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１．開 会 

○部会長 それではただいまから、食料・農業・農村基本問題調査会食料部会の第３回会合を始
めさせていただきます。本日の会議は午後４時半までを予定しておりますのでよろしくお願いいた
します。 
  
２．資料説明 
  
○部会長 本日は前回議論しました「世界の食料需給の見通し」を踏まえました上で、「我が国の
食料安全保障のあり方」を議論するということでございますので、この部会としても非常に重要な
会議になろうかと思います。 
 あらかじめ事務局に本部会における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、最初にこれを説明していただきました後で、委員の皆様方の間の意見交換という形で、いつも
のとおりでございますが、やっていきたいと思います。 
 それでは最初に資料の説明をお願いいたします。 
○事務局 それではお手元の資料４の「我が国の食料安全保障のあり方について」、これにつき
まして御説明をさせていただきます。 
 １ページ目でございますが、食料の安全保障の考え方として、２行目から「食料安全保障とは」と
いうことで、「国がいかなる場合においても国民が必要とする食料の安定供給を確保し、国民の生
命と健康を守ることを意味するものである。食料は国民生活にとって欠かすことのできない最も基
礎的な物資であることから、食料安全保障は国が果たすべき基本的な役割である」、その下に、
「食生活には必要な栄養を満たす側面から豊かな食生活を楽しむという側面まで幅があるので、
状況に応じ、確保すべき内容を考慮する必要がある」ということを記述いたしております。 
 それから我が国の食料需給構造ということで、我が国の食生活はこの30～40年の間、高度成長
の過程におきまして大きな変化を遂げたわけでございます。国民１人１日当たりの供給熱量は増
加し、内容の多様化、高度化が進んでいる。具体的には自給品目である米の消費は減少する一
方におきまして、畜産物や油脂の消費が増加したということでございます。 
 これまで何回か資料を示しておりますが、右の方に昭和40年から30年間における１人１日当たり
の供給熱量の推移ということで内訳をつけておりますが、油脂類以下の段、この中において米と
畜産物、油脂類の代替関係があるということが示されているのではないかと思います。 
 ２ページ目でございますが、昭和50年代に入りますと我が国の食生活の変化のテンポも鈍化し
てきたということで、栄養バランスがとれた我が国独自の日本型食生活ともいうべきものが形成さ
れたわけでございます。食料消費が量的には飽和水準に達する中で、米と畜産物、油脂の代替
関係は継続し、最近ではむしろ栄養バランスの崩れのおそれが生じてきているような状態になっ
ているということで、右の表にPFCの供給熱量比率の推移を示しておりますが、脂質が平成７年で
29.5％、適正とされております範囲の上限である30％にほぼ近づいているという状況になっていま
す。 
 左下の文章でございますが、我が国の耕地面積が昭和35年の607万haから平成８年には499万
haということで500万haを切るような状況になっておりますし、耕地利用率も98％ということで100％
を下回るような状況にあるということで、国内の農業生産の基盤は脆弱化している面があるわけ
でございますが、国土資源に制約がある中で、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ということで、供給熱量ベースでの食料自給率は、平成７年度に
は42％まで低下しているということでございまして、右下の表に昭和40年度からの傾向を示してい
るところでございます。 
 ３ページ目でございますが、食料自給率が低下したことのうらはらと申しますか、そういった関係
において我が国は世界最大の食料純輸入国であるということで、経済力を背景といたしまして世
界中から食料を輸入し消費者の需要に応えているということで、我が国は純輸入額が361億ドル、
２位のドイツの161億ドルを大幅に上回るような水準となっております。 
 ４ページ目に、今後の見通しを示しています。この今後の見通しというのは、農業基本法に基づ
きまして「農産物の需要と生産の長期見通し」を策定することになっておりますが、現在の長期見
通しが第６次のものでございまして、一昨年、平成７年の12月に策定したものでございます。これ
は平成７年の12月から見ますと10年後の平成17年度を目標年次とする長期見通しということでご
ざいます。西暦で言いますと、2005年ということになるわけです。 
 まず農産物需要の概況でございますが、左に①～④に整理いたしておりますように、品目ごとの
消費量の増減はかつてに比べると小さくなってくる。それから②に示していますように、米の消費
の緩やかな減少と畜産物の消費の増加、これは引き続き継続していくのではないか。それから③
に示していますように、野菜・果実等の品目につきましては、多様化を伴いつつも量的にはほぼ横
這いで推移していくのではないか。 
 総体としての熱量でございますが、供給熱量はほぼ横這いの2,600kcal程度で推移し、この中で
脂質の比率が高まり、適正とされます水準を上回るおそれがあるという需要の見通しでございま
す。 
 このように食料消費が量的飽和水準に達している中で、我が国の食生活自体が食料自給率を
低下させる方向への変化が継続すると見込まれているということでございます。 
 右の方のグラフは上の方が総需要量、下が１人当たりの純食料でございます。平成17年度の姿
ということで主だった品目につきましての需要量、純食料を見通しているものでございます。このグ
ラフの中で左側の白枠が現状、すなわち原則として平成５年度でございます基準年の実数値でご
ざいます。それから右の斜線の部分が平成17年度の見通値ということでございますが、この中で
米、牛乳・乳製品、牛肉については、若干黒っぽくなっている箇所は需要に幅があるということで、
米の場合は973万トンないし1,025万トンという幅で見通している。その分の代替関係が畜産物、す
なわち牛乳・乳製品や牛肉で表されているというようにお読み取りいただきたいと思います。下の
方の１人当たりの純食料についても同様でございます。 
 ５ページ目でございますが、以上が需要の見通しの関係だったわけですが、一方、生産量の方
でございます。生産量につきましては、農業者の方々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に立っておりまして、その下にも示していますが、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た生産見通しということで策定している
わけでございます。そういった国内農業生産の姿が実現した場合の食料自給率の試算ということ
で、平成17年度における姿は44ないし46％の自給率になるのではないかということを示している
わけでございます。 
 右の上の方に栄養水準の見通し、真ん中に主要品目別の生産量の見通し、こういうことを受け
ましての食料自給率の見通しということで、下の方に平成17年度の姿、供給熱量ベースの自給率
から穀物関係の自給率等々をお示ししております。 
 ６ページ目は、この長期見通しの姿が現状どうなっているかということ、まだ見通し策定後の姿と
いうことではそれほど経過しているわけではございませんが、平成７年度の姿ということでお示し
いたしております。平成７年度の総需要量は概ね長期見通しの傾向に沿った動きということが言
えるのではないかと思います。品目によりまして若干振れがございますが、需要の関係は概ね長
期見通しの傾向に沿っている。一方、生産量でございますが、全般的には長期見通しの傾向を下
回っているということで、特に①に示しています小麦、大豆、②に示しています魚介類については
大幅に下回っているということで、具体的に右の方に品目別の詳細なグラフがございますが、右
上の小麦のグラフを見ていただきますと、上の実線が総需要量、真ん中の丸をつないだ線が１人
当たりの純食料、下の点線が生産量です。生産量の見通しが17年度の数字となって、この幅で生
産を見通しているわけですが、実数値は点線であるようにかなり下回って推移しているということ
がお読み取りいただけるのではないかと思います。 
 また２段目の左の大豆が同様に一番下に生産量がありますが、見通しの趨勢からいきますと下
回っている点、あるいは魚介類は右の一番下になりますが、生産量が見通しの線からしますとか
なり下の方に向かっているということがお読み取りいただけるのではないかと思います。 



 以上が我が国の需給の見通し関係でございますが、７ページ目に世界の食料需給の見通しとい
うことで、これは第２回の当部会において示しました「世界の食料需給」を要約したものを示してお
ります。左上に示しておりますが、農産物の生産の特殊性、貿易構造の特殊性、そういういろいろ
な面の不安定な要因が出てくるということで、短期的な不安定性が増大することが見込まれてい
るという点とか、下の方には若干中長期的な話ということになるわけですが、世界の食料需給は
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懸念されている状況だということで、
前回の資料をお手元につけておりますので、詳しい点についてはまた改めてご覧いただけたらと
思います。 
 ８ページ目が我が国の食料安全保障のあり方ということでございます。世界の食料需給の不安
定要因には短期的なものと長期的・構造的なものがあります。また１ページ目にも触れておりまし
たが、食生活にも必要な栄養を満たすという側面から、豊かな食生活を楽しむという側面までいろ
いろと幅があるということで、下の方にアンダーラインを引いておりますが、現在の豊かな食生活
を前提とした短期的な需給変動への対応ということと、必要な栄養の確保を優先した長期的・構
造的需給ひっ迫への対応、この二段構えで検討する必要があるのではないかと私どもは考えて
おります。 
 その中で、まず我が国の短期的な需給変動への対応ですけれども、我が国が輸入しております
農産物、これは海外の作付面積に換算いたしますと、国内の耕地面積の約2.4倍に相当します約
1,200万ｈaということで、膨大な部分を海外の農地に負っているというような数字が試算されるとい
うことを示しております。 
 それから９ページ目でございます。文章の左側の上の方ですが、我が国の食生活は飽食と言え
るほどの豊かなものであり、栄養バランスの回復とか、無駄を少なくするという観点からの見直し
が必要であるという面もありますが、いずれにいたしましても、国土資源に制約のある我が国にお
いてすべてを国内生産で供給していくということは実際には非現実的ではないか。したがいまし
て、現在のような豊かな食生活を前提に食料の安定供給を確保していくためには、国内生産を基
本としながら安定的な輸入の確保、適切な備蓄の保有、こういうことを組み合わせることが不可欠
ではないかということを記述しております。 
 この場合の国内生産でございますが、左の文の①に示していますように、輸入への依存度をさ
らに高めていくということは我が国の食料需給構造をさらに危うくしていくことにつながるのではな
いか、②ですが、備蓄は有効でありますけれども、他方、品質の面、あるいはコスト面からおのず
と限界があるという問題がある、③は、現存する国土資源を持続可能な方法で有効に活用するこ
とは世界の食料安全保障に資するという面があるのではないか、④は、農業は多面的な機能を
有しているということで、国内農業生産が適切に維持されることが必要ではないかということで、ア
ンダーラインを引いて４行ほど要約しておりますが、自らの国土資源を持続可能な方法で有効に
活用しつつ、良質・安全・新鮮で適正な価格の農産物を求める消費者の需要に的確に対応して、
国産品の持つ有利性を前面に出した生産・販売を行うことを通じ、可能な限り維持・拡大を図る必
要があるのではないかと考えられるということです。右上の方に長期見通しを示しました際の平成
７年12月の農政審議会報告の抜粋を示しておりますが、こうした考え方ということで、折に触れ今
まで農政審議会、あるいは農林水産省の国会答弁等々を通じましてこの考え方を打ち出してきて
いるところでございます。 
 なお、左側の③に示してありますような点については、抜粋でございますが、昨年11月の世界食
料サミットの行動計画におきまして盛られている点を御紹介いたしております。 
 10ページ目が輸入の安定化の問題でございます。我が国が現実に世界最大の輸入国であると
いうことで、特に国家貿易品目であります麦については、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ということで、具体的にはカナダとかオーストラリアとの関係での取決め
の中身等について右の表に御紹介をいたしております。 
 左下の方に文章で整理いたしておりますが、農産物の貿易は基本的には民間ベースの自由な
取引のもとで行われているということで、安定的な輸入の確保のためにより効果的な方策が取り
得るかどうか検討する必要があるのではないかと考えております。 
 11ページ目が備蓄の関係でございます。備蓄の関係は、昭和47年の世界的な異常気象による
食料需給のひっ迫を契機といたしまして、我が国におきましては、小麦、飼料穀物、食料用大豆を
中心にいたしまして本格的な整備が行われています。また米につきましては、新しい食糧法のもと
で備蓄の制度化が行われているということでございます。その概要につきましては右の方に表で
整理しております。米が150万トン、食糧用小麦が2.6ヵ月分等ということで、備蓄の主体なり仕組
みはここに示してあるようなことでございます。 



