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１ 世界の食料需給 

○ これまでの30年間で世界の人口が1.7倍に増加したのに対し、穀物の生産はこれ
を上回る2.2倍の増加を示した。  

  しかしながら、この間、穀物の収穫面積はほぼ横ばいで推移しており、生産量の増
加のほとんどは、この間2.1倍に増加した単収の伸びに依存している。その単収の伸び
も鈍化傾向にある。  

 

（資料）FAO「FAOSTAT/PC」  

○ 単収の伸び（年率）  

  1960年代3.0％ → 1970年代2.0％ → 最近10年間1.7％  

○ 今後は、人口増加や所得の向上により、食料需要は開発途上国を中心に大幅に
増加すると見込まれる一方、世界の農業生産については、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い
ることから、世界の食料需給は、中長期的にはひっ迫する可能性があるが、我が国の

1961～63年 1992～94年

耕地面積（億ha） 12.7 13.5（1992～93年）

穀物収穫面積（億ha） 6.5 6.9

穀物生産量（億トン） 9.2 19.3

穀物単収（トン/ha） 1.4 2.8

人口（億人） 31(1962年) 55(1993年)



食料安全保障のあり方や世界の食料問題を検討するためには、世界の食料需給の中
長期的な見通しを改めて検証しておく必要がある。  

○ 世界の穀物需給における中長期的不安定要因  

１ 需要面  

① 開発途上国を中心とする人口増加  

    1996年    2000年    2025年  

    58億人  →  61億人  →  80億人  

    （資料）UN「World Population Prospects : the 1996 Revision」  

② 食料消費水準の高度化に伴う飼料穀物需要の増加  

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) 

２ 生産面  

① 過度の放牧、森林の過伐、塩類集積による砂漠化の進行  

  ・かんがい農地で 100～130万ha/年  

  ・天水農地で   350～400万ha/年  

  ・放牧地でも多くの面積が砂漠化  

    （資料）UNEP（国連環境計画）報告（1991年）  

 ② その他の生産制約要因  

  ・化学肥料の施用量等の増加と地下水汚染の進展などから、ＥＵ等では、環境保全型農業へ
の関心が顕在化  

  ・炭酸ガス等の温室効果ガスの濃度上昇等による地球温暖化  

○ 農林水産省「世界食料需給モデル」による予測（1995年）  

 環境問題等の制約や、かんがい等農業基盤整備の停滞等から生産の伸びが鈍化する場合、穀
物等の国際価格は2010年には2倍程度まで上昇。 

鶏卵 鶏肉 豚肉 牛肉

3kg 4kg 7kg 11kg



  

○ 現在でも世界では8億4千万の人々が飢餓や栄養不足に苦しんでおり、昨年11月
の世界食料サミットにおいて、世界の食料安全保障の確立と栄養不足人口の2015年
までの半減を目指して各国が協調して取り組むことが宣言されたが、その実現のため
には相当程度の努力が必要である。  

○ 栄養不足人口（1990/92年） 
                 （単位：億人） 

（資料）FAO「第６回世界食料調査」  

○ 世界食料安全保障のためのローマ宣言（1996年11月）  

 我々は、世界の食料安全保障（food security for all）の達成と、全ての国で飢餓の撲滅のため
の努力を継続し、まず2015年までに栄養不足人口を現在の水準の半分に削減することを目指す
との政治的意思と各国及び共通の誓約について宣誓する。 

世界全体 8.4

 うち東アジア 2.7

   南アジア 2.6

   サハラ以南アフリカ 2.2

   近東・北アフリカ 0.4

   中南米・カリブ 0.6



２ 我が国の食料需給  

○ 我が国の食生活は、所得水準の向上に伴い、主食である米の消費が減少する一
方、輸入飼料穀物に依存せざるを得ない畜産物等の消費が増加するなど多様化・高
度化してきている。  

 1人1日当たりの供給熱量（カロリー）については、2,600kcal程度でほぼ飽和水準に達
したものとみられている。  

○ 国民1人1日当たり供給熱量 

  

（資料）農林水産省「食料需給表」  

○ 食料消費の変化に対応して国内生産も変化してきたが、国土資源に制約がある中
で、米の消費の減少や、畜産物消費の増加による輸入飼料穀物の増大等を背景に、
供給熱量自給率（カロリーベース）は、平成7年度には42％まで低下している。  

  また、穀物自給率は30％となっており、世界163ヵ国中111番目であって、主要先進
国中では最も低い水準となっている。  



  

