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人畜共通の病原体とも言えるコロナウィルスによる感染症で，「SARS」という言葉が世

界を駆け巡っている時，本稿の題名をペストとせず，敢えて「PLAGUE」という英文名と

した。ペストという病気は，昔日本では黒死病と呼ばれていた。それは死亡例では血液中

に菌が入っていることが多く，皮下出血した跡が黒ずんで見えることから来たのであろう。

元来は野鼠その他の齧歯類の疾病であって，それが蚤を媒介者として人間に感染を起こ

すことから，人畜共通病原体による感染症と言える。

1894 年香港におけるペスト大流行に際し，当時伝染病研究所長であった祖父北里柴三

郎は，東大医学部青山教授らと共に，調査のため政府より派遣を命ぜられた。一行６人は，

６月５日横浜港を出港，一週間かかって香港へ到着した。６月 14 日にはペストで死亡し

た屍体を提供して貰い，青山教授が解剖した臓器中の菌と血液中の菌について，柴三郎は，

持参の顕微鏡を用い研究を開始した。

臓器中の菌はやや大き目だが不揃いで，血液中の菌は形は小さいが揃っていることに気

付いた。そこで，「臓器中の菌は血液中の菌の老廃形（INVOLUTIONS FORM）である。」とい

う仮説を立てて臓器の試料を棄却し，いち早く血液中からペスト菌を発見することが出来た。

目的を達するため，二兎を追わず，仮説を立てて一方を棄却し，早く結果を出すという

手法は，研究のみならず経営上の判断にも役立ち，社員教育等でも使える貴重な遺訓とな

っている。

香港滞在二週間で日本調査団は，基礎，

臨床両面で輝かしい成果を上げたので，

６月 28 日に香港政府の招きにより，役

人や日本領事，そして英国人医師 10 数

人と共に宴を催した。しかし翌日になり，

青山教授と石神博士が発熱，ペスト罹患

が確認された。直ちに病院船ハイジェイ

ア号に両氏は収容されたが，容態は悪化

し危篤状態が続き，一進一退を繰り返し

漸く快方に向かったのを見届けてから，

柴三郎は７月 19 日香港発客船ベロナ号

PLAGUE
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＊当研究所参与

（左写真）北里柴三郎が香港で使用していた顕微鏡
（右写真）ペスト菌の顕微鏡写真（北里研究所所蔵）
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にて帰国の途に着いた。

余談であるが，柴三郎が日本から持参した

実験用具総てを市民病院を通じ，香港保健省

に寄贈して来た。写真の顕微鏡は後に保健省

で展示されるようになり，その説明には「北

里柴三郎先生が，ペスト菌を発見した時に使

用していた顕微鏡」（香港保健省・臨床病理

学部所蔵）と書かれていた。1994 年のペス

ト菌発見 100 周年を機に，日本への移管を希

望し，香港を訪れたが，移転先と言われていた

医学博物館にも見当たらず現在に至っている。

柴三郎は一ヶ月に亘るペストとの戦いと，ペスト菌発見に貢献する等の功績が認められ，

その後国内外でペストが流行すると，講演の依頼や予防状況視察のため，各地から派遣を

要請されるようになった。

1911 年中国東北部で流行した時，「長春防疫局疫症院」を視察している写真が北里研究

所に所蔵されている。この光景は現在の SARS 感染地域で見られるものと極めて類似し

ているように思われてならない。

視察後当地で講話を行っているので，その一部を紹介すると，「このペストという病気

は千数百年前から世界の或る部分にあり，中国雲南地方とインドのヒマラヤ地方及びアフ

リカの一部と言われる。13 世紀の終わりから 14 世紀に掛けて，ヨーロッパで流行したペ

ストは猛威を振るい，5 ～ 6 年の間に 2500 万人の死者を出したと記録されている。1894

年香港流行以来のことは皆さんご承知の通りだが，欧州人を恐怖に陥れたところの激烈な

伝染病である事が解った。そして，その病原体は一種の細菌であり，患者の患部その他内

臓諸器内には必ずこの細菌があるということが明らかになった。感染経路は二通りあり，

皮膚と呼吸器である。皮膚から入る場合，一寸したささくれのような傷からもペスト菌は

脈管を通り腺ペストを起こす。一方呼吸器から入る場合は肺ペストを起こすと思われる。

香港で腺ペストが流行した時，我々が行って見ると多数のネズミの死骸が市街に棄ててあ

った。そこで斃鼠体中の菌を調べて見ると，人体中の菌と全て一致した。

19 世紀末日本の関西地方でも同様な現象があった。世界中でこの様な現象が起こり，

ペストは初めネズミの間に流行し，その後蚤を媒介して人に伝播して来るということは間

違いない。そこで我々が腺ペストを予防撲滅するには，第一にネズミを絶滅させなければ

ならないと言う事に，各国とも一致したのである。（以下略）」と述べている。

最近社会的問題になっている BSE とクロイツフェルト・ヤコブ病の病原体は一致しな

いと言われているものの，いずれも異常プリオンが病原体である事。そして SARS の病

原体も，動物に見られるコロナウィルスの一種であることから，農林水産省も厚生労働省

も加わるような国家プロジェクトが組まれることを切望する次第である。

新興・再興感染症が世界規模で社会的問題になっていることを考えると，北里柴三郎生

誕 150 年という周年を機に，感染症対策の原点を見詰め直すことも肝要と考える。

長春におけるペスト予防状況視察
（写真左から二番目が北里柴三郎）
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１．問題の所在

本稿の目的は，遺伝子組換え作物（以下，GM 作物）由来の食品に対する表示義務が

1999 年 8 月に決定されて以降，アメリカから日本への大豆やトウモロコシの輸入にどの

ような変化が生じてきたのか，またその変化は，アメリカと日本における穀物フードシス

テム全体の変化とどのように関連づけることができるのかについて明らかにすることにあ

る。特に，99 年 8 月以降，非遺伝子組換え作物（以下，Non-GM 作物）の需要が大きく

なったことで，従来の大量流通を基本とする穀物フードシステムにおいて，分別流通管理

（以下，IP ハンドリング）が必要となったことで，どのような影響があったのか。いわば，

こうした IP ハンドリングを契機とした穀物フードシステムの新展開を明らかにすること

が本稿の課題である。

そもそもこうした IP ハンドリングという穀物流通の方式は，最近始まった現象ではな

く，品種毎の流通が求められる種子や，特定用途に用いられる比較的小口の農産物流通

（例えば，ポップコーン用トウモロコシ）において，かなり以前から見られた現象であっ

た。この IP ハンドリングは，バイオテクノロジーの展開を契機として，いまや非常に重

要な流通方式となってきた。これには２面性がある。一つは，品質面や栄養面で特性を有

する遺伝子組換え作物が登場してきた点である。これらの付加価値製品に対しては，一般

の農産物と分別して流通させなければ，そのメリットが流通過程で失われてしまうことに

なるからである。もう一つの側面は，アメリカのようにGM作物が広範に普及している中

にあって，一般のGM作物から，Non-GM作物のみを分離して，これを流通させるために

必要となってきているという面である。現在では，GM 作物そのものを回避しようと

Non-GM 作物に対する需要の存在があり，IP ハンドリングによる流通が不可欠となって

いる。本稿で主として扱うのは，この後者の面である。

以下では，Non-GMO の IP ハンドリングがその生産国アメリカから，輸入・消費国で

ある日本にいたるまでの穀物フードシステムにもたらした影響の概要と分析結果について

述べる。なお，ここでの分析対象期間は，1999 年から 2001 年までであり，それ以降も

立川　雅司 

遺伝子組換え作物と 
穀物フードシステムの新展開 
――農業・食料社会学的アプローチ―― 

本研究は，農林水産政策研究叢書第４号『遺伝子組換え作物と穀物フードシステムの新展開――農業・食料社会学

的アプローチ――』として刊行予定（平成 15 年 11 月）である。
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様々な展開が見られているものの，これらについては今後別稿を準備する予定である。

２．アメリカ国内における IP ハンドリングへの対応

1999 年 8 月に農林水産省が GMO に関連する食品に対して表示義務導入を決定して以

降，Non-GMO シフトが進み，義務表示対象の食品についてはほとんど全てが IP ハンド

リングされた Non-GMO に置き換わった。（他方，大豆やトウモロコシにおいて，その使

途の大宗を占める飼料用や搾油用に関しては，Non-GMOへのシフトは一部にとどまって

おり，目立った動きはない。）

こうした動きがアメリカにおける穀物の生産流通にどのような影響をもたらしたのであ

ろうか。アメリカの生産者や流通業者に対する影響・意義としては，以下の４点が指摘で

きる。

第１に，IP ハンドリングが様々な顕在的・潜在的なコスト上昇をもたらしていること

である。コストの発生とその程度に関しては，生産者や穀物集出荷施設の設備状況などに

よって左右され，一律ではないものの，現在の穀物価格の水準と比較すれば，約１割から

２割程度のコストアップをもたらしているといえよう。このコストアップは，次項で見る

ように日本への輸入原料のコストアップとなって表れている。もっとも，こうしたコスト

アップが直接末端価格にまで転嫁されず，中間段階で吸収可能となっているのは，穀物価

格が記録的な低迷を続けていたという状況の中だからということもできよう。

第２に，生産者の間ではこうしたプレミアム獲得を農場経営戦略の一つと位置づけ，積

極的に契約生産に関わっていこうとする動きがある。特に，上記に述べたように穀物価格

の低迷下では，こうしたプレミアムを追求することに熱心にならざるを得ないといえる。

生産者サイドでも，むしろ積極的に保管施設を拡充するなどの対応を行っており，IP ハ

ンドリングを前提として，今後の経営戦略が展望されているといえよう。

第３に，こうした IP ハンドリングを契機として，生産者が契約生産に参画する機会が

増大している。これまで穀物生産においては，契約生産を行う例は非常に限定されていた。

たしかに，Non-GMOの流通量も全体から見れば１～２％程度でしかないが，契約を通じ

て取り引きされる穀物数量が，これを機に大きく増大したのは間違いない。こうした契約

生産の増大は，フードシステム主体間の垂直的調整の増大が穀物生産においても進行して

いることを意味する。そうした変化は，基本的に参入退出が自由なオープンでスポット的

な取引を基調としてきたこれまでのバルク農産物における生産流通のあり方を根本的に変

化させる現象といえよう。

最後の点は，上記の点と表裏一体の関係にあるが，Non-GMOに関わる生産者の組織化

が進んでいるという点である。それは次のような事情による。すなわち，従来の穀物売買

がスポット的な取引であったのに対して，垂直的な調整によって契約生産・流通の役割が

重要になる。特に，Non-GM農産物は食品仕向けに多く見られることから，生産における

品質管理が重視される。従って，生産契約の内容も単なる数量や受け渡し日時の設定だけ
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でなく，品質成分に関わる詳細な規格が需用者から求められる。こうした品質面での要求

に応えるためには，生産者に対する教育・啓発，技術情報提供などが鍵を握ることとなり，

結果的にこれらを徹底させるための組織作りにも各主体が熱心に取り組むことになってい

る。前者の契約への参加機会を垂直的ネットワークへの参加と考えるならば，こうした生

産者間における組織化の進展は水平的ネットワークの形成と理解することもできよう。一

般に，契約や IP ハンドリングでは垂直的な関係変化にのみ注意が向けられる傾向がある

ものの，こうした地域内での水平的な関係も同時に変化が生じている点は注目に値すると

考えられる。

このほか，アメリカの生産段階や流通段階に焦点を当て，IP コストの発生とその背景，

また生産者への品質管理の徹底や流通業者との間での物流上の調整など，IP ハンドリン

グが従来のバルク流通を前提とした主体間関係に大きな変化をもたらした点についても注

目する必要があるだろう。要するに，契約生産や契約流通を契機とした垂直的な関係の構

築と共に，品質管理や新たな市場機会獲得のために生産者間で組織化が進展するなど，垂

直的，水平的両面での主体間関係の変化が生まれたとここでは結論づけることができよう。

こうした動きに撹乱要因をもたらしたのが 2000 年秋に発生したスターリンク事件であ

ったといえるが，この事件はアメリカ国内においては大きな影響を及ぼしてはいない。影

響を及ぼしたのは，むしろ海外市場であり，この事件を契機として IP ハンドリングにお

ける検査プロトコルの政府間協議などが進展した。そして食品用トウモロコシをめぐって

は，アメリカ以外からの調達が増大し，日米間のトウモロコシ貿易構造に部分的ではある

が変化が生じたといえよう。

３．IP ハンドリングが国内の穀物フードシステムにもたらした影響

次にアメリカから IP ハンドリングされた穀物が日本の実需者（加工メーカーや畜産業

者）に届くまでの過程に注目し，IP ハンドリングの日本国内への影響とその背景要因に

ついて述べよう。具体的品目としては，豆腐，コーングリッツ，コーンスターチ，トウモ

ロコシ飼料などを中心として，関連業界の IP ハンドリング対応とそれに伴うコスト発生

のメカニズムに関して以下に述べる。また IP コストの転嫁状況が末端最終製品価格にま

で転嫁されていない状況に関しても，その背景を①技術的要因，②制度的要因，③産業組

織的要因の３要因の総合的理解によって把握できることを示す。以下では，これらの３要

因の中身とこれらに注目する理由について述べた上で，IP コスト発生の経緯とその帰結

に関して，研究を通じて得られた知見を紹介する。

第１の技術的要因には，GMO検出技術や，IP ハンドリングする上でのテクニカルな要

因が含まれる。例えば，トウモロコシと大豆に関しては GM品種（event）の数において

相違があるために，GMO検出の容易さで両者に大きな違いがある（トウモロコシにおい

て困難さが大きい）。またグリッツとスターチ，さらには油など加工度の相違によっても

GMO検出の容易さが異なる（従って検査に用いる手法も異なる）。また IP ハンドリング
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においては，流通過程でコンテナを使用するか，バルク輸送船を利用するかによって IP

精度（およびコスト）が大きく異なる。こうした理由から技術的要因を考慮する。

第２の制度的要因としては，GMO表示義務の対象かどうか，あるいは表示義務となっ

ている場合に許容される「意図せざる混入」の水準が挙げられる。例えば，食品と飼料，

食品においても油や異性化糖など非対象品目と，豆腐やグリッツ，スターチなどの対象品

目において関連業界の対応が異なるのは当然であろう。また日本では意図せざる混入を

５％としており，この点は大豆とトウモロコシにおいて差がない。しかし，国際的にはオ

ーストラリア・ニュージーランドにおける１％，韓国での３％などと差異が存在し，食品

の輸出入に関わる場合には，各国の基準を考慮しなければならない。こうした制度的要因

を考慮する必要があると考えられる。

最後に第３の産業構造ないし産業組織要因は，生産から流通，加工，小売にいたる各段

階における産業構造を指すが，日本における IP コストの帰趨という観点からすれば，輸

入業者から川下の加工メーカー（１次，２次）や，量販店など小売段階について考慮に入

れる必要がある。豆腐メーカーのように家族経営に近い経営も含めて全国に数千ものメー

カーが存在する場合もあれば，スターチやグリッツメーカーなど数十社の場合，さらには

これらのユーザー企業であるビール企業のように大手メーカーが数社に限定されるケース

もある。こうした加工メーカー段階の産業組織は，その川下である２次加工メーカーや量

販店などとIPコストの負担先をめぐってなされた交渉にも影響を及ぼしていると考えられる。

さて，以上の三つの範疇から要因連関を捉えた上で，各製品毎に IP ハンドリング・コ

ストの発生状況とその帰属先について要約的にまとめたのが次頁の表である。全体を通じ

て明らかになった点について述べておく。

第１に，IP コストは川上から川下にいたる様々な段階において発生しているにも関わ

らず，最終末端価格にはほとんど反映されていない点である（この例外は畜産製品である）。

IP コストは一般にメーカーが負担しているといえよう。但し，コストの一部が２次加工

メーカー（例：ビールメーカー）に転嫁されたケースはある。また飼料に関しては畜産製

品に価格が転嫁されており，差別化商品として末端価格への IP コストの転嫁が進んでい

る。但し，畜産製品に関しては，需給調整が十分おこなえないという事情もあって，全て

の IP コストが末端価格に転嫁されているわけではない。

飼料を除き一般のNon-GMO関連食品においてコスト転嫁が進んでいない背景には，産

業を取り巻く競争関係，川下業者とのバーゲニングパワー，価格上昇を許さない日本の経

済状況（デフレ傾向），産業間の競争を促進する制度変更（例：糖価政策による砂糖と異

性化糖との競争条件変化）などが関連していると考えられる。

またアメリカにおける 1996 年農業法導入以降，それまでの作付制限や減反政策が撤廃

されたことで穀物増産が進み，結果として穀物価格が大きく低下した傾向は見逃すことが

できない。2002 年農業法においても，作付自由化の継続や補助金政策が継続されること

になるため，穀物価格の停滞基調は，天候等の要因がない限り，今後も続くと考えられる。

しかし，穀物価格が 1995 年前後のような高水準に戻った場合には，IP コストをメーカー
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でのみ負担し続けることには大きな抵抗が生ずると考えられる。

第２に，技術的要因の影響力の大きさについてである。大豆製品など，加工度が低く，

末端でもストリップテストなどで容易に GMO検査が行えたり，GMOの種類がラウンド

アップレディに限定され検査が比較的容易である場合には，より厳密な混入水準や精度の

高い IP ハンドリングが業界標準として定着していく傾向がある。大豆の場合には制度的

な混入許容水準は５％であるが，ビジネス慣行としては１％前後ともいわれている。量販

店等も独自に混入度合いをモニタリングしていることも，混入水準をより厳しいものに向

かわせていく暗黙の圧力となっていると考えられる。これに対してトウモロコシは，検査

表　IPハンドリング・コストの帰趨とその要因連関 

品　　目 技　　術 制　　度 産業構造 IPコストの帰趨 

大
　
　
豆 

ト
　
ウ
　
モ
　
ロ
　
コ
　
シ 

納　　豆 

豆　　腐 

グリッツ 

スターチ 

飼　　料 

大豆に関しては安価な
検出手法が利用でき，
末端でも検出可能。し
かし，納豆用大豆は，
バラエティへの転換や
輸送のコンテナ化が進
んでおり，IP精度は高
い。 

大豆に関しては安価な
検出手法が利用でき，
末端でも検出可能であ
る（紀律強化を結果）。 

トウモロコシに関して
は検出方法が複雑。加
工度は低いので末端で
も検出可能。特に，ス
ターリンク（SL）の
検出は決定的打撃にな
りうる。 

トウモロコシに関して
は検出方法が複雑。加
工度が高いので，末端
では検出困難（PCRの
み）。製造ラインには，
義務表示対象外の製品
も産出。全量切り替え
は大幅なコスト増にな
る。 

トウモロコシに関して
は検出方法が複雑。飼
料原料での加工度は低
いので，末端でも検出
可能。しかし，義務表
示対象外であるため
Non-GMO転換への圧
力は弱い。 

飼料は義務表示対象外
である（任意表示）。 

系統や商系を通じた
Non-GMO購入。需要
は生協等のNon-GM牛
乳であり，製品差別化
としての取り組みのた
め，コストの価格転嫁
はスムーズ。 

コスト増分の多くは，
末端の牛乳価格に転嫁
されている。 

スターチは義務表示
（５％）。糖化製品等
の副産物は表示対象外
であるが，Non-GMO
への転換の動きが拡大
している。 

大口需要家はビールメ
ーカーであり，系列関
係も存在している。 

コスト負担の一部は，
ビールメーカーに転嫁
されている。 

・グリッツは義務表示
（５％）。 

・SL検出は食品衛生
法違反となり，IP精
度を厳しく要求。 

・Non-GMO転換への
圧力へ。 

主要需要家はビールメ
ーカーと菓子メーカー。
菓子メーカーとの系列
取り引き関係は弱い。 

製菓用グリッツの製品
輸入の増大。その結果，
国内需要が低下した。 

・豆腐は義務表示。 
・許容水準は，５％。 
・しかし，より厳しい
水準（２％）が取引
慣行化しつつある。 

中小メーカーが支配的。
量販店に対するバーゲ
ニングパワー弱い。 

全量Non-GMOへ。コ
スト負担は，豆腐メー
カーが負い，小売価格
への転嫁は進んでいな
い。 

・納豆は義務表示。 
・許容水準は，５％。 
・しかし，より厳しい
水準でも既存のシス
テムで対応可能。 

大手数メーカーでの価
格競争が展開｡価格低
下傾向にある。 

従来からの流通システ
ムを維持。新たなコス
トの発生はほとんどな
い。 

　資料：ヒアリング結果による． 
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方法の複雑さや混入確率の高さ（他家受粉作物による）のため，大豆よりは緩やかな混入

