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１．開  会  

   

○部会長 それでは、ただ今から食料・農業・農村基本問題調査会食料部会の第９回会合を始め
させていただきます。  

   

２．資料説明  

   

○部会長 本日の議題は、「我が国の食料安全保障政策の今後のあり方」ということで当部会の
一番重要な話題の一つでございますが、これの２回目でございまして、中期的な需給変動、長期
的・構造的な需給ひっ迫への対応のあり方を中心に御議論いただきたいと思います。時間は、大
体４時半くらいまでを予定しております。  

 大体の資料は第１回の時に御説明いただいたわけでございますけれども、本日も新しい資料を
用意していただいておりますので、まず、最初に資料の御説明をお願いいたします。  

○事務局 それでは、お手元の資料の御説明をいたします。  

 横長の資料４－１の「２０２５年における世界の食料需給見通し」でございますが、農林水産省に
おきましては、「２０１０年見通し」ということで既に世界の食料需給見通しについては公表しており
ますが、当調査会におきましても、  

２０１０年の先の姿はどういうことになるかという御注文もございましたので、同じモデルを使いな
がら数値等について若干の修正を加え、２０２５年の姿ということで見通しを行ったものでございま
す。  



 １ぺージ目をお開きいただきたいと思います。まず、世界食料需給モデルでございますが、左上
に傍線で引っ張っておりますように、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
致させるということで、「同時決定動学需給均衡モデル」と称しておりますけれども、価格関係を媒
介とした需給関係の予測ということでございます。  

 モデルの概要ということで、（１）にモデルの仕組みを示しております。まず、各品目の消費量は、
人口と実質経済成長率、当該品目及び競合品目の価格によって決定されるということで、消費量
の見通しを行っております。生産量については、基本的には収穫面積と単収によって決定されま
すが、収穫面積自体は前年の当該品目の価格等によって決定されることを基本的な仕組みとして
いるということでございます。  

 ２ぺージ目でございます。実際の価格、国際価格は、需給と供給が一致する点において決定さ
れまして、各国・地域内の価格は国際価格と内外価格差等を通じて決定されるということでござい
ます。  

 対象品目としては、（２）に触れているとおりでございます。  

 それから、基準年次・目標年次は（３）にありますように、基準年次は１９９４年、目標年次は２０２
５年としております。  

 ３ぺージでございます。（５）の地域区分は、３１カ国・地域に分類しておりますけれども、このただ
し書きに触れておりますように、あくまでも全体としての基調を予測するということで、各地域ごと
の予測の誤差がそれぞれ相殺されながら全体としての需給が均衡する予測を行っております。  

 それから、人口・経済成長率の予見でございますけれども、人口は、国連の推計による２０２５年
の世界人口、すなわち８０億人としている。また、実質経済成長率は、世銀の推計に基づいており
ます。  

 ４ぺージ目でございます。この予測に当たって二つのシナリオを設けております。基本的には、
最近穀物単収の伸びが減少傾向にあるとか、かんがい施設の新規建設に要するコストが増加傾
向にある。これは昨年の当部会における資料等でも御説明したところでございますけれども、いろ
いろ要因があるということで、基本的には二つのシナリオを用意しております。  

 （２）として、①単純趨勢シナリオ、②生産制約シナリオという二つのシナリオのもとにシミュレー
ションを行っております。①の単純趨勢シナリオは、現在の単収の伸びが継続し、また、農地面積
の拡大の制約もないという前提でのシナリオでございます。  

 一方、②の生産制約シナリオの方は、単収の伸びが鈍化していきまして、具体的には、下から４
行目に触れてありますように、耕種作物の単収の伸びが今後２０年間で徐々に単純趨勢シナリオ
の伸びの２分の１に低下するということと、穀物収穫面積の拡大についても過去の伸びの範囲内
にとどまるという前提を置いております。  

 まず、１番目の単純趨勢シナリオのシミュレーションの結果でございますけれども、穀物の生産、
消費量等の関係でございます。１９９４年は穀物の生産消費量は１７億８０００万トン程度だったわ
けですが、これが２０２５年には２９億１,０００トン程度まで拡大し、この状態で均衡するということで
ございます。  

 右の方にその総括的な表をつけております。一番左の世界計という欄に２０２５年の数字をつけ
ております。これは先進国と開発途上国地域に分けたものがその右にありますが、先進国地域に
おいては約２億２,５００万トンの余剰が、またその分開発途上国においては不足が生ずるというこ
とで、開発途上国域内における不足量は、現状の１億トン強から２億３,０００万トン程度まで拡大
する見通しになっております。  



 それから、穀物の１人当たり消費量の予測ということでつけております。先進国の場合、２０２５
年においては現状より２割強の増ということで、１人当たり７０９キログラムの消費量の予測となっ
ております。一方、開発途上国においても２割強程度増加するということで、１２１％の水準になり
ますが、若干地域におけるばらつきがあるということで、その下の方に具体的に各地域の状況を
お示ししております。  

 ６ぺージ目に、単純趨勢シナリオにおける価格を示しております。需要の増大に見合って生産量
の拡大もほぼ行われることから、穀物の国際価格はおおむね横ばいないし若干の強含みで推移
するということで、右上の線グラフに示していますように、ものによって１割から２割程度の強含み
まででおさまるということでございます。 一方、２番目の生産制約シナリオの方でございます。ま
ず、穀物の生産量、消費量等については環境問題の制約により生産拡大に対する制約が強まる
ことから、全体として生産量と消費量は２４億７,０００万トン程度で均衡するのではないかということ
で、単純趨勢シナリオと比べると約４億４,０００万トン程度の供給不足の状態ということも言えま
す。  

 また、先進国、開発途上国地域別に見ていただきますと、右下の表ですが、先進国においては２
億８,０００万トン強の余剰、開発途上国においては２億８,０００万トン強ということで、単純シナリオ
と比べても約６,０００万トン程度のさらに不足が増加する状況になります。  

 また、１人当たりの消費量の予測の状況でございます。右上の表をご覧いただきますと、先進諸
国は現状と比べて若干の増であります６１１キログラム程度、一方開発途上国全体は現状と比べ
て２％程度の伸びに過ぎず、開発途上国の中におきましても、アジア地域においては現状よりは
平均して１２％の伸びがあるわけでございますけれども、その地の地域においては押しなべて現
状よりも下がってくるということで、栄養不足問題がより深刻化する可能性があるということでござ
います。  

 なお、このシナリオのもとにおける価格をその下に示しておりますけれども、２０２５年においては
大体現状よりは４倍近く、トウモロコシの３.６倍から米の４.０６倍までということで、大体４倍程度の
国際価格の上昇が見込まれるということでございます。  

 以上が資料４－１でございますが、ただ今御説明しました２０２５年の世界の食料需給見通しを
要約したものをＡ４判の資料４－２にお付けしております。  

 なお、一番下に参考資料ということで横長の紙二つをつけておりますが、そのうち「世界の各種
研究機関等による世界の穀物需給の予測」ということで、昨年の第２回の当部会において出しまし
た資料の要約を改めてお付けしております。世界の各種研究機関、それぞれ目標年次が違って
おり、２００５年、２０１０年、２０２０年ということで出しておりますが、各機関においては大体どうい
う穀物の需要予測なり供給予測を出しているのかということで、改めて関係する部分をお示しして
おります。  

 以上が世界の食料需給見通しのシミュレーションでございます。  

 続きまして、前回問題となりました我が国の食料安全保障上問題となります事態に備えた対応
策と食料供給のシミュレーションということで、横長の資料５について御説明させていただきたいと
思います。  

 １ぺージ目でございます。左側に、前回の資料と若干重複部分はありますが、我が国の食料安
全保障上の問題ということで整理しております。すなわち、食料は毎日欠くことのできない基礎的
な物資であることから、その安定供給を確保していくことは国民に対する国の基本的な責務では
ないか。  

 現在の豊かな食生活の維持を前提としますと、国内農業生産を基本として可能な限りその維
持・拡大を図るとともに、安定的な輸入の確保を図っていくことが重要ではないか。また、短期的な



変動に備えた適切な備蓄を行っておくことが必要ではないか。  

 それから、今後の食料の安定供給という点からいきますと、いろんな事態を想定しておく必要が
あるのではないか。そういったことから、今日のシミュレーションということでお示ししているわけで
ございます。  

 シミュレーションの関係でございますけれども、右の方に想定される事態の類型ということで、ケ
ース１からケース３まで三つの類型でお示ししたいと思います。  

 まず、ケース１は、国の内外の不作等により国内生産の減少あるいは輸入の減少・遅滞が生じ
ますが、備蓄の活用等により現在の食生活の維持は確保されるような事態。この例として、異常
気象や台風等の災害による国内の稲作の不作、あるいは主要輸出国等における単年度の不作
による若干の輸入の減少、さらには港湾ストライキ等による輸入の遅滞、こういう事態が想定され
るのではないかということでございます。  

 ケース２は、長期的・構造的に継続する事態ではなく最終的には現在のような状態に復します
が、それまでの間は食生活の内容等にも影響が出ざるを得ないような深刻な事態ということで、例
として挙げていますのが、主要輸出国や主要生産国における連続不作等による輸入の大幅な減
少が起こること。具体的には２年連続して穀物とか、大豆の輸入が半減するような事態です。ある
いは主要輸出国や主要生産国における同時不作による輸入の大幅な減少、国際的な紛争による
世界の農業生産、貿易の混乱による輸入の大幅な減少・遅滞ということで、要は我が国の輸入が
かなり影響を受ける事態ということでございます。  

 ケース３は、構造的でありかつ影響度合いが深刻で、食生活の内容も大きく変わらざるを得ず、
しかも、そのような状態が長期的・構造的に継続するような極めて深刻な事態と書いておりますけ
れども、需要の大幅な増大に見合った生産拡大が行えない場合に生ずる世界の食料需給の構造
的ひっ迫による継続的かつ大幅な輸入の減少ということで、ほとんどの食料の輸入がゼロに近い
ような状態、こういうケースを三つ想定してはどうかということでございます。  

 ２ぺージ目に、平素から我が国が食料安全保障を確立するために取り組むべき対策ということ
で、基本的に我が国として日ごろから取り組んでおかなければいけない対策を右の方に羅列的に
整理しております。  

 農地、担い手、農業技術等の国内農業生産基盤の確保その有効活用による国内農業生産の可
能な限りの維持・拡大、農業構造の変革等による国内農業の体質強化、安定的な輸入の確保、
適切な備蓄の実施、食生活のあり方の見直し、食料安全保障に関する国民の意識の啓発、海外
の食料需給動向、主要食料の国内における在庫状況、生産資材の在庫状況等の適切な把握、
緊急増産や熱量効率の高い農業生産への転換等が迅速かつ的確に行われるようにするための
システムの構築と、必要な生産資材等の確保、適正・円滑な流通、公平な食料供給を確保するた
めのシステムの整備、こういうことは日ごろから我々として取り組まなければいけないのではない
かということで整理したものでございます。  

 先程のケース１から３までの場合、どういう姿になるかということを３ぺージ目以降に試算を行っ
ております。  

 まず、ケース１でございますが、通常における供給変動につきましては、現在行っている備蓄を
活用することにより、ほぼ現在の食生活の維持を図られるのではないかということでございます。
その下に注としてありますが、現在の食生活、平成８年度においては１人当たりの供給熱量は１
日２,６５１kcalになっておりますが、こういった姿が備蓄の取り崩し等によりできるのではないかと
いうことでございます。  

 現在どういった品目について、どのような備蓄水準かということを右上の表にお示ししておりま
す。ケース１の場合の対応として、右の真ん中の方に書いていますが、備蓄の放出、価格・流通



の動向の監視等により、平成８年度の食生活の維持が図られるようにすることが基本ではないか
ということでございます。  

 それから４ぺージでございます。ケース２の事態でございます。ケース２の事態は、通常の予測
を超えるような深刻な事態になるわけでありまして、当然のことながら、まず備蓄を充当するわけ
でございますが、状況に応じては米麦等の緊急増産や代替品の輸入の確保等の対策が必要に
なるでしょうし、同時に、必要に応じて価格・流通の規制等を行い、適正・円滑な流通の確保を図
る必要があるのではないかということでございます。  

