生産資材等
の確保 
 
○ 適正・円滑な流通、公平な食料供給を確保するためのシ
ステムの整備 



３ 想定される事態が生じた場合の対応策と食料供給シミュレーション 
 
（１） 〈ケース１〉の事態 
 
  ○ 我が国は、供給の多くを輸入に依存している小麦、飼料穀物、 
   大豆（食料用）と主食である米について、これまでの国内外での 
   不作や輸送障害の例等を考慮した備蓄を行っており、通常予想さ 
   れる供給変動については、これらの備蓄を活用すること等によっ 
   て現在の食生活の維持が図られることになる。 
 
  （注）現在の食生活の内容は、右に示すとおりであり、また、供給 
    熱量水準は2,651kcal/人･日となっている。 
 
  ○ なお、このような事態においては、需給のひっ迫による価格の 
   高騰等が想定されるので、価格・流通の動向の監視を行う等によ 
   り、適正・円滑な流通の確保を図る必要がある。 
 
 
 ○ 我が国の農産物備蓄における備蓄水準の考え方 
 

 
 
 ○ 〈ケース１〉の事態が生じた段階での対応策と食料供給シミュレーション 
 

【対応策】 

 
↓ 

 
【食料供給の水準・内容】 

品目 備蓄水準 考え方

米  150万トンを基本とし、一定の
幅をもって運用 

 過去の不作の経験等を考慮し
て備蓄水準を決定 

食糧用小麦  年間外麦需要の約2.6か月分  需給操作上最低限必要な在
庫数量及び安全余裕を踏まえ
た在庫数量を考慮 

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 

 過去の輸出国の港湾スト、過
去の主要輸出国の不作が輸出
量に与える影響等を考慮 

食料用大豆  食料用大豆の年間需要量の
約20日分 

 過去の輸出国の港湾スト、米
国の大豆輸出規制の経験等を
考慮  

 ○ 備蓄の放出 
   輸入の減少・遅滞の場合は、それ自体を最小
限に止める 
  ための対策を講じることが前提 
 ○ 価格・流通の動向の監視等 

現在の食生活の維持（平成８年度） 
 



熱量  ２６５１kcal/人･日     たん白質   ９０g/人･日 
─────────────────────────
────── 
米    ６７.３kg/人･年     肉類     ３０.８kg/人･年 
小麦   ３３.０kg/人･年     牛乳・乳製品 ９３.３kg/人･
年 
いも類  ２０.８kg/人･年     油脂類    １４.８kg/人･
年 
大豆    ６.７kg/人･年     魚介類    ３７.９kg/人･年 



３ 想定される事態が生じた場合の対応策と食料供給シミュレーション 
 
（２） 〈ケース２〉の事態 
 
  ○ 通常の予想を超えるような深刻な事態が生じた場合には、ま 
   ず、備蓄を充当するとともに、状況に応じ、米麦等の緊急増産 
   や代替品の輸入の確保等の対策が必要となる。また、必要に応 
   じ価格・流通の規制等を行い、適正・円滑な流通の確保を図る 
   必要がある。 
 
  ○ しかしながら、このような事態においては、以上のような対 
   策を講じても食生活自体について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が必要となる。 
    具体的にどのような状況になるかを検証するために、一つの 
   例として、２年連続して穀物及び大豆の輸入が半減したと仮定 
   した場合の食料供給の水準・内容についてシミュレーションし 
   た結果は、次のとおりである。 
 
  《１年目》 
   ・ 穀物及び大豆の輸入が半減することの影響は大きいが、１ 
    年目は３頁に掲げる米、小麦、飼料穀物及び食料用大豆の備 
    蓄が充当されることから、米の供給量が２割弱増加し、小麦 
    は３割弱、肉類は１割弱、牛乳・乳製品・油脂類は１割強の 
    減少にとどまる。 
   ・ したがって、供給熱量水準も２５３０kcal/人･日程度と５ 
    ％程度の低下にとどまる。 
 
  《２年目》 
   ・ 備蓄は使い果たしているので、緊急増産により米の供給量 
    は現状よりも１割程度多い水準となるが、小麦は４割強、肉 
    類・油脂類は２割弱減少と食料供給は厳しい内容になる。 
   ・ したがって、供給熱量水準も２３９０kcal/人･日程度と現 
    状に比べて１割程度の減少となる。 



 



３ 想定される事態が生じた場合の対応策と食料供給シミュレーション 
 
（３）〈ケース３〉の事態 
 
  ○ 輸入に継続的かつ重大な障害が生じるような極めて深刻な事 
   態が生じたり予見できた場合には、農地の有効利用を図りつつ 
   熱量効率の高い農業生産へ迅速かつ的確に転換させるとともに、 
   国民に対し適正な価格での公平な食料供給を円滑に行うため、 
   価格の統制、配給等の対策を実施することが必要となる。 
 