 それから、備蓄に要するコストということで、これは前回、委員からも御質問がございましたので
お答えしたような数字でございますが、若干米につきまして注を加えておりまして、210億円という
のはあくまで金利・倉敷等の部分だけということでございまして、需給事情等によりまして保管期
間が長期化する場合、あるいは備蓄米を食料援助等に向ける場合にはさらなる負担への対応が
必要ということで、あくまで金利・倉敷相応ということでの210億円だということでございます。その
他の品目についても、この表のような予算措置が講じられているということでございます。 
 12ページ目に世界的な備蓄の状況等ということで、西欧各国においてどのように食料備蓄が行
われているか、私どもが調べました事例についてスイスをはじめスウェーデン等の概要を右上の
表に御紹介いたしております。備蓄水準については軍事機密ということでわからないという例もご
ざいますが、各国はこの程度のことをやっているということでございます。 
 また右下の方に石油とレアメタルの備蓄制度が示されておりますが、石油の場合は民間備蓄と
国家備蓄ということで、国家備蓄は石油公団が80日分、それから石油備蓄法に基づきます民間備
蓄ということで民間の業者の方々に義務づけられている分が70日分、合計150日分の備蓄が行わ
れているということです。それからレアメタルは、ここに示してありますニッケル等の７鉱種の備蓄
でございますが、国家備蓄は特殊法人の金属鉱業事業団が33日分で、目標は42日分、民間企業
における民間備蓄が14日分、目標は18日分、このようなことがなされているということでございま
す。 
 13ページは長期的・構造的需給ひっ迫への対応ということで、左側にアンダーラインを引いてあ
る点でございますが、いかなる事態が生じましても最低限必要な栄養水準は国内で供給できるよ
うな国内での食料供給を確保をしていくことが必要ではないかということで、具体的には優良農地
の確保・整備であるとか、技術、経営能力に優れた担い手の育成・確保とか、農業技術の開発・普
及、こういう具体的な施策をいろいろと講じていかなければいけないのではないかと考えておりま
す。 
 それから14ページでございますが、これは前回の部会でもお話しが出ましたのでお示ししており
ますが、長期見通しを策定いたしました際に熱量効率を最大化した場合の国内での食料供給量
がどういう姿になるかということを平成７年の12月に試算しておりまして、これは公表しております
のでこの点を御紹介しております。左側の試算結果というところでは１人１日当たり供給熱量は
2,100kcal程度ということでございます。それから１人１日当たりのたん白質、脂質、これは30年代
の水準、それから純食料では米とかいも類を中心の構成ということで、野菜・果実、肉類等は30年
代半ごろの水準が確保されるようなものということで、農地面積が480万ha、これは平成17年度に
見通される下限の農地面積ですが、これを前提に平成17年度における我が国の総人口を賄える
水準ということで試算していきますと、農地面積においてこのような姿が確保し得る可能性がある
ということでございます。 
 ただ、確保すべき食料供給力の内容等につきましては、栄養水準とか単収等いろいろなものと
の兼ね合いがございますので、さらに詳細に検討していく必要があるのではないかと考えておりま
す。 
 本日お示ししております資料の御紹介は以上でございます。 
○部会長どうもありがとうございました。 
  
 ３．質疑 
  
○部会長 ただいま事務局より資料の説明がございましたが、これに関する御質問、御意見、あ
るいは追加的な資料の御要求等がございましたら、これから時間の許す限り御発言をいただきた
いと存じますが、本日御欠席の委員のうちお２人から今日の議題についての意見が文書で寄せら
れておりますので、事務局からそれを最初に御紹介していただきたいと思います。よろしくお願い
します。 
○事務局 お手元に２種類、Ａ４判でお配りしていると思いますが、まず最初の委員からの御意見
を読み上げさせていただきます。 
 １．食料の安全保障問題の検討に当たっては、以下の３点を勘案の上、具 体的かつ現実的な
論議を行う必要があると考えます。 
 （１）第一は、平成４年６月に取りまとめた「新しい食料・農業・農村政 策の方向」でも、「現状の
食生活を今後とも維持していくとすれば、我 が国の食料供給は、国内生産、輸入及び備蓄を適
切に組み合わせていか ざるを得ない」と結論づけられております。国際化が進展し、豊かな時 
代を迎えている状況にあって、結果的に我が国の食料自給率はカロリー ベースで４割程度まで



低下しております。この現状を踏まえて、食料の 安定供給のための体制整備にあたっては、国
内生産の重要性に加えて、 輸入の役割も正当に評価し、生産・備蓄・輸入・加工・流通・販売まで
をトータルに捉えた食料政策を推進することが重要と考えます。 
 その際、国際協調の時代への移行を踏まえ、食料を安定的に確保する 「食料外交」を政府の
役割として重要視すべきであります。 
 （２）第二は、食料安全保障問題を考える際に、想定される食料危機に応 じて、その対策を個
別具体的に議論していくことが必要であると考えま す。例えば、想定される食料危機には以下の
３つの類型が考えられるか と存じます。 
 ①局地的な天候不順やストによる流通障害等による短期的な食料危機 
 ②戦争等により海外からの供給が継続的に途絶えてしまうといった、有 事の際の食料危機 
 ③世界の食料需給がひっ迫するといった超長期的な見通しに基づく食料 危機 
 これらの類型別にどのような対策が必要かつ有効か、具体的に検討すべ きであります。 
 （３）第三は、食料安全保障問題への対応を考える際に、そのために必要 な政策内容とコストを
併せて検討すべきであります。備えはあればある にこしたことはないと思いますが、政策内容が
国際的にも国内的にも通 用するものかどうか、またそれに要するコストの負担を国民に課すこと
について国民的な合意を得られるかどうかについてまで、十分に配慮し た論議を行う責務が
我々調査会の委員にあると考えます。 
 ２．その上で、食料安全保障問題への対応について、先の食料危機の類型 に基づいて若干具
体的に意見を申し上げると、以下の通りであります。 
 第一の類型の短期的な食料危機については、備蓄体制の整備や、多角 的な輸入先の確保と
安定的な取引のための二国間契約の締結、食料輸出 国との良好な関係維持等に努めることで
対応可能であると考えます。 
 第二の類型である有事の際の食料危機の場合には、食料だけではなく、 石油などの供給も確
保できなくなるとともに、諸物価の暴騰など平時の 経済システムだけでは国民生活を維持するこ
とはできないことが予想さ れます。従って、有事の際の食料確保は、国家が行う危機管理政策
の一 環として位置づけ、必要最低限の食料を確保する対策を検討すべきであ ります。 
 具体的には、平時における需給体制とは別に、非常事態における土地 利用計画（遊休地の田
畑への転用等）や食料の供給体制・流通体制等な ど、総合的な危機管理体制の検討が必要と
考えます。 
 第三の類型である超長期的な見通しに基づく食料危機については、平 時より、優良農地の確
保や競争力を持ちうるよう農業諸施策を講じると ともに、農業技術の開発を進め、これを積極的
に発展途上国に対して技 術移転することが重要であります。超長期の見通しについては未だ不
確 定な要素も多いと考えます。本調査会の議論は20年程度先を視野に入れ て行うというもの
であれば、今後、万が一、状況が著しく変化した場合 に、速やかに改めて対応策を検討すれば
よいと考えます。 
  
 続きまして、２人目の委員からの御意見でございます。 
 食料・農業・農村基本問題調査会食料部会における第１回および第２回会 合における議論を
踏まえるとともに、第３回のテーマからみて、食料安全保 障の考え方に関し、一定の整理を行っ
ておくことが重要であると考えている。  
 〔食料安全保障に関する基本的な考え方〕 
 国民が必要とする食料の安定供給を確保することに、国家が責任を持っ て役割を果たすこと
が必要である。 
 このため、中長期の需給展望を踏まえた政策を基本としつつ、短期的な 変動にも対応しうるよ
うに、政策として明確に措置していくことが必要で ある。 
 〔基本的な考え方を踏まえた論点〕 
 ○人口や環境といった長期的な構造を見通せば、世界的な食料需給がひっ 迫する事態を充分
に想定しておく必要がある。 
 そのような事態に至っても、国民生活に必要最低限の栄養水準が確保さ れるためには、国内
での生産力を可能な限り確保していくことが重要では ないか。 
○その際、国内生産力の基盤となる一定量の農地、技術を有する労働力と いった資源を継続し
て維持していくことが重要ではないか。 
 ○これらの資源については、潜在的な確保は現実的でなく、持続的に能力 を発現させておく必
要があるのではないか。 



 ○さらに、短期的な条件のもとで決定される比較優位なり市場経済原理と、 短期的には急速に
回復できない農業資源の特色を踏まえた中長期的な視点 とを、調和させることが重要な課題で
はないか。 
 ○一方、短期的な需給変動に対しては、「飽食」とまで称される我が国に おける現在の豊かな
食生活を前提とすれば、持続的な国内生産に加え、安 定的な輸入確保と適切な備蓄を組み合
わせていくことが必要ではないか。 
 ○このように、食料安全保障については、中長期的な内外の構造を踏まえ た視点と、需給変
動等による短期的視点の双方向から基本的な政策を検討 することが重要であるが、いずれも国
内農業生産をベースにしていくこと が必要である。 
 ○その際、食料安全保障のベースとなる国内農業生産について、どの程度 の生産資源を確保
し、これに基づく生産が行われるべきかといった一定の 目標を、政策として決定していくことが必
要ではないか。 
 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。 
 ただいま御紹介いただきましたお二方の意見でございますが、ご覧いただきますように、共通な
部分とそうでない部分がありますが、それぞれよくお考えいただいた上での貴重な御意見かと思
います。 
 それでは残りの時間、一応４時半までは用意しておりますので、どなたからでも御自由に御発言
ください。金田委員、どうぞ。 
○委員 大変単純なことを申し上げますけれども、実は食料の自給問題を考える時に一番中心に
なってくるのは、これから、日本人あるいは世界の人は肉をどのくらい食べるかということだと思う
のです。同時に、肉を食べるということは本当に良いことなのかどうかということであります。極端
な表現をすれば、肉を生産したり扱っている人に叱られてしまうかもしれませんけれども、文明病
への階段を登りつめているような面もあるわけであります。実は私もその１人でして、心臓を痛め
て、実は先週ちょっと検査入院してきたのですが、そこで食生活の改善指導を受けまして一つの
新しい発見をしたのです。それは、アメリカが1992年に栄養審議会というところでフードガイドピラミ
ッドというものを作りまして国民に知らせているわけであります。 
 これは何かといいますと、ピラミッド型に食物を摂取していかなければならない、一番下にあるの
が御飯とたん白質と麺類とパスタ、シリアルなど、いわゆる穀物でして、その次の上の段階にある
のが野菜と果物なのです。その上の段階にあるのが牛乳と肉と魚介類、卵、大豆というもの、その
上に脂肪と油と砂糖がありまして、これが一番先のとんがった部分なのですが、これは控え目にと
特に書いてあるわけです。これを見て私はアメリカでもこういうことかなと驚きました。アメリカとい
う国はハンバーグはパクパク食べるし、アイスクリームはバケツ単位で食べるとか、そのくらいに
言われている国で今こういうことが言われているわけでありまして、私の生活自身を振り返ってみ
ますと、逆ピラミッドですよ。やはり肉とか魚とかそういうものを食べるのが一番大事なんだ、炭水
化物は他のもので補えばいいのであって、場合によっては食べなくてもいい、このようにも思って
いたわけでありますが、逆三角形であるということを発見して大変驚いたわけであります。 
 このようなことは日本でも農水省から、これとほとんど内容は同じだと思うのでございますが、日
本型食生活ということでもう既に発表されているわけでありますが、この辺をもう少し宣伝なさって
はどうかということであります。そのことで文明病を抑えるというよりは、肉に余り偏らないことによ
って食物が有効に活用されるのではないか、あるいは世界の発展途上国とかそういうところはこ
れからどんどん肉を食べようとしている、そういうところに対して、あなた方そんなことをしなさんな
と言ったって無理だと思うのです。栄養という観点からいってそれは余り意味のないことで、マイナ
スなのですよというお話しの仕方はあり得るのではないか。 
 そういうことが食料の需要の内容を変えていくという意味で大事なことなのではないかと、ごく最
近そんなことを感じましたので、まず需要の面から我々はどう考えていくか、食生活の内容そのも
のは栄養ばかりではございませんから、いかに楽しくしていくかということは大事でございますけれ
ども、我々が仮にここで標準化して一つのモデルを作り得るとすれば、それは栄養という切り口し
かないのではないかなと思います。需要のある程度のリードということがこれからの日本にとって
も世界にとっても大事なのではないかと思いましたので、まずその点を申し上げておきたいと思い
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。 
○専門委員 ただいまの委員のお話、全く同感でございまして、私どものような消費の最前線で物
を考えておりますと、どちらかというとこの30年間、肉を売る、肉が消費されるということが主流に



