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１．開会 

○部会長 ただいまから食料・農業・農村基本問題調査会食料部会の第２回会合を始めさせてい
ただきます。 
 本日は大体４時半くらいまで時間を取っていただいております。よろしくお願いいたします。 
○部会長 最初に第１回のときに所用で御出席いただけなかった委員の方々がいらっしゃいます
ので、御紹介させていただきます。（以下略） 

２．政務次官挨拶 

○部会長 本日は農林水産政務次官にも御出席をいただいておりますので、最初に一言政務次
官の方から御挨拶をいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 
○農林水産政務次官 今日は基本問題調査会の食料部会第２回目ということで、委員の皆様方
にはお忙しい中を御参集いただきましてまことにありがとうございました。長い時間になろうかと思
いますが、どうぞ忌憚のない御意見の開陳をしていただければ幸いかと思います。今日は資料等
を用意いたしまして「世界の食料需給」についての説明を後ほど事務局の方から行わせていただ
きますが、食料につきましては、第１回目の部会のときに私なりの考え方を申し上げておりますの
で繰り返すことは避けたいと思います。 
 先日、国連の食料農業機関（ＦＡＯ）の事務局長が日本においでになりましていろいろな方とお話
し合いをされましたけれども、食料というのは非常に大事であるし、これから世界の人口が増えて
いく中で、あるいは食料が不足している人口が増えていく中でどのようなあり方がいいのであろう
か、そういう問題意識を持ってＦＡＯの事務局長がお仕事をされているとのことでした。たまたま昨
年の11月に食料サミットも開かれまして、各国の取るべき食料政策についての御議論があったこ
とは御承知のとおりであります。私どももこうした場で日本の食料政策はいかにあるべきかという
考え方を固め、そしてそれを政治の中にきちんと取り入れ日本としての食料政策を固めた上で、
それから農業政策、漁業政策、あるいは林産物政策を決めていかなければならないだろう、そう
いう意味で、この部会の持っている意義は非常に大きい、これは前の繰り返しになりますが、その
ように考えているわけでございます。 
 たまたまＥＵの農業委員と約束がございまして、20日から私もヨーロッパの方へ出かけてまいり
ましていろいろ意見交換をしてくるつもりでおります。特に比較的農業の弱い地域と言っては誤解
が生ずるかもしれませんが、フィンランドでありますとか、スウェーデンですとか、そういう特殊な地
帯でどのような食料政策がとられているかということについても勉強して帰ってまいりたいと思って
いるわけでございます。したがいまして、次回予定されております会合には私は欠席をさせていた
だきますが、お許しを願いたいと思う次第でございます。 
 いろいろと申し上げることはいたしません。ひとつ活発な御議論をお願い申し上げまして私の冒
頭の御挨拶にさせていただきます。ありがとうございました。 
○部会長 どうもありがとうございました。 

３．資料説明 



○部会長 本日のテーマは「世界の食料需給の見通し」ということでございます。これを中心に議
論を進めたいと存じます。あらかじめ事務局の方で検討の参考になる資料を用意していただいて
おりますので、最初にこれを御説明いただきまして、その後で委員の皆様方と意見の交換等を行
いたいと考えております。 
 それでは御説明をお願いいたします。 
○事務局 それでは資料の説明をさせていただきます。資料３、横長の資料で「世界の食料需給
について」でございます。１ページ目は、まず農業生産、あるいは農産物貿易の特徴という点でご
ざいます。左の文章にありますが、農業生産は自然条件の制約を受け、生産量が変動しやすく、
需給事情の変動にも迅速に対応することが難しい状況である。こういった農業生産の特質に加え
まして、その下の文章でございますが、農産物は基本的には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という構造になっているということで、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ということでございます。 
 農業生産の特質ということで右上の囲みに簡単に要約をつけておりますが、土地条件、あるい
は水利、気象といった自然条件の制約を強く受け、こういった影響によりまして生産量が変動しや
すいこと、また、生産に一定の期間を要するとか、生産の追加・中断が困難であるということ、さら
には生産物の貯蔵性も乏しいということから、需給変動には迅速に対応することが難しいという状
況を簡単に要約しております。 
 また右下の方には穀物等の世界の総生産量のうち輸出に向けられるものの割合ということで整
理いたしておりますが、この中では小麦、大豆で20％くらい、とうもろこしで10％くらいで、米に至り
ましては５％程度ということで、輸出に仕向けられる割合が低いということを示しております。 
 ちなみに工業製品であります自動車は同じ年次で大体38％、４割近くということでございますし、
工作機械は58％くらい、６割近くが輸出に仕向けられるという状況のようでございます。 
 ２ページ目に移りまして、農産物貿易の特徴ということで左上に要約しておりますが、少数の特
定の国が主要農産物の輸出において大きな割合を占めている構造になっています。特にアメリカ
等の先進国の割合が高いということと、下の方の文章にありますが、米につきましては自給的生
産という性格が特に強く、生産の国別割合、輸出の国別割合、この姿が大きく異なっているという
ことでございます。まず右上の方に輸出国の国別割合を取っておりますが、例えば小麦ですとアメ
リカ、カナダ、フランス、この３国で６割以上でございますし、とうもろこしは上位３国で８割くらい、大
豆に至りましては上位３国で９割に達するというような割合になっているわけでございます。 
 なお、米ということで上下を見比べていただきますと、下の方に大生産国とありますが、中国は３
分の１を生産し、インドが22％という数字になっておりますが、片や輸出国で見ますと、タイが３割
近くで、続いて米国、ベトナムということで、生産国と輸出国では姿を異にしているということがこれ
でおわかりいただけるのではないかと思います。 
 ３ページ目でございますが、こういう世界の農産物の生産と輸出の状況の中で、我が国がどのよ
うな国から農産物を輸入しているかということを整理しているわけでございますが、アメリカへの依
存する割合が極めて高いということでございます。右のグラフを見ていただきますと小麦で55％、
とうもろこしに至りましては98％、大豆が85％くらいということでアメリカへの依存度が極めて高い
ということでございます。 
 こういった中で、ＷＴＯの農業に関する協定で、輸出国側の供給責任というものがどのような状
況になっているかということを下の方に御紹介しております。左の下の文章のＷＴＯの農業に関す
る協定に関する説明の中でアンダーラインを引いて「輸出国の供給責任が十分担保されていると
は言えない」と書いておりますが、具体的な規定は右下の方に第12条を抜粋いたしております。輸
出の禁止及び制限に関する規律の、第１項で、「加盟国は食糧の輸出の禁止又は制限を新設す
る場合には、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」という規定と、（ｂ）
項におきまして、「輸出の禁止又は制限を新設するに先立ち、措置の性質等について書面により
通報し、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協議する」とい
うような規定等はございますが、協議規定等ということでございまして、いわば供給責任というとこ
ろまで踏み込んだ中身にはなっていないということでございます。 
 ４ページ目でございますが、左の方の文章に、我が国が一番農産物を依存しており、最大の輸
出国でありますアメリカの場合、国家安全保障上や外交政策上等の理由によりまして農産物の輸
出を規制または禁止できる法律がありまして、具体的には、過去1973年、74年、75年、80年と禁輸
措置が取られているということでございます。 
 右の方に現在の1979年輸出管理法の概要を御紹介しておりますが、具体的にはこの中身につ
いては１～３までの理由で輸出規制が行われるということでございます。特に左側の文章の下か



ら２行目にあります1980年の旧ソ連に対する輸出禁止は、この当時は必ずしも国際的な穀物需給
がタイトであった時代ではございませんが、ソ連によるアフガニスタン軍事介入が行われたという、
右の条項でいいますと１番ないし２番、国家安全保障あるいは外交政策を理由として部分的な輸
出禁止が行われたということでございます。 
 ５ページ目からが短期的な食料需給の変動の過去及び将来に向けての状況を御紹介いたして
おります。まずこれまでの推移でございますが、先ほど申し上げました農業生産なり農産物貿易
の特質から、主要輸出国あるいは大消費国における作柄変動が国際相場に大きく影響していると
いうことでございます。その下の文章の上から４行目あたりに、一昨年の米国の天候不順による
大幅な減産により、1995年ないし96年の期末在庫率が14％という過去最低水準になったことか
ら、昨年春から夏にかけましてかなり国際価格が高騰しまして、小麦、とうもろこしについては過去
最高水準の価格になったということでございます。具体的な1960年以降の価格の推移は右のグラ
フにあるような動きをたどっているわけでございます。 
 ６ページ目が今後の短期的な見通しでございます。左の文章の方に、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と書いておりますが、具体的には、中国の場合、と
うもろこしを1980年の半ばから数百万トンレベルの輸出を行って、特に92年、93年のころは1,000
万トンを超えるような輸出を行っていたわけでございますが、95年には一転して輸入国に転じてい
るという状況でございます。こういったことに見られますように、世界の農産物貿易の構造自体が
変化してきており、また、新しいＷＴＯ体制のもとで自由貿易が推進され、輸出国はアメリカなどの
特定の国、あるいは地域に今後一層集中する傾向が強まる可能性があるのではないかということ
でございます。 
 それから、農産物の主要輸出国は1980年代に過剰在庫に苦しんだということで、基本的には在
庫水準を圧縮するような方向にあるということ等から、一番下の文章に整理しておりますように、
短期的な食料需給は不安定性が増してくるのではないかというように見ているわけでございます。
 右の方のグラフに生産量と消費量の水準、それから期末在庫率を掲げておりますが、73年の時
点において15.3％ということでかなり低い在庫水準があったわけでございますが、その後20％台を
オーバーしまして、一番高い時は86／87年に28.5％になりましたが、これが先ほど申し上げました
95／96年には14.2％とかなり在庫水準が下がったということでございます。 
 ７ページ目から中長期的な食料需給でございます。まず食料需要の見通しでございますが、食
料需要に最も大きい影響を及ぼす要因は人口の増加で、これは再三にわたって御説明していると
おりでございますが、2025年には世界人口が80億人に達するという予測がなされております。また
下の方に文章で書いておりますが、このほか経済成長を背景といたしました食生活の高度化の見
込みがあるということで、特にアジア等において高い経済成長が続くのではないかという見通しも
あるわけでございます。 
 ８ページの左の文章にありますように、1人当たりの消費量は、開発途上国の場合は今後とも増
加傾向にあるということ、さらにはアジアを中心にして畜産物消費等が増大することに伴う飼料用
穀物の需要が今後とも大幅に増加するのではないかということでございます。具体的には、右上
にありますように、先進国は１人１日当たりの供給熱量はほぼ飽和水準に達し、むしろ最近は減
少傾向にあるわけでございますが、開発途上国は依然として低水準であるということで右肩上が
りに伸びている状況でございます。 
 またその下の表に整理しておりますが、１人当たりの穀物消費量、あるいは肉類の消費量を見
ていただきますと、特に開発途上国においては、どちらも20年前と比べますとかなり伸びていると
いう状況でございます。一番下に中国が載っておりますが、肉類消費量が20年前と比べますと３
倍強伸びているという状況でございます。 
 ９ページ目でございますが、以上の事情から今後世界の食料需要は大幅に増加すると見込まれ
ております。この食料需要の見通しにつきましては世界の各種研究機関がいろいろな予測を行っ
ておりますが、概ね一致しております。右上の方にグラフで示しておりますが、世界の穀物需要
は、1988～90年の実績値で17億トンというレベルでございます。これがＵＳＤＡ（アメリカ農務省）の
2005年の見通しでは21億トン、その右にあります世銀の2010年の見通しでは22億9,000万トン、Ｆ
ＡＯの見通しでは同じ2010年で 
 23億トン強、一方農林水産省の見通しを２つ示しておりますが、22億トンから23億9,000万トン、
それからＩＦＰＲＩというところが出しております2020年の見通しが27億トン、それからワールドウォッ
チ研究所が出しております2030年の見通しが27億トンということで、若干の違いはありますけれど
も、傾向としては、ほぼ同じような見通しを行っているということが言えるのではないかと思いま
す。 