水準で取り引きされることが一般的である。いわば，（トウモロコシに比べ）大豆では検

査の容易さが紀律の強化を生んでいるといえる。但し，検査技術の進展は日進月歩であり，

今後も検査技術やその精度が高まっていくと共に，コストも低下していくと考えられる。

このような技術環境の変化は，上記に見たようなコストの発生のあり方や帰属先に対して，

今後も根本的な影響を与えるであろう。

４．結　語

今回見られた IP ハンドリングの広がりは，日米間の穀物フードシステムに対してどの

ような意義をもったのであろうか。この点に関して最後に指摘しておく。以上に述べたよ

うなNon-GMO原料へのシフトが急速に生じた背景としては，わが国において食品に対す

る安全性への志向が消費者の間に近年一層高まっていたということがある。こうした消費

者の動向は，生産段階や加工段階にまで遡及して製品の由来や安全性をチェックするよう

ないわばトレーサビリティの確立を求めるバックグラウンドとなっているともいえよう。

我が国が食料資源を依存しているアメリカの穀物の物流システムは，バルク輸送による

極めて高い効率性を基礎としている。このバルク輸送システムに，どのようにして IP ハ

ンドリングシステムや追跡可能性の要求を反映させていくのかという点に関しては，既に

時代的要請が潜在的に存在していたということもできよう。この点は，大豆ではバラエテ

ィー大豆，トウモロコシにおいてはポストハーベスト・フリー（PHF）トウモロコシの流

通が既に先行事例として存在していたことからも理解できる。現在，Non-GMO調達を契

機として，大豆・トウモロコシの大規模流通システムに IP ハンドリングシステムが確立

されようとしていることは，実需者ニーズに反応しつつ差異化した需要に対して，的確に

対応できるようなシステムを構築するという意味で，従来のバルク流通を基調とした穀物

フードシステムの進化ないし高度化が達成されたものと積極的にとらえることが可能だろう。

以上に見たように，GMO義務表示化とその対応，すなわちNon-GMOシフトのあり方

は穀物フードシステムに様々な影響をもたらしていることが明らかになった。なお，本稿

の研究対象期間は基本的に 1999 年から 2001 年にかけてであるが，その後も IP ハンドリ

ングをめぐってはいくつかの環境変化が認められる。

特に重要な変化としては，①バレイショにも IP ハンドリングの問題が波及したこと，

②スターリンク事件を契機として，アメリカ農務省においても IP ハンドリングの基準づ

くりが進んでいること，③ GMOのトレーサビリティについて Codex や EU の場で議論

が活発化していること，④医薬成分を産生させるGM作物栽培に対する厳しい基準がアメ

リカで策定されつつあること，⑤カルタへナ議定書の発効が 2003 年 9 月に迫る中で穀物

輸出入における GMO対応が現実的なものとなってきたこと，などが挙げられる。これら

の新たな環境変化を受けて IP ハンドリングがどのような展開を遂げつつあるのか，改め

て別稿を用意したい。
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平成13～14年度に行政対応特別研究として実施された本研究では，政策の総合評価へ

の一つのアプローチとして「米政策」を対象として取り上げ，政策の必要性，有効性およ

び効率性について，可能な限り理論的かつ数量的な分析を試みた。本研究では，米政策の

主要な政策領域を構成する生産政策，価格政策，構造政策に対応させつつ，次の三つの小

課題を取り上げ，それぞれ個別に検討するとともに全体を総合的に評価するよう努めた。

これら小課題ごとのテーマ（括弧内は分担者名）と主要分析結果は次のとおりである。

（１） 生産調整の見直しと新たな需給調整のあり方に関する研究（嘉田良平）

生産調整対策は，一定の価格安定化効果と転作作物増産効果をもたらしたが，他方で国

民経済的には納税者負担による社会的損失をもたらすとともに，一律面積配分方式の採用

により構造改革の阻害要因ともなった。また，費用対効果（Ｂ/Ｃ）分析の結果，政府の

財政負担の増大および米価下落に伴う生産者への所得維持効果の減少等によってB/Cの数

値は近年急速に低下したことが明らかとなった。

（２） 米の価格形成の弾力化の影響に関する分析（薬師寺哲郎）

本課題では計画流通制度による自主流通米の価格形成の有効性について数量分析によっ

て検証した。自主流通米価格は，値幅制限が撤廃された10年産以降，需給要因がより大

きく影響する形で価格形成の弾力化が進んだ。また，値幅制限と同時に設けられた希望価

格申出制は，自主流通米の人為的な価格形成を可能にし，計画外流通米との価格競争力を

弱めたため，自主流通米販売にマイナスの影響をもたらした。

（３） 稲作地帯における農業構造変化と水田農業活性化要因に関する分析（橋詰登）

センサス統計による1990年代後半の稲作生産構造の変化について統計分析を行ったと

ころ，全国的な作付規模縮小傾向の顕在化，稲作主業農家数の大幅減少，労働力の高齢化

と農家以外の事業体の進出，遊休水田の増加傾向等が明らかとなった。また，マルコフモ

デル分析により，2010年以降の大規模稲作農家の増大傾向が頭打ちになるとの将来予測が

なされた。

（注） なお，さる６月30日に農林水産省にて行われた平成15年度第4回政策評価会において上記の検討結果が報告さ

れたが，その詳細および評価結果等については下記の農水省ホームページ上で公表されているので，あわせてご

参照いただきたい。

（http://www.maff.go.jp/soshiki/kambou/kikaku/hyoka/14/14sougou.pdf）

（嘉田　良平）

プロジェクト研究の 紹 介 

米政策の総合評価に関する研究 

http://www.maff.go.jp/soshiki/kambou/kikaku/hyoka/14/14sougou.pdf
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１．課題と方法

米政策の抜本的見直しが求められてきた背景には，近年とくに顕在化してきた米の需給

不均衡，生産調整のさらなる拡大下での米価下落，財政負担の増大などがある。長期にわ

たる生産調整の努力にもかかわらず，なぜ足腰の強い水田農業の確立が十分に達成されな

かったのか，さらには，生産調整の抜本的な見直しに向けて米政策の新たな目標と手段を

どう再構築すべきかが問われているのである。

そこで小論では，米政策の総合評価に向けた一つのアプローチとして，生産調整対策の

評価を主要な検討課題とした。具体的には，生産調整対策の経済理論的検討を踏まえ，費

用便益分析等による数量的な検討によって米政策の評価を試み，もって新たな米政策の中

長期的な見直し方向と展開に資する知見を提供することが目的である。

２．米生産調整対策の総合的評価

米にかかわる他の重要な政策目標との関連において，長期にわたり継続強化されてきた

生産調整対策の影響と評価について，政策ツリー図によって整理したのが第１図である。

ただし，現行の「食糧法」および「食料・農業・農村基本法」制定の前と後ではおおきな

政策転換がなされたため，以下の考察においては，過去30余年の長期的な影響を評価す

るために単純化した形で示していることに留意されたい。

生産調整対策は，直接的には次の四つの目的を達成するために実施されてきたと考えら

れる。それらは，①米生産の安定（需給調整を通じての価格安定），②麦・大豆の増産，

③経営目標（米の再生産の確保），④構造改革（中核的担い手の育成），である。このうち，

①と②については，最近年まではほぼ目標どおり達成されたとみてよいであろう。

ところが，③の経営（米生産）の安定という目標については，需給バランスがとれ一定

の米価水準が実現していれば達成されてきたはずであるが，近年の需給緩和により米価の

下落が進むにつれて十分に満たされなくなってきたといえよう。また，④の構造改革とい

う目標についても十分に達成されたとは言いがたく，むしろ転作割当の一律配分方式（農

嘉田　良平 

米政策の総合評価に関する研究 

米生産調整対策の評価と 
　　　政策見直しに関する検討 

プロジェクト研究の 紹 介 
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家間および地域間ともに）という制約によって，マイナスの方向に作用してきたものと判

断される。

以上の四つの目的は，総じて言えば生産力の確保あるいは「自給率向上」というより上

位の政策目標につながっている。したがって，先の四つの下位目標は相互に打ち消しあう

ことになり，自給率の向上という上位目標の達成に対してプラスとマイナスの双方向の力が

作用したために，必ずしもその目的を十分に達成できなかったと判断される。

次に，農業生産以外の目標との関連性についてもここで評価しておかねばならない。農

業生産以外の目標とは，大きく分けると「多面的機能の発揮」（農村振興という大目標も

ここに含める）と「消費者ニーズ（利益）への貢献」という二つの柱からなる。いずれも

国民経済的視点からの政策目標である。このうち「多面的機能の発揮」については，米政

策はプラス・マイナスの両面の影響が考えられるが，直接的な影響や効果は小さく，むし

ろ中立的であったと考えてよいであろう。

なお，「消費者利益」については，次節以下で述べるように，とくに米過剰に伴う財政

負担の増加によって消費者に対しては強いマイナスの影響をもたらしてきたことは疑いな

い。このことは，換言すれば，米政策の評価軸として国民経済的視点，消費者視点に立っ

た評価が近年いかに重要となってきたかを示唆している。

３．生産調整対策の費用対効果（B/C）分析

次に，費用対効果（B/C）という観点から米の生産調整対策について数量的な事後評価を

試みる。以下，二つのケースに分けて1995－2000年の6年間のデータを用いて試算した。

［ケースⅠ］は，生産者への経済的利益に対する生産調整関連の財政支出（負担）の効

率性という視点からの分析であり，［ケースⅡ］は費用項目に（潜在的な）消費者負担額

生
産
調
整
対
策 

［一律配分］ 
× 

構造改革 
（担い手育成） 

［基本的目標］ ［手段］ ［目的］ 

自給率向上 

多面的機能の発揮 

消費者利益 
（国民経済的視点） 

再生産確保 
（－） 

（＋） 

米生産安定 

麦・大豆増産 

［経営安定対策］ 
△ 

［計画生産推進］ 
○ 

［転作奨励金］ 
○ 

　　　　　　　　　［水田の維持・保全］ 
△ 

　　　　　　　　　 
× 

財政負担増 
米過剰・処理 

×……マイナスの影響 
△……影響・効果なし 
○……効果あり 

（凡例） 

第１図　米の生産調整対策の政策評価フロー 
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を含めた国民経済的視点からの生産調整対策の事後評価である。以下の試算で用いられる

「便益」と「費用」の考え方を次に示しておきたい。

まず，便益については，生産調整によって直接的に生産者にもたらされた経済的利益と

して次の２項目を計上した。Ｂ１は「転作作物生産の付加価値増大効果」であり，ここで

は麦と大豆への転作のみを計上した。次にＢ２は，「稲作所得維持・増大効果」であり，

実際の自主流通米平均米価と平成13年9月に農林水産省が公表した「生産調整なかりせば

得られたであろう国内均衡価格」（以下「国内均衡価格」と略す，１俵あたり12,412円）

との差に，各年の生産量を乗じて試算したものである。この両者の合計額（Ｂ＝Ｂ1+Ｂ2）

が政府の生産調整対策によって短期的かつ直接的に生産者にもたらされた便益とした。

次に，費用項目としては次の三つの変数を取り上げる。すなわち，Ｃ１：転作奨励金等

の政策費用；Ｃ2：過剰在庫米処理費用（①飼料用，②加工用，③援助用の合計）；そし

てＣ3：消費者負担費用（国内消費される米について，自主流通米平均価格と国内均衡価

格との価格差に消費量を乗じた金額）である。

ただし，費用については，次の二つのケースに分けて考察する。ケース（Ⅰ）では，Ｃ

=C1+Cとし，生産調整にかかる政府の財政支出額のみを計上した。これに対して，ケー

ス（Ⅱ）においては，Ｃ＝Ｃ1+Ｃ2+Ｃ3とする。ただし，C3は自主流通米平均価格と上

記の「国内均衡価格」との差に国内米消費量を乗じた金額よって評価されるものである。

第２図および第３図は上記便益と費用のそれぞれ過去６年間の推計値を用いて，二つの

ケースごとにＢ/Ｃの推計結果を年次別推移の形で示したものである。これら二つの図か

ら次の２点を読みとることができる。

第１に，第２図の［ケースⅠ］の試算結果についてみてみよう。このケースでは，稲作

所得維持・増大効果（Ｂ２）の金額が大きく，しかも消費者の潜在損失額を計上しなかっ

たために，Ｂ/Ｃの数値そのものは1.0を大きく上回る値を示していることが特徴的である。

費用（単位：億円） B/C

1995 1996 1997 1998 1999 2000 平均 

便益（B1＋B2） 

費用（C1＋C2） 

費用対効果 
（B1＋B2）/（C1＋C2） 

15,000 

14,000 
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12,000 
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2,000 

1,000 
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16.0 
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13.0 
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第２図　生産調整対策の費用対効果：ケース（Ⅰ） 
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しかし同図でより重要なことは，主に生産調整関連支出および過剰在庫米処理費用の増大

ともなって，Ｂ/Ｃの数値が傾向的に年々大きく低下してきた点である。（96年の15.1から

2000年には1.7まで低下している。）

第２に，第３図に示す［ケースⅡ］は，B/C＝（B1+B2）/（C1+C2+C3）式によって試算

したものである。ここでは国民経済的視点からの考察のために，費用として消費者余剰の

潜在損失分（C3）を計上している。その影響もあり，B/Cの数値そのものはすべて1.0を

下回る結果となっている。ここでも，政府の財政負担の上昇（過剰在庫米処理費用の増加）

および米市場価格の下落に伴う生産者への所得維持効果の激減（つまり便益の低下）によ

って，先と同様に，Ｂ/Ｃの値は年々低下傾向を示していることは明らかである。

４．市場メカニズム重視型政策の中長期的影響と対応課題

（１）「自主的な数量調整」方式の導入と問題点

小論では，これまでのような面積調整ではなく，数量調整によって米の適正な需給バラ

ンスを図るという考え方についても検討した。「数量調整」は，米の生産者および産地ご

との主体的判断と自己責任に基づいてもしそれがスムーズに実行されるならば，つまり，

産地あるいは生産者の共同歩調行動がとられるならば，生産者にとっては価格形成の点か

らきわめて合理的であり，政府にとっては財政効率性の視点からも望ましい。

ただし，これを具体的に現場で実行する際には，次のようなさまざまな困難な問題が生

じる可能性がある。すなわち，主体的な数量調整を実施する上での問題点として，①数量

配分調整（県間，地域間，農家間）の困難性，とくに誰が調整主体となり誰が責任をとる
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費用（単位：億円） B/C
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第３図　生産調整対策の費用対効果：ケース（Ⅱ） 
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のかという問題，②アウトサイダー（計画非参加者）排除の困難性，③実績確認（作業）

とその経費負担，そして，④計画数量を上回った際の追加的な生産調整（青刈り等による）

の技術的困難性，などが予見されるのである。

したがって，数量調整の成否は，主体的判断および自己責任のもとでの数量調整という

本来の趣旨をいかに周知徹底させ，これを産地あるいは農協単位で浸透させうるのか，そ

して上記の現実的な問題をいかに効率的，効果的に当事者間で調整できるかにかかってい

ると思われる。つまり，面積調整であれ数量調整であれ，国による画一的な生産調整手法

はセカンドベストとしての政策にすぎず，調整にかかる社会的コストと副作用そして財政

的な効率性を考慮すれば，やはり中長期的には需給調整の基本は市場メカニズムに委ねざ

るをえないと判断される。

（２） 市場価格の変化（下落）と生産構造への影響

米価が下落した場合の中長期的な影響については，次の２点を考慮することが大切であ

る。一つは，米価下落に対する農家の経営努力（対応）をどう見るのかであり，もう一つ

は，価格下落が米の生産費（構造）に及ぼす影響とそれに伴う農地流動化あるいは生産構

造の変化である。

もし米価が大幅に下落すれば，稲作生産をあきらめ，リタイアする農家数は当然増加す

る。そこで農地流動化がスムーズに起きれば，経営を存続させた稲作農家は経営規模を拡

大することは可能であろうし，結果として米の平均生産費は低下することになる。

他方，米価の下落は，タイムラグを伴うが，派生需要としての生産要素価格（地代，労

賃，資材価格）を引き下げる可能性もある。つまり中長期的には，相対的には低コストで

競争力のある残存農家は生産を拡大するであろうから，市場価格は変動をくり返しつつ，

やがて一定の水準へと収斂するものと想定される。もちろん，その場合においても中長期

的な米の均衡価格は現行価格より下落することも予想される。

以上の考察から導かれる重要な政策的含意として，次の２点が指摘される。第１に，予

想される短期的かつ極端な価格変動（下落）に対するセーフティーネットを準備する必要

があることである。第２に，規模拡大希望農家（主業農家層）に対しては過渡的・移行期

間において，何らかの特別な経営・所得支援策を講じる必要があるという点である。

ただし，生産調整を含めた米政策とその他の農業政策（とくに経営所得安定制度，農地

確保等の食糧安全保障や多面的機能の発揮，食品安全対策等のセーフティネット確保策）

については，それぞれの目的に応じた個別政策を用意し，整合性（有機的連携）を図る必

要がある。このことは，産業政策としての手段と，地域政策あるいは社会政策によってカ

バーすべき対策とを明確に分離すべきことを意味している。従来のように，米政策（とく

に米価支持政策）によってすべての関連する目標を達成させることは不可能であり，財政

的にもきわめて非効率なのである。

なお，構造改革促進のための補完的措置としては，（ア）水田の畑地等への転換，（イ）

農業環境政策とのリンク，（ウ）水田作物の他用途利用の技術開発と利用の推進，などが

とくに有効と判断される。
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１．はじめに

平成7年11月に施行された食糧法（「主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律」）で

は，①全体需給の調整，②自主流通米を主体とした流通，③規制緩和による流通の合理化，

④需給実勢が的確に反映される価格形成の4点を骨格として制度が構築された。すなわち，

食糧法においては，生産調整による総供給量の抑制を行いながら，価格については可能な

限り需給に委ねるというシステムとなっており，この点は旧食糧管理法からの大きな転換

となった。そして，流通の主体は自主流通米が担うことが期待され，自主流通米の価格が

生産者，流通業者，消費者等に対するシグナルとして重要な役割を果たすこととなった。

このシグナルとしての価格は，（財）自主流通米価格形成センター（以下「自主米センタ

ー」という。）での入札によって形成されることとされ，ここで形成された価格が自主流

通米の取引における指標として用いられることとなった。

自主流通米の価格形成について，ここでは有効性の観点からの評価を中心に行う。有効

性の判断の基準として重要なのは，自主流通米の価格形成が需給を的確に反映してきたか

どうかである。なぜならば，価格が需給から離れて形成された場合，関係者に誤ったシグ

ナルを発信することにより，生産・流通・消費の間の不整合が生じるとともに，計画外流

通米との関係にも問題を生じ，計画流通制度の円滑な運用が困難となるからである。

このような課題に接近するために，ここでは，価格形成と流通に重要な役割を担う，売

り手である経済連等と買い手である卸売業者に焦点を当て，食糧法施行後の6年間を振り

返って，自主流通米の価格形成要因と卸売業者の価格に対する反応を明らかにする。さら

に，計画外流通米との競争の中で自主流通米の販売を維持し，生産者手取を増加させるた

めに経済連等がとり得た対応を明らかにする。

２．分析に当たり考慮すべき点

分析に当たっては，以下の2点を考慮に入れる必要がある。

薬師寺哲郎 

米政策の総合評価に関する研究　 

自主流通米の価格形成とその評価（注） 

プロジェクト研究の 紹 介 

注．本稿での分析は，薬師寺哲郎「自主流通米の価格形成と計画外流通米との競争」（平成15年3月『農林水産政策

研究所レビュー』第7号。詳細については平成14年12月『農林水産政策研究』第3号）に基づくものである。
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自主流通米の価格形成に関する分析を進めるに当たって第1に考慮すべき点は，10年産

からの食糧法の運用の変化である。食糧法の施行当初は，部分的な修正はあったものの，

旧食糧管理法の下での仕組み・運用が多く踏襲された。このような運用が転機を迎えたの

は「新たな米政策大綱」に基づく仕組み・運用の見直しが行われてからである。自主米セ

ンターにおける自主流通米の入札の仕組みについても，食糧法になってから（7年産から），

値幅制限の上下限価格を一定の条件の下で調整する仕組みが設けられたものの，値幅制限

自体は存続した。「新たな米政策大綱」に沿って，値幅制限が撤廃され，より市場実勢を

反映した価格形成のしくみが指向されるようになったのは10年産からである。ただし，

値幅制限に代わり，希望価格申出制が導入された。希望価格申出制のもとでは，売り手は

希望価格の申出を行うことができ，希望価格の申出があったときは平均落札価格が希望価

格と一致するところまでが落札となる。つまり，希望価格が，自主流通米取引の指標とな

る平均落札価格の下限を画することとなった。このような10年産からの仕組みの変更が

価格形成に及ぼした影響は，分析に当たって重要な点である。

第2は計画外流通米の増大である。食管法から食糧法に移行して，流通の主体が自主流

通米に移行したとは言うものの，米需要の減少に伴って米全体の生産量が抑制されてきた

なかで，計画外流通米が着実に増加してきた。計画流通米は生産量の減少以上に減少し，

計画流通米に対する計画外流通米の比率は，急激に上昇した。平成12年産では計画流通

米482万トンに対し，計画外流通米は318万トンと相当程度接近してきている。食糧庁の

調査によれば，農家が販売する計画外流通米の約半分は消費者への直接販売であるが，そ

れを除いても相当の数量に達している。食糧法の下で自主流通米は計画外流通米との競争

にさらされることとなり，価格形成に関する分析も，計画外流通米との関係に注意を払う

ことが不可欠となっている。

３．分析結果

全国平均の自主流通米価格の形成要因を分析すると，9年産までは自主流通米入札にお

ける値幅制限の下限価格によりほぼ決まっていた。これは，自主流通米価格と下限価格の

単相関係数が0.9546であったことにも表れている。これと比較すれば，値幅制限が撤廃さ

れた10年産以降，需給要因がより大きく影響する方向での価格形成の弾力化が進んだ。

10年産以降価格形成に大きな影響を及ぼすようになったのは，年ごとには年々の作況指数，

月ごとには前月末の卸売業者在庫であった。

価格形成の弾力化は銘柄別にみても進展した。銘柄別の相対的な生産量変化と相対的な

価格変化の関係が，9→10年産の変化までは無相関であったのが，10→11年産の変化以

降負の相関が表れるようになった。つまり，生産量が相対的に他よりも増加した（他より

も減少が小さかった）ものは，他に比べて相対的に価格が低下するようになっている。

しかし，弾力化が進んだことが，そのまま自主流通米を円滑に流通させる水準になった

ことを意味する訳ではない。そこで，値幅制限の撤廃と同時に設けられた希望価格申出制

の影響を計画外流通米との競争の観点から検討した。希望価格申出制は，制度的に人為的
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な価格形成を可能にし，円滑な流通の阻害要因となり得るものである。分析の結果，自主