 ただ、このような事態においては、以上のような対策を講じても食生活自体について内容の切り
換えとか、カロリー水準の切り下げが必要になるのではないか。特に２年連続して穀物とか大豆
の輸入が半減したと仮定した場合、かなり現状の食生活は違った格好の食生活とならざるを得な
いのではないかということでございます。  

 要約して申し上げますと、１年目は、米の供給量は２割弱増加し、小麦は３割弱、肉類は１割弱
の減少になってきまして、供給熱量水準も１人１日当たり２,５３０kcalということで、現在の５％程度
カットした水準になるということでございます。  

 これが２年目になりますと、備蓄は使い果たしているということで、緊急増産等により米の供給量
は増えますが、その他のものはさらに減ってくるということで、１人１日当たり２,３９０kcal、現状より
は１割程度減少した供給熱量水準になるということでございます。  

 右の方にそうしたことを模式図的に触れております。対応策は、先程御説明したような備蓄の放
出、米麦等の緊急増産、場合によってはと畜の増加による畜産生産の規模縮小も考えなければ
いけないのではないかということで、１年目は先程申し上げましたような２,５３０kcal水準ということ
で、その下に触れていますような１人１日当たりの供給ベースになりますが、一応括弧書きで平成
８年度を１００とした指数ということで、どういう食生活の変化になるかをある程度イメージできるよ
うにお示ししております。これが２年目になると備蓄の取り崩しがほぼ行われ尽くしているというこ
とで、さらに低下した姿になってきますことを、同じような格好で一番右下の方にお示ししておりま
す。  

 それから、ケース３でございます。ケース３になりますと極めて深刻な事態となりまして、農地の
有効利用とか、熱効率の高い国内農業生産への転換とか、価格の統制、配給等の対策が必要に
なります。  

 こういった事態になりますと、一応輸入ゼロの食料供給の水準になりますが、この場合、国内の
水田はすべてを作付けし、畑についても野菜等の一定の面積は必要であろうということで除いて、
残りのものは熱量効率の高いいも類を作付けする。それから、一定の畜産は維持するという前提
で幾つかシミュレーションをしております。  

 この場合、国内農地面積はどうかということで、①が４９５万ヘクタール、②が４４２万ヘクター
ル、③が３９６万ヘクタールと三つの農地面積を出しておりますが、これは後ほどまた御説明させ
ていただきたいと思いますが、６月５日の農業部会でも、今後の農地面積ということで、どの程度
の面積かということが議論になりましたので、この三つのケースをもとにそれぞれシミュレーション
を行っております。  

 そこで、現状の農地面積４９５万ヘクタールがあるという前提で、上に四角で囲ってありますが、
例えば水田は全て米を作付けするという供給の仕方を行いますと、米の供給が３割強増える。ま
た、いもも４倍近くに増加する。一方、小麦、肉類が約１０分の１に減少しまして、供給熱量水準と
しては１,７６０kcal程度、すなわち平成８年水準の３分の２の水準になるということでございます。  

 具体的な食生活の状況では、５ぺージの右の方に示しているような状況になりまして、肉が大体
３キログラムということで現状の１０％程度、小麦も３キログラムということで９％程度の状況になり



ます。  

 ６ぺージ目は、４４２万ヘクタールの面積を前提としてシミュレーションを行っております。当然の
ことながら、４９５万ヘクタールの場合よりもさらに厳しい中身になるということで、供給熱量水準と
しては１,６２０kcal程度ということで、平成８年の６割強程度の水準に落ちるということでございま
す。その具体的な中身は右の方にございます。さらに、これが３９６万ヘクタール程度に下がった
場合は１,４４０kcal程度ということで、現状の半分近くまで下がるということでございます。  

 以上が資料５でございますが、面積の前提となっている資料ということで、参考資料として「農地
の面積と利用に関する推計（第８回農業部会資料の抜粋）」、これは先週の金曜日にお出しした資
料でございますが、農地面積のもとになっているということで御説明させていただきたいと思いま
す。  

 １ぺージ目でございます。農地面積の増加要因としては農用地の造成、また、減っていく要因で
は農地の他用途への転用と耕作放棄の二つがあります。農用地造成については、今後、大規模
な開拓等を新規に行う予定はないということで、ほとんど増加は見込まれないということでござい
ます。一方、農地の他用途への転用は、最近の状況から推計すると若干低減の傾向にあります
けれども、平成２２年、すなわち２０１０年までの１５年間に、２９万ヘクタール程度が見込まれるの
ではないかということでございます。  

 一方、もう一つの減少要因である耕作放棄でございますが、これはケース１とケース２に分けて
おります。ケース１の場合、平成７年から平成２２年までの今後の１５年間の場合に、これまでの状
況が継続すると見た場合３３万ヘクタール程度の発生が見込まれるということでございます。ま
た、ケース２は、農家戸数の状況から見て、農業経営に利用される農地面積から推計しますと、７
９万ヘクタール程度が耕作放棄される可能性があるということでございます。  

 ケース２の場合について少し補足したいと思います。次の２ぺージをお開きいただきたいと思い
ます。平成７年と平成２２年の推計ということで、総農家数をつけてございます。一番上にあります
ように、平成７年の３４４万４,０００戸が平成２２年に２４６万１,０００戸ということで、約２９％現状よ
り減っていくという見通しがあります。これは現在のセンサスをもとに過去の趨勢値からとりまし
て、平成２２年、１５年後の姿ということで推計したものでございますが、この農家数について、そ
れぞれの経営規模別に農地面積を増やすのか、現状維持なのか、減らす方向に向かうのかとい
うことを過去の趨勢から判断して、この農家で有している農地がどうなるかを推計したものが、先
程のケース２の農業経営が利用する耕作地ということになるわけでございます。  

 １ぺージ目に戻っていただきまして、右上の方でございますが、まず農地の他用途への転用面
積、これは昭和４０年以降１５年刻みで、大体何万ヘクタールぐらい転用がなされているかというこ
とでございます。昭和５５年～平成７年で３２.９万ヘクタールということで、今後１５年間さらにこの
傾向が弱まるものの、２９万ヘクタール程度は減少するのではないかと推計しております。  

 それから、耕作放棄面積もトレンドでとっておりまして、平成９年の単年度で２.３１ヘクタールが耕
作放棄されているということで、今後１５年間では約３３万ヘクタール出るのではないかということ
でございます。  

 その下にケース１と書いてありますけれども、現在、平成７年は５０４万ヘクタールでございます。
これが転用により２９万ヘクタール失われ、耕作放棄により３３万ヘクタール失われるということに
なりますと、差し引き５０４万ヘクタール引く２９万ヘクタール引く３３万ヘクタールで、４４２万ヘクタ
ールになるのではないか。これが先程の推計の②のケースになっております。  

 一方、③の場合は、平成７年の農家数３４４万４,０００戸で、５０４万ヘクタールが農業経営に利
用されている農地面積になりますが、平成２２年に２４６万１,０００戸ということで、３９６万ヘクター
ルが農業経営に利用される。こうなってまいりますと、逆算になりますが、５０４万ヘクタールから３
９６万ヘクタールと農地転用される２９万ヘクタールを引きまして、耕作放棄地の予測が７９万ヘク



タールになるということでございます。  

 先程の資料５のケース３で、①の４９５万ヘクタールは現状の農地面積ということで、平成９年の
農地面積が維持される場合が①、それから、②はただ今御説明しました平成２２年、すなわち２０
１０年において過去のトレンドから農地面積が他用途転用なり耕作放棄が行われて、残ると予想
される面積４４２万ヘクタールという前提で置いた場合、それから、農家数の減少等から農業経営
で使われる面積を推定した場合が３９６万ヘクタールという数字で、ケース３の場合は三つのケー
スでシミュレーションを行ったものでございます。  

 以上が今日お配りしております資料の概要でございます。  

   

３．質  疑  

   

○部会長 どうもありがとうございました。  

 それでは、これから御質問、御意見、あるいは資料の御要求等、時間の許す限り御発言いただ
きたいと思いますが、まず最初に、ただ今御説明いただきました資料のうちの「２０２５年における
世界の食料需給見通し」について御議論いただきたいと思います。  

 この見通しにつきましては、昨年７月の第２回食料部会で御議論いただいたわけでございます
が、その時に農林水産省が既に発表している２０１０年の世界の食料需給の見通しの御説明もい
ただいたわけでありますけれども、さらに長期の将来の見通しを行うべきではないかという御指摘
がこの調査会であったことも踏まえまして、新しく２０２５年という作業をしていただいたものでござ
います。  

 それでは、世界の全体の食料の需要、供給に関する見通し、特に２０２５年の見通しに関しまし
て御自由にどなたからでも御発言ください。御質問どうぞ。  

○委員 資料４－１の４ぺージの単純趨勢シナリオの前提ですけれども、「現状の単収の伸びが
継続し、農地面積の拡大の制約もない」とありますが、この「現状の単収の伸び」というのは、１９８
１年以降の１.５％を前提にしているのでしょうか。それから「農地面積の拡大の制約もない」と書い
てありますが、この時点で、これは農地面積ではなく収穫面積になっていますけれども、既に減っ
ておりますよね。ですから、農地面積の拡大は既に単純趨勢でもとりにくいのではないかという気
がするのですが、この辺はどうですか。  

○部会長 事務局の方で御説明をお願いします。  

○事務局 単純趨勢における年率の伸びの平均でございますが、この１.５％という１９８１年－８３
年から９４年－９６年よりはもう少し最近時点にとりまして、一応年率にすると１.３％程度ということ
で計算しております。  

○事務局 面積の方ですけれども、モデルでは最初から所与の条件で与えるというよりも、価格の
動向いかんで生産が反応して、結果として農地面積はどうなるかというのを単純趨勢の方でやっ
ておりまして、結果的には年率０.３％ぐらいの伸びでしか伸びないという結果になっております。こ
れは制約を設けずに、結果として農地面積はこれだけ必要になってくるという数字が事後的に出
てくる。それを事後的に検証すると年率で０.３％ぐらいの拡大で、ほとんど伸びないという状況だと
いうことです。  

○部会長 よろしいでしょうか。  



 それでは、他にどなたでもどうぞ。どうぞ。  

○委員 ７ぺージの一番右下の表でございますけれども、これによりますと２０２５年には約４倍に
なるということでございます。ちなみに、この伸び率を複利の計算でやってみますと、年間の伸び
率が４.５７％でしたか、大体そのぐらいの伸び率になるわけです。価格のアップ率と言った方がい
いですね。過去において、例えばこの場合は３１年間で見ているわけですけれども、長期タームで
見た場合に穀物の伸びはどんなふうだったのでしょうか。この期間において極端に高くなるもので
あるかどうかということが１点目であります。  

 その次に、このカーブで見ますと２００５年で大体価格のアップ率が１３５ぐらいかなと。これは本
当の目の子です。こういう数字はここには書いてありませんが、大体この幅の中で考えてみると、
そのぐらいかなと。２０１０年で１６０、２０１５年で大体２００にアップしていくわけでありまして、現実
的な対応をやっていくとすれば、その準備は２００５年までは大いに必要だと思いますが、２００５
年から２０１０年あたりが本当は現実的対応においては大事な期間になるのではないかと思うわ
けでございます。その辺はどういうふうにお考えになられるか。  

 あるいはまた、これに３５％、６０％、１００％と穀物価格が上がっていった場合、日本国内の農業
にどういうインセンティブを与えることになるか。全く影響なしと読むべきなのか。インセンティブが
ある程度与えられるとすれば、先程の耕地面積の減少について幾つか出ておりましたけれども、
ああいう姿になるものであるかどうかという三つの点について御質問申し上げたいと思います。  

