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１ 農業生産・農産物貿易の特徴 

 ○ 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。  

○ 農業生産の特質  

・ 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。  

 ○ 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、少数の特定の国が主要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おり、特に米国、EU諸国等の先進国の割合が高くな
っている。  

  

 ○ なお、米については、自給的生産という性格が特に強く、大生産国は大消費国で
もあるため、生産量の国別割合と輸出量の国別割合とは大きく異なる。  



  

 ○ このような中で、我が国は、主要な農産物の輸入について、米国に依存する割合
が極めて高くなっている。  

  

 ○ 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。  

  

○ 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情報を提供する。  

２ （略）  

 ○ また、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、1974年及び75
年の旧ソ連、ポーランドに対する小麦の輸出規制、1980年の旧ソ連に対する穀物の部
分的輸出禁止が行われた。  

○ 米国の1979年輸出管理法の概要  

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  

（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。  



２ 短期的な食料需給の変動  

 (1) これまでの推移  

  ○ 農産物については、農業生産・農産物貿易の特質等から主要輸出国あるいは
大消費国における作柄変動等が国際相場に大きな影響を及ぼしやすく、実際にこれま
でも国際価格は大幅な変動をくり返してきている。  

  ○ 特に、1972年の世界的な異常気象による農産物の減産、旧ソ連、中国等の穀
物の大量買い付け等を契機として、農産物の国際価格は著しく高騰した。  

    また、最近でも1995年の米国の天候不順による大幅な減産等により、1995/96
年度の穀物の期末在庫率が14％と過去最低の水準となったこと等から、1996年春か
ら夏にかけて穀物の国際価格が高騰し、小麦、とうもろこしについては、一時的には過
去最高水準を記録した。  

  

 (2) 短期的な食料需給変動の今後の見通し  

  ○ 中国が飼料穀物について輸出国から輸入国へ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体制の下で自由貿易が推
進され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可能性があ
る。  

  ○ また、農産物の主要輸出国は、1980年代に過剰在庫に苦しんだ経験から、基
本的には在庫水準を圧縮する方向に向かうものと考えられる。  

  ○ したがって、今後は、主要輸出国や大消費国における作柄変動等が国際需給



に一層強く影響し、短期的な食料需給は不安定性を増すものと考えられる。  

  



３ 中長期的な食料需給  

 (1) 食料需要の見通し  

  ○ 食料需要に影響を及ぼす最も大きな要因は、人口の増加である。  

 世界の人口は開発途上国を中心に引き続き大幅に増加し、2025年には80億人
と現在の1.4倍になると予測されている。 

  ○ また、このほかに食料需要に大きな影響を及ぼす要因としては、経済成長を背
景とした食生活の改善、高度化がある。  

    GDPの動向をみると、近年、中国・東アジア等のアジア地域の伸びが顕著であ
り、また、今後とも高い経済成長が継続すると見込まれる。  

○ 世界人口の予測（中位推計） 

（単位：億人） 

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

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



  

  ○ 開発途上国の１人当たり消費量は、経済成長を反映して、増加傾向にあり、今
後とも増加すると見込まれる。  

  ○ また、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消費が増
大することが見込まれ、これに伴い、飼料用穀物の需要が今後とも大幅に増加すると
見込まれる。  

  

○ 1人当たり穀物消費量、肉類消費量（1992～94年） 

1人当たり穀物消費量 1人当たり肉類消費量



  ○ 以上の事情を考慮すれば、世界の食料需要は今後大幅に増加すると見込まれ
る。  

    このような食料需要の見通しについては、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。  

1970～72年＝
100

1970～72年＝
100

世界平均 171kg 113 34kg 125

先進国 135kg 98 76kg 114

開発途上国 181kg 116 21kg 189

 アフリカ 141kg 114 13kg 107

 アジア 198kg 118 19kg 246

  中国 222kg 131 34kg 347

（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)

鶏卵 鶏肉 豚肉 牛肉

3kg 4kg 7kg 11kg

（注）部分肉ベースである 

○ FAOによる2050年の食料需要の予測（増加率）  

（単位：％） 

アフリカ 中南米 アジア 北米 途上国 先進国 世界全体

人口の増
加 

214 80 69 31 95 2 76

食生活の
変化 

64 7 38 0 40 0 28

全体 414 92 134 31 174 2 125

（資料）FAO「食料需要と人口増加」（1996年） 



  