流通米と計画外流通米の価格比（自主流通米価格／計画外流通米価格）の約4割は，希望

価格申出制によって説明でき，入札において買受の申込は十分ありながら不落札を発生さ

せるような高い希望価格水準は，計画外流通米との価格競争力を弱め，自主流通米の販売

にマイナスの影響をもたらしたことが明らかとなった。

実際，買い手である卸売業者の側からみると，自主流通米の仕入需要は，自主流通米価

格のほか計画外流通米価格の影響を強く受けている。10年産以降，特に自主流通米自身の

価格の変化に対して大きく反応するようになるとともに，計画外流通米価格に対する弾力

性も高まった。計画外流通米価格に対する弾力性の高まりは，計画外流通米の流通量の増

加とともに，卸売業者による自主流通米の仕入需要における計画外流通米との競合度合の

高まりを示している。

以上が価格形成に対する評価であるが，これらの状況を踏まえると，食糧法の下で自主

流通米の地位を維持するために経済連等の売り手はどうすべきであったか。希望価格申出

制の下で，経済連等が高い希望価格を申し出たのは生産者手取の確保のためであったと考

えられる。それでは希望価格の低下（自主流通米の流通価格の低下）はどの程度自主流通

米の生産者手取額を減少させたかである。この場合，自主流通米の流通価格の低下が卸売

業者の自主流通米に対する仕入需要を増加させること，及び，生産者手取価格には流通コ

ストが影響を与えることを考慮する必要がある。

計画外流通米との競合関係，自主流通米価格と計画外流通米価格の連動関係を考慮した

上で，自主流通米の流通価格と流通コストがその仕入需要と生産者手取額に及ぼす影響を

検討すると，その仕入需要に対しては流通コストよりも価格が大きな影響力を持つ。一方，

生産者手取額に対しては，自主流通米の流通コストの低減が大きな影響を及ぼす。7～12

年産データによる価格弾力性に基づいて試算すると，自主流通米流通価格の1％の低下に

対して卸売業者の仕入需要の増加は0.82％となる。このとき生産者手取価格の低下は

1.1％であるため，生産者手取額は0.28％減少する。しかし，その減少はわずかであり，

流通コストのわずかな低減と組み合わせることにより，生産者手取額を増加させることが

可能である。例えば，流通コストの1％低減と組み合わせると自主流通米の生産者手取額

は0.17％増加すると試算された。

希望価格申出制の下では，自主流通米入札における経済連等の売り手が，生産者価格に

対する悪影響を懸念して実勢価格以上の価格を申し出る誘因となってきた。確かに生産者

による出荷段階のみに着目すると，流通価格の低下は生産者価格の低下をもたらし，その

限りでは計画外流通米の出荷が増える。しかし，逆に流通業者の仕入段階にも目を向ける

と，自主流通米の仕入需要の増加をもたらしたはずである。すなわち，食糧法の下で自主

流通米の地位を維持しようとすれば，自主流通米の売り手である経済連等が，生産者段階，

流通業者段階双方を考慮した対応をとることが必要だったのであり，実勢をより反映した

希望価格水準と流通コストの低減によって，自主流通米販売量と生産者手取額の双方の増

加が可能であったはずである。
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１．はじめに

わが国農家の８割弱は水稲の作付けを行っており，米政策の展開が農業構造全体に及ぼ

す影響は極めて大きい。しかし一方で，多くの課題を抱えている構造問題の解決は，米政

策だけで行えるものではなく，担い手形成や農地流動化など各種政策との結合によって可

能となる。このため，米政策に対象を限定した構造分野での政策評価は，両者の因果関係

を直接的かつ定量的に把握できる指標が存在しないことを考えあわせば，現状では極めて

困難であると言わざるをえない。

したがって本稿では，食糧法施行前の 1990 年代前半（1990 － 1995 年間，以下「前期」

という。）と後半（1995 － 2000 年間，以下「今期」という。）の構造動態の比較から，稲作

生産構造の変化の態様とその要因を明らかにし，水田農業の活性化を図る上での構造政策

課題の析出を試みることに主眼をおく。

２．稲作生産構造の変化とその要因

（１） 稲作生産をめぐる環境の激変

稲作の生産構造を分析する場合，その基礎データとなるのは５年毎に実施されている農

業センサス結果である。しかし，センサス結果を用いた時系列比較は，各センサスが調査

対象とした年次において稲作の生産環境が異なっている点を十分に考慮する必要がある。

その一つは，生産物である米の価格が大きく変動している点である。農村物価統計から

前期における米の価格動向をみると，1989 年を 100 とした 1994 年の価格指数は 100.8 で

あり，前期の米価格は比較的堅調であった。これに対し，1994 年を 100 とした 1999 年の

指数は 79.1 となり，今期における米価格の低下は著しい。

もう一つは，米の生産調整面積が大きく異なっている点である。1989 年の転作等実施

面積は約 80 万 ha であったが，1993 年の凶作によって 1994 年の面積は約 59 万 ha へと大

幅に緩和された。1993 年が約 71 万 ha であったことからすれば，この年にはそれまで転作

されていた水田にかなりの米が作付けされたことになる。しかしその後は再び転作が強化

されるようになり，1999 年の面積は 1994 年の 1.6 倍に当たる約 96 万 ha となっている。米

橋詰　登 

米政策の総合評価に関する研究 

稲作生産構造の変容と政策課題 
――1990年代前半・後半の構造動態の比較分析から―― 

プロジェクト研究の 紹 介 
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価格の動きとともに稲作をめぐる生産環境は著しく悪化しており，このことがこれまでと

は異なる構造変化を生み出す要因となっている点に注意を払う必要があろう。

（２） 稲作主業農家の動向

１）経営組織別の農家動向

農業経営組織別に農家数の動きをみると，今期，稲作主業農家（稲作単一経営農家と主

位部門が稲作の準単一複合経営農家の合計）が大幅に減少している。全国で前期 4.5 ％減

であった稲作主業農家は，今期 15.9 ％減となり販売農家全体の減少率（11.9 ％）を 4ポイ

ント上回る。また，稲作主業農家の内部でも前期 0.8 ％増加していた稲作単一経営が

15.0 ％の減少となり，稲作主位の準単一複合経営の減少率が前期に比べ約 8ポイント低下

していることから，単一経営から準単一複合経営への移動がかなり起こったと推察される。

この傾向は北海道において顕著にみられ，稲作単一経営の減少率が 33.4 ％（前期は

9.7 ％の増加）であるのに対し，稲作主位の準単一複合経営の減少率は 6.8 ％（前期は

44.5 ％の減少）と低い。稲作主業農家全体の減少率も 27.5 ％と高く，３割近い農家が稲作

以外を主位部門とする経営に転換したことになる。

２）水稲作付規模別の農家動向

次に，水稲作付面積規模別の農家動向を農業構造動態統計によりみると（第１表），前

期と今期とでは対照的な動きを示している。前期は前述したように 1994 年に転作面積が

大幅に緩和されたこともあって，零細規模を含む全階層で上層規模への移動農家率が下層

へのそれを上回っていた。中でも 5ha 以上層での作付面積の拡大は顕著で，半数以上の農

家が上層規模へと移動していた。階層が変わらない程度に作付面積を増やした農家も多数

存在したことを踏まえるならば，作付面積の拡大はこれら大規模農家を中心としながらも

第１表　水稲作付面積規模別の農家階層移動状況の比較 
（全国：販売農家，主な作付規模別） 

区　　　　　分 

　資料：農業センサス農業構造動態統計報告書（1995，2000年）.

（単位：％） 

販 売 農 家 の ま ま 推 移 

上 層 
規模へ 

現状規模 
を維持 

下 層 
規模へ 

作付け 
なしへ 

自給的 
農家へ 

離　農 

90→95年 

0.3～0.5 
1.0～1.5 
2.0～3.0 
3.0～5.0 
7.0～10ha

19.6 
24.3 
26.5 
27.1 
52.0 
6.9 
6.0 
6.8 
6.6 
11.6 

▲ 12.7 
▲ 18.3 
▲ 19.7 
▲ 20.5 
▲ 40.4

53.4 
54.6 
56.3 
57.6 
36.5 
49.5 
40.7 
40.9 
45.7 
40.6 

▲ 3.9 
▲ 14.0 
▲ 15.4 
▲ 11.9 
4.1

10.3 
16.4 
13.7 
10.8 
8.3 
22.3 
46.9 
47.9 
42.7 
40.8 
12.0 
30.5 
34.2 
31.9 
32.5

1.5 
0.6 
0.7 
0.9 
0.9 
2.5 
1.2 
1.1 
1.5 
2.3 
1.0 
0.6 
0.4 
0.6 
1.4

7.9 
0.9 
0.6 
0.7 
0.2 
10.0 
1.1 
0.6 
0.7 
0.7 
2.1 
0.2 
0.1 

▲ 0.0 
0.5

7.3 
3.1 
2.2 
2.9 
2.0 
8.8 
4.1 
2.7 
2.9 
4.0 
1.6 
1.0 
0.4 

▲ 0.0 
1.9

95→00年 

0.3～0.5 
1.0～1.5 
2.0～3.0 
3.0～5.0 
7.0～10ha

ポイント差 

0.3～0.5 
1.0～1.5 
2.0～3.0 
3.0～5.0 
7.0～10ha
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極めて広範な階層で行われたことがわかる。

これに対し，今期の作付け動向は一転して規模縮小傾向を示している。上層規模への移

動割合は 7～ 10ha 層でも 11.6 ％と低く，現状規模を維持した農家割合ですら 40.6 ％に過

ぎない。1ha 以上の各層で４割強の農家が下層規模へと移動しており，離農や作付けなし

への移動率も僅かながら上昇する傾向がみられる。

（３） 農業労働力の高齢化と地域水田農業の新たな担い手

１）農業労働力の高齢化と「定年帰農」

農業センサスからは，稲作部門に限定した農業従事状況をみることはできない。したが

って，販売農家全体の農業労働力の動きから類推する他ないが，販売農家の６割強が稲作

主業農家であることを考えれば，全体の傾向がそのまま稲作部門の動きにも当てはまると

みてよいだろう。そこで，近年の動向をみると，例えば，男子基幹的農業従事者の減少率

は前期 12.5 ％であったが，今期は 6.3 ％の減へと半減した。しかし一方で，高齢化は著し

く進行し，1995 年で 45.6 ％であった高齢化率が 55.5 ％にまで高まった。男子基幹的農業

従事者の過半が 65 歳以上となり，70 歳以上の割合も 35.3 ％（1995 年は 24.0 ％）に達し

ている。

このように，今期農業労働力は量的減少速度が急激に鈍化する一方で高齢化が著しく進

行した。その要因を年齢別のコーホート比較によりみると，60 歳代での従事者数の増加

によるところが大きい。この年齢層は，いわゆる「定年帰農」と称される人々であり，こ

れら者の増加によって農業労働力の量的減少傾向が大幅に緩和されたと言える。

また注目すべきは，これら従事者の経営部門である。増加となった従事者を経営組織別

にみると，青・壮年層では施設野菜や花き・花木といった部門が中心であるが，60 歳代

では稲作部門が圧倒的に多い。稲作単一経営における基幹的農業従事者の１割近くがこれ

ら定年帰農者であり，水田農業の担い手として無視できない存在となりつつある。

２）水田農業への農家以外の担い手主体の進出

農家と農家以外の農業事業体の合計借地田面積は 1990 年の 23 万 ha から 2000 年には

36 万 ha へと 1.5 倍に，農業サービス事業体分を加えた稲刈り・脱穀作業の総受託面積は

23 万 ha から 32 万 ha へと 1.4 倍にそれぞれ増加した（第２表）。

しかし，今期における田の借地増加面積に対する寄与度を求めると，大規模農家は前期

の 67.0 ％から 55.3 ％へと 10 ポイント以上低下し，逆に農家以外の事業体が 6.2 ％から

17.8 ％へと上昇している。地域に放出される農地の増加に既存の大規模農家だけでは対応

しきれず，農家以外の事業体がそれをカバーするといった新たな動きが見られる。

また，同様の傾向は稲作作業受託でもうかがえる。稲刈り・脱穀作業の受託増加面積に

対する寄与度をみると，サービス事業体が 39.6 ％から 44.4 ％へ，農家以外の事業体が

4.9 ％から 6.1 ％へとそれぞれ上昇している。大規模農家は 53.1 ％から 39.7 ％へと寄与度

が大きく低下しており，今期増加した作業受託の多くをサービス事業体等が担う傾向が強

まっている。
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（４） 土地利用をめぐる動き

１）大規模農家による農地集積の進展

大規模農家層全体でみれば，今期増加した田の借地面積に対する寄与度が低下している

といった問題はあるものの，個々の農家レベルでは借地による農地集積が進んでいる。大

規模農家による経営耕地面積シェアは着実に上昇し，北海道（50ha 以上）で 30.6 ％，都

府県（5ha 以上）では 12.0 ％となった。

しかし都府県における地域差は依然として大きく，この格差が一層拡大する傾向にある。

大規模農家への農地集積が比較的進んでいる東北では 20.6 ％，北陸では 13.3 ％のシェア

であるのに対し，四国で 2.1 ％，近畿および中国でも 5.5 ％に過ぎず，この 10 年間で僅か

1～ 3 ポイント上昇するにとどまっている。大規模農家数の地域的な偏りがこれら結果に

現れていると言えよう。

２）田における遊休荒廃農地の増加

一方，農地利用の後退的な動きとしては，広範な地域で耕作放棄地や不作付地面積の増

加傾向が強まったことである。しかも，今期における特徴として両者ともに田における面

積増加が際だっている。とりわけ田の不作付地面積は 1995 年の 8 万 ha から 20 万 ha へ

と大幅に増加しており，わが国の中心的な稲作地帯である東北や北陸でも不作付地率が

10 ％近くにまで上昇している。

そこでこの要因をみるため，経営耕地面積規模別に水稲を作付けしなかった田面積割合

の内訳を 1990 年と 2000 年で比較すると（第１図），全規模階層で稲以外の作物を作付け

した面積割合が低下し，不作付けの面積割合が上昇している。特に，1ha 未満の各階層で

は，1990 年当時は稲以外の作物を作付けた割合と不作付けとの割合が２：１の比率であ

ったが，2000 年では後者の割合が前者の割合を上回っている。また，1990 年には不作付

第２表　田借地・水稲作業委託面積のシェアおよび寄与度 

区　　　　　　　　分 

　資料：農業センサス（1990年，1995年，2000年）. 
　注（1）増加面積に対する寄与度とは，５年間に増加した借地（作業受託）面積に対する経営主体 
　　　別の構成割合をいう． 
　　（2）作業受託面積は水稲の全作業と稲刈り・脱穀作業（部分作業）の合計面積である． 

（単位：1,000ha,％） 

面積およびシェア 
増加面積に対する 

寄与度 
1990 1995 2000年 90－95 95－00年 

合 計 面 積 

農　　　家 
　　経営耕地5ha以上　 ① 
農家以外の農業事業体　② 
（参考）　①＋② 

合 計 面 積 

農　　　家 
　　経営耕地5ha以上　 ③ 
農家以外の農業事業体　④ 
農業サービス事業体　　⑤ 
（参考）　③＋④＋⑤ 

234 
（100.0） 
96.1  
15.1  
3.9  
19.0  
231 

（100.0） 
68.8  
9.7  
2.9  
28.3  
40.9  

286 
（100.0） 
95.7  
24.6  
4.3  
28.8  
270 

（100.0） 
66.9  
15.9  
3.2  
29.9  
49.0  

362 
（100.0） 
92.9  
31.0  
7.1  
38.1  
322 

（100.0） 
64.1  
19.7  
3.7  
32.2  
55.6  

100.0 

93.8 
67.0 
6.2 
73.2 

100.0 

55.4 
53.1 
4.9 
39.6 
97.6

100.0 

82.2 
55.3 
17.8 
73.2 

100.0 

49.5 
39.7 
6.1 
44.4 
90.2

借
地 

作
業
受
託 
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けの割合が 2％程度であった 3ha 以上層でも，その割合が３倍以上高まっており，これら

規模層でも転作対応のために少なくない面積が不作付けされたことがわかる。

３．稲作生産構造の将来展望

（１） 予測モデルの概要

今後わが国の稲作生産構造がどのような展開をみせるかは，稲作を取り巻く環境の推移

によるところが大きいわけだが，この 10 年間の構造動態に基づき将来展望を試みる。稲

作生産構造の予測は「水稲作付面積規模別農家数の相関表」を用いたマルコフモデル（1）に

よるが，前掲第１表でみたように前期と後期の農家の階層移動状況が大きく異なることか

ら，以下三つのモデルを設定する（2）。

①モデルⅠ： 1995 － 2000 年相関表に基づく農家の階層移動率・離農率を用いたもので

あり，いわば「価格低下・転作強化期」の趨勢モデルである。

②モデルⅡ： 1990 － 1995 年相関表に基づく農家の階層移動率・離農率を用いたもので

あり，「価格安定・転作緩和期」の趨勢モデルである。

③モデルⅢ：モデルⅠとモデルⅡの平均階層移動率・離農率を用いたモデルであり，90

年代を通しての趨勢をモデル化したものである。

（２） 予測結果

まず水稲作付農家数の推計結果をみると（第２図），三つのモデルともに農家数は減少

し，2020 年にはモデルⅠで 141 万戸（対 2000 年 44.7 ％減），モデルⅡで 169 万戸（同
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第１図　水稲を作付けしなかった田面積割合の動向（都府県） 

　資料：農業センサス（1990年，2000年）. 
　注．稲以外を作付け＝調査日前１年間に稲以外の作物だけを作った田面積／田面積 
　　　不作付け＝調査日前１年間に作付けしなかった田面積／田面積 

不作付け 

稲以外を作付け 
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33.3 ％減），モデルⅢでは 155 万戸（同 39.0 ％減）とそれぞれ推計された。

次に水稲作付面積をみると，モデルⅠとモデルⅡでは全く逆の結果となり，両モデルと

もに極端な推計結果となる。そこで，両者の平均をとったモデルⅢの推計面積をみると

129 万 ha となり，2000 年の面積に比べ 23.9 ％の減少となる。

さらに，モデルⅢを用いて 2010 年と 2020 年における作付面積規模別の農家数と面積を

推計し，2000 年センサス結果と比較すると（第３表），農家数においては 0.3ha から 1.0ha

規模の減少率が高く，2010 年までにこれら規模の農家数は現在の４分の３程度に，2020

年では６割弱になると見込まれる。また，作付面積が 5ha 以上の農家数は 2000 年の 2.6

万戸から 2020 年には 3.6 万戸へと増加するが，2010 年から 2020 年にかけての増加戸数は
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第２図　水稲作付農家数および面積の予測結果（全国） 

　注．水稲作付面積規模別農家数の相関表を用いたマルコフモデル 
　　による推計結果であり，モデルⅠは95－00年間の趨勢，モデル 
　　Ⅱは90－95年間の趨勢，モデルⅢは両者の平均による． 
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第３表　2010年および2020年の水稲作付農家数および面積の推計結果（モデルⅢによる） 
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4 千戸とわずかであり，大規模稲作農家数の増加傾向が頭打ちになると予測される。

他方，水稲作付面積は，今後 10 年間に 12.9 ％，20 年間では 23.9 ％の減少となるが，

5ha 以上層への農地集積は進み，これら規模層の水稲作付面積は 2000 年の 21.5 万 ha（作

付シェア 12.7 ％）から 2010 年には 29.3 万 ha（同 19.8 ％），2020 年では 34.5 万 ha（同

26.6 ％）まで増加する。今後 20 年をかけて水稲作付面積の４分の１強が，これら大規模

稲作農家によって担われると見込まれる。しかし，2～ 5ha の中間規模層では，2000 － 2010

年間の減少面積を 2010 － 2020 年間のそれが上回っており，これまでわが国水田農業の中

心を担ってきたこれら規模層で下層方向への階層分解が生じると予測される。

４．水田農業活性化の課題――まとめにかえて――

最後に，これら分析結果から示唆される水田農業活性化を図るために必要な構造政策の

課題について触れ，本稿のまとめとする。

第１は，将来の水田農業の担い手として期待される中間規模層（作付面積 2 ～ 5ha 層）

で，今期作付規模の縮小傾向が顕著にうかがえた。稲作生産構造の予測結果をみても，こ

れら規模層に下層方向への階層分解の兆しがみられ，このことが大規模農家を中心とした

安定的な稲作生産構造を達成できない要因となっている。これら中間規模層をも含めた上

層農家層の規模拡大意欲をどのようにして引き出すのか，そのための政策的支援をいかに

行うのかが最も重要なポイントとなろう。

第２は，定年帰農者の活用・支援方策の検討である。稲作部門においては 60 歳代の定

年帰農者が地域農業の担い手として無視できないことを指摘した。これら者の多くは在宅

兼業農家の世帯主が，定年によって農業専従に変わったものであり，少なくとも今後 10

年程度は農業従事が可能である。これら定年帰農者を地域水田農業の有力な担い手として

位置づけ，その活用方策と支援のあり方を検討する必要があろう。

第３は，個別農家以外の担い手主体に対する支援方策の検討である。今期の借地や作業

受託の増加面積に対する個別大規模農家の寄与度が低下し，農家以外の事業体やサービス

事業体の寄与度が上昇していることが明らかとなった。これら動きを全国各地で加速する

ような施策も，水田農業の活性化を図るためには重要となろう。

第４は，当面急を要する課題として，田の不作付地対策が挙げられる。今期，田の不作

付地が全国各地で急激に増加したが，その理由は，不作付けによる転作対応が広範な地域

で行われたためだった。零細規模の農家ほど不作付地率が高いという結果は，これら不作

付地が今後耕作放棄される可能性が極めて高いことを示しており，早急な対策が求められ

よう。

注（1）構造動態統計を用いたマルコフモデルの詳細については，橋詰登 他（1996）「日本農業・農村の将来展望」

『農総研季報』№ 42，農業総合研究所の p15 ～ 17 を参照されたい。なお，離農率の設定にあたっては三つのモ

デルともに 1995-2000 年の離農確率をそのまま固定して用いている。

（2）2000 年センサスでは自給的農家の作付状況が調査されなくなったことから，三つのモデルともに同農家の水稲

作付面積は 1995 年の作付農家割合，１戸当たり作付面積から推計している。
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当研究所では毎年農林水産省の行政官や都道府県の農政担当職員を対象にした研修を実施しておりま