なってきていたわけです。しかし、現実の問題としてこれで良いのだろうかという疑問を我々も非常
に強く持つわけです。肉がいかに健康に良くないかという話は少しずつ出始めておりますし、私の
非常に尊敬する先生は、もう肉は要らないと、そのくらい極端なことをおっしゃっているわけです。
一番健康な食事は玄米と野菜だとおっしゃるのですが、それはともかくとして、本当にこのように肉
を国中で消費して良いのかという問題は多くの方々が少しずつ疑問を持ってきておられると思い
ます。やはり国民運動になっていかなければいけないのではないか。それは肉を食べるなという
話ではなくて、健康な体を作っていきたいとか子孫に伝えていきたいという意味合いで考えてもら
えば良いことですし、人々の欲求を抑える形では難しいと思うわけです。 
 我々消費の最前線ではお客様が要求するものを提供するのが役割ですので、本当はこの意見
は矛盾をしているのですが、すべてのお客様が、もう肉はよろしい、もっと健康に良いものを出せ
というのでしたら幾らでも我々は対応できるわけなのです。そういう意味では今の御意見は全く私
も賛成であります。 
○部会長 どうぞ。 
○専門委員 先ほどの委員のお話を伺っていまして、やはり年齢からそのような食べ方をなさって
いらっしゃるのかなと。今一般的には委員のような発想の食べ方は余りしなくなっていると思うの
ですが、ただ、５ページの表にもありますように、現在の日本人の食生活の中で脂肪の取り方、肉
の取り方が過剰になりつつあることは問題でございます。一方で厚生省の方では国民栄養調査を
行ってその現状を把握しておりますし、それから先ほどのアメリカのピラミッド型のガイドラインとい
うのは、アメリカでは日本以上に肥満とかコレステロールが高いとか、そういった問題が国の問題
として大きかったわけです。それであのピラミッド型のガイドラインが生まれたのですけれども、日
本ではあれよりもっと丁寧なものがありまして、わかりやすい指導をいろいろな所で行っているわ
けでございます。ただこれがなかなか浸透しない部分はあるわけですが。 
 需給の見通しの方から考えることも大事なことでありますが、もう一方で、これから消費者がどう
いう食べ方をしていくか、その指導をきちんとしていきませんと、消費者の食べ方次第でいろいろ
な問題が変わっていくように思うのです。そういう教育を私どもは大学ではいたしておりますけれど
も、ごく一部の人間にしかしておりませんので、これは農水省も厚生省に任せるだけではなくて、
消費者の食べ方の問題も含めて政策としてぜひお考えいただいた方が良いというように感じてお
ります。 
○部会長 どうもありがとうございました。どうぞ。 
○委員 今の点ですけれども、私も基本的にはそういうお考えに反対ではありませんが、宣伝を
行うのはもちろん結構だし、行わないよりは行う方が良いに決まっていますが、政策として行うに
は限界があると思うのです。というのは、今も委員がおっしゃったように、アメリカなどではそういう
ガイドラインがあって、日本でも厚生省のガイドラインがあるけれども、実際は余り効果を発揮しな
いわけです。アメリカなどでは一時確かにある程度それが浸透を果たして、いわゆる超肥満という
のは少し減った感じがありましたが、また最近全くそういうことはお構いなしに体を膨張させている
人間が激増していますから、宣伝というのは決して大事でないとは言いませんが、限界がある。 
 ではそういうことを政策としてもし本当に取り上げていくとすれば、食料政策と健康政策をリンク
させることができるかどうか、それがどこまで可能かということを考えるということ、私はできるかど
うかというのはわかりませんが、それが一つのポイントではないかなと思うのです。なぜかという
と、これはうろ覚えで大変申しわけないのですけれども、北欧のスウェーデンであったか、ノルウエ
ーであったか、デンマークであったか忘れましたけれども、非常に人口が少ない国ですが、国の中
で全部の食料を供給できないのです。それで、たしか輸入政策と、健康のために自分の国でどう
いうものを優先的に消費してもらいたいかということをリンクさせているのです。それが抵抗なく行
われているのかどうか、これを余り極端に行うと恐らく国民の抵抗が生まれますね。ではどのよう
にリンクさせるかというと、具体的にいえば、例えば食品産業であっても肉とか何かを扱う産業より
は、先ほど言われた日本型の食材を扱うような産業をいろいろな面で優遇するとか、そういうこと
です。 
 それから、海外から飼料の輸入をする際に、今は関税はゼロですけれども、それを多少関税を
入れるとか、これは現実的には全く私はできないと思いますが、例えばそのような健康政策と食料
政策をリンクさせるようなことが可能かどうかというのは、せっかくのこういう機会だから議論しても
いいのではないかなという気は少ししましたけれども。 
○部会長 今の問題に関連して御意見がおありになる方、少しまとめて御発言いただければと思
います。では、どうぞ。 
○委員 今まで委員からそういうお声を聞けたというのは大変前向きに捉えていただきましてあり



がたいと思います。大変失礼ですけれども、加工産業とかそういう所の方は利潤だけを追っていら
っしゃるのだと考えておりまして、やはりミスリードをしないように、国民の健康のことも考えて専門
家として相対していただけるのだったら大変良い御意見だと思います。確かに私ども今の年齢に
なって、そしてこれだけ豊かになったから気がついたのでして、もし未開発の国などにそのように
言ったら反対のことになりますし、伸び盛りの年齢の方たちにはまだまだ食べたいものもたくさん
あるし、食べた方が良いものもあると思います。年齢的に必要な栄養素といったことについては、
他の専門の委員にお任せいたしますけれども。 
 ただ、おもしろかったと言ったら申しわけないのですが、14ページの右側に熱量効率を最大化し
た場合の表がございます。少し成長が良すぎてというか、余りカロリーを取り過ぎて日本人も運動
をしなければいけないとか、一方、運動するほどの広い場所がない、本当に豊かなのかどうかわ
かりませんが、昔のように廊下の有るような家に住んでおりませんので、お掃除などもあまりしな
いと、結局運動量が少なくて奥さん達も肥満になるので、エアロビクスに行くとか水泳教室に入る
というような余暇の過ごし方をしているということがありまして、やはり取り過ぎたエネルギーはどこ
かで使わなければいけないわけですが、今はむしろ使う場所がなくなっているということがござい
ます。 
 この表を見ますと、何となく、あの頃くらいの栄養を取っていれば良いのかなという気が少しした
のです。ここに戻してしまったら、これは危機管理の時のことですので粗末になるかと思います
が、でもこれで体は健康に保てるということでしたらこれは大変意味のある表だったかなと思って
おります。 
○部会長それでは、どうぞ。 
○委員 私が食料の問題について一番感じますところは、飽食の時代という言葉を聞いてからもう
10年近くなるのではないかと思うのです。その飽食の時代がいつまで続くのか、この事務局の資
料ではずっとその傾向が続くというような形になっているのですが、私ども、現実に仕事の場にお
りますと、どうもそのようなことには思えないのです。だんだん健康にトラブルが生じる人が多くな
ってきている。我々の周りでもそうでございますし、現に私自身もそのような感じになっています。
ですから、飽食の時代の前に戻るのではなくて、飽食の時代の後に来る食生活というものを想定
する必要があるのではないだろうか、そういうものを目指して前進していくということを考えていく必
要があるのではないか。 
 そういう意味で、食料政策という意味では、効率的な食生活といいますか、お肉を食べるとやや
効率が悪いというようなお話が前々からあるわけでございまして、食料が足りなくなるということで
あれば、余り肉に頼らないような効率的な食生活、それは恐らく健康で効率的な菜食中心の食生
活ということになるのでしょうか、そのような形で、後ろに戻るという考えだと問題があるような気が
するのですが、前へ進んでいってもやはりそういうところに行くのではないかということで、前向き
にこのことを捉えて方向付けができないかなと、そのようなことを考えます。 
○部会長 どうもありがとうございました。食料の安全保障というテーマでございますが、普通なら
ば足りない時のことを考えるのですが、余っている時の問題からスタートしましたが、関連した御
意見がありましたらどうぞ。 
○専門委員 いろいろ御意見を伺っていて感じましたが、これも厚生省では日本人の体形に合っ
た年齢別、性別、そしてその人の動き方に合わせた栄養所要量というものを示しているわけです。
５年に１度、いろいろなデータをもとにまとめて発表しているわけですが、それに沿ってきちんと食
べていけば、もちろん輸入しなければ足りないことは事実ですが、先ほど来おっしゃっている、従
来、成人病と言っておりましたが、現在これは成人だけではなくて子供にも見られる現象なもので
すから生活習慣病と呼んでいるわけですが、そういう状態には本当はならないはずなのですが、
現実にはそうなってしまっているということは、やはりそういう食べ方の指導が一方でいきわたって
いなかったということがあると思うのです。それを今ここできちんと戻しつつ、そして国で生産される
食料との兼ね合いでどういう形がいいかということを見ていかないといけないと思うのです。 
 今、医療費が膨大な金額になっていますが、この中にはいわゆる生活習慣病であるがための医
療費がかなりの比率を占めているわけです。ですから、食べ方をきちんとするようになれば医療費
だってもっと少なくなるわけですし、日本の食料生産の見通しもある程度きちんと推計できる方向
に行くのではないかと思います。両方からそういった試算をしていく必要があるのではないかなと
思います。 
 先ほどの14ページのところで、昭和30年代のこの状態になってはまずいと私は思いますので、で
はこれからどのようにしたら望ましいところの水準が保てるのか、そのための農地の確保と農業従
事者を実際にどのように育てるか、具体的な数字が欲しいような気もいたします。 



