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序文 

 
一般概況と食料自給の状況 

人口は約 510万人（2014年現在） 

国土面積は日本より若干広く約 38万 4 千平方キロメートル。 

陸地の殆どをスカンディナヴィア山脈が占めるため、平地は無いに等しい 
主要産業は、石油を初め、天然ガス等エネルギー資源に恵まれ、水産業、林業、海運業が盛んで

ある。EU には未加盟であるが、1994 年 1月に発足した EEA（欧州経済地域）には参加している。 

 

（EEA（*1）は、EFTA（*2）加盟国（ノルウェー、アイスランド、リヒテンシュタイン、スイ

ス）のうちスイスを除く3カ国と、EU加盟国との市場統合による経済圏。1994年1月発足。EUの共

通農業政策はEEA協定に含まれていない。また、EUとの間の農産物の関税は、EEA協定により一部

産品での廃止はされている。 

ノルウェーの北部は北極圏に位置し、また、全国土の約 75％が荒地、山岳地帯又は凍土であ

る。耕地（arable land）の面積は、国土の約 3％を占めるに過ぎない。なお、比較的条件の良

い南部においても、スウェーデンやフィンランドの南部に比べ耕地が少ない。 

ノルウェーの農業については、1970 年代後半から 80年代前半にかけて、かなり手厚い農業・農

村支持政策の実施実績があるが、80 年代に入ると、一部の農産物の過剰と国家財政の悪化によ

り、生産制限措置が講じられた。 

ノルウェーの農業支持の水準（農業生産額に対する、市場価格及び国家予算による農業支持の

合計である生産者補助推定額）は、先進国中、スイスに次いで2番目に高いとされる。（*3） 

ノルウェーの食料の総合的な自給の程度は、1990 年代～2010 年代において、食料自給率

（degree of self-sufficiency）(35)で表すと、熱量ベースで概ね 45％から 55％の間である（*4） 

農作物のうち最も重要とされているのは、牧草であり、農地の約60％を占めており、（*5） 

牛乳及び肉の生産が、ノルウェー農業の基礎を成している。畜産物及び乳製品については概ね自

給を達成している。砂糖の原料となる甜菜等は栽培されていない。ノルウェー農業経済研究所に

よると、穀物生産量のうちの約 80％は、農耕飼料用であり、食用ではない。食用の穀物は輸入

に依存しがちであったが、パン用穀物消費量に占める国産品の割合は増加してきており、1970

年に約 3.4％だったものが、1998年には 50％に達した。（*6）

___________________________________________________________________________________ 
（*1）（欧州経済地域、European Economic Area） 

（*2）（欧州自由貿易連合） 

（*3） 出典（1999年）(Nils Kristian Nersten,  Norwegian agriculture - Status and trends 2001 (Oslo: 

Norwegian Agricultural Economics Research Institute,2001), pp.99-100. 

（*4） 出典 Ibid, 41-42, p.125. 

（*5） 出典（Department of Agricultural Policy, The Ministry of Agriculture (Norway), Paper by the 

Ministry of Agriculture, Department of Agricultural Policy (Oslo: Department of 

Agricultural Policy, The Ministry of Agriculture (Norway), November 11, 2002), p.2.)。 

（*6）出典（Nersten op.cit. pp.52, 124.） 

参考図書：参考図書及び引用：Ⅶ 北欧における緊急時の食料供給確保策 著者：森田倫子氏 
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緊急時の食料供給確保に関係する法律 

 

緊急時の食料供給確保の関連法として、以前は「穀物法（the Grain Act）」が存在していた。

ノルウェーでは、食用に供する穀物は輸入に依存してきたため、緊急事態対応計画において穀物

は重要産品として位置づけられ、穀物の輸出入及び国内取引は、1928 年以降、「穀物法」によ

り政府の管理下に置かれていた。 

しかし東西冷戦の終結とともに「穀物法」は 1999 年に廃止された。廃止当時、緊急時の食料供

給確保に関連をもつ法律としてノルウェー農業省が示した、農地の保全について定めた「土地に

関する法律（いわゆる土地法）（Act No.23 of 12 May 1995 relating to Land; The Land Act）」

である。 

緊急時の物資供給の根拠法は、「供給及び民間防衛上の施策に関する法律（いわゆる供給法）

（Act of 14 December 1956 as amended 17 March 1967 relating to supply and civil defence 

measures; The Supply Act）」である。この法律は、食料のみならず、緊急時の物資全般の供給

に関する権限を定めている。 

この法律の概要は以下のとおり、4章 33条で構成されている。 

 

第 1章 

戦争、戦争のおそれ又はその他の異常な緊急事態に関連する供給及び民間防衛上の施策（第 1

条－第 23条） 

 

第 2章 

ノルウェー防衛の計画及び展開の要素としての施策（第 24 条－第 28 条） 

 

第 3章 

戦争、戦争のおそれ及びこれと同様の事態における財産の接収及び人員の徴用のための予備的施

策（第 29条－第 32条） 

 

第 4章 

施行等（第 33条） 

 

この法律の第 1 条では、「戦争、戦争のおそれ又は生産若しくは供給の流れを停止する、若し

くは、妨害する可能性のある、その他の異常な緊急事態のため、供給又は民間防衛上の施策を実

行する必要があるとみなされたとき」に、「ノルウェーの生産能力及び輸送能力の強化及び利用

のため」、「あらゆる種類の物資の確保及び配分のため」又は「国際協定上の義務の遂行のため」

に、国王は、第 1章に基づく規定を公布することができると定めている。 

第 1条の目的で、国王は、第 2条において次の規定を公布できる。 

・政府等公的機関又は会社等に対し、特定の物資の輸出入、販売及び購入に関する排他的権利を

授与する規定（第 2条 a号） 

・物資の輸出入、輸送及び販売を管理する規定（同 b号） 

・[農業者及び食品企業を含んだ]企業等に対し、特定受取人等への物資供給（同 c号）、在庫品

の移動（同 h 号）、特定物資の生産（同 k号）及び設備等の変更（同 p号）を課す規定、並び

に、協定の実行等を命じる規定（同ｄ号） 

・企業への物資配分の規定（同 e号） 

・配給のための規定（同 f号） 

・在庫品の使用及び出荷のための規定（同 g号） 

・輸送手段の所有者等に対し、輸送等を課す規定（同 i 号） 

・輸送会社に対し、輸送防衛組織への参加を課す規定（同 j号） 

・トラクター、耕運機等の所有者等に対し、農作業等を課す規定（同 l号） 

・特定物資の特定生産への使用禁止等の規定（同 m号） 

・家畜の種類、頭数及び移動に関する規定（同 n 号） 
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・建築物及び建設工事の管理のための規定（同 o 号） 

・河川の権利所有者に対し、水路の管理等を課す規定（同 q号） 

 

さらに、第 1 条で掲げた目的を促進するために、政府又は自治体は、国王によるさらなる規定

の公布に基づき、公的機関への、物資の引き渡し並びに機械類、輸送設備、電力、不動産、発電

所及び企業の所有、使用及び処分の権利の引き渡しを要求できる（第 3条）。また、第 1章に基

づく施策の準備又は実行のため、国王は、配給券の発行、配布、処理、保管及び授与のための規

定を公布することができる（第 11条 b 号）。 

国王が特に規定した場合は、いかなる者も、在庫に関する情報を、この法律の執行に従事する省

庁等へ提供する責務がある（第 12条第 1文）。 

また生産者、商業者及びその他の企業は、生産、販売、輸送能力及び貯蔵能力に関して、要求さ

れた情報を提供する義務がある（第 12条第 2文）。加えて、この法律の第 24条では、「ノルウ

ェー防衛の計画及び展開の要素として必要とみなされたとき」、国王はこの条の規定を公布でき

ると定めている。 

 

このうち、食料供給に関係するものでは、自治体に対し物資の調達及び貯蔵の義務を課す規定、

生産者、商業者及びその他の企業等に対し通常取り扱っている物資の調達及び貯蔵の義務等を課

す規定、戦争勃発時における特定貯蔵物資の没収に関する規定等を公布できるとされている。 

なお、この法律には、その他、補償、報酬、違反に対する罰に関する条項もある。 

 

食料安全保障のための重要項目とは 

国家の緊急時のインフラストラクチャー及び社会的機能の保護。 

様々なインフラストラクチャー及び社会機能の発達は戦後の現代福祉社会の成長の条件である。

社会は様々なインフラストラクチャー及び社会機能に依存している。冷戦の脅威は保安対策の枠

組みを設定した。冷戦後のインフラストラクチャー及び社会機能の構造と適用を牽引してきたの

は市場の力、技術の進歩及び効果的で経済的な運営方法の要望である。開かれた社会への努力は、

新たな保安問題と結びついている。それはテロや社会に対する気候変動の影響である。素早い社

会変化のテンポ及び社会の持つ能力と生産力への高い要求により、新たな科学、技術及び組織的

能力に適合できる能力を社会が持つことが必要になった。 

 

ノルウェーは日常的な高い安全性という特徴を持つ重要な生産物とサービスが期待どおりに

供給されることに慣れている。日常に起こりうる事故及び事件に対処する社会の能力もまた高い。

それでも複雑性及び緊急時のインフラストラクチャー及び社会機能への高い依存度により、いざ

何かが機能しなかった場合にどのような結果が起こりうるかといった予測を立てることは困難

である。2004 年 10 月に選出された調査委員会が 2006 年 4 月に法務省に提出した調査報告書。

(*7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________________ 

(*7)出典ノルウェー政府の公式調査報告書 2006年 6月より 
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第 1 章.農業に関する国勢調査 

 

概要  

2010 年の農業に関する国勢調査はノルウェー統計局、第 1 次産業統計課が実施した。当該国勢

調査は 2008 年から 2012年における部門別のプロジェクトとして組織され、センサスは 1907 年

から 10年毎程度行われている。対象は 18万 9000 農家による統計ベースの調査で、その内容は

農家の建物、土地の面積や構造、所有関係、家畜の種類や数、穀物や野菜の生産量、農業関連

の職業、農家の収入等である。 

 

1.1 農業用地の面積とその構成 

 

この章にあるのは農業に関する国勢調査 2010 年の一貫として行った、登記所データから取得

した統計である。その目的は農業用登記に登録している農業用地に関する良質な詳細面積統計を

用意することであった。1979 年や 1989 年に行った農業国勢調査には農家や農業用地のデータ収

集が含まれていた。1991 年には農業用登記所が設立され、2006 年以降ノルウェー統計局は農業

用登記所に登録している農業用地に関する年間の統計を発表している。発表された資料には用地、

建物、所有者情報及び人口に関するデータが含まれている。様々な面積タイプ又は用地の規模に

関するデータは、以前は発表されていなかった。 

 

2010 年の土地プロジェクトは農業用登記所に登録されている用地を元に行った。広範囲に渡

る地理情報システム（GIS）の利用においては、基本の用地情報は国家不動産レジストリの所有

するデジタル不動産地図、及び更に面積リソース地図にリンクしている。それらは 23 の異なる

土地の種類や 9 つの異なる種類の事業建物に区分されている。 

 

この章には最低50アールの農業用地及び/または最低250アールの林業を経営する森林を含む

18万 9000戸の農家の統計がある。 

 

2010年、農業用地は合計で 24万 8000㎢を占める。それはノルウェーの国土面積の約 4分の 3

に相当する。種類別からみると、最大の土地は 35％のオープンな乾地、28％の林業のできる 17％

の森林地域と非生産的な森林地域である。 

 

図 1．農業用地の面積とその構成（2010） 

 

 
 

 

農業用の土地 
4% 

林業のできる森林

地域 
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乾地 
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1% 
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総合すると 18 万 9000 戸の農家のうち、16 万 6600 戸には最低 50 アールの農地があるが、13

万 4700 戸には最低 250 アールの林業のできる森林地域がある。多くの農家の規模は小さい。全

体の 70％は 5000 アールの農地を所有し、28％は 5000 から 5 万アールの農地を所有している。

わずか 750 戸のみが 20 万アール以上の農地を所有し、その一方でこれらがノルウェー全農地の

49％を所有する。広大な土地が主に非生産的な森林、水、山や平野から成り立っている。それに

対して小規模な農地では、生産的な農地の活用がされている。 

 

図 1.2 用地の規模による農場の戸数と全体の土地面積（2010 年） 

 

 
 

 

農家の農地面積は 1 億 7000 万アールであり、全面積の 4％になる。この農地面積と登録され

ている耕作中の農業用地面積の差異は 2010年には 71万 2000アールであった。2010年には農地

面積の 6.6％は栽培(運営)されていなかったことを示す。耕作されていない農地が最も少ないの

は北トロンデラー県の 1.6％で、この数字が最も高いのはトロムス県やフィンマーク県で 28％以

上である。農業に対する国勢調査では、耕作されていない農地は 1979年 629万と 1989年の 792

万アールだった。 

 

図 1.3 耕作されていない農地の割合（2010 年） 
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1.2 農家の状況 

この章の下表には 2010 年 7 月 31 日の調査時点で 4 万 6624 の農家に関するデータが含まれる。

4 万 5739 の農家に関する詳細な土地データは農業生産補助金の申請から取得したが、855 農家は

同じような情報を特別な調査表を使って記入した。牧草地の所有年数、畜糞堆肥、排水や散水に

関するデータは全対象者が記入しなければならない主要な調査表から取得した。1999 年や 2010

年のデータは運営中の 50 アール未満の農地を含め、すべての農家が対象だった。1969 年、1979

年や 1989 年に行った 3 つの農業用国勢調査のデータは運営中の最低 50 アールの農家に限定され

ていた。 

 

 

耕作中の農地面積は 2001年/2002年にピークに達した。農地は新しい栽培方法、再調整や再栽

培によって継続的に変動する。2005年より生産補助の申請の際、新たな農家地図が審査基準とし

て徐々に導入されるようになった。新たな地図が採用された自治体では、2005 年-2010 年の期間

で新たな地図を用いた計算により農地面積は約 2.6％減少した。 

 

1969年から 2010年の期間に関しては、3件の農業国勢調査により農家の個数は減少したが、規

模は大きくなったという傾向が示された。 

 

耕作中の農地、農家数および 1農家当たりの面積 1969 年－2010 年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010 年は合計 4 万 6624 戸の農家戸数は 1999 年から 2010 年の間に 34％減少した結果である。

即ち農家の 3分の 1はこの期間に廃業したことになる。減少率が最大だったのはノルウェー北部、

アグダー県やホーダランドであり 40％から 44％だった。減少率が最も少なかったのはローガラン

ドで 23％だった。2002年にオーレン村が行政上ホーダランドからローガランドに移動したことが、

ホーダランドやローガランドの変化の原因と予想される。1969年に存在していた約 15 万 5000の

農家の内 10 万 8300戸が 1969 年-2010年に廃業している。 

 

2010 年には 1800 戸の農家が用地を持たずに農業を行っている。そのうち約 700 戸はミルクの生

産、450戸では豚又はアヒル、330戸は少なくとも 25個の養蜂箱で蜂蜜を生産している。 

 

1969 年から 1999 年までに登録されていた農家は安定又は増加していた。1999 年から 2010 年に

かけて用地面積は 323 万アール減少した。完全に耕作されている農地は 570 万アール減少したが、

牧草地は 335 万アール増加した。1999-2010 年の間に、合計で 275 万アールの穀物用農地が失われ

た。1 農家当たりの農地は 1969年の 620アールから 2010年の 2160アールに増加した。 

      

 耕作中の農地 10アール単位 耕作中の農家の数 農家毎の農地 

10 アール単位 

1969年 9 553 335 154 977 62 

1979年 9 535 278 125 302 76 

1989年 9 910 773 99 382 100 

1999年 10 382 466 70 740  147 

2010年 10 059 857 46 624 216 
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図 1.4 1999年－2010 年自治体別の農家の減少。 
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2013 年の暫定的な数が示すように農家の数は 2012 年から 2013 年に掛けて 2.8％減少し、

約 43 500戸になった。 

総合的な農家の状況（2013年）農地は約 1％減少し、約 980万ヘクタールになった。 

 

 

2013 

各期間における農家数の増減割合 

2012 – 2013 2003 – 2013 

全農家 43 525 -2,8 -25,3 

個人農家 41 148 -2,7 -26,9 

上記以外の種類の農家 2 377 -4,6 23,6 

稼働している耕作地域 10アール 9 831 719 -1,0 -5,5 

完全に耕されている土地 10アール 8 078 492 -1,0 -7,8 

農家毎の耕作地域 10アール 225,9 1,9 26,4 

各種の畜産を行う農家    

牛 13 727 -3,6 -36,7 

1歳以上の羊 14 329 -1,5 -28,0 

全ての豚 2 236 -2,5 -45,6 

鶏 1 938 7,1 -35,7 

複数の植物を栽培する農家    

熟成用の穀物及び油種植物 11 712 -6,5 -35,9 

芋類 2 140 -6,6 -67,6 

草刈り用及び放牧用の草原 33 745 -2,3 -25,7 

（＊8）出典 

 

 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿_ 

（＊8）出典ノルウェー中央統計局資料 
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1.3 畜産農家の状況 

この章の下図は畜産農家や家畜に関する統計を示す。家畜データに関する詳細データは、農業

生産補助金の申請や生産補助金を申請していない農地に関する特別調査表から引用している。家

畜に関するデータはすべて 2010年 7月 31日時点のものである。1999年や 2010年のデータは耕

作中の 50アール未満の農地を含め、全ての農家が対象だった。1969 年、1979年や 1989年に行

った3件の農業国勢調査のデータは対象が耕作中の農地最低50アールの農家に限定されていた。 

 