す。この度（５月～６月）実施した研修の概要および研修生の感想をご紹介致します。

経済関係企画職員研修（注）「基礎コース」［平成15年5月27日（火）～6月6日（金）］

農林水産省において経済関係行政の企画調整にあたるべき中堅職員に対し，農業経済に

関する基礎知識および応用知識を習得させることを目的とした研修です。

今回の基礎コースでは，応用経済学を学ぶための基礎固めを目的とし，ミクロ経済学を

中心とした基礎的な理論の講義を集中的に実施しました。この他に別途「個別課題コース」

として応用経済学のテーマを設定して講義を実施する研修もあります。

私は，5月27日から6月6日までの日程で，農林水産政策研究所で行われた経済関係企

画職員研修の基礎コースを受講した。9日間に及ぶ研修期間を振り返り，率直な感想を申

し上げると，研修内容は高度であり，また，多くのカリキュラムを学ぶことができ，更に，

実際にODAの農業開発に参加された方の体験談を聴くことができ，緊張感と新鮮味をも

って研修日程を終えることができたと思う。

講　義　一　覧
講　　　　　義 講　　　　　師 講義数

ミクロ経済学 茂野　隆一（筑波大学） 16         
マクロ経済学 林　　岳 10         
公共経済学 矢部　光保 8         
農業経済学 伊藤　順一 6         
金　融　論 清水　純一 3         
特別講義「ODAと農業開発」 本郷　豊（国際協力事業団） 2
講義数合計 45

注．１講義は１時間．

注．この研修は，「基礎コース」と「個別課題コース」の２コースを実施しております。

経済関係企画職員研修（基礎コース）を振り返って

経営局経営政策課 野村　　直

平成15年度研修の概要 

研 修 報 告  
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今回の研修で私個人が最も関心を寄せていたのはミクロ経済学であった。マクロ経済学

と比べてあまり世間で注目を浴びることの少ない分野ではあるが，本来，個人単位の経済

活動と密接に繋がっており，それを学ぶ機会を得られることは貴重な経験であると考えて

いた。講義は研修前半に集中しており，短期間にボリュームの多い講義であったが，非常

に有意義であったと思っている。

しかしながら，今回の研修を自分の反省を含めて総括すると，自分自身が満足できるレ

ベルで頭の中に整理できなかったことである。恐らく，研修終了時点にテストでもされた

ら及第点に遠く及ばなかったと思う。それゆえに，研修終了後も少しづつではあるが研修

中に配布されたテキストや資料を眺め，理解を深める努力は行っている。今回の研修を，

業務の糧とするためには，今後も日々努力を重ねていかなければならないと思っている。

最後に，今回の研修に当たり，懇切丁寧に講義をいただいた講師の方々，研修の運営に

ご尽力いただいた研修課をはじめ政策研究所の皆様，また，研修の参加に当って配慮いた

だいた職場の皆様には感謝を申し上げる次第である。

エッジワースのいったいどこがエラいのですか？

厚生経済学の第一命題を説明しようと，ボックス図を描いてパレート最適の概念を紹介

したときに受けた質問である。一瞬絶句した後に，しばし考え込んでしまった。基礎的な

教科書に名前が載るくらいだから偉いのには違いないが，どこがどう偉いのだろう。たし

かにテキストで説明されている彼のボックス図は極めてシンプルであり，学問的な深遠さ

などは伝わってこない。本来ならばそこでエッジワースの一連の業績を挙げ，彼の学説史

上の位置づけや人となりを話せればよかったのだろう。しかし私には彼が20世紀初頭に

イギリスで活躍した経済学者だということぐらいしか知識がなく，どう偉いかについての

的確な説明はできずじまいであった。

「制度化」された経済学，特にミクロ経済学の教育の現場においては，理論の背後にあ

る思想や時代背景について，特に触れようとしない傾向にあると思う。体系的に整理され

た理論を教えるには，その方が効率的だというのはわかるが，大事なこともそこから抜け

落ちているのではないかと危惧する。

だからというわけでもないが，いま通勤電車の中でナッシュという数理経済学者の伝記

を読んでいる。映画「ビューティフル・マインド」の原作となったことで有名な本である

が，ラッセル・クロウが演じる純粋無垢なナッシュとはまったく異なり，傲慢で自己中心

的な天才科学者の姿がこれでもかという筆致で描かれている。ゲーム理論に興味のある方

に一読をお薦めしたい。ただナッシュのどこがエラいと聞かれても，答えに窮するとは思

うのだが…。

「ミクロ経済学」の講義を終えて

筑波大学農林学系助教授 茂野　隆一
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都道府県職員経済研修［平成15年5月12日（月）～23日（金）］

都道府県の農政担当職員を対象に，平成13年度から実施しています。

今回の研修では，業務に直接結びつくような農政，経済一般の実践的な課題を中心に講

義を実施しました。

研修カリキュラムには，「これを学んでもらいたい」とのメッセージが込められている

はずである。私自身がそれをどう受け取ったのかを述べたい。それは，「農業のみに拘泥

するな，それを取り巻く社会・経済構造の変化や環境に目を向けよ」であり，さらには

「国内農業だけに目を奪われるな，国際的な情勢変化に敏感たれ」であったと思う。

まことに意味“深”なメッセージである。納得できるようで，実は容易には納得しがた

いのである。「消費者に軸足を移した農林水産行政」と「農林漁業者のための農林水産行

政」とは何が同じで何が異なるのか。「経済」と「環境」の矛盾はどう止揚できるのか。

国際的な動きと我々の眼前にある農業・農民問題をどう橋渡しできるのか。とにかく分か

らないのである。

そこで居直ることにした。きっと講師の先生方も問題を解けていないのだと。解けてい

講　義　一　覧
分　野 講　　　　　　義 講　　　　　師 講 義 数
概　論 農政講話 篠原　孝 １
〃 日本農業概論 嘉田　良平 １
〃 農業白書入門 加藤　勝 （大臣官房） １

構造問題 地域活性化分析の手法と応用 橋詰　登 １
〃 人口問題と農業・農村 松久　勉 １
〃 新規就農と支援方策 江川　章 １

フードシステム 食品産業論 薬師寺　哲郎 ２
〃 農産物流通論 小林　茂典 １
〃 野菜の経済問題 香月　敏孝 １
農　協 農協概論 両角　和夫（東北大学） １
リスク リスク･コミュニケーション入門 西尾　健・佐藤　京子 ２
〃 新しい食品安全行政と農業への影響 中嶋　康博（東京大学） １
環　境 農業と有機性循環 合田　素行 １
〃 環境の経済評価 矢部　光保 ２
手　法 産業連関分析入門 吉田　泰治 ２
国　際 経営安定化対策の動向 吉井　邦恒 １
〃 国際農業交渉と日本農業 渡部　靖夫 ２
〃 アメリカ農業入門 立川　雅司 １
〃 中国農業入門 池上　彰英（明治大学） １

講義数合計 24
注．１講義は約２時間．

平成15年度都道府県職員経済研修に参加して

沖縄県農林水産部農政経済課 家坂　正光
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ないからこそ荒削りのデッサンのような処方箋が提示されたのだと。そして「おまえらの

頭で考えろ」ということこそが，研修の最終メッセージであったのである。

いずれにせよ刺激的な２週間であった。今後とも，多くの都道府県職員が参加し，「講

師と激論を交わすようなことができたらもっといい」と思っている。

５月13日の都道府県職員経済研修において「新しい食品安全行政と農業への影響」と

題してお話しをさせていただきました。

ご承知の通り，６月には食品安全基本法をはじめとする食品安全に関する数々の法律が

制定，改正されて，わが国の新たな食品安全行政が再編され再出発したところです。そこ

で都道府県職員の方には，次の２点に留意しながらお話しさせていただきました。

第１に，食品安全政策が加工食品だけでなく，生産の現場を含めたフードチェーンを広

く対象とするようになったことです。これは「農場から食卓まで」として概念化されてお

ります。現場では，今まで以上に農業分野における安全対策の意義を意識していただく必

要が高まっています。

第２に，食品安全・衛生行政において，国と地方自治体の役割分担がより明確化された

ことです。このことについては95年の食品衛生法改正でも大きな制度改革がなされたわ

けですが，今回はさらに二つの要素が加わりました。一つは，新たな食品安全行政の基本

に採用された「リスク分析」の中で，国と地方自治体が組織や機能のどの部分を担当すべ

きかを明らかにする必要があること。もう一つは，農産物や食品の取引が活発化していて，

事業者のより積極的な安全衛生対策が期待される中で，現場に近い地方自治体の役割がま

すます重要になってきたことです。

研修に参加された方々はもとよりそのことをよく理解されていて，意欲的に講義に参加

していただきました。質問をいただく中から私も多くのことを学ぶことができました。心

より感謝申し上げます。

【付　記】

今回外部講師と受講者に感想文を寄稿していただいた研修のうち「基礎コース」は今年度から新たに導

入されたものであり、都道府県職員経済研修は従来行政官対象の研修に参加する形で実施してきたものを

分離・独立させたものである。両研修とも２週間当研究所の研修棟で集中的に実施された。ハードなカリ

キュラムをものともせず熱心に勉強をし質問をする受講生の姿をみて感服させられた。また講師もほとん

どは研究所の研究員が担当した。教えることにより得られたものも多かったように思われる。

（清水　純一）

食品の安全性とリスクに関する講義を終えて

東京大学大学院助教授　中嶋　康博
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６月 14 ～ 15 日の２日間にわたり北海道大

学において，日本フードシステム学会の平成

15 年度大会が開催された。発足から 10 年目

の記念大会であった。

日本フードシステム学会は，「食」に関す

ることを産官学一体的に研究する集団として，

当初は任意の研究団体「フードシステム研究

会」として発足した。その後正式の（学術会

議登録の）学会となり，現在に至っている。

この学会に関しては，筆者も設立発起人の１

人として当初から関わってきたが，この学会

の特徴として研究の範囲を，経済に限定せず，

食品科学，医学，商学等幅広い分野を研究す

ることを目指したこともあり，経済以外の分

野を専攻する会員も少なくない。また，学

者・研究者だけでなく，食品に関連する企業

の関係者などの会員も多い。こうした意味で

他の学会とはかなり性格が異なっている。

しかし，そうした幅広い活動を行うことは，

一方で，研究の焦点が定まり難いという反作

用もある。「フードシステム学」とは何か，と

いう問に対し的確な答を用意できる学会員は，

残念ながら，あまりいないだろう。そうした

根元的な問題に応えるより，学会としては，

走りながら考えて行くという現実的な選択を

しているように思われる。（一方，「フードシ

ステム学全集」全８巻の刊行が行われており，

学会としては，より理論的な整理はこちらで

行うという考え方であろう。）

食に関しては，学会発足時には想定もして

いなかったBSEをはじめとする「安全性」の

問題など，新しいこと，研究しなければなら

ないことが続々と起こってきている。こうし

た新しい問題の解決に学会として貢献して行

くことが求められているし，例えばBSE問題

の解明などで重要な役割を果たしてきた方々

が，当学会のコアメンバーであったことは，

偶然ではない。

そうした意味で，今年の大会では，シンポ

ジウム「フードシステムの地域性と国際性」

よりも，翌日に行われたセッション「フード

システムと社会的責任」の方がタイムリーで

あったかもしれない。このセッションは筆者

も興味深く聴講したが，この種のセッション

の通例として，報告が長すぎ，議論を戦わす

までには至らなかったのは残念である。食に

関する今最も重要なテーマの一つであり，セ

ッションではなく，パネルディスカッション

という形も考えられたのかもしれない。

もう一つ並行して，会場となった北海道と

いう地域性を生かして現地の生産者，企業家

を交えた「北海道におけるフードシステム」

というセッションも行われた。

通常の学会と同様，個別報告は多く，今年

は四つの会場に分かれて行われた。したがっ

て，すべてを聴講することは不可能であるが，

GMO，食の安全性，食品のトレーサビリティ

などに関する分野での研究発表が多く行われ，

またこうしたテーマには聴講者も多かった。

当所からは，薬師寺（食品の流通マージン），

中田（フードマイレージ），小島（小麦製品の

価格伝達構造）の３氏が報告した他，立川氏

がGMOに関する報告の座長をつとめるなど，

各方面で当所研究員の活躍が目立つ学会でも

あった。

この学会に関しては，当所の研究活動とは

重なる部分も多く，また会員も多い。来年以

降も，この学会の活動に対して，当所は一定

の役割を果たして行くことになるであろう。

日本フードシステム学会大会 

吉田　泰治 
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2003 年 6 月 14 日，大分大学において日本

経済学会2003年度春季大会が開催された。日

本経済学会は1934年に発足した歴史のある学

会で，数回の名称変更を経て1997年に現在の

形になった。現在は年に２回の大会が開催さ

れている。

本大会は，午前の部・特別報告・午後の部

Ⅰ・午後の部Ⅱ・招待セッションという５部

構成であった。１セッションは三つの報告か

ら構成され，15分の報告の後，討論者からの

意見，そしてリプライという流れで一つの報

告が終了する。各報告はオブザーバーを含め，

10人から 20人ほどが集まっていた。筆者は，

環境経済学・都市地域・社会資本などのセッ

ションに参加した。こういった個別テーマは，

主に筆者と同年代の博士課程の大学院生や若

手研究者の報告が目立ち，大変刺激を受けた。

環境関連の報告の中で，とりわけ報告が多か

ったテーマの一つが産業廃棄物に関するもの

であり，一般社会のみならず，研究者の間で

も関心が高いことが窺える。産業廃棄物の不

法投棄と広域移動を問題にした研究は，農業

分野ではバイオマスに関する理論モデルに応

用できるかもしれないと感じた。

特別報告の司会・報告者は以下の通り。

「ゲーム理論は合理性仮説と進化論を超え

られるか」

司会　梶井厚志（大阪大学）

報告者　松井彰彦（東京大学）

「コーポレート・ガバナンスの経済分析」

司会　柳川範之（東京大学）

報告者　小佐野広（京都大学）

「マクロ経済動学と均衡の不決定性」

司会　池田新介（大阪大学）

報告者　三野和雄（神戸大学）

「マクロ経済学における流動性」

司会　筒井義郎（大阪大学）

報告者　斉藤誠（一橋大学）

以上の特別報告は，同時並行で実施され，

個別のテーマごとのセッションとは異なり，

一線級の研究者の報告のため，出席者も多い。

筆者は東京大学の松井彰彦氏のセッションに

出席した。松井氏の専門は経済理論，情報の

経済学，ゲーム理論，貨幣経済であり，「ゲー

ム理論は合理性仮説と進化論を超えられるか」

という興味深いタイトルで，45分の報告をい

ただいた。報告とはいっても，他のセッショ

ンのように研究成果や発表論文の要約という

わけではなく現在考えているアイディア，す

なわちまだ活字になっていないテーマが報告

された。

経済学に限らず，研究の最先端を知ろうと

思えば，出版された本はもちろん，いくら論

文にあたっても無駄であろう。論文を書き上

げ，それがアクセプトされてジャーナルに載

るまでに１～２年かかることは珍しくない。

すなわち，ジャーナルに載った論文は研究者

の１～２年前の仕事ということになる。研究

の最先端は研究者の頭の中にしか存在し得な

いのである。一般に，普段その頭の中を垣間

見る機会はそうないという意味でも，松井氏

の報告は興味深かった。これまでゲーム論は

「選択」ということを研究対象にしてきたが，

一見遠回りに見えても，「選択」とは別の問題，

「社会の仕組みを理解しようとするモデル構

築」に挑戦しようという内容だった。「何でも

説明できるものは，何も説明していない。目

先を変えて一段階上の社会科学・経済学研究

を」という言葉が印象的だった。

本学会では，農業分野での報告は残念なが

ら一つもなかったが，研究のツールとして参

考になる報告も多く，研究者同士のコミュニ

ケーションや，何より研究に対するモチベー

ションの更なる向上という意味で非常に有益

な学会であった。

日本経済学会春季大会 

佐々木　宏樹 
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カナダと日本の農村比較研究，と聞いてど
んなことを想像されるであろう。地理・政
治・経済・文化など様々な条件で日本とは大
きく隔たったカナダの農村と，何を比較でき
るというのであろうと思われる方もおられよ
う。しかし，問題として浮かび上がっている
現象，例えば，人口減少，１次産業の低迷，
若者の流出，自治体合併や学校の統廃合，活
力の低迷など，言及される農村問題に関して
彼我の違いは驚くほど小さい。農村問題は先
進国間で非常に共通する現象をもたらしてお
り，これらの発生原因や解決のための戦略に
ついて国際的に共同研究を行うことは互いに
裨益するところ大ではないかと感じている。
そのひとつの試みとして，1999 年よりカナ
ダ農村活性化財団（CRRF）と日本側農村研
究者との間での共同研究（科学研究費代表
者：坪井伸広筑波大学教授）が取り組まれて
おり，筆者もその共同研究者の一員として参
画している。
2002 年 10 月下旬に本研究の一環として開
催された CRRF 主催農村大学（Rur a l
University）と呼ばれるコンファレンスに参
加する機会を得た。なお，CRRFとの共同研
究においては研究者間だけではなく，むらづ
くりに実際に関わっている農村リーダー間の
日加交流も重要であるとの見地から，今回は，
日本側より栃木県粟野町（助役を含め２名）
と福島県飯舘村（村長を含め４名）の計６名
の方々にもご参加頂いた。
農村大学は，カナダ東部のニューブランズ
ウィック州モンクトンという地方都市で開催
された。参加者はカナダの農村研究者の他，
CRRFの現地調査地区（約30地区）の有志住
民が参加し，研究報告（全体会と分科会）や
近隣の活性化取り組み事例などの現地見学な
どが行われた。取り上げられた主なテーマは，

教育機関と地域経済，観光産業の持続性や販
売戦略との統合，中小企業による IT 活用，
自然資源管理，農業における大規模化や契約
農業など，多彩なテーマについて議論された。
現地見学も農業，観光，IT，自然資源，漁村
の５コースに分かれて行ったが，興味深い点
としては，現地見学の翌日，見学内容や感想
を互いに議論して，その成果や今後の提言な
どを全体会で報告，相互にフィードバックす
るという点である。研究者以外の実務者や住
民も積極的に会議に参画できるスタイルは，
研究会の運営方法自体としても学ぶべき点が
多いと感じられた。
農村大学修了後は，日本側参加者のための
ポストコンファレンス企画として，プリンス
エドワード島への農村視察が組まれた。プリ
ンスエドワード島は，農業面では酪農とバレ
イショの島である。島内の酪農家や乳製品加
工企業，バレイショ栽培農家やその加工企業
を視察する機会に恵まれた。島の景観は丘陵
や湖沼，入江など変化に富み，非常に美しい
農村景観を作り上げている。『赤毛のアン』の
舞台としても知られ，ナイアガラやカナディ
アン・ロッキーに次ぐ，日本人の観光名所と
なっている。視察では，農業関連以外にも，
小中学校，高齢者施設，コンポスト施設，料
理学校などを訪問した他，市長や村議会メン
バーと懇談する機会にも恵まれた。このよう
に今回の農村視察は，カナダの社会経済文化
について幅広く接し，また理解することがで
きた点で，非常に有意義であった。
なお，CRRFによるカナダ国内における研
究プロジェクトの進行状況やその成果につい
ては，ホームページ（http://nre.concordia.ca/）
を参照されたい。数多くの研究論文を読むこ
とができる。

海 外 出 張 報 告  

カナダ農村活性化財団主催 
農村大学に参加して 

立川　雅司 

農村大学におけるリーダー間の意見交換風景

http://nre.concordia.ca/
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現在進行中の「食料・農業の危機管理シス
テムの構築に関する研究」の食品の安全性に
関するリスクコミュニケーション（RC）の海
外事例調査のため，2003 年２月 24 日～３月
６日にアメリカ環境保護庁（EPA）および保健
福祉省食品医薬管理局（FDA）を訪問した。
日本の消費者は，食品の安全性については
合成化学物質である「農薬」および「食品添
加物」に高い関心を有しているため，アメリ
カで農薬，食品添加物のそれぞれ基準値策定
および管理をおこなっているEPAとFDAを
それぞれ調査することとしたものである。
訪問中，季節はずれの大雪に見舞われ，一
般道路が麻痺し，公立の小学校が臨時休校と
なり，さらに，アポを予定した職員が自宅に
閉じこめられるというアクシデントはあった
ものの，主要な交通機関であるメトロ（日本
でいう地下鉄）は平常通りであったので，調
査はスムーズに行えた。余談ではあるが，
FDAにおいて，メトロの良さを誉めたところ，
ワシントンでも通勤時間帯は道路が渋滞する
ので車は不便になるとのことであった。筆者
が日本では，通勤時間には，座席が折りたた
まれる地下鉄もあると言ったところ，良いア
イディアだと感心していた。
農薬行政については，日本において農林水
産省，環境省，厚生労働省の３省が分担所掌
しているため，制度が複雑になり全体像の理
解が困難であると言われているが，アメリカ
でも同様の状況となっている。EPA，FDA，
農務省（USDA）の３機関に対し，過去に新
たな仕事が生じるたびにパッチワークのよう
に新たな業務が追加されたので，複雑な仕組
みになっている。
農薬行政に関係する法律も一つではない。