○部会長どうもありがとうございました。 
○委員 委員から出されております意見書の中で、「生産・備蓄・輸入・加工・流通・販売までをトー
タルに捉えた食料政策を推進することが重要と考えます」とお書きになっているのですが、輸入食
料が増えているということは食料自給率がどんどん下がることなのですが、今は価格が高いから
ということでそうなっていると思います。しかし、食を国内である程度担保しておかなければという
場合には、そういう経済コストの他にどうしても農地とか技術を確保しておかなければならないと
いう最低限がどこかにあるように思います。その最低限をお示しくださったのが14ページだと思っ
ていて、これはあらかたの数字ですから、これだけ持っていたら、また人間というのは窮すれば知
恵が出るものですから、それなりにプラスアルファの栄養が取れるような状態の活動ができるのか
なと考えておりました。委員がおっしゃっている加工・流通・販売、私どもが今まで消費者ニーズと
言われていた中に、やはり加工・流通・販売の方々のニーズが大きく響いていたというように前に
も申し上げたと思うのですが、食品産業にかかわる方たちが国内で自給することをどの程度まで
大事だとお考えいただけるかというところで大分決まってくるところがあるのではないか。 
 今食べ方が変わっていますので、加工食品に依存している部分が多いのです。昔は私どもが生
鮮食料を買ってきて加工して食べていたわけですけれども、私どもが主婦になりたての頃の時代
とはお台所は様変わりをしております。それは女性の地位が向上したといいますか、社会に進出
するようになったとかいろいろな問題があってこれは元へ戻ることはないと思いますし、元に戻す
などということは到底考えられない、女性も外へ出て活動するということは良いことだと思っていま
すし、昔の大家族と違って核家族ですから、それこそいろいろ経済性を考えましても加工食品の方
が良い場合があると思いますので、ここら辺をよく把握して、共通のニーズを持って国内のものを
どれだけ買い支えていかれるかということも視点に入れたいと思っております。 
○部会長どうもありがとうございました。 
 今の御発言のように、あるいはこの御意見の中にありますように、食料の安全保障というのはい
ろいろな面を持ってきておりまして、食料を生産・供給する側も、農業だけでなくて加工・外食まで
含めたいろいろな分野が非常に大きくなっております。それから、これは委員から若干疑問も提示
されたわけですが、食べる方の問題についても政府は何も言わなくていいのかどうかということも
一つの大きな問題ではないかと思います。 
 事務局の方で今までの御発言について何か説明があればどうぞ。 
○事務局 全体的な御意見ですが、例えば健康政策との兼ね合いと食料政策のリンクの話ですと
か、普及・ＰＲの仕方の問題とか、こういう点は、これからこの部会において各論の中でどのように
やっていくのかとか、あるいは食生活の話もいずれ当部会においても何回目かには御議論いただ
こうかと思っておりますので、そういう時点において、現在私どもが行っております施策等を御紹介
しながら、足らざる点とか改善すべき点についてまた各委員の方から御議論、御注文等をいただ
けたらと思っております。 
○部会長 どうぞ。 
○委員 ７ページでございますが、「世界の食料需給の見通し」というのがあります。左の方に短
期的な不安定の増大が見込まれるということ、また下の方の段は、長期的に見ても不安定な局面
があらわれ、場合によってはひっ迫することが懸念される、こういうことであります。そして右側に
不安定な要因として、人口が増加するとか、飼料穀物の需要が増加するとか、生産面では耕作面
積が減少するとか、その他の生産制約要因があるということが示してあるわけですが、実は、だか
らどうなんだというところがもう一つ知りたいところだなと思うのです。例えばこういう不安定な要因
が発生するから世界的に飢餓的な状況が生まれるのだとか、あるいは、そうではない、やはり贅
沢を抑制するという問題が生まれるのだとか、どういうことなのだろうかというところです。 
 今後暗い道を登っていくようなことは言われているけれども、どういう道についての可能性がある
のだということを引き出すには、こういう状況があってカロリーが世界的に見たらどうなんだという
ようなことがもう少し入ってきますと、それは飢餓的状況が部分的に発生するとか、今以上に発生
するのかどうかとか、あるいは我々日本人を含めて先進国は贅沢をこのくらいまで抑えなければ
ならんのだと、こういうことにつながってくるわけですが、ここまでの資料ですとそこが少し見えてこ
ないなと感じますので、その辺はどうなんでしょうかという質問でございます。 
○事務局 今日の分と前回の分と両方見ていただけたらと思うわけでございますが、７ページの
関係は、今後の世界の需給見通しの、いわば短期的な部分と中長期的な部分といいますか、数
十年後というタームを置いた場合というように両方を分けているわけでございますが、いずれにい
たしましても、特に世界の中長期的な話ということになってまいりますと不確定要因がいろいろあ
るわけでございまして、そういった意味におきましては、はっきり大丈夫だというようにはなかなか



言い難い。さりとて絶対こういうように行くという話でもないわけですが、かなりいろいろな不確定な
面があるということを押さえておかなければいけないのではないか。 
 農業生産も、必要になったからといってすぐ立ち上がれるものではないという面におきましては
連続性が必要ではないか。そのためには、例えば今大丈夫であるとしても、20年後に駄目だから
そのときに初めて立ち上がるということは難しいのではないかという意味合いにおいて、少し時間
的に、はしょっている面もありますけれども、そういうことが大事ではないかと思っているわけで
す。 
 もう一つは、これはたしか前回だったと思いますが、委員の方から分配の問題などについて盛ん
に御指摘があったのではないかと思います。現在も世界の生産量ベースで見ますと在庫水準が
昨年は14％程度ということで、かなり低いとはいいながら依然としてそれだけ在庫があるということ
は、絶対量としては足りているというようにも言えるわけですが、片やＦＡＯの調査等によりますと
世界の57億人のうち8.4億人は栄養不足状態、ないしは飢餓状態にあるという現在の世界におけ
る分配の問題もあるわけでございます。これはいわば絶対的な不足なのか、あるいは経済力に伴
う問題なのかとか、いろいろな観点からの検討が必要ではないかと考えているわけでございます。
 したがいまして、ここら辺ではそういう話をいろいろな面で数値的に表せるものと表せないもの、
それからそういう人道的な問題等を今後どのように考えていくのかという国際的な問題、他方、国
内におきましては、資料の１ページにも紹介しておりますが、現在の飽食とも言われている栄養水
準である2,600kcalで世界でも類を見ないような豊かな食生活を実践している状態、これを前提とし
た国内の食料の安全保障ということを考えるのか、あるいは必要最小限のエネルギーが満たされ
るという水準を考えるのか、これは極端な言い方ですが、そういう場合、どういうものを想定しなが
ら政策なり仕組みを考えていくのかどうかという点をこの部会において御議論していただきたいと
いうことで、前回及び今回におきましては、世界及び日本ということについて、短期的な将来性、
中長期的な将来性、その観点からいろいろと数字を示させていただき、あるいは数字が示せない
ものにつきましては若干定性的な表現で資料を整理させてもらっているところでございます。 
○会長 現在の経済的な不振は相当長く続くのではないかと思います。全世界的に30年くらい続
くのではないか。つまり全身を喜ばせるような画期的な新技術とか工業製品が30年以内に出てく
るのは難しくて、宇宙産業とかバイオとか、新素材とかいろいろなものが合わさった新しい技術革
新、新しい高度成長、新しい生活革命は、2020年とか2030年くらいまでは少し望めないのではな
いかと思います。そうすると、アメリカの好景気といってもこれは限度があって、今の発展途上国
みたいに経済成長を遂げるということは先進国では考えられないことで、したがって、どこでも今は
不安が広がりつつあるのではないか。何となしの不安なので、数字を必ずしも信用できないという
不安があって、原子力の問題等は幾ら安全だといっても不安だという気持ちがありますが、そのよ
うに先の見通しがはっきりしない時だけに、安全を更に安心にまで高める政策が必要ではないか
と思いますね。 
 42％の食料自給率と言われて、はいそうですか、それなら安心です、と言い切れるのかどうか、
現状のままでいいのかどうか、努力をすれば44～46％というデータが示されていますが、それで
いいのだろうかという気持ちがあるわけですね。人間、元気のいい時は、昭和35年頃は青い山脈
の時代で、これから高度成長だと。そういう未来が明るい時はそんなに食べなくても頑張れるので
すね。ところが、立派な役職についている人がクビになると、今まで元気だったのが急に老け込ん
でパタッといってしまうということが往々にしてあって、病は気からというのは本当だと思いますね。
元気がいい時と元気が良くない時では違うのですね。今、１億総半病人でして、みんな俺はどこか
悪いんじゃないかと思うようになってきて、アメリカ人もそう思うからフードガイド・ピラミッドなどを出
すわけですね。昔は元気のいい時はそんなことは考えないので、死ぬ人は壮烈に死んでしまった
わけで、それで良かったわけですが、今は１億総半病人です。 
 そうすると、昭和30年の初めの頃の栄養状態で本当に良いのかどうか、多分半病人が病人にな
る比率が多くなるのではないかと思いますね。これから病人食を考えなければいけないかもしれ
ません。そうなりますと過去の数字は必ずしもそれでいいというようにはならないのではないか。
我々なりに食料自給率がどれくらいあったら安心できるのか、これは大ざっぱな話ですけれども、
それも御議論願えないでしょうか。食料自給率が46％という数字は出ましたが、それでいいとお考
えなのか、やはり先進諸国と比べてちょっと不安だなとお考えになるのか、それから2020年、2025
年頃、私らが今よりもう少し貧乏になっているかもしれないなと、本当に食料が買えるのかどうか、
その辺もお考えいただければ幸いでございます。 
○部会長今、会長の方から二つの問題の御提起がございました。一つは食料自給率ということに
ついてどう考えるかということ、もう一つは、20年ないし30年後に日本が食料を現在と同じように海