機関 目標年
次

予測手法

米国農務省
（USDA） 

2005年  詳細な国別モデルを結合した「国別予測・政策分析モデル」により予測している。 

世界銀行 2010年  国・地域別（24カ国・地域）、穀物別（小麦、米、粗粒穀物）に、「世界穀物モデル」を
用いて予測している。 

国連食糧農

業機関  

（FAO） 

2010年  主要農産物についてモデルによる予測結果を基本としつつ、国毎に需要及び生産
の過去の趨勢を加味して予測している。 

農林水産省 2010年  将来にわたる人口増加率や経済成長率に一定の前提をおき、国・地域別（31ヵ国・
地域）、品目別（14品目）に、価格を媒介として各品目の需要と供給を世界全体で毎年
一致させる「同時決定動学需給均衡モデル」により予測している（「現状推移」と「生産
制約」の2つのシナリオ）。 

国際食料政

策研究所  

（IFPRI*） 

2020年  国・地域別（36ヵ国・地域）、品目別（17品目）に、同時決定動学需給均衡モデルによ

り予測している。  

（*）IRRIと同様に、世界の国々、世界銀行、国連等の支援を受けている国際研究機関 

ワールドウォ
ッチ研究所 

2030年  穀物価格の変動がないとの仮定の下で、生産量は主要13ヵ国の生産量をそれぞれ
基準年の一定倍して算出し（その他の国は人口割合から増加分を算出）、消費量は
人口増加分だけ見込んで算出している。 



 (2) 農業生産の見通し  

  ○ これまでの30年間で世界の人口が1.8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、このた
め、1人当たりの穀物収穫面積は徐々に減少している。  

    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
るが、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  

  1961～63年   1971～73年   1981～83年   1992～94年  

         

耕地面積（億ha）  

穀物収穫面積（億ha）  

穀物生産量（億トン）  

穀物単収（トン/ha）  

人口（億人）  

1961～63年 

 12.7   

  6.5   

  9.2   

  1.4   

 31（1962年） 

1992～94年 

 13.5（1992～93年） 

  6.9  

 19.3  

  2.8  

 55（1993年） 



   1.41トン/ha   1.90トン/ha   2.31トン/ha   2.79トン/ha  

     └──────┘└──────┘└──────┘  

     年率  3.0％   →   2.0％    →   1.7％  

  ○ 今後の農地面積の拡大の可能性については、研究成果が限られており、定説
的なものはない。  

    FAOは、開発途上国において農業の外延的拡大の可能な土地が約18億ha存在
すると考えられるものの、次のような制約を考えると、極めて限定された可能性にすぎ
ないとしている。  

   ① 農業開発可能地の大部分がサハラ以南アフリカ及び中南米に偏在する。  

   ② 農業開発可能地のうちの多くの部分が森林（少なくとも45％以上）または保護
された地域であり、簡単に農業の拡大のために利用できる土地と見なすことはできな
い。  

   ③ 農業開発可能地の2/3は土壌及び地形的な難点を持っている。  

（資料）FAO「2010年の農業」  

○ 開発途上国（中国を除く）における農業開発可能地の地域別分布（1988/1990年）  

（単位：百万ha） 

潜在的 

耕地 

現在の 

耕地 

農業開発可能地

サハラ以
南 

アフリカ 

中南米 近東・ 

北アフリ
カ 

東アジア 南アジア

2,572 757 1,816 797 869 16 97 38

(100) (44) (48) (1) (5) (2)

○ 農業開発可能地の内訳  

（単位：百万ha） 

農業開発可能地

森林地 保護地域 居住地

1,816 774 201 51

(100) (45) (12) (3)

（資料）FAO「2010年の農業」  



  ○ 近年、先進国においては、今後さらに単収の向上を図っていくため、バイオテク
ノロジー等を活用した先端的な農業技術開発が積極的に進められている。具体的には
従来の品種を超える多収品種や病虫害を防止する耐病虫性品種の育成による単収
向上、耐塩性、耐冷性、耐干性品種の育成による作付適地の拡大が目指されている。