2010 年の農業国勢調査では最低 25 個の養蜂箱で蜂蜜を生産する農家には、情報提供の義務が

生まれた。養蜂箱のある農場は合計 618戸だが、そのうち 327 戸は蜂蜜生産のみを行っている。 

 

1969年から 2010年の間に行われた農業対象の国勢調査のデータは、畜産農家の数の減少や規

模の拡大の傾向を示す。2010 年には 3万 3000戸の畜産農家があった。全農家の約 71％で家畜を

飼育しているが、1999 年に比べるとやや減少している。 

以下の図では、牛、羊、豚の畜産農家の数について、年度毎に比較を示す。 

 

 

図 1.6 牛、羊、豚の畜産農家の数 

 

 

 

第 2 章 消費及び生産の現状や変動 

 

2.1 各食料の消費 

2．1.1 食料自給率 

エネルギーベースによるノルウェー産の食料の割合、すなわち食料自給率は 2012 年には 43％
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であり、緊急時の潜在的な自給率はそれよりも大幅に上回る。生育時の気候条件に影響されるノ

ルウェー産の食料の割合は、まずノルウェー産の製粉用小麦の比率に反映される。 

 

2.1.2 価格 

食料消費の推移は個々の食品群の価格の変動に影響される。1998－2013 年の期間、消費者物

価の総合指数は食料の消費者物価指数よりも上昇した。他の食料品や飲料製品に比べて、肉の消

費者物価指数の増加は微小であった。ノルウェーの多くの食料価格は政府の経済介入によってか

なり影響を受ける。この対策の主な狙いはまず、産業政策及び所得配分政策を推進することや、

国庫歳入の確保である。これらの対策は消費量に影響するので、栄養政策面での利益にも資する。 

 

2.1.3 食料消費量の動向 

表 2.1 卸売レベルの食料消費量。（*9）（*10） 

（Kg/年・人） 

 1953- 

55 

1979 1989 1999 2011 2012* 

製粉用穀物（米を含む） 99 78 80 86 84 82 

ジャガイモ 93 63 52 32 22 28 

加工ジャガイモ - 11 19 30 29 29 

野菜 35 46 53 61 72 74 

果物やベリー 41 76 78 69 87 88 

肉や内臓 36 54 53 63 75 75 

魚（生） - - - 38 35 37 

卵 7 11 12 11 12 13 

牛乳 195 160 64 32 19 19 

低脂肪牛乳 - - 79 73 50 48 

無脂肪牛乳 10 26 32 22 28 28 

ヨーグルト    7 9 9 

加工乳製品 3 15 19 23 31 34 

生クリーム 5 7 7 7 8 8 

チーズ 8 12 13 15 17 18 

バター 4 5 3 3 3 4 

マーガリン 24 15 13 12 9 9 

砂糖 40 45 41 44 30 29 

 
________________________________________________________________________________
（*9）小数点以下を 4捨 5入推計値 
（*10）1953年以降データ基準にいくつか変更があった。 
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2.1.4 穀物製品 
1979－2007 年の期間にかなり増加した穀物消費量はこの数年減少している。小麦、ライ麦、

オート麦の全消費量は現在 1990 年代初頭と同レベルになっている。1980 年代や 1990 年代にか

なり増加した米の消費量はこの数年安定している。ノルウェー産の小麦粉の販売量が 1999年以

降やや減少している反面、穀物や小麦粉原料の加工品の輸入はかなり増えている。2012 年の全

穀物消費量のうち、輸入の加工穀物製品、米やトウモロコシ製品が 37％を占めていた。ノルウ

ェー産小麦粉の中間市場取引の全粒小麦粉の割合は 1999年の 17％から 2012年の 22％に増加し

た。ノルウェー厚生省健康局は粗粉末タイプのパンや穀物製品の消費量を増やす方向で取り組

んでいる。 

 

2.1.5 ジャガイモ 

新鮮な食用ジャガイモの消費量は 1970 年代以降半分以上に減少しているが、加工用ジャガ

イモの消費量はかなり伸びてきた。1975年の 10％に比べて、フライドポテトやポテトチップ

スのようなジャガイモ製品の生産のための新鮮なジャガイモは卸売レベルの全ジャガイモ取

引の過半数を占めている。消費者調査でも同じ傾向が見られる。ノルウェー厚生省健康局は

脂肪分の多いジャガイモ製品の代わりに、ゆでたジャガイモやベークドポテトのようなジャ

ガイモの消費量を伸ばす方向で取り組んでいる. 

 

2.1.6 野菜、果物、ベリー 

長期間をわたって野菜の消費量はかなり増加し、果物やベリーの卸売消費量は 1999年よりか

なり増加している。野菜、果物やベリーに関する食料消費量統計は一層不確実になり、計算基

準がこの数年で変わった。1999 年から、果物やベリーの卸売消費量のデータから個人菜園での

果物やベリーの生産や森のベリーが外された。そのため、データに空白が生じ、前年よりかな

り低い数字になった。1999 年から 2012 年まで果物やベリーの卸売消費量は 1 人当たり年間 69

キロから 88 キロに増加した。野菜に関しては 1 人当たり年間 61 キロから 74 キロに増加した。

2009年-2011年の期間、果物やベリーの卸売消費量は減少したが、2012年はまた増加した。 

 

乾燥エンドウ豆、豆類、ナッツや油糧種子の卸売消費量は 1999 年からほとんど変わってい

ない。カカオやカカオ製品の卸売消費量は 1999年以降かなり伸びている。 

 

ノルウェー厚生省健康局は果物及び野菜産業と協力して、野菜、ジャガイモ、果物、ベリ

ーの消費量を増やす取り組みをしている。 

 

2.1.7 肉や肉製品 

1 人当たりの肉類の消費量は 1989年の 53 キロから 2008 年の 76キロへと大幅に伸びた。 

2010 年には 74 キロに減少したが、2012 年は再び 75 キロに増加した。肉製品は飽和脂肪酸の主
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要供給源であるため、脂の多い肉製品の消費量が減少することが重要である。 

 

2.1.8 魚  

1995 年から 1999 年までの各家庭の魚や海産物の消費量が増加した。魚の消費量は数年間変

わることがなかったが、2011 年には増加した。未加工（生）の魚に換算すると、2012 年の魚

の消費量は 1人当たり年間約 37 キロだった。それは 1999年とほぼ同レベルである。魚の消費

量は望ましいレベルを下回っており、肉の消費量よりはるかに低い。ノルウェー厚生省健康局

は魚の消費量の増加をめざして取り組んでいる。 

 

2.1.9 卵 

卵の消費量は数年間、1 人当たり年間 10－11 キロで安定していた。2006 年以降卵消費量は 1

人当たり年間 11 キロから 12.5 キロに増加した。卵はコレステロール値が高いから、これ以上

消費量が伸びないことが望ましい。 

 

2.1.10 牛乳や乳製品 

1970 年代以降液乳（普通の牛乳や醗酵乳製品、低脂肪乳や無脂肪乳）の消費量が減少して

いるが、保存用乳製品（ドライミルクなど）の消費量が増加している。 

 

長期間にわたって高脂肪乳から低脂肪乳へと移行した。1984年低脂肪乳が発売されて以来、

低脂肪乳が大きな市場シェアを占めている。1970 年代末に比べて普通の牛乳の消費量が 20％

に減少した。低脂肪乳の消費量も長期間にわたって減少している。 

 

チーズの消費量は伸びている。1979 年以降、チーズ消費量は 1 人当たり年間 12 キロから 18

キロに増加した。ブラウンチーズの消費量が減少する一方、白チーズの消費量が増加した。1990

年代には脂肪分の多いチーズの消費量が伸びた。 

 

生クリームの消費量は長期間安定していたが、2003－2006年に増加した。その後はやや減少

したが、この数年再び増加に転じた。マーガリンに使われるバターを含め、バターの消費量は

1990年代末まで数 10年間継続して減少した。しかし、過去 5年間連続して増加し、2012年の

消費量は 1999年の消費量より多い。 

 

牛乳や乳製品はノルウェー人にとって最大の飽和脂肪源である。そのため、低脂肪乳の消費量

が増加し、脂肪分の多いチーズ、生クリームやバターの消費量がこれ以上伸びないことが望まし

い。ノルウェー厚生省健康局は引き続き、高脂肪乳製品より低脂肪乳や低脂肪チーズのもっと積

極的な消費を促す方向で取り組んでいる。 
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2.1.11 マーガリンやその他の油 

1950年代以降全体的なマーガリン消費量はかなり減少している。低脂肪マーガリンの割合が

伸びている。食料品店での食用油の販売量は 1995－2012 年の期間で 3 倍になっている。 

 

2.1.12 砂糖 

1980－2003 年砂糖の卸売消費量は 1 人当たり年間 40 キロから 45 キロの範囲であったが、

1975 年の数字が非常に低い一方、1997 年の数字は非常に高かった。年によって変動する原因

は物価高騰が予想されるときの買いだめと関連する不安定な値動きであろう。この数年、砂糖

の卸売消費量がかなり減少している。1999年 1人当たり年間 43.8キロの砂糖を消費したが、

2011年の 30.2キロに対して 2012年は 29.1キロだった。 

 

2.1.13 魚や海産物 

1995 年まで漁業局は魚の卸売消費量の算定を担当していた。データはあまりにも不確かだっ

たので漁業局はデータが消費量の経時的変動を解説するには不適切との結論に達した。国家栄養

審議会は 1993 年魚の消費量に関する統計を取る可能性を探る作業グループの設置を提案した。

作業グループは代表サンプルでの魚や海産物の調達について世帯を対象に調査を実施すること

を提案し、サンプル調査が実施された。予備調査から得られた結果が大変良かったので、ノルウ

ェー海産物審議会は調査を継続することを決定した。 

 

表 2.2 鮭とブラウントラウトの販売と輸出（100万キロ、生鮮） 

 

 1989 1999 2000 2005 2007 2010* 2011** 2012** 

鮭とブラウントラウトの販売 115 474 489 645 822 944 1 124 1 312 

‐そのうち鮭の分 111 425 440 587 744 940 1 066 1 241 

‐そのうちブラウントラウトの分 4 49 49 59 77 55 58 70 

鮭とブラウントラウトの輸出 104 372 371 515 637 821 865 1 030 

- そのうち鮭の分 102 337 343 472 588 781 826 975 

- そのうちブラウントラウトの分 2 35 28 43 49 40 39 56 

（＊11） 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 

（＊11）出典: SSB(ノルウェー統計局) 
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ノルウェー統計局のデータによると、海や川で獲れる鮭やブラウントラウトの量は 1990 年

まで安定していた。養殖業者販売協会や全国漁業養殖業協会（FHL）のデータによると、1980

年代や 1990 年代にはあきらかに養殖設備での鮭やブラウントラウトの生産が養殖魚の最も一

般的な生産様式であった。この期間に、鮭やブラウントラウトの国内消費量が著しく伸びた。

1987年から 1990年まで卸売消費量が倍増した。この数年鮭やブラウントラウトの販売生産量

が増加した。鮭やブラウントラウト生産量の大半が輸出され、ノルウェー市場で取引されてい

ない。表 2.2 はノルウェー統計局のデータに基づき生に換算した鮭やブラウントラウトの販売

や輸出を示す。 

 

ノルウェー統計局のデータによると、2012 年鮭とブラウントラウトの全販売生産は 13 億

1200 万キロだった。鮭やブラウントラウトの輸出は 10 億 3000 キロと推定される。養殖の鮭

やブラウントラウト全体の販売量がノルウェー市場の卸売消費に回されたものとすれば、2012

年 1人当たり約 111キロの魚に相当する。 

 

2.1.14 穀物 

ノルウェーでの食用穀物消費   

 表 2.3 が示すように 2006 年以降、食用穀物消費量は継続的に減少している。2012年の消費は

2006年の消費量より 12％低い。この期間中、消費量が 30％増加したオート麦を除いて、すべて

の穀物の消費が減少した。同期間、人口は 460万人から 500万人に増加した。それに伴い、この

期間の 1 人当たりのノルウェー産食用穀物粉や雑穀の消費量は 92 キロから 78 キロ、14 キロ減

少した。減少の主要な理由はパン製品の輸入や多様化した食習慣であると思われる。これを考慮

すると、2006年から 2011年にかけての、消費量の減少は 5％である。 

 

 食用穀物の消費量の大半を占めるのは小麦である。ノルウェーでの消費における小麦の割合は

比較的安定しており 85％を占める。 
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表 2.3.ノルウェーでの食用穀物消費（*12） 

年 全体 小麦  ライ麦  大麦  オート麦  

 トン トン % トン % トン %  トン % 

2006 年 389 397 334 318 73,3 33 254 81,7 3 237 100 18 588 100 

2007 年 377 390 323 623 73,7 30 137 60,2 3 203 100 20 427 77,1 

2008 年 365 171 311 038 74,9 30 343 84,1 2 855 100 20 935 95,8 

2009 年 361 961 309 039 47,5 28 062 69,7 2 878 100 21 982 90,9 

2010 年 353 086 300 803 35,6 27 934 46,3 2 506 100 21 843 100 

2011 年 342 791 290 305 47,7 25 530 51,3 3 118 100 23 838 100 

変 動 

2006- 

2011

 

-12 % -13 %  -23 %  -4 %  28 %  

 

起こり得る国際的食料供給危機の場合、その穀物原料に基づいた食料品の輸入も食用穀物の

輸入と同じ打撃を受けることが想定できる。表 2.4 は輸入された半完成品や完成品の穀物割合

を加えた食用穀物の全消費を示す。 

 

 

表 2.4 輸入パン品に使用された食用穀物消費を含む食用穀物の全消費 

 食用穀

物消費  

(トン) 

輸入されたパ

ンの食用穀物

* 

そ の 他 の

輸 入 さ れ

た 食 品 の

食 用 穀 物

 

全体 

消費 

(トン) 

輸入加工品

からの割合 

( % ) 

2006 年 389 397 57 025  11 424 457 846  15,0  

2007 年 377 390 61 832  14 718 453 940  16,9  

2008 年 365 171 64 653  20 082 449 907  18,8  

2009 年 361 961 62 843  20 221 445 026  18,0  

2010 年 

 

 

353 086 67 943  21 741 442 770  20,2  

2011 年 342 791 70 118 21 999 434 908 21,2 

年間変動 

2006-2011年 
-2,5 % 4,3 % 14,9 % - 1,0 %  

2014 年 317 000   420 000  

* 関税第 1905章 （パン、ケーキ、ビスケットや他のパンやケーキ）食用穀物割合に換算 

** 関税 19012092章（生地）や 19021900（パスタ）食用穀物の割合に換算 

_____________________________________________________________________________________

（*12）（表は分量をトン・ノルウェー産の割合を示す。） 
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この表は期間中に食用穀物を原料とするパン、パン製品や他の完成品の輸入が増加したことを

示す。食用穀物の消費量に換算すると、2006年の 15％から 2011年の 21％に増加した。2011年

の食用穀物の消費量は年間を通して、1 か月約 2万 8600 トンで比較的安定している。輸入品の 

食用穀物の割合を加えると、1か月間の消費が約 3万 6200トンに増加する。 

 

食用穀物の消費が継続的に減少している傾向があるため、近年の割合変動に基づいて 2014年ま

での簡単な予測が立てられた。月間消費はそれぞれ 2 万 6500 トン、そして 3 万 5000 トンに減少

するだろう。これらの予測を元にして、備える分量やその費用の算定が行われた。 

ノルウェー産の小麦の割合は 2008 年までの数年間食用小麦の全消費量の約 75％を占めた。し

かし 2009年から 50％以下になっている。 

 

 

2.2 各食料のノルウェー産の割合 

 
2.2.1 食料消費量に占めるノルウェー産食料の割合 
自給率は卸売食料消費量（エネルギーベース換算）のうち、ノルウェー産のものが何割を占め

ているかを示す。即ち、自給率はその年に消費された国内産と輸入食料の実際の割合に基づいて

いる。この割合は価格、品質基準、国際貿易条約などに影響される。自給率によって、国内生産

量で食料需要を賄う機会の全体像を把握することはできない。なぜならば食品は大量に輸入され、

また輸出されているからだ。チーズはその 1例である。チーズの輸出量は自給率に反映されてい

ないが、輸入量は反映されている。国内のマーガリン生産にも使用できる魚油の輸出と、マーガ

リン生産用の大豆/植物油の輸入は同じように扱われる。魚の輸出入も同様である。ノルウェー

の食料需要をノルウェー産のもので賄う能力（自給可能性）を評価する場合、食料輸出量も考慮

しなければならない（カバレッジ率）。 

 

しかし、食料輸出のカバレッジ率によっても自給率の可能性の全体像を示すことはできない。

それは緊急時の食料消費量のうち、植物性食品の割合を引き上げることができるからである。食

料として直接利用できる植物性食品が家畜の餌に使用される場合、エネルギー損失が大きい。 

 

家畜の生産に使用される飼料の一部は輸入品であることや、漁業でも農業でもその他の輸入

生産要素も利用することを考慮しなければならない。その上、現在食料生産に関わってくる品

質要件を緩和することもできる（例えば、現在飼料として使われるものを食用として使う）。

植物性の食品摂取量を増やすと、大きな効果がある。短期間の緊急時（2－3 年）では植物性食

品の増加は輸入生産要素の中断による影響を場合によっては補って余りあることもあるだろ

う。緊急時の国内生産量は食料輸出のカバレッジ率よりも高くなるだろう。 
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1995年以降、国内の魚の消費量の計算は魚の消費量調査の結果に基づいている。この変更に