 左下にＦＡＯにおける2050年の超長期の食料需要の予測、これは増加率だけで示されているわ
けでございますが、この表の右端を見ていただきますと、1995年と比べまして、世界全体で人口の
増加によりまして76％増え、さらに食生活の変化によりまして28％増えるということで、全体といた
しましては1.76×1.28ですので125％の増、1995年の倍以上の食料需要が見込まれるのではない
かという予測をしているということでございます。 
 10ページ目から、農業生産の見通しでございます。これは前回御紹介した点と一部重複するわ
けでございますが、この30年間で世界の人口は1.8倍に増加しておりますが、穀物の生産はこれを
上回る2.2倍の増加となっているわけでございます。この中で穀物の収穫面積はほぼ横ばいでご
ざいまして、生産量の増加のほとんどは2.1倍に増加した単収の伸びに依存しているということで
ございます。ただし、その単収の伸び自体も鈍化傾向にあるということでございます。 
 右の方に表やグラフで整理しており、右下には単収の10年タームの伸びをつけております。一番
下に年率換算ということで、1960年代が年率３％の伸び、これが70年代は2.0％、80年代は1.7％と
いうことで伸び率自体が徐々に鈍化してきているということがおわかりいただけるのではないかと
思います。 
 11ページ目が今後の生産拡大の可能性ということを考える場合の農地面積の拡大の可能性に
ついて整理しているものでございます。農地面積の拡大の可能性については研究成果もほとんど
ありませんで、定説的なものはございません。その中でＦＡＯが物理的にと申しますか、農業の外
延的拡大の可能な土地ということでは約18億ｈa存在するという数字を出しております。ただし、こ
のＦＡＯの見込みではいろいろと制約があるということで、この18億ｈaのうち面積拡大の可能性と
いう点につきましては極めて限定された可能性にすぎないと言っているわけでございます。 
 具体的には、①にありますように、農業開発可能地が非常に偏在しているということ、②として、
この地域のうちでも多くの部分が森林または保護された地域ということで、単純に農業拡大のため
の農地としてみなすことはできないという点、③として、この地域自体が土壌的、あるいは地形的
な難点を持っているということでございまして、その状況は右の表に整理しております。開発途上
国の潜在的耕地が約26億ｈa、現在の耕地が8億ｈa弱ということで差し引き農業開発可能地は18
億ｈaとなっておりますが、開発可能地域のうちに森林地ないし保護地域が半分程度を占めている
ということとか、土壌的・地形的制約要因のうちどれか一つ以上の制約要因がある土地が３分の２
を占めているという点が同時に記述されているわけでございます。 
 12ページ目がバイオテクノロジー等の技術の問題でございます。左の文章に整理しております
が、現在、先進各国を中心といたしまして単収の向上を目指しましたバイオテクノロジーを活用し
ました先端的な農業技術開発が進められているということでございます。従来の品種を超えます
多収品種等の育成によります単収向上、あるいは耐塩性、耐冷性品種等の育成による作付適地
の拡大が目指されているということでございます。 
 右上の表に開発途上地域における米とか小麦等の近代品種、すなわち高収量品種の作付割合
が、過去からどのように伸びてきているかということが示されております。地域によって若干バラつ
きがございますし、また品目によっても若干のバラつきがございますが、例えば中国のようにほと
んどのものが近代品種に置き換わっているという地域等もありますし、片やそういったものが進ん
でいない地域もある。全体といたしましては米とか小麦について７割は近代品種に置き換わってい
るということでございます。 
 それから新技術開発の展望ということで、バイオテクノロジー関係で、実用化レベルの段階に達
しているもの、それから近い将来、すなわち５～10年後に実用化される新技術、それから実用化さ
れるまでに時間がかかると言われています新技術について整理しておりますのが下の表でござい
ます。 
 13ページ目が単収を向上させるための問題ということで、かんがいあるいは肥料投入量につい
て整理しているものでございます。先進諸国におきましてはかんがい面積は横ばいでございます
し、肥料投入量はむしろ減少傾向にあるわけでございますが、開発途上国におきましては、かん
がい面積、肥料投入量ともに増加傾向にあるわけでございます。ただ、人口の増加とか都市化と
いうことで飲料水、工業用水等との水需要の競合ということが見込まれるということでございます。
 その下の方に文章でありますように、アジア諸国におきましては、かんがい等への投資実績が
1980年代に入りまして減少傾向にあり、世銀のかんがい事業の融資額も同様の傾向を示してい
るということでございます。なお、当然のことながら開発条件が相対的に劣るような地域にシフトし
ていくということで、新規建設に係る資本コストは近年増加傾向にあるということです。それらを整
理しましたものが右上の表と右下の各国別のかんがい投資実績の推移、それからかんがいの新
規建設に係る資本コストの状況ということで左下の表に整理いたしております。 



 14ページ目でございますが、先進諸国の農業における環境対策の例、あるいは砂漠化進行の
例等々、前回御紹介いたしました資料と同じですので、これは省略をさせていただきたいと思いま
す。 
 15ページ目からは中長期的な食料需給の見通しについて御紹介いたしております。左上の文章
で上から５行目以降に、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ということで、農
林水産省で一昨年12月に公表いたしました世界食料需給モデルのことを紹介いたしております。
これは「同時決定動学需給均衡モデル」という各国別に各品目の需要と供給を世界全体で一致さ
せるモデルで、1992年を基準年といたしまして2010年までの農産物の生産量と消費量に国際価
格をリンクさせながら２つのシナリオのもとに試算したものでございます。 
 具体的なシナリオとしては、現状推移シナリオと生産制約シナリオになるわけでございますが、
現状推移のシナリオは、現状の単収の伸びが今後引き続き2010年まで続くというように見込んで
生産量を予測したものでございます。生産制約シナリオは、この単収の伸びが環境問題等の制約
によって徐々に低下していきまして、今後10年間で現状推移シナリオの２分の１程度しか伸びない
という前提で試算したものでございます。 
 16ページにその結果を示しておりますが、現状推移シナリオにおきましては穀物や大豆の国際
価格は概ね横ばいないし１～２割程度の高めの若干強含みで推移すると見込んでいるわけでご
ざいます。一方、生産制約シナリオにおきましては、2010年においては基準年の２倍程度まで価
格が上昇するのではないかというように見込んでいるわけでございます。 
 17ページに、世界の各種研究機関等が行っております世界の食料需給予測につきまして概括
的にまとめておりますが、食料需要の見通しにつきましては概ね一致しており、農業生産が食料
需要の増大にどの程度対応できるかということによって見方が分かれているということでございま
す。一つの例として、世銀が1993年に発表した見通しを紹介しておりますが、この中においては、
食料生産は需要の増加に見合って増加し、開発途上国の輸入が2010年には倍増するものの先
進国の輸出拡大等によって賄われるという見通しを立てているわけでございます。 
 ただ、こういったモデルの場合の問題点といいますか、非常に難しい点は、なかなか定量化でき
ない農用地の面的拡大の制約とか環境問題の影響等がモデルの中に組み込めないという制約、
これはモデルの宿命でございますが、そういうことがあるということでございます。 
 それから左下の方はワールドウォッチ研究所という民間の研究所が出しました2030年の見通し
でございますが、需要が大幅に増加する一方、穀物の生産が３億7,000万トン程度の増加しか見
込めないということで、世界全体で５億トン程度の不足が生じるという見通しを出しております。こ
の見通し自体については穀物価格の変化が適切に織り込まれていないという問題がございまし
て、要は需給がタイトになってまいりますと、穀物価格の上昇が需要に対しては抑制要因に、生産
に対しましては増加要因になるということについて全く考慮が払われていないという批判がなされ
ているということでございます。いずれにいたしましても、要約して申し上げますと、需要の見通し
につきましてはほぼ一致、生産をどのように見るかということで長期的な見通しが分かれてくると
いうことになるのではないかと思います。 
 以上が用意いたしました資料で、世界の食料需給の現状及び今後の見通しということでござい
ます。 
 資料４でございますが、第１回目の部会におきまして各委員の方々からいろいろな資料要求が
ございまして、ただいま御説明いたしました資料の中に盛り込んだものもございます。また事項か
らしまして次回以降の部会において御紹介するのが適切かと思われるものがありまして、そういっ
たものにつきましては次回以降の部会において御披露させていただきたいと思いますが、さしあた
って３点だけ資料４にまとめておりますので御紹介をさせていただきたいと思います。 
 まず１ページ目が諸外国における輸入の安定化のための取組み事例ということでございます。１
ページの左の文章にありますが、一般的に２国間の輸入の取り決めという場合はどちらかという
と、輸入の急増によりまして国内生産への影響を防止するという観点からの協議ということが一般
的でございまして、安定輸入ということでの協議につきましては、取り決め自体が公表される性格
ではないということでなかなかその実態を把握することは難しいという状況でございます。 
 多国間の取り決めということでは、これは国際商品協定ということになるわけでございますが、小
麦、砂糖、コーヒー、ココアというものについて協定が締結されているということでございます。具体
的には右の表に示しておりますが、こういった商品協定においては、当初、価格帯の設定とか、輸
出保証数量の約束といういわば経済条項が設けられていたわけでございますが、最近は、長期
的な過剰基調とか市場実態を重視する先進国の意向等を背景に経済条項は撤廃されまして、情



報交換とか統計整備が規定されているのみというような商品協定になっているということでござい
ます。 
 なお、２ページ目の方にＦＡＯが世界の食料安全保障達成のための諸活動の一環としてというこ
とで、商品問題委員会で需給等の食料・農業に関する各種の情報交換、あるいは情報提供を定
期的に行っているということを御紹介いたしております。 
 ２点目が、アジア、東欧の各国の農業就業人口と農業生産の推移ということで３ページ目に整理
をいたしております。３ページがアジア、４ページ目が東欧ということになるわけです。この表は、①
の下の（注）にありますが、農業経済活動人口とは主として農業、林業、狩猟業又は漁業に従事
するすべての者ということで、ＦＡＯによります推定値となっております。またこれが1975年以前と
80年以降では推定方法が違っているという問題がありますが、1965年を100として指数等を括弧
書きで下につけております。 
 一番上の文章に要約しておりますように、アジア諸国におきましてはほとんどの国において総人
口の増加と比例して農業経済活動人口も増加してきているということと、一部の国を除きますと穀
物生産はこの30年間で経済活動人口の伸び率を上回って伸びているわけでございますが、90年
代に入りますとその増加率は低下しているということが言えるのではないかということでございま
す。 
 ４ページ目に同じく東欧の状況をまとめておりますが、東欧各国は、上の文章に要約しておりま
すように、ほとんどの国では農業経済活動人口は急激に減少し、近年では安定化と申しますか、
ほとんど同じような数字になっているということでございます。 
 それから、穀物生産の状況は90年代以降の市場経済の移行初期は急激に生産が低下しており
ますが、近年は、改革前の水準には達しないものの回復基調ということが言えるのではないかと
いうことでございます。 
 ３点目は、５ページ以降、各国における遺伝子組換え作物への対応の現状ということでございま
す。左側の文章の方に（１）遺伝子組換え技術の概要として、遺伝子組換え技術は目的とする遺
伝子だけを取り出して作物に人為的に導入するなど遺伝子レベルの操作を行うということで、農作
物の改良の幅を拡大でき、食料生産の増大に寄与するものと期待されているということでござい
ます。この中で（２）にありますが、世界における遺伝子組換え作物の開発状況でございますが、
世界で商品化されている作物は、トマトですとか害虫に強いとうもろこし、大豆、なたねといったも
ので、特にアメリカ、カナダ等では病虫害や塩害に強い小麦、あるいは良質の油成分に富むなた
ねの開発、さらに我が国では光合成能力の一部をとうもろこし並みに強化した稲等の組換え作物
の改良を目指して研究を進めているという状況を御紹介しております。 
 それから、世界における遺伝子組換え作物の普及状況でございますが、開発者からの聞き取り
によりますと、平成８年度で作付面積が概ね１～２％であったと推定されますが、９年度におきまし
ては大幅な増加が見込まれ、少なくとも10％とかそういうオーダーになっているものもあるというこ
とでございます。 
 ６ページ目は遺伝子組換え作物に対する安全性の評価ということでございます。一番上の○の
上から２行目あたりに、ＯＥＣＤで合意されました共通の概念に基づきまして各国で遺伝子組換え
実験に関する指針が策定されているということでございます。具体的には、２番目の段にあります
ように、「実質的同等性」ということで組換え作物と元の作物とを比較して様々な性質に変化がな
ければ元の作物と同程度に安全であると判断してよいという考え方であります。我が国の場合
は、３段目にありますように、安全性評価指針が環境、食品等の各分野において定められている
ということでございまして、開発者はこれらの指針に基づきまして自ら安全性評価を行い、指針に
適合していることの確認を指針所管大臣に求めることができるということでございます。 
 平成８年以降これまでに食品としての安全性が確認されたものは15品目で、うち環境に対する
安全性が確認されたものが12品目ということで、その状況は右下の表に整理しております。 
 ７ページ目が各国における遺伝子組換え作物への対応の現状等ということでございます。遺伝
子組換え技術を用いて開発された農産物に由来する食品については、少なくとも識別して選択で
きるように表示すべきであるという指摘がなされているということですが、この食品の表示につきま
しては各国の対応は様々となっている状況にあります。ＦＡＯとＷＨＯが合同して設けておりますコ
ーデックス委員会におきまして、遺伝子組換え食品の表示に関する検討が行われているという状
況でございます。 
 我が国については下の段に整理しておりますが、上から４行目あたりに、食品流通局長の私的
懇談会におきまして、消費者の要望ですとか、生産・流通の実態、あるいはコーデックス委員会の
食品表示部会での検討状況等を踏まえながら、現在、調査・検討を行っている段階でございま