外から買うだけの経済力があるかどうかという問題でございます。これはこの部会でいずれはある
程度の考え方を出さなければならないことであろうと思っております。御意見を伺いたいと思いま
す。 
○委員我々が国内のものを優先して買うことができるかという、そこのところに触れることなのです
が、実際にどういうことが起きているかといいますと、海外のものを買っても品質が良くなくてまた
国内のものを買うというようなことで、行ったり来たりしているのが現実なのです。そういう意味で
は、現実の問題として品質と価格のチョイスになっているということで、私が申し上げたいのは、経
済原則にはなかなか触れられないということで、誰がこうしろと言ってもそのとおりにいくものでは
ない。ですから、そういうことをコントロールするために食料政策というか、全体的な政策でコントロ
ールしていただく以外にないのではないかと思うのです。ですから、そういうところは個々の企業に
求められても非常に難しい問題になってしまう、そこにこの食料政策を御検討いただく大きなポイ
ントがあるのではなかろうか、このように感じます。 
 それから、私は事業家なものですから、数字ということになりますと、これをしなさいというような
具体的な数字を決める場合と、目標数値を立てるのとどっちが得意かというと、目標数値を立てる
方がやや得意なものでして、そういう意味では、食料自給率は42％、46％という数字が示されてい
ますが、目標として50％位を願ったらどうかという気がしたような次第でございます。 
○部会長 食品産業の側で国産の食材をお使いいただくか、あるいは輸入の食材に頼られるか、
これはなかなか大きな問題でございますけれども。 
○委員 食料自給率が50％という場合に、前提として食生活をそれにふさわしいように改善してい
くということでないと、肉をもりもり食べて50％を達成しようといってもなかなか難しいのではないか
と思うのです。食生活を改善することと、国内生産の充実・強化ということを考える必要があるので
はないかということを感じました。 
 もう一つ、これは質問でございますが、今の数字とは別に、主要な農産物の需要と生産の長期
見通しとその後の実績との比較というのが６ページにありまして、お米が上にぐんと伸びていて、
小麦が下がって、大豆も下がって、魚介類も下がっている。このようなグラフが示されているわけ
でございます。数字ではこのような数字になると思うのですけれども、ある意味でいうとこれは自
然の数字ではなくて、どちらかというとやや政策的なバックボーンのある数字ではなかろうかと思う
のです。ですから、お米に対してどのくらいの政策的な力が加わっているのかというようなことがわ
からないとなかなか判断できないし、補助金とか何かいろいろあるのだと思うのです。そのようなも
のを一緒に考えてみたい、そういうところの数字があれば大変ありがたいと思うのです。 
○部会長 今の６ページの長期見通しのところは少し追加的に御説明していただけますか。 
○事務局 ６ページの一番上は左側が米で右の方が小麦ということで、見通しと実績といいます
か、平成７年度までの動きということで数字を示しておりまして、米が若干上下しているような感じ
に見えておりますが、上の実線の方が総需要量でございまして、点線が生産量でございます。米
の場合、各年の生産の振れが大きいということで、例えば平成５年産は作況指数が74ということで
非常に点線で振れているのがありますし、その後は作況指数が104とかで上になっているというこ
とで、生産予定数量よりはかなり伸びている年があってこうなっているということで、いわばこの生
産の振れは作柄変動といいますか、そういうことが主としてあるということでございまして、政策的
にここら辺が大きく見通しの線と違ってきているという点はございませんで、むしろ生産数量として
は水稲の生産調整目標面積はこうした需給見通しの形に近づくような格好で示されてくるわけで
ございますが、実際は作柄変動等によりましてこの生産量の振れが出てきているという格好でご
ざいます。 
 それから小麦の国内生産につきましては、実は現行の長期見通しを策定しました時に２種類の
見通しを行っておりまして、コストダウンが図られるとか図られないということでかなりの見通しの
幅をつけております。平成４年度の小麦の生産量が76万トン、平成５年度の生産量が64万トンと
いう当時の最新の数字を踏まえまして、平成17年度においては、コストダウンですとか品質、数量
面での供給の安定化等が図られるという前提で、一応平成４年度並みの77万トン程度の生産が
行われるという見通しにしていたわけでございます。 
 これが外国産麦に匹敵するような製麺適性等の品種開発等が図られた場合、さらに大幅なコス
トダウンも図られるという前提では94万トン程度伸びるという見通しを立てているということでござ
いまして、残念ながら小麦につきましては、若干、昨今の天候不良等の作柄低迷等もありますけ
れども、見通しの生産量の線より大幅に下回るような格好でここ２年ほど推移しているということで
ございます。したがいまして、この見通しと実際の生産量の違いは、政策的な支え方の差があると
かいろいろあるのかもしれませんが、一義的には作柄変動によるこういったものを短期的にはより



反映しているということが言えるのではないかと思っております。 
○部会長 今のところはよろしゅうございますか。 
○委員 もしそういうことであるならば、生産高と同時に耕地面積というか、そのような形で実際に
それを取り組んでいるかどうか、その辺が増減しているかどうかということがわかると良いと思うの
ですが。 
○部会長 これは事務局の方はどうですか。作付面積がどうなっているかということですね。 
○事務局 基準年であります平成４年度と５年度の数字から申し上げますと、水稲の場合の作付
面積は平成４年度が209万ha、平成５年度が213万ha、一方、小麦の作付面積は平成４年度が21
万ha、平成５年度が18万haということでございます。小麦のその後の作付け、18万haの後ですけ
れども、平成６年度が15万haに減っている。これは平成５年度に米が大不作になりまして転作面
積が緩和された、したがって稲作の方にシフトしたことに伴いまして麦の作付け等が減っている。
同じく平成７年度は15万ha、平成８年度が若干増えまして15万8,500ha程度ということで少しは増え
てはおりますが、基準年であります平成４年度ないし平成５年度の水準と比べますと作付面積自
体が大幅に下回っている、これに加えて北海道の天候不良等によりまして作柄が生産量の見通し
を大幅に下回っているという状況でございます。 
○部会長 それでは、どうぞ。 
○専門委員 先ほどの会長の御提言の食料自給率をどのくらいに考えたら良いのだろうかという
ことなのですが、私は何％が適当かということについては難しいものですから、少なくとも50％は
死守しなければいけないのではないかと思っております。しかし、このままですと需給見通しよりも
さらに食料自給率は下がっていくのではないかという心配もしております。それは現実に物を買う
ときに、やはり輸入比率が高まりつつありますし、我々のように自由に物を買う立場にありますと、
コストと品質が合えば外国の物も遠慮なく買わざるを得ないという状況にあるわけです。しかし、
根本的には日本の食材の方が良いと思いますし、使いたいという気持ちは非常に強いわけです。
 およその数字ですけれども、日本のフードサービス、あえてフードサービスという言い方をします
が、外食と中食、つまり持ち帰り調理済み食品を合わせますと、金額ベースで42％位に達っしてい
るのではないか、難しい捉え方なのですが、そのように考えられるわけです。とにかく非常に多い
わけです。それがさらにこれから高まっていくだろうというようにも予想されているわけです。 
 そういう中で、物を買う側の立場としますと、実は30年位前から見ますと購買者が全く変わってき
ているわけです。１人１人の主婦が買っていたものが、かなりまとまった量が少数の人達によって
買われるというように変わってきているわけです。例えば、私どものグループで米が年に２万トン
使われるわけです。２万トンというのは収穫の量に対して影響を与えてくるような数字になりつつ
あるわけです。それが１社ばかりでなくて何社も出現しつつあって、例えばある外食産業などはも
っと使っていますし、これらの外食産業の使用量を合わせるともう10万トンとか15万トンというよう
な数字になってくるわけです。 
 そこでちょっと脱線しますが、米の問題をどう考えるかということを申し上げますと、やはり米は日
本のお米が良いに決まっていますし、なるべく良い米を使いたいということで各社ともいろいろな取
り組みをしておりますが、実はファミリーレストランのようなものは一番悪い米、例えば政府米で困
ってしまったものを使っているのではないかというようなことをおっしゃる方もいるのですが、実は
政府には申しわけないのですが、一番良い米を使おう、一番高い米を安くしようとして今努力をし
ております。なぜかと申しますと、やはりお客様はまずい御飯はまずいとはっきりおっしゃいますか
ら、とても競争に勝てないわけです。ですから、せめて御飯くらいはきちっとおいしいのを出せと言
われますとやはりコシヒカリが必要になりますし、コシヒカリでなくてもどこどこの何というものを使
わないと納得していただけないわけです。 
 今、何をしているかといいますと、経済連と組んで、うちの米はここでこのように作ってもらおうじ
ゃないかという取り組みまで実は始めているわけです。そのように大手があちこちでそういう動き
を始めますとすぐに影響がありますのでそういうやりとりが始まり、今、取り組みが開始されてきて
おりまして、食糧法が施行されて少し緩くなってまいりましたのでそういうことができるようになって
きたのですが、そのように、国産のものを使いたい、特にお米をもっと使いたいというのは我々一
番先に考えましたし、現実にもそういう対応をしております。 
 パンより米の方をたくさん売っておりまして、日本の食事には米はまだ大変な魅力を持っており
ますから、さらにもっと売りたいという考え方も持っているわけです。 
 私が申し上げたいのは、要するに、消費者の買い方が従来と変わってきていますから、作る方も
考え方を変えてもらわないといけないのではないかと思いますし、我々の方が欲しいものを供給し
てもらいたい。値段の問題ももちろんありますので、高くてもいいかと言われますと困りますが、し



かし取り組んでみますと米もちゃんと採算が合いますし、それから有機野菜の問題が盛んに新聞
に出るようになっていますが、有機野菜なども現場では１～1.5割位の価格ならばいけると言って
いるわけです。そうしますと、現実に作ってもらったものをどんどんこちらが使うことができるわけで
す。しかも健康に良い野菜を国産でということになりますと、まさに標語の先頭に立っても良いよう
な感じなので、そういう取り組みは実は始まっていますので、これをどうやって産地と結びつけてい
くかということだと思うのです。そのように自給の問題を今考えております。 
○部会長自給の問題は率だけでなく具体的な内容にわたってもなかなか難しい問題でございます
が、どうぞ。 
○委員 今、食品産業の方から大変興味のあるお話を伺ったんですが、今のお話などはかなり納
得できるところがありましたが、今のような話、確かお２人おっしゃったかと思いますが、私は食料
自給率の目標を設定するということについては賛成できません。なぜかというと、もし食料自給率
を50％に設定するとすれば、まさに50％の食生活をするということですから、簡単に言えば、それ
と先ほど申し上げたような食料政策をリンクさせる、つまり誘導しなければできないと思うのです。
ではどのように誘導するかといえば、例えば小麦の輸入が恐らく年間600万トン程度あると思いま
すが、それを300万トンに抑え、もうこれ以上日本は輸入しません、というようなことを行うとか、そ
ういうことでもってすれば例えば50％というのは達成できるかしれませんが、それは恐らくいろいろ
な抵抗があって無理だと思うのです。そうすると何が必要かということになると、必ず、もっと生産
を何とかしなければいかんということになりまして、生産を誘導するためには何が必要か、それは
補助金だと、今の社会情勢からすればそうなるのです。 
 食料自給率の目標設定をしようというようなことが出たとたんに、農業団体の方はそのとおりだ、
これは国の予算がどうだとか必ずそういう話になってくる、それは今の段階で我々が考える路線と
しては私は少し違うのではないかと思うものですから。そうではなくて、一々説明なしで申し上げれ
ば、食料自給率は低いより高い方が良いに決まっている、それから会長がおっしゃったように、安
全を安心まで高めたいと、まさにおっしゃるとおりですけれども、ではそのために何が要るかといえ
ば、かなり農業部会の議論と重複するところがあると思うのですが、一つは、米だけはやたらに余
っているけれども、他の主要作物は軒並み不足という状況、しかも今80万haにならんとする転作を
しながら、もちろん野菜など作っているところは結構ありますが、必ずしもその転作が有効に使わ
れていない。もう一つは農地をどんどん減らして、海外で約1,200万haを使っているというような極
めて滑稽とも言えるような状況です。その農地を減らさない努力を一体生産者側はどれだけやっ
ているのかということをもう一つ考える必要がある。これが２番目です。 
 ３番目は、先ほどからこの資料の中にも「限られた国土資源」という表現が幾つかございます
が、限られた国土資源というのは本当に限られているのだろうか、本当はこれまでの長い間のしき
たり、しがらみで使えなくているような、非常に緩い斜面の山林などが制度的な規制が緩和されれ
ば使えるとかそのようなことがあるのではないか。 
 ４番目に食生活の問題、これには無駄も入ると思うのですが、食べないで我慢しましょうというの
は政策目標になりにくいけれども、政策目標としてなるべく無駄を省きましょうということは私は成
り立つと思うのです。 
 ５番目は技術です。技術をもう１回立て直す。つまり、かつて小麦などの優秀な技術がありなが
ら安楽死をしたその段階で日本は麦の技術を極めて落としてしまった、大豆の技術も落としてしま
った。ですから、パンの業界の方はおいしいパンを作ろうと思えば国産の小麦で作れないことはな
いけれども、ものすごくコストはかかるし手間もかかる、こういう状況に追い込んでしまった。です
から、少し長期的な問題になるかもしれませんが、技術をもう１回立ち直らせるということが必要で
はないか。 
 この５点が今の農業現場では必要なことではないか。それで食料自給率はどの位になるかわか
りませんが、そう高いところにはならないと思いますが、その上で備蓄を食料安全保障として考え
る。ではその備蓄についてはどういう水準が良いのかということはもう１回改めて考える必要があ
るのではないか。私は食料自給率については今のようなことを考えているわけでございます。 
○部会長 どうもありがとうございました。今、食料自給率の水準に関して少し異なった考え方が
出されておりますが、どうぞ御発言ください。 
○専門委員 私は生産者の立場で申すわけですけれども、先ほどらい食料自給率の話が出てい
るわけですが、農業者サイドでは余り食料自給率云々ということを考えながら農作物を作っている
方はいないわけで、農業者はやはり自分の所得をいかに上げるかということを考えているわけで
す。私の両親と最近よく意見がぶつかるのですが、父は、戦後の農業政策の下でお米さえ作って
いれば安心だというような意識にどうしてもなってきてしまったわけです。私自身はウルグァイ・ラ