よって魚の可食部分が下方修正され、魚のエネルギー供給量がすでに評価された数値より低く

なった。2009 年様々な魚種（生鮮）の消費量で加重する魚のエネルギー含量に関する新しい情

報を入手した。 

ノルウェー統計局による魚の取引統計は魚に関する自給率やカバレッジ率の計算にふさわし

い情報源ではない。以下の不確実な要素があるからである。 

A)産物重量から可食量や概数重量の換算要素 B)魚の利用について情報不足（例えば、輸入魚

の多くは飼料に回される） 

2012年の報告では、（自給率やカバレッジ率の累計で現れる）魚の取引に関連して新しい評

価が行われ、輸出される魚に高いエネルギー含量があることは推定ができた。このことはカバ

レッジ率の計算に重要である。この変更の原因は輸出される魚のはるかに高い割合が食用に供

されることだと推測される。 

 

2.2.2  卸売消費レベルの食料消費量 

表 2.5は食料品の卸売消費量のエネルギー含量を示す。1989年から 2012年までエネルギー含

量の総量が増加したが、2013 年の評価では、エネルギー含量の総量がいく分減少することを示

している。 

 

 

表 2.5 卸売消費レベルの食料消費量 

                                                                  (単位：テラジェール) 

 1953- 

1955
1
 

 

1970 

 

1979 

 

1989 

 

1999 

 

2011* 

 

2012* 

 

2013** 

粉としての穀物 (米を除いて)     5 310 5 650 5 640 5680 

米、小麦粉     330 360 330 350 

新鮮じゃがいも 1050 890 750 650 420 320 410 370 

じゃがいも製品  80 140 240 390 430 420 430 

じゃがいも粉  110 100 100 100 130 110 100 

砂糖、蜂蜜、砂糖製品 2200 2630 2950 2780 3 170 2 430 2 370 2410 

豆、ナツ，ココア
3
 210 360 480 610 380 510 510 510 

ココア
3
     300 690 690 680 

野菜 110 140 180 210 250 320 340 340 

果物とベリー 340 520 610 650 600 850 870 880 

肉 1070 1330 1720 1710 2 120 3 020 3 080 3 170 

肉複製品 50 70 80 70 90 150 140 150 

卵 150 230 260 300 290 290 300 300 
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魚 
2)
 350 400 320 370 330 370 390 380 

牛乳 1900 1920 1880 780 420 260 270 260 

低脂肪乳    660 640 490 480 480 

無脂肪牛乳 50 80 160 200 160 220 220 220 

ヨーグルト     140 220 220 220 

加工乳製品 80 100 120 240 490 730 810 720 

生クリーム、サワークリーム 230 340 400 430 450 580 590 580 

チーズ 440 570 780 890 940 1 220 1 280 1 300 

バター 430 670 690 430 460 510 570 550 

マーガリン 2520 2270 1950 1600 1 590 1 380 1 380 1 360 

その他の油 480 620 750 640 670 750 750 770 

消費合計, 1000テㇻジュール 16,5 17,3 18,9 18,5 20,4 21,5 21,7 21,7 

消費 メガジュール/国民 

1人/日 
13,3 12,2 12,7 12,0 12,3 11,9 11,9 11,7 

人口 1000人 3394 3877 4073 4227 4 462 4 953 5 020 5 088 

1.TJ= terajoule 1012  

2.データは不確実、2009年に調整、空白の 1999年にさかのぼる 

3.1999年からカカオは個別のカテゴリーになる 

  

80 
 



2.2.3 食料消費量に占めるノルウェー産の製品の割合 

 

図 2.1 は食料消費量のノルウェー産のものの割合を示す。図では自給率を黒のバーで表

し、カバレッジ率は白と黒のバーの合計で表す。 

 

 

農産物のなかで、魚はもっとも高いカバレッジ率であった。2012 年、全体のカバレッジ

率は 83.5％だったが、2011年に比べて 1.3％減少した。魚（消費用も取引用も）を外すと、

カバレッジ率は 45.9％だった。 

 

2.2.4 エネルギーベースの食料消費量のノルウェー産の割合 

表 2.6は食料消費量のうちのノルウェー産の割合「自給率」を示す。自給率は 1989 年まで比

較的安定していた。ある年を除いて、1990 年以降自給率は以前よりやや高いが、この数年下降

傾向がある。自給率の大きな変動の原因は主に収量変動や品質によるノルウェー産食料用穀物総

量の変動である。2012 年自給率は「わずか」43％だった。その原因はノルウェー産食料用穀物

の割合とノルウェー産ジャガイモの割合が低かったことである。 
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表 2.6  エネルギーベースの食料消費量のノルウェー産割合(％) 

 1953- 

1955 

 

 

 

1970 

 

1979 

 

1989 

 

1999 

 

2011* 

 

2012* 

 

2013** 

粉として穀物 (米を含む) 11 3 13 22 33 32 15 24 

新鮮じゃがいも 

 

100 100 93 99 70 61 48 56 

じゃがいも製品  100 67 93 87 88 87 88 

じゃがいも粉  81 75 84 55 92 83 90 

砂糖, 蜂蜜, 砂糖製品 1 2 2 3 1 1 1 1 

豆, ナツ, ココア 6 0 0 0 0 0 0 0 

野菜 93 87 72 73 75 46 47 47 

果物とベリー 2 35 29 27 6 3 4 4 

肉 99 95 92 97 97 94 92 93 

肉複製品 100 82 86 96 98 98 98 98 

卵 100 98 100 100 97 96 97 98 

魚 
2)
 94 92 94 88 73 80 80 80 

牛乳 100 100 100 100 100 100 100 100 

低脂肪牛乳, 低脂肪牛乳プラス    100 100 100 100 100 

無脂肪牛乳 100 100 100 100 100 100 100 100 

ヨーグルト     99 89 89 90 

加工乳製品 100 89 86 100 100 99 99 99 

生クリーム, サワークリーム ） 

(38%)脂肪） 
100 100 100 100 100 100 100 100 

チーズ 100 99 97 97 95 87 87 88 

バター 100 78 92 100 99 87 89 92 

マーガリン 61 53 44 40 20 20 20 20 

その他の油 0 19 60 20 22 20 20 20 

ノルウェー産/ 

自 給 率  

49 48 49 50 47 48 43 46 

ノルウェー農場で生産された 38 39 41 44 46 47 43 46 

ノルウェー産飼料を使ったノルウ

ェーの農場で生産された 

34 30 35 36    41 40  

 カバレッジ率 (魚を含む)     79 85 83 86 

1.* 推計値  ** 推定/予測 

2.データは 1970 年のデータに完全に比較できない。飼料用穀物の制限があったため飼料用穀物は

10-15％、2008年は輸入加工穀物製品が含まれないため 1999年-2008年のデータが調整された。 
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2.3 ノルウェー産食用穀物生産の変動 

2.3.1 変動するノルウェーの生産と輸入 
表2.7は過去6年間の、ノルウェーにおける穀物生産の概観を示す。小麦の生産に関しては、

この表上では全体及び食用とも大きな変動がある。 

 

表 2.7 ノルウェー食用穀物生産高（期間 7月 1日-6月 30日） 

 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 

小麦 全体   トン  340 122  381 525  433 628  264 064  312 250  270 562  

食用小麦   トン  219 365  303 085  128 406  86 290  184 821  40 698  

食用小麦   割合  64,5  79,4  29,6  32,7  59,2  15,0  

ライ麦   全体 

 

 

 

26 104  39 916  47 183  27 152  33 738  16 156  

大麦   全体  537 948  485 698  558 154  472 964  541 217  465 368  

 

過去 3 年間にノルウェーで生産されたライ麦のうち、60％弱は食料に使用された。残りは飼

料の製造に使用された。ノルウェー産の大麦に関しては、食料に使用されるのは 1％以下のみ

である。 

 

ノルウェー産の食用小麦の供給量と全需要量の差は輸入で賄われる。しがって、輸入量は年

によって異なる。以下の図 2.7で示される期間の輸入量は、2007年/2008年の 6万 4000トン

から 2011年/2012年の 22万 1000トンまで変動している。2008年の輸入量は他の年と比べて

相当高い。過去 3 年間の平均は 16 万 7000 トンである。食用の総穀物輸入量の内、小麦は約

90％を占める。 

 

食用穀物の輸入に加えて、生地、パン、ケーキのように加工された製品も含まれる。 
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図 2.7食用小麦の輸入 （期間；9月 1日―8月 31日） 

 

 

2.3.2 ノルウェー食用穀物生産に及ぶ気候変動の影響 
気候変動対策委員会（2008年 12 月に政府によって任命）の依頼を受け、CICERO, Econ Pöyry 

や Vestlandsforskning （西部研究所）は 2009年気候の温暖化によってのノルウェー社会はど

う変わるかについて調査が実施され、報告書が取り纏められた。以下にその概要を示す。 

 

起こり得る気候変動による社会の各所での影響について、複数の報告書が作成されている。

これらの報告は主に長期的傾向を説明するためのモデルに基づいている。各報告書の結論は多

岐に渡っている。農業に関する共通点を述べるならば、気温の温暖化は総体的にはノルウェー

の農業にとって有利である。 

 

例えば、栽培シーズンが長くなる等。またノルウェー東部のこれまでよりも広大な地域、西

部、トロンデラー県や北部の内陸で穀物が栽培できるようになるだろう。ノルウェー南東部の

最も生産力が高い農業地域では、小麦の収穫高がおよそ 14％で増加すると仮定されている。 

しかし現在、ほとんどの食用穀物生産を行っている国の東部では降水量の減少が推測される

ため、灌漑で補わないかぎり現在よりも頻繁に発生する干ばつが、栽培量の減少をもたらすと

想定されている。他の地域でも降水量の減少と異常気象のため、生産量が減少する恐れがある。

食用穀物生産においては降水量の分配も大事である。近年は収穫の際の雨量が多かったため、

収穫作業は難しい状況の中で行った。それが原因でデンブン質の値の減少（パンの焼ける能力

を示す指標）やマイコトキシンの増加等により品質が劣化したため食用になる穀物の割合が減

少した。2011 年、食用穀物の割合は 15％まで下がった。国内の他の地域での食用穀物生産も
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気候変動によって被害を受けると思われるが、その被害はまず飼料用穀物生産に打撃を与える

ため本報告では詳しく分析しない。 

 

その上、起こりうる気候変動は新たな害虫や植物の病気がノルウェーに定着する高いリスクを

もたらす。害虫、植物及び家畜の病気に対する備えや気候変動の対応策は農業にとって重要な対

策分野である。 

 

起こりうる気候変動の効果はノルウェーの食料生産にネガティブとポジティブ双方の影響を

及ぼす可能性がある。それを考慮すると、気候変動が国全体の食用穀物生産量にそれ程の影響

を及ぼすことはないと思われる。しかし輸送システムへの影響など気候変動による他の要因の

方が大きな変化をもたらすだろう。 

 

2.3.3 他の特徴 
長期に渡り、食用穀物用の土地の賃貸が増加している。土地の賃貸によって特に用水路構築や

カルシウム散布のため等、農耕の条件改善のための長期的対策への投資に興味を持つ人々が少な

くなった。それにより潜在的な栽培レベルよりも一般的な栽培レベルは低下している。 
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第 3 章 緊急時（有事）の食料供給について 

 

3.1 ノルウェーの食用穀物供給の緊急事態に対する想定 （*13） 

 

3.1.1 冷戦期における政策―自給の重視 

冷戦期のノルウェーにおいては、食料安全保障は、農業政策の中心的課題であった。ノルウェ

ーが想定していたのは、危機又は戦時に少なくとも数ヶ月間孤立することは、飢餓による死を意

味するに等しいため、冷戦期には、食料自給は最大の課題であった。農業部門の不測事態対応計

画については、産物のカロリーが最大になるよう農業生産のパターンを変化させることに重点が

置かれていた。 

 

3.1.2 冷戦終結の影響と現在の政策 

冷戦の終結は、ノルウェーの食料安全保障政策の前提をに変革をもたらし、焦点は、長期に渡

る大規模な戦争や供給チェーンの封鎖が続く事態などに対応した不測時生産計画から、継続期間

がより短く、より地域性の強い、平時及び戦時の多様な危機的事態の想定に基づくものへと移行

した。冷戦の終結によりノルウェーは、自国が通常の輸入元からの供給や自国からの輸出、の封

鎖危機なくなったと考えられているが、しかしながら国際的な危機やその他の脅威により、市場

に影響が及ぶ可能性は高いと考えている。 

現在の食料安全保障政策は、 

①代替物の消費、 

②食料及び生産資材の備蓄、 

③貿易政策、 

④生産政策、 

の組み合わせとされている。 

 

また、食料省の供給用備蓄計画では 3つの供給不足シナリオを取り上げている 

①原料供給の欠如；ノルウェー市場への供給不足 

②物流欠如；国内の物流欠如 

③需要ショック 

2011 年、ノルウェー協同組合はノルウェーの食用穀物供給に関する現在の緊急シナリオつい

て覚書を作成した。これらのシナリオには食用穀物及び電力供給について書かれていた。 

 

覚書の中で指摘されているリスクとはある事象の可能性と影響を組み合わせた概念である。

それは事象が起こる可能性と事象の影響の積として定義される。 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
（*13）参考図書及び引用：Ⅶ 北欧における緊急時の食料供給確保策 著者：森田倫子氏 
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それは 1 つのリスクが 2つの要因によって大きくなることを意味する。ある事象がそれほど重大

ではなくとも、発生する可能性が高い場合リスクは大きくなる。その一方で発生の可能性が低い

事象に関しても、もしその事象が起きた場合の影響が壊滅的ならばリスクが大きいということに

なる。 

 

 

 

 

 

食料省農業管理局は、以下の食用穀物供給の緊急シナリオが飼料用穀物や水産物の供給/物

流に同じ影響があることを明確にする必要があると考える。それは特に物流の欠陥に関するシ

ナリオに当てはまる。以下は食料供給を取り上げるため、他の産物への影響は表面的に触れる

に留める。 

 

3.2 原料供給の欠如 
欠如とはノルウェー市場への原料供給能力の欠如である。  

供給の欠如は下記の 1 又は複数の事象によって発生し得る。 

①国内又は海外の一般的な不作（干魃、洪水など） 

②火山の噴火を含む自然災害 

③原子力発電所の事故/核戦争 

④テロ 

⑤植物或は家畜の病気の発生 

⑥輸出制限 

⑦インフラストラクチャー上の欠陥（電力、水、燃）長期的警報時間の事象 

 

近年は干魃により主要な生産国での農作物の不作が何度も発生している。世界市場への影響は

様々である。市場で穀物が不足する状況はなかったが、価格は高騰している。これまでで小麦の

2002 年発行された報告書「ノルウェー北部の食料供給に関するリスク及び脆弱性

分析」では三つのシナリオにおけるリスクや脆弱性が評価された。 
• テロ攻撃を含む平常時の危機 
• ノルウェー北部の限定的な軍事攻撃 
• 北部の軍事的侵略 

この報告書では平常時であれ戦争時（有事）であれノルウェー北部への食料供給の

不足は重要な問題ではないと結論づけている。結論の背景は、どんな危機の時でも

他国との貿易はほぼ通常通りに行うことができるという前提であった。報告書は海

外からの供給不足の場合国内の農業生産、養殖や漁業が一時的には良い基盤を形成

し供給を確保できると指摘している。課題は北部の地域内の流通システムの効率性

を維持することであると考察されている。この報告書の内容が 2003 年に行った有事

に備えた備蓄の廃止に影響した。 
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価格が最も高騰したのは 2007-2008年の時期だった。当時は投機家が価格の高騰に寄与し、この

状況は約 30 か国での貧しい人々による暴動をもたらした。同じような状況が再び起きることは

十分考えられる。現在取引されているのは世界の小麦の 20％以下のみである。 

この事情を現在の世界中の地下水への大きな負担や世界人口の増加と関連して見ると、将来発生

する干魃の影響は更に深刻になる可能性がある。食料省農業管理局は、それがグローバルな供給

能力をより不安定にすると考えている。 

 

害虫や病気によりノルウェー産又は輸入先の国の食用穀物の品質又は供給は、減少する可能性

がある。例えば穀物の真菌又は真菌による病害は収穫量を下げ、そのために人間の食べ物として

穀物を利用できなくなる。穀物を襲う害虫は大きくなりつつある問題である。グローバル貿易や

気候変動により、新たな地域で害虫が広がり定着する。 

 

グローバルな関連では、家畜の病気による損失との闘いはグローバル食料安全における重大事

由である。しかしこれは食用穀物の生産及び取引における主要部分ではないとして、特に記載は

しない。 

 

（警報時間の短い事象） 

火山噴火はグローバルな食料供給においてもっとも長期的、最も深刻な影響を及ぼす自然災害

である。現在、活火山は世界中に 60 座存在する。最近ノルウェーの近隣諸国で起きたのは、ア

イスランドで 2010 年に発生したアイスランドのエイヤフィヤトラヨークトルの噴火であった。

また南アイスランドに位置するカトラ火山は、さらに大きな火山であり、火山活動が活発化して

いる。専門家によると、カトラ火山に起こり得る噴火は 1815 年に発生したインドネシアのタン

ボㇻ火山の噴火に匹敵するという。当時冷害や太陽光の不足によって、北アメリカ、ノルウェー

を含むヨーロッパやアジアでは大規模な農作物の不作が発生した。噴火により気温は世界規模で

3 度まで下がり、20万人が命を落としたと思われる。このような噴火がいつ起きるのか誰も知ら

ないが、もし発生した場合は深刻な影響をもたらす。通常火山活動には予兆があるが、多くの場

合予測時間は数日程度であり、相当短い。噴火の影響は数年に及ぶ可能性がある。 

 