す。 
 なお、各国の対応状況は７～８ページにかけまして右の方に整理をいたしております。 
 以上が今日の資料及び前回の要求資料のうちこの資料以外でとりあえず整理させていただいた
ものを御紹介させていただきました。 
 以上でございます。 
○部会長 どうもありがとうございました。 
 ただいま事務局の方から資料の御説明をいただきましたが、この世界の食料需給というのは非
常に大きな問題でいろいろな面から考えなければいけない問題でございますが、非常に要領よく
まとめて御説明いただいたかと思います。 

４．質疑 

○部会長 それでは今御説明いただきました資料をもとにいたしまして御質問なり御意見、あるい
はさらに新しい追加的な資料の御請求なり、時間の許す限りどなたからでも御自由に御発言くだ
さい。 
○委員 それでは簡単なところから一つ質問というか、確認ですが、15ページの同時決定動学需
給均衡モデル、非常に難しい名前でありますが、先ほどの説明をこのように理解してもよろしいん
でしょうか。つまり、需要が増えてくれば価格は上がっていく、価格が上がれば生産を刺激する、
あるいは消費の方も価格が高くなり過ぎたから少し控えるということが相まって、需要は確かに増
えるけれども、それによって多少生産は刺激されていって、幾かの機関の見通しによれば2010年
とか2005年とかいろいろございますが、生産量と消費量は均衡する、等しくなるというように理解し
てよろしいわけですか。 
○事務局15ページのフローチャートにより説明いたしますと、需要は人口とか経済成長とか、細か
く言いますと所得弾性値とかそういったものによりまして各国、あるいは各品目ごとに算出されま
す。一方、生産につきましては面積とか技術変化の要因等によりまして各国・品目別に算出されま
す。この生産と需要の差である純輸出入量が、国際市場でゼロになるように、生産量、需要量が
均衡するような価格水準が達成され、その中で世界全体の生産量がどの程度になるかということ
が算出されてくるというわけでございます。価格が上昇すれば当然生産は刺激されますし、需要
は抑えられるというモデルの中で決定される価格水準で、どこまで生産が伸びていくかということ
を出しているということでございます。 
○委員 そうしますと、価格は確かに高くなって、場合によると２倍くらいになるということもあり得
ると思いますが、日本は仮に２倍くらいに値段が高くなっても今の経済力からいえば買おうと思え
ば買えるということになると、この資料は、将来の供給の不安定さは日本にとって非常に心配だか
ら何とかしなければいけないということを考えた時には余り説得力のない資料ではないかという気
がするんです。むしろもうちょっと先へ行った時に、価格が上がった場合日本がそれでも買うことが
できるかどうか、輸入することができるかどうかというところまで推測をすることができれば、将来
に対して何らかの備えをしなければいけないというような理論づけができるのではないかと思うの
です。 
 ですから、これを見ていて感じたのは、頭の中で漠然と考えていても2010年というのはこれから
12～13年のことですから、今から大変激しく変わっていくということは予測しにくい。むしろその先
の2020年とか2025年、あるいは2030年という場合に一体どうなるのだろうかというようなことがわ
かれば、もう少し世界の食料需給が見えてくるのではないかと思うんです。あるいは次回に予定さ
れているのかもしれませんが、このことが日本の食料自給を考えていく上での大変大事な前提だ
と思いますから、そこのところまでの推測はできるのかどうかという点はどうですか。 
○事務局まずこれはモデルでございますので、当然自由貿易を前提にした中で各国が輸出規制
とかそういったことを行わないという前提での価格関係がどうなるかという予測しかできません。そ
ういった前提での制約、例えば価格がもっと上昇した時に輸出規制を行うような国が出てくるとい
った制約要因などは全く加味できないというそもそもモデル自体の制約があろうかと思います。し
たがいまして、このような予測を行う以上は、あくまでも金さえ出せば買えるという前提で何倍にな
るというような予測しかできないという性格のものではないかと思います。 
 それから2010年以降の数字ということになりますと、一部のＩＦＰＲＩとかワールドウォッチ研究所
のように2020年とか2030年という数字を出しているところがございますが、私どもには2010年のモ
デルがございまして、この先ということになりますと若干手直しとか、それから要因として十分であ
るかどうかというようなことを検討しなければいけないわけでございますが、どの程度できるかはち



ょっとお時間をちょうだいいたしまして作業は進めさせていただけたらと思っております。 
○委員ただいまの質問と似ているのでございますが、中進国といいますか、そういう国は今後の
発展に比例して肉をどのくらい食べるかという問題、この辺のところは今後の需要予測の中では
どのように見込まれているかということであります。当然所得弾性値でいろいろおはじきになって
いると思いますが、これが予想以上の穀物の需要増加を来して、金のある国は穀物も肉も食べら
れるけれども、例えばアフリカのサハラ地域とか南の方の人たちにはとても高くて買えないという
ようなことも出てくる。このようなことは人道上の大変大きな問題になってきて、そういう問題を解決
しなければ日本の食料の安定供給は国際的な輸入が多くなれば大変難しい問題になるという意
味で、これから所得水準の向上とともに肉をどのくらい消費していくか、ここが非常に大きいと思う
のです。中国などの場合、私は特に数字的に見通しが難しいところがあるなというように思ってお
ります。そういう意味で、どのようにその辺をお考えになってこの数字はできているものかというこ
とを伺いたいと思います。 
○事務局肉の消費につきましては、今日の資料の８ページ目の右側の表に、1970～72年と比較
いたしました1992～94年までの20年間の推移を示しておりまして、開発途上国の肉類の消費量は
全体として１人当たり1.9倍程度に伸びています。この中でもアジア、特に中国の伸びが大きいとい
うことをお示ししております。我が省で行いました2010年の長期見通しでは、中国の牛肉の消費量
は1992年で大体250万トン程度で、2010年には1,100万トン強に伸びる、すなわち、４倍強の伸びに
なるという見通しをしておりまして、いわば経済成長が高いところは肉等の消費が増えるという見
通しをしているところでございます。 
○委員大ざっぱなところでよろしいんですが、１人当たりにするとどのくらいになりますか。 
○事務局 現在は34kg程度ですが。 
○委員私は34kgでも相当なものだなと思っておりますが、それがそんなに大幅に増加するのでし
ょうか。 
○事務局今申し上げましたのは牛肉だけでございまして、中国の場合、一番大きいのは豚肉でご
ざいまして、現状、2,700万トンが5,200万トンくらいになる。牛肉は先ほど申しましたように250万ト
ンくらいが1,100万トン強になる。それから羊の肉が130万トン弱が250万トンくらいになるということ
で、大体倍くらいになっていくというような見通しでございまして、２倍から、物によりましては４倍く
らいという見通しになっております。 
○部会長 よろしいですか。 
○専門委員 先ほどの15ページの同時決定動学需給均衡モデルに関してですが、生産制約シナ
リオの場合、2010年の見通しで、価格が倍の時点で需給が均衡するのではないかという計算があ
るわけです。それはそういうことなんでしょうけれども、その場合、地球上における飢餓ないし栄養
が足りていない人口８億人がどうなると想定しているのですか。需給が均衡するということは生産
が増え、かつ需要が減って均衡するわけですね。自由に貿易されるという前提で実際に金のある
ところは金を出して買えるでしょうけれどもそうなった場合、需給均衡の時点で、世界全体の飢餓
なり栄養が不足する人口との関係では一体どのようになるんですか。 
○部会長 これは推計値はありますか。 
○事務局 先ほどの総量でいきますと、17ページを見ていただくとおわかりいただけますが、現状
推移の場合は価格が抑えられますので世界の消費量が23億8,800万トン、一方、生産制約の場合
は22億トンということですので、差し引き１億8,000万トン程度の差があるわけでございまして、当然
この程度消費を抑えなければいけないということになってくるわけでございます。したがいまして、
開発途上国におきましては、生産制約シナリオの場合、ほとんど現状と変わらないような消費量
にならざるを得ないということになるわけでございまして、８億4千万人と言われています栄養不足
ないし飢餓人口のＦＡＯの推計値については、改善されるような数字には恐らくならないのではな
いかと推測されるのではないかと思います。 
○部会長 これは私も専門ですのでちょっと御説明しておきたいと思いますが、同時決定動学需
給均衡モデルというのは、簡単に言えば、食料の需要供給のすべてを価格で調整したということ
です。本当は今おっしゃるように飢餓人口はどうなるかとか、それからいろいろな政治的な問題が
起きるとか起きないとかいうことが考えられるわけですけれども、それは難しくてわからないからす
べてを価格で表現したということです。食料の価格が２倍になることがあり得るというのは大変なこ
とである。例えば米騒動のようなことが起きる地域があるわけでして、ただそれがどこで米騒動が
起きるというようなことは言えないから、「価格が２倍になるということが考えられる」ということで事
態の深刻さを表現しているんだというように理解すべきではないかと思います。 
 その場合に、どこでどういう飢餓人口がどれくらい生じ、あるいはどういったポリティカルな問題