ウンドの後、年々１俵の単価が約1,500～2,000円位落ちていく、なし崩しのように単価がずるずる
と下方修正されていくので、自分達のようなこれから長く農業とつき合っていかなければいけない
人間にとっては非常に不安を感じるわけです。 
 私の両親と話して、経営転換を図らなければいけない、水稲を基幹作物に置いた経営状態とい
うのは非常に危機的状態であるから何かしら考えなければいけないということで私は口酸っぱく言
うわけですが、両親は、米さえ作っていれば安心なんだというような意識からどうしても抜け出せな
い。これは私の両親だけではなくて過疎地に行けば行くほどそのような考え方は根強く残っている
かと思うのです。 
 こういった農民の意識改革をどこかで起こさないと、日本の中においての農業の生産性とか、他
産業と肩を並べるような産業にはなかなかならないと思うのです。どこかで保護政策的なものを断
ち切らないといけない。ましてや今の日本の国の経済状況では保護政策はなかなか取りづらい現
状にもなってきている。それでは市場経済に任せて農業の自立で頑張ってもらおうじゃないかと言
われて、果たしてどのくらいの農家が生き残りをかけられるかというのは非常に疑問なわけです。
我々専業でやっている人間は、先ほど委員が言われたように、食糧法のもとで売る努力もやって
おります。なし崩しに年がたつにつれて仮渡金が減っていく、収入が目減りしていくというのはやは
り解せなくて、自分なりに自分の作ったものをきちんと評価してくれるような場所で買っていただく
というような、契約栽培の方向性で生産の方は進めていくのかと思うのです。 
 その価格も一応市場単価を見ながらというものもあるかと思うのですが、そこは物を売り買いす
ることですので、買い手と売り手が商品を見て納得すれば市場価格には余り影響しないということ
が最近になって私はわかってきたことなのです。よく地元の農協の方と話すと、こういった形でずる
ずると米の単価が市場価格に落ちてしまうのは米が余っているから仕方がないんだというように
すぐ放り出してしまうのです。価格を維持するために生産調整をしなければいけないから毎年これ
くらいずつ作るのを控えていこうと。逆にミニマムアクセスで年々輸入量が増えていく、こんな付け
焼き刃的な政策をいつまで続けていってもなかなか人は育たないと思うのです。 
 これからどんな危機があって、それを乗り越えるために自分なりにどうしなければいけないかと
いうのは、農家個々がやはり考えるべきであっても、一農家が情報を収集し得るだけの能力という
のはたかが知れているのです。大企業なら巨大な資本力にものを言わせていろいろな情報を得ら
れるかと思うのですけれども、うちも一応有限会社とはいいながら弱小企業です。そんな所が収集
し得る情報なんてたかが知れていると思うし、自分自身が営業努力をしてもそれはゴミみたいな数
字かと思うのです。私ども生産者サイドから行政にお願いしたいのは、今まではハードに対してい
ろいろお金を使ってきたかと思うのですが、これからソフトの面でぜひとも御助力願いたいなと思
います。 
○部会長 どうもありがとうございました。どうぞ。 
○専門委員 私も都市の消費者という立場なので、今の委員のような説得力はありませんが、た
だ、私も食料安保には非常に関心がありまして、自分では区民農園でわずか８畳くらいの畑を３年
やったり、小さい子供を連れて行って農家で生活をしたり、そういう体験をしております。国民の食
料とか民族の食料とかいう時に、国民というのは一体誰を指すのかというと、都会の人とかそうい
う感じで食料を捉える場合が強いと思うのです。ですから、どうしてもコストが高すぎるという点が
非常に強く出る。わずかな経験ですけれども、うちの小さな畑を３年間やって手伝わせましたら、
お父さん、土って生きているんだねとか、怖かった虫や何かも全然怖がらなくなりました。それから
農家に行っていろいろなことをやった。つまり都会の人間たちが本当に農業というものをどう理解
するかというのは非常に大事なことなのだろうと思うのです。 
 私もフランスへ行ったことがあるのですが、本当にそうなのかどうかわかりませんけれども、例え
ばフランスのパンなど、あそこだってアメリカとかアルゼンチンとかオーストラリアとか、カナダと
か、あの小麦が大量に入ってきたら恐らく価格の面ではかなわないのだろうと思うのですが、やは
りフランスの小麦を使って、私は細かいことは知りませんが、街のパン屋さんと小麦を作り続けて
いる人達、つまり都市の人と小麦を作っている人たちの理解の深さというか、それが一つ支えてい
るというか、国土の違いとかいろいろあると思うのですが、食料安保というのはそういう国民的な
理解の中で考えていかなくてはいけないのではないかなと思います。 
 委員がここで提起している問題は非常に重要な問題で、まさにこういうことを議論すべきだと思
います。会長もおっしゃいましたけれども、これはいずれも短期的にしろ中長期的にしろ食料危機
ということを捉えて三つの類型を並べているのだと思うのですが、そういう危機に対処する時に、
食料自給率を幾らに高めるかという問題もそうなのですが、特に２番目の「戦争等により」とか、３
番目みたいなところで、いざという時にどのくらい食料を備えられるのか、そういう食料政策が視点



の上では大事なのではないか。つまり、今は農地がどんどん減っているのですけれども、そのよう
な時にいつでも農地に転換できるような用地は国がどのくらい確保できているのだろうかというこ
とも非常に大事なのではないかなと思うのです。 
 今は飽食の影響で高カロリーの摂取が続いたら、そういう相関係係の中で食料自給率は恐らく
どんどん落ちていくのだろうと思うのです。ですから、飽食という今のあり方について、特に健康、
食生活という部分では新しい食生活のあり方みたいなものも大事だと思うのですが、食料安保と
いう場合に、私も数字はよくわからないのですが、試算ではいろいろな形が出るのですが、本当に
国内である程度生産ができる農地をしっかり確保しておかないとどうなんだろう。国内で生産する
食料は多少コストが高くても守らなければならない部分はどの程度なのかということも考えていっ
ていいのではないか。だから、どこまで下げたらいいのか、下げられるのか、輸入でやれば全部駄
目になってしまうわけですから、ある部分国民が負担していって、それが食料自給率という面でも
良いのですが、どの程度まで保てるのか。論理的にうまく言えないのですが、特に危機という状況
を踏まえた時に、食料安保というのはただ過保護という形で言われるのではなくて、我々はどのよ
うに考えたら良いのかというところをベースの問題としてしっかり議論されていく必要があるのでは
ないかなと思います。 
○部会長 どうもありがとうございました。食料の安全保障の内容とはどういうことであるかという
ことですから、単に食料自給率の水準ということだけではなくていろいろな面を含んでおりますが、
今日の議論のポイントであると思いますので、他の委員の方ももし御意見があればどうぞ。 
○専門委員 今、委員が言われたように、食料自給率が何％ということよりも、食料安保ということ
で、いかに国の中において食料を確保するか、一つは委員が言われるように、どういった状況でも
食料が安定的に入るような外交政策をどのような形で持っていくかということも当然あるだろうし、
一方、他の委員が言われているように、国内農業生産をベースにしていく方が重要だ、国内での
生産基盤を持つ必要があるとか、どちらが欠けても私はいけないと思うのです。今の日本の状況
で幾ら一生懸命頑張っても食料自給率は46％か48％かという状況において、食料自給率を何％
に設定するかというのは、農業者としては少しおかしい気がします。 
 どちらかというと農地をどのくらい確保していくかとか、農地を耕作していく農業者をどういう形で
確保していくか、それから教育をどのような形で行うのか、要するに教育というのは農業を理解す
る国民を育てるということです。農業に従事する人を育てるということも当然大事かと思うのですけ
れども、そういった教育面も非常に大事ではないか。ＥＣなどは農業に皆さんが理解があるからあ
のような国の政策を取っても誰も文句は言わないと思うのです。日本においてはなかなかそういう
見地に至らないというのは、国民がそのような知識もないし理解もない、そういう教育も受けてい
ないという気がするわけです。 
 あとは既存の農業技術がなくならないように継続させる、また発展させていく機関というのはどう
しても必要かと思うのです。それがすべてきちっと整っておれば、結局は国内においての生産は
最大限確保されていくのではないかと思うわけです。 
○部会長 どうもありがとうございました。どうぞ。 
○委員 簡単な質問でございます。食料をどのくらい備蓄しているかということでございますが、資
料の11ページを見ますと、米の場合は150万トンですから２ヵ月分くらいでございましょうか。それ
から食料用小麦2.6ヵ月、飼料穀物１ヵ月、食料用大豆20日分、これが日本の状況ですね。12ペー
ジに、同じアイテムではございませんが、スイスの場合には１年分、スウェーデンは軍事機密で発
表無しですが、フィンランドは１年分、ノルウエーは穀物飼料は１ヵ月分、ドイツだけ１ヵ月、このよ
うにヨーロッパの北の方は１年分というのが多い。これは戦争に対する危機というものなのでしょう
か。備蓄量が日本だったら大体２ヵ月くらい、ヨーロッパは１年というこの違いはどういうところから
出てくるものなのでしょうか。 
○部会長 これは事務局の方でどなたか御説明いただけますか。 
 〇事務局 私ども調べましたところでは必ずしもそういった背景はなかなかわかりませんで、北
欧関係は第二次世界大戦の時の経験があるということは承知しておりますけれども、必ずしも担
当の方でそういう話の説明があるというわけではございません。ちなみに食料自給率の関係だけ
数字を申し上げますと、供給熱量ベースでの自給率は1988年ということでかなり古い数字しかご
ざいませんが、スイスが65％くらい、スウェーデンが86％という自給率水準でして、日本と比べまし
て極端に低いという状況ではないと思います。また穀物自給率ということで申し上げますと、これ
は全部1992年の数字ですが、スイスが62％、スウェーデンが90％、フィンランドが102％、ノルウエ
ーが少し低いようで57％、ドイツが112％、こういう自給率の実態にあるということでございます。 
 我が国の場合はどちらかといいますと、150万トンなり、小麦の2.6ヵ月分というものは例えばアメ