   ○ 食料自給率の算出方法  

 食料自給率は、近年では供給熱量自給率で表されることが多いが、これは各種の食用農水産
物を全て熱量（カロリー）で加重平均し、算定したものである。 

（畜産物以外の国内生産熱量＋畜産物の国内生産熱量）／（国内総供給熱量）×100 

（ただし、畜産物については、飼料自給率を乗じて輸入飼料による熱量供給分を控除している。）  

○ 食料自給率の低下要因  

・我が国の食料自給率は、食生活の多様化・高度化等により低下傾向で推移 

・具体的には、米の消費の減少、畜産物及び油脂の消費に伴う飼料穀物や油糧原料の輸入の増
加等の食料消費構造の変化が自給率の低下に大きく影響  

・昭和40年度からの低下でみると、以下の3つの要因だけで低下要因の約2/3を占める  

 ①自給品目である米の消費の減少（寄与率約31％）  

   1人1年当たり純食料 111.7kg(昭和40年度)→67.8kg(平成7年度)  

 ②輸入飼料穀物に依存せざるを得ない畜産物の消費の増加(寄与率約16％)  

   肉類の1人1年当たりの純食料 9.2kg(昭和40年度)→31.3kg(平成7年度)  



   乳製品の1人1年当たりの純食料 37.5kg(昭和40年度)→91.3kg(平成7年度)  

 ③輸入油糧原料に依存せざるを得ない油脂の消費の増加 (寄与率約16％)  

   1人1年当たりの純食料 6.3kg(昭和40年度)→14.6kg(平成7年度)  

○ 平成7年12月に策定された「農産物の需要と生産の長期見通し」においては、農業
者が将来の農業経営に意欲を持てるような農業生産の将来方向を示すという観点か
ら、国内生産について、我が国農業の持てる力を最大限発揮した場合の姿を意欲的
に示しており、そのような姿が実現した場合の自給率の試算として44～46％という数値
を示している。  

   ○ 「農産物の需要と生産の長期見通し」（平成7年12月閣議決定）の概要  

１ 基本的考え方 

 ① ウルグァイ・ラウンド農業合意による新たな国境措置の下で、農業者が将来の農業経営に
意欲を持てるような農業生産の将来方向を示す  

 ② 今後の需要動向に即応して適正な価格で良質の農産物を安定的に供給することにより、自
給率の低下傾向に歯止めをかけることを基本として、可能な限り我が国農業生産の維持・拡大を
図ることをねらい  

２ 目標年次   

  平成17年度  

３ 内容  

 (1) 需要  

① 食料消費は量的には飽和水準（１人１日当たり供給熱量は2,600kcal程度で横ばいで推
移） 

  ② 主な品目別には、  

   ア 米は、緩やかに減少  

   イ 牛乳・乳製品、肉類等の畜産物は、引き続き増加  

   ウ 野菜、果実、油脂等その他の品目は、ほぼ横ばい  

  ③ 栄養バランスのとれた「日本型食生活」の一層の定着が重要  

 (2) 生産  

  ① 持てる力の最大限の発揮による可能な限りの我が国農業生産の維持・拡大を見込む  



  ② 主な品目別には、  

   ア 米は、需要の動向に即した生産  

   イ 小麦、大豆は、品質・コスト面での改善により増加  

   ウ 野菜は、品質面での優位性の発揮等により現状維持  

   エ 果実は、品質面での優位性の発揮等により微増  

   オ 牛乳・乳製品は、コスト面での改善等により増加  

   カ 肉類は、品質面での優位性の発揮、コスト面での改善等により増加  

  ③ 供給熱量自給率は44～46％となり、平成４年度水準（46％）程度を維持  



３ 国民的見地に立った我が国の食料供給のあり方 

○ 所得水準の向上を背景に食料消費構造が大きく変化し、豊かな食生活が実現した
が、その反面、国内農業生産だけでは対応が困難な内容となったこと等から、農産物
の輸入が増大し、昭和59年以降、我が国は世界第1位の農産物純輸入国となってい
る。  

  我が国が輸入している主要農産物の生産に必要な海外の農地面積は、約1,200万
haとなっており、これは、国内農地の約2.4倍に相当する。  

○ 主要国の農産物の純輸入額（1994年） 

  

（資料）FAO「Trade Yearbook」  

（注）純輸入額＝輸入額－輸出額  

○ 主な輸入農産物の生産に必要な海外の作付面積（試算、平成6年度） 

  
（資料）農林水産省「食料需給表」、「耕地及び作付面積統計」、大蔵省「貿易統計」、USDA
「Agricaltural Statistics」、FAO「Production Yearbook」ほか  