が生じるかというようなことは予測しかねるので、「価格が２倍になる」、端的にこういう形で表現し
たというような理解でいいのではないかと思いますが、間違っていたら御訂正いただきたいのです
が。 
○委員 ３ページにありますように、日本の輸入は非常に米国に頼っている、こんなに頼っている
と思っていなかったのでありますけれども、そのような状況にある。それで現在の日本の食料需給
が成り立っているわけでありますが、米国は、必ずしも安定供給を約束してくれてはいないように
言っていらっしゃいますが、先々、農業基本法、あるいは今後の日本の食料供給を考える場合、
恒久的な友好関係を前提として考えるのか、Ａ案、Ｂ案というようなことで考えるのか、それが大き
なポイントだと思うのです。 
 私が５年ほど前に米国に行きましたら、非常に日米関係が険悪な時でありまして、日本の経済
力が非常に強いがゆえに米国の潜在的な敵対国になり得ると、現実の問題としてそのような発言
があったことがあるんです。そういう意味で、そこら辺のところをどのように考えていくのか、あるい
はこれを想定とするのか、あるいはそういうものを決める要因は何であるとお考えになっているの
かというようなことについて御意見がいただけると私ども考えやすいのでございますが。 
○部会長 これは非常に重要な御発言であると思いますが、また恐らく事務局側には甚だ答えが
たい問題であろうと思いますが、いかがでしょうか、アメリカを仮想敵国と考えるというようなことは
事務局には答えることはできないと思いますが、御発言は私は非常に重要なことだと思いますの
で。 
○事務局 一つの過去の経験ということだけでお話しをさせていただきたいと思いますが、1973年
にアメリカが大豆の輸出禁止をいたしました。その時はアメリカ国内でも大変な問題になった。とい
うのは、輸出をする生産者がいるわけです。それが価格を抑えられてしまうことになるわけです。
要するにアメリカの場合は大豆や小麦は輸出割合が非常に高いですから、もう国内で足りなくな
るから輸出を抑えると国内での価格が下がるために、そういうところから非常に大きな不満が出て
きたという事態がございました。 
 それでもなおかつ消費者価格の暴騰が恐れられて、特にその時のアメリカの経済状況もあった
と思いますけれども、そういう要因との関係で行ったんですが、後々までものすごい圧力を感じた
わけです。日本の買い付けはほとんど自由な買い付けになっているわけで国内の方でも外へ出し
たいという圧力があるから、商社等はある程度安心をして頼っていけるんだというでことで、アメリ
カに対する供給依存というところが大きくなっているのではないかと思います。 
 今は過去の経験ということだけで言わせていただいていますが、これから先の世界情勢がどう
のこうのというのはなかなか判断が難しいというよりも、そこまで考えて突っ込んだ話をしていくか
どうかというのはむしろ調査会の先生方の御意見によるところになるのではないかと思いますの
で、この程度にさせていただきたいと思います。 
○農林水産政務次官 ただいまの御質問は、大変重要なことでありますし、政治がらみの問題で
ありますし、単に食料問題だけではなくて日本の安全保障とかそういうことを考える上で政治上も
非常に大きな問題だろうと思います。したがいまして、いろいろな考え方があり得ると思っておりま
すが、私どもは、世界の平和を前提に物を考えていくという立場に立っておりますし、またＷＴＯの
自由貿易体制の堅持ということを言われておりますのも、世界の平和ということが前提になってい
ると思います。しかしながら、その平和が完全に保障され、100％間違いなく平和が続きますと言
い切れるかといったらこれはそうではないと思いますので、もし一旦何かあったときにはどうする
か。言ってみれば、我々の市民生活でも、消防自動車のようなものは使いたくないけれども、用意
をしておかなければならないという性質のものであって、仮に世界の平和が乱れて世界貿易の具
合が悪くなった時でも最低限のものは日本で用意ができますという体制にすべきかどうかというと
ころの御議論を当調査会でやっていただくということだろうと思っております。 
 私ども政治に携わる者といたしましては、役所ベースからは物が言えませんし、諮問をしている
立場ですから、こういうことだということを我々の方から申し上げるのは本当ならこの場では避けた
いと思いますが、私個人といたしましては、いつか調査会で発言をさせていただきましたが、「我が
国がいついかなる状態にあろうとも、必要にして十分、かつ良質な食料を供給する体制を維持す
る」、これが私が申し上げた私自身の考え方でございまして、そのためにはどうしたらいいか。世
界の平和を希求しつつ、そうあるべきだと思いつつ、もしもの時にはこうするということが用意され
ていなければならないということではないかなと考えております。非常に難しいことでございますの
で、きちんと言い切ることはなかなかできませんけれども、何かの時のことを考えてどうあるべきか
ということを御議論していただくのがこの調査会の役割であろう、私はそのように考えております。
○部会長 どうもありがとうございました。ただいまの御発言にもありましたように、委員の御発言



は事務局に対する御質問というような形でございましたけれども、むしろこの部会として議論し、あ
る程度のとりまとめをしなければならないというような、この部会全体に課された大きな問題であろ
うかと思いますので、今日だけに限らず一貫してこの問題については御発言をいただきたいと思
います。 
 それでは、どうぞ。 
○専門委員 やや関連になると思いますが、４ページの米国の輸出管理法の概要というところで
は、今議論されました日米の友好関係の問題とは別に、そういうことではなくて輸出が制限される
場合があるというケースが書いてあるわけです。特に３番が非常に心配になるわけですが、ここに
２行だけ書いてありまして、ちょっとわかりにくいことと、もう少し読み取れるとしたらどういうことに
なるのだろうか、その辺がもしおわかりになりましたらお答えをいただければと思います。 
○部会長 これは御説明をお願いしたいと思います。 
○事務局 ３番は供給不足時の輸出規制ということで、具体的な例といたしましては、左側の文章
の上から３行目にあります1973年の大豆等の輸出規制、あるいは74年、75年の小麦の輸出規制
ということになろうかと思いますが、こういった例は、大豆、あるいは大豆製品等がアメリカ国内に
おいても需給が非常にひっ迫して価格高騰したということを背景にして輸出規制等がなされたとい
うことでございまして、いわば純然たる国内経済事情を背景としてこうした輸出規制ができるという
ことでございます。 
○部会長よろしゅうございますか。 
○専門委員 そうしますと、世界的なレベルから見てだんだんに供給が苦しくなってくるという状況
になると、輸出大国である米国はやはり気になるわけですが、米国ではそういう状況を想定してい
てはいないわけですか。そう考えてよろしいんでしょうか。 
○事務局ですから、こういう法律が現にあり、そうした権限が政府に付与されているということでご
ざいまして、今後の需給状況等によりましてアメリカ政府としてこういった措置を取り得るということ
でございます。 
○事務局ただいまアメリカ国内法の説明がございましたが、３ページの農業に関する協定の12条
に、94年のガット第11条２（ａ）と書いてあります。ここに条文が書いていないからわかりにくいので
申しわけないのですが、これに基づいてアメリカは輸出禁止等ができるようになっています。要す
るに、輸出国側が国内の生産不足のために供給に問題が生じた時には輸出を止めることができ
るという11条２項（ａ）というのがあるわけでございます。そこをめぐりまして実は前のウルグァイ・ラ
ウンドのときに大問題を提起しまして、我が方からこの条項は廃止すべしということを言ったのは
御存じのとおりでございます。ところが、特に開発途上国の方から猛反対がございまして、結局こ
こに書いてございますように、食料安全保障の影響に十分考慮を払うとか、または協議条項を付
けて決着をせざるを得なかったという事情がございます。 
 したがいまして、アメリカは、先ほどの第11条２項（ａ）を根拠にして国内法が出されているわけで
ございまして、それを根拠にして73年の時も行ったということでございます。ただ最近はその辺に
ついての反省があって、この条項のときにも、アメリカ側はこれに対しては今後輸出制限をやるつ
もりはないんだということをしきりに言っておりました。それをとらえまして、我々は毎年毎年米側
に、供給について問題ないだろうなと、常に大臣同士の話の時などにそれをきっちり向こうから言
ってもらうという形を取って、安定供給について不安を起こさないようにいろいろな手を打ってきて
おり、また食糧庁の方は御存知のとおりの小麦の買付けについて米側ときっちりした話し合いを
持つという形を取ってきております。そういう対応を取っておりますが、先ほどのような説明のとお
りでございまして、行おうと思えば行えるということでございます。 
○部会長関連の御意見がもしございましたら、どうぞ。 
○委員私は国と国とのつき合いも、人と人とのつき合いも同じだと思います。自分のところが大変
になった時に他人の国に先に出すかということは大変難しい問題ですし、１ページ目にありますよ
うに、農業生産は自然条件の制約を強く受けるものであって変動は必ずあると思います。今は戦
争とか他の要因ではなくて天候とか気象条件がいろいろ変わってきておりますので、そういう意味
合いからどういうことが起こり得るかわからないという懸念を私は環境問題からしているものです
から、やはりどこの国でも自国で自給率を高める努力をした上で、余剰の部分で貿易をする場合
はいいんですけれども、それが日本とアメリカのように、工業製品で黒字だから農産物で買えとい
うような形であるんだとしたら、私は是正していく必要があるのではないかと思います。 
 先ほど政務次官がおっしゃいましたように、やはり食べ物は基本として、私は「良質で」というとこ
ろは反対なんですけれども、供給体制は何があろうとも最低のものを確保できるような農地を確保
しておくとか、そういう状態を取っておくということは今緊急に考えなければいけないことだと思って



おります。私は食料難を切り抜けてきた年代なものですから、政務次官はどのくらいの良質とおっ
しゃったかわかりませんが、穀物でも結構生き延びられると思います。私は確かに体格は悪いで
す、多分栄養がなかったから体格が悪いのかもしれませんが、体力は決してなかったように思わ
ないんです。途中から食料が改善されたから体力ができたのかどうかわかりませんけれども、一
番育ち盛りに何もなかった時代の人間でございますので、食料というのは今はむしろ贅沢になっ
て脂肪分とか取り過ぎているという方にむしろ懸念があって、子供たちの成人病などが問題になっ
ているようなので、本当に人間が活力ある体力を持つためにどのようにあるべきかという栄養状
態は、栄養学の先生もいらっしゃいますが、そんなに高いところにはないんだと思います。 
 この表を拝見したところによりますと、先進国はもう飽和状態で下がってきているわけですね。確
かに発展途上国はまだまだこれから伸びると思いますけれども、だからといって膨大に伸びるとい
う予測にはそうはならないような気がしています。数字はマジックでして、数字をはじくというのは
大変なことですし、こういう自然条件に制約されるものを置いて、これからどのくらい人口が増える
かというので割算だの掛算だのをして出してみたところで予測はあくまで予測だと思います。原則
としてやはり自給率を高めるというところを根底に置いていただきたいと思います。それから輸入
国は１国に依存しないと。よろしくお願いします。 
○専門委員 ２点ほどお伺いしたいんですが、細かいことで恐縮でございますが、私も少し勉強し
たいものですから。１点目は２ページの右側の図でございますが、上の図では、米のところは精白
米のデータでございまして、下はもみ米なんですが、中国の米はインド型米なのか、日本型米な
のかよくわかりませんけれども、国によってもみ米から精白米にするときの搗精歩留りみたいなも
のは余り変わらないものなのか。このデータに大きくは響かないことだと思いますけれども、そうい
った違いは広く米を見るときには問題になることかなと思ったものですから。恐らくこの図が極端に
変わることはないと思いますが、そのことを一つ教えていただきたいと思います。 
 もう１点は、10ページでございますが、単収の伸びが停滞して下がっているということの背景とし
てどのようなことが考えられるのかなということが気になるんですけれども。例えば環境問題全体
に何かあるのか、それから、例えば生産地の地力が低下してしまっているのか、これに対応すべく
農業技術の指導みたいなことは技術の進んでいるところでどの程度積極的になされているのか、
それが生産量を向上させることに寄与できるのかなと少し考えたものですから、その２点を教えて
いただきたいと思います。 
○部会長 第２点は非常に難しい御質問かと思いますが、お答えいただきたいと思います。 
○事務局 まず１点目でございますが、２ページ目の上と下で、米の場合は精米ともみということ
で書いておりますが、これはＦＡＯの統計上、生産ベースはもみ、貿易関係は精米ベースでとらえ
ているということで、このような違いになっているわけでございます。この場合、ＦＡＯは、もみから
精米に換算する場合は、統一的に歩留り65％ということで計算しているようでございます。我が国
のもみから精米に換算する時より若干低いような数字でございますが、65％ということで世界的に
は計算しているということのようでございます。 
○専門委員 かなり低くみているということですね。 
○部会長第２点目は非常に難しい問題ですが、どなたからかお答えいただけますか。 
○事務局 部会長さんがおっしゃいましたように、大変難しい問題です。例えば、新しい品種がで
きて、あるいはかんがい等基盤整備ができても、それに付随して肥料であるとかいろいろなものが
なかなかついていけないことから、単収があるところまでは急激に上がってもその伸びが鈍化して
いるということが一つあるのではないかという感じがいたします。また、土地条件等についてもだん
だん適地が少なくなっています。これは極めて一般論でございますが。 
 その中で技術の移転ということで各国とも技術の普及事業等をいろいろな格好で行っており、日
本も支援をしているという点はあろうかと思います。 
○部会長 これは非常に難しい問題でして、ただいまのお答えだけでは済まないとは思いますけ
れども、今後もし御説明、あるいは理解に役立つような資料があれば提供、御説明いただければ
と思います。大変難しい問題でございます。 
 それでは、どうぞ。 
○専門委員 また農作物の貿易の問題に移りますけれども、先ほどからいろいろな方のお話を伺
っておりまして、農作物の貿易というのは、自国の供給過剰の場合と、もう一つは換金商品として
農作物をつくる場合と二つが考えられると思うんですが、供給過剰な場合どこへ売るかという時
に、日本もお米の場合そうでしたけれども、アメリカの方はお米をたくさん作ってそれをどこへ売る
かというと、高く買ってくれる国へ売りたいわけですね。これは素人の考えなんですが。その当時、
アジア地域、発展途上国でお米が足りない国はたくさんあったわけですね。けれども、そちらへ目