原子力発電所の事故による放射性物質の降下は、ある地域又はある地方に限定されるのでグロ

ーバルな食料状況への影響は少ない。西洋であれ東洋であれ、勧告された運転寿命期間を超えて

稼働している原子力発電所は世界の数カ所に存在する。1986 年のチェルノブィリ事故の影響の

ように、東ヨーロッパでの原子力発電所の事故は様々な度合いでノルウェーに影響を及ぼす。当

然ながらこのような事故の警報時間は大変短い。その上、被害のある地域では長期間に及ぶ深刻

な影響を受けている。 

 

核戦争が発生した場合、影響ははるかに大きいと考えられる。範囲が限られる核戦争は緊急の
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被害及び放射性物質の降下をもたらす。しかしそれよりも警戒すべきは気候変動や食料不足と言

った長期的な影響である。それは相当な大気汚染やそれに伴ういわゆる核の冬のリスクがあるか

らである。このような状況が 10 年間継続することもあり得る。 

 

テロ攻撃の警告時間は短いが、通常影響は狭いエリアに限られる。 

 

 

3.3 物流の欠如 
物流の欠如には以下のシナリオが考えられる。 

受入れる港湾設備が以下の理由で欠如する。 

①電力供給不足 

②ITやデータ通信の欠如 

③例えば水質汚染のような破壊工作による技術的欠如 

④火事または粉塵爆発 

⑤病気感染、サルモネラ菌又は破壊工作 

⑥国内の海上又は陸上交通の欠如 

⑦ストライキ 

⑧交通機関が通過する地域での感染病の発生 

⑨国道の欠損又は鉄道の故障 

⑩海外からの供給の停止又は遅延 

 

長期的な停電は家庭、産業や重要な社会機能において大きな問題である。数日間にわたる広い

地域での電力停止の可能性は極めて低い。近年、地域によっては電力供給が弱いことが明らかに

なった。そのため、ある地方又は地域では長期的な電力制限を除外できない。電力供給の停止は

商品の積み込み/下ろし、倉庫の運営や穀物生産に影響を及ぼす。ITとデータ通信にも影響があ

りうる。 

 

物流の欠如は突発的に起こり得るが、全国に同時に影響を及ぼす可能性は低い。そのため、物

流の欠如は地域的な問題に限定され、比較的短期間で済む。例えば国道の欠損又は鉄道の故障の

ように、あるシナリオはほとんどの商品の流通に影響を及ぼす。また気候変動により激しくなる

雨天や悪天候は、国内の海上及び陸上の交通システムに大きな課題をもたらす。 

 

食用穀物製粉生産の最大の施設が 2 つ、ヴァクスダールとオスロにある。物流の欠如によって

双方が同時に麻痺状態になるリスクは小さい。ノルウェー北部には穀物製粉生産設備はないが、

ベーカリー業界が 20日間消費する量に値する備蓄がある。 
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食用穀物の備蓄制度は国内の複数箇所の備蓄に基づくことが前提である。1 つ又は複数の備蓄

倉庫が火事、爆発、テロなどで破壊される場合、他の備蓄のものを活用し、当該地域への供給が

可能である。国際軍事情勢が海上輸送の妨害により穀物輸入が減少又は停止することがある。国

際的な物流の欠如は次に国内市場の供給の欠如につながる可能性がある。 

 

 

3.4 需要のショック 

国内需要のショックは以下の要因で起きる可能性がある。 

①買いだめ 

②大量の難民 

 

この章で述べた多くのシナリオにより、買いだめが発生する可能性がある。 

買いだめの原因によっては同じ事象が他国でも起こり得る。それ自体が商品の短期的又は長期

的な商品供給不足を引き起こす可能性がある。 

買いだめを、起こり得る緊急事態の初期段階で行うならば倉庫を即座に満杯にできるため、それ

が備蓄の強化に貢献してきた。各家庭での備蓄の場合全粒粉の賞味期限は 12 か月、一般的な小

麦粉は 18 か月である。しかし緊急の事象による買いだめは事態の悪化につながる。例えば国際

的な穀物供給の危機によって複数の国で買いだめが発生すれば、状況はいっそう深刻化する。そ

れは市場の崩壊のリスクを増加させる。 

 

ノルウェーへの大量の難民流入は可能性が低いと判断されており、通常は長期的な警告の期間

がある。 

 

3.5 有事の際の消費パターンの変化 

穀物は人間の食料にも飼料にも使われる世界で最も重要な植物である。穀物は用途が幅広く、

長期間の保管が可能であり、保管も容易であるため備蓄に大変適している。取引されている食用

穀物のうち小麦粉は主要生産品であり、ここでは主に小麦粉を取り上げる。小麦のノルウェーで

の生産量が低く需要を賄えない場合の輸入飼料は主に大豆、ともろこし、それに飼料用のその他

の穀物となる。小麦粉市場の欠如は他の植物加工品の欠如にもつながるだろう。それによって飼

料不足が発生し、最悪の場合家畜の屠殺を避けられないこともある。まず飼料を多く必要とする

豚や鶏といった家畜類が対象になる。現在ノルウェーは飼料原料の 20-30％を輸入している。ノ

ルウェーで加工される大豆を含むと、この割合は 10％増加する。他の家畜種に関しては農家 1

戸当たりの生産量が減少するが、牧草の使用を増やすことで粗飼料の割合を増加できる。 

 

前述の各シナリオはそれぞれ深刻さが異なる。国内の状況が原因で発生した欠乏は備蓄用在庫

を使わずに通常の輸入で補うことができる。もっとも深刻なシナリオは国際事象による欠如が国
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内緊急事態と同時に起きることである。 

上記の原因による食用穀物供給の欠如は代替の植物加工品である程度補完することができる。

しかし、例えば原子力発電所の事故又は火山噴火の後は、被害地域の農作物が全て打撃を受ける。

更に家畜の飼育も打撃を受ける。その被害は数年間継続する可能性がある。 

 

海産物は国家的及び国際的な食料供給に貢献している。ノルウェーは水産養殖、沿岸及び遠洋

漁業分野の豊かな水産資源がある。養殖の魚は 1 年中捌くことができる。大半の沿岸及び遠洋の

天然魚の処理は年の冒頭に行う。その内の 1 部は、年を通して販売できる様に冷凍する。鱈は 1

年を通して漁ができる。養殖魚の飼料の一部は漁業や農業からの輸入飼料原料から構成されてい

る。ノルウェー産の養殖魚用飼料に含まれる植物性成分の割合は 2002 年の 44％から 2010 年の

58％に増加した。ノルウェー海産物協会の算出したこの割合も増加している。供給危機が発生

した場合、魚の養殖は家畜の飼育と同様に打撃を受ける。このような状況では天然魚には影響が

ない。緊急事態により小麦粉又はパン類を水産物で補完する場合、水産物の物流がいっそう厳し

くなる。それは特に水産物は継続的な冷蔵又は冷凍輸送を必要とするためである。 

 

特に短期間（6か月未満）の危機において、ある一定期間店舗に小麦粉又はパンが置かれてい

ない場合、政治的及び社会的に困難な状況になるであろう。長期間に及ぶ危機の場合は、特定品

目が入手できないことに対する国民の理解が得られやすいためである。 

 

現在ノルウェー産の大麦は 1％のみしか食料には使用されず、残りは飼料に使用されている。

この点では食料増加のための大きな潜在性はあるが、代替の飼料用の輸入の増加、家畜の削減あ

るいは畜産の変化につながる。発酵させて作るパンには大麦は多くは使えないため、食生活の変

化といった試練が訪れる。 

 

食用及び飼料用穀物の供給状況を促進するには、バイオ燃料用の穀物使用を減少させることで

ある。それを実現するには供給契約を中断せざるを得ないため、アメリカを筆頭に各生産国で国

家による規制が必要である。それゆえこの対策を適用するのは、まず長期間の有事の際にすべき

である。 

 

各有事の長さは食生活変化の程度に影響を与える。長期間の有事による食生活の変化は特に詳

細には取り上げない。 

 

3.6 増大する不安定な国際的穀物市場と不測の事態に対応する備蓄の必要性の強化 

近年ノルウェーの穀物栽培の収穫量のレベルと品質には不安定感が増している。 それは輸入

依存度を増加させたが、ノルウェーの非常に長い付き合いの複数の、規模の大きな輸出国家が近

年不作に見舞われたため、一定期間の供給不足や歴史的な穀物価格の高騰が発生した。 
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ここで説明されている他のシナリオは、長期間の欠乏をもたらす供給の危機の可能性を示す。 

輸入の戦略は自らの人口のため最小限の食料提供を確保する他国との間において対立するこ

とがある。裕福の国であるノルウェーは強い経済を活用し、ノルウェーが必要とする比較的少量

のものを確保するため、他の買い手により高い値を付けることができる。 

 

代替案は緊急事態でノルウェーが食用穀物に関して優先権を得られるように食用穀物生産者

と独占契約を結ぶことである。ここでは詳しく議論はしないが、貿易政策への影響や通常時の穀

物価格の高騰につながることが予測される。 

 

食料省農業管理局には、ここで説明している要因を鑑み食用穀物の備蓄制度を再導入するか否

かを評価する土台がない。しかしこれらの要因がグローバル穀物市場において増大している不安

定感や先行き不透明感といった同じ方向を指し示しめしていることは事実である。農業管理局の

評価では 2003 年以降、穀物供給のリスクが高くなっている。現在の戦略が前提にしている市場

が、有事の状況において通常通りに機能するかを疑うのが妥当であろう。 

 

それと同時に現在、リスクと準備に対する注目が高まっている。国家の食料安全やそれに伴う

受け入れ可能なリスク及び安全のレベルに対する社会の考え方は、上述の傾向をどのようにフォ

ローするかを決定付ける。通常は高いリスクは大規模な備蓄で対応する。 

 

食料省農業管理局は変化の規模が全体的に大きいため、有事に向けた小麦の備蓄の再導入が望

ましいと評価している。 
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第 4 章 食料安全保障のための重要項目とは 

4.1 食料供給の歴史的背景（*14） 

 
緊急事態が発生した場合の食料供給に関し個々の家庭にある程度の耐久力があることと、政府

が対策を取るまで各個人が数日間は生存できるのを期待するのは妥当であろう。2000 年頃、市

民準備局は各世帯がどのような食料やその他の必需品を備えるべきかに関するアドバイスを載

せたパンフレットを作成した。新たな国家の緊急時に関するホームページの設立に当たり、当委

員会が上記のパンフレットを掲載するかどうかといった問題を判断することが当然であろう。 

 

当委員会（*15）は、安全性の観点から適切な国内の食料生産を維持することの重要性を強調

している。当委員会は、経済産業省と最大の食品流通業者間の正式な協力の枠組み内において、

食料供給が依存する重要なインフラストラクチャーの脆弱性を特定する努力がなされることを

勧めている。その欠陥を適切な専門当局に報告し、可能な限り最小限に抑えるためである。 

 

ノルウェーでは以前は緊急用備蓄と食料配給のシステムが別だった。非常時のシナリオの欠如

及び全体的に良好な供給状況によって、緊急用備蓄が大幅に縮小され、配給システムは段階的に

廃止された。緊急用備蓄には以前は原材料がメインだったが、現在はいわゆるその場で利用でき

る食料のみに変わっている。この緊急用備蓄はオーフォーテンより北の、北ノルウェー人口が

10 日間摂取するエネルギーをカバーする。更に食料の倉庫を設立する計画や既存の倉庫容量の

拡大に取り組んでいる。 

 

国内の農業生産はノルウェー食料消費の主要部分である。1980年代及び 90 年代はノルウェー

生産物が国民のカロリー消費において占める割合は 40ー50％であった。乳製品及び肉類だけな

らばその割合は 100％近いが、穀物は 15-50％の間を変動していた。通常の年はノルウェー産の

食料用穀物は国内の穀物消費の 40-50％の消費を占める。ノルウェー産の小麦の利用は食用の小

麦の品質条件を弱めることができるため、市場の変動のバッファになる。これは生活や健康を守

るための、適切な手段である。ノルウェー国内で獲れ、加工された水産物の 90％は輸出される。

他の食料品の供給が不足する場合は、柔軟な対応を行うことが可能である。 

 

食料品流通業者による機能的な食料の物流システムはノルウェーの食料配給の心臓部である。

ECON（民間コンサルティング会社）の報告書では、ノルウェーの物流における欠陥の原因は輸送

路（道路、港湾、鉄道）が遮断されるか、又は例えば電子通信や電力供給が遮断されることによ

って、物流用の制御システムに欠陥が生じることであると示している。当委員会が食品流通業者

と会議を行い判明したのは、システムとしての食料供給が他の一連のインフラストラクチャーに

___________________________________________________________________________________ 

（*14）出典 食料用穀物の備蓄に関する報告書 2013年より 

（*15）2004年 10月 29日内閣が国家の有事の際の社会基盤についての調査実施の目的で任命した委員会 
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依存していることであった。食料生産と食料供給は通常、通行できる道路、十分な水道利用、安

定した電力供給、機能的な電子通信システムや主要な従業員の労働力に依存している。 

 

食料省農業管理局（SLF）は 2012年 7 月 6日、依頼書により穀物の緊急備蓄システムの再導入

の必要性を判断するという任務を食料省より受け取った。この任務における報告書には緊急備蓄

システムはどのような構造にするかに関する提案が含まれていなければならない。 

 

食用穀物と小麦の有事に備えた備蓄の要求は1928年の穀物法で定められている1995年まで備

蓄用倉庫には消費量 1 年分の穀物が蓄えられていた。この要求はその後通常消費量の 6ヶ月分へ

変更された。2003年このシステムは廃止され、オーフォーテン/ヴェストフィヨルデンより北の

地域にあるベーカリー業界のための、20 日分の消費量に相当する小麦の限定的な備蓄のシステ

ムに取って代わった。 

 

食料備蓄に関する国家の判断は現在、有事に備えて国内生産物や輸入品のほとんどが維持され

ることを基準にしている。その考え方は、我々が国家として隔絶されないことや、様々な有事の

際でも国際的な通商がほぼ平常どおりに機能することに基づく。食料省農業管理局はその評価に

おいて、2003 年から食用穀物の食料用供給に関するリスクマップに影響するような変化が起き

ていることを重視している。 

 

この数年間ノルウェー産穀物及び食用穀物の生産高は 1 年毎に目まぐるしく変化し、輸入への

依存度が増加している。 

 

国際レベルで小麦の供給は不安定である。 

人口増加及び生活水準の上昇により国際的に穀物の需要が高まっている。更に潜在的な生産性

における制限が長期的に穀物の値段の上昇を後押ししている。干魃、豪雨、穀物の病害及びその

他の要因による農作物の不作で、定期的に価格が大きく変動する。 

 

大部分の気候変動の予想は世界各地の食料生産高がより減少し、より状況は厳しくなるという

兆候を示している。ノルウェーにおいては潜在的な気候の影響が食料生産に対しポジティブにも

ネガティブにも働くであろう。そのため気候変動は、国内においては食用穀類の生産高に目立つ

ような規模の影響は与えないと思われる。輸送システムに対する影響を含む、他の気候変動によ

る影響の方が重要である。 

 

国際的な食料生産において水資源へのアクセスは重要な要因である。世界の食料生産高がこの 

20 年間大規模に増加しており、FAO は今後も増加し続けると試算している。しかし、生産高の増
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加地域の多くが地下水の過剰な汲み上げに依存している。そのためその良好な収穫高は数年内に

減少するであろう。グローバルな水資源利用の約 70％は農業が占めている。 

 

小麦は歴史的に最も取引の多かった農産物である。しかしこの数年でその座は生産高も需要も

急激に伸びた大豆及びその他の飼料用穀物に奪われていた。近年複数の穀物売買業者は自らが必

要だと思えば輸出制限を導入する意志があると分かっている。世界の穀物備蓄は世紀の変わり目

より明白に減少傾向があり、現在は 70 日分の消費量しかないという。また世界で人口が最多の

中国とインドが今後自給率を高めていくのか、あるいは輸入に頼るのかに関する不安もある。 

 

 

4.2 物流の概要 

食料供給という社会的機能には農業、漁業や養殖、加工や販売等の多数の産業が含まれている。

1990 年代初頭から行われていたリスクや脆弱性の分析は、緊急時でも事実上通常通りの食料供

給を行うという目標を達成するには、これらすべての要素が正常に機能しなければならないこと

を示している。しかし現在の緊急のシナリオを踏まえた同様の分析は、もっとも重要な供給問題

に対応するため、経済産業省内の緊急チームに属する食料供給専門の特別なフォーラムを設立し

なければならないと結論づけた。このフォーラムを拡大する必要があるか、食料供給に関わる他

の事業者と同様の協力を導入するか否かは継続的に判断する。 

 

 現在ノルウェーの食料の供給及び販売は主に 4 つの卸売業者によって賄われている。即ちノル

ウェーグループ（Norgesgruppen）、コープノルウェー（Coop Norge）, 株式会社 ICAノルウェー

(ICA Norge AS), とレーマ 1000（Rema 1000）である。卸売業者協会に参加するチェーン店は 1990

年から、小売業者による食料の売上高の市場シェアを 50％から 99％に増加させた。ノルウェー

食料卸売業者協会（Norges Colonialgrossisters Forbund）は 2004 年、食料市場で 1130億クロ

ーネの取引を行ったと報告している。それに加えて、キオスクやガソリンスタンドでも食料が一

部販売されている。小売店への新鮮な農産物の流通は主に生鮮農産物流通株式会社を介して行わ

れている。新鮮な魚や魚加工品のような他の食料は直接流通も相当行われている。 

 