○部会長 それでは、３点について事務局の方から御説明をお願いします。  

○事務局 まず、価格の関係でございますけれども、これは前回も国際価格の動きということでお
出ししたと思いますが、手元に数字がたくさんありませんので小麦だけに限定して申し上げます
と、１９７２年の世界の同時不作に伴う価格変動は、ブッシェル当たり２.４４ドルが５.９４ドルというこ
とで、１年間に１４０％、２.４倍上がったということで、それが８０年代は若干落ち着いた格好になり
ましたけれども、９５年がまた小麦は３.５３ドルが６.２３ドルということで、対前年比１年間で７６％上
がったという状況になっております。  

 ７２年と９５年を比較するとブッシェル当たり２.４４ドルが６.２３ドルぐらいの水準になっておりまし
て、価格としては４倍程度の上ではないわけですけれども、それなりの水準で動きながらきてい
て、むしろ今は８０年代の安定した過剰在庫の時代から、ＷＴＯ体制のもとで主要先進国の在庫が
圧縮している状況とか、さらには中国とかアジアがこれまでの輸出国から輸入国へ転じている状
況を勘案しますと、必ずしもあり得ないシナリオではないのではないかと考えているわけでござい
ます。  

○委員 私が２番目に質問しましたのは、一般的な準備は早くやっていかなければならないが、か
なり予想の不確定なものについては、現実的推移をよく見きわめながらやってよろしいのではない
か。そういう意味では現実的な対応は、３５％上がるとか、６０％上がるとか、こういう事態で進め
られるべきものかなと思いましたので、２番目の質問を申し上げたわけでございます。  

○事務局 これはあくまでもシミュレーションでございますので、こういった姿のもとで、どういった
政策は緊急にとらなければいけないことなのか、あるいは、実態に備えて我々として用意はしなけ
ればいけないけれども、差し当たって来年度からの施策でやる必要があるかどうかということはお
っしゃるとおりだと思います。そういった点について御議論いただきながら、シミュレーションのどう
いう事態まではきちんとした現実化すべき施策なのか、あるいは事態として想定しなければいけな
いことなのか、そういった点は整理していただくということではないかと思っております。  

○事務局 このモデルは、逐年徐々に変化していくというモデルの制約上、こういう姿でだんだん
進んで行くという姿しか描かれないということなので、このとおりきれいに世の中が進んで行くとい
うことをあらわしているわけではありません。本当は２０２５年という目標年次の姿を描くことが目的
なのですけれども、モデル上、毎年毎年均衡しながら徐々に変化していくという動学均衡モデルと



言っておりますけれども、そういうスタイルで途中結果もあらわしているわけです。きれいにこのよ
うな姿で行くのであれば、何年ごろにどうなって、そのころにこうすればいいということを描いたらい
いんですけれども、その辺は必ずしも十分予測できませんので、資料５の２ぺージに書いてありま
すように、平素から取り組むべき対策をふだんから考えていくべきではないかということです。  

 ３点目の御質問の、価格が高騰した時に国内農業の方はどういう影響があるのか。言ってみれ
ば国際価格が上がるので競争条件が少し改善されると思いますけれども、そのことで国内農業
が、プラスの影響なのかわかりませんけれども、農地の減少が緩やかになるとかそういうことまで
関連づけて分析しておりません。  

○部会長 よろしいでしょうか。  

 それでは、他にどなたでもどうぞ。  

 先程も御説明がありましたが、これは需給均衡動学モデルというものでして、そんなに難しいも
のではありませんで、一番ポイントのところは、穀物の単収が今後どうなるかということについて二
つの見方があるわけですが、それぞれについて世界全体としての食料需給はどうなるかというこ
とを計算してみたというふうに御理いただければいいと思います。つまり１.３％ぐらいこの数年間
伸びているわけですけれども、このままずっと単収が伸びていくという見方と、そうはなかなかいか
なくなるのではないかという見方の二つですね。  

 どうぞ。  

○委員 同じく７ぺージの右側の上の表ですけれども、先進国が現在５７８キログラムの穀物を食
べているわけです。中南米とかアフリカが、２５年には自分の国の現在よりも下がって、２７１キロ
グラムとか１４０キログラムにとどまっているというあたり、何となくもう一つピンとこない。というの
は、こういった国々は現在の先進国との間にどのぐらいの格差があるのか。つまり２５年たっても、
生活の内容は現在の先進国並みになれないのです。半分以下である。こういうことがあるのかな
と。つまり２５年たったら、現在の先進国並みの食生活をやるようになるのではないか。ただし、現
実には穀物の価格が高くてできないとか、量が供給できないとか、そういうことなんでしょうけれど
も、そういう意味では私はもう一つピンとこない。２５年もたてば、現在の先進国の食生活並みには
到達しようと努力するんじゃないか。それがこの人達の生きがいなのではないかと思うのです。そ
れがまだ半分にとどまっているというのは、本当かなという疑問を感じます。  

○部会長 御説明いただけますか。  

○事務局 消費量で先進国が１人当たり５７８キログラム、６１１キログラムということで若干実態と
離れている感じになっておりますのは、穀物自体で消費するものと畜産物に回る分を合計してい
るわけでございます。例えば現在の１人当たりの穀物消費量を見ますと、先進国は１人１３２キロ
グラムでございます。肉類消費が７４キログラムある。これは例の穀物に必要な換算量を加えたも
のが５７８キログラムになっております。一方、開発途上国においては、むしろ先進国よりは穀物と
して消費する量は多いわけでございますけれども、肉類としての消費が少ないということでこういう
数字になるというのが１点でございます。  

 それから、これは先程も御説明しましたけれども、基本的には各国の経済成長率、これは世銀
の見通しを使っておりまして、経済成長してまいりませんと先程の畜産物消費等には向かわない
のではないかということで、むしろ現状よりも伸びが低い場合もあるということでございます。一応
世銀の見通し等によりますと、例えばＧＤＰの成長率等でも中南米諸国等は低いということで、畜
産物の消費が伸びない計算になってきまして、あるべき姿と実際の数字を使っているもとになるも
のが違うことによって、こうしたものが出てくるという点は御理解いただきたいと思っております。  

○委員 ２５年たってもと申し上げましたけれども、これは間違いですね。２０２５年ですから３１年
ですね。３１年たってもまだこうなんでしょうかということで、２５年と申しましたのは間違いでござい



ます。  

○部会長 どうぞ。  

○委員 この世界食料需給モデルによる予測というのは、大変たくさんの方程式を作って作られ
たものだから、その内容をどうこうというのは私達には難しいですね。要するに問題はこの予測
と、それから資料５の食料供給シミュレーションというものをどういうふうに結びつけて、食料安保
を考えるのかということだろうと思うんです。そうなりますと、この対応策と食料供給シミュレーショ
ンという資料にケース１、ケース２、ケース３とございますが、ケース１はそんなに今と変化がない
ので一応置いておくとして、ケース２とケース３は、例えば世界食料需給予測で２０２５年の間のど
の段階で起きたかによっても随分違うと思うのです。ですから、この二つの資料をどういうふうに結
びつけてこれから先の日本の食料安保を考えたらいいのかということを議論しなければいけない
のかなと思っているわけです。  

 既にケース２の場合に、２年連続して穀物とか大豆の輸入が半減したと仮定した場合というのが
ございますけれども、この時に、必要に応じ価格・流通の規制等を行い、適正・円滑な流通の確保
を図る必要がある。半減するわけですから、当然国内の生産者は、仮に流通段階でも持っている
人は売り惜しみということもあるだろうし、そういう場合には緊急の対策がとれるのだよと。普通は
何もしないでいいんだけれども、そういう場合にはとれるのだよということを、例えばこの調査会の
報告書に、あるいは基本法に盛り込むために書くのかどうか。多少ニュアンスの問題はあるとして
も、平時は余り政府は生産とか流通にタッチしない方がいいと思っておりますけれども、そういう時
に表現の問題は別として、何かそういう要素を盛り込む方がいいのではないかという気がしている
わけです。  

 その時に世界食料需給モデルの取り扱いは非常に難しい。これは非常にびっくりするわけです。
2025年にしかも農地がこんなになって、千四百何キロカロリーというのはどうしたって生きて行くだ
けが精いっぱいみたいなカロリーで、しかしそれはシミュレーションですから、恐らくそういうことは
あり得ないだろうと思いますけれども、それと先程のシミュレーションとどういうふうにつなげていく
のか、そこが少し難しいと思っているのです。難しいというか、うまくやった方がいいという感じを持
っております。  

○部会長 ただ今御指摘のとおり、世界の食料需給の見通しという資料４－１で御説明いただい
たことと、今これについての御議論をいただいているわけでありますけれども、二つの見通しがあ
るわけですけれども、それでは日本人にとっての食料問題に具体的な形で差があらわれるかとい
うことは、資料４－１には直接は出ていないわけです。これは直接は結びつかないんですよね。  

○事務局 全体としては世界全体の需給モデルでございますので、これもある意味においては二
つのケースを想定して、そのままの数字ということでございます。問題は我が国のシミュレーション
ですが、当然のことながら、ケース１は現状程度の食生活ができるような対応でございます。問題
は、ケース３の場合に、こうした世界の食料需給モデルにおける一番難しい状態をどの程度加味
しながら考えるのか考えないのか、ある意味においては全く別々のシミュレーションですので関連
性はないんじゃないかと思いますけれども、一応最悪に最悪を重ねた場合を考える必要があるの
かどうかということで御検討いただきたいと思っております。  

○部会長 世界全体の見通しについて何かございましたら。どうぞ。  

○委員 今のシミュレーションとの関連で行きますと、例えばケース３のような場合を想定される
と、日本が世界から孤立して戦争でも始めるとか、そういうようなことにならないと後の状況は少し
考えられないんですけれども、そうなると国際的に見ても価格は上がっていく。そして我が国も食
料がひっ迫するような状況では、今度は国内の食料品の価格も上がって行くわけです。そうします
と食料を増産しようというインセンティブが働くわけです。これまで放棄されていた農地も使って、も
っと作ろうというのは市場経済の当然の結果なんです。例えば食料が４倍になれば、今の小麦で
も米でも日本の生産価格はその範囲内だと思いますから、作ってやろうということになっていくわ



けですから、経済のイロハから言いますと農地が少なくなるということは考えられないのです。だ
から、ケース３が少しあり得ないモデルで作られているのではないかと思えるのです。  

 それからもう一つは、シミュレーションを作った場合、日本の食料だけ取り出して１、２、３というふ
うに作られていると思うのですけれども、食料も国際商品であるという前提から考えますと、例え
ば資源エネルギーというのはもっと海外に依存しているわけです。食料が入らない事態は当然資
源エネルギーも入らない事態でありますから、そういう事態を想定した日本の社会の中で、食料だ
けなくなるのだという議論をしていていいんだろうか。そうでなく、何も海外から入らない、太平洋戦
争が始まった時のようにみんなシャットアウトされるということを本当に想定するのであれば、我々
はもっと考え方を変えて、そうでない社会を作るという考えに行かざるを得ないわけで、食料だけ
を取り出して、全く孤立してしまう世界を想定すること自身が無理だろう。特にケース３を議論する
ことはどれだけの意味があるのか。そんな世界は一体どういう世界情勢の中のどういう日本国な
んでしょうかということを少しお伺いしたいんですけれども。  

○部会長 今の御意見、その前の御意見とも、資料４－１から発しましてむしろ資料の５の方に入
っているわけでございますが、資料４－１に示されたのは、調査会で以前に、もっと先まで世界全
体の見通しをやりなさいという御指摘があって事務局でやっていただいたものでございますけれど
も、その数字も頭に置いていただきながら資料５、それから、これまでのいろいろな御議論も総括
していかなければならないわけでございますけれども、我が国の食料の安全保障政策の中で短
期的な問題、１年限りの問題ではなくて、中期的な問題、あるいは長期構造的な問題について御
議論いただきたいと思います。  

 今の２人の御発言は資料５についてでございますが、特に最後のケースについて、どういう考え
でこういうものを議論していったらいいかということについて、事務局からも、また他の委員からも
御発言いただきたいと思います。これに関連して、食料の自給率の問題もこの会議でずっと議論
してまいったわけでございます。これはなかなか難しい問題でありますので、食料の自給率につき
ましては、集中的に検討する機会をもう一度作りたいと考えておりますが、本日もこの点につきま
してそれぞれの委員の方の御意見がございましたら、これまで何度か御発言いただきましたけれ
ども、あわせて御発言いただきたいと思います。  