が向かないで、日本にはいっぱい余っていても日本に輸出したい、これはやはり日本が高く買って
くれるから、そういう構図になっているのではないかと思っているわけです。 
 そういう場合、先ほど飢餓人口の話が出ましたが、単純に考えれば日本はお金があれば今後と
もかなりの農作物を輸入するだろう。それだけを考えていていいのかどうか。日本もお金を出して
買うということは、日本でもそれが足りないから買うわけですね。日本できちんと作っていれば、幾
ら売ってあげると言われても要らないものを本当は要らないはずなんですが、日本はお米以外は
自給率が大変低いから買ってしまう。その場合、日本が供給をきちんとしていれば、日本へ来る分
が他の国に行くかどうか、そこが私はわからないところなんです。 
 輸出国は高く売れないと困るわけです。だから、日本が自給をかなりしていて輸入をしない場
合、その分が飢餓人口の方に回るのかどうか、そこをきちんと論議しておかないといけないのでは
ないかと私はずっと考えていまして、例えば、遺伝子組換え作物にしても、アメリカが今とうもろこし
と大豆をやっているわけです。そして増産して安いものがたくさんできる、そうするとそれはまた日
本に来るのではないかと思うんです。日本は飼料に使っておりますが、日本は飼料自給率が低い
からアメリカのそういう安い飼料穀物を買いたいわけで、そうするとアメリカはどんどん遺伝子操作
をして安いものを作り、日本はますます飼料作物も穀物も自給率を下げていく、そういう構図が続
くのではないか。アメリカが遺伝子組換え作物を増産して、それが飢餓人口の方に行くというので
あれば私も納得できるんですが、そういう構図を考えるとどうしても遺伝子組換え作物は納得でき
ないということになるわけです。そこは非常に疑問に思っているので、どなたか教えていただけれ
ばと思います。 
○部会長 遺伝子組換えの問題とアメリカの輸出の問題とは必ずしも同じ問題ではないと思いま
すので、遺伝子組換えの問題はちょっと別にしまして、貿易の構造という点についての御説明をど
なたからかいただけますか。 
○事務局 まず御質問のありました日本が買うことをやめた場合どうなるかというところからアプロ
ーチしてみますと、恐らく日本が買いを抑える、ないしとめるということになれば、生産されたもの
は在庫という形になってそれがどのような働きをするか、在庫圧力が価格低下につながってそれ
で生産が抑えられていくというような形になるかどうかというところが商業取引上の問題だと思い
ます。安くなるから量を多く買えるようになるという開発途上輸入国もあると思いますが、主として
現在飢餓の状態が起こっているところは開発途上国で、しかも輸入をするだけの外貨余力はな
い、または遠隔地のために供給していく手段がない国です。例えばルワンダの問題がございまし
たけれども、あそこの近くの港へ持っていっても、そこからの陸送がものすごく難しい。それぞれの
市町村にまで細かく配られないため、一番末端のところで飢餓が起こるという状態でございます。
したがいまして、輸入を抑えたから、ないしは価格が大きく下がったからといって８億人の人が助
かるというところにはつながらない。開発途上国の一部、一部というとどの程度になるかいろいろ
議論があろうと思いますが、その一部の国において外貨の節約ないしはもう少し豊富に食べられ
る状態はできたとしても、今のような形で、日本が輸入を抑えたからといって、飢餓人口が減ると
いうことにはつながらないと思います。むしろ今考えられていることは、飢餓人口に対して援助をす
るということが一つと、もう一つは、そこの場で作らせるということ、この二つの方法で今世界はこ
の飢餓人口の問題に取り組んでいこうとしているわけでございまして、だから先進国は食べるのを
やめろとか、輸入をやめろというところにはなかなかつながっていない。ただし、余りにも日本が急
激な買い方をすることによって価格が上がっていくということになれば、開発途上の輸入国でさえ
もそういう問題が生じかねないということがあるということは国際機関等でよく指摘されるところで
ございます。 
 回答になりましたかどうかわかりませんが、そういう構図だと思いますので、余り結びつけないで
考えていただいた方がいいと思います。 
○農林水産政務次官 ただいまのお答えに少し補足をさせていただきます。私、余り発言しては
いけないのですが、お許しを願いたいと思います。 
 まず日本の米市場というのは、米の生産国にとっては非常に魅力的な市場でして、日本へ売り
込みたいなと思っているのが米生産国の心理であると思うわけであります。ひところ日本の米は
輸入禁止の状態にありましたから、例外を除きまして輸入をすることができなかったわけですの
で、日本の米の市場は閉鎖的であるといって後ろ指を指されたわけであります。そこで米の生産
国にも輸出の機会を与えろということをガットの場で随分主張されまして、その結果、ミニマムアク
セス、最低の量だけを買いましょうという約束をしてウルグァイ・ラウンドは決着したというのは御
承知のとおりでございます。言ってみれば日本の市場は非常に魅力のある市場であって、そこへ
どうしても近づきたいという生産国側の意図があったということでありまして、現在もその状態は変



わっていない。したがって、援助の問題、あるいは飢餓に悩む国々に対しての輸出の問題と少し
違う側面があるということを御理解願えればと思っております。 
 それから、飢餓に悩んでいる国々に対しての対策は、ウルグァイ・ラウンドの問題が国会の中で
も相当議論をされました時に、私も本会議の席上で演説をさせていただいて、本当はそういう飢え
ている国々に食料が行かなければいけないので、日本のような減反をしているところが世界から
米を買うというのは何か罪悪を犯しているような感じがするというようなことを申し上げたことがあ
るんです。しかし、そうはいっても食料不足国に対して先進国としての何らかの処置が必要であ
る。したがって、その時、世界食料管理機構というようなものをつくって、先進国がお金を出し合っ
て余剰農産物を集めて、それを食料不足国に分配をするということを本会議で提案をしたことがあ
りまして、それはそのままになっておりますけれども、私自身はその考え方は今でも変わりありま
せん。そのようなことを申し上げておきたいと思います。 
 発言のついでに、先ほど委員からお話がありました「良質な」というところは私も実はひっかかっ
ているところでありまして、最初にあの言葉を考えました時、私は自民党の中で農林水産物貿易
対策委員長をやっておりまして、外国へ行ってどういう台詞を言おうと思って考えたのがあの台詞
でございますが、そのときには「良質な」という言葉は入っておりません。その後、環境問題とか健
康問題とかいろいろなことが出てきて、食物なら何でもいいのというお考えもあろうかなと思いまし
て後から少しつけ加えた文章であります。したがって、骨格の部分というか、背骨の部分からは
「良質な」というのは抜けているということをつけ加えさせていただきます。ありがとうございました。
○部会長 どうもありがとうございました。委員、先ほどのバイオテクノロジーに関する部分は、バ
イオテクノロジー、特に遺伝子組換え技術等を用いて生産された食品の安全性ということでござい
ますか。それとも別の問題でございますか。 
○専門委員 安全性とは別の問題です。 
○部会長 それではもう一度その点を。 
○専門委員 バイオテクノロジーを使って、環境にいいということも言われていますけれども、増産
されるわけです。増産したものはますます値段が安くなります。そうすると日本など輸入している国
は、それを輸入した方が自国で生産するよりは大変安く供給できますから購入いたします。そうす
るとますます日本の自給率は、価格で勝負はできませんから下がっていくと考えられるわけです。
ところが、農林水産省のバイオテクノロジーを推進されている言葉として、今後、世界の食料不足
を補うために推進するというような言い方をされておりますが、それは私にとっては納得できない
話であるということを申し上げたわけです。やはり安いものが海外から入ってくるということが日本
の自給率を下げていっているんだと、その意味で申し上げたつもりでございます。 
○部会長 バイオテクノロジーを例に取られまして、アメリカ等の主要の農業生産国での生産技術
の進歩といいますか、コストの引下げが必ずしも世界の食料問題なり日本の食料問題の解決に
結びつかないのではないか、こういう御意見かと思います。これについて事務局側から御説明なり
お答えなりはございますか。あるいは技術の観点から。 
○委員 私がこういうお話をしていいかどうかわからないんですけれども、技術進歩ということにな
りますと、簡単な話が、日本で技術進歩をさせればいいんですね。そのようなことをしないで相手
がしたから問題だと考えるのは基本的には問題ではないだろうか。というのは、農業もそうでしょう
けれども、工業でもどんどん技術進歩が現実に行われているんだと思うんです。それを無視して
かかるということは極めて危ない考え方で、やはり前向きに動いている中で判断していくべきでは
ないかなと、私はそのように考えますが。 
○部会長 どうぞ。 
○専門委員 もともと同じレベルで技術進歩をしていても、同じように努力をしていても、土地条件
とか面積の条件から必ず日本は負けていくわけです。したがって、日本は土地が10分の１ですか
ら、例えばお米の作り方にしても、10倍のアメリカの作物づくりに対抗できるだけの技術開発の推
進をしなければいけない。私は技術進歩を否定しているわけではないんです。言いたかったの
は、部会長がおっしゃって下さったように、その技術進歩が飢餓を救うというような言い方はどうに
も理解ができないということで、技術進歩を阻止しようとかそういうことではない。今おっしゃったか
らちょっとつけ加えさせていただければ、技術進歩を同じように行っていったら、日本の農業は今
の状態のとおりアメリカに負けていく、そのように考えております。 
○部会長どうぞ。 
○委員 私は、食物を生物と考えるか、工業製品にしてしまうかというところの分かれ道ではない
のかなと思うのです。工業製品にしてしまう行き方でいきますと、最終的には丸薬を三つ飲めば１
食分とかそういう形になっていくのかなと思うのです。私どもは今いろいろな食物をおいしく食べる