リカの港湾労働者のストライキが40日間程度続いているということにも対応できるような幅ですと
か、そういった中でその時々の国際需給変動によりまして若干この月数と変わっている場合もござ
いますが、そういうことを加味しながら、短期的な変動には十分対応できるようにということでこうし
た数量を組み立てているということでございます。 
○部会長それでは、どうぞ。 
○委員今、委員の御意見を私は非常に新鮮な、しかも非常に説得力のある御意見として伺いまし
たが、食料自給率のことに一番かかわるのは、消費者、それから途中の流通段階、あるいは生産
者といった場合、一義的には生産者がどれだけの気迫と覚悟で取り組むかということだと思うので
す。それに加えて、もちろん流通の方はなるべく国産のものを使う方が良いとか、先ほどおっしゃ
ったような話があったり、消費者にも責任はある。しかし、先ほど私が申し上げたことに少し補完し
て申し上げますと、米はやたらに作りますが、しかもその米の担い手は70％以上がサラリーマン
農家という状況の中では、他の作物があっても作らないのです。つまり米の方が作りやすいし、そ
れで勤めに出た方が楽だから。 
 例えばこの間ある所に行きましたけれども、本当はこの地域で作っているアスパラガスが非常に
市場価値も高いし、良いものができる、だから、農協あるいは役場もそれを作ってもらいたいので
奨める。奨めるけれども、生産者は全然見向きもしない。それはアスパラガスなど良質の物を作ろ
うと思えば手間がかかりますから、米を作ってお勤めに行った方が良いという状況がある。それか
ら先ほど申し上げた農地の問題にしても、では農地は本当に大事なものなのだから生産者はそれ
を守るという気概が私には全く感じられないのです。いざとなればそれを転用できるような権利と
そういう状況は保存しつつ、農地は大事だということを口だけでは言うけれども、本当に心からそう
いう形で行っているかというと私は全くそうは思えないわけです。だから、まずそういうところから食
料自給率の問題を考えていかないと、ただ口先だけで食料自給率は高い方が良いなんて言って
もそれは無理だと思うのです。 
 先ほど委員がおっしゃった中で物すごく印象的だったのは、私も常日頃そう申し上げているから
そう思ったのですが、生産者は食料自給率のことなんか考えないで経営をしているということで
す。そんなことは当たり前の話です。本当は私は農業者団体の人が食料自給率を言う時に、あな
た方は別にそんなこと考えなくたって良いのではないか、困るのは我々なのだからと。それは国民
全体のことをお考えいただくといえば有り難いことだけれども、どうもそうではなくて、食料自給率
を上げなければいけないという言葉の裏に何となく私は別の意図を感じるから申し上げるのです
けれども、そこのところから考えていかないといけない。 
 先ほど言った、使いにくいものは困る、使いやすいものを供給してもらいたいということにどれだ
け応えられるかということです。今言われたようなことを本当に産地が真摯に重みを持って受け止
めるような雰囲気にあるかどうかということが食料自給率がこういう状況の中に低迷している一
因、もちろん一因ですけれども、そのように思いました。 
○部会長 どうもありがとうございました。 
○専門委員 ２点ほどお伺いしたいと思いましたが、今の委員の発言に関して少し気になったので
すが、生産者の気迫が感じられないと、方々お歩きになってそうお感じになっているのだと思うの
ですが、なぜ気迫が感じられないのかというところをもう一度しっかり見つめ直すことと、それでは
気迫を感じてやる人は他にいないのだろうか、今やっている人だけに頼らなくても良いのではない
かという考え方もあると思うのです。やはり気迫を持って作ってくれなければ駄目だということを少
し感じたものですから。 
 お伺いしたかったのは備蓄の問題で、資料の12ページに石油等は民間備蓄というのがございま
すけれども、食料の場合にはそういうことは非常に難しいことなのかどうか、知識がないものです
から、どうなのだろうかと思ったことと、もう１点は、先ほどどなたかが、お子さんに農業をさせたら
土が生きているということを感じてくれたということですが、これは非常に大事なことだと思うので
す。消費者も農業というものをもっと理解しないといけないという部分があると思うのですが、これ
は一方で教育にかかわることであると思うのです。もっと子供の時から農業というもの、土というも
のをもっと身近に感じる、食べ物がどうやって作られているかということを身近に感じるような教育
環境ができていないといけないと思うのです。そうなると今度は文部省の問題になるのかもわかり
ませんが、こういう食料の問題はいろいろな立場の方が同じ目標に向けて一つの政策を立てない
と前向きにはいかないように思います。 
○部会長 どうもありがとうございました。最後におっしゃいました教育の問題、これは担当はどこ
の省であるかは別にしまして、やはり食料の安全保障ということについての一つの基礎的な要素
だと思います。御質問の民間備蓄の方で事務局の方について御説明いただきたいと思います。 



○事務局 資料４の12ページの下の方に石油とレアメタルの備蓄制度の概要ということで簡単に
示しておりますが、民間備蓄のことは、例の石油危機を背景といたしまして昭和50年に石油備蓄
法が制定されております。この中で対象となります石油の精製業者等の方々に対しまして備蓄義
務が課せられているということでございます。昭和63年度までは民間備蓄の義務は90日分となっ
ておりますが、その後少しずつ備蓄義務の日数を減らしておりまして、最近では、平成５年度以降
は70日分ということで当初の備蓄日数よりは減っているということでございます。 
 これを受けまして、例えば民間タンクの借上料に対します助成とか、積増しに伴います金利倉敷
ということで金融関係の利子補給等を行うということをあわせて予算化されているようでございまし
て、通産省の平成９年度の備蓄関係の予算は合計3,366億円で、これは国家備蓄と両方でござい
まして、民間備蓄だけでは59億円の利子補給とかそういったものが行われているということでござ
います。また、食料の備蓄制度については、前の11ページに米とか食料用の小麦についての備
蓄の概要ということで示しております。2.6ヵ月分とか１ヵ月分となっておりますが、注の２にありま
すように、民間の方々が備蓄在庫という形で持っていらっしゃるのが１ヵ月分程度はあるのではな
いかということで、全体としてはそれぞれうまく回すためのランニングストックということで別途これ
だけ存在するのではないかと私どもは推定いたしております。石油等のように法制度化するという
ところまでは現在のところ行っていないということでございまして、まさに文章に示してありますよう
に、こうした備蓄等について現状こういったことでいいのかどうか、あるいはもっと別の対策を講じ
る必要があるかどうか、こういった点につきましては当部会等におきます議論等を賜りまして私ど
もも引き続き検討していく必要があると考えております。 
○委員 食料供給の中で水産というのは大事な部分を占めていると思うのですが、どなたからも
発言がございませんでしたので、私が多少関係がありますので申し上げてみたいと思います。や
はり水産の供給の潜在力を高めていくということは非常に大事なのではないかと思います。14ペ
ージの一番下に魚介類28㎏というのがございますが、これは昭和48年度の水準であります。これ
は200海里経済水域設定の前でございますから、日本の遠洋漁業がどんどん海外の沿岸まで行
って取れた時代です。ですからこれが本当に確保できるかどうかということは多少気になる。この
点については御担当の方がみんな積み上げられてこうなったと思うのです。 
 この点について、まず200海里経済水域の中において完全に資源管理が行われるのは去年か
今年からだと思うわけであります。いわゆる国連海洋法条約が批准されて、それぞれの国が200
海里内の資源について責任を持つということが明確になったわけでありまして、これからだと思い
ますので、韓国とか中国の間に問題はありますけれども、速やかに解決して、日本の沿岸の漁業
資源をきちんと確保できるようにしていかなければならない、これが１点でございます。 
 その次には、作り育てる漁業ということが言われているわけでありますが、魚礁を多く作って魚
が棲みやすくするとか、海洋牧場というようなものも考えられないことはない。ということは、私は
水産の供給の潜在力を高める上で大変大事なのではないかと思いますし、いざというときに大変
物を言うのではないかという気がいたします。 
 これに関連して、海がきれいでなければだめなわけでありまして、やはり海をきれいにする努力
をするということ、あるいは、最近よく言われておりますが、広葉樹林の多い川から流れてくる水に
はプランクトンが大変育ちやすくて、要するに、そういう川と海との関連ということも非常に言われ
ているので、こういう面の大事さということももっと認識していく必要があるのではないかと思いま
す。 
 もう一つ追加させていただきますと、これはお聞きになって少し問題を感ずる方もいらっしゃると
思うのでございますが、現在、世界で肉の消費量は１億9,000万トンでございます。魚の消費量が
１億1,000万トンというように言われておるわけでございますが、魚の中でいわゆる海洋で取れるも
のは8,500万トンから8,000万トンと言われております。ところが、人間はそこまで利用しているので
すが、これを大変多く利用しているのが海洋性哺乳動物です。これが食べている魚の量は７億ト
ンと言われているわけです。人間が利用している海面の魚は8,500万トンくらい、それに対して海洋
哺乳動物が食べているのは７億5,000万トンである、しかもその中でクジラが５億トン食べている、
こういう数字があるのです。これは日本水産資源保護協会が発表している数字ですからそんなに
間違いないだろうと思うのですが、これは今後世界的な食料の危機とか何かの時には、海洋性動
物にはかわいそうだが、ちょっと利用させていただくという価値があるのではないかなと思うので
す。 
 そういう利用をするためのいろいろな研究、今まで我々はすぐに食べられる魚の研究ばかりして
いたけれども、もう少し根底にある、現在は利用されない魚の研究、あるいは生態系の研究といい
ますか、こういうものが今後非常に大事なのではないかと思うのです。私もすぐにクジラをどんど



ん取れということを申し上げているつもりはないのであります。もう21世紀は資源循環型社会に行
かなければならない、その模範的なものが農業と水産だと思っておりますから、利用はさせてもら
うが、同時に管理もしっかりしていく、その両面で行きたいと思って、あえて水産の問題について少
し触れさせていただきました。 
○部会長どうもありがとうございました。水産については他に御専門の方もおられないので、委員
の方から御発言がありまして、私もクジラが５億トンも魚を食べているというのは初耳でございまし
て少し驚きましたけれども。 
○専門委員 先ほどの備蓄の問題に少し戻らせていただきたいのですが、現実に食材を扱ってい
る立場で今どういうことが言えるかと申しますと、どちらかといえばもっと備蓄期間を短くしたい、鮮
度を大事にしたい。おいしいものとは何かといいますと、結局鮮度なのです。加工する技術もあり
ますけれども、それより以前に鮮度が大事なわけでして、最前線の消費を賄うところでは、備蓄の
問題よりも１日でも短く、１時間で短く滞留させないということに非常に腐心をしております。我々の
場合、例えば米で申しますと、直前まで精米しない、精米をするのは２日前とか１日前にしてもら
う、それは米屋さんに持ってもらわなければいけないということで自分のところでは持たないわけ
です。そうするとお米屋さんの方は、それを自分で持つか、どこかで持っていてもらって買ってくる
かと、例えばそれは経済連かもしれませんが、そういう仕組みになっておりますから、どこかの段
階でそれをやらなければならないと思いますと、非常に穀類は難しいなという感じがいたします。
やはり石油の備蓄とは一緒にならないかなと。 
 そうすると、技術的には今優れてきていますから、お米はほとんど味が変わらずに１年間提供で
きるようになっているわけです。昔は梅雨時の御飯はまずくて食べられなかったけれども、今は余
り変わらないようになってきているわけです。技術的にはもう解決できるわけですから、コストの問
題だけだと思いますので、これはぜひ国家的な立場で考えていくべきではないかなと思います。 
○部会長 どうもありがとうございました。今、委員がおっしゃいますように、石油の場合と違いま
すのは、食品業界のビジネスとしてはやはり鮮度のいいもの、うまいものを提供しなければならな
い、それに対して食料の安全保障を目的とした備蓄というものは、とにかく最低限生存上必要な栄
養を確保するということでありまして、石油の場合とは違った面があり、その面では農業者団体の
方からの御意見のように、政府の責任は非常に大きいのではないかと私も考えております。どう
ぞ。 
○専門委員 備蓄の場合に、生鮮食品として備蓄するだけではなくて、加工された食品で備蓄す
るということもかなり難しいことなのかどうか。 
○部会長 加工食品の備蓄というのは余り考えておりませんが、どういうものがありますでしょう
か。 
○委員 災害用に行っているのではないですか。 
○事務局 現在、一種の備蓄だと思いますが、日本で行っていますのは、いわゆる地震とかそう
いう災害のときに緊急に手当てするために乾パンを備蓄していまして、それを放出する。最近、乾
パンは水が無いと食べられないという話もありまして、加工米飯で、お湯か水をかければ食べられ
るようなものもやってみようではないかということで一部そういうのも行っています。あと地方公共
団体で同じような格好で備蓄をしているということで全く災害緊急用で行っております。 
○部会長どうぞ。 
○委員 流通・加工段階における備蓄というのはだんだん少なくなってきております。なぜかとい
いますと、流通段階における在庫を減らそうということです。そのように減るようになってきたのは
何かといいますと、例えば北半球、南半球、どちらからも原材料の手当てができるということ、これ
は一つ大きいと思います。それを可能とする運搬船とか冷凍手段というものも増えてきております
から、そういう意味合いにおいて少なくなってきていると思います。 
 もう一つは、流通段階が非常に合理化されてきました。つまり、前は川上から流通の組織という
のは始まっているわけです。いわゆる農業の生産者、加工業者、流通、そしてエンドユーザー、こ
ういう格好になってくるわけですけれども、今は物は確かにそのように流れますが、いわゆる情報
が逆の方向にフィードバックしていくわけです。本当にエンドユーザーの必要なものはこういうもの
ですよ、このタイミングでこのくらいと、問屋さんはそれに合わせてまた調整していく、メーカーもそ
うしていく。そういう意味での合理化が非常に進んできておりますので、流通段階における在庫、
これは備蓄と言えるのかどうかわかりませんが、昔より少なくなってきていると考えるべきかなと思
います。 
○部会長 どうぞ。 
○委員 私は別に備蓄についての必要性を強調することには、別の意図を感じるとは思っており