（注）各作目ごとに主な輸入先国の単収を利用して試算している。  

○ 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備蓄制度の整備
が行われ、また、米については食糧法の下で備蓄運営の制度化が行われている。  



○ 備蓄制度の概要 

（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1ヵ月分程度存
在。  

○ 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、良好な関係の維
持を通じて、安定的な輸入の確保を図ってきており、小麦、大麦について主要輸出国と
の間で安定的な取引に関する取決めを行ってきている。  

○ 安定的な輸入の確保に関する対策等 

品目 備蓄水準の考え方 備蓄手法

主体 仕組み

米 150万トンを確保することを基
本とし、一定の幅を持って運
用 

国（食管会計）  

自主流通法人 

政府保有  

民間保有 

食糧用小麦 年間外麦需要の約2.6ヵ月分 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ヵ月分 

(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 

相
手
国

取決め内容  形式 当事者 当初取決 

発効年月 

カ
ナ
ダ

小麦、大麦の安定取引のための年間取引目標
数量の取決め  

・取決期間 1997年1～12月  

・年間取引目標数量  

  小麦（ウェスタン・レッド・スプリング・ホィート） 

   120万トン（±10％）  

  大麦（飼料用） 60万トン（±10％） 

合意
書 

・食糧庁次
長  

・カナダ小麦
局総裁 

1972年12月 

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

小麦の安定取引のための年間取引目標数量の
取決め  

・取決期間 1997年1～12月  

・年間取引目標数量  

合意
書 

・食糧庁次
長  

・豪州小麦
庁総支配人 

1972年12月 



（注）アメリカとは、数量取決めは行っていないが、情報・意見交換等を行っている。  

○ 現在のような国民の豊かな食生活を前提とすれば、国土資源に制約のある我が
国においてすべての食料を生産することは非現実的であり、食料の安定供給を確保し
ていくためには、国内生産を基本としつつ、安定的な輸入の確保と適切な備蓄の保有
とを組み合わせることが不可欠になっている。  

○ 一方、農地等の生産資源は、一旦毀損された場合、その回復には非常な困難が
伴うという事情を踏まえ、不測の事態をも考慮した国内での食料供給力の確保が必要
と考えられる。  

○ 農政審議会報告「「農産物の需要と生産の長期見通し」に関する検討結果について」（平成7
年12月）より抜粋  

 食料は国民生活にとって最も基礎的な物資であり、その安定供給を図っていくことが、農業、農
政の基本的役割である。国民の豊かな食生活を前提とすれば、国土資源に制約のある我が国に
おいてすべての食料を生産することは非現実的であり、食料の安定供給を確保していくために
は、国内生産に加えて輸入及び備蓄を適切に組み合わせていくことが不可欠である。 

 この場合、我が国の食料自給率が先進国のうちでも異例に低い水準であることも踏まえ、食料
自給率の低下傾向に歯止めをかけることを基本として政策展開に努める必要がある。  

 国内生産については、過大なコストをかけるというのでは国民の理解は得がたく、持続的で生産
性の高い農業構造を実現することにより、消費者ニーズに的確に対応しつつ、国産農産物の持つ
優位性を前面に打ち出した生産・販売を行うことを通じ、可能な限り国内生産の維持・拡大に努め
ることが重要である。  

 また、農地等の生産資源は、一旦毀損された場合、その回復には非常な困難が伴うことから、
平素から優良農地の整備・確保や地力の維持・増進に努めるとともに、技術水準の向上、担い手
の確保を図ることにより、不測の事態にも対応し得る国内での食料供給力を確保しておく必要が
ある。  

○ 我が国の食料の生産、供給のあり方に関する国民の意識 

  小麦（プライムハード、スタンダード・ホワイ
ト）  

   90万トン（±10％） 

大麦の安定取引のための年間取引目標数量の
取決め  

・取決期間 1996年12月～1997年11月  

・年間取引目標数量  

  大麦（飼料用） 66万トン 

書簡
交換 

・食糧庁次
長  

・各州大麦
ボード（プー
ル）総支配
人等 

1974年12月 



  

（資料）総理府「食料・農業・農村の役割に関する世論調査」（平成8年9月）  



４ 食品産業  

○ 国民の飲食費支出は、昭和50年度の31.4兆円から平成5年度の72.5兆円へと大幅
に増大しているが、その中で、農水産業が低迷する一方、加工食品の増加、食の外部
化・サービス化の進行に伴って外食産業や流通業を含む食品産業のウエイトが大幅
に高まっており、平成5年度では飲食費支出の77％を占めるに至っている。  