ということも、ただ体力をつけるためだけに食べるのではなくて、人間として生活する上で必要なこ
とです。そうしますと、その食物を作る場所があるということ自体が人間が住める国であるというよ
うにとらえますので、もし安いからといって経済効率だけを考えて全部輸入に頼ってしまうような形
になったとしたら、日本に住んでいることを幸せだと思わないと思うのです。 
 やはり食料というのは穀物だけではなくて、野菜もありますし、果物もありますし、いろいろある
わけですが、それが全く別の土地で作られるということではなくて、転換しながら農地を守っていく
というやり方もあるようですので、両方一緒に考えていく必要があるのではないかなと。心配します
のは、お米は、これから先どうなるかわかりませんけれども、今は自由貿易になっていませんが、
野菜とか果物は輸入がどんどん増えているんです。確かに食物は豊かで安く買えれば消費者に
とってはメリットではありますけれども、国産のものをなくしてしまうところにつながるというか、素人
ですからわからないのですが、価格だけではないのだと思うのです。そこら辺は、作る人、食べる
人、流通の人がみんな一緒になって、守っていく部分と、輸入に頼っていく部分とを考えていったら
いいと思うのです。 
 私が幾ら食料難を越えてきた人間だからといって、今、若い人にあの当時の生活をしろなんて言
ったら、みんなこんな国は嫌だと言われてしまうと思います。それは極端ではありますけれども、食
べ物のことは今の若い人たちには余りにもわかっていないので、そこら辺をどのようにしていった
らいいかなと考えています。 
○部会長 どうもありがとうございました。 
 それでは、どうぞ。 
○委員 今の遺伝子組換えの問題でございますけれども、私は、これからの30年先くらいを考え
た場合、人口は当然増加していき、そういう時に生活水準の向上とともにみんな肉を食べたいとい
うのは当たり前だと思うわけです。そういう肉を食べたいという人達に食べさせられない理由があ
るとすれば、穀物が高くて生産品が高くなるということなのではないか。だからどうしても安い穀物
を供給することを考えなければならない。あるいは、先進国が高い穀物をどんどん買って肉を食べ
ているから他の国は困るので、肉を食べるのを抑えようではないかというのは言葉としては言い得
ても、本当にそういう政策というのは取り得るかどうかというとやはり難しいかなと。やはり安い穀
物をどうやって作るかということになってくるだろう。 
 そうすると遺伝子組換え作物というのは必要になってくる。遺伝子組換えというのは私もよく知っ
ているわけではないのですけれども、結局はいろいろと種子をいじるわけです。それによって緑が
破壊されるわけでもないのではないかと思うし、あるいはアレルギーが問題だということであれ
ば、そういうアレルギーの問題は十分に並行して研究しながらやはり前向きの道を取らざるを得な
いのではないかなと、私はこのように思います。 
○部会長 どうもありがとうございました。 
○専門委員 今日のテーマは「世界の食料需給について」ということで事務局の方から資料が出
されているわけですが、事務局の方のストーリーというのがあるかと思うのです。１ページ目から、
農作物というのは自然条件の制約を受けて非常に不安定な要素を含めた作物であり、決して工
業製品と同じではないということを言っているかと思うのです。２ページ目へ行くと、農作物の国際
取引は余剰物によって取引きされているものだということを言っているかと思うのです。３ページ目
へ行くと、現在、日本の輸入はアメリカに偏っていて、こういう状態は非常に危険ではないかという
問題提起も含めてなされているように感じるわけです。４ページ目へ行くと、アメリカを中心とした
ＷＴＯとか輸出国中心的な考え方でもってすべて考えられていて、輸入国にとって不利な点が
多々あるような国際状況ではあるのではないか、そういうことが書かれているように思います。あ
と国際価格は徐々に上昇してきて、在庫は低下して、非常に価格も不安定であり、発展途上国も
飽食の時代へと向かっていて、今言ったように肉を非常に食べるようになってきているというように
徐々に積み上げてストーリーを盛り上げていっているわけです。 
 結局、肉として食べる動物は飼料も多く食べると思うのです。現状こうやって積み上げていって、
食料需給が非常に危機的状態であると言うのであれば、世界の中の農地のキャパシティが一体
どのくらいあってどのくらいの力があるのかという数字はこの資料を見る限り見えないと思うので
す。というのは、先ほど中国を例にとって、肉が250万トンから1,100万トンに４倍近く増加するという
ように言われているわけですが、それによって飼料作物をつくる面積は一体どのくらい必要であ
り、したがって非常に危機的な状態であるから我が国においても食料自給率を上げなければいけ
ないというように最後を締めくくっていくんだろうと思うんですが、私は面積はある程度必要かなと
思うのです。 
 あと、先ほどから他の委員が身近なところでいろいろお話しをしているわけですが、私が聞いて



いて論点がよく見えなくて、一体何のことについて話して積み上げていけばいいのかというのが本
当に見えにくくて聞いていても困っていたのです。もう少し整理して、どういった問題についてこの
テーブルで話して、どういう姿勢でこれから臨まなければいけないかということをもう少し明確にし
ないと、ただいろいろなことをしゃべるだけで終わってしまいそうな雰囲気が自分自身はちょっと怖
いような気がします。 
○部会長 どうもありがとうございました。 
 今日の主たるテーマは、世界全体の食料問題の先行きというようなことで、これ自体、20年、30
年先を見通してみんなに納得してもらえるようなデータを出すのは甚だ大変なわけです。最初に
委員から御発言がありましたように、ここで出されているのはせいぜい10年先くらいまでの計算
で、細かな資料は出ておりませんが、今おっしゃいました土地の面積等も先ほどから出されている
計算の裏にはデータとしてはあるわけです。ただ、委員が最初に御発言になりましたように、そこ
から20年なり30年なり先のことになりますと、具体的な数字で、かつ確信を持って言えるような数
字を出すのは非常に難しいことは難しい。ただ、今日というわけではございませんが、これからこ
の会議を通じまして事務局の方にできる限り努力をしていただいて、そういった問題に対して皆さ
んにある程度の判断の基礎になるようなデータを出していただきたいという要請があったわけでご
ざいます。 
 その中には当然ながら世界の耕地面積拡大の可能性、余地というようなことも入ってくると思い
ます。ただ、それがどのくらい正確なものが出せるかどうかということは今のところ断定しかねます
けれども、事務局の方で何か御説明があれば追加してお願いしたいと思います。 
○事務局まず現在の世界の耕地面積は10ページ右の真ん中あたりに示しておりますが、1992～
94年で、13.5億ｈa、このうち穀物の収穫面積は6.9億ｈaです。今後の農用地としての開発可能地
域については、これは非常に資料自体が乏しいのですが、ＦＡＯの方で出しておりますのを11ペー
ジに示しておりますが、開発途上国で18億ｈaくらいの土地があります。けれども、地域的な偏在で
すとか、土壌的な制約要因ということで、このうちのかなりの部分が農業開発しにくいのではない
かという見通しがＦＡＯの方でなされているという点を御紹介したわけでございます。正直なとこ
ろ、今後の面積を具体的にどの程度見込めるかということは世界のいろいろな文献を見ていても
なかなか出てこない現状ですが、少なくとも10ページの右の数字でも過去30年間で耕地面積自体
が１億ｈａというような単位では増えていないという現状からいきますと、今後20年、30年先におい
て、大幅にこれが増えていくというように見通すのはなかなか難しいのではないかと考えているわ
けでございます。 
 ですから、基本的には世界の各研究機関も生産量増加の要因として、こういった外延的な拡大
よりは単収の伸びをどのようにみるかということに力を注いでいるということでございまして、この
単収の伸びの要因として、基本的には技術の開発とか、かんがい面積、かんがいの程度、そうい
った要因をどのようにみていくかいうことでモデル等が組み立てられているということでございま
す。先ほども委員からのお話でお答えしましたけれども、今後さらに中長期的な見通しがどの程度
できるか、ちょっと作業をさせていただきまして、我々も作業ができ上がりましたら、またこの部会
におきまして御披露させていただきたいと思っております。 
○部会長会長が御用があり、４時に退席されるということで、その前に一言御発言があるというこ
とでございますので、恐縮でございますが、ちょっとお待ちください。 
○会長 これから将来、世界的に食料が不足して価格が２倍になった時にどうなるだろうか、３倍
になった時はどうなるだろうかということについて、私は歴史が商売ですが、こういうことが言われ
ています。ヨーロッパは肉食の国といいますが、ヨーロッパが肉を日常的に食べ出したのは実は
今世紀初めからのことで、19世紀においては労働者は日曜しか肉は食べられなかったんですね。
それでも肉が食べられるようになったということは18世紀に比べて画期的なんですね。ところがパ
ンの値段が２倍になりますと日曜の食卓から肉がなくなるんです。パンの値段が３倍になりますと
革命・暴動が起こるというのが定説です。 
 でありますから、フランスの為政者はパンの値段を上げられなかったわけです。可能な限り抑え
ようとしたわけです。あの当時は今よりも我慢度がずっと高かったでしょうから、３倍になるまで革
命・暴動を起こさなかったということがあるかもしれませんが、今はもうちょっと我慢度は低いので
はないかということが考えられます。アフリカなどのようなところはもともとも高い水準を知りません
から、今の状態で満足はしないでしょうが、ともかく現状維持ということはあるかもしれませんが、
そうでない国でいい生活を知ってしまったところでは何かが起こるわけで、国際間でも何かが起こ
る可能性がございます。決して平和にはいかないのではないかというのが一つ申し上げたいこと
です。 



 それからもう一つは、確かに食料不足というのは我々も危惧しているわけですが、全面的に外
国から何も来なくなった場合、日本でどういう生活ができるのか。米はあるというお話も先ほどあり
ましたが、どういう生活が可能なのか。調査会でも申し上げたんですが、これから努力すれば鳥肉
くらいは食べられるのか、どういう生活が最低限可能なのか。あるいは今捨てているものを捨てな
いようにするとかいろいろやって、それは一応覚悟として考えておいた方がいいのではないかと思
いますね。それがありますと、こんなに辛い思いをして生きるくらいなら、やはり車を生産するより
は農産物をもっと作った方がいいのではないかとか判断の基準が出てくるので、これは試算する
ことは難しいんでしょうが、ひぜ試算してみておく必要があるのではないかという感じがします。こ
のくらいまでは生きられるとなれば、例えばそれがプラスの意味で取られれば我々は元気が出ま
す。そういうことでありまして、ぜひそれはお願いしたいなと思います。 
 私は1930年生まれで15歳の時に終戦ですから、同じように大変食べるのに苦労して、今でも目
の前に物がありますと全部食べてしまう、明日食べられないかも知れないと思うと食べてしまうわ
けですね。確かに意外に元気のいいのがいるのですけれども、これは元気のいい素質を持ってい
る人たちが生き残っているのですね。死んでしまった人がたくさんいるわけで、元気のいい素質を
持っている人間が生きているわけでして、必ずしも一般の物差しにはならないんだという感じがい
たしております。 
 以上でございます。 
○部会長どうもありがとうございました。委員の御発言の中に他の委員に対して刺激的な御発言
もございましたが、どうぞ。 
○委員大変まとまりのないことを申し上げていて指摘されたかなと思うのですが、実は飢餓が来
る、飢餓が来るということを余りにも言って、そしてバイオテクノロジーとかいろいろなものが出てく
るということに私どもは何か危険を感じているわけなんです。飢餓が来るから、ではそういうもので
賄っていけばいいかという流れと、もう一つは、今、会長がおっしゃって下さったように、もう少し私
達の生活を見直していくという視点があっていいのではないか。 
 植物だけではなく、全くＤＮＡの操作で、ヒトブタをつくって移植しようという医学の方まで入ってき
ていますが、命を捨てるか救うかという時の薬のような形で使うという時はまた別でしょうし、これ
から21世紀、飢餓の時代が来るだろうという予測はできるわけですので、もし飢餓が来たり、すご
い天候の異変があったり、一つの村が全く飢餓に陥ったというような時に、注射薬みたいに使うた
めの研究は必要だと思います。だからといって今の日本のような飽食の状態の時にもどんどんそ
ういうものが入ってきて、経済効率だけで押していっていいのかというところに一般市民としては心
配があるんです。 
 それを抑えるためにどこにどのように物を申していいのかわからないので、大変まとまりのない
ことを申し上げて申しわけありませんでしたけれども、やはり農家の方も、虫がつかないものとか、
それこそ冷害に強いものとか、そういう種ができた場合に、労働力が簡単になればそちらに飛び
つくだろうと思うんですね。そうなると、せっかく今私達が、地力を回復させて昔の食べ物を大事に
しましょうとか、人間も地上の生物であるという形で共同でやっていこうと思っているところで、そう
いう状態になった時にはまた壊れてしまうなと思うのです。 
○部会長もし続けて御発言があればどうぞ。 
○専門委員反論ではないのです。別に行政サイドに立って言っているわけでもないんですが、人
間の技術の進歩に伴って品種の改良、つまり今の新種ができたおかげでかなり単収が上がったと
いうことはあるかと思うのです。私もよくわからないんですけれども、それは属間の中での交配に
おいて優良な品種が出てきてという形で新品種ができて今の単収があるかと思うのですが、単収
が上がるということは、アメリカだけが上がるのではなくてその技術は日本の農家も当然共有する
わけですから、日本における単収も上がり、コストも当然ダウンする、ひいては消費者サイドも安く
農作物が買えるということで僕は決して悪いことではないと思うのです。問題は、遺伝子操作によ
って人体にどのくらいの影響を及ぼすか、ただ単にそれだけだと思うのです。それが全く問題なけ
れば、自分が一番危惧するところは、地球の中で農業が行えるキャパシティは決まっていると思う
のです。そのキャパシティの中で、その時代において人知の及ぶ限りの技術をもってどのくらいの
人口が養えるのかという数字があると思うのです。その技術を行使しないと人類はそのキャパシ
ティの中で最大限の人口を生かすことができないと思います。 
 だから、そういった遺伝子操作でもってそういった形での育種が行われるというのは私は特段問
題はないと思うのです。要はアメリカなどの輸出国が国際間の問題について、今までは鉄砲とか
大砲だったのが食物という武器でもって、言うことを聞かんのなら食べ物をあげないよというような
形で食物が取り扱われるようではちょっと困るのではないか。ましてや今の日本はこのデータでい