1996 年には，食品品質保護法が制定され，リ
スクアセスメントの仕組みが大きく変更され
た。子供および環境に対し，特別な配慮をす
ることが決定されたため，2006 年までのスケ

ジュールに従い既存農薬の再評価および登録
が行われている。この再評価のため，週に数
回会議が行われ，議論が数時間にも及ぶとの
ことであった。
農薬行政部門で最も人員を要するのは，驚
くことにラベル部門であった。家庭向けの農
薬として芝用除草剤，ゴキブリ駆除剤が大き
な売り上げがあるため，家庭向けの情報提供
としてラベル部門が充実している印象を受け
た。実際に，芝生用除草剤の実物を見せて頂
いたが，包装袋が大きいせいもあるが，ゆう
に座布団程度のスペースがラベルにあてられ，
詳細な情報が提示されていた。現在，英語の
みが公用のラベル用語として認められている
が，スペイン語しか理解できない人々に対し
て，どのように対応していくのかが，今後の
課題となるであろう。（今のところ，企業が任
意でスペイン語によるラベルが付された製品
を販売している。）
日本と同様，農薬に対し，強い意見を持つ
団体があり，様々な論議がある問題とのこと
で，できる限り情報提供や問い合わせに答え
るため，大学と契約し，専門家を雇って対応
を行っていた。我が国においてもこのような
体制の整備が必要ではないか。
食品添加物は，アメリカでは「添加物」と

「着色料」に分類されており，人工，天然とい
った分類は，化合物としては特に意味がない
ため，存在しない。着色料のみ何故に別のカ
テゴリー扱いされているかは，きちんとした
理由が無く，歴史的にその様に扱ってきたと
のことであった。食品添加物も関係する法律
は多く，その仕組みは複雑になっている。食
品に含まれている食品添加物さらには栄養に
ついての情報を提示するため，アメリカの食
品ラベルは，大きなスペースが当てられ，詳
細な情報が盛り込まれており，消費者の商品
選択（判断）に資するとのことであった。

海 外 出 張 報 告  

米国における食品安全に関 
するリスクコミュニケーシ 
ョンの調査から　 

佐藤　京子 

アメリカ　環境保護庁（EPA）農薬プログラムオ
フィス（OPP）が入っているビル
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2003 年３月に四国へ出張する機会があっ

た。羽田に着いてみたらロビーが人で溢れか

えっており，手荷物検査の入口も長蛇の列で，

どこが最後尾かもわからないほどであった。

搭乗予定の航空会社のシステムがダウンした

ためだった。

いつ飛ぶかわからないということなので，

とりあえずVIPルームに入ってただのビール

を飲んで時間を潰すことにしたのだがここも

超満員で座る場所もない。しばらくビールを

立ち飲みしていたら，どこからか関西弁の怒

声が聞こえてくる。声の方向を見たら部屋の

受付のところで 30 半ばくらいの男が「早く，

飛行機飛ばさんかい。」などと無理無体なこと

を言いながら大声で職員を怒鳴りつけている。

この男による職員のつるし上げは暫く続き，

他の客をも必要以上に疲れさせた。

海外出張報告でなぜこんなことを書いてい

るかというと，この大人げない関西人を見て，

昨年末のブラジル出張での出来事を思い出し

たからだ。

国際農林水産業研究センターの依頼で 2001

年，2002 年と２年続けてブラジル大豆の需給

動向に関する調査を行った。一昨年は主とし

て生産動向中心の調査で昨年は需要動向に力

点を置いたものだった。

昨年の調査の主目的の一つがリオ郊外にあ

る農牧研究公社食品技術センター訪問であっ

た。ここでは大豆を利用したさまざまな加工

食品の研究がなされている。印象的だったの

は，所長以下女性研究員の数が多かったこと

だ。日本でも食品研究の分野では女性が多数

活躍しているがこの研究所では目立って女性

の数が多かったように思う。ある研究員は豆

乳に果汁やカルシウムを添加してどれが飲み

やすいかの感応試験をしており，筆者も実験

台にされ，色々な豆乳を飲まされた。人生に

おいてあれだけの豆乳を飲んだ日は無いと断

言できる。ホテルに向かう帰りの車の中でも

腹がチャポンチャポン言っていた。

日本よりも先にブラジルでは国立の農業関

係の研究所はエージェンシー化されていて，

どこも独自財源の調達に苦慮している。所長

初め多数の研究員が小生のような末端研究員

に丸１日親切にアテンドしてくれたのも日本

との共同研究への期待があったからであろう。

実際視察終了後，研究員との懇談会が設営さ

れていて日本との共同研究をどうしたら実現

できるか相談された。

リオでの調査を終え，サンパウロへ戻るべ

く空港に行き，待合い室に入ったらものすご

い数の人で足の踏み場もない。ただでさえリ

オは蒸し暑いのに，情熱溢れるラテン人の体

温と吐く息で室内はサウナ状態である。館内

放送によると悪天候の為空港が閉鎖されてお

り，再開の見通しはたっていないとのこと。

そんなことなら何故待合室に入れたのかとも

思ったが，なにせここはブラジルである。

客の中にはビジネスマン風の人も大勢いた

が職員に詰め寄っている人などいない。職員

も職員で謝るなどということはしない。客の

中には女性の地上勤務職員をからかって遊ん

でいる輩もいるくらいだ。

日本人に比べてルーズな感じのするブラジ

ル人であるがこういう時はなるようにしかな

らないという諦念をしっかりと持っている。

普段はラテン気質で仕事をするのに困る時も

あるが，緊急事態が生じた時は融通無碍で助

かる時もある。そういう意味ではブラジルの

ほうが柔構造の社会なのかもしれない。

清水　純一 

ブラジル大豆需要調査 

海 外 出 張 報 告  



34

農林水産政策研究所 レビュー No.9

去る６月２～６日，パリのOECD（経済協
力開発機構）本部で，世界食料需給見通し関
連の一連の会議があり，これらの会議に出席
した。その後，９～16日にかけて，イタリア
北部の稲作地帯，ローマのFAO（国連食糧農
業機関）本部，ブラッセルのEU（欧州連合）
委員会を訪問し，EUにおけるコメ事情に関
する調査を行った。
まず，６月２～３日にかけて，World Outlook
Conference が開催された。この会議は，
FAPRI（米ミズーリ大学・アイオワ州立大学
食料・農業政策研究所）が主催するもので，
毎年，世界の国際機関や研究所の主にモデル
を使用した食料・農業見通しの担当者が世界
のどこかに集まり，それぞれの見通しを持ち
寄り，相互に報告したり，批評し合ったりす
ることを目的としている。モデル全般，およ
び砂糖や綿の需給モデルなどについての報告
と討論が行われ，日本からは JIRCAS（国際
農林水産業研究センター）の古家淳氏が，環
境・地球温暖化問題とモデルとの連携に関す
る報告を行った。
４日はOECD AGLINK user group会議に
出席した。AGLINKモデルとは，OECDが加
盟国との協力の下に開発した中期の世界食料
需給予測のための部分均衡モデルであり，加
盟国も，カナダ等が，毎年このAGLINK モ
デルを使用したOECD の世界農産物中期見通
し「OECD Agricultural Outlook」を利用して，
自国の需給見通しに活用している。この会議
では，予算削減等の影響から，毎年公表され
ていたOutlook が，2004 年からは 2年に 1度
の公表にせざるを得ない事，ブラジルが新た
に国別モジュールとして加わった事，砂糖モ

デルの開発を進めている事，AGLINKモデル
を動かすソフトウェアが完全にWINDOWS
に対応したTROLLになった事等の報告があ
り，これらについての議論が行われた。５～
６日は，引き続き，各国のAGLINK担当者に
対し，TROLLに移植されたAGLINKモデル
の動かし方につき，PC を使って実際に
AGLINKモデルの扱い方を習得するための研
修会議に参加した。
次週の６月９日は，イタリア北部，ミラノ
近郊の稲作地帯であるパビア市のAIRI（イタ
リア精米業者協会）を訪問し，アルプスから
の雪解け水が流れ込むポー河流域に発達した
灌漑稲作農業の概要を聴取した。10 ～ 12 日
にかけて，AIRI本部，近郊の稲作農家，精米
工場，米生産者組合，国立稲研究所，灌漑水
路管理会社等を訪問し，イタリアにおける稲
作やコメ事情について，インタビューを実施
した。この地帯のコメはリゾット用の大粒の
ものが大部分であり，また，農家は完全に機
械化されており，１農場当たり 100ha を越え
る大規模農家も存在する。また，EU統合の
結果，人・物・サービスの流通が活発になり，
ヨーロッパ北部でもコメの消費が増えつつあ
る。また，コメの流通は，農協のような組織
的な集荷体制にはなっておらず，仲買業者が
介在し，価格は近郊にある数カ所の取引所で
決定されるとのことであった。６月13日には
ローマの FAO本部を訪れ，コメの専門家と
会談し，EUおよびイタリアにおけるコメの
実情や政策の動向の把握，コメの国際市場の
動向につき聴取を行った。
引き続き，６月 16日にはブラッセルのEU
委員会のコメ政策担当者を訪問した。丁度こ
の時期，EUでは，2003／ 2004農業年度にお
けるCAP（EU共通農業政策）の改革案を審
議している最中であり，午後１時間程度の短
い対談にならざるを得なかったが，EUにお
けるコメ関係のデータベースを入手するため
には，実際はルクセンブルグにある EURO
STAT（欧州連合統計局）にコンタクトを取
る必要がある事や，EUにおける政策の形成
過程，EUと日本における精米換算率の相違
等に関し聴取を行うことができた。

海 外 出 張 報 告  

OECD AGLINK user group  
会議等（平成15年６月１～18日）

上林　篤幸 
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地域の基盤整備

西田　純一

私が住むのは，2000 年に開基 100 年を迎え

た耕地 2万 ha，人口 4万人の音更町の北端，

士幌町に隣接する中音更地域です。東半分は

昭和初期（1930 年代）に，西半分は戦後

（1950 年代）に，それぞれ当時の農林省十勝

種畜牧場（現・農林水産省家畜改良センター

十勝牧場）用地の北端が解放され，町内分家，

拓殖実習場修了生，外地引揚者などによって

開拓が始まった歴史の浅い，未だ開発途上の

地域です。

この地域の農家も全国の例にもれず，「国産

農畜産物は割高でも安全・安心です」を売り

ものに当面やるしかないと，半分は逃げ腰の

体勢。生産履歴台帳に施肥量，使用農薬名，

散布量，散布回数などの明記が義務化される

に至り，この先どこまでやれるか，農家の間

に不安が広がっています。作る人から食べる

人への「転進」を志向する農家にとっては，

基盤整備事業も農地を売る（離農）ための材

料であり，経営安定化に結びついていません。

輸出国がいつまでも食糧を売ってくれる保

証があるのか，子孫らは食糧を買い続ける外

貨を将来も確保できるのか，一度やめたら二

度と農業に戻れない等々と，地域の農家はさ

まざまに不安を語りあっています。

道営畑地帯総合土地改良事業（現・道営畑

地帯総合整備事業）を開始するか見送るかに

ついて議論されたとき，「今までのように 10

年以上もかかっていたらオラここにいない」

との声が多く，「できれば3年遅くても5年で」

事業を完了させることを要請して着手しまし

た。しかし，すでに 10 年が経過しましたが，

未だに事業の完了は何年後のことか不明です。

事業の目標水準は大幅に後退し，農地が売

れないので全面積を賃貸して事実上離農した

先輩が 5人と地域農家の 1割を超えたし，施

設を次々と整備してきた中堅酪農家が 2戸も

無畜・畑作専業に転向した（残った酪農家 11

戸）ほか 2戸が酪農専業から酪農・畑作複合

に転換しました。畑の大部分を賃貸して一部

だけを耕作する者も 3戸になって，専業経営

は減少を続けています。

何が（誰が）これほどまでに地域農民の元

気と希望を奪い去ったのだろうか。

脱落者や離農のない，活気に満ちた，永続

する地域農業を構築する展望，実行方法の具

体的な提言が求められています。

農地は生きています。作物がよく育つ状態

を保持するには，農家の手厚い「土づくり」

の努力を必要とします。

開拓直後の新墾地では，作物は無肥料や少

量の施肥でも見事に成育し，豊かな稔りをし

ます。1964 年の大冷害に遭うまでの間，つま

り開拓10年位は，排水不良の畑も見事な作況

で，収穫残渣のリサイクルも行わず一方的な

地力の収奪が続けられた畑との差は驚異的で

した。

自衛隊演習場の拡大のため僅か 150 万円と

いう安い買収金で移転することになり，実態

調査の期間もなく，雪で覆われた畑を「新し

い開拓地」と言う仲介人を信用して買った現

住地（実は，地力の限界を感じて南米パラグ

アイに移住した人の営農跡地）はヤセ畑でし

た。

地力を復活させるために酪農に転換する方

針を固め，二人三脚（父 45 歳，私 20 歳）で

日夜，手造り牛舎から始めた父が，僅か 6年

後 51歳で他界しました。それ以来，妻と4人

の子供たちと力を合わせて続けている「土づ

駐 村 研 究 員 
だ 

よ 

り 
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くり」ですが，個々の農家や地域有志の努力

には限界があります。生産物を単に商品と見

るのではなく，生産力の永続性を目標に置い

た農政（基盤整備）が求められます。同時に

「農業を少数の農家が大規模経営で…」とする

政策も根本的に見直すべきだと思います。

農家戸数と耕地面積をともに減少の一途か

ら増加に転じさせ，農村景観，伝統文化の継

承，バイオマス資源の有効利用など，自然と

調和した社会の構築に資する地域循環の「土

づくり」を進めていくことが必要です。

具体的な提言は，次の機会に記します。

（北海道河東郡・農業）

季節感を伝えられぬ
花の行く末

小川　　正

埼玉県本庄市で，花卉生産をしております，

小川正です。

1963 年に農業高校を卒業後，東京で花の研

修を，フラワーショップで 3年，花卉生産農

家で 2年，計 5年間，超一流の両オーナの元

でフラワーデザイナーの勉強も含めて色々な

経験をした後，子供の頃より夢であった，花

の生産を始めました。

経済の発展と共に花の需要も増え，右肩上

がりの状況は続きました。防疫上の理由もあ

り，土の付いた鉢物は輸入が出来ないと言う，

保護とも言える状態の中，我世の春の様相が

続いてまいりましたが，その鉢花（ポット苗

も含みます）の園芸業界が近頃大不況に落ち

入っております。

これは最近の日本中を覆って居る，不況の

為だと園芸業界の大多数の人達は考えて居る

様ですが，それより癒しの産業で有るはずの

園芸業界が，今や騙しの業界に成り下がって

居る状態です。

常に生産過剰な状態が続き，ひとたび土曜

日日曜日の週末に雨や雪が続けば市場は大暴

落，ワンポット 10 円やワンケース（24 ポッ

ト入り）が 1円まで有り生産者の所にはワン

ケース，250 円×出荷ケース分の運賃の請求

書が配達されて来ます。

勿論市場でも 10円の花苗では，1万鉢を競

り売りしても 1 万円の手数料にしか成らず，

昨年地元埼玉県でも倒産した市場が有りまし

た。生産者は，前年度よりの落ち込みを，増

産により補おうとし生産過剰は加速の一途を

辿る中，量販店は48円のパンジーをチラシの

目玉にして安売り合戦を繰り広げる。これで

は従来の花屋さんでは花苗は売れません。自

然と売店の力も落ちて行きます。（しかしそん

な中でも 180 円のビオラやパンジーや 270 円

のパンジーをどんどん売って居るお店も有る。

現に私の所でも同時期同じ品物がＡ市場とＢ

市場で2300倍の差で売られると言う現象が昨

年末には起きております。これはそのお店の

売り方に原因があると思います）近県の市場

の社長さんの話で「以前鉢物・苗物を大量に

花屋さんにさばいて居たが現在では物日の贈

呈物の鉢花以外は殆どの品物は量販店に流れ

て行ってしまう。」

その量販店の多くが経費節減の為花苗の栽

培法等の説明も殆ど無く売りっぱなし，エン

ドユーザー（消費者）はそうした苗を，植え

ても植えても，上手に育てる事が出来なかっ

たり，枯らすばかり，そこでエンドユーザー

はメディアに頼り園芸雑誌等で勉強に励んで

見ても，どの誌面を見ても 10 月号～ 12 月号

ではガーデニングの特集はパンジー，ビオラ

を始め春物の花苗が誌面に反乱しており（冬

物のモニハボタンは矮化剤で根まで詰まって

しまい 12月末には寒さに傷む物も多く）3月

号 4月号は夏物の花苗が主役。これでは勉強

の成果はなかなか上がらず，種播きからの園

芸では季咲きの花しか咲かされず，季節遅れ

の園芸に成ってしまう為に，高いお金を出し
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てまでして，買苗でのガーデニングに取り組

むエンドユーザーは，いかに努力して見ても，

花を植えて癒されるどころか育たず枯れ行く

花を見て，ストレスと悲しみも増し，関東以

南のエンドユーザーさえその数は年々減り続

ける。去る人はさよならを言わないので，去

られた人の多大さを実感して無い物と思われ

ます。

この園芸業界の斜陽化を止め元の状態にと

の思いで今回駐村研究員も受けさせて頂きま

した。

日本中が不況の嵐の中に有り，多くの人達

が癒しを待って居ます。せっかくの癒しの業

界と言われて居る園芸業界です。四季折々多

数の元気な花で去って行ったエンドユーザー

も含めて，すべてのエンドユーザーの花に出

会った時のあの言うに言われぬ笑顔にもう一

度出会え，取り戻すためにも，今ひとつのネ

ットワーク作りを始めております。

園芸サイド（主婦の友社）の協賛店づくり

「～全国の花生産者，市場，売店，消費者，メ

ディアのネットワークづくり～」と言う途方

もない計画です。自分が21世紀のドンキホー

テに成るやも知れません。でも，この計画で

私の夢は実現出来ると信じており，正しく自

分はドンキホーテです。

次の機会に協賛店作りのお話しはさせて頂

きます。又皆様にお会い出来る日を楽しみに

しております。

（埼玉県本庄市・農業）

NOSAI と収量と

古内　稔
しん

悦
えつ

はじめまして，私はNOSAI（農業共済）で

主に農作物（水稲・麦）共済を担当していま

す。

農作物共済は，果樹，畑作物とともに「収

穫共済」に分けられます。収穫共済には，い

くつかの方式がありますが，「その年の天候が

通常であれば収穫できる」数量を基準として，

基準の何割かを補償する共済です。全国的に

一番引受けの多い水稲共済の一筆単位方式で

は，基準の 7割を補償して，自然災害などに

よって実収穫量が基準の 7割を下回ったとき

に，その下回った数量に応じて共済金が出る

仕組みです。なお，平成16年度からは，制度

改正により補償方式や割合が選択できるよう

になります。

基準単収と評価単収

水稲共済では，基準とする収穫量を決める

引受け時点と，実収穫量を測定する損害評価

の時点で収量を把握します。

基準単収は，耕地一筆ごとに決めます。ま

ず，農林水産大臣が都道府県別の平年単収

（10 アール当たり収量）を県知事に示し，知

事が市町村別の実収穫量などを用いて作付面

積を重みとした加重平均を国の指示と一致す

るよう組合ごとに算定した県指示単収を示し

ます。

組合は過去の実収穫量などから耕地ごとに

収量等級を設定し，品種の特性や栽培方法の

違いなどを参酌しつつ，引受面積を重みとし

た加重平均が県指示単収の95～ 100％の範囲

になるよう耕地ごとの基準単収を設定します。

等級ごとに一定の単収幅で設定されますので，

おおよそ正しい（遠からず近からずの）単収

となります。基準単収に作付面積を乗じたも

のが基準収穫量で，一筆方式では耕地ごとに

基準収穫量の7割が引受収量となります。

評価単収は，組合員から被害申告のあった

耕地について，組合員の代表である損害評価

員が検見により単収を見積もり，この中から

抜き取った耕地の検見単収と実測調査単収と

の差で修正して決定します。
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収量の基準が変わる！

収量の基準は「飯用に供し得る玄米の量」

を収量とすることとして，昭和 31 年以降

「1.7mm幅のふるい目により選別されたもの」

とされてきました。しかし，自主流通米の産

地間競争の高まりなどから生産者の使うふる

い目を大きくして整粒歩合を高める傾向があ

り，例えば宮城県内の生産者のほとんどは

1.85mm目以上で選別しています。

このような状況から，平成15年度から基準

収穫量や損害評価の収量の基準となるふるい

目が，1.7mm目から 1.8mm目に改正されまし

た。これは平成16年度から適用される制度改

正に先立ち法律改正を要しない改正として適

用されたもので，生産者・NOSAI からの強

い要望により実現しました。

なお，農林水産省の公表する収穫量統計は，

過去の収穫量との連続性が重要ですので基準

を変更していません。

基準が変わると

収量の基準とするふるい目が変わったこと

で，①基準収穫量，②共済掛金率，③評価収

量が変わります。一方，共済金支払いの基礎

となる共済減収量は，基準収穫量・評価収量

がともに1.8mm目に変更され，基本的にはそ

の差が同じですので，大きくは変わらないと

考えられますが，その年の被害の発生状況で

登熟等に影響があったときには，共済減収量

にも影響してきます。

①の基準収穫量は，国が県に示す平年単収

を，1.7mm目と 1.8mm目との収量の比率で修

正して対応しています。この修正は，農林水

産統計の粒厚別分布などのデータを基に行わ

れています。平成15年産で示された宮城県の

1.8mm目の単収は 512kgで，1.7mm目と比べ

約2％減の修正になっています。

②の共済掛金率は，過去の実績被害率を，

平成12年から 14年の 3カ年に全国のNOSAI

が行った粒厚別調査のデータなどを基に修正

して，農林水産省が告示しています。

課題は③の評価収量です。抜取調査は実測

（いわゆる坪刈）の方法で行われ，この収量は

1.8mm目のふるいを用いますので対応はグレ

ーダーの網目の交換だけですが，評価収量の

土台・基礎となる悉皆調査は検見によって行

われます。損害評価員の観察眼と稲作を永年

営んできた経験が物をいいます。この眼の調

整をどう行っていけばよいのか。現地研修を

徹底する，目慣らし圃場を多めに設定するな

ど工夫を重ねていかねばなりません。

この原稿を書いている 7月下旬，東北地方

太平洋側は低温が続いています。水稲の幼穂

形成期から減数分裂期に当たる時期。冷夏を

憂いつつ，今秋の損害評価に心を巡らす毎日

です。

NOSAI と収量と

水稲共済の収量の基準となるふるい目は変

わりました。長い時間と多くのエネルギーを

かけて。変わるはずがないと思っていた「基

準」が動きます。現場の実態に近づこうとし

ています。

平成22年度の「あるべき姿」に向けて，米

を巡る情勢は大きく動いています。生産調整

もネガからポジへと，面積配分から数量配分

へと動き出しました。そして，数量配分から

生産者ごとの作付可能面積を算定する基礎の

一つとして，水稲共済の基準単収が挙げられ

ています。

NOSAIで設定もしくは評価する収量は，今

まではNOSAI が使えれば役目は終わりでし

た。それがNOSAI という制度の外側でも使

用に耐えうることが要求されます。われわれ

NOSAIは，今まで以上に現場を把握し，現場

に即した設定を進めていかなければならない

と考えています。

これは，「収量」のことについてだけではな

く NOSAI そのものに言えることでしょう。

収量の基準に続き，平成16年度からは制度が
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大きく変わります。制度をどこまで生きたも