 それでは、委員の資料５の方のシミュレーションについての御疑問でございますけれども、事務
局の方で何か御説明ございますか。  

○事務局 まず、委員の御指摘の件ですが、世界食料需給モデルの見通しと今回の食料供給シ
ミュレーションをやっておりますけれども、その関連をどう考えながらこの問題を考えたらいいかと
いうことなんですが、この需給モデルによる見通しは、構造的にひっ迫のような事態が起こり得る
のかどうか。シミュレーションの方でやっているケース２までは、ある意味では突発的な事態です
が、ケース３で想定しているような構造的にひっ迫し、それがかなり続くというようなことがあり得る
のかどうか。一つの想定される事態としては、世界の食料需給が人口の増大等によってひっ迫し
て、価格は高騰して、世界全体がひっ迫状態になる。例えば日本の経済力がその時どうなってい
るのか。いろいろ想定すればいろんなケースが起こり得るわけですけれども、そういう状況の中で
日本が思うように輸入が確保できないケースも可能性としてあり得るのではないか。そういうことを
食料供給シミュレーションのケース３で試算しておるわけですけれども、その前提として、世界の
食料需給がひっ迫することも起こり得るのではない。そういう関係で試算してみたわけでございま
す。  

 今お話ししましたように委員の御指摘のケース３のような想定なのですけれども、世界の食料需
給全体が構造的にひっ迫してきている中で、日本の状況いかんでは、ゼロとは言いませんけれど
も、かなり輸入が制限されるケースは起こり得るのではないか。ゼロというのは、あくまでも国内の
基盤でどの程度供給できるかということを試算したもので、ゼロになることを断定的に置いている
わけではありません。国内の基盤だけでどの程度供給できるのか、その時どういう状態になって
いるかということをシミュレーションで検証したというふうに御理解いただきたいと思います。  



○部会長 どうぞ。  

○委員 ここで議論しても仕方がありませんが、世界的に食料が長期的にひっ迫するというのは
どういうことなのでしょうか。そういうことはあり得るのでしょうか。  

○事務局 昨年の第２回の食料部会の時にかなり詳しく資料をお出しして御議論いただいたわけ
ですけれども、世界のいろいろな機関等もこういうことについて見解を述べておりますが、需要面
は人口の増加がある程度はっきり見込めるということと、開発途上国の経済成長等によって食生
活の高度化が起きるという相乗効果で、需要が相当伸びるということは他の機関もかなりはっきり
述べているわけです。  

 それに対して、生産がどの程度追いつけるかというところで見解が分かれていて、今回の世界
食料需給モデルでも二つのシナリオでやってみているわけです。順調に行く場合と環境によって
制約されてくる場合があって、制約されてきますと、供給が本来ある需要に応え切れないという意
味でのひっ迫は起こり得るということが、その結果であらわれているということです。  

○委員 需給によってひっ迫するということであれば国際価格が上がるわけですね。国際価格が
上がると日本の国内価格も上がる。それに基づいて日本の供給が増加する。農地が減るというこ
とはあり得ないですね。農地は増えていきます。農家は喜んで米も小麦も作ります。それが市場
経済なのです。それはお認めにならないのですか。  

○事務局 食料供給シミュレーションの方のケース３で幾つかやっておりますけれども、農地面積
についても、現状の４９５万ヘクタールが継続したという場合です。それから、減った場合もやって
いますけれども、継続するということは、耕作放棄などが仮にないという前提ですから、有効に利
用される場合として想定しているということです。  

○委員 国際価格が４倍になりますと日本の農業は悠々とやって行けるのです。農地面積は増え
ますね。だから、減るというシミュレーションがあり得ないのです。これは非常に矛盾しているので
す。単純な趨勢であればこれは問題ない。それから、価格が上がる場合であれば市場メカニズム
が効くのです。だから、価格は上がっている、日本の農地面積はどんどん減っていく、１人当たり１,
５００kcalを割るということはあり得るのでしょうか。  

○部会長 この二つの資料を直接に結びつけて御議論いただくのは少し無理があるんじゃないか
と思います。今日この二つを御説明いただいたわけですけれども、この二つの資料の間の関係と
いうのをもう一度整理して御説明していただけませんか。  

○事務局 資料４－１の方は先程来申し上げておりますように、一応今後の２０２５年へ向けての
世界の全体的な食料需給が、単純趨勢シナリオということで順調に単収が上がっていくということ
であれば、現状とほとんど横ばいないし、ほとんど変わらないような国際価格が２０２５年において
も実現されるということでの世界全体の食料需給の見通しということでございます。  

 一方、食料安全保障上のシミュレーションは、国内の現在の生産資源を前提として、かつ短期的
な変動で影響を受ける場合、それから、中期的な例えば２年連続不作というある程度起こり得るよ
うな事態、３番目は、ほとんど構造的な問題で輸入がゼロに近いわけですから、近未来としては起
こる可能性は極めて少ないのかもしれませんけれども、一応食料安全保障上ということで、我々と
して少なくとも想定しておく必要があるような事態ということでそれぞれ分けて、どういう食料供給
の姿になるのかをシミュレーションしたということでございます。  

 そういう意味におきましては、世界の食料需給がこういったことであるから我が国の食料シミュレ
ーションが直ちにどうだこうだという話ではないと思いますけれども、こういう世界の食料需給の見
通しも踏まえながら、我が国の安全保障をどう考えるかを御検討いただきたいということでお示し
したものでございます。  



 若干気になりますのは、価格関係が４倍になると確かに国内の農業者の方々は生産意欲が上
がりますので、当然のことながら国内生産の増大に向かうのではないかと思いますけれども、他
方、現状農地が４９５万ヘクタールということは事実でございます。この面積をどんどん増やしてで
も果たして農業生産に向かうかどうかというのは、また別問題ではないかと思います。開発可能地
ということで面積に当たってまいりますと、せいぜい３０万ヘクタールあるかどうかということでござ
います。また、こういったところを農地として使えるようにするためには相当膨大な費用がかかる、
農家とは別の費用がかかるという問題もございますので、単純に価格が上がって行ったから、無
制限に国内の農地が増えていくという関係にはならないのではないかと思います。  

○部会長 どうぞ。  

○委員 どちらも何しろ予測なので、数字が１人歩きしているだけのものだというふうに私は受け
取っておりまして、こういう事態が起きた時に国民がどういう行動をとるかとか、経済がどういう方
向に行くかということは想定されてないわけです。ケース３は、確かに私も、今起こり得るはずのな
いものだと思いますが、一応数字として最悪の場合はこうなるということをお挙げになった参考資
料だというふうに受け取っております。  

 委員のおっしゃるのはわかりますけれども、ただ、農地というのは一朝一夕に山がすぐ農地にな
るわけでもないし、私なんかは戦後の食べ物のない時を生きてきたので、農地と技術さえ確保して
おけば、いずれ困った時にはちゃんと経済上の問題で動いて、農業を選択する人は出てくるし、国
民だってそんなにばかではないのですから、食べ方を変えていくということだって選択すると思うの
です。ですけれども、ここの場合は、資料５の１ぺージにありますように、いつも専門委員と一緒に
疑問を持っているんですけれども、豊かな食生活の維持を求めてとなっているんですね。今私自
身、物が豊富だという意味では豊かだと思っていますけれども、本当の意味で健康を保つための
食生活の面から豊かであるかどうかということには疑問を感じております。  

 今、量的に豊かな食生活の維持を求めるために、いろいろな方策をしていることの中にバイオテ
クノロジーとかいろんな問題、何倍体のものを作るとかそういうことで確保していこうと。技術として
確保していくことは、災害時に対応するために必要なことだと思いますが、それが、それこそ量を
豊かにするためだけで食生活が安全に保たれるかというのは疑問を持っております。  

 確かに安いところから入れてくれば経済的にいいじゃないかという御理論を前々から承っており
ますが、私は食の問題は、人間も地球上で生物として一緒に生活している、そして地球上にでき
た植物を食べて生きているということを考えますと、食物ができなくなった国に人間が心安く住める
かなというのは疑問に思っておりますので、どこの国でも最低限穀物は自給を高めていく努力をす
る。よその国が困っていたらそういう技術を輸出することはいいけれども、物でもって助け合うこと
には何となく抵抗を感じております。  

○部会長 他にどういう御意見でも御発言ください。どうぞ。  

○専門委員 このシミュレーションの示し方ですけれども、例えば③のようなことが絶対起きては
いけないわけです。そうならないために、農地をどのように現在から考えていかなければいけない
のか、後継者をどのように考えていかなければいけないのか、そういったことを詰める一つの参考
という形で③は受けとめていいのかなと思うのです。②までの段階においても、これは生産の方だ
けですけれども、前にも発言したことがあるのですが、保存の技術、例えばフリーズドライの技術
とか、加工の技術、栽培の技術などの向上により対応できる対策を考えるということにも触れてほ
しいと考えております。  

○部会長 どうもありがとうございました。  

 資料５の特に最後のケースで、１人当たりの食料が１,５００kcalを割る場合が示されていることの
意味は、今専門委員がおっしゃったように理解すればそれなりにいいのではないかと思いますけ
れども、委員いかがでしょうか、今のような御理解でも、やはりおかしいということになりましょう



か。  

○委員 議論し始めると際限がないと思います。いろいろお考えがあろうかと思うのですけれど
も、あえてここでケース３を一つの可能性として出すと。可能性という意味では、もう無限にあるわ
けなんです。もう食料が余って仕方がないという可能性もあります。そうでなくここで政策を議論す
るのであれば、最もあり得るものに対して、国としてどこまで備えなければならないかということで
あります。それにしてはこの考え方について私少しついて行けませんし、前提になる数字も危ない
という感じがしてならないんです。蓋然性がどれぐらいかということを、蓋然性の高いところで国と
して最低どこまでやらないといけないかということを詰めるべきなのだろうと。狼少年みたいな話は
慎むべきではないかという気がします。  

○部会長 わかりました。それでは、どうぞ。  

○委員 一般の人は、うちの家内などもそうじゃないかと思うのですけれども、ふだんは極力安い
ものを食べたいと。国内のものでも、海外のものでも、どちらでも結構です。できれば国内のものを
食べたいけれども、非常に価格差があるとすれば、そこは消費者の選択に委ねていただきたいと
いうことです。  

 ２番目の問題は、そんなことしていたら、突然輸入がゼロという事態になったら、本当に戦争中
か終戦直後のような状態になりますよと言われれば、それは困りますと。そういう時でも何とか飢
餓者が出ないような準備というものは必要だと思います。そのために安心料か保障料を払えとい
うなら、それが合理的なものなら、納得のできるものであるならば払って行ってもいいと思います。
極力無駄のない金の支出の仕方をしていただきたい。そんなふうに考えるのではないかと思うの
です。  

 最悪の場合でも大丈夫ですよと言ってやることは、最大の安心を与えるという意味では必要なこ
と、あるいは意味のあることかなと。ただ、それが狼少年的になって、大変なコストも考えないこと
をやってしまうのは避けなければならないことだと。したがって、現実にどういうふうに事態が進ん
で行くのかということをよく見極めながら対応していく。私は計画そのものは、早い時点からいろい
ろ検討していくことは大事なことだと思いますけれども、実際の対応として手を打っていくのは、あ
る程度許される時間帯を上手に使いながらやっていくべきではないか。  

 例えば、急激に起きるようなアクシデントであれば、それは極めて一過性のものでありますから、
もう対症療法で済むと思いますが、本当に構造的な問題として我々に影響を与えてくるとするなら
ば、国内の体質改善を前提にしなければなりませんから、相当時間をかけてやらなければならな
い。したがって、その時間をどうかけていくか、検討していくかということが非常に大事なことではな
いかと思います。  