 第 2次世界大戦後、ノルウェーでは小売分野において中央集約化や構造的集中化が進んでいる。

1970 年代後半から現在までに小売店は 9000 店舗から約 4400 店舗に減少している。食料品を扱

う店舗の数が減少している一方、店舗の面積は拡大している。店舗数の減少により（店舗までの）

距離が長くなり、それに伴い顧客は輸送により大きく依存するようになった。1970 年代からの

また別の変化は、低コストスーパーマーケットの登場である。 

 

 食料市場の業者は物流にかかるコストを節減できるように物流システムを組織した。卸売業者

協会は全て、オスロ周辺の物流センターで供給業者からの商品を積み替え、地方の倉庫にトラッ
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クで商品を運ぶ。また中央倉庫を所有する業者もいる。 

 

生産者、卸売業者それに小売業者間には垂直統合が生まれており、その中で生産者と小売業者

は卸売業者と法的拘束力のある契約を交わしている。卸売業者協会は生産地から店舗までの具体

的な商品の流通を益々支配するようになっていった。商品の多くは中間倉庫を使わずに工場から

店舗に直接運搬される。ジャストインタイム物流の原則が促進されているのである。それは効果

的かつ効率的であり、在庫品の大部分は店舗のパレットに置いてある。特別な緊急備蓄を所有す

る卸売業者協会は存在しない。 

 

倉庫や生産設備の集中化により輸送の需要が増加した。輸送は一種の倉庫の役割を果たし、別

の言い方をすれば在庫品の大半は輸送中である。卸売業者協会は輸送サービスの大部分を、第 3

者の仲介業者に有料で委ねている。それは特にターミナルや倉庫までの輸送に当てはまる。 

 

店舗への納品はできるだけ決まった時間に行う。食料品の卸売業者からの配達は、店舗毎に決

まっているルートやスケジュールにより、特定の日程及び時間帯に行う。店舗の在庫は限られて

いるため、納品が 1〜2 日以上遅延すると商品が不足する傾向がある。この背景において道路の

インフラストラクチャーは物流における脆弱ポイントである。近年、乳製品製造所や食肉加工場

がかなり減少したため、輸送への依存度が増加した。長時間の停電も食品卸売業者にとって、大

きな問題になる。 

 

通常時、この業界は需要により例えばバカンスの時期のように大きな季節的変動には対応する

が、このような逸脱に計画的に対応できるのはチェーン企業である。供給システムは例えば買い

溜めのように需要ショックには脆弱である。それはストライキ等の際に明らかになった。ある商

品はわずかな時間で完全に売り切れになる。しかし食料品業界は自らの物流システムには相当な

柔軟性があると表明した。有事においてこの業界は、自らのシステムを用いて商品の分量をかな

り増加することが可能である。 

 

 

4.3 担当部門と組織の説明 

農業食料省（LMD）（生産、加工、食料安全）、経済産業省（NHD）（加工、物流）や漁業海上（FDK）

（生産、加工、食料安全）は、食料供給の各部分の責任を負う省庁である。経済産業省は食料準

備の調整に責任を持ち、食料準備委員会を運営する。この委員会は 4 つの卸売業者協会や生鮮農

産物流通株式会社の代表が委員である。 

 

経済産業省は農業食料省と漁業海上省と協力して、食料供給状況に関するリスク及び弱点分析

を複数回実施した。現在は、2002 年に発行されたノルウェー北部への食料供給におけるリスク
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及び弱点分析のフォローアップが行われている。 

 

 

4.4 食料供給に関する担当委員会の意見 

食料供給が大きく遮断される可能性は少ない。逆に、小規模の遮断が発生する可能性は高い。

そのような状況において、我々は消費者として近い将来にどのような食料が必要なのかを考察し、

想定外の事象に備える責任があると示すことが重要である。個々の家庭にある程度の耐久力があ

ることと、政府が対策を取るまで数日間各個人で生存できるのを期待するのは妥当であろう。

2000 年頃、市民準備局は各世帯がどのような食料やその他の必需品を備えるべきかに関するア

ドバイスを載せたパンフレットを作成した。新たな国家の緊急時に関するホームページの設立に

当たり、当委員会が上記のパンフレットをインターネット上に掲載するかどうかといった問題を

判断することが当然であろう。 

 

当委員会は食料が国民の基本的な需要を賄うことを証明したいと考えている。それゆえ、我が

国が広範囲に渡り輸入に依存するような立場になるのは望ましいことではない。食料供給の大き

な遮断の可能性は極めて低くとも、食料供給の停止は大きな影響を及ぼすため、当委員会は安全

性の観点から適切な国内食料生産を維持する重要性を強調する。1度低迷したら、農業等による

適切な生産能力を再び構築するには非常に長い時間がかかるだろう。 

 

当委員会は、経済産業省と最大の食品流通業者間の正式な協力の枠組み内において、食料供給

が依存する重要なインフラストラクチャーの脆弱性を特定する努力がなされることを勧めてい

る。その欠陥を適切な専門当局に報告し、可能な限り最小限に抑えるためである。 

 

 

4.5 食料省推奨による備蓄倉庫の再導入 

食料省農業管理局には、これらの要因を基にして食料穀物の備蓄制度を再度導入するか否かを

評価する土台がない。とはいえ、それらの要因がグローバルな穀物市場における大きな不安定さ

と不確定要因を明らかに示しているのもこと実である。それらは 2003 年より穀物供給のリスク

状況の不安定さを生み出している。それと同時に現在リスク及び備蓄が大きく注目されている。

食料供給に対する社会の姿勢と、受容できるリスクあるいは安定性のレベルとは何かということ

が上記のトレンドにどのように追随するかを決定する。リスクが大きいほど通常は大規模な備蓄

が必要となる。有事の状況において市場が正常に機能するかどうかに疑念を持つ理由もある。 

 

食料省農業管理局は全体的な変化の規模が大きいためノルウェーに食用小麦の備蓄システム

を再導入することが望ましいと評価する。我々はこの関連において穀物は賞味期限が長く保存の

きく生産物であることを指摘する。それゆえに有事に向けた備蓄において、穀物を基本とするの
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が適切である。 

 

有事に備えた備蓄計画の目的は短期的あるいは中期的な供給の危機において、ノルウェー市場

に通常通りの食用小麦が供給できるように維持することである。有事が長期的に続くならば（6

ヶ月以上）、この有事に向けた備蓄は各行政機関及び国民に食料供給分野における十分な対策を

立てる猶予を与える。 

前提としては、有事に向けた食用穀物の備蓄計画を立てたとしても、現在ノルウェー北部にある

製粉済みの穀物備蓄とは別物である。このため生産物備蓄の算定の時期は通常最も少ない時期、

すなわち 6 月 30 日（7 月 1 日）にすべきである。グローバルな食用穀物の供給危機の場合、加

工された同じ穀物種の輸入に同じような影響があると思われる。そのため輸入加工品も有時に向

けた備蓄がカバーする消費分量に含まれなければならない。更に食料省農業管理局は最低 6ヶ月

分の消費に対応する有事に向けた備蓄により、受容できる安心が手に入ると主張する。これらを

考慮し、有事に向けた備蓄には 103,000トンの食用穀物を保管するべきである。 

 

食料省農業管理局は有事に向けた備蓄の穀物は物理的に各業者の商取引用の倉庫とは別の保

管所に置くことを推奨している。 

以前の 1995 年から 2003年の備蓄制度においては緊急用の穀物を所有したのは業者だった。食料

省農業管理局は有事に向けた備蓄の再導入の際、同じやり方をすることを推奨している。それは

この業者達が生産物の仕入れに責任を持ち、更に備蓄と品質に責任を負うことを意味する。そし

て国家は生産物の積み下ろし、保管所の賃借料、廃棄物、投資された資金、金額保証等に対する

補償金を支払う。もし国家が穀物を所有するとすれば、穀物取引における組織と能力を備えてい

なければならない。だがまだ現在はそのような手段が準備できていない。 

 

食料用穀物の備蓄に関する報告書 2013 年（Rapport om beredskapslagring av matkorn 2013）

で推薦される形の備蓄システムは国際的な競争入札にかけなければならない。備蓄は物理的にノ

ルウェーの中になければならない。穀物は手始めとして特別な基準を満たし、価格競争に強い者

全てが備蓄をする。一部の地域は根本的に備蓄の積み下ろしの場所、穀物の利用において競争で

は有利である。その上、備蓄倉庫はある程度地理的分散されることが前提である。 
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第 5章  

防衛省と農協ＣＥＯのフォーラムでの農地拡大のための前提や条件における内容発表 

 

緊急時における食料供給確保のための防衛省・農協のパネルディスカッションの背景 

ソルべリ政権のマニフェスト『政府は有事に備えるという観点でできる限り食料自給率を高め

る』と、国会の通達『食料生産の増加（1 年に 1％以上）はできる限り、ノルウェー自国の飼料

供給に基づく』について、いかにノルウェー国内の食料生産性を上げるかというテーマで、2014

年9月防衛省とのパネルディスカッションにおいて、農協CEOが農業用地拡大についての発表を

行った。 以下にその概要を示す。 

 

有事において、輸入に頼らずノルウェーで食料を生産する場合の条件として、食料消費需要を

満たすために必要な農地拡大について 

以下はノルウェーが大豆を今後も輸入し続けることを前提として、計算されている。（ノルウ

ェー農業に使用している大豆は26万トン）。 

また、ノルウェーが『必要な輸入』と考えているソルガムや糖蜜等を炭水化物の代替物とする

計画はないものとした場合、消費需要を満たすため上記輸入量の約15％を他の代替物による炭水

化物の確保が必要であるとして計算されている。ただし、食用穀物に関しては様々な品質の穀

物をノルウェーでも栽培できると推定している。 

現在（2014-2015年）、穀物輸入量は諸外国内の約90万㎢の土地に相当する（60万トン

/650kg/1,000㎡）。また、大豆の輸入量は1,000㎢の土地に相当することを参考にする。 

 

 

＜表 1．食料消費需要を満たすために必要な農地拡大想定＞ 

 現在以上に必要な

ノルウェーの穀物

栽培用地 

 

現在以上に必要な

ノルウェーの牧草

地 

総合的に必要な

現在以上のノル

ウェーの農地 

牛 及 び 羊

（食肉） 

 1,150 ㎢ 

 

5,360 ㎢      6,510 ㎢   

豚  120 ㎢        120 ㎢ 

家禽   60 ㎢         60 ㎢ 

牛乳  1,370 ㎢ 2,830 ㎢      4,200 ㎢ 

食用穀物  3,990 ㎢       3,990 ㎢ 

飼料用穀物  8,190 ㎢       8,190 ㎢ 

合計 14,880 ㎢ 8,190 ㎢     23,070 ㎢ 
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 表1に示すとおり、各種の肉類及び牛乳等の生産量を上げるためには、牧草地等飼料生産のエ

リアを広げなければならない。 

ノルウェーの耕作地域の大部分は傾斜部分が20％以下の使いやすい耕地土壌に分類される。

あまり使いやすくはない用地は国内の耕地土壌の中でも3％にすぎない。 

この耕地土壌の半分以上は森林である。耕地土壌のある森林の割合が最も大きいのは東部地

方である。また、耕地土壌の1/3は湿地である。湿地の割合が最も大きいのは南部地方、西部地

方、トロンデラーグ及び北部地方であり、最も少ないのは東部地方である。これらの土壌条件

をもとに試算すると、12,500㎢の土地が耕作可能であり、そのうち、潜在的な穀物栽培用地は約

2,000㎢である。ただし、食用穀物に適した潜在的な穀物栽培用地はわずかである。 

 
以上のことから、ノルウェー国内での農地の理論的潜在性は比較的大きく、食料増産は可能で

あるが、それには以下に示す政治的意志が存在することが条件である。 

 

前提： 

ノルウェー国内での耕地をベースにして食料生産量を今後も増加させることは可能である。

しかしそれは社会と政治家がその重要性を理解し、食料生産の増加を促進することが前提であ

る。 

 

条件： 

• 農地の減少を食い止める。 
• 穀物栽培用地を増加させる。 
• 穀物栽培が不可能な地域では家畜生産を継続する。 
• 植物栽培による生産力を潜在的にもっている土地に着目し、栽培の推進を行う。 

 

 

ノルウェー翻訳資料及び参考文献 
●Ⅶ 北欧における緊急時の食料供給確保策 －フィンランド、ノルウェー、スウェーデン－ 

著者：森田倫子氏  

http://www.ndl.go.jp/jp/diet/publication/document/2003/1/20030110.pdf 

● Landbruksteljing 2010  Rapporter Reports 2014/5  Anne Snellingen Bye og Anne Ingun Løvberget  

http://www.ssb.no/jord-skog-jakt-og-fiskeri/artikler-og-publikasjoner/_attachment/160122?_ts=143d31

52d28 

● Beredskapslagring av matkorn Rapport-nr. 25/2012. 17.01.2013  

  Statens landbruksforvaltning. Norwegian Agricultural Authority. 

file:///C:/Users/fuyumi/Desktop/Downloads/Rapport%20om%20beredskapslagring%20av%20matkorn
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%202013.pdf 

● UTVIKLINGEN I NORSK KOSTHOLD Matforsyningsstatistikk Helsedirektoratet 2013  

http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/utviklingen-i-norsk-kosthold-matforsyningsstatistikk-2013/Pub

likasjoner/Utviklingen%20i%20norsk%20kosthold%202013.pdf 

● Når sikkerheten er viktigst Norges offentlige utredninger 2006: 6  

Departementenes servicesenterInformasjonsforvaltning 

Oslo 2006 

http://www.regjeringen.no/Rpub/NOU/20062006/006/PDFS/NOU200620060006000DDDPDFS.pdf 

● Marked før regulering:Vurdering av statlige lagringstiltak for sikker 

matkornforsyning Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning 

http://www.regjeringen.no/upload/LMD/Vedlegg/Brosjyrer_veiledere_rapporter/Notat_Marked_foer_r

egulering_Vurdering_av_statlige_lagringstiltak_for_sikker_matkornforsyning2.pdf 

 

Når sikkerheten er viktigst 

食料安全保障のための重要項目とは の原文引用文（ノルウェー語） 

Utbygging av ulike infrastrukturer og samfunnsfunksjoner var en forutsetning for fremveksten av det 

moderne velstandssamfunnet i etterkrigstiden. Samfunnet ble etter hvert svært avhengig av de ulike 

infrastrukturene og samfunnsfunksjonene. Trusselen fra den kalde krigen la rammen for 

sikkerhetstiltakene. Etter den kalde krigen ble utforming og bruk av infrastrukturene og 

samfunnsfunksjonene først og fremst drevet frem av markedskrefter, teknologisk utvikling og et ønske 

om effektiv og økonomisk drift. 

Norge er i det daglige preget av god sikkerhet. Vi er vant til at de aller viktigste varene og tjenestene blir 

levert som forventet, og de er som regel trygge å forholde seg til. 

Det er etablert beredskap for å håndtere de fleste uønskede situasjonene som oppstår. Samfunnets evne til 

å håndtere dagligdagse ulykker og uhell er også god. Likevel gjør høy kompleksitet i og stor avhengighet 

av kritiske infrastrukturer og kritiske samfunnsfunksjoner det vanskelig å forutse hva som kan gå galt, og 

hvilke konsekvenser det kan få hvis noe svikter. 

Innstilling fra utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 29. oktober 2004. Avgitt til Justis- og 

politidepartementet 5. april 2006.  

＜Norges offentlige utredninger 2006: 6 ＞ 

 

1.1 Landbrukseigedomar, areal og eigedomsstruktur 

1.1 農業用地の面積とその構成の原文引用文（ノルウェー語） 

Statistikken i kapittel 2 er henta frå eit registerprosjekt gjennomført som del av Landbruksteljing 2010. 

Målet var å gi detaljert arealstatistikk av god kvalitet for landbrukseigedomane i Landbruksregisteret. Dei 

fullstendige landbruksteljingane i 1979 og 1989 omfatta innsamling av data både for jordbruksbedrifter 
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og landbruks- eigedomar. Landbruksregisteret blei etablert i 1991, og frå og med 2006 har SSB publisert 

årleg statistikk for landbrukseigedomane i Landbruksregisteret. Publiseringa har omfatta talet på 

eigedomar, bygningar, eigaropplysningar og busetjing. Det har ikkje tidlegare blitt publisert tal for ulike 

arealtypar eller eigedomsstorleik. 

 

Arealprosjektet i 2010 tok utgangspunkt i grunneigedomane i Landbruksregisteret. Ved utstrakt bruk av 

kartbaserte verktøy (GIS), blei informasjon om grunneige- domane kopla til det digitale eigedomskartet i 

Matrikkelen, og deretter til areal- ressurskart med berekning av 23 ulike arealtypar og areal for 9 ulike 

grupper av næringsbygg.  

 

Statistikken i dette kapitlet omfattar tal for 189 000 landbrukseigedomar med minst 5 dekar 

jordbruksareal og/eller med minst 25 dekar produktivt skogareal. 

Statistiken i detta kapitel omfattar tal av 189,000 jordbruksfastigheter med minst 5 hektar jordbruksmark 

och / eller minst 25 hektar produktiv skogsmark. 

 

Resultat  

Landbrukseigedomane dekka i 2010 eit areal på til saman 248 000 km2, om lag tre firedelar av arealet i 

Fastlands-Noreg. Dei største arealgruppene var open fastmark med 35 prosent av arealet, produktivt 

skogareal med 28 prosent av arealet og uproduktivt skogareal med 17 prosent. 