のにしていけるか。NOSAIが内側からも外側

からも力を試されるときだと考えています。

（宮城県仙台市・NOSAI宮城職員）

「安全，安心野菜システム」構
築による農作物ブランド戦略

古川　　浩

JAあわじ島は，兵庫県の南部に位置し，冬

場温暖な気象条件をフルに活用し，秋から春

にかけて緑一色の多毛作農業を行っている。

耕種農業と畜産との複合経営を基本に「た

まねぎ」｢レタス」｢キャベツ」「ハクサイ」を

基幹作目に維持拡大を図るとともに，消費地

からの多様な需要に応えられる多品目複合野

菜産地と位置づけ，JA管内を「一つの農場」

として生産から販売の一貫体制を確立してい

る。

また，JAあわじ島の前川組合長の運営理念

である「組合員の農業生産に立脚した農業経

営」「農協らしい農協」を目標として営農振興

に取り組んでいる。

私は営農指導事業に約30年従事し，産地づ

くりに微力ながら全力で取り組んできたので，

JAあわじ島管内の農業の現況を報告したい。

耕地面積は水田がほとんどで合計４千 ha

ほど。農家戸数も４千６百戸ということで専

業が 19 ％，１種兼は 27．５％となっている

が，JAあわじ島の農家は本当に勤勉で労働意

欲が高く，専業あるいは兼業の方々も一生懸

命取り組んでいる。主な作物の耕作面積は，

たまねぎ 1,550ha，レタス 1,100ha，キャベツ・

グリーンボール等で 300ha，白菜 200ha とな

っている。平成14年度の販売実績は約135億

円で，そのうち，たまねぎが34億円，レタス

が 60 億円となっている。14 年度の販売数量

は，たまねぎ20㎏１ケースで約305万ケース，

レタス 10㎏ 1ケースで 304～5万ケース，年

間トータルで10万ｔの生産物を出荷し，取引

市場は60社におよぶ。

私達は営農振興の基本方向を示している。

我々の基本的な考え方は，秋から春にかけて

緑一色の三原平野でありたいということ。も

う一つは，JAあわじ島管内を一つの農場とい

う概念で生産販売に取り組んでいきたい。そ

のためには，専業農家だけでなく兼業農家の

奥様にも頑張っていただこうと思っている。

キーワードとして，収益性の高い農業を目指

したい。また，競争力の高い農業を目指した

い。そして，付加価値の高い農業を展開する

ために環境に優しい農業，あるいは減農薬，

減化学肥料栽培を行う特別栽培を展開して，

販売戦略を組んで付加価値を高めていきたい。

そのために，「JAあわじ島安全・安心野菜生

産システム」を推進している。

この目標を達成するためには，新たな担い

手の確保が一番大事なことだが，我々は本年

度中に認定農業者を 600 名まで育成すること

にしている。どの農家にも後継者はいる。サ

ラリーマンでも週末は家業の農業を手伝って

もらうなど，農業に関心をもってもらうよう

意識付けやグループ化をしていこうと推進し

ている。それと一番の柱は，先端農業技術の

研究導入ということで，14年から神戸大学・

兵庫県と連携し共同研究を進めている。

具体的な地域営農振興の方針として，JAあ

わじ島では，平成８年度から前川組合長の強

い指示の下，安全・安心な野菜生産のための

取り組みを進めてきた。平成 11 年７月に食

料・農業・農村基本法が制定され，この法律

にも消費者重視，あるいは環境保全型農業へ

の道が示されている。我々が平成11年度から

名付けたのが「JAあわじ島安全・安心野菜生

産システム」であり，このシステムの確立が

最重要課題である。安全・安心な野菜を供給

するため，生産者と一体になって三つの安全

な作り方を推進してきた。一つは減化学肥料
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栽培であり，営農指導員が土壌診断を行い，

結果を農家にフィードバックする。あるいは

できるかぎり緩効性肥料に切替え，硝酸態窒

素の問題を出さないための取り組みをはじめ

ている。特に夏場 40 ％を超える転作田には，

クリーニングクロップのソルゴーを地力増進

として鍬込みをしている。また，減農薬栽培

として平成８年度から性フェロモントラップ

利用によるハスモンヨトウの防除を行ってい

る。

最近では今開発中の交信撹乱剤を使った更

なる減農薬栽培の方法を模索しているところ。

また，健康な土づくりとして，JAあわじ島が

行政と組んで助成策を講じ１万 tを超える堆

肥を施用して健康な土づくりを推進している。

平成14年春から中国産野菜の残留農薬問題

が出ているが，我々としては消費者不安の防

止，産地の信用確保を目的として平成８年か

ら三つの目標を作っている。一つ目は生産履

歴（トレーサビリティ）情報開示のため「管

理記録の記帳」として，始めは模造紙サイズ

の管理表を農家の集まる場所に張り，そこに

農薬の使用状況や土壌診断の結果を記録して

もらっていたが，14年度からノート形式にし，

栽培管理日誌をつけてもらっている。生産農

家から「誓約書」を提出いただくとともに，

実際に記帳しているかどうかについては野菜

出荷時に確認する方法で徹底させている。

次は「農薬残留自主検査の実施」というこ

とで，普段より組合員に農薬の適正使用を呼

びかけ，防除指針を参考にするためにも平成

８年から残留農薬の自主検査をやっていたが，

平成14年度からもう少し密度の濃い検査やチ

ェック体制を確立し，平成15年度から，残留

農薬分析室を設置，秋から業務を開始しよう

としている。

三つ目は「JAあわじ島防除基準による防除，

適正使用基準の厳守」について，研修会を開

き，徹底を図っている。８月上旬に栽培講習

を兼ねて農薬適正使用についての講習会を開

催，組合員に再度，適正使用について知識を

つけていただくことにしている。組合員には

「誓約書」を書いてもらっている。内容は無登

録農薬を使用した場合や防除基準以外の農薬

を使用した場合等不適切な農薬使用により残

留農薬が検出された場合には出荷停止にする

という厳しいものになっているが，組合員に

は意識して安全安心な農作物を生産してもら

い，我々は取引先に対して生産者は制約の下

に生産活動を行っているという証明に使いた

いと考えている。

次に JAあわじ島がキーワードにしている

連携については，今年の７月～８月にかけて

朝日放送系列，ＡＢＣラジオ，名古屋テレビ，

日本放送であわじ島のたまねぎのおいしさ，

安全さを「ほんまもんたまねぎ」として15秒

ＣＭでＰＲしている。

また，兵庫県が厚生労働省の定める残留農

薬基準の 10 分の１以下の農作物を認定する

「兵庫安心ブランド」の認定を受け，大手量販

店と取引している。これは「減農薬栽培研究

メンバーである生産者が農薬の適正基準を厳

守しているおかげで，検査しても残留農薬は

検出されない。JAあわじ島では，今後も低コ

スト化，高付加価値化，契約取引の推進等の

産地改革を進めていくが，引き続き減農薬，

減化学肥料栽培，健康な土づくり運動を推進

するとともに産地体質の強化のために生産流

通コストの削減あるいは市場を通じた契約取

引を図っていきたいと考えている。

JAあわじ島は，今後とも食の安全性が強く

求められる状況下，「安全」「安心」「連携」を

キーワードに，安全確保策「安全，安心シス

テム」の実践により，消費者に安全な野菜を

お届けできるよう生産者一丸となって努力し

ていきたいと考えている。

（兵庫県三原郡・農業）
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第 1919 回（４月８日）

Boys, be aggressive

（東京大学名誉教授）今村　奈良臣

かつての農業総合研究所が農林水産政策研
究所へと機構改革が行われ，政策研究の方法
論や課題設定など新たな分野の研究開発の必
要性が望まれる中で，特に若い研究者へ大胆
に問題提起をして欲しいとの要請が篠原孝所
長から私に対してあった。それに答えるべき
能力は持ち合わせているわけではないが，私
なりの政策研究のつたない研究史の一齣を話
すことで若い研究者への問題提起となれば，
ということで定例研究会に臨んだ。
表題の“Boys, be aggressive”という言葉

（もちろん，“Girls”も含む）は，私が20代後
半に（財）農政調査委員会研究員として在職
していた折りに，当時同財団の事務局長をさ
れていた故東畑四郎氏（農業総合研究所所長
もされていた故東畑精一東大名誉教授の弟，
元農林事務次官・日銀政策委員）が，ある日
ぽつりと話された言葉であるが，若い私には
身体の中を稲妻が走る想いであった。いうま
でもなくクラーク先生の“Boys, be ambitious”
をもじった言葉であるが，その真意は，先輩
やいわゆる権威者の反対など恐れずに青年ら
しく積極果敢に新しい課題に堂々と取り組め，
ということだったと思う。かつて農林省の新
入職員に訓辞として述べていたらしい。
さて，本論に入って私なりの研究史の要点
を述べ参考に供したいと思う。私の研究はお
おむね四つの系列の研究に整理できると考え
ている。第１は農業財政・農業補助金に関す
る研究，第２は農業水利・土地改良等農業に
かかわる社会資本に関する研究，第３は農業
構造分析を基礎とした農地政策・農業構造政
策にかかわる研究，第４は日本の農業・農村
の特質に関する研究でありアメリカ，中国な

どとの比較研究も含む研究系列である（それ
らの要点は配布した資料「第 40 回日本農学
賞＝読売農学賞推薦・評価調書」を参照）。
ここでは時間の制約もあるので，20代から
30代初めに取り組んだ，補助金研究と農業構
造問題研究にしぼって話してみたい。
学位論文（「農林国家経費に関する研究」

1964.9,東京大学）の作成とも関連させつつ，
大学院，農政調査委員会時代を通して研究者
の卵の時代は農業補助金の研究を最大のテー
マとして取り組んだ。東畑四郎氏は難しい補
助金の調査に多大の便宜を与えてくれた。三
重県庁の文書庫にこもり補助金に関する資料
や統計を自由に検索することができ，併せて
市町村，農村諸組織レベルまで実態調査を行
うことができ，国―県―市町村―農村諸組織
を通して補助金がいかに流され，いかなる政
策効果をあげているか，いないかなど解明す
る糸口ができた。そうした研究成果は『農業
補助金の構造』（1965.3），『農業と社会資本』
（1967.3），『補助金と農業・農村』（1978.12）
として世に問うた。特に後者は第20回エコノ
ミスト賞を受賞した。現在なお，最大の政策
手段である農業補助金に若い方々は是非取り
組んで，その改革路線に挑戦してもらいたい。
いま一つ若い時代に取り組んだのが，稲作
をめぐる構造問題と農地制度改革にかかわる
課題である。新潟・蒲原平野，山形・庄内平
野，佐賀・佐賀平坦という日本の代表的稲作
地帯の実態調査を踏まえ，当時（1960 年代後
半）萌芽的にみられつつあった請負耕作，ヤ
ミ小作などと呼ばれる農地法上の違法行為と
も言える事実上の賃貸借の進展の基盤には，
農民諸階層間でいかなる稲作生産力の格差が
形成され，規模拡大層にいかに地代支払い能
力が形成されつつあるかを論証し，農地法体
制の改革と農業基盤整備の必要性を提示した。
米生産費調査の再集計と分析を踏まえ定量的
にも問題の所在を明示した。1968 年の日本農
業経済学会九州大学大会で報告したが，学会
の長老，大家からは激烈な批判（故なき批判
と思う）を頂いたが断固，正当性ありと答え
た。そういう気概が，どの時代にも，特に若
い研究者には求められるのではないかと考え
ている。

定例研究会報告要旨 
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第1920回　定例研究会報告要旨（４月15日）

市町村農業公社における農作業
受託の収益性分析

――GISを利用した圃場収益の検討――

鈴村　源太郎

市町村および JA等が出資を行う市町村農

業公社は，80 年代後半から 90 年代にかけて

多く設立されたが，中でも農作業受託部門を

中心的に担ういわゆる「直接生産支援型第三

セクター」はその経営問題が深刻である。高

齢化や担い手不足が進行する中での市町村農

業公社の経営問題の一つは，生産コストの高

い劣等地が必然的に多く集積することにある。

しかしこれまで，市町村農業公社の経営改

善に寄与すると思われる，各圃場単位での収

益性の検討は長く行われてこなかった。現在

多くの公社で必要とされているのは，定量的

コストを明示した上で，作業料金体系をコス

ト見合いの体系にシフトするか，一定の圃場

条件を提示した上で受託可能エリアの線引き

を行うなどの措置である。本報告は，公社の

作業受託部門に着目し，圃場毎の作業コスト

を労働面，物財面から積算し，圃場収益性の

検討を行う基礎的な手法を提示するとともに，

市町村農業公社の圃場収益性の分析を行った。

分析対象は長野県Ｋ村農業振興公社である。

同公社は村と JAの出資で 1996 年に設立され

た。職員は専従 1名のほか，専従機械オペレ

ータ 1 名，臨時職員 7 名で構成されている。

2002 年度の水稲作業受託の実績は耕起

21.2ha，代掻 25.0ha，田植 17.8ha，刈取 38.4ha

である。

さて，圃場収益性の分析方法であるが，圃

場生産コストについては要素を単純化して作

業労働費（Cr）と燃費（Cf）を想定し，それ

ぞれ以下の式で算出を試みた。ただし，Tmは

移動時間，Dは移動距離，Vは移動速度，p
は機械積下ろしおよび作業準備時間，Toは作

業時間，Wは賃金単価，Cfmは移動燃費，Cfo

は作業燃費である。

圃場生産コスト（C）=Cr+Cf

作業労働コスト（Cr）={Tm（=DV+p）+To}W
燃　　　　　費（Cf）=Cfm+Cfo

具体的にみると，作業に伴う移動距離（D）
の計測には，GIS による道のり距離の計測値

を用いた。作業時間（To）は各機械ごとの中

級田における反当標準稼働時間に圃場整形と

作業効率に関するバイアスをかけた。移動速

度（V）は，耕起，代掻ではトラクタの自走
速度を，田植，刈取ではトラクタによる牽引

速度を採用し，労賃単価（W）は年間総労賃
支払額から作業別単価を割り戻した。一方，

圃場単位の燃料コストは作業燃費（Cfo）と移

動燃費（Cfm）を峻別し，それぞれ作業ごとに

算出した。本報告では，こうした基礎総作業

コストに減価償却費を算入した場合の圃場単

位コストと，機械更新を想定した場合の圃場

単位コストを試算し，それぞれ作業料金との

損益を導出した。

結果は，耕起作業は料金の水準が低いため，

機械償却を計上すると25％程度の圃場が，機

械を更新すると 6割程度が不採算となる。代

掻および田植は，機械償却まではすべての圃

場が採算点を超えるものの，耕起では機械更

新に耐えない圃場が一部ある。耕起，代掻，

田植は一般に利幅が薄く，大きな機械更新に

よる追加費用の発生が収支の負担となること

が懸念される。一方，刈取は料金水準が高く，

コンバインの更新を仮定しても十分な余剰が

考えられる。部門収支を考えると刈取の収益

が他作業を補完している可能性がある。そし

て最後に，試算された圃場収益性をGIS によ

って表出し，減価償却費を計上した際などの

不採算エリアの特定を各作業ごとに行った。

現在，我が国の多くの市町村農業公社では，

集積する劣等農地の作業コストを適正料金で

回収することが求められている。なお，仮に

不採算相当額を公的資金で補填する必要があ

る場合にも，今回のような圃場作業コストの

明示的な試算が，公社事業の公益性に関する

議論に大きな貢献をするであろう。
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国際農産物需給モデルへの
資源制約条件の導入

井上荘太朗
上林　篤幸

通常の農産物需給モデルは，供給側におい

て生産者の利潤最大化行動を，そして需要側

では消費者の効用最大化行動を，それぞれ仮

定したミクロ経済学の理論に基礎をおいてい

る。報告の前半は，この供給側の行動に，耕

地（土地）と灌漑地（水）という資源の制約

問題を導入した新たな国際農産物需給モデル，

「資源制約パイロットモデル」を紹介するもの

である。

このモデルは，耕地および灌漑地を，利用

可能総量は固定的であるが，各生産物への配

分量は可変である投入要素，すなわち配分可

能固定投入要素（allocatable fixed input）と

してとらえ，モデルの供給側において，この配

分可能固定投入要素を利用して複数の農産物

を生産し，利潤を最大化しようとする多財生

産者を措定していることに最大の特徴がある。

この資源制約パイロットモデルを利用する

ことで，資源問題と穀物需給問題をリンクさ

せて分析することが可能となった。例えば，

耕地および灌漑地面積の将来動向を考慮した

長期シナリオ分析において，資源制約に関し

て中立的なシナリオと悲観的なシナリオを比

較すると，米，小麦，トウモロコシの2030年

の予測価格は，後者では，それぞれ 10 ％，

17％，12％程度上昇することが示された。

現在，経済のグローバル化の進展にともな

い，様々な経済事象を探求する国際経済モデ

ルに寄せられる関心が一層高まってきている。

加えて，自然資源の有限性や，環境問題への

意識の高揚を受けて，社会経済部門と資源環

境問題にかかわる諸要素を統合した国際モデ

ルを開発・利用して，資源環境問題を分析す

る試みも多くなされるようになっている（例

えば，わが国のAIM）。

ここで紹介した資源制約パイロットモデル

は，穀物を対象とした部分均衡分析によるコ

モディティーモデルである。しかし，穀物生

産と資源制約問題をひとつの理論的体系の中

で取り扱うものであり，人類社会の長期的な

持続可能性を共通の問題意識とする大きな研

究潮流の一端に位置づけられる試みである。

（井上荘太朗）

後半部分の報告は，主として，国際穀物需

給パイロットモデルの検討・作成の過程と，

モデルの構造の概要を報告するとともに，諸

外国においてこのような世界食料需給モデル

を構築・使用している諸事例との体制の比較

を行った。まず，「資源・環境の制約条件」を

モデルに導入するために必要な，土地や水等，

資源や環境と農業との関係に関する世界の研

究の現状や，これらに関するデータベースの

有無に関する調査を実施した。その結果，特

定の国のある地域を対象にした，農業と資

源・環境の関連性に関する研究は種々進展し

ているものの，モデルに導入するために必要

な，全世界を一律・均等に対象にしたデータ

ベースの整備は殆ど進展していないことがわ

かった。そこで，現在，利用可能なものとし

て，FAOの「FAOSTAT―灌漑土地データ

ベース」をモデルに組み込むデータベースと

して使用することとした。

諸外国はこのような世界食料需給モデルの

実施のために，人員・予算等の面で，大規模

な体制を敷いており，もし，我が国も，同様

の方向を指向するのであれば，体制の一層の

充実が望まれる。

（上林篤幸）
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小麦製品をめぐる価格伝達構造に関する
計量経済学的研究