うとアメリカ依存型という現状があるわけです。そういった現状は非常に危機的状態であるというこ
とを自分自身感じるわけです。 
 あとは国際的な会議の場においては、ＷＴＯを例に取るならば、常にアメリカ主導で、アメリカが
言っていることが最も正論のような形で話し合われて、後からそれに追従をするような形で継ぎは
ぎ継ぎはぎで日本が対応しています。ＥＵはＥＵ独自の路線で何か農業政策は持っているらしい
のですが、日本は輸入国の立場から、他の輸入に頼らざるを得ない国とか、弱い国というのはあ
ると思うので、日本は日本だけのことを言うのではなくて、もっと味方を引き込むような形での世論
の巻き起こしとか、国際的に理解を求められるようなテーブルの着き方でなければ、話は通らない
と思うのです。アメリカ主導型というのは決していいことではないと思うのです。仲よくやっていかな
ければいけないが、しかし、言うとおりばかりしていれば仲よくできるということでもないと思いま
す。日本は日本の食料についてどのような姿勢で臨まなければいけないかという根本的なものが
しっかりしていれば、その枝葉として政策はどうするかという話ができてくると思うので、そこら辺の
話はもっともっとした方がいいと思います。 
○部会長 ありがとうございました。 
 それでは、少し筋が通るように御発言をお願いします。 
○委員 かえって混乱するかもしれませんけれども。さっき他の委員がストーリーみたいなことを
おっしゃったのでちょっと気になったのです。その前からもちょっと気になっていたんですが、確か
に全体の基調は将来的に危機的な要素がだんだん増えてくるということになっているわけです。
実はこの間、私の隣の委員がそれに対して少し懐疑的なことをおっしゃっておられたんですが、今
日はいらっしゃらないので別に私が代わりをするというわけではないのですが、私も基本的にはそ
ういう将来的な不安感というのはもちろん強いのです。ただ、どこから突っ込まれてもそのことがき
ちんと証明されるというか、理論的にそうなんだというようにしておくのがこの食料部会で世界の食
料需給を議論する時の一番大事なところではないかと思うのです。ですから、それは単なるストー
リーではなくて、それぞれの項目において本当にそのことが不安なんだということが実証されるよ
うな形の位置づけをしておくことが必要だと思うのです。 
 それに関連して幾つか言いますと、一つは今の農地の問題もそうなんですが、確かに11ページ
のところで、ＦＡＯは開発可能地は極めて限定された可能性にすぎないとしている、こういうことな
んですが、実はこの中で非常に注目されるのは例えば中南米です。この資料によれば、今の耕地
面積は７億5,700万ｈaであるにもかかわらず中南米については８億6,900万ｈaの農業開発可能地
があるというのが出ているわけです。この話の順序でいくと、しかしそれは森林があったり保護地
域があったりしてそんなに全部使えないということになっているのだけれども、我々はただそれを、
もうだめなんだなと簡単にあきらめてしまっていいのかどうか。本当に中南米の状況はどうなのか
ということを資料を取り寄せて、場合によっては１人くらい中南米に出張して実際に向こうの担当
者に聞いて、本当にそうなのかということまで考える必要があるのではないかという気がしている
わけです。 
 なぜそういうことを言うかというと、1973年に第１次石油ショックが起きたときに、将来我々が使え
る石油の年数は25年とか30年という話をしたわけです。私もばかの一つ覚えみたいにその数字を
鵜呑みにしたことがあったわけですが、今になってみると、あれは間違いだった。まさに72年から
25年くらいたっているのに、今は全くふんだんに石油を使っている。最近ちょっと読んだ本による
と、今の時点でまだ73年くらいあるというような話になっているわけです。この食料部会で世界の
食料需給を考える時には、せいぜい20年とか30年ということを考えているわけです。あるいは、こ
れは本当かどうかわかりませんが、委員がちょっと指摘されたように、農地というのはまだ余地が
あるのかもしれないというところまで細かく点検しておく必要があるのではないか。 
 それに関連してもう一つは、ここの資料には、日本と非常にきずなが深いアメリカの生産力が余
り出ていないわけですが、アメリカの生産力は一体どうなのか。特にいろいろエロージョンがあった
り、マイナス面などはかなり出てきていますけれども、私が去年向こうの飼料穀物協会とのおつき
合いで取材に行った範囲で言えば、アメリカの生産力というのは侮れるものではないなと思いまし
た。そうするとこれは世界の食料需給にどんな影響を及ぼすかということも一つ見ておく必要があ
るのではないか。 
 それから在庫率の低下、確かに在庫率は少ないよりは多い方がいいだろうと思うのですが、これ
は一体何なんだろうかということです。つまり、正直言えば私たちの日常の食料の議論の中で在
庫率などはまず見えてこないわけです。どこが一番在庫率を気にしているかというと投機筋です。
投機筋によって、在庫率が下がったというので買いが入って、去年５月ごろに大暴騰したわけです
が、今は沈静化してしまった。けれども、依然として在庫率はそんなに高くない。日本農業新聞だ



けがやたらに在庫率、在庫率と騒いでいますけれども、実際問題として我々の暮らしに本当に深
刻な影響を与えるのだろうか。実態はどうなのだろうか。 
 もう一つは、先ほど来お話がありました輸出規制の問題です。これはその国がまず自分の国民
のために食料を使うというのは当たり前の話で、自分の国民を犠牲にしてまで外国に出すというこ
とはあり得ないわけです。しかし現実を見た時に、1980年にアメリカが旧ソ連に対してエンバーゴ
をした。けれども、これは制裁ですから、アメリカが別に足りなくなって制裁したわけではない。そ
の前をさかのぼれば大豆の輸出禁止というのがあるわけですが、アメリカはその時に、これは大
変な間違いだったと。恐らく農林水産審議官なども当時そういうことでいろいろお話をお聞きになっ
たと思うんです。それから80年の輸出禁止だって、大変な間違いだと、カーターからレーガンに代
わった時にすぐ修正していると思いますが。 
 そうすると、自国のために食料を使うというのは当然ではあるけれども、それを必要以上に警戒
して、これを何とかしなければいけないというように、そこだけを考えるというのは果たしてどうだろ
うか。少なくともこの議論が20年くらいということで考えれば、1973年から既に20年以上たっている
わけですから、そのことはどうなんだろうかということを、それも一方から見るだけではなくて、片方
からも光を当てて見る必要があるのではないかということです。 
 もう一つ、最後になりますが、遺伝子組換え作物についての議論がありましたが、この資料に
は、皆さんが今までいろいろ話をされた中で非常に重要なファクターになると思われる増収のデー
タがないんです。面積は確かに増えるけれども、単位面積当たりどのくらい増収になるんだろう
か。たしかモンサントあたりが出している資料によれば、かなり単位面積当たりの増収になるとな
っています。つまりある種類の除草剤などを使えば、全く植物には影響を与えないで雑草はしおれ
てしまうというような技術になっているわけですから、当然増収の可能性は高い。その可能性は世
界の食料需給の上で将来的にどうなのだろうかということです。 
 先ほどの遺伝子組換え作物の御議論を伺っていて感じるのは、技術の進歩というのは、飢餓を
救うかどうか、そこまで行くかどうかわかりませんが、少なくとも飢餓に対する一つの重要な改良
の手段であることは間違いない。それをどうやって使うかという場合に表示の問題がどうだとかい
うことが出てくるのであって、少なくとも技術がどうかということと、それから、日本がそういうことを
一緒になってやって負けてしまうというのは、例えば米の場合などは生産性が問題であって技術
の優劣の問題ではないのではないか。その辺のところを余り混同しないで議論した方がいいので
はないかという気がするわけです。ですから、今のような多少複眼的な見方をしていかないと、仮
に食料部会の報告書が出た時に、世界の食料需給の見通しについて、多少数字としては何か裏
づけみたいなものは入っているけれども何か今まで出てきたのと余り変わりないではないか、大
体こんなことはわかっているよというようなことにならないように、全体の骨格を作った方がいいの
ではないかという気がいたします。 
○部会長 ありがとうございました。 
○委員 私の方から発言いたしましていろいろなことが議論になっているわけでございますが、基
本的に平和を前提にするということを考えまして、天候による不作とか、様々な要因によりまして
輸入ができなくなるという事態は当然考えられるわけです。そのようなことにどう対応できるかとい
えば、まず第１に備蓄ということがあろうかと思います。そういう備蓄という場合には何をどのくらい
しておくべきなのかということが一つは考えられなければならないのではないかと思います。それ
以外に、国内でいざという時のためにどのような準備をしておいたらいいのか、どういう作物をど
のようにしておいたらいいのかとか、そのような議論がされるべきではないかなと思うんですが、い
かがでございましょうか。事務局の方に何かお考えがあればちょっとお聞きできればと思うのでご
ざいますが。 
○部会長 ありがとうございました。事務局の方からの御発言があろうかと思いますが、時間も迫
ってきておりますので、手を挙げられた順番に御発言いただきます。どうぞ。 
○委員 今おっしゃられましたように、これだと農地を確保すればいいだけのように書かれていま
すけれども、農地があっても、天候とか、水とか、日光とかいろいろな条件が要るわけですので、
その条件を無視する場合にはＤＮＡの組換え食品とか新しい技術で担保すればいいじゃないかと
いうことと両立して走っているのですが、どうも私はこれは実用化するのは早過ぎると思うのです。
確かに技術として持っておくのはいいんですけれども、生物の根源に関する問題です。今はもう魚
にも３倍体とか２倍体とかという形で使われているようですが、いろいろな意味合いでこれがどん
どん進んでいいかどうかということには大変疑問を持っております。 
 それと、今、日本だけを見ていますとやはり飽食ということは否めないので、私どもが生活を見直
すという視点も一つ大事なことだと思っているのです。それだけつけ加えます。 