（注）森林地、保護地域、居住地には重複がある。 

○ 農業開発可能地のうち、土壌的、地形的制約のある土地の割合  

                          （単位：％） 

急傾斜 

（16～45％） 

浅い土層 

（50cm未満） 

低自然 

肥沃度 

排水不 

良土壌 

砂質又は 

礫質土壌 

土壌化学性
の不良

左記のうち１
以上の制約要
因のある土地

10 1 38 20 23 1 67

（資料）FAO「2010年の農業」  

（注）個々の制約要因には重複があり得る。 

○ 開発途上国における米、小麦、とうもろこしの近代品種栽培面積の割合  

（単位：％） 

米 小麦 ﾄｳﾓﾛ
ｺｼ

年 1970 1983 1991 1970 1983 1990 1990

開発途上国 30 59 74 20 59 70 57

サハラ以南アフリカ 4 15 - 5 32 52 43

近東・北アフリカ 0 11 - 5 31 42 53

アジア  

（中国以外） 

12 48 67 42 79 88 45

中国 77 95 100 - - 70 90

中南米 4 28 58 11 68 82 46

（資料）FAO「2010年の農業」 

 公的農業研究・民間部門で生産された高収量品種（いわゆる近代品種）の栽培には、従来の
地元の伝統的な品種の栽培と異なり、化学肥料の投入、かんがい施設の整備等が必要であり、
開発途上国において普及が図られるためには相当の期間を要することとなった。 

○ 新技術開発の展望  

実用化レベルの新技術 近い将来実用化される新技 実用化までに時間がかかる



  ○ 品種改良等の成果を生かし単収を向上させるためには、かんがいの程度、肥
料投入量が重要な要素となる。開発途上国においては、かんがい面積、肥料投入量と
もに増加傾向にあるが、先進国においては、近年かんがい面積は横ばいで推移し、肥
料投入量も環境問題等から減少傾向にある。  

    また、人口の増加や都市化の進行等により、飲料水・工業用水等との水需要の
競合が見込まれる。  

  ○ アジア諸国におけるかんがい等への投資実績は、1980年代に入り減少傾向で
推移している。  

    また、世界銀行のかんがい事業への融資額も同様の傾向を示している。  

    なお、新規建設に係る資本コストは、開発条件が相対的に劣る地域にシフトして
いること等から、近年増加傾向にある。  

術（5～10年後） 新技術 

・ハイブリット品種（稲）  

・遺伝子操作による除草剤耐
性品種（大豆、なたね）  

・遺伝子操作による虫害抵抗
性品種（とうもろこし、馬鈴し
ょ）  

・遺伝子操作による病害抵抗
性品種（トマト、馬鈴しょ） 

・遺伝子操作による病虫害複
合抵抗性品種  

・遺伝子操作による耐塩性品
種  

・豆科作物の窒素固定能の向
上 

・遺伝子操作による耐冷性品
種  

・遺伝子操作による耐干性品
種  

・光合成能力の向上（Ｃ３植物
のＣ４化）  

・複数の遺伝子操作による飛
躍的多収化  

・豆科作物以外への窒素固定
能の付与 

○ 新たなかんがいシステムの建設に要する実質資本コストの推移  

（単位：ドル/ha） 

インドネシア 

（1985年価
格） 

フィリピン 

（1985年価
格） 

スリランカ 

（1986年価
格） 

タイ 

（1985年価
格） 

1966～69年 1,521 1,613 1,470 1,419

1970～74 1,681 1,882 2,056 2,584

1975～80 3,187 2,263 2,909 2,366

1981～85 3,283 2,688 5,288 2,276

1986～88 4,096 - 5,776 2,812



  

  

  ○ 窒素肥料の施用量の増加と地下水汚染の進展などから、米国、EU等では環境
保全型農業への関心が高まっており、各種対策が講じられている。  

（資料）国際食料政策研究所（IFPRI）「Asian Food Production in the 1990s」 



  ○ 世界の各地域で不適切なかんがい管理、肥料の多投入、過放牧、森林の過伐
等による土壌劣化や砂漠化の進行が指摘されている。  

    さらに、長期的には、二酸化炭素等の温室効果ガスの濃度上昇等による地球温
暖化やオゾン層の破壊、酸性雨等の地球環境問題の影響も懸念される。  

  ○ 以上の事情を考慮すれば、農用地の面的拡大の制約がある中で環境問題の
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おり、バイオ
テクノロジー等を利用した画期的な新技術の開発・普及の目処も必ずしも立っていない
ことから、需要の大幅な増加に対応して、これまでのように生産拡大を図っていくこと
が可能かどうか不透明である。  