（日本学術振興会特別研究員）小島　泰友　

食料・農業・農村基本計画のもと，政府は
2010 年を目途に，国内産小麦（内麦）の生産
量を 80万 t確保することを目指している。内
麦の国内取引は，98年の「新たな麦政策大綱」
のもと，政府管理から民間流通に移行し，外
国産小麦（外麦）は，国家貿易と政府売渡制
度が維持され，外麦売渡収入による内麦保護
政策は継続される。
こうした中，従来の財政負担を伴わない消
費者負担型の価格支持政策では，WTO体制
下のマークアップ率削減・内外価格差是正・
二次加工産業の国際競争力の維持という課題
に対応できない。これらの課題に対応するに
は，外麦の政府売渡価格のさらなる引き下げ
が必要となるので，外麦売渡収入の減少が見
込まれ，その一方で，近年の麦生産振興政策
によって内麦生産量が増加すれば，麦作経営
安定資金からの農家支援は増額が予想される。
こうした事態により，麦作経営安定資金制度
における財政負担増が避けられないといえる。
ただし，内麦保護のための財政負担が増加
したとしても，内外麦の取引価格の下落によ
って，小麦製品の小売価格が低下すれば，消
費者余剰が増加するため，この財政負担の増
分はある程度相殺されて，ネットの国民負担
は軽減される。
しかし政策価格の引き下げを契機に，小麦
関連産業において経営多角化や多品種生産へ
の調整費用が増加し，また流通業において小
売マージンが上昇し，パン・麺類等の小売価
格が低下しなければ，本来享受できたはずの
消費者余剰は川下の関連産業に吸収されるこ
とになる。この場合，納税者であり消費者で
ある国民は，財政負担の増加と消費者余剰の
喪失という二重の負担を強いられる。
本報告では，消費者利益の観点から，小麦，
小麦粉（強力粉），食パンへの価格伝達構造に
関して，計量経済学的研究を行った。応用し
た基本モデルは「新しい実証的産業組織論分
析（NEIO）」からの視点を含めた価格伝達

（Price Transmission）モデルである。この静
学的な価格伝達モデルは，McCorriston,
Mogan, Rayner らが提示したモデルであり，
Gardner の静学的完全競争モデルに不完全競
争の要素を導入している。
これらの先行研究では，仮想的なパラメー
ターを使ったシミュレーション分析が主であ
った。本研究では，小麦の政府売渡価格が引
き下げられた87年前後に着目しながら，1970
～ 98年における小麦加工食品への価格伝達性
を実証分析し，修正モデルを使ってその要因
分解を試みた。
強力粉価格（大手製パン企業仕入価格）の
変化率に占めるハード小麦（硬質小麦：パン
用途）価格の寄与率は最も大きい。しかし，
製粉大手企業では小麦の政府売渡価格が引き
下げられ始めた87年以降，強力粉の製造単位
コストに占める販売管理費の割合は上昇して
いる。その寄与率は86年までほとんど無視で
きる水準であったが，87 年以降は約 10 ～
30％に上昇している。87年はマカロニ・スパ
ゲティ，乾麺，ペットフードなど新規分野へ
の経営多角化が本格化した年である。これら
の経営多角化コストが，販売管理費として小
麦粉価格へ転嫁された結果，製粉販売管理単
位コストが急激に増加し，強力粉価格は十分
には低下しなかった。こうして，小麦価格の
引き下げは，完全には小麦粉価格に伝達され
ていない。
食パン価格の変化率においては，強力粉以
上に製パン販売管理費の寄与率が大きい。製
パン大手企業では，80年代半ば以降，強力粉
など原料コストが削減される一方で，多品種
生産のもと労働生産性が伸び悩み，人件費・
労務費の負担が増した。その結果，単位コス
トは低下せず食パン卸売価格は下方硬直的と
なった。小売マージン率も 80 年代半ばの
15 ％強から 90 年代後半の約 25 ％に上昇し
た。
農政改革・WTO体制の進展によって，今
後，農産物価格の低下傾向は強まるが，原料
費の削減利益が多角化経営や多品種生産への
投資コストに費やされれば，当該食品価格は
低下しない可能性が高い。この場合，農政改
革に伴う財政負担が増すだけでなく，消費者
利益が還元されない状況が予想されるため，
二重の国民負担が発生することが懸念される。
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国際排出権取引に関する実験経済学を
用いた分析

佐々木　宏樹

1997 年に気候変動枠組み条約第３回締約国
会議（COP３）が開催された。このCOP３
において，2008 年から 2012 年にわたる温室
効果ガス排出上限が定められ，先進国全体で，
1990 年に比べて 5.2%削減することを約束し
た。我が国の削減義務は６％であるが，2000
年時点で，1990 年に比べ既に８％増加した現
状を考えると非常に厳しいといわざるを得な
い。この目標を国際的に協調して達成しよう
とする柔軟性措置が京都メカニズムであり，
その中の一つが排出権取引である。排出権取
引は，理論上，参加国の限界削減費用が均等
化されることを通じて，最も安い費用で京都
議定書の目標を達成しうる。
本研究は実験経済学を用いて排出権取引を
分析する。先行研究として，① Hizen and
Saijo（2001）と②Hizen, Kusakawa, Nizawa
and Saijo（2001）がある。①は投資の非可逆
性，投資と削減のタイムラグ，不遵守の際の
ペナルティーを条件として全く盛り込まず，
取引に主眼をおいた研究であるのに対し，②
はこれらすべての条件を実験に盛り込んでい
る。本研究では，非可逆性と不遵守について
は条件として課すが，タイムラグは全くない
ものと仮定するので，これら二つの先行研究
の間を埋める実験といえる。また，取引方法
として，ダブルオークション，相対取引（取
引価格開示・非開示）の３種類を採用し，そ
れぞれ２回，計６セッションの実験を行った。
被験者は１セッション当たり６人なので，合
計では最低36人が必要となる。この６人の被
験者はくじ引きにより，それぞれロシア，ウ
クライナ，USA，ポーランド，EU，日本を
担当して実験に参加した。各個人に適用され
る限界削減費用の図や被験者への配布物は②
と同様であり，タイムラグに関する部分のみ
変更した。実験に要した時間は約３時間，各

被験者のパフォーマンスに応じて支払われた
謝金は1500円から 6522円となった。
実験結果の分析として，まず静学的な分析
を行った。セッション別にみた効率性は，異
常値が発生した一つのセッションを除けば，
68.8 ％～ 99.4 ％と高く，先行研究②との比較
でも統計的に高いことが言えた。ここでいう
効率性とは，①において定義されているが，
「実験での各被験者の利益合計額」を「競争均
衡での各被験者の利益合計額」で除した値で
あり，当然ながら一つのセッションの最大値
は１である。次に，この効率性を国別にみる
と，ロシアに代表される排出権の供給国は全
体的に低く，米国に代表される需要国は全体
的に高かった。これは，供給国が目標値より
多く削減した分を売却することにより，さら
に利益を上げることができたにもかかわらず，
危険回避的すなわち排出権が売れ残ることを
恐れ，目標数量を達成することを重視した結
果生じたと考えられる。
次に，取引価格と限界削減費用を時系列で
プロットしたグラフを用いて動学的な分析を
行った。その結果，投資と削減のタイムラグ
を認めない今回のデザインでは，理論上の均
衡価格と実際の取引価格の差が小さいことが
観察された。また，実験の早い時間帯から積
極的な取引と削減が実施されるが過剰な国内
削減は生じないこと，さらには排出権の需要
国に比べ，供給国は過少な削減に陥りやすい
ことも判明した。
最後に取引方法の比較であるが，効率性の
観点からみればいずれの取引方法が優れてい
るかは言い難かった。ただし，取引価格の分
散に注目すれば，ダブルオークションのそれ
が最も小さい。要因として，価格の慣性が働
いていることに加え，取引中の情報量が最も
多いことが考えられる。
本実験より，投資の意志決定と投資実行の
ラグ，あるいは投資実行と実際の削減のラグ
を短縮するような制度と技術革新は，温暖化
の早期対策という面だけでなく，排出権市場
の効率性向上をもたらす可能性もあることが
指摘される。
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消費者選択モデルの政策利用
Ⅰ　外国産米への消費者需要と食品安全性
Ⅱ　地方環境税による森林整備と花粉症対策

吉田　謙太郎

選択モデルはマーケティング・リサーチや

計量心理学の分野で盛んに用いられてきたサ

ーベイに基づく手法であり，近年では環境価

値の経済評価にも積極的に利用されている。

第１課題は，外国産米への消費者需要に関

する研究である。以前には，「米は一粒たりと

も輸入しない」との姿勢を政府は崩していな

かったが，GATTウルグアイラウンド交渉を

経てミニマムアクセス，関税化と段階的に国

境措置の水準が引き下げられてきている。現

在では，OECD等を舞台として，多面的機能

を論拠に国境措置を守るための理論構築を進

めている。しかし，過去の農地面積減少に伴

い多面的機能が失われた結果，市民生活に悪

影響がもたらされたということを立証するこ

とは容易ではない。地方公共財としての理論

構築は可能かもしれないが，国境措置を守る

手段となるかどうかについては予断を許さな

い。また，新古典派経済学の枠組みの中で

WTO貿易交渉を進めている限り，近い将来

の関税大幅削減や撤廃も起こりうる選択肢の

一つとして対策を練っておく必要があるに違

いない。もちろん，そうした事態になった場

合でも，国産農産物への消費者の評価が外国

産と比較して十分に高ければ，関税削減を無

闇に恐れる必要はあるまい。

本研究では，2002 年３月に東京都内の消費

者 400 人（回収数 256 人）を対象として郵送

調査を実施した。調査では，代表的な国内産

４銘柄と外国産３銘柄を分析対象とした。調

査データを入れ子型ロジットモデルによって

分析した結果，国産銘柄に対する消費者の支

払意志額は外国産よりも遙かに高く，現時点

では外国産米が価格競争力を持たないことが

明らかとなった。消費者が外国産米に対して，

その食味や安全性に否定的または不確実なイ

メージを抱いている場合には，支払意志額は

マイナスになることも明らかとなった。しか

し，外国産米の購入意志を尋ねた結果，「購入

しない」と回答したのは約５割であり，残り

の回答者は安全性や価格，食味が満足できる

ならば購入すると回答した。日本が他国と比

較して農薬や化学肥料等の使用が過多である

ことは，OECDリポート等を通じて周知の事

実である。低環境負荷型農業のための環境支

払い政策を実現させることなどにより，安全

性の面でも外国産と遜色のない米生産を実現

させる必要があるだろう。

第２課題は，東京都民を対象とした水源環

境税に関する研究である。水源環境税導入の

目的は，森林保全および水源地における生活

排水処理施設の整備である。この調査では，

森林保全に関する情報提供を行う際に，花粉

症対策情報を回答者に伝達することの影響を

検証した。水源保全目的で針広混交林を増加

させ，間伐を促進することは，花粉飛散量を

減少させる副次的効果を持っている。こうし

た情報提示が支払意志額を高めるならば，環

境税実施時に花粉症対策に関する情報も市民

に提供した方が，政策実施側にとって望まし

い効果をもたらすことになる。

2003 年３月に東京都民 568 人（回収数 338

人）を対象として郵送調査を実施した。サン

プルを２分して，花粉症対策に関する情報を

与えたグループと与えなかったグループにお

ける支払意志額の差を検証した。花粉症対策

情報を明示した場合，支払意志額が低くなる

ことが統計的に確認された。過去の「政府の

失敗」がもたらした花粉症への対策を，環境

税という受益者負担政策にすることへの根強

い抵抗感が影響していることが，自由意見等

から推察された。
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第1925回　定例研究会報告要旨（６月３日）

麦関連産業に対する小麦の
価格支持政策の影響

（日本学術振興会特別研究員）小島　泰友　

本報告では，第1922回の定例会で説明し切
れなかった製粉産業の費用構造の変化に関し
て，①製粉企業全体，②強力粉平均単位コス
ト，③小麦原料費を除いた強力粉平均単位コ
ストの手順で考察を加えた。
①まず，1984 年度と 95 年度における製粉

大手企業の総費用を比較してみると，ともに
約 3,000 億円で変化していない。しかしこの
両年を比較すると，原料費・経費・労務費な
どの製造原価は約 600 億円減少した一方，商
品仕入高（マカロニ・スパゲティ，乾麺，ペ
ットフード等）は約 200 億円，販売管理費は
約 400 億円増加しており，製造原価の減少に
よる残余資金は商品仕入高と販売管理費に費
やされてきている。
総売上高に占める多角化商品売上高の割合
をみると，86年度までは2～ 3％であったが，
87 年度 8 ％，88 年度 14 ％，98 年度には
31％に達している。製造原価が減少した理由
は，1985 年 9月のプラザ合意を契機とする円
高によって，とうもろこし，大豆（および大
豆粕）の輸入価格が低下したことに加え，旧
食糧庁が87年 2月から，小麦の政府売渡価格
を引き下げたためである。
②次に，強力粉平均単位コストを計算して
みると，80年代初めごろから全国平均の製粉
工場強力粉販売価格とほぼ一致している。た
だし，この平均単位コストは，本来控除され
るべき単位当たりのふすま収入と荷役保管収
入を控除しないで計算してある（ふすまは小
麦の外皮である。副産物として飼料用原料と
なるため，市場で販売することができる）。ま
た，経営多角化に費やされた単位あたりの販
売諸掛・人件費等も強力粉の単位コストに上
乗せして計算している。
つまりネットの平均単位コストは，全国平
均価格よりも，単位あたりのふすま収入・荷
作保管収入と経営多角化コストの分だけ低い
水準にあることになる。もし小麦粉市場が完
全競争的な市場構造であり，これらのコスト
が強力粉価格に転嫁されていなければ，98年

度の強力粉全国平均価格（1トン）は約 2万
円分（消費税抜き全国平均価格の約 16 ～
17％に相当）安い計算となる。強力粉の平均
単位コストに占めるハード系小麦のコストシ
ェアは 86年度まで約 80％であったが，90年
代後半では約60％に低下し，その他のコスト
のシェアが反対に増加している。
③その他のコストの内訳は，販売管理費

（販売諸掛，物流費，人件費，広告費等，その
他）と小麦原料費を除く製造原価（労務費，
動力・燃料・水道費等の変動経費，減価償却
費・租税公課等の固定経費）に分けられる。
その他のコストに占める製造原価（原料費を
除く）のコストシェアは，80 年度前後の約
60 ％から，98 年度の約 30 ％に低下した。こ
れは，規模の経済性の効果である。製粉産業
全体では，日産 100トン未満の工場数は 1965
年において全体の 81 ％を占めていたが，98
年では 36％に減少し，各工場が大規模化した。
同期間，労働生産性は年間一人当たり 253 ト
ンから1,178トンに上昇した。
しかし，その他のコストに占める販売諸掛
のコストシェアは，74 ～ 86 年度の 5％前後
から 87 年以降上昇し始め，98 年度では 23%
に達した。経営多角化コストを含めた人件
費・物流費もそのシェアが増加した。
価格伝達モデルでは，原料農産物以外の価
格変動要因が一定で，完全競争市場であれば，
価格伝達弾力性（強力粉価格の変化率/ハード
小麦価格の変化率）は，農産物の食品製造コ
ストシェアと一致する。価格伝達弾性値を計
算すると，87年度以降，小麦のコストシェア
を下回る年が多い。これは，小麦の政策価格
が低下しても小麦粉価格が十分に低下してこ
なかったことを意味している。これは，前述
のように，経営多角化に要したコストが販売
管理費の一部という形で，強力粉価格に転嫁
されているためである。
現在，小麦の政策価格は漸次的に引き下げ
られているが，漸次的であるがゆえに，食品
価格の引き下げにつながるかは，川下の企業
行動によって不透明となる。不透明性を払拭
できるような大幅な小麦価格の引き下げを行
えば，より財政負担は増えるが，そうするこ
とによって消費者利益につながる可能性は高
くなり，国民負担額の透明性が増すといえる。
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第1926回　定例研究会報告要旨（６月10日）

アメリカ・カナダの農業経営安定対策
をめぐる最近の動き

吉井　邦恒　

１．アメリカの農業経営安定対策の動向

1998 年以降低迷を続けていた農産物価格は

2002年後半から上昇傾向となり，2002年農業

法で導入された不足払い類似の Counter-

Cyclical Payments（以下「CCP」）の主要農産

物に関する支払いは2002年度には実施されな

い見込みである。

2002 年農業法に基づき，直接固定支払いや

CCPの支払額の基礎となる基準面積の更新が

可能となった。新しい支払単価や今後の作付

計画等を検討の上，約８割の農家が大豆等の

面積を追加したり，最近（98 年～ 02 年）の

平均作付面積を採用する等の更新を行った。

１回限りとはいえ，デカップルされた支払い

であるはずの直接固定支払いの基準面積の更

新が当面の農業生産に影響を与えた可能性は

否定できないであろう。

農業保険については，作物保険の加入が減

少する一方で収入保険の加入が増加しており，

全体として加入面積の増加が続いている。

2002 年の面積加入率は約８割であり，任意加

入の保険としては非常に高い水準となってい

る。加入の増加と災害の発生等により，2002

年の農業保険金の支払額は史上最高額となり，

収入保険金の Loss-Ratio（保険料÷保険金）

も作物保険を大きく上回った。これは，2002

年には収量の減少と価格の上昇が同時に発生

したため，アメリカの収入保険特有の

replacement coverage によって，収入保証額

自体が増加し，保険金の支払額が増加したこ

とが一因であると考えられる。

２．カナダの農業経営安定対策の動向

カナダにおいては，2003 年度以降５年間の

農業政策のフレームワークのうちリスク管理

政策について，従来の NISA（Net Income

Stabilization Account），作物保険，各州の付

帯プログラムおよび CFIP（Canadian Farm

Income Program）という４本立てから

NISA ＋生産保険の２本立てとすることが提

案されている。

新しいNISAは，従来の所得安定化の機能

にCFIP のような所得の大幅な下落への対応

という機能を加えた新しい仕組みのプログラ

ムへと変更される。引出基準に該当した場合

には必ず引出を行わなければならず，また，

加入者の口座に政府資金が滞留しないよう工

夫もされている。

6月 10日現在で農業政策フレームワーク実

施協定を連邦政府と締結した州は全 10州中 2

州である。締結が進まないのは，新しい

NISAの仕組み自体に対する不満もあろうが，

最も大きな理由は付帯プログラムに対する助

成が縮減・廃止されることにあると思われる。

３．農業経営安定対策とWTO 協定の国内

支持に関する規律

CCPや新しいNISAは，いずれもWTO協

定上は「黄」の政策に分類されると思われる。

アメリカについては，中期的にはローン不足

払いやCCPでそれぞれ 40 億ドル程度の支払

いが予測されており，このほか酪農価格支持，

農業保険等「緑」の政策に該当しないものへ

の助成額を合わせると，アメリカがWTO交

渉で提案している国内支持の上限である農業

生産額の５％を上回る可能性がある。カナダ

についても，新しいリスク管理政策や酪農対

策等への財政支出が，連邦政府と州政府を合

わせると，農業生産額の５％を上回ることも

予測される。このような農業経営安定対策等

に基づく支払いは，アメリカおよびカナダの

農業者にとってきわめて重要な農業所得源と

なっている。今後のWTO交渉において，de

minimis 条項がこれまでのような「産品特定

的」と「品目横断的」の両方で維持されるか

どうか，またその農業生産額に対する割合は

どの程度に決定されるかが両国の農業経営安

定対策を左右する重要な要素の一つになると

思われる。
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第1927回　定例研究会報告要旨（６月17日）

勘定体系による地域における
資源・環境・エネルギーフローの把握

林　　　岳

農業部門においては古くから，家畜ふん尿

のたい肥化や稲わらの家畜敷料への利用など

既に廃棄物・資源の循環が機能的に行われて

いる部分も一部存在するが，これらの循環利

用は無償譲渡や物々交換など，経済指標には

現れないものが多い。

本研究ではこのような農業部門における廃

棄物・資源の循環の状況を把握するため，農

業部門における廃棄物に着目し，廃棄物の発

生・処理状況およびそこから発生する環境負

荷を地域ごとに把握することができる廃棄物

勘定を提案すること，提案した勘定体系の利

用法の一つの例として，輸入稲わらを国産品

の焼却分で代替することによる環境負荷の低

減効果を明らかにすることの二点を目的とす

る。

廃棄物勘定は，国連において提唱された環

境経済統合勘定を発展させたものであり，国

または地域全体の経済活動全般における廃棄

物処理の状況を把握すること，および廃棄物

のリサイクル・最終処理に伴う環境負荷の発

生量を把握して，マクロ経済統計を補完する

勘定体系である。本研究では廃棄物勘定を農

業部門に適用し，農業部門において発生する

廃棄物の発生量・処理量およびリサイクル量，

廃棄物処理・リサイクル段階および主産物の

生産段階に関わる環境負荷を定量的に評価す

る。

推計対象となる農業部門由来の廃棄物は，

家畜ふん尿（牛・豚・鶏），家畜の死体，稲わ

ら類，廃プラスチックの4項目である。また，

これら廃棄物の処理過程において発生する環

境負荷物質は，SPM（浮遊粒子状物質），

NOx（窒素酸化物），SOx（硫黄酸化物），

CO2（二酸化炭素），CH4（メタン），N2O（亜

酸化窒素），NH3（アンモニア），T-N（窒素），

T-P（リン），BOD（生物化学的酸素要求量），

COD（化学的酸素要求量）の 11 項目とし，

対象年次は1998年である。そして，廃棄物勘

定の推計結果から得られるデータを利用して，

輸入稲わらを国産品の焼却分で代替した場合

の環境負荷低減効果を明らかにした。

分析の結果，輸入稲わらを国産品により代

替することで，1998 年で SPM： 3,159 トン，

CH4： 2,377 トン，N2O： 25 トンが減少する

ことが示され，輸入稲わらを国産品焼却分で

代替することによって一定の環境負荷低減効

果がもたらされることが示された。しかしな

がら，この結果は，稲わら供給の地域間格差

を考慮していない。

そこで，本研究ではさらに国全体の農業部

門で推計した廃棄物勘定を 9地域に分割した

廃棄物勘定地域分割版を推計し，地域間の稲

わら供給の格差を考慮した上で，輸入稲わら

を国産品の焼却分で代替した場合の影響を明

らかにした。

その結果，稲わら供給の地域間格差を考慮

した場合，国産稲わらの供給の制約により，

輸入稲わら代替による環境負荷低減効果も稲

わら供給の地域間格差を考慮しない場合に比

べて小さくなることが明らかになった。また，

地域別の環境負荷低減効果をみた場合，中部

地方および近畿地方で効果が大きいことが示

された。

ただし，上記二つの分析結果は，いずれも

強い仮定をおいた上で輸入稲わらの地域別使

用量を推計して導出したものである。今後は

推計値の精緻化を図り，より現実に即した分

析結果を導く必要があると思われる。
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第1928回　定例研究会報告要旨（６月24日）