○ また、食品産業は、国内総支出の12％、就業者総数の12％を占めている。  

最終消費された飲食費 

 
（資料）総務庁他10省庁「産業関連表」等から試算  

○ 国民経済に占める食品産業の割合（平成5年） 
                      （単位：兆円、％） 

（資料）総務庁他10省庁「産業連関表」等から試算  

○ 就業者総数に占める食品産業の割合（平成7年） 
                        （単位：万人、％） 

（資料）総務庁「国勢調査報告抽出詳細集計結果」（平成7年）等  

飲食費全
体  

国内総支
出 

食品産業 農水産業食品工業 飲食店 関連流通業

72.5 

(15.2) 

55.6 

(11.7) 

22.0 

(4.6) 

13.7 

(2.9) 

19.9 

(4.2) 

16.9 

(3.5) 

476.7 

(100.0) 

食品産業 農林水産
業

就業者総
数

食品製造業 外食産業 食品流通業

782 

(12.2) 

144 

(2.3) 

273 

(4.3) 

365 

(5.7) 

390 

(6.1) 

6,390 

(100.0) 



○ 国産食用農水産物の4割弱が加工及び外食の食品産業部門に仕向けられてい
る。  

○ 国産食用農水産物の部門別仕向状況 

（資料）総務庁他10省庁「産業連関表」から試算  

○ このように、食品産業は、国民経済的に見て重要な位置づけを有しており、また、
国産農産物の重要な販路を形成すると同時に消費者への食料の安定供給や豊かな
食生活を支える重要な役割を果たしている。  

○ 一方、食品製造業は、海外との厳しい競争に直面しており、このため、原料輸入の
増大やいわゆる産業の空洞化の進行のおそれが生じている。  

○ 用途別食料輸入額の推移 
              （単位：10億円） 

（資料）総務庁他10省庁「産業連関表」から試算  

○ 食品製造業の海外進出動向 
              （単位：件、百万ドル、％） 

昭和50年 平成5年

仕向額 

（兆円） 

割合 

（％） 

仕向額 

（兆円） 

割合 

（％） 

合計 9.4 100.0 15.3 100.0

直接消費仕向 6.4 68.1 9.6 62.9

食品産業仕向 3.0 31.9 5.7 37.1

加工仕向 2.2 23.6 4.4 29.1

外食仕向 0.8 8.3 1.2 8.0

昭和55
年

60 平成5

輸入農水産物 1,954 2,172 2,471

 生鮮食品向け 857 629 1,343

 加工食品向け 914 1,371 734

 外食向け 183 172 395

輸入一次加工品 439 395 925

輸入最終製品 719 644 1,362

輸入食料計 3,112 3,211 4,758

昭和60
年

平成2 6

食品製造業対外 件 87 139 76



（資料）大蔵省「対外直接投資届出実績」、通商産業省「我が国企業の海外事業活動
動向調査」、「我が国企業の海外事業活動基本調査」 
（注）海外生産比率＝海外現地法人売上高／国内売上高  

○ また、多頻度小口配送等の物流要請の強まりや過度の日付管理等により上昇傾
向にあった物流コストは、近年の景気の低迷等を背景に低減傾向にあるが、より一層
の合理化・効率化が求められている。  

  

（資料）日本加工食品卸協会調べ  

（注）１ 首都圏に本社機能等を有している加工食品卸売業者についての資料である。  

   ２ 「1函」は、加工食品の種類等によって異なり、例えば、缶詰では4号缶24個入り、インスタ
ントラーメンでは紙袋30個入り等である。  

直接投資届出実
績 

数 

金額 90 821 1,260

製造業海外生産比率 3.0 6.4 8.6

 うち食料品 0.9 1.2 3.2



５ 消費生活  

○ 我が国における食料消費の動向を見ると、量的には昭和50年代以降すでに飽和
状態になってきている中で、より良質・安全・新鮮でバラエティに富んだ食料の供給を
求めるニーズが高まっており、このようなニーズの動向に的確に対応することが重要
になってきている。  

○ 日頃の食生活についての国民の認識 

 
（資料）総理府「食料・農業・農村の役割に関する世論調査」（平成8年9月）  

○ また、消費者は、食品選択に当たっての的確な情報提供を求めており、特に安全
性の確保に対する関心が極めて高くなっている。  

○ 我が国においては、栄養バランスが良く、食品の種類に多様性がある等の特色を
持つ「日本型食生活」が形成されているが、最近では、栄養バランスのくずれのおそれ
や無駄の多さなどの問題が生じている。  

  



  