 

1.2 Jordbruk 

1.2 農家の状況の原文引用文（ノルウェー語） 

Tabellane i kapittel 4 omfattar tal for i alt 46 624 jordbruksbedrifter per teljedatoen 

31. juli 2010. For 45 739 jordbruksbedrifter blei detaljerte arealdata henta frå søknader om 

produksjonstilskot i jordbruket, mens 855 einingar fylte ut tilsvarande data på eit særskilt teljingsskjema 

(vedlegg D). Tal for alder på eng, husdyrgjødsel, drenering og vatning er henta frå hovudskjema (vedlegg 

A og B) som alle oppgåvepliktege einingar skulle fylle ut. Tal for 1999 og 2010 omfattar alle 

oppgåvepliktige jordbruksbedrifter, også dei med mindre enn 5 dekar jordbruks- areal i drift. Tal frå dei 

fullstendige teljingane i 1969, 1979 og 1989 er avgrensa til einingar med minst 5 dekar jordbruksareal i 

drift. 

Jordbruksarealet i drift nådde ein topp i 2001/2002. Jordbruksareala er i stadig endring gjennom 

nydyrking, omdisponering og gjengroing. Frå 2005 har det gradvis blitt tatt i bruk nye gardskart som 

kontrollgrunnlag ved søknad om produksjonstilskot. Det er berekna at nye kart for perioden 2005-2010 i 

gjennom- snitt ga ein reduksjon i jordbruksarealet på om lag 2,6 prosent i dei kommunane der nytt 

kartverk blei tatt i bruk 
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Resultat  

For heile perioden frå 1969 til 2010 viser tala frå dei fullstendige teljingane ei utvikling mot færre og 

større jordbruksbedrifter. 

 

Jordbruksareal i drift, jordbruksbedrifter og jordbruksareal per jordbruksbedrift. 1969-2010 

 

I 2010 var det i alt 46 624 jordbruksbedrifter. Frå 1999 til 2010 blei talet redusert med 34 prosent, dvs. 

meir enn kvar tredje bedrift la ned drifta i perioden. Prosent- vis var nedgangen størst i Nord-Noreg, 

Agder-fylka og i Hordaland med mellom 40 og 44 prosent. Rogaland hadde minst prosentvis nedgang 

med 23 prosent. 

Flytting av Ølen kommune frå Hordaland til Rogaland i 2002 kan forklare noko av endringa for 

Hordaland og Rogaland. Av dei om lag 155 000 jordbruksbedriftene i 1969, blei 108 300 borte i perioden 

1969-2010. 

 

I 2010 var det 1 800 jordbruksbedrifter utan jordbruksareal i drift. Av desse var det om lag 700 samdrifter 

med mjølkeproduksjon, 450 hadde produksjon av svin og/eller fjørfe og 330 hadde minst 25 bikubar i 

produksjon. 

Det registrerte jordbruksarealet i drift var stabilt eller aukande frå 1969 til 1999. Frå 1999 til 2010 var det 

ein nedgang i arealet på 323 000 dekar. Fulldyrka jordbruksareal blei redusert med 570 000 dekar, mens 

det var ein auke i innmarks- beite på 335 000 dekar. Totalt 275 000 dekar kornareal blei borte i perioden 

1999- 2010. Jordbruksarealet i drift per jordbruksbedrift har auka frå 62 dekar i 1969 til 216 dekar i 2010. 

 

 

1.3 Husdyr 

1.3 酪農と畜産を行う農家の状況の原文引用文（ノルウェー語） 

Tabellane i kapittel 6 omfattar tal for jordbruksbedrifter med husdyr og tal for husdyr. Detaljerte 

husdyrdata blei henta frå søknader om produksjonstilskot i jordbruket og frå eit særskilt teljingsskjema 

(vedlegg D) for einingar som ikkje søkte produksjonstilskot. Alle husdyrtala er per 31.07.2010. Tal for 

1999 og 2010 omfattar alle oppgåvepliktige jordbruksbedrifter, også dei med mindre enn 5 dekar 

jordbruksareal i drift. Tal frå dei fullstendige teljingane i 1969, 1979 og 1989 er avgrensa til einingar med 

minst 5 dekar jordbruksareal i drift. 

 

Ved teljinga i 2010 var det også oppgåveplikt for einingar med minst 25 bikubar i produksjon. Totalt var 

det 618 einingar som hadde bikubar, av desse var det 327 med berre bikubar. 

 

Resultat  
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For heile perioden frå 1969 til 2010 viser tala frå dei fullstendige teljingane ei utvikling mot færre og 

større husdyrbruk. I 2010 var det 33 000 jordbruksbedrifter med husdyr. Om lag 71 prosent av alle 

jordbruksbedriftene hadde husdyr, ein litt lågare del enn i 1999. 

2.1 各食料の消費の原文引用文（ノルウェー語） 

2.1.1  Selvforsyningsgrad 

Andelen norskproduserte matvarer på energibasis, selvforsyningsgraden, var 43 i 2012. Den potensielle 

selvforsyningsgraden i Norge ved en eventu- ell krisesituasjon er langt større. Svingningene i andel 

norskproduserte mat- varer skyldes i første rekke klimatiske vekstforhold som fortrinnsvis gjen- speiles 

i andel norskprodusert korn til matmel. 

2.1.2 Matvarepriser 

Utviklingen i matvareforbruket påvirkes av prisutviklingen for de enkelte matvaregrupper. I perioden 

1998-2013 har totalindeksen økt mer enn kon- sumprisindeksen for matvarer. Kjøtt har en mye mindre 

økning i konsum- prisindeks enn øvrige mat- og drikkevarer. 

Prisene på de fleste matvarer i Norge er betydelig påvirket av offentlige økonomiske inngrep. 

Hovedhensikten med tiltakene er først og fremst å fremme næringspolitiske- eller 

inntektsfordelingsmessige mål, eller å skaffe staten inntekter (fiskale tiltak). Siden tiltakene påvirker 

forbruket, er de også av ernæringspolitisk interesse. 

 

2.1.3 Matvareforbruk – utviklingstendenser 

Table:本文参照 

 

2.1.4  Kornvarer 

Kornforbruket som økte betydelig fra 1979 til 2007 har minsket i senere år. Det samlede forbruket av 

hvete, rug og havre er nå på omtrent samme nivå som det var i begynnelsen av 1990-årene. Forbruket 

av ris som økte betydelig i 1980 og 1990-årene har stabilisert seg de siste årene. Salget av matmel 

fra norske møller har gått noe ned siden 1999, mens importen av bearbeidede produkter av korn og 

mel har økt betydelig. Importen av bearbeidede kornprodukter, ris og maisprodukter utgjorde 37 

prosent av det samlede kornforbruket i 2012. Andelen sammalt mel av melomsetningen fra norske 

møller økte fra 17 til 22 prosent fra 1999 til 2012. Ettersom vi ikke har opplysninger om andelen 

sammalt mel i importerte bearbeidede kornprodukter er det vanskelig å anslå den samlede andelen 

sammalt mel av totalt kornforbruk. Helsedirektoratet arbeider for økt forbruk av grove typer av brød og 

kornvarer. 

2.1.5  Poteter 

Forbruket av friske matpoteter er mer enn halvert siden 1970-årene, mens forbruket av bearbeidede 
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poteter har økt betydelig. Friske poteter til produksjon av potetprodukter, som pommes frites og chips, 

utgjør over halvparten av den totale potetomsetningen på engrosnivå, mot ca. 10 prosent i 1975. 

Forbruksundersøkelsene viser samme trender. Helsedirektoratet arbeider for at forbruket av matpotefete 

potetprodukter. 

2.1.⒍Grønnsaker, frukt og bær 

Forbruket av grønnsaker har økt betydelig over lang tid og engrosforbruket av frukt og bær har økt 

betydelig siden 1999. Matforsyningsstatistikken for grønnsaker, frukt og bær er blitt mer usikker og 

beregningsgrunnlaget er endret de senere år. Fra 1999 er anslag for produksjon av frukt og bær i 

villahager og for skogsbær tatt ut av engrostallene for frukt og bær. Dette førte til brudd i tallserien og 

betydelig lavere tall enn årene før. I perioden 1999-2012 økte engrosforbruket av frukt og bær fra 69 til 

88 kilo per person og år og engrosforbruket av grønnsaker økte fra 61 til 74 kilo per person og år. I 

perioden 2009-2011 minsket engrosforbruket av frukt og bær, men gikk opp i 2012. 

Engrosforbruket av tørre erter, belgvekster, nøtter og oljeholdige frø har forandret seg lite siden 1999. 

Engrosforbruket av kakao og kakaoprodukter har økt betydelig siden 1999. 

Helsedirektoratet samarbeider med frukt- og grønnsaksbransjen om tiltak for å øke forbruket av 

grønnsaker, poteter, frukt og bær. 

2.1.7 Kjøtt og kjøttvarer 

Forbruket av kjøtt har økt betydelig over lengre tid, fra 53 kg i 1989 til 76 kg per person i 2008. Det 

minsket til 74 kg i 2010 for siden igjen å øke til 75 kg 

per innbygger i 2012. Da kjøttprodukter er en betydelig kilde for mettede fettsyrer er det viktig at 

forbruket av fete kjøttprodukter minsker. 

 

2.1.8 Fisk 

Anskaffelsen av fisk og fiskevarer i privathusholdninger økte fra 1995 til 1999. Fiskeforbruket økte det 

siste året etter å ha vært nokså uforandret i en årrekke. Omregnet til hel urenset fisk (rund vekt) var 

fiskeforbruket ca. 37 kg per person og år i 2012. Det er omtrent det samme nivået som i 1999. 

Fiskeforbruket er lavere enn ønskelig og vesentlig lavere enn forbruket av kjøtt. Helsedirektoratet 

arbeider for at forbruket av fisk skal øke. 

2.1.9 Egg 

Forbruket av egg holdt mellom 10-11 kg per innbygger og år i en årrekke. Siden 2006 har forbruket av 

egg økt fra 11 til 12,5 kg per innbygger og år. Fordi egg har et høyt innhold av kolesterol, er det 

ønskelig at forbruket ikke stiger. 

2.1.10  Melk og melkeprodukter 

Forbruket av konsummelk (søt og sur helmelk, lettmelk og skummetmelk) har minsket, og forbruket av 

konserverte melkeprodukter (tørrmelk o.l.) har økt siden 1970-årene. 
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Det har vært en vridning fra fete til magre melketyper over lang tid. Siden lettmelk kom på markedet i 

1984 har den tatt en stor markedsandel. For- bruket av helmelk er minsket til en femdel av forbruket i 

slutten av 1970- årene. Forbruket av lettmelk har også minsket over lang tid. 

Forbruket av ost øker. Siden 1979 har osteforbruket økt fra 12 til 18 kg per person per år. Det er forbruket 

av hvit ost som har økt, forbruket av brun ost har minsket. I løpet av 1990-årene har det vært en 

vridningter som kokte og bakte poteter øker på bekostning av mot fetere oste- typer 

Forbruket av fløte var lenge forholdsvis stabilt, men økte i 2003-2006. Der- etter minsket det noe før det 

igjen har økt de siste årene. Forbruket av smør, inklusive smør som inngår i margarin, minsket jevnlig i 

flere tiår fram til slutten av 1990-årne. Forbruket av smør har økt de siste fem årene og var i 2012 noe 

høyere enn det var i 1999. 

Melk og melkeprodukter er den største kilden til mettet fett i norsk kosthold. Det er derfor ønskelig at 

forbruket av mager melk øker og at forbruket av fet ost, fløte og smør ikke øker ytterligere. 

Helsedirektoratet vil fortsatt arbeide for at magre melketyper og mager ost blir markedsført mer aktivt 

enn fete meieriprodukter. 

 

2.1.11 Margarin og annet fett 

Det totale margarinforbruket har minsket betydelig siden 1950-årene. Andelen lett margarin har økt. 

Salget av matoljer i dagligvarehandelen er tredoblet i perioden 1995-2012. 

 

2.1.12  Sukker 

Engrosforbruket av sukker varierte stort sett mellom 40 og 45 kg per innbygger og år i perioden 

1980-2003, med uvanlig lave tall i 1975 og uvanlig høye tall i 1997. Svingningene fra år til år kan 

skyldes ujevn prisutvikling med tilhørende hamstring i tider med forventede prisoppganger. 

Engrosforbruket av sukker har minsket betydelig de siste årene. Det var 43,8 kg pr. innbygger i 1999 

og 30,2 kg i 2011 og 29,1 kg i 2012. 

2.1.13 Fisk og fiskevarer 

Beregningen for engrosforbruk av fisk ble før 1995 gjort av Fiskeridirektora- tet. Tallene var heftet med 

så stor usikkerhet at Fiskeridirektoratet vurderte 

at beregningene ikke var egnet til å belyse utviklingen over tid. Statens ernæringsråd tok i 1993 initiativ 

til å få satt ned en arbeidsgruppe som vurderte mulighetene til å skaffe statistikk for forbruk av fisk. 

Gruppen foreslo å gjennomføre en undersøkelse blant private husstander om anskaffelse av fisk og 

fiskevarer i et representativt utvalg. En slik prøveregistrering ble gjennomført. (Anskaffelse av fisk og 

fiskevarer, Notat 1996:7, NILF, Oslo). Erfaringene med statistikkopplegget var så gode at Norges 

sjømatråd viderefører registreringen. Kapittel 3 presenterer resultatene for årene 1995–2011. 

I følge opplysninger fra SSB var mengden av laks og ørret som er fisket i sjøen og i elver forholdsvis 

stabilt fram til 1990. Tall fra fiskeoppdretternes salgslag og fiskeri- og havbruksnæringens 
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landsforening (FHL) viser at produksjonen av laks og ørret i oppdrettsanlegg på 1980 og 1990-tallet ble 

den klart dominerende produksjonsformen av oppdrettsfisk. Det innenlandske forbruk av laks og ørret 

økte sterkt i denne perioden. Fra 1987 til 1990 ble engrosforbruk fordoblet. Salgsproduksjonen av laks 

og ørret har økt mye de siste årene. Hoveddelen av produksjonen av laks og ørret eksporteres og 

omsettes derfor ikke på det norske markedet. Tabell 2.40 viser salg og eksport av laks og ørret beregnet 

som rundvekt, basert på opplysninger fra SSB. 

I følge SSB var den samlede salgsproduksjonen av laks og ørret på 1 312 mill. kg i 2012. Eksporten av 

laks og ørret er anslått til 975 mill. kg. Dersom alt salg av oppdrettslaks og oppdrettsørretørret hadde 

gått til norsk engrosforbruk, ville dette tilsvart om lag 111 kg fiskefilet per innbygger i 2012. 

Forbruk av matkorn i Norge 

Det har siden 2006 vært en jevn nedgang i forbruket av matkorn, jf. tabell 2. Forbruket i 

2011 er om lag 12 % lavere enn i 2006. Alle kornarter har hatt nedgang med unntak av 

havre som i perioden har hatt en økning på nærmere 30 %. I samme periode økte 

befolkningen fra 4,6 mill. til 5,0 mill. innbyggere. Det innebærer at forbruket av 

norskprodusert matmel og -gryn pr. innbygger i perioden har gått ned med 14 kg fra 92 til 

78 kg. Den viktigste årsaken til nedgangen antas å være import av brødvarer og endrede 

spisevaner. Når en tar hensyn til dette, blir forbruksnedgangen 5 % for perioden 2006 til 

2011. 

2.2.1 Norskprodusert andel av matvareforbruket – selvforsyningsgrad – selvforsyningsevne 

Selvforsyningsgraden angir hvor stor andel av engrosforbruket av matvarer (regnet på energibasis) som 

kommer fra norsk produksjon. Selvforsynings- graden er således basert på den faktiske fordeling av 

forbruket på norske og importerte produkter i det enkelte år. Denne fordelingen vil være påvirket av 

priser, kvalitetskrav, internasjonale handelsavtaler mv. Selvforsynings- graden gir ikke et fullstendig 

bilde av mulighetene for å dekke matvarebe- hovet med innenlandsk produksjon, for eksempel både 

eksporteres og im- porteres det betydelige mengder mat som f.eks. ost. Eksporten av ost kommer ikke 

til uttrykk i selvforsyningsgraden, mens importen kommer til ut- trykk. Eksport av fiskeolje som kunne 

vært brukt til margarinproduksjon og import av soyabønner/planteoljer til margarinproduksjon blir 

behandlet på samme måte. Det samme gjelder eksport og import av fisk. Når evnen til å dekke 

matvarebehovet med norsk produksjon (selvforsyningsevnen) skal vurderes bør det derfor tas hensyn til 

matvareeksporten (dekningsgrad). 

Heller ikke dekningsgraden med matvareeksporten gir et fullstendig bilde av selvforsyningsevnen. Dette 

skyldes at forbruket i krisesituasjoner vil kunne legges om til større andel planteprodukter. Energitapet er 

stort når plante- produkter som kunne nyttes direkte til mat blir brukt til fôr. Det må også tas hensyn til at 

en del av kraftfôret som nyttes i husdyrproduksjonen er impor- tert, og at det både i fiskeriene og i 

jordbruket også nyttes andre importerte innsatsfaktorer. I tillegg vil man kunne redusere krav til kvalitet 
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til det som går til matproduksjon (for eksempel mat som i dag går til fôr, kan man be- nytte som 

menneskeføde). Effektene av å endre matvareforbruket i retning av planteprodukter er store og vil i 

kortvarige kriser (varighet 2–3 år) til dels kunne overstige virkningen av bortfall av importerte 

innsatsfaktorer. Net- toeffekten vil derfor være positiv og gjøre at egendekningen i en krisesitua- sjon vil 

være høyere enn også dekningsgraden med matvareeksporten in- kludert. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

第 3 章 緊急時（有事）の食料供給についての原文引用文（ノルウェー語） 

3.1Krisesituasjoner for norsk matkornforsyning 

Landbruks- og matdepartementets plan for forsyningsberedskap omtaler tre typer forsyningssvikt: 

Tilbudssvikt: Svikt i forsyningsevna av det norske markedet 

Logistikkbrist: Svikt i innenlands logistikk 

Etterspørselssjokk 

I 2011 utarbeidet Norske Felleskjøp et notat om aktuelle krisescenarier for kornforsyningen i Norge.12 

Disse omfattet både matkorn- og kraftfôrsyningen. Innholdet i notatet er med i grunnlaget for 

vurderingene og anbefalingene i denne rapporten. 