○部会長 どうぞ。  

○専門委員 先回も休みまして余りよく頭に入らないんですが、今おっしゃったものの関係で言え
ば、ここのデータが全部、穀物と一つでくくってありますね。そこに何か非常にわかりにくい問題が
あるのではないか。国際価格が４倍になるという見通しにしても、お米の場合は、間違っていたら
また訂正していただいていいのですが、自給していますから余り日本には影響がないのではない
かと思うのです。ここで一番困るのであろうなと考えるのは、トウモロコシとか小麦だと思うのです
が、ここをトウモロコシというふうに挙げていますと、一般の方は畜産用飼料だというふうに解釈し
てこないんです。そうすると今度は畜産物、乳製品が困るのだというふうに結びつける表現にして
おかないと非常に混乱を来すのではないか。  

 それでは、国際的な動向を踏まえて日本の農業はどうあるべきかと考えた場合、野菜とか、果物
とか、ものによってすごく違うと思うのです。ずっと穀物の例ばかりが出てきておりますから、少し
他のものに目を向けながら論議していく必要があるのではないかと思います。  



 それから、こちらの方に移っていいのかどうかわかりませんけれども、そのために平素やっておく
べきことというので、資料５の２ぺージの右側の方に丸がずっと書いてあります。子細に検討を要
する必要があると思うのですが、一番下のところに「適正・円滑な流通、公平な食料供給を確保す
るためのシステムの整備」というふうにありますが、ここに価格問題が触れてないのです。これ、円
滑な流通というのは、価格も入るんだよということなのかもしれませんが、先のお米の不足の時
に、問題は１０キロ１万円とか２万円とか倍ぐらいの値段になっているわけです。そういうことがあ
ってはならないわけで、公平な食料の供給とか、適正・円滑な流通ばかりでは少しいけないので
はないかと思います。もしこの中に価格も含まれているのだったら、わかりやすく、もう少し価格問
題をここに入れておいた方がいいのではないかと思います。  

 以上です。  

○部会長 どうもありがとうございました。今の最後の点は、事務局いかがでしょうか。資料５の２
ぺージのところに、価格安定ということが入ってないではないかということですが。  

○事務局 前回お出しした資料で、「我が国の食料安全保障政策の今後のあり方」という資料を
今日もお配りしてありますけれども、そちらの方の12ぺージの方にそのことについて触れておりま
す。先程の専門委員の御指摘は非常に簡単にしか書いてありませんので、確かに誤解を与えた
かもしれませんが、こういう事態における対応として、流通面でも、「国民に対する適正な価格での
円滑な食料供給が行われるようにするためのシステムが効果的に機能する必要がある」というの
が１２ぺージの左上の方に記述してあります。  

 右の方に、現在措置されているいろいろな制度でどういうことができるかということが書かれてお
ります。行政指導段階から法的規制の段階までいろいろ想定されておりまして、基本的には、オイ
ルショックの時の経験を生かして、国民生活安定緊急措置法とか、買占め売惜しみ防止法といっ
た国民生活二法が措置されまして、その中で、いろいろな段階があるのですが、価格の規制から
統制的なものまで、それから、流通面でも最終的には配給もできる。これは新食糧法の中でも配
給の規定が残されておりますけれども、最悪の事態においては配給的な手法まで導入できるよう
な制度的な手当ては一応されているということで、こういうことが実際に起きた時に、食料で考えた
時にこういうもので十分対応できるのかどうかということについてはもう少し詰める必要があります
けれども、価格面でも今の制度の中で規制なり統制ができる体制になっております。  

○部会長 専門委員、よろしいでしょうか。  

 今事務局から説明がございましたが、今日の議論は、最初は世界全体の食料需給の長期見通
しという新しく示された資料について御議論いただいたわけでございますけれども、今日の議題そ
のものは、中長期的あるいは構造的な食料の安全保障問題全般でございまして、その基礎的な
資料は今日は御説明がありませんでしたが、今言及されました「我が国の食料安全保障政策の
今後のあり方」というのが皆さんのお手元にあると思いますけれども、この資料が基本でございま
して、今日御説明がありましたのはこれに対する追加資料でございますので、この資料をもとに御
説明いただきましたこともあわせていただいて、広く中長期的、構造的な我が国の食料の安全保
障対策について御自由に御発言を続けていただければと思います。  

 どうぞ。  

○委員 そうすると前回いただいて今日議論するというふうに座長がおっしゃった、つまり、この前
いただいた８ぺージ以降の安定供給の確保というふうに書いてある文章は、下に傍線で３行ほど
書いてありますが、「現在の豊かな食生活の維持を前提に食料の安定供給を確保していくために
は、国内農業生産、輸入及び備蓄を適切に組み合せていくことが必要である」と。あと少しは各論
がありますけれども、こういう問題意識と、それから今日いただいた資料との間には相当落差があ
ると思うのです。つまり、今日いただいた資料をある程度頭に入れておくとすれば、今までこういう
ことは当然やってきたことだし、それをまた改めて書いて報告書にするというのでは、余りにも新し
くこういう食料安保に取り組んでいくという気持ちが伝わらないだろうと思うのです。  



 先程委員がおっしゃったように、一番極端なことを想定するのではなくて、ある程度あり得るよう
なことを一つ前提にして食料安保を考えて、一体どうしたらいいんだろうか。その時に、コストのこ
ともありましょうから、そういうことをもちろん考えあわせて食料安保のことを打ち出していくことが
必要だと思うのです。それには私も先程少し言いましたけれども、今日いただいた資料のケース２
ぐらいのところで、穀物、大豆の輸入が半減したというのは大変なことだから、そうめったにあるこ
とではないにしても、例えばそういう時に国内の体制を、こういう形がとれるのですよということぐら
いは打ち出しておかないとまずいのではないかという気がしています。  

 その時に、先程の将来の食料の需給のことに戻るのですけれども、一般の人にもう少しわかり
やすいような問題提起ができないのかなという気がするのです。それは非常に常識的に言えば、
普通アジアを中心にして途上国の食料需要が増えて、しかもそれが、動物性たん白質にかなり依
存するような形で飼料穀物の消費が増える。その時に日本も当然その時代になっても輸入国です
から、そういった国々と例えば競合する形になっていった時に、もちろん値段は上がるでしょうか
ら、日本だけが今までと同じように輸入することはできないだろう。  

 確かにその時に国内のインセンティブは上がりますから、生産はある程度伸びると思いますけれ
ども、しかし飼料穀物の生産まで行きますと、かなり前に日本は生産を放棄してしまったし、それ
から、それに見合うような農地はどこを探しても日本の場合恐らくないだろうと思います。その時に
そういう事態というのは、こんな破局的なことではないのだけれども、しかし考えておかないといけ
ないのではないかということを一つの問題提起として出しておくことは必要じゃないか。  

 ところが非常にわかりにくい要素になると思うのは、世界食料需給モデルの予測で、生産制約の
シナリオですけれども、先程委員も少しおっしゃいましたけれども、２０２５年になって、先進国は若
干穀物消費量は増えるのですけれども、アフリカであるとか、中近東もそうですか、中南米もそう
ですけれども、その辺は穀物消費量は減る。つまり値段が高くなるからもう買えないということでし
ょう。買えないから結局減るということですね。  

 そういうことなんだけれども、何となくこういう数字は、余り素直に理解させないような数字になっ
ているような気がするのです。恐らく２０２５年の手前の段階で、アジアの消費にしてもアフリカの
消費にしても少し伸びて行って、それで需要が増えるものだから結局値段が上がる。生産は一定
の限界があるから値段が上がる。結局この人達は買えなくなるということだろうと思うのですが、そ
の過程が少し見えないものだから、今私が非常に単純にわかりやすく申し上げたような構造が何
か見えにくい形になっているのではないかという気がします。  

 それで、今部会長のおっしゃった今日の具体的施策の整備の方向に関連しての私の気持ちは、
そんなところなんですけれども。  

○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 豊かな食生活の前提に肉類の消費ということがあるわけですね。それが穀物のひっ迫の
一番大きな原因になっている。また、消費の大きな原因になっているということであります。実はこ
ういうことをよくお聞きするものですから、このところ私はほとんど肉を食べないでいるんです。全
然問題ないんですね。かえって太っているんです。ですから、現実にそういうことだけではないんじ
ゃないかと。  

 この間ちょっとテレビで、ドア理論というのがありまして、コレステロールが肉から入る場合もあり
ますし、肝臓でもできるし、細胞でもできる。口から入ると肝臓でのコレステロールができなくなる
し、細胞でのコレステロールもできなくなる。だから、野菜から肉を自分で作った方が早いんじゃな
いかという理屈もあるわけです。現在の日本の食生活が非常に豊かなように見えますけれども、
果たして健康的なのかということはやはり考え直して、そのもとのところはもう少し上手に調整しな
いと、よい提案ができないんじゃないかという気がするんですが、いかがでしょうか。  



○部会長 これは委員も先程おっしゃったことですが、もう一度、どうぞ。  

○委員 だから、調整し始めている人もいる。本当に健康のためにどういう食生活がいいのかとい
うことを考え直し始めている人もいる。私も確かに皆さん御指摘になった７ぺージのアフリカの穀
物消費量は、今飢えがあるという現実がある上になお減ってしまうというのは、一般的にはとても
理解できないことだと思いますし、私は先程も申し上げましたが、どこの国も自給率を高める必要
があるので、技術援助という形で世界各国やっておられると思いますが、それが３０何年たっても
全然実らないのかなという感じが、これを見るとします。  

 そういうことも一方であって、人間ですからいろんな対応をしながら行くんです。数字を示してくだ
さったことはいいんですけれども、これはやはり参考資料で、このままみんながポーッとしていけ
ばこうなるんだよということで、その間に考えたり試行錯誤しながら選択していくんだと思うので、そ
の点は私はどちらかというと楽観的です。  

 そして、委員が先程余り過ぎたのはどうするんだとおっしゃったんですけれども、今地球上の生
産活動は消費を考えながら生産しなければならない現実を迎えております。それは工業製品だけ
ではなくて、食料だって余って捨てればごみですから、そういう意味から言ったら消費されるだけ作
るというのが生産の目的であるはずなので、その辺は人間が成熟社会に住むようになったら、消
費を目的に生産することになっていくのではないでしょうか。  

○部会長 これは専門委員が御専門でございますが、一言どうぞ御発言ください。  

○専門委員 食べ方の問題が出てきましたので一言申し上げたいんですが、やはり肉がゼロであ
ってはいけないわけですね。今の２人の委員の発言は、食べる側の問題であって、食べ方をどう
するかということですから別な問題であると思います。  

 とにかく健康を維持するために一定量のいろいろな食料は必要ですから、そこは一つ基本でき
ちんと考えておかないといけない問題ですね。  

 ついでに、資料５の３ぺージの右下の「現在の食生活の維持」という表ですが、これは恐らくエネ
ルギー供給を基本に考えたものですから、野菜、果物をはずしたんだと思うんですけれども、少な
くとも現在の食生活の維持というタイトルで書くからには野菜、果実を入れて、エネルギー、たん白
質の問題は大事ですけれども、現在は微量栄養素が適量摂取されたり、あるいは機能性成分も
全部考えて、それがうまく摂取されて健康が維持できるわけですから、少なくとも３ぺージの表に
は野菜、果実を入れていただきたいと思います。  

○部会長 どうもありがとうございました。  

 これは先程専門委員も御発言がありましたが、野菜、果実が入っていないのは、ただ略してある
だけですか。それとも。  

○事務局 今御指摘のとおり、食料問題の時にカロリーというものが一番大事だろうということで、
それに関わるもので割合大きいものを掲げたわけです。一応ケース２、ケース３の関係も考えまし
て、そういうものを中心に掲げたということです。  

○部会長 他に。どうぞ。  

○専門委員 食料の安全問題という議論になるわけですけれども、先程委員も少しおっしゃってい
ましたけれども、基本は市場経済という角度で物を考えていかなければいけないのではないかと
思うのです。これはこの調査会の基本のテーマだといつも思うんですけれども、やはり消費者の発
想から物を考えていかなければいけない。例えばテレビやラジオで、あなたは自給率をどう考えま
すかと言いますと、それは多い方がいいに決まっている。できれば５０だ６０だというような話は盛
んに出てくるし、それを反対する人はほとんどいないわけです。でも、今の消費者は本当に自給率