○部会長 ありがとうございました。 
○専門委員 先ほどから私はどうしても納得できていないのは、ここに世界の貿易の話が出てい
ますが、面積と人口を中心にした需給の話に終始しているわけです。そこにはどうしても経済問題
が絡んでくるということが私は頭から抜けないわけです。よく世界的に食料不足になると困るから
自給を、という言葉がありますけれども、そういう場合になってもお金のある国は大丈夫で、相手
国も高く買ってくれるところに売るんだから、買ってくればいい、そういう言葉が返ってくるわけで
す。私はそのことを否定的に考えて、そんなことをしていいのか、お金のある国だけが飢えないで
そうでないところが飢える、今でも配分の問題で大変問題になっておりますね。そういう視点がどう
もこのデータには載っていないわけです。 
 やはりそういうことではいけないので、だから日本でも自給をしておいてその分他へ回るように、
先ほど政務次官がおっしゃった世界食料機構みたいなものを作っておいて、そこへみんなで援助
して、日本へ食料が来ないで足りないところへ行くというようにしないといけないんだということが、
ここからはどうしても読み取れないわけです。余り上手に言えませんが、経済問題がこの中に出て
こないではないですかということです。 
○部会長 どうぞ。 
○専門委員 世界の需給をどう見るかということで、いただいた資料等を見れば人口の増加なり
経済成長ということで確実に需要は増えるだろうということはうなずけるわけですね。生産の方に
ついてやや見方、議論があるわけで、そこはどれだけ科学的に解明できてどのくらいになるという
予測ができるのかどうか、これは実は大変な世界ではないかと私は思うわけです。土地について
も環境問題等から相当の制約がありますし、例えば地球温暖化で海面が１ｍ以上上がると耕地
の３分の１は水没してしまうという話も聞かなくもないわけで、その状況はどうなるのかという問題
もございます。それから、生産の方の技術進歩については、従来の技術による進歩は、単収向上
が頭を打ったというデータにあるとおりで、期待されるバイオテクノロジー等が果たしてどれだけ革
命的な単収増をもたらすのかということはまだわからない世界です。この調査会としても、そういう
ものをできるだけ究明できて、そういうものが全部算盤が合ってこうだということが言える段階にな
れば一番望ましいけれども、必ずしもそういうことにならないのではないかということになりますと、
事は食料という人間の命にかかわる問題ですので、その辺は悲観論、楽観論があってもやや大
事に扱っていく必要があるのではないかという感じがするわけでございます。 
 それから、現在既に日本の食料の海外に対する依存度が高いわけで、なかんずくアメリカへの
依存度が高いというデータが出されているわけでございます。現在、飽食と言われる食生活を維
持するためには、面積の制約がございますから、外国の輸入に頼らざるを得ないというのが現状
なわけでございます。ただ、その世界においても世界的な気象変動等もありまして、穀物等を中心
に需給が変動し価格も変動するということで不安定な要因が随分増えてきているのではないかと
いうこと、それから、最終的な輸入の担保というものはどうやら今は見つからないという状況で、い
わば紳士協定みたいなものでやっていくわけで、友好国だから心配ないよということを、我々もそ
れを信じたいけれども、ただそういうものに対してもやはり一旦緩急あればということもある程度想
定の中に入れておく必要があるのではないか。 
 そういう意味合いでは、私の感じですけれども、中長期的には食料はひっ迫基調を迎えていくの
ではないか。そういうものに対してどう備えるか、国内で作れる力をどれだけ残していくかという問
題が一つあると思うのです。もう１点は、短期のそういう需給変動に対応する対策をどう作るかと
いう二つの対策が必要ではないかと思います。国内の農業生産はみんなを養うような力はもはや
失っているのではないかというのが私の考えで、そういう資料をお願いしたりしたので、次回は出
てくると思いますけれども。 
 農地というのは一旦耕作をやめてしまえばもとに戻すのは大変ですし、農業は技術も要るし水も
要るというようないろいろ問題がありまして、使っていないといざという時になかなか効果が発生し
ないという性格もあるわけで、それらを含めて長期的、あるいは短期的にどの程度国内で備えを
作っていかなければいけないかという議論、政務次官の言葉を使えば、いわば消防車何台にする
かという議論が核心にあるべきではないかなという感じでございます。 
○部会長 どうもありがとうございました。 
○専門委員 簡単に申し上げます。食料の自給率の問題をどう考えていくかという問題は多分こ
の次の会合にも議論する機会があるのだろうと思うのですが、私は基本的に自給の問題を本当
にもう一度考えなければいけないときに来ているように思っております。それは現実の問題として
消費の最先端で食料を扱っておりますと、こんなに豊かに自由に物が手に入るということで、信じ
られないくらい今はいいわけです。今日こういう席で議論をしておりますと少しずつ頭に入ってきま



すけれども、現実の世界はとてもそのように理解できる状況にはないわけです。いろいろ問題はあ
りますが、本当に10年、20年を考えますと非常に重要な問題で、時間をかけて議論をしていただき
たいと思っております。 
○部会長それでは、どうぞ。 
○専門委員ただいまの委員の御発言とも関連するのですが、世界の状況を十分見つめる中で、
日本の国において日本の国民の健康状態を維持するために必要な食料がどれだけ必要である
かについて、短長期的に人口の変動も見つめつつ、それから耕地の変化とか生産力、どのくらい
生産されるのか、生産技術、そういうもろもろを含めてのデータ、いずれ出てくるのかもわかりませ
んが、それがいろいろな条件のもとで示される必要があるように思うのです。それを見つめなが
ら、世界の中で日本の国の位置づけをもう一度この機会にしっかり見つめ直す必要があろうかと
感じております。 
○部会長 ありがとうございました。 
 それでは最後になろうかと思いますが、御発言をお願いします。 
○専門委員 幾つか問題を指摘したかったのですが、時間もありませんので。私も今日の議題が
「世界の食料需給」ということで丹念に資料は見させていただきました。全体の印象としては、委員
がストーリーということを言われましたけれども、そういうことはともかく、中長期的に見ると食料需
給問題というのは非常に明るい部分がないなという印象を率直に持ちました。ただ、バイオテクノ
ロジーの問題がこれからどのように進展するのか、これをどうとらえるのかという点で多少明るい
展望が読み取れるような感じであったわけです。 
 ５ページの穀物の国際価格の推移という図を見ていまして、これは恐らく異常気象、あるいはエ
ルニーニョ現象が10年に２回ぐらい起こるとかいろいろ言われていますが、この気象変動も周期
的な感じで起こっているのかなとも思います。こういう大きな変動によって生産がどのくらい減って
価格がどのくらい上がっているのか。つまり価格ベースのところは、100として６倍近いところもあ
り、特に米において激しい変動があるんですが、減産ということと価格がどのようにリンクしている
のかという点をこれから資料でお示しいただけたらと思うのです。 
 それと気象の問題についてはどのように予測するかわからないんですが、作物を作る、供給す
るという時にこれは非常に大きな問題で、気象がどのように農産物にかかわっていくのか、これま
でかかわってきたことはわかると思うのですが、どのような見方があるのかをちょっとお示しいただ
けたらと思うのです。 
 長くなりますので、次回の食料安保のところでいろいろ発言をしたいと思うのですが、委員がおっ
しゃったように、いろいろな問題があって、価格変動を取っても、単年度ベースで見ると過剰であっ
たり不足であったりしておりますが、例えば不足の時には自給を高めた方がいいということになる
し、過剰の時にはどうなのかというような形のものではなくて、やはり中長期的にどのように安定し
た供給をしていくか。その外交努力は政務次官等がなさるのでしょうけれども、日本の生命線はア
メリカに牛耳られているような感じさえする輸入先別の割合などの資料を見ますと、このような状
況の中で、国内の自給という点で国内生産をどこまで高めていくか。前回もお話しましたけれど
も、ある程度食料が不足した時は、食料の危機管理的な発想も持った上で食料というものを見て
いく必要があるのではないかと、今もこの資料を見ながらますますそのような感を強くしたというこ
とだけ申し上げたいと思います。 
○部会長 ありがとうございました。まだ御発言になりたい方もいらっしゃると思いますが、議論は
基本的にはずっと続いて同じ筋を追ってまいりますので、また次回にでも御発言いただければと
思います。 
 本日の議論は世界全体の食料問題の先行きということでございますけれども、委員の御発言に
ありましたように、できる限り裏付けのある資料をもってそれぞれの判断を下した上で、最後には
日本としてどういう政策を取るべきかという問題になるわけでございます。しかしその場合に、日本
人が十分食べられればいいというだけではございません。世界全体のことを考慮に入れながら、
日本としてはいかにすべきかということは最後に問題になってくるわけで、そのように議論は続い
ていくのかと思っております。 
 本日の御発言の中には事実上の資料要求というような御発言がたくさんあったと思いますので、
事務局は大変だと思いますが、最大限の努力で資料を提出し、次回以降も御説明いただきたいと
思います。 

５．閉会 



○部会長 次回以降のスケジュールでございますが、第３回は来週木曜日の７月24日、第４回は
８月29日、いずれも午後２時からということでございますのでよろしくお願いいたします。また各部
会合同の合同会議につきましては９月９日という予定でございます。正式には改めて事務局から
御案内を差し上げることといたしております。 
○部会長 それでは政務次官が最後に御発言があるそうでございますので、一言お願いします。 
○農林水産政務次官 発言の機会をいただきましてありがとうございます。お礼だけ申し上げたい
と思いますが、その前に２～３点お話しをさせていただきたいと思います。 
 まず最初に、非常に重要なことなんですけれども、委員から御指摘がありましたが、ストーリーが
読み取れるというお話がございました。実は私どもとしてはストーリーを作る立場にはないわけで
ありまして、ストーリーはこの調査会、そして部会がお作りいただくということで、お考えになるその
基礎的な資料の御提供を申し上げています。その中からストーリーを読み取りいただいたのかも
しれませんけれども、委員の御発言は私どもは十分銘記しなければならないと思っております、そ
ういう意味でこれは私どもでストーリーを作るものではございません。したがって、何か御要望がご
ざいますれば、先ほど資料が見当たらないというお話もあったんですが、遠慮なく申し付けていた
だいて、その基礎資料は御提出申し上げます。しかしあくまでも結論でありますとか、その流れで
あるとかは当調査会においてお作りをいただくものであると、私はそのように認識をいたしており
ます。 
 それから重要なことでありますが、バイオテクノロジーの問題についてございまして、実はバイオ
テクノロジーと申しますよりも基礎研究というのがこの頃非常に重要になってまいりました。私ども
が政務調査会におりました時分にいろいろ考えまして、基礎研究を大いにやらないと日本の将来
が展望できないという考え方に立ちまして、建設国債を充ててでも基礎研究を充実すべしという考
え方になったわけであります。どういうことかと申しますと、例えばペニシリンというのがありまし
て、それによって我々の健康は非常によくなり、また長寿になったと思いますが、このペニシリンは
ガラスの上にばい菌で絵をかくという遊びの中から発見されたということです。基礎研究というの
は、これをやってどうなるのかというのが必ずしもわかっていないで行う研究ですが、そういうもの
にお金を使っていこうではないかという最近の政府としての考え方があるわけであります。 
 したがいまして、このバイオテクノロジーの問題につきましても、あるいは遺伝子組換え技術にお
きましても、どういうものが出てくるかわからないというのは実際のところでありましょうし、それだ
けに注意を払わなければならないことは当然でありますけれども、その中から、あるいはこの世の
中がひっくり返るような大きな発明・発見があり得るということを私どもは考えてある程度の投資を
しております。先ほどちょっと触れておりましたが、稲の中にとうもろこしの遺伝子を組み込むこと
によって空気中の炭酸ガスを大いに吸い取って、それの炭素同化作用を強めるというようなことを
していったらどういうことが起こるんだろうというような研究なども今やっているわけでございまし
て、そういうものをとめるということではなくて、研究は研究としてあくまでもやらせていきたいなと
思っておるわけであります。 
 それから、話は違いますが、食料という問題につきましては私が最近気になっているテーマが一
つございます。それはカロリーベースの自給率は、現在42％でありますが、カロリーそのものは
2,600キロカロリーくらいの供給がされている。しかし厚生省が調査して取っております摂取ベース
のカロリーで見てみますと、これは2,000キロカロリーそこそこであります。その600キロカロリーの
差は一体何なのかということについては食料問題の中でやはり考えていかなければならないテー
マなのかなと考えております。先ほど豊かで自由であるというお話がございましたが、同時に無駄
がないかということでありまして、しかし無駄もある意味では人生にとって必要なことかもしれませ
んから、全面的に否定するというわけではないと思います。 
 ３点ほどお話しをさせていただきましたが、長時間にわたりまして大変貴重な御論議を賜りまし
たことを私どもの立場から心より感謝を申し上げまして御挨拶といたします。ありがとうございまし
た。 
○部会長 それでは本日はこれにて閉会といたします。どうも長時間ありがとうございました。  