  ○ このような事態における国内の食料供給力の検証という観点 
   から、国内生産のみ、即ち輸入ゼロの場合の食料供給の水準と 
   内容について、 
 

 
   という取組みが達成されることを前提として、シミュレーショ 
   ンしてみると、 
   ① 現状の農地面積495万haとした場合でも、 
    ・ 熱量効率優先の供給を行うことによって、米が３割強増 
     加するとともに、いも類が４倍近くに増加するものの、小 
     麦・肉類は約10分の１に大幅に減少するとともに、牛乳・ 
     乳製品は３割強、油脂類は７割強減少することとなる。ま 
     た、魚介類もほぼ半減することとなる。 
    ・ したがって、供給熱量水準は1,760kcal/人･日程度と現 
     状の約３分の２の水準にまで落ち込むこととなる。 
 
 
 ○〈ケース３〉の事態が生じたり予見できた段階での対応策と食料供給 
   シミュレーション 
 

 
【対応策】 

 

 ・ 水田については全て米を作付け 
 ・ 畑については、大豆、野菜、飼料作物等向けの
一定の面 
  積を除いて、熱量効率の高いいも類を作付け 
 ・ 稲わら等の低質粗飼料、米ぬか油粕、魚粉、ふ
すま等の 
  糟糠類の最大限活用、一定の飼料作物生産、麦
類・いも類 
  の一部充当等により、一定の畜産を維持 

国内生産のみによる供給と仮定
した場合 

 ○ 熱量効率の高い生産計画を策定し、その計画に沿って
生産を誘導 
 ○ 国民生活二法等の活用による価格の統制、配給制度
の実施 



↓ 
 

【食料供給の水準・内容】 
  ① ４９５万haの場合 

 
 
 
   ② これまでの耕作放棄地の発生状況が継続する等の仮定を置 
    いた２０１０年の推計農地面積４４２万haとした場合には、 
    食料供給内容が４９５万haの場合よりもさらに厳しい内容と 
    なることから、供給熱量水準は１６２０kcal/人･日程度と現 
    状の６割強の水準にさらに低下することとなる。 
 
 
  ② ４４２万haの場合 

 
 
 
   ③ 農家数の減少、経営規模の拡大のすう勢等を基にした２０ 
    １０年の推計面積３９６万haとした場合には、食料供給内容 
    がなお一層厳しいものとなることから、供給熱量水準は１４ 
    ４０kcal/人･日程度と現状の半分近くまで低下することとな 
    る。 
 
  ③ ３９６万haの場合 

供給熱量水準の大幅な低下、米・いも類の増加、小麦・畜産物・
油脂・魚介類 
等の大幅な減少 
 
熱量 １７６０kcal/（６６）人･日  たん白質   ５２g/人･日（５８） 
───────────────────────────
─────── 
米    ９０kg/人･年（１３４）  肉類      ３kg/人･年（１０） 
小麦    ３kg/人･年（９）    牛乳・乳製品 ６４kg/人･年（６
９） 
いも類  ７８kg/人･年（３７    油脂類     ４kg/人･年（２７） 
大豆    ６kg/人･年（９０）   魚介類    ２１kg/人･年（５５） 

供給熱量水準の大幅な低下、米・いも類の増加、小麦・畜産物・
油脂・魚介類 
等の大幅な減少 
 
熱量 １６２０kcal/（６１）人･日  たん白質   ４７g/人･日（５２） 
───────────────────────────
─────── 
米    ７７kg/人･年（１１４）  肉類      ３kg/人･年（１０） 
小麦    ３kg/人･年（９）    牛乳・乳製品 ５５kg/人･年（５
９） 
いも類  ７７kg/人･年（３７０）  油脂類     ４kg/人･年（２７） 
大豆    ５kg/人･年（７５）   魚介類    ２０kg/人･年（５３） 

供給熱量水準の大幅な低下、いも類の増加、小麦・畜産物・油
脂・魚介類 
等の大幅な減少 



 
熱量 １４４０kcal/（５４）人･日  たん白質   ４２g/人･日（４７） 
───────────────────────────
─────── 
米    ６９kg/人･年（１０３）  肉類      ３kg/人･年（１０） 
小麦    ２kg/人･年（６）    牛乳・乳製品 ４９kg/人･年（５
３） 
いも類  ６６kg/人･年（３１７）  油脂類     ４kg/人･年（２７） 
大豆    ３kg/人･年（４５）   魚介類    ２０kg/人･年（５３） 