○ 砂漠化の進行  

   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  

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

Desertification」（1991年）  

○ 先進諸国の農業における環境対策の例 

対策 各国の取組事例

投入規制 ・土壌保全のための休耕への助成（米国等）  

・肥料、農薬の使用に対する規制・課税（オーストリア、フィンランド等）  

・家畜飼養密度、堆肥の散布量の規制（オランダ等） 

環境規制 ・景観・土壌・野生生物を保護するための保護区の設定と、その区域内での
営農方法の制限（ノルウェー、米国等） 

環境保全的営
農への助成等 

・環境保全的手法での営農（肥料・農薬使用の抑制、耕地から牧草地への転
換等）に関する管理協定の設定と、これに対する交付金の支給（EU等）  

・有機農業への転換移行期の農家への助成（ノルウェー、スイス等） 

（資料）OECD「Agricultural and Environmental Policy Integration」（1992年） 



 (3) 中長期的な食料需給の見通し  

  ○ 以上のことからわかるとおり、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、今後
不安定な局面が現れ、場合によってはひっ迫することもあると考えて対応策を確立し
ておく必要があると考えられる。  

   

  ○ 農林水産省では、平成7年（1995年）12月に世界食料需給モデルによる2010年
の世界食料需給予測を公表した。  

    このモデルは、将来にわたる人口増加率や経済成長率について一定の前提を
置き、価格を媒介として、各品目の需要と供給を世界全体で一致させる「同時決定動
学需給均衡モデル」であり、1992年を基準年として、2010年までの農産物の生産量、
消費量、国際価格等を次の2つのシナリオの下に試算している。  

   ① 現状推移シナリオ  

     耕種作物について、現状の単収の伸びが継続するものと見込む。  

   ② 生産制約シナリオ  

     今後、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、単収
の伸びが鈍化するものと見込む（今後10年間で徐々に現状推移シナリオの伸びの1/2
に低下）。  

○ 世界食料需給モデルのフローチャート  



  

  ○ その結果は、現状推移シナリオにおいては、穀物及び大豆の国際価格（実質）
は概ね横ばいないし若干強含みで推移すると見込まれるが、生産制約シナリオにおい
ては、穀物及び大豆の国際価格は徐々に上昇し、2010年には基準年の2倍程度まで
上昇すると見込まれるというものである。  

○ 世界食料需給モデルによる穀物及び大豆の国際価格の予測  



  

  ○ なお、世界の各種研究機関等が行っている世界の食料需給予測においては、
前述したとおり、食料需要の見通しについては概ね一致しており、大きく見方が別れる
のは農業生産が食料需要の増大にどの程度対応できるとみるかである。  

  ○ 世界銀行が1993年に発表した見通しでは、世界の食料生産は需要の増加に見
合って増加し、開発途上国の輸入は2010年には倍増するものの、先進国の輸出拡大
と旧中央計画経済圏の純輸入の減少によって賄われるとしている。  

    なお、一般的に、モデルによって予測している場合、定量化が難しい農用地の



面的拡大の制約や環境問題の影響等が織り込まれにくいという問題がある。  

  ○ 一方、ワールドウォッチ研究所のレスター・ブラウン所長が1994年に発表した予
測（「飢餓の世紀」）では、今後40年間で穀物生産は369百万㌧の増加（過去40年間の
1/3弱）しか見込めず、世界全体の不足量は526百万トンになり、1人当たりの穀物供給
量は240kg（インド人の現在の消費量200kgよりも2割多い水準）に低下するとしている。

    この見通しは、穀物価格の変化が需要及び生産に及ぼす影響を考慮していな
いところに問題があると考えられる。  

○ 世界の各種研究機関等による世界の穀物需給の予測  

  

  