のことをよくわかって言っているわけではないと思うのです。  

 金融ビックバンの問題もそうなんですけれども、現実に物が動き始めて初めて、ああそうだった
のか、そんなことができるのか、それはできないのかということがわかってくるわけです。ですから
今の段階は、正直言って消費者の皆さんが自給率の問題について言えば、必ずしも適当な意見
を言っているとは思えないわけです。だからといって市場原理に反するような考え方は無理がある
だろうと思うわけです。  

 今日のデータをいただいても、３０年以上という見通しの中で最悪を想定すると、こういう考え方
も出てくるわけですけれども、振り返って３０年ぐらい前はどうだったかというふうに考えてみます
と、今日まで確かにその間に幾つかの山、川はありましたけれども、そんなに極端なことは起こっ
てなかったなというふうに感じられるわけです。  

 そこで国が安全保障を考える時は、なるべく少ない方がいいのではないか。少ない方がいいとい
うのは、余り政府が一生懸命になって安全保障の問題に関わらない方がいいのではないか。本
当に食料が高くなったりなくなってくれば、消費者は当然それに基づいて自分たちの知恵を働か
せるわけですから、肉が高くて食べられなければ肉は食べないと思うのです。その時に穀物だけ
で生活したらどうなるかというのは先程の御議論になるわけですけれども、恐らくそんなに肉を食
べた状態と変わらないだろうと私も思うわけです。そういう意味合いで、自給率の問題に入って行
くかもしれませんけれども、基本的には市場原理で物を発想していくのが一番大事ではないかと
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、どうぞ。  

○委員 専門委員に質問したいのですけれども、市場原理だけで米や麦、野菜すべての農産物を
考えた場合に、日本の農業は生き残れますか。  

○専門委員 市場原理というのは、消費者の望むものを中心に考えながら、消費者がどんな行動
していくか、どんなものを求めるかということを売る側の人達は考えて物を作ろうとします。そして、
その作ろうとする人達は消費者の要望に応えて、どういうものを作って供給したらいいかというふ
うに考えていきます。その流れを今まではどちらかというと生産者サイドから、こういうものがある
からこういうものを使ってうまく提供できないかという流れだったと思うんです。これを逆の流れに
することでも私は農業は十分にやっていけるし、むしろいい農業ができるのではないかと思うわけ
です。  

○委員 そのことに関して私も生産者の方に今まで、売るだけでなくて食べてもらうことを考えてな
かったので、食べる人の意見というもの、私達がどういう食べ方をしているかまでを見て作ってい
ただきたいというふうに申し上げているんですが、今までの農業基本法の目的の中には生産のと
ころだけしか、農村のことが第一義的でしたけれども、今度は食料と農業が入った。農業と言った
ら、その中には分科会でやられていますように加工食品業界の方も入られているわけです。  

 私が憂えておりますのは、今食べ方が大変変わりまして、私どもが消費している農産物は、８割
が加工業者の手になるものからいただいております。私どもが生産と直結して日本の農産物を買
おうと思いましても、なかなかそれはわかりにくい部分があります。それは表示も確かでないとか、
流通の面でごまかされているとか、いろいろなことがありまして、ささやかながら表示を的確にして
いただきたいという運動はしておりますけれども、それがなされておりません。  

 そういう中で加工食品業界の方々は、先程委員もおっしゃられたんですけれども、安いものの方
がいいはずだと。そういう価格だけで言いますと、どうしても加工業者の方は外国のものをお買い
になるのだと思うのです。それが表示もされないままもし流れているとしたら、私どもにはわかりよ
うがないですし、もし表示がちゃんとされるようになっても、消費者は加工業者の方々と同じ土俵



の上に立てるほどの知恵を持っておりません。そこら辺のところで、アンケートの結果、８割の人が
国産品を食べたいと言っていることの解決をどうやっていこうかということは、農業は農産物だけ
ではなくて、他の意味でも私どもを豊かにしてくれる部分があるので、今都会の方が農村へ行って
体験したりとか、いろんなことがなされています。そういう感覚でとらえている部分もありますので、
そういうところは加工業者の方も御一緒に考えていっていただきたい。消費者の好むものを作りま
すとおっしゃいますが、同じ土俵に立てるだけの知恵とか情報を開示していただけるかどうかとい
うところが大変心配になっております。  

○部会長 どうぞ。  

○専門委員 今日の資料を見せていただいた限りでは、かなり御苦労があったのではないかと思
います。この資料を見た限りでは、作り手の側からすればかなり魅力的なというか、今後の展望を
考えればかなり勇気がわいてくる資料にでき上がっていると思うのです。今ほど２人の委員が言
われているように、今までの農業、農村のあり方は、物さえ作れば売れていたんです。  

 実際問題、今農村社会で農業を営んでいる人達は、ほとんどがそういう時代に農業をされてい
た方ばかりなんです。その方達にいきなり市場原理を導入して、これから農作物を流通していかな
ければいけないことに対して非常にギャップがある。それに果たしてついて行けるかどうか私自身
は非常に疑問も感じるし、不安も感じます。若き担い手と言われるような人達はかなり勉強してお
りまして、その点に対しては大丈夫だと思うのですが、そういった農業者は果たして日本国内にど
れだけいるのかということも非常に問題かと思います。  

 農家にとって、一番何が足りないかということになると、消費者の声が聞こえてこないんです。今
ほど専門委員が言われたように、市場原理を用いるならば、買い手の側のニーズが伝わってこ
そ、初めて作り手側は一体何を作ればいいのかということがわかるわけです。今までの農業の流
通の仕方としては、作りさえすればいいという、ぬるま湯の中につかっている農家が多い中におい
て非常に問題がある。その問題をどういう形で解決していかなければいけないかということも議論
していただきたいと思います。  

○部会長 どうもありがとうございました。  

 御発言ございますか。  

○委員 ただ今委員から、加工品メーカーは安いことばかり考えないで、正しい情報の開示とか安
全性の確保に努めろとおっしゃられましたが、そのとおりであると思いますし、私どもがやっている
ことも大体そういう方向に向かっていると思うのです。足りないことがあれば、委員の方々とこうい
う会議で一緒になってお知り合いになれたことでもありますし、今後お互いに連絡をしっかりと取り
合って御納得のいくような方法を見出していきたい。これは私も皆さんの前でお約束いたしますか
ら、ひとつ御心配なくと申し上げておきます。  

 その次に、最低限必要な栄養を国内で供給することをいろいろのところで言っているわけであり
ます。この食料・農業・農村基本問題調査会中間とりまとめでも、１０ぺージの上の方に、食料需
給がひっ迫して我が国への安定した輸入が困難となる等の事態が生じても、最低限必要な栄養を
国内で供給できるような生産の基盤が確保されていることが必要である。言ってみれば、いかなる
事態が生じても、生きて働けるだけの最低の栄養を確保するということは国の責務であるというふ
うに言っているのと同じではないかと思うわけであります。そこで、最低の栄養というのはどういう
ことを言っておるのか。この数字がどこにもないわけです。最低の栄養というのはどのぐらいのカ
ロリーを言っているのでしょうか。  

 例えば、先程の委員の御発言のように、だんだん肉も食べなくなってくるとカロリーも減ってくる。
現に私なんかは昔は２,２００kcalぐらい食べていたと思いますけれども、今はもう１,８００kcalで頭
打ちされておりますが、ちゃんとこのとおりやっております。高齢化社会を迎えてこういう人の比重
が増えてくれば、当然最低必要量のカロリー摂取量だって下がってくるはずです。今後３１年たっ



た時に、一体高齢化社会になってきた場合の最低カロリー数はどのぐらいなんだろうかということ
は、ぜひお示しいただきたいということであります。  

 高齢化社会ばかりではなくて、過剰栄養を何とかしなければならないという意味では、若い人達
の栄養摂取の姿勢も変わってきている。あるいは、無駄なものを少なくしようという社会的な風潮
だっていろいろ出てくる。そういうことをあわせて、最低の栄養というのはどういうことを言うのかと
いうことです。それがあって、今日いろいろ出てきている１,７６０kcalとか、１,６２０kcalとか、１,４４０
kcalの意味が非常にはっきりしてくるのではないか。最低限必要なカロリーというのは一体どのぐ
らいをお考えになっているのか、考えればいいのかということでございます。  

○部会長 どうぞ。  

○専門委員 これは栄養学者の研究データの中から厚生省が示しておりますけれども、日本人の
栄養所要量というものが５年に一度発表になっております。これは非常に細かく年齢別、性別、同
じ体重でも身長が違えば基礎代謝量も違います。大変細かく、そしてどういう栄養素がどのくらい
必要というのは、きちんとした研究データを踏まえて５年に一度発表しています。５年に一度という
のは、その間に人間の健康状態も変わりますし、日本で生産される食料の内容などにも変化があ
ります。そういったもろもろを踏まえて健康を維持するためにはこれだけのエネルギー、たん白質、
脂質、ビタミンならどういうものというのは細かく出ておりますので、恐らくそのデータを基本にし
て、食料の必要量は考えていらっしゃると思いますけれども、違いますでしょうか。  

○事務局 今専門家の専門委員からお話があったとおりなんですが、厚生省の方で栄養所要量
を出しておりますが、今お話のように年齢とか性別とかいろいろ違います。それから生活活動強度
をどのくらいを前提にするかによっても違いまして、例えば生活活動強度Ⅰというのがこの中では
一番軽い状態なんですけれども、睡眠を８時間して、活動時間としてはほとんど座っているような
状態で１２時間座っていて、立ったりするのは３時間程度で、筋肉運動的なことは一切しないもの
がⅠと示されておりますけれども、そういうケースの場合は幾らとかそういうものは示されておりま
す。  

 厚生省の方に、最低限といった時にどういうとり方をしたらいいかということをいろいろ御相談し
たんですけれども、厚生省の方では、今発表しているものだけは言えるけれども、それをもとにし
て、例えば生存にぎりぎりの時どういう水準を想定したらいいかということについては、今のところ
向こうとしては公式的に言えないということで、この最低限必要な栄養量は十分詰める段階に至っ
ていない。  

 例えば基礎代謝量が全く安静状態で、それでも内臓等が活動していることによって要するのが
１,２３５kcal、これは日本人の平均ですけれども、その何割増しぐらいまでを最低限と見るかという
ことになってくると思うのです。それについて厚生省の方と相談しておりますけれども、最低限とい
うレベルをどう示すか。今言った所要量というのは本当に健康な状態を維持するために必要な量
ということですので、最低限というものとはまた違うという意味で、まだ十分詰め切っておりませ
ん。  

○部会長 どうぞ。  

○専門委員 前回も私は食の危機管理みたいなことでお話ししたんですが、この資料を見まして、
現実性があるかどうか本当に冷静な分析は少しわかりませんけれども、ある部分で食料の危機
管理という面では、特に制約シナリオのものについては、正直言って読みましてある部分の衝撃
を受けると同時に、しかしこうしたことも考えておかなくてはいけないのじゃないかという思いもしま
した。  

 今は北朝鮮の状況とか、インドネシアの状況とか、南アフリカの状況とか、私達はここに住んで
いて、すぐそのことを連動して考えることではないのですけれども、世界の食料のひっ迫の情勢、
それと農業部会に提出された資料などを見まして、現実に今の段階でも耕作放棄地が増え、人が



どんどん少なくなるという現実からみて、このままの形で２０１０年をとっても１００万ヘクタールもの
農地が減少していく。そうすると私達が今ここで考えている食料の安定供給が本当に大丈夫なの
だろうかということを、ある部分農業部会の資料からも僕は読み取るわけです。  

 ですから、もっと全体的な世界食料を含めた危機管理ということで、最終的には食料ゼロ、つま
り戦争状態ということなのだろうと思いますが、前回ドイツとかスイスが、今のある部分は平時であ
ったとしても、そういう準備法をつくり、あるいは民間の備蓄をやってそれをコストに乗せても、一般
消費者がそれを負担していくようなことをやっている国が現実に、この世界の激しい中で生きてい
てやっているんだということを認識した上で考えていかなくちゃいけないんじゃないかと思うので
す。  