Risiko er et begrep som kombinerer sannsynligheten og virkningen av en hendelse, og er definert som 

produktet av sannsynligheten for at hendelsen skjer og konsekvensen av hendelsen. 

12 Notat ”Aktuelle krisescenario for kornforsyningen i Norge”. Norske Felleskjøp 2011. 

Dette innebærer at en risiko kan være stor av to ulike grunner. Selv om en hendelse ikke er veldig alvorlig, 

kan risikoen være stor hvis det er veldig sannsynlig at den inntreffer. På den andre siden kan en hendelse 

som er lite sannsynlig, utgjøre en stor risiko dersom konsekvensene av hendelsen hvis den først inntreffer 

er katastrofale. 

SLF mener det er grunn til å presisere at flere av de etterfølgende krisescenarier for matkornforsyningen 

vil ha tilsvarende effekt på forsyning/distribusjon av fôrkorn og eventuelle marine produkter. Det gjelder 

først og fremst scenarier innen kategorien logistikkbrist. Denne rapporten omfatter imidlertid 

matkornforsyningen og effekter på andre produkter er derfor bare perifert berørt. 

3.2 Tilbudssvikt av råvarer 

Med tilbudssvikt forstås svikt i forsyningsevna av råvarer til det norske markedet. Tilbudsvikt kan oppstå 

som følge av en eller flere av følgende hendelser: 

Generell avlingssvikt nasjonalt og/eller internasjonalt (tørke, flom etc.) 

Naturkatastrofer, herunder vulkanutbrudd 

Atomulykker/atomkrig 

Terror 

Sjukdomsutbrudd hos planter eller dyr 

Eksportrestriksjoner 

Svikt i infrastruktur (elektrisitet, vann, drivstoff m.m.) Hendelser med lang varslingstid 
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Avlingssvikt i sentrale produksjonsland som følge av tørke har oppstått flere ganger de siste årene, jf. 

omtalen i kap. 3.5.5. Effekten på verdensmarkedet har variert. Det har ikke oppstått situasjoner der det 

ikke har vært korn i markedet, men prisene har gått til værs. De høyeste prisene på hvete til nå kom etter 

sesongen 2007-2008. Den gangen bidro spekulanter til prisveksten og situasjonen utløste opptøyer blant 

fattige i om lag 30 land. Det er grunn til å regne med at slike situasjoner kan oppstå igjen. I dag er under 

20 % avverdens hveteproduksjon i handelen. Ser en det i sammenheng med dagens store belastning på 

verdens grunnvannsressurser og økningen i verdens befolkning, vil effektene av tørke framover kunne bli 

stadig mer alvorlige. SLF mener derfor dette øker usikkerheten i den globale forsyningsevnen vesentlig. 

Skadegjørere og sykdommer kan redusere både tilgangen til og kvaliteten på korn i Norge og i land Norge 

importerer fra. For eksempel kan sopp og soppgifter i korn føre til mindre avlinger og gjøre korn uegnet 

til menneskemat. Planteskadegjørere som angriper korn er et økende problem, og global handel og 

klimaendringer bidrar til at skadegjørere kan spres og etablere seg i nye områder. 

 

I global sammenheng er kampen mot tapsbringende sykdommer hos husdyr viktig for den globale 

matsikkerheten. Dette vil imidlertid ikke være sentralt for produksjon og handel med korn og er derfor 

ikke vurdert nærmere i denne rapporten. 

Hendelser med kort varslingstid 

Vulkanutbrudd er den naturkatastrofen som har skapt de største og mest langvarige effekter på den 

globale matforsyningen. Det er i dag rundt 60 aktive vulkaner i verden. Det siste utbruddet i vårt 

nærområde var Eyjafjallajökull på Island i 2010. Katla er vesentlig større vulkan og har vist økende 

aktivitet13. Eksperter mener et eventuelt utbrudd fra denne kan sammenlignes med utbruddet i 

Tamboravulkanen på Indonesia i 1815. Både Nord-Amerika, Europa, inkludert Norge, og Asia opplevde 

da betydelig avlingssvikt som følge av lavere temperaturer og redusert sollys. Det er antatt at den globale 

temperaturen sank inntil 3 grader, og at utbruddet kostet rundt 200 000 mennesker livet. Ingen vet når 

slikt kan skje igjen, men dersom det skjer, kan konsekvensene bli meget alvorlige. Vulkansk aktivitet gir 

som regel noen forvarsler, men ofte er varslingstida svært kort, kanskje bare noen dager. Effektene av 

slike utbrudd kan strekke seg over flere år. 

Radioaktivt nedfall som følge av atomulykker vil normalt være begrenset til lokale eller regionale 

områder og i mindre grad påvirke den globale matvaresituasjonen. Det er pr. i dag en rekke 

atomkraftanlegg rundt i verden som drives utover den anbefalte levetid, både i øst og vest. Ulykker ved 

anlegg i Øst-Europa vil kunne ramme Norge i ulik grad, jf. effektene av Tjernobylulykken i 1986. 

Varslingstida for slike ulykker er naturlig nok svært kort. I tillegg er effektene ofte langvarige og alvorlige 

i de områdene som berøres. 

En eventuell atomkrig kan ha langt større konsekvenser. Selv en begrenset regional atomkrig vil gi akutte 

ødeleggelser og radioaktivt nedfall, men det er antatt at de langsiktige effektene i form av klimaendringer 

og matmangel er en større trussel. Dette skyldes bl.a. at man risikerer betydelige forurensninger av 
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atmosfæren og derav en såkalt ”nukleær vinter”. En slik tilstand kan vare i opptil 10 år. 14 

Terroranslag vil ha kort varslingstid, men virkningene vil normalt være avgrenset til et mindre område. 

3.3 Logistikksvikt 

Det kan stilles opp følgende scenarier for logistikkbrist: 

havneanlegg for mottak faller ut på grunn av: 

sviktende forsyning av elektrisitet 

svikt i IT og datakommunikasjon 

teknisk svikt, for eksempel på grunn av sabotasje gjennom forgifting av vann 

brann eller støveksplosjon 

sjukdomssmitte, salmonella eller sabotasje 

sjø- og landverts transport innenlands bryter sammen 

streik 

utbrudd av smittsom sjukdom i et område der transporten må passere 

brudd i stamvei- eller jernbanenett 

stans eller forsinkelser i tilførsel fra utlandet 

Et lengre strømbrudd vil skape betydelige problemer for både husholdninger, næringsliv og vitale 

samfunnsfunksjoner. Sannsynligheten for et strømbrudd over flere dager i et større område er svært liten. 

De siste årene har det blitt tydelig at enkelte regioner har en sårbar kraftforsyning. En kan derfor ikke 

utelukke langvarig kraftrasjonering i en landsdel eller et område. Svikt i elektrisitetsforsyningen vil 

påvirke både lasting/lossing, silodrift og produksjon av mel. Også IT og datakommunikasjon kan bli 

berørt. 

Logistikksvikt kan oppstå brått, men det er lite sannsynlig at hele landet vil rammes samtidig. 

Logistikkbrist vil derfor normalt avgrenses til regionale utfordringer og være av relativt kort varighet. 

Noen av scenariene vil berøre distribusjon av tilnærmet alle varekategorier, f. eks. brudd i stamvei eller 

jernbanenettet. Våtere og villere vær som følge av klimaendringer vil gi økte utfordringer for de nasjonale 

transportsystemene sjø- og landverts.15 

De to største anlegga for matmelproduksjon ligger i Vaksdal og i Oslo. Det er liten risiko for at disse skal 

bli rammet av logistikkbrist samtidig. I Nord-Norge er det ingen matmelmøller, men beredskapslager av 

mel tilsvarende 20 dagers forbruk for bakeriene. 

 

Det er forutsatt at en beredskapsordning for matkorn er basert på lagring flere steder i landet. Dersom en 

eller flere lagre skulle bli ødelagt som følge av brann, eksplosjon, terror eller lignende vil andre lagre 

kunne overta forsyningen av regionen. 

En internasjonal militær situasjon som legger hindringer i veien for sjøtransport, vil kunne redusere eller 

stoppe import av korn. Internasjonal logistikkbrist kan i neste omgang føre til tilbudssvikt i det nasjonale 

markedet. 
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15 Cicero Report 2009:04 Konsekvenser av klimaendringer, tilpasning og sårbarhet i Norge. Rapport til 

Klimatilpasningsutvalget  

3.4 Etterspørselssjokk 

Nasjonalt etterspørselssjokk kan oppstå som følge av: 

Hamstring 

Flyktningstrømmer 

Flere av scenariene beskrevet tidligere i kapitlet vil kunne utløse hamstring. 

Avhengig av årsakene til hamstring vil tilsvarende kunne skje i andre land. Det kan i neste omgang 

generere en kortere eller lengre tilbudssvikt av varer. 

Dersom hamstringen kommer på et så tidlig tidspunkt av en mulig krise at lagrene kan fylles opp igjen, 

har hamstringen bidratt til å øke beredskapen. Ved lagring i husholdningene har sammalt mel en ”best før” 

holdbarhetstid på 12 måneder, siktet mel 18 måneder. Kommer derimot hamstringen som resultat av en 

akutt hendelse, kan den bidra til å forsterke krisen. Enda mer dramatisk kan det bli om en krise i f. eks. 

den globale kornforsyningen medfører at mange land starter hamstring. Det vil øke farene for en kollaps i 

markedet. 

Flyktningestrømmer av noe størrelse til Norge vurderes som lite sannsynlig og vil normalt ha lang 

varslingstid. 

3.5 Omlegging av forbruksmønsteret i krisetider 

Kornartene er verdens viktigste vekster som nyttes både til mat og fôr. Korn har også et bredt 

bruksområde, lang holdbarhetstid og er enkel å lagre og derfor godt egnet som beredskapsvare. Denne 

rapporten omhandler i hovedsak hvete, ettersom det er hovedproduktet innen handel med matkorn. 

Importerte fôrvarer består for det meste av soya og mais, i tillegg til supplement av fôrkorn når norsk 

produksjon er for lav til å dekke etterspørselen. En global svikt i hvetemarkedet vil ofte også innebære 

svikt for andre planteprodukter. Det kan gi mangel på fôr og i verste fall medføre behov for nedslakting 

av husdyr. Først og fremst vil det gå utover de kraftfôrkrevende husdyrslaga som svin og fjørfe. I dag 

importerer Norge 20-30 % av kraftfôrråvarene. Tar en med importert soya som bearbeides i Norge, øker 

andelen med ytterligere 10 prosentpoeng.  For de andre husdyrslag kan en øke grovfôrandelen med økt 

utnyttelse av beiteressursene, selv om det vil gi redusert produksjon pr. enhet. 

Alvorligheten i scenariene beskrevet over kan variere. Svikt som følge av nasjonale årsaker kan normalt 

kompenseres ved import uten at eventuelle beredskapslagre trenger å røres. De mest alvorlige scenariene 

oppstår ved tilbudssvikt som følge av internasjonale hendelser i kombinasjon med nasjonale kriser. 

Tilbudssvikt på matkorn som skyldes enkelte av årsakene nevnt over, kan i noen grad erstattes med 

alternative planteprodukter. Etter f. eks. en atomulykke eller vulkanutbrudd vil imidlertid alle 

planteproduksjoner i berørte områder bli rammet. Det vil også ramme husdyrproduksjonen og vil kunne 

strekke seg over flere år. 

Sjømat bidrar til matsikkerhet både nasjonalt og globalt. Det finnes betydelige marine ressurser både i 
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oppdrettsanlegg og fra kyst- og havfiske. Fisk i mærer kan slaktes gjennom hele året. Hoveddelen av 

villfiske (både kystnært og pelagisk) skjer tidlig på året. En del legges imidlertid på fryselager for salg 

gjennom året. Torsk kan fiskes hele 

året. En del av fôrgrunnlaget for oppdrettsfisken består av importerte fôrråvarer fra både hav og landbruk. 

Andelen vegetabiler i norskprodusert fiskefôr har økt fra 44 % i 2002 til 58 % i 2010 og andelen er iflg. 

FHL økende.16 Det er særlig soya og soya- og rapsolje som brukes. Oppdrettsfisken vil derfor kunne 

rammes på tilsvarende måte som husdyrproduksjon ved en eventuell forsyningskrise. Villfisk påvirkes 

ikke av slike forhold. Det vil være en noe mer krevende logistikk for sjømat dersom denne i 

krisesituasjoner skal erstatte mel/bakevarer. Det skyldes bl.a. kravene til uavbrutt kjøle- eller fryselinje. 

Det vil også være en utfordrende situasjon politisk/sosialt om det i perioder ikke er mel eller brød i 

butikkhyllene, spesielt for kriser av kortere varighet (under 6 måneder). For lengre kriser (jf. formålet for 

beredskapslagringen i kap. 4) vil det være større forståelse i befolkningen for manglende tilgjengelighet 

av spesielle varegrupper. 

I dag bruker vi kun 1 % av det norske bygget til mat, det øvrige går til fôr. Her ligger det et potensial, men 

det vil medføre økt importbehov for alternativt fôr eller at man reduserer eller endrer husdyrholdet. Videre 

er det begrensede muligheter for bruk av bygg i     gjæret brød, så også her blir det utfordringer med 

kostholdsendringer. SLF har ikke gått nærmere inn på dette i denne rapporten. 

Redusert bruk av korn til biodrivstoff kan også lette forsyningsforholdene for mat- og fôrkorn. Dette 

fordrer mest sannsynlig statlige reguleringer i produksjonslandene, i første rekke USA, bl.a. slik at 

leveringskontrakter kan avvikles. Tiltaket vil derfor først være aktuelt ved kriser av lengre varighet. 

Lengden på eventuelle kriser vil påvirke omfanget av omlegging av kostholdet. Omlegging som følge av 

lengre kriser er ikke drøftet nærmere i denne rapporten, jf. formålet med beredskapsordningen (kap. 4). 

3.6  Økt usikkerhet og uforutsigbarhet i det globale kornmarkedet forsterker beredskapsbehovet 

Avlingsnivå og kvalitet på de norske kornavlingene har de siste årene vist økt ustabilitet. Dette øker 

avhengigheten av import. Avlingssvikt hos flere av de tradisjonelt store eksportørene har de seinere årene 

resultert i periodevis svikt i utbudet og historisk høye kornpriser. Andre scenarier beskrevet i denne 

rapporten kan gi svikt for lengre perioder. 

Strategien med import kan i visse situasjoner komme i konflikt med andre lands behov for å ivareta en 

minimum tilgang av matvarer til egen befolkning. Et rikt land som Norge     vil med sin sterke 

økonomi kunne overby andre kjøpere for å sikre det relativt beskjedne kvantum vi trenger. Dette reiser 

etiske problemstillinger, men de er ikke nærmere drøftet i denne rapporten. 

Et alternativ kan være å inngå eksklusive avtaler med produsenter av matkorn som gir oss førsteretten til 

korn i krisetider. Dette er ikke vurdert nærmere i denne rapporten, men må antas å ha handelspolitiske 

konsekvenser og medføre høyere priser på kornet også i normale situasjoner. 

16 http://www.fhl.no/getfile.php/DOKUMENTER/Miljorapport_2010_final_lowres.pdf 

SLF har ikke grunnlag for å vekte momentene omtalt i denne rapporten som grunnlag for om det bør 
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gjeninnføres en beredskapsordning på matkorn. Det er imidlertid et faktum at flere av dem peker i samme 

retning mot økt usikkerhet og uforutsigbarhet i det globale kornmarkedet.  Risikosituasjonen for 

kornforsyningen har etter SLFs vurdering, blitt forsterket etter 2003. Det er også grunn til å reise tvil om 

markedet vil fungere uforstyrret i krisesituasjoner slik dagens strategi legger til grunn. 

Samtidig er det i dag større oppmerksomhet om risiko og beredskap. Samfunnets holdninger til nasjonal 

matsikkerhet og hva som er akseptabelt risiko- eller sikkerhetsnivå, er avgjørende for hvordan en følger 

opp trender som beskrevet over. Økt risiko møtes normalt med økt beredskap. 

SLF vurderer at endringene samlet sett er av et slikt omfang at det bør gjeninnføres en ordning med 

beredskapslagring av mathvete. 

 

第 4 章 食料安全保障のための重要項目とはの原文引用文（ノルウェー語） 

4.1  Historisk bakgrunn for matforsyningen 

Det er rimelig å forvente en viss robusthet i den enkelte husholdning, og at den enkelte må kunne klare 

seg selv noen dager før myndighetene iverksetter tiltak. I forbindelse med årtusenskiftet, produserte det 

daværende Direktoratet for sivilt beredskap en brosjyre med råd om hva husholdningene burde ha av 

matvarer og andre livsnødvendigheter. Med etableringen av en ny nasjonal kriseweb ser utvalget det som 

naturlig at spørsmålet om en slik brosjyre på nett blir vurdert.  