ませんので、そこは誤解の無いようにお願いしたいのですが、ただ、12ページに示していただいて
いる例は、それぞれ五つの国が示されておりますが、人口が少ない国です。ですから、日本のよう
に１億2,000万人の人間が食料１年分を目標として持つということは、まず場所が大変だと思うの
です。もちろん民間備蓄でかなりやらなければいけないでしょうが、国が民間備蓄のための経費を
負担しなければいけないわけです。そのために倉庫を建てるとかということになると、私はそこは
おのずと限界があると思います。 
 ただし、最近の技術の進歩で余りスペースを取らないで、先ほど加工食品での備蓄は無理なの
かというお話があった時、それも一つだとは思ったのですが、乾パンはおいしくないからよほどでも
食べないのです。私も阪神・淡路大震災の際にも随分取材しましたけれども、余り好まれない。そ
うでなくて、商品名を出すのは少しためらうところがありますが、例えばカロリーメイトみたいなもの
で備蓄をするとか、これは日常でも喜んで食べているわけですから、いざというときには余り抵抗
がないのではないかと思うのです。ですから、やり方は工夫して、備蓄の全体の供給量を増やす
ということは議論してもいいのではないかなという気はします。 
○部会長 どうもありがとうございました。備蓄についてもいろいろ御意見がありました。どうぞ。 
○委員 平成５年の時の米の不作から備蓄が必要だと、その時はみんながそう思って、150万トン
備蓄しましたけれども、それ以後、幸せなことに豊作が続きまして、皆さん御承知と思いますが、
今300万トン以上ある。それは回転備蓄ですから売ろうとしていますけれども、先ほど委員も敬遠
なさるとおっしゃるように、売れなくて、その分税金でもって担保しなければならないわけです。安
全保障のために備蓄がたくさんあった方がいいというのは誰しも思いますが、その備蓄のお金と、
今度はその備蓄しておいた古米、古々米になったものをどうやってさばいていくのか、そこまで考
えますと、今あり過ぎる時に無い時の話をしても何か実感が湧かないのですが、確かにたくさんあ
った方がいいけれども、そのためにはお金がかかるのだし、場所も取るし、膨大な金額なもので、
それをお米でした方がいいか、今、カロリーメイトの話が出ましたけれども、もし150万トンで足りな
くて、もっとたくさん１年分持ちたいというのだったら物を変えなければ無理ですし、またそこは改め
て論議をしなければ無理な話だと思います。 
○部会長 今の点、私の意見でございますが、備蓄で食料の安全保障は基本的に対処できるの
ではないかという考えもよく言われるところですけれども、今、委員がおっしゃいましたように、備蓄
のコストというものを考えた場合、実際には回転備蓄ということで正常な値段で売れていけばいい
のですが、そうはならなくてほとんど売り物にならなくなってしまうということが多いわけです。そこ
まで考えた場合、国内生産の維持ということと備蓄ということをコスト的に比較したらどうなるかと
いうのはまだ十分つまっていないような気がしますので、ひとつ御検討いただきたいと思います。 
 他に御意見はございますでしょうか。どうぞ。 
○専門委員備蓄の話がずっと続いていて少しタイミングを逸したことを言うようですが、先ほど委
員から、農家は気迫が無いなどと言われてしまって、私も農家のつもりでなかったせいか簡単に
聞き流してしまいましたが、やはり何か言わなければいかんかなと。黙っているとやはり農家は気
迫がないのかという指摘があるかと思って一言言うわけです。委員に聞きたいのは、農家というの
は一体誰を指しているかということなのですが、今後話をする上で、誰をもって農家と認定していく
かということはかなり問題になってくる点だと思うので、先ほどからずっと黙っていたのですが、どう
しても言わないと気が済まなくなってきたのでつい言ってしまいましたけれども、今後論議をしてい
く中で、政府としてこれからどういう対応をしていくか、農業をどのような形で支援していくのか、保
護とは言わないまでも支援していっていただけると思うのですが、その中で支援するのは一体誰
か、農業者を支援していくということになるわけですが、その辺もまた話していただきたいなと思い
ます。 
○部会長どうぞ。 
○委員 何をもって農家とするかというのは確かにこの議論の中では物すごく大事なことだろうと
思うのです。今は私もそのように混同して使っているのですが、本当は統計的に言えば、今の360
万戸、そのようにくくられている中に必ずしも今、農家としてカウントするのが果たして妥当かどう
か、存在することについては問題にしませんが、ただ、それを農家として一つの農業政策の対象
にしていくということについて何がしかの疑問なしとしない、そういう方々のことであるということを
一言だけ申し上げて、それ以上詳しいことは時間もありませんので申し上げません。 
○部会長それでは、どうぞ。 
○委員 備蓄の問題で少し感じておりますことを申し上げます。備蓄がどのくらい必要かということ
と、その内容ということがあるのではないかと思います。備蓄というとお米の備蓄というように感じ
られるのですが、阪神・淡路大震災の時に供給いたしました食料は、１日１回の米飯とパンその他



で朝晩、それで十分皆さんは満足なのです。その１回の米飯が無いと大変なことが起きたという感
じでございます。ですから、日本人の食生活というのは１日１回の米飯があればほぼ満足するとい
うことではないかと思うのです。 
 そうすると、その他のものでも備蓄をしておく必要がある、その内容をしっかりさせておく必要が
あるのではないだろうか、このような感じがいたします。そういう意味では、小麦とかそういうもの
の備蓄もあるわけでございますが、そういう食生活に合わせたような、どういうところで日本の人が
「これならば」と言えるかというところをしっかり見極めて備蓄を考える必要があるのではないかと
思います。 
○部会長 どうもありがとうございました。それでは会長が御発言があるということですので。 
○会長 大変に充実した良い御意見をちょうだいしましてありがとうございました。先ほど少し食料
自給率の数値目標ということを申し上げて50％という数字を挙げたところが、委員の方から理論的
にピシャリとやられまして、そういうことを言うと農業団体が喜ぶだけだというお話がございました。
確かにそういう面はあるのですが、ただ、42％という食料自給率の数字が今ひとり歩きしておりま
して、マスコミの方もかなりそれをお書きくださっていて、しかもそれを問題であるという調子で書か
れている場合が一般的ではないかと思うのですね。あれでよろしいというような論調は余り見られ
ない。その42％という数字が出ている以上、努力目標としての数字を全く出さないというのは、こ
の食料部会は何をしているかということにもなりかねないので、別にそこに合わせろというのでは
なくて、例えば国民負担率は50％以下に下げないと言われると何となくほっとしますね。42％とい
う数字がある以上、大体の物差しのようなものは、アバウトな形であれ、出した方がいいのではな
いか、これは私個人の考えですけれども、42％という数字が余りにも強過ぎるものですから、少し
そういう感じがいたします。 
 もう一つ、教育のことを委員がおっしゃったんですが、文部省が大変気にいたしておりまして、農
業に対する関心をこれから教育に取り入れたいということで、資料３に「検討に当たっての視点」と
いうのが１にございまして、下から３番目に、景観、文化、教育と、迫力はないんですが、ちょっとあ
りまして、しかしこれは大いに強調したいなと思っておりますし、大事な視点だと思います。 
 それにいたしましても本日は私も大変勉強になりました。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。それでは、どうぞ。 
○委員 少し私、軽く数字を言ったようでございまして、余り根拠があって申し上げた数字ではござ
いませんので、ひとつ次回までの宿題にさせていただいて、一生懸命考えてくるということにさせ
ていただいたら大変ありがたいのでございます。よろしくお願いします。 
○部会長 食料自給率という数字につきましてはいろいろな面から考えませんと簡単に結論は出
せないと思います。委員から50％は最低限というようなお話もございましたけれども、目標がある
のであればそれを達成する見込みもなければなりませんので、全くの絵に書いた餅のような目標
を掲げるわけにもいかないということもあると思いますし、今後も一つの大きな課題として残ろうか
と思います。 
 私、一つ事務局にお願いがございますが、前にもあったかもしれませんが、食料の供給面のデ
ータであります農水省の食料需給表と厚生省の国民栄養調査とのカロリーの摂取量及び供給量
の動きが余りにも違っています。レベルが開いているだけではなくて動きも非常に違っているの
で、この間の差について何か説明がつくものかどうか、私もいろいろと調べてみているのですが、
どうも納得のいく説明は聞いたことがないので、お願いしたいと思います。 
 それではまだ御発言もあろうかと思いますが、大分時間も経過いたしましたので、本日はこれを
もちまして終了させていただきたいと思います。皆さんからお話の出ました問題、あるいは関連の
資料につきましては事務局の方で用意していただいて、次回以降提出していただければと思いま
す。 
  
 ４．閉 会 
  
○部会長 次回の部会でございますが、前回申し上げましたとおり、８月29日、午後２時からを予
定しております。会場でございますが、次回の第４回に限り、ここではございませんで、三番町に
あります農林水産省の分庁舎を予定しております。これは追って事務局の方から地図等の御案
内をいたしますが、間違いのないようによろしくお願いいたします。 
 第５回目以降につきましては、各委員の御都合もおありかと存じますが、事務局を通じてあらか
じめ御都合を聞きました結果、第５回は９月19日、第６回は10月17日、第７回は10月31日、このよ
うな予定にさせていただいておりますので、ひとつよろしくお願いいたします。 



 なお、これとは別に９月９日には、この調査会全体として三つの部会がございますが、その合同
部会が予定されているということでございます。これにつきましても正式には事務局から御案内を
差し上げることといたします。 
 それでは本日はこれにて閉会にいたしたいと思います。どうも長時間ありがとうございました。 
  
   