 少し生意気なことのようですけれども、私は食料安保というのは、農業というのは市場の中で産
業の部分もあるんですけれども、国として国民の食料を安定的に供給するために何が必要なのか
というのは、この前も言ったように備蓄一つとっても、それはコストがかかって無駄になっても、国
家はそれをしっかり蓄えておくという一つの戦略は持つべきだと思うし、私達食料部会でも、確か
に狼少年になってはいけないし、国民に要らぬ不安を与えてはいけないと思うのですけれども、国
民みんなが飽食の時代でも、本当に将来的に食料はどうなるのかということについては、少子高
齢化社会とか、産業空洞化とか、そういう部分からも農業の支え手の少なさとか、こういうことが何
となく感性的にも私は感じ始めているんじゃないかと思うのです。  

 そういう意味で、このシナリオについては、これをどういうふうに載せるか載せないかということで
はないんですけれども、事務局の方がこういった形で出していただいたことにある部分は驚きとと
もに、この最悪の最悪ということは我々の委員の中でもいろいろな想定もできるし、私は具体的な
数字はわかりません。わかりませんけれども、全体としてこういう場合もあると。そのためにはどう
するのかということで危機のシナリオを出していただいたことは私はそれはそれで評価したいし、
また、いろいろな意味で読ませていただいたし、これに対応することを考えていくべきだろうと思い
ます。  

○部会長 ありがとうございました。  

 どうぞ。  

○専門委員 私も、ただ今の専門委員の御意見に大体賛同するものでございます。２０２５年のシ
ナリオは一つの試算でございますけれども、現在の世界の人口だとか、環境だとか、あるいは資
源制約という問題を考えると、結構起こり得る事態ではないかという感じもするわけでございます。
そういう事態にどう備えていくかということで資料に即して申し上げますと、資料５の２ぺージに「平
素から取り組むべき対策」として幾つか丸で挙げて掲げてあるわけでございます。これは全部重
要でございますが、なかんずく、農地、担い手、農業技術等の国内農業生産基盤の確保とその有
効活用による国内農業生産の可能な限り維持・拡大することは特に重要ではないかと考えます。 

 当然、二つ目の生産性の向上等を伴っていかなければいけませんけれども、食料安保を考える
と、必ずしも市場原理だけでは割り切れない分野が安全保障の分野ではないかという感じがする
わけでございます。通常これは、生産力とか供給力と言われる領域でございますが、それを潜在
的に持つだけではなくて、できるだけ顕在化していく、いわば稼働化させていくことが重要ではない
かという考えを持っております。  

 それから、ケース１からケース３までのシミュレーションが出されております。なかんずく農業部会
の農地の動向等の資料と合わせて読む時、かなり衝撃的な資料でございます。それを今後どう扱
っていくかという問題はあるのですが、例えばケース２みたいな事態は、少し考えて起こり得る事
態ではないかということで、そういうことに備えて一体どうしておくかということを食料部会として一
定の方向づけをしていくべきではないかと思います。  

 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。  

 それでは、どうぞ。  

○委員 最低限必要な栄養について御質問しましたけれども、これを質問しましたのは、現在見
込まれるカロリー数との間に大変大きな乖離がありそうだと。これはどうやって縮めるのか、縮め
られるのか、こういう意味で心配になりましたのでその辺を質問しました。その次に、最低限必要
な栄養水準を検証し、必要農地総量を明確化すべきであるということをこの中間とりまとめの中に
書いておるわけでございます。したがって、最低限必要な栄養水準を基礎に必要農地総量を明確
にするということは、数字的にはっきりさせるのですか、それとも大体こういう文章で終わるのかど
うか。  

 そういう時に農地総量というのは、どういうことを言うのであるか。つまり毎日毎日耕されている
農地のことを言うのか、あるいは、３年に一遍は休んでもらうような休耕地を含めた潜在力も入れ
てこういう農地総量をお考えになるのかどうか。この文章を読んでみますと、後のような意味も多
分に感じられるところがあるのです。農地は一旦毀損された場合の回復には非常な困難が伴うこ
とから、良好状態で確保しておく必要がある。良好状態というのは、普通の農地であれば別段そ
んなことを言わなくてもいいんじゃないか。何か休ませておく農地であっても良好な状態で保つ必
要があるということをおっしゃっているのか。あるいはまた、農業生産への迅速かつ的確な転換を
検討するということも書いてございますから、そういうところを入れると、農地というのは一旦毀損し
た場合には回復は大変なんだよと。なおかつ迅速かつ的確な転換を検討するということを言って
いると、この中には良好に保たれた休耕地のようなものを含めてこういう農地総量というものを明
確化するのか、言ってみれば生産力の潜在部分も含めてこういうことを言うのか、その辺どうなん
でしょうか。この文章では、どういう意味でこれを言われておられるのか。  

○部会長 関連した御発言でしょうか。それでは、続けてどうぞ。  

○委員 ずっと議論をお伺いしておりまして、大体ここにいらっしゃる皆さんが、ケース３というのは
現実にほとんど考えられない、ケース２というのは考えられる、こういうふうな感じを受けます。ケ
ース２が起きた時に具体的にどうするのか。ケース２のためにどういう準備をしておかなければな
らないのか。それを詰めてみると、どのぐらいの農地が必要なのかとか、あるいは常日ごろからど
ういうふうな方策を講じておかなければならないのかとか、そういうことが出てくるんじゃないかと
いう気がしますが、いかがでございますか。  

 以上でございます。  

○部会長 どうぞ。  

○委員 委員は事務局に質問されたんだろうと思うんですけれども、前回の農業部会でも、この総
量を一体どの水準で考えたらいいのかという議論があって、それは私は事務局にどういう意味か
じゃなくて、我々がどういう水準を考えるべきかということを議論して、それが食料の供給に一体ど
こでつり合うかということを私達が考えて提起することではないかと思います。これはもちろん事務
局が最終的には責任を持ってお作りになったわけだけれども、気持ちとしては我々委員の気持ち
で書いたわけですから、そこはきちんと、これからの作業を進める上でもしておいた方がいいので
はないか。この間農業部会で申し上げたのは、食料部会、農業部会の合同部会もあることだし、
そこでもう少しその辺も具体的に議論してはいかがでしょうか、ということを御提案してあります。  

○部会長 どうもありがとうございました。  

 どうぞ。  

○専門委員 今のと少し関連するんですが、私はこのケースをいろいろ見ていて、ケース２の１年
目、２年目というところが、熱量だけ見ますと２,５３０kcal、その次が２,３９０kcal、平成８年が２,６００



kcal幾つでこれだけに減るというのは、先程の議論で今の食生活のカロリーをずっと維持していく
のかというのと非常に関係があると思って、これは少し余談ですが、自分はカロリーは要らないか
らそんなことを言うのかもしれないけどと言われそうですけれども、２,３９０kcalとか２,５３０kcalなん
て、今の日本人の労働者とか子供とかいろいろいて平均がこうなんですけれども、これは専門委
員からも御発言があるかもしれませんけれども、本当にこんなに熱量が要るのかな、こんなにとっ
ているのかなというのが非常に疑問なんです。こんな数字を保つために日本の農業政策をどうし
ていこうかという、その前の問題もあるのではないかと思うのです。  

 それから、カロリーを保つためにここに挙げられている米とか、小麦とか、いもとかありますが、カ
ロリーというのはこれだけで取るわけではありません。食品全体で取るわけで、この計算はちゃん
としてないんですけれども、ここだけを挙げてみて、先程から言っているように野菜や果実はどうな
るのというところなんですけれども、これだけでは不十分であって、どの水準がいいかということを
ここで目標を決めて、そしてそのための対策を討論するにしても、この前提についても少し私には
疑問があります。  

 それから、飛びはねて申しわけないんですが、今後のあり方の９ぺージの一番下の、「ただし、
消費者・食品産業が適正な価格での農産物の供給を求めていることを踏まえ」というところなんで
すが、この「農業構造の変革等による」というのが、ここは「等」というのはいつも出てくる言葉です
けれども、規模拡大だけを言っているのか、何を言っているのか私には理解できない。経済指標、
競争原理でいくということになれば、いつも規模拡大が出てくるわけです。  

 規模拡大で言えば、例えば北海道の農業などは一番規模が拡大しているわけですが、私の知
るところによると、一番困っているのはあの方達です。そして秋田県大潟村は減反されて困ってい
る。規模拡大している人達が、今むしろ困難な状態に陥っているということを考えれば、ここのとこ
ろはそういう誤解の起きないような表現にしておかないといけない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、どうぞ。  

○委員 今の農業構造の変革のところは、私の理解ではもちろん規模拡大的な側面も入っている
のかもしれませんが、去年の部会などで、特に農業部会などで議論したように、米は余っている。
ところがそれ以外の主要な穀物については軒並み不足となっている。そこがちっとも改善されてい
かない。それはもちろん政策の問題というよりも、かなり構造的なそれを担っている人の問題で、
そこをまず是正しないと消費は完全に変わっているわけですから、そっちの方の食べものはどん
どんできてくるけれども、食べる必要があるものは全然出てこない。私の理解では、そこのところを
改革するということだと思います。読む人によってそういうふうに分かれるということであれば、もう
少しわかりやすい表現をした方がいいのではないかということについては、おっしゃるとおりだと思
います。  

○部会長 続けて御発言ください。  

○委員 極めて単純なことなのですが、ケース２で、小麦が３割弱、２年目には４割強輸入が入ら
ない、原料がなくなったということに現実なるわけです。もし企業が農業をやっていいということで
あれば、どこか土地を探して作りたいぐらいなんです。そうじゃないと困っちゃうわけです。具体的
なことを検討していきますとそういう問題が現実に出てくるんじゃないでしょうか。こういうケースを
想定すると、それの準備ができていないと困るということも現実に起きてくるのではないか。そうい
うこともお考えいただいておかないととても困る。私どもとしては、４割減ったから４割減りましたで
は終わらない問題が出てくると思います。  

○委員 食糧庁長官がいらっしゃるのに私が発言するのはおかしいんですけれども、新たな米政
策大綱ができたことに続きまして、ついこの間、新たな麦政策大綱ができました。その中で日本の
農地を守っていくためのやり方として、輪作とか転作に必要な麦を増産するという体制を、麦の今



までのコストプール方式を変えて、これから自由化に向けて国産の麦も俎上に乗せてもやってい
けるような対策を練ろうということを、食糧庁の方で大英断でいろいろと御施策くださって、緒につ
いたところです。  

 つい先日の６月４日に今年の生産者麦価、私達は消費者ですけれども、確かに委員が消費者で
いらして、私どもは加工品を買っているという立場なので、消費者は麦価については興味がないと
言ったらおかしいんですが、直接関係ないのでないんですけれども、今回２年連続で、もちろん計
算どおりに下げられました。そのことよりも、むしろ新たな大綱について米審の委員は全員賛成
で、日本の農業をそちらに向けて進めていただくことに賛同したということはございます。まだ大綱
をお読みになってないかもしれませんが、すごく時間のかかることであると思いますが、私は大変
前向きに対処していただけたなと思っております。  

○部会長 それでは、どうぞ。  

○委員 少し問題がずれるかもわかりませんが、食料自給率の点でお手元に資料を出させていた
だきましたので、少し御説明した方がいいかと思います。食料自給率を一つの政策目標として定
めるべきかどうかということにつきまして、実際政策手段としてどういうことがあり得るのか、具体
的に考えないといけないのではないかということで、簡単な表でございますけれども、要は自給率
というものを考えますと、分子と分母と両方の対策が必要じゃないか。分子というのは国内で生産
された食料のカロリー換算でございます。分母というのは国民がとる全体の熱量ということですか
ら、自給率を上げるということは、分子を多くするか分母を小さくするか、非常に簡単な話でござい
ます。  

 分子対策、分母対策ということでこの両方の表をつけさせていただいておりますけれども、例え
ば分子対策として、左側に考え得る政策手段がある。その次の欄に政策効果、一番右側はそうい
う政策を遂行する実際上の可能性、できるのかできないのかということを考えてみますと、分子対
策は生産者、分母対策は消費者、いずれをとっても具体論として見ますと、政策手段があるのか
なということだと思うのです。  