Utvalget vil understreke viktigheten av å opprettholde en tilfredsstillende nasjonal matvareproduksjon ut 

fra et sikkerhetsperspektiv.  

Utvalget anbefaler at det innenfor det formaliserte samarbeidet mellom Nærings- og 

handelsdepartementet og de største matvaredistributørene arbeides for å identifisere sårbarhet i kritisk 

infrastruktur som matforsyningen er avhengig av, slik at svakheter kan videreformidles til rette 

fagmyndighet og så langt som mulig minimaliseres. 

Norge hadde tidligere egne ordninger for beredskapslagring og rasjonering av matvarer. Bortfall av 

avsperringsscenariet og en generelt god forsyningssituasjon har ført til at beredskapslagringen er sterkt 

redusert og rasjoneringsordningen avviklet. Beredskapslagringen har dessuten gått fra å være råvarebasert 

til bare å omfatte matvarer som kan brukes så å si umiddelbart. Den dekker 10 dagers kaloribehov for 

befolkningen i Nord-Norge nord for Ofoten. I tillegg arbeides det med etablering av planer for 

lageroppbygging av matvarer og et opplegg for å etablere ekstra lagerkapasitet. 

Landbruksbaserte matvarer utgjør en vesentlig del av norsk matvareforbruk. På 1980- og 1990-tallet har 

norskprodusert andel av energiforbruket ligget på mellom 40 % og 50 %. For meieriprodukter og kjøtt er 

andelen nær 100 % mens den for korn har variert mellom 15 % og 50 %. Norsk produksjon av matkorn 

dekker i normalår mellom 40 % og 50 % av landets forbruk. Bruken av norsk hvete innebærer en buffer 

mot endring i markedstilgangen, fordi det er mulig å justere ned kvalitetskravene for mathvete. Dette er et 

egnet virkemiddel i forhold til å ivareta liv og helse. 90 % av all fisk og sjømat som landes og foredles i 

Norge eksporteres. Dette gir en viss fleksibilitet ved svikt i tilgangen av andre varer. 
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Velfungerende logistikksystemer hos matvaredistributørene er avgjørende for matvareforsyningene i 

Norge. ECON viser til at brist i norsk logistikk kan oppstå for eksempel ved at transportruter brytes 

(veger, havner, jernbane) eller ved at styringssystemer for logistikken svikter, for eksempel ved bortfall av 

elektronisk kommunikasjon eller strømforsyning.5 I utvalgets møter med matvaredistributørene er det 

orientert om at matvareforsyning som system er avhengig av en rekke andre infrastrukturer. For at 

matvareproduksjon og -distribusjon skal kunne foregå som normalt er man avhengig av åpne veger, 

tilfredsstillende vannforsyning, stabil strømforsyning, fungerende elektronisk kommunikasjonssystemer 

og nøkkelarbeidskraft. 

Statens landbruksforvaltning (SLF) fikk i tildelingsbrev av 06.07.2012 fra Landbruks- og 

matdepartementets i oppdrag å utrede behovet for å gjeninnføre en ordning med beredskapslagring av 

matkorn. I tillegg skulle utredningen inneholde forslag til hvordan en slik ordning kunne utformes. 

Ur Rapport om beredskapslagring av matkorn 2013 

Krav om beredskapslagring av matkorn og mel var nedfelt i kornloven av 1928. Fram til 1995 skulle 

beholdningene dekke ett års forbruk av korn. Kravet ble da endret til 6 måneders normalt forbruk. I 2003 

ble ordningen avviklet og erstattet med en begrenset lagerordning for mel tilsvarende 20 dagers forbruk 

av mel til bakeribransjen nord for Ofoten/Vestfjorden.  

De nasjonale vurderinger knyttet til matberedskap er i dag basert på at nasjonal produksjon og import 

langt på vei kan opprettholdes i kriser. Det er i disse lagt til grunn at vi som nasjon ikke vil bli avstengt og 

at en globalisert økonomi medfører at handelen internasjonalt vil foregå tilnærmet normalt i alle typer 

kriser. SLF har i vurderingene lagt særlig vekt på om det er skjedd endringer etter 2003 som påvirker 

risikobildet for matforsyningssikkerheten for matkorn. 

De siste årene har vist at produksjon av norsk korn, og matkorn i særdeleshet, kan svinge betydelig fra et 

år til et annet. Det øker avhengigheten av import. 

Mer usikker tilgang på hvete internasjonalt 

Internasjonalt er det forventet økt etterspørsel etter korn som følge av befolkningsvekst og økt 

levestandard. I tillegg vil begrensninger i produksjonspotensialet bidra til å presse hveteprisene oppover 

over tid. Avlingssvikt som følge av tørke, kraftig regn, sykdomsangrep eller annet fører jevnlig til kraftige 

prissvingninger 

De fleste prognoser for klimaendringer gir indikasjoner på at forholdene for matproduksjon i fleste deler 

av verden blir dårligere og mer krevende. For Norge vil de potensielle klimaeffektene kunne virke både 

positivt og negativt på matproduksjonen. Det er derfor grunn til å tro at klimaendringer nasjonalt ikke i 

nevneverdig grad vil påvirke omfanget på produksjon av matkorn. Andre effekter av klimaendringer, 

blant annet påvirkning på transportsystemene, kan imidlertid få større betydning.  

 

Tilgang på vann kan bli en kritisk faktor for den globale matproduksjon. Verdens matproduksjon har økt 

betydelig de siste 20 åra, og FAO forventer også at den øker framover. Imidlertid er deler av økningen i 
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flere området basert på overpumping av grunnvann. Den positive avlingseffekten kan derfor avta innen få 

år. Landbruket står i dag for om lag 70 % av det globale vannforbruket. 

 

Hvete har historisk vært den landbruksvaren det har vært handlet mest med, men har de senere årene blitt 

forbigått av soya og annet fôrkorn, hvor både produksjon og etterspørsel vokser kraftig. De siste årene har 

vist at flere av verdens kornhandlere er villige til å innføre eksportrestriksjoner når de mener det er 

påkrevet. Verdens kornlagre har fra tusenårsskiftet vist en tydelig nedadgående trend og tilsvarer i dag 

mindre enn 70 dagers forbruk. Det knytter seg også  usikkerhet til om de mest folkerike landene i 

verden, Kina og India, framover vil bli sjølforsynte med mat eller må importere. 

4.2 logistikk  

Samfunnsfunksjonen matvareforsyning omfatter en rekke næringer innenfor landbruk, fiskeri- og 

akvakultur, videreforedling og - omsetning. Risikoog sårbarhetsanalyser utført siden begynnelsen av 

1990-tallet har vist at alle disse elementene må være til stede for at målsettingene om tilnærmet normale 

matvareforsyninger også i kriser skal kunne nås. De samme analysene har imidlertid ut fra  

det aktuelle krisescenariet konkludert med at det må etableres et særskilt forum for matvaredistribusjon 

knyttet til Nærings- og handelsdepartementets kriseorganisasjon for å møte de mest aktuelle 

forsyningsproblemene. Det vurderes fortløpende om det er behov for å utvide dette forumet, eller om det 

skal inngås tilsvarende samarbeid med aktører innenfor andre deler av matvareforsyningskjeden. 

Distribusjon og omsetning av dagligvarer i Norge i dag foregår for en stor del gjennom fire 

grossistsammenslutninger: Norgesgruppen, Coop Norge, ICA Norge AS og Rema 1000. Fra 1990 har 

kjedene som er tilknyttet grossistsammenslutningene økt sin markedsandel fra rundt 50 % av 

detaljomsetningen av matvarer til 99 %. Norges Colonialgrossisters Forbund opplyser at 

dagligvaremarkedet omsetter for om lag 113 milliarder kroner årlig i 2004. I tillegg omsettes det en del 

dagligvarer i kiosker og på bensinstasjoner. Distribusjon av landbruksbaserte ferskvarer til detaljister går i 

all hovedsak gjennom Landbrukets ferskvaredistribusjon. Det foregår også en del direktedistribusjon av 

andre varer som f eks fersk fisk og fiskeprodukter. 

Andre varer som f eks fersk fisk og fiskeprodukter.  

I etterkrigstiden har vi sett en økende grad av sentralisering og strukturkonsentrasjon innen varehandelen. 

Totalt har det vært en nedgang fra om lag 9 000 dagligvareforretninger på slutten av 1970-tallet til om lag 

4 400 i dag.6 Mens antallet dagligvarebutikker har minket, har butikkene også blitt større.7 Reduksjon av 

antall butikker har medført økte avstander og dermed større avhengighet av transport for kundene. En 

annen utvikling fra 1970-tallet er etableringen av et lavprismarked. 

Aktørene i dagligvaremarkedet har organisert sine logistikksystemer slik at kostnadene i logistikkjeden 

reduseres. Alle grossistsammenslutningene benytter samlasteterminaler i Osloområdet til omlasting av 

varer fra leverandørene til biler som kjører til regionale lagre, men enkelte har også sentrale lagre. 

Det har vært en vertikal integrering fra produsent, grossist og detaljist, hvor produsent og detaljist inngår 
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forpliktende kontrakter med detaljist.8 Sammenslutningene har dessuten i større grad tatt kontroll med 

den fysiske varestrømmen fra produksjonssted til butikk. En stor del av varene går direkte fra fabrikk til 

butikk uten mellomlagring. Man forsøker å rendyrke just-in-time prinsippet. Det er effektivt og rasjonelt, 

og lageret er for en stor del på paller i butikken. Ingen av sammenslutningene sitter på spesielle 

beredskapslagre. 

Sentralisering av lagre og produksjonsanlegg har medført økt behov for transport. Transport fungerer også 

som lager og sånn sett er det meste av lagerbeholdningen på hjul. Sammenslutningene kjøper for en stor 

del transporttjenester av tredjepartsleverandør. Dette gjelder i særlig grad transport inn til terminal og 

lager. 

Det tilstrebes så høy punktlighet som mulig i leveransene til butikkene. Leveransene fra 

dagligvaregrossistene skjer etter faste ruter og kjøreplaner hvor leveransene til den enkelte butikk skjer på 

bestemte dager og innenfor et gitt tidsvindu. Butikkene har begrensede lagre og vil ofte kunne oppleve 

mangel på enkelte varer ved forsinkelser utover 1 – 2 dager. Det er på bakgrunn av dette at 

veginfrastrukturen er et sårbart punkt i logistikkjeden.9 En relativt stor nedgang de siste årene i antall 

meierier og slakterier har økt avhengigheten av transport. Et vedvarende strømbrudd er også en situasjon 

som kan skape store problemer for dagligvaregrossistene. 

I normalsituasjoner håndterer næringen store sesongvariasjoner i etterspørselen, for eksempel ved 

ferieavvikling, men dette er avvik som kjedene har kunnet planlegge for å håndtere. Forsyningssystemet 

er sårbart i forhold til etterspørselssjokk, som for ekempel ved hamstring. Dette har blant annet vist seg 

under streiker og lignende. Det tar kort tid før butikkhyllene blir tomme for enkelte varer. 

Dagligvarebransjen har imidlertid gitt uttrykk for at dens logistikksystemer er meget fleksible. I 

krisesituasjoner vil den kunne øke volumet gjennom egne systemer betraktelig. 

Beskrivelse av eierforhold og organisering 

Landbruks- og matdepartementet (LMD) (produksjon, foredling, matsikkerhet), Nærings- og 

handelsdepartementet (NHD) (foredling, distribusjon) og Fiskeri- og kystdepartementet (FKD) 

(produksjon, foredling, matsikkerhet), er departementer med ansvar for ulike deler av matvareforsyningen. 

NHD har koordineringsansvar for matvareberedskap og administrerer Rådet for matvareberedskap. I dette 

rådet er alle de fire grossistsammenslutningene og Landbrukets ferskvaredistribusjon medlemmer. 

I samarbeid med LMD og FKD har NHD gjennomført flere risiko- og sårbarhetsanalyser knyttet til 

forsyningssituasjonen for matvarer. Det arbeides nå med oppfølging av en risiko- og sårbarhetsanalyse fra 

2002 for dagligvareforsyningen til Nord-Norge. 

4.3 Utvalgets vurderinger og anbefalinger 

Det er lite sannsynlig med store avbrudd i matforsyningen. Derimot er sannsynligheten for mindre 

avbrudd større. I en slik sammenheng er det viktig å vise til at den enkelte av oss som forbruker har et 

ansvar for å tenke gjennom hvilke varer vi kan ha bruk for i den nærmeste fremtid, og eventuelt ta høyde 

for uforutsette hendelser. Det er rimelig å forvente en viss robusthet i den enkelte husholdning, og at den 
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enkelte må kunne klare seg selv noen dager før myndighetene iverksetter tiltak. 

 

I forbindelse med årtusenskiftet produserte det daværende Direktoratet for sivilt beredskap en brosjyre 

med råd om hva husholdningene burde ha av matvarer og andre livsnødvendigheter. Med etableringen av 

en ny nasjonal kriseweb ser utvalget det som naturlig at spørsmålet om en slik brosjyre på nett blir 

vurdert. 

Utvalget ønsker også å vise til at matvarer dekker helt grunnleggende behov i befolkningen. Det vil derfor 

ikke være heldig å sette seg i en posisjon hvor landet i utstrakt grad gjør seg avhengig av import. Selv om 

sannsynligheten for større avbrudd i matvareforsyningen er svært liten, er konsekvensen av et større 

bortfall så stor at utvalget vil understreke viktigheten av å opprettholde tilfredsstillende nasjonal 

matvareproduksjon ut fra et sikkerhetsperspektiv. Det vil ta svært lang tid å bygge opp en tilfredsstillende 

kapasitet blant annet i landbruket, hvis den først er bygget ned. 

Utvalget anbefaler at det innenfor det formaliserte samarbeidet mellom Nærings- og 

handelsdepartementet og de største matvaredistributørene arbeides for å identifisere sårbarhet i kritisk 

infrastruktur som matforsyningen er avhengig av, slik at svakheter kan videreformidles til rette 

fagmyndighet og så langt som mulig minimaliseres. 

4.4  SLF anbefaler å gjeninnføre beredskapslager 

SLF har ikke grunnlag for å vekte hvert enkelt av momentene omtalt i denne rapporten som grunnlag for 

om det bør gjeninnføres en beredskapsordning på matkorn eller ikke. Det er imidlertid et faktum at en 

rekke av dem entydig peker i samme retning, mot økt usikkerhet og uforutsigbarhet i det globale 

kornmarkedet. De bekrefter derfor en endret risikosituasjon for kornforsyningen siden 2003. Samtidig er 

det i dag økt oppmerksomhet om risiko og beredskap. Samfunnets holdninger til nasjonal matsikkerhet og 

hva som er akseptabelt risiko- eller sikkerhetsnivå, er avgjørende for hvordan en følger opp trender som 

beskrevet over. Økt risiko møtes normalt med økt beredskap. Det er også grunn til å reise tvil om 

markedet vil fungere uforstyrret i krisesituasjoner.  

SLF vurderer at endringene samlet sett er av et slikt omfang at det bør gjeninnføres en ordning med 

beredskapslagring av mathvete i Norge. Vi vil i denne sammenheng også peke på at korn er en vare med 

lang holdbarhetstid og er enkel å lagre. Den er derfor godt egnet som basisvare i beredskapssammenheng. 

Målet med beredskapsordningen er å opprettholde tilnærmet normal forsyning av mathvete til det norske 

markedet ved korte eller mellomlange forsyningskriser. Ved kriser av lengre varighet (> 6 måneder) skal 

beredskapslagrene gi myndigheter og befolkningen tid til å iverksette nødvendige tiltak innen 

matforsyningen. 

 

Det legges til grunn at en eventuell etablering av beredskapsordning på matkorn ikke berører dagens 

ordning med mellager i Nord-Norge. Måletidspunktet for lagerbeholdninger bør være det tidspunktet de 

normalt er lavest, dvs. at det nyttes 30. juni (1. juli) som måletidspunkt. Ettersom en global 
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forsyningskrise på matkorn antas å ramme importen av bearbeidede produkter basert på de samme 

kornartene på tilsvarende måte, bør disse regnes med i det forbruket som et eventuelt beredskapslager 

skal dekke. Videre mener SLF at et lager tilsvarende minimum 6 måneders forbruk vil gi akseptabel 

sikkerhet. Med disse forutsetninger må beredskapslagrene romme ca. 103 000 tonn matkorn. 

SLF tilrår videre at kornet i beredskapslagrene legges inn i separate celler slik at det fysisk holdes adskilt 

fra aktørenes kommersielle lagre. I den tidligere beredskapsordningen mellom 1995 og 2003 var det 

aktørene som eide beredskapskornet. SLF tilrår at dette prinsippet legges til grunn også ved en eventuell 

gjeninnføring av beredskapslagring. Det innebærer at aktørene pålegges ansvar for innkjøp av varen og 

står ansvarlige for lagringen og kvaliteten, mens staten betaler godtgjørelse for lossing/lasting, lagerleie, 

svinn, kapitalbinding, prisgaranti mm. Skulle staten stått som eier av kornet, måtte staten hatt et apparat 

for og kompetanse innen handel med korn. Det er ikke på plass i dag. 

Ordningen med beredskapslagring slik den tilrås utformet i denne rapporten, må legges ut på 

internasjonalt anbud. Lagrene skal imidlertid fysisk ligge i Norge. Kornet kan i utgangspunktet lagres hos 

alle som oppfyller bestemte kriterier og som er konkurransedyktig på pris. En del steder vil imidlertid ha 

vesentlige konkurransemessige fortrinn ut fra lagrenes plassering for lossing/lasting og bruk av kornet. 

Det forutsettes også en viss geografisk spredning av lagrene. 
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