 したがって、食料自給率を語る時には、この図が出来がいいとは申しませんが、この一体どの部
分をお話になっておられて、実際それはできるのかできないのですかと。今の日本の民主的な国
で、国民にどこまで強制できるのか、そういう強制手段があるのかないのか、そしてやれるのかと
いうところまで詰めないと、この自給率論争はほとんど不毛の議論になってしまって意味が出てこ
ないのではないか。ですから、もう少し具体的な議論を自給率のところでしていただきたいと思い
まして、こういう表を作りました。御批判もあろうと思いますけれども、私は政策手段としては、ほと
んどできないのではないかというふうに思っております。  

 それとの関係で今まで出ました話で、市場経済に対する大変誤解があるのではないかと思うの
です。釈迦に説法になりますが、１分だけいただきまして市場経済を説明させていただきますと、
市場経済というのは、ユーザーですね。このユーザーは委員の会社の場合もありますし、委員の
御家庭の場合もあります。最終ユーザーに対して供給者側が働きかけていくのが市場経済なんで
す。そして、ユーザーがこれをよしと思ったものを受け入れる。これをよしとしないものをはねつけ
るということですから、ユーザーが神様なんです。ですから、市場経済では、ユーザーに受け入れ
られた生産者は市場に残る。ユーザーからはねられたものは退失していく。ユーザーがいいと思う
ものは経済効率の高いものですから、残ったものは経済効率の高いものが残って、経済効率の低
いものが落ちていく。こういうことですから、農業が最終ユーザーにもっと働きかける。ユーザーを
うんと言わせることでないと日本の農業は取り残される、はねつけられるということで、そこのとこ
ろを農業という場であろうとどこの場であろうと認識しないと、今後の経済活動の中に生き残って
いけないと思うのです。  

 もう一つは、市場にはルールがあるわけです。市場で例えば外国産何％ということをきっちり書
きなさいというルールがあって、先程委員がおっしゃったように消費者に対する情報ギャップがご
ざいますから、情報のギャップのある消費者に対しては十分に情報を伝える。うそをついたら厳罰



だと。このルールを農水省が現実に作る。ルール違反は許さないということをすれば、消費者は国
産であろうと外国産であろうと、自分の好きなものをよしとするという世界ができるし、生産者は、
ユーザーに喜んでもらえる商品をつくって持って行くんだと。  

 先程生産者の方が、何を作ったらいいのかわからないと言いますけれども、これはユーザーに
聞きに行くのです。何が欲しいのですかと、最終ユーザーのところに聞きに行くのです。それを聞
きに行って欲しいものを作るという努力がないと、生産者は勝ち残れないんです。米が売れるから
無限に買ってもらえるという世界を作りますと、マーケットは機能しないわけです。そこの市場経済
の非常に基本的なことをおわかりいただいて、それを中心にして。  

 それだけで私は１００％農業がうまくいくとは思いません。そこから出るマイナスが何と何かと。マ
イナスが少ないほど経済的にいいわけですから。できるだけぎりぎりのマイナスをとって、それを
政策手段として取り上げていくということでないと。今までのようにまず全部を救うというところから
始めると、話が逆になってしまうという気がしてならないんです。  

 少し１分超えましたけど、市場経済の理解をしていただかないと、どうしても議論がとまってしまう
ような気がして仕方がないんです。  

○部会長 どうもありがとうございました。  

○専門委員 少し今のことですが、非常に誤解していると言われるんですけれども、一応商品とい
うのは価格と品質で選択し、それでユーザーが選択し、それが市場経済、早く言えばそういうこと
だと思うんです。ただ、その場合農産物が必ずしも全部、価格と品質だけで選択していいだろうか
というのが疑問として残るわけです。例えば価格と品質だけで選択していくと、もしかしたら輸入品
の方が勝者になるかもしれない。必ずしもそうも思いませんけれども、そういう場合があったとしま
す。だけど、その背景にある食料の安全保障だとか、話を広げれば環境の問題とか、文化とか、
いろいろ付随したものがあるわけです。そのことは市場経済にはカウントとして項目として入らな
い。そういう場合どうするか。ここが農産物の難しさではないかと思います。  

○委員 それはどんな産業もみんな同じなのです。エネルギーもそうだし、国防もそうだし、すべて
その他の理由というのがあるわけです。しかし、農業というのは経済活動であればベースは市場
経済です。そして、そこからのマイナスが何かと。先程言いましたように律せられないものは何か
というものを引っ張り出して、そこに目を向けるというのが政策手段だと思うのです。逆をやっては
だめだと思います。逆はものすごい非効率になるということです。それが現在の日本の農業なの
です。ここまでは言いたくなかったのですけれども。  

○部会長 私も大学でミクロ経済学を講義している立場から一言申したいところでございますけれ
ども、大体時間が参りました。委員から御発言がありましたように、事務局がどう考えるかというこ
とではなくて、この会議として、食料安全保障についてどう考えるかということを取りまとめていか
なければならないわけでございまして、委員から提出いただきました自給率に関する資料なども、
皆さんぜひお目通しいただきたいと思います。  

 最後に、会長代理から御発言があるということでございますので、一言お願いいたします。  

○会長代理 お話を伺っておりまして、二、三感じたことを申し上げたいと思います。 今から二十
年ぐらい前だと思いますが、ＮＨＫが「食料輸入ゼロの日」というかなりすばらしいテレビの放映を
しました。笑い話になりますが、その時の農林省の企画室長は渡辺文雄でございまして、私では
ないテレビタレントの方の渡辺文雄が企画室長をやりまして、コンピューターで計算して、輸入が
ゼロになって、最初は鶏と豚から殺されていく。最後に生き残るのは、だれかという話まで計算上
でできて、非常に説得力のあるテレビであったわけでございます。今の企画室の諸君がそれを見
たかどうか知りませんが、あるいは参考になるかもしれませんから、ビデオでもあったら見ておい
たらいいんじゃないかということが一つであります。視聴率もかなり上がった番組だったという記憶
があります。  



 それからもう一つは、それと相前後してそれより少し前だと思いますが、ちょうど二つ大きな事件
に日本は巻き込まれました。一つはアメリカからの大豆の禁輸であります。当時、大豆が不作でア
メリカの製油業者が困って、アメリカ政府を突き上げて、アメリカが外国へ輸出している大豆をスト
ップすればアメリカの製油会社は原料が安くなるということで、禁輸いたしました。そのために日本
は大豆が一つも入ってこなくなって大騒ぎになったわけであります。  

 それは１年かそこらの期間だけで済んだことでありますが、我々の印象は、あれだけ仲良くつき
合っていたアメリカでもこういうことをするのか。そういう意味では食料には国境があるということ
を、しみじみ感じさせられた出来事でありました。  

 それから、相前後して石油がなくなりました。この時は私はたまたま水産業の石油の世話をする
立場にございまして、あちらの漁港こちらの漁港で油がなくなってしまう。何とかしてくれということ
で通産省に相談に行くわけです。その時は、たしか法律を少し前に作って石油の配給制度はでき
ていたわけです。水産みたいに余りいい値段で石油を買ってくれない業界には、石油業者は全然
売ってくれなくなったんです。  

 ということで、配給制度をぜひ実行してほしいということを、強くその時通産省にお願いをしまし
た。たまたま担当している部長が私と旧制の高校で一緒の男で、非常に侍でありまして、そんなこ
と言ったって日本国政府に配給制度なんかできる能力があると思うかというわけです。配給制度と
いうのは、やみがないということを前提にしなければ成立しないわけでありますから、今の日本の
政府にやみを起こさせないできちんとしたものを適正に配給する、社会的な正義を貫く、そんな能
力はない。もちろん個人的に私との間でありますが、彼は断言しておりました。  

 頼みに行きますと、受話機をとって、今どこどこの漁港にはＡ重油が何千トン足りないから送って
くれよと。そんなこと言わないで送ってくれよという悪名高き行政指導を各石油会社にかけて、そ
れで石油会社が渋々送ってくれる。それで１週間ぐらいもつ。またなくなる。その時は、水産庁の監
視船が４０隻ぐらいありますが、油が１滴もなくなった瞬間が予測されたわけであります。東京都の
都営バスのガソリンの備蓄が２日間しかなくなったという時期でありました。  

 だけど、彼は非常に頑張って、半年以上個別の指導を続けましたが、その時私がしみじみ感じ
たのは、日本国政府の危機管理能力というのは、こんなにもろいものだったかということでありま
す。それをすぐ食料問題に結びつけて云々するわけではありませんが、ケース３みたいなことを想
定する時に一つ申し上げたいのは、頭の体操をしておく分には大いに結構でありますが、農業問
題だけで頭の体操をしても、ほとんど何の役にも立たないだろうと思います。  

 第１次オイルショックの時には、何の関連もないトイレットペーパーと洗濯用の石鹸が市場から
姿を消しました。関西でしょうゆがスーパーから消え出したのです。その時の農林省のある偉い人
がキッコーマンに頼んで、キッコーマンの社会的責任を果たしてほしいということで、キッコーマン
はわかったというので、関東にあったしょうゆを全部トラックに積んで関西に送る。それをテレビに
映したんです。それで関西のスーパーにしょうゆが戻ったという事件がありました。  

 第２次オイルショックの時には、ガーゼがなくなりました。薬屋のどこへ行ってもガーゼを売ってな
い。何の脈絡もないのです。計算みたいなものを想定した時には、もう世の中は治安を含めて大
変困難な状況に陥っているということでありますから、全部を考えて対策をといっても、とてもそん
なことはできる話ではございませんが、そんなに遠くない過去にそういう事件があったということを
想起していただけたらと思います。  

 それからもう一つ、食料自由化の問題は大変難しいんでしょうけれども、大豆の禁輸で日本中の
大豆の値段が上がって豆腐１丁何百円だという時に、日本のマスコミはすべて社説で、主要食料
の自給もできないような日本の農林省は何をやっているんだと言って、日本の農林省は突き上げ
をくいました。数年前は逆になっております。その差というのは一体何か僕もよくわかりませんが、
実態は余り変わってなかったはずでありまして、そんなことも少し感じたわけであります。  



 責任ある官庁として、最悪の場合を想定していろんなシミュレーションをなさることは大変結構だ
と思いますが、そういう頭の体操はやっておくべきだと思いますが、委員の言うように、だからとい
ってすぐその政策手段があるわけでもありません。しかし、先程言いましたように食料には国境が
あると私は今でも確信しております。特に最近のアメリカの態度からすれば、国益の前にはどんな
ことでも国策として打ち出すと。それはどこの国もそうだと思いますが、そういうことを考えますと、
やはり最悪の場合を想定して、いろいろな意味での頭の体操だけはやっておいた方がいいのでは
ないかと思います。感想を二、三申し上げました。  

   

４．閉  会  

   

○部会長 どうもありがとうございました。皆さんまだいろいろ御意見はあると思いますけれども、
今後も何度か会議は、ほぼこの点をめぐって続けるわけでございますので、本日はここまでにして
いただきたいと思います。  

 次回でございますけれども、食料部会での食料安全保障政策についての議論と、農業部会での
先程から若干御紹介がございましたが、農地や担い手等の議論は関連するところが多いわけで
ございますので、１７日に食料部会と農業部会の２部会の合同会議を開催して、国内での食料供
給力の確保の考え方を中心に調整のための意見交換をしたいと思います。  

 なお、この合同部会におきます議論は、食料部会の食料安全保障政策に関する資料、これは
我々の説明を受けたものでございますが、それと先週の農業部会の「農業構造政策について」と
いう資料を基にして行うことになります。この資料は間もなく皆様方の手元に届くように発送いただ
いておりますので、事前にお目通しいただければと思っております。これは６月１７日の合同部会
でございます。  

 その後は、７月上旬に消費者関連の政策と食品産業の政策について議論することとしたいと考
えております。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ます。本日はこれに
て閉会としたいと思います。どうも長い時間ありがとうございました。  

   