食肉衛生関係法の史的展開過程

堀越　孝良　

食品の安全性に関しては，個人には責任を

帰しがたい部分があり，政府の政策に期待さ

れる部分が大きい。本報告では食肉に関して，

政府の活動を規定する行政法の史的展開過程

を整理し，食肉に関する公衆衛生面からの政

府の介入と，市場政策的介入がどのように関

連してきたのかを明らかにする。

仏教および神道の影響によって，わが国で

はと畜および肉食が忌避されてきた。明治政

府にとって食肉に関する最初の課題は，食肉

を食べ物として社会的に認知させることであ

った。明治政府は，官営屠場の設置，と畜・

牛馬売買の公認（鑑札制）のほか，明治天皇

の肉食を広報することなどによって，肉食の

普及に努めたのである。

屠場関係の最初の法令である1871年の大蔵

省達では，屠場の設置を鑑札制にし，鑑札を

与える際に屠場開設場所の巨細を取り調べさ

せることとした。この大蔵省達によって，屠

場設置場所は「人家懸隔の地」とされた。こ

うした設置場所の規制は，都市の中心部に屠

場を設置した西欧と好対照をなしている。わ

が国の屠場規制の視点は，衛生的視点という

よりも，穢れを忌避する視点が色濃かったと

いえよう。

また，この大蔵省達では，病牛死牛の売買

禁止のほか，産子数確保の観点から牝牛の屠

殺を禁止していた。前者は牛の売買の規制で

あるし，後者は頭数増加を目的としている。

この大蔵省達で開始された鑑札制による屠場

関係の規制は，公衆衛生面からの政策的介入

とはいい難いのである。もっともこれが契機

となって，この後，地方における屠場政策が

展開された。入手できた1873年の東京府規則

や79年の長野県規則でみる限り，この頃の屠

牛の規制と食肉の取引規制はセットで行われ

ていた。

屠場法（1906 年）は，①屠場の許可制，②

屠場以外での屠殺の原則禁止，③屠畜検査，

④構造設備基準，⑤屠場の公営化措置を定め

た。これらの規定は屠場法を食肉についての

公衆衛生法として位置付けるのに十分である

ようにみえる。しかし，提案理由説明ではそ

のような位置付けをしていない。法案を提出

した議員は，屠場手数料の急激な引き上げを

問題にし，屠場関係者に対して偏見に満ちた

言辞を弄しながら，その取締の必要性を強調

したに過ぎないのである。

屠場法案提出議員の考え方は，同時に同じ

議員が提出した獣畜市場法案をみればわかる。

獣畜市場法案は，屠畜検査を除けば，屠場法

案の屠場を獣畜市場に，屠殺を売買に置き換

えただけの法案であった。すなわち，提案議

員の考え方は，屠場や馬喰（牛馬売買の仲介

人）のために生産者が迷惑しているから取り

締まれというものであった。屠場法の成立に

よって多額の罰金が課されることになり，屠

場に対する警察取締は厳しく行われることに

なった。なお，この時，屠場法案は内務省，

獣畜市場法案は農商務省という所管の振り分

けが行われた。

戦後においても食肉衛生行政は，規制行政

として行われている。他方，経済行政の基本

は自由競争である。しかし講和条約の締結後，

独占禁止法の例外としてのカルテル容認を求

める意見が強まった。こうした意見を背景に，

議員提案によって1957年環境衛生関係営業適

正化法が成立した。同法は，公衆衛生の向上

および増進には衛生関係営業の適正化が必要

であるとし，そのために同業団体の設置推進

と価格カルテル等の容認を行った。農畜水産

物販売業の中では，唯一食肉販売業が同法の

対象とされた。食肉販売業に関しては，と畜

場法（1953 年）による特別な規制の見返りと

して，市場原則からの逸脱が特に認められる

仕組みが用意されたのである。
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（2003年 4月 21日）

農業の多面的機能と貿易議論

――OECDでの経験を踏まえて――

（農林水産省農村振興局）荘林　幹太郎

1998 年の OECD 農業大臣会合コミュニケ

等を受けて，1999 年より開始された OECD

農業の多面的機能スタディにおける「政策レ

ポート」が，2003 年 4月加盟国の合意を得て

公開されることが決まった。農業の多面的機

能の存在を理由とした政策介入がどのような

場合に必要とされ，また，どのような形態の

政策介入（直接支払，農産物補助金，投入財

補助金，関税等）が望ましいか，といった事

項について，主として農産物貿易の観点から

の指針（ガイドライン）を示した同レポート

を概観する。

はじめに，「政策レポート」が取りまとめら

れるまでの経緯について解説する。多面的機

能スタディは，①概念分析，②実証分析，③

政策議論の３段階で議論が行われた。概念分

析，実証分析の議論を踏まえ 2001 年 11 月か

らレポートの作成が開始され，2003 年 4 月，

全OECD加盟国がレポートを公開することに

合意したのである。

概念分析では，結合性，市場の失敗，公共

財的性格という三つの側面から，以下の三つ

の質問を分析のフレームワークとして定義し，

これらに対する回答がすべて「Yes」の場合，

何らかの政府介入が正当化されるとした。

質問１（結合性）：多面的機能と農産物の

生産の間に切り離すことが困難な強い結

合性があるか？

質問２（市場の失敗）：（質問１において

結合性の存在が確認された場合）輸入に

より農産物国内生産が低下し，それにと

もない失われる非農産物が，輸入による

便益を上回るか？

質問３（公共財的性格）：（質問２におい

て市場の失敗が確認された場合）公共財

的性格に応じて，政府以外の機関（民間

等）による供給（「非政府」的供給）の可

能性について検討されたか？

実証分析では，三つの質問に対して既存資

料での回答を加盟国17カ国に試み，その結果

を 2001 年パリにおいて開催されたOECD多

面的機能ワークショップにおいて議論した。

それらを踏まえて開始された政策議論では

まず三つの質問に回答するための詳細なガイ

ドラインが設定された。つぎに，三つの質問

に回答できるという前提で，回答内容に応じ

て支援対象者，支援実施者，支援方法，支援

の地理的範囲を示す標準政策オプション表を

提示した。さらに，行政費用が政策オプショ

ンに与える影響や，情報が不足する場合の政

策のあり方，効率性以外の判断基準が政策選

択に与える可能性についても議論している。

以上のように，「政策レポート」は，多面的

機能の維持のための政府介入の正当性を判断

するための分析フレームワークとその実用化

のためのガイドライン，そして標準的な政策

オプションを提示するものである。最適な政

策を選択することは各国の責任であるが，ガ

イドラインに沿った透明性の高い方法の適用

がそのための第一ステップとなる。

（文責　林　　　岳）

特別研究会報告要旨 
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【循環利用プロジェクト研究】
特別研究会報告要旨（2003年 5月 15日）

オランダの畜産環境対策

（法政大学）西澤　栄一郎

オランダの畜産は集約化が進み，家畜飼養

密度はヨーロッパでも最高である。過剰な糞

尿は地下水や表流水の窒素・リンの濃度を増

加させ，飲用水の水質低下，富栄養化などを

引きおこし，また，大気中にアンモニアが揮

発すると酸性雨を加速する。オランダでは，

1960 年代からすでに研究者の間で過剰糞尿の

環境負荷が問題視され，1970 年代にはその認

識が広まっていった。しかし，政府が対策を

取り始めたのは1980年代半ばである。その間，

対策は徐々に強化され，2001 年からは，窒素

とリンの農場間の出入りを記録し，窒素とリ

ンの環境中への逸失が一定水準を超えると課

徴金が課されるという，ミネラル収支制度

（MINAS）が全農場に適用されている。本報

告では，オランダの畜産環境対策の展開過程

を明らかにし，それがどのような要因ですす

められたのかを検討する。

1980 年代は，糞尿をこれ以上増加させない

ことが目標に掲げられた。糞尿起源のリン酸

の農地への施用量に上限が設けられるととも

に，散布時期と散布方法が規制された。また，

糞尿の生産割当制度が導入され，事実上，家

畜飼養密度の増加が禁止された。1990年代は，

過剰糞尿による環境負荷の大幅な削減を目指

して各種の施策がすすめられた。1994年には，

売買可能な糞尿生産権制度が始まった。1998

年始めからは，1ha あたり 2.5LU（家畜単位）

以上の農場がMINASの対象となり，2001 年

以降は全農家が対象となっている。

MINAS の特徴としては，①これまでは揮

散せず量的把握が窒素より容易なリンのみを

規制し，それによって窒素のコントロールを

間接的に図っていたのに対し，MINAS では

窒素を直接コントロールするものであること，

②窒素とリンの施用量ではなく，収支を問題

にしていること，③糞尿だけでなく，化学肥

料や飼料も含めた窒素・リンの総量を対象に

していること，④損失基準量以上の過剰な窒

素・リンの発生に課徴金を課すことで，農場

が窒素・リンの環境負荷を削減するよう誘導

していること，⑤窒素・リンを削減する手段

は農場が選択できること，などが挙げられる。

MINAS 導入の背景には，以前から問題と

なっていた，高い家畜飼養密度とそれに伴う

環境負荷があるのだが，1991 年に制定された

EUの硝酸塩指令への対応という側面も重要

である。MINAS は，家畜糞尿のみならず化

学肥料も対象とする包括的な窒素・リン対策

であり，硝酸塩指令に定められた糞尿を起源

とする窒素施用量基準の代替策としての性格

を持っていた。しかし，EUの理解が得られ

ず，糞尿処理契約制度の中に糞尿起源の窒素

施用量基準を盛り込むことになった。2002 年

から始められた糞尿処理契約制度は，農場内

で施用しきれない家畜糞尿を抱えている農場

は，他の農場に糞尿を散布する，あるいは輸

出するなどの契約を事前に結ぶことを義務づ

けるものである。

こうした施策の経済的な影響はかなり大き

いと見込まれている。今後，農業者がどのよ

うに対応し，どれだけ環境改善が進むかが注

目される。
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特別研究会（共催）報告要旨（2003年 6月 25日）

今，農業と農政に望まれるもの
――将来を展望しながら――

（１）問題提起　その１　中川聰七郎（鳥取環

境大学）

2000 年センサスにより，全就業人口に占め

る農業就業人口の比率をみると，販売農家の

男子については 65 ～ 75 歳の年齢階層に最大

のピークがある。また，平成14年度の白書が

描く食料・農業・農村の現状は，農産物価格

の大幅な下落，農家の農業生産をめぐる経済

環境の悪化，農業粗生産額の縮小，農業者の

投資意欲の萎縮，販売農家数の激減，耕作放

棄地の急増など，農業基盤の急速な縮小を示

しており，農業構造は急速に脆弱化の途を辿

っているとみられる。そのため，総合的な自

給率の反転上昇の兆しもみられない。

こうした現状に対する農政をみると，意欲

ある経営体への施策の集中化・重点化を図り，

農業の構造改革を一層加速化させる必要があ

るとしているが，この政策意図は実現されて

いない。また，農政の推進方策については，

今もって「関係者が一体となった内発的な取

組み」に依存しており，これが逆に農業・農

村の改革に対する取組みの妨げになっている。

従って，国の農政は何をなすべきであるの

かという原点に遡って考える必要があると思

われる。報告者は，国の農政が取り組むべき

本来的なテーマは，①国内市場において，市

場原理に介入するのではなく，国家の食料安

全保障をいかに確保するのか，そのために国

境措置を如何に確保していくか，つまり，国

民に安全・安心を保障するという視点のもと

での農業発展の枠組みを如何にして形成する

か，および②人々の居住および居住環境を維

持する上での農業規模を維持するための枠組

みを如何に形成するか，ということにあるの

ではないかと考えている。

（２）問題提起　その２　藤澤研二（藤澤流

通・マーケティング研究所）

この報告では「マーケティング思考と生活

者との関係づくり」というサブテーマを設け

ている。農業・農産物の流通をめぐる事業環

境は，①需要＜供給（供給源の多様化，川下

へのパワーシフト，競争激化，価格下落），②

生活の高度化，多様化，（食スタイルの多様化，

食の外部化比率の上昇），③規制緩和，政策転

換（米政策改革大綱ほか），④安全・安心の確

保（フードシステムに対する信頼性の低下），

⑤流通取引慣行の変化（外資導入，低価格対

応，小売業態の多様化），の各側面において大

きく変化しつつある。

こうした変化は，生産部門に対して，「でき

たモノを売る」から「買ってもらえるモノを

作る」への対応を要請する。それは，①「生

産者」から「経営者」へ（問われるのは「経

営力」），②経営力の中でも「販売力」の強化

が喫緊の課題，③販売力の強化には「マーケ

ティング手法」の活用が有効，④まずは需要

者の声，ニーズを聞くことから（「食・農不一

致」の解消），⑤マーケティングは「買っても

らえるモノを作る」手法，⑥国内農業，国産

農産物のファンづくりの手法，⑦農業界の

「経営」や「マーケティング」の支援体制作り

が不可欠，⑧多様なニーズを満たすには，多

様な経営体と販売チャネルが必要，にまで及

んでいる。

以上のような変化への取組みの具体例とし

て，①アグリ・ソフト事業の展開，②コミュニ

ティ・ビジネスとしての農業，③生活者との

連携を進める農業，④脱一次産業型の６次産

業，⑤ナレッジ農業への挑戦（品質管理，ト

レーサビリティの確立），⑥地域完結型総合農

場などがあり，そこでは多様な事業展開が試

みられていることが分かる。日本農業を取り

巻く環境は確かに厳しいが，経営者の創意工

夫による多様な展開の可能性が存在している。

（文責　水野正己）

注．本研究会は，（財）食料・農業政策研究センターと共催で開

催した。
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「研究活動一覧」は当所研究員の研究活動と研究内容や関心分野を読者の皆様にタイム

リーに提供することを目的としています。研究内容の詳細につきましては直接担当研究員

までお問い合わせ下さい。

【研究論文および雑誌記事等】

研究員名 表　　　題 発表誌，巻・号 発表年月

研究活動一覧 

相川良彦 介護保険は農村と都市の福祉サービスをど
う変えたか 農林経済 9537 2003. 6

足立恭一郎
親環境農業を目指す韓国農政の新機軸
――直接支払制度を戦略的に活用――

農業 1441 2003. 4

市田（岩田）知子
（解題・翻訳）「農業者はいかにして環境保全的
に行動しうるか？――ドイツのバーデン・ヴュ
ルテンベルク州における質問調査から――」

のびゆく農業 936 2003. 3

〃 EUの条件不利地域政策
改訂　農村計画学（改訂農村計画学
編集委員会編，農業土木学会）

2003. 5

〃 平成 14 年度ドイツ現地調査報告
農業集落の崩壊過程に関する研究
（平成13年度～平成15 年度科学研究
費補助金基礎研究（B）（2）中間報告書）

2003. 5

井上荘太朗（共著） 中国の小麦需給と小麦市場の展開
アジアにおける食料需給と資源・環
境問題（世界食料需給プロジェクト
研究資料 2）

2003. 5

〃
Projection of Myanmar’s Rice Supply and
Demand

アジアにおける食料需給と資源・環
境問題（世界食料需給プロジェクト
研究資料２）

2003. 5

上林篤幸 アメリカの食料品流通加工コストの実態 農林水産政策研究所レビュー８ 2003. 6

嘉田良平
小さな赤いトラクター――イギリス農業者連
盟の信頼回復への挑戦――

畜産コンサルタント 461 2003. 5

〃
バイオマス利活用への道筋を探る――コス
ト削減と社会システムの構築にむけて――

環境施設 92 2003. 6

〃 （書評）Andrew Kimbell 編「Fatal Harvest」 学鐙 100（6） 2003. 6

〃
日本における新たな農業調整と農政改革の
方向

第３回韓日農業経営・情報化フォー
ラム報告論文集（韓国農村振興庁）

2003. 6

嘉田良平・木下順子・
矢部光保・佐藤京子・
市田（岩田）知子

食料・農業の危機管理システムの構築に関
する研究

農林水産政策研究所レビュー８ 2003. 6

香月敏孝 北見市農業協同組合における生産出荷動向
輸入が急増している野菜の国産産地
動向・流通実態――たまねぎ――
（野菜供給安定基金）

2003. 3

香月敏孝・本間孝弥 たまねぎに関する価格安定制度の効果の推計
輸入が急増している野菜の国産産地
動向・流通実態――たまねぎ――
（野莱供給安定基金）

2003. 3

香月敏孝 Progress of Vegetable Production in Japan :
Analysis of the Agricultural Census Farming Japan 37（3） 2003. 6

木下順子
ノンブランド牛乳普及事業の需要押し上げ
効果（その１）

酪農乳業情報センター
（http://www.ndic.jp/comment/8d8
63s0000006766.html）

2003. 6

佐藤孝一 安全・安心を戦略とした産地の動き 公庫月報 630 2003. 5

http://www.ndic.jp/comment/8d863s0000006766.html
http://www.ndic.jp/comment/8d863s0000006766.html
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研究員名 表　　　題 発表誌，巻・号 発表年月

篠原　孝
転作は飼料増産につながるか――麦・大豆
のような本格的助成は難しい――

デーリィマン 53（4） 2003. 4

〃 （論点） 欧米農業と単純比較　無理 読売新聞４月 23 日 2003. 4

〃 日本食人伝説② 食の井戸端会議２ 2003. 4

〃
地産地消で地球にやさしく，地方分権的な
生き方を

現代農業５月増刊号 2003. 5

〃 地産地消・旬産旬消が日本の農業と食を救う 世界の農林水産 768 2003. 5

〃 農業が持つ多面的機能について
Ｈ 14 年度まちづくり市民大学講座
記録集～農業と食～市民が創る農業
と食のまちづくり

2003. 5

〃
驚くべきフランスの水戦略――京都水フォー
ラム余話――

長野県土地改良のしるべ 595 2003. 6

鈴村源太郎
農山村における多様なグリーン・ツーリズ
ム事業の展開と地域農業の接点

農林水産政策研究所レビュー８ 2003. 6

立川雅司（共著）
（座長解題）「フードシステムにおける地域
性と国際性」

2003 年度フードシステム学会大会
資料

2003. 6

立川雅司 輸入農産物の評価と「信頼」概念の整理 生協総研レポート 40 2003. 7

中田哲也
食料の総輸入量・距離（フード・マイレージ）
に関する考察

2003 年度日本フードシステム学会
報告要旨集

2003. 6

中道仁美 ローカルなツーリズムと女性 緑地 177（鹿児島県農業農村振興協
会） 2003. 4

橋詰　登 農山村自治体の地域活性化診断 農林水産政策研究所レビュー８ 2003. 6

福田竜一
社会経済変動を踏まえた農地面積の動向予測
――計量モデルによる分析結果について―― 農林水産政策研究所レビュー８ 2003. 6

〃 “働く女性”はキーワード 技術と普及 40 2003. 6

〃
農地転用と農家資産の因果関係に関する考
察――Granger の因果性検定を用いて――

農業経営研究 41（1） 2003. 6

藤栄　剛・江川　章
農業における新規参入者の経営成長に関す
る要因分析

2003 年度日本農業経済学会大会報
告要旨

2003. 4

藤栄　剛
取引費用が農地取引に及ぼす影響に関する一
考察――探索と妥協を取り込んだ農地市場モ
デルの構築――

農業経済研究 75（1） 2003. 6

薬師寺哲郎
これからのコメの流通・価格形成を考える
――現行食糧法下での経験から――

農林経済 9528 2003. 5

〃　　
食用農水産物・食料品のマージン率――産業
連関表による時系列，産業間及び日米間の
比較――

行政対応特別研究［流通］プロジェ
クト研究資料１ 2003. 6

矢部光保 環境支払い制度 全国農業新聞６月 27 日 2003. 6

〃　　
Does a Large Sum of Estimated Value
Mean High Quality of Multifunctionality ？

Report of the Third Experts Meeting of
the ASEAN-Japan Project on Multifun-
ctionality of Paddy Farming and Its
Effects in ASEAN Member Countries

2003. 6

〃 フードマイレージからみる地産地消の環境
的役割 食生活 97（5） 2003. 5

農林水産政策研究所 レビュー No.9
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【口頭発表および講演】

講　演　者 演　　　題 講　演　会　名 発表年月日

市田（岩田）知子
農業環境政策と地域性――ドイツの事例か
ら――

2003 年度農業問題研究学会春季大
会（農業問題研究学会） 2003. 4. 1

江川　章 新規就農と支援方策
新規就農希望者研修（栃木県農業大
学校）

2003. 6.17

井上荘太朗・

上林篤幸
国際農産物需給モデルヘの資源制約条件の
導入

農林水産政策研究所定例研究会 2003. 4.22

〃　 新規就農者の特徴と支援課題
農業を取り巻く環境変化と離職Ｕタ
ーンの実態（全国農地保有合理化協
会）

2003. 6.25

鬼木俊次・双喜
中国内モンゴルおよびモンゴル国における
地域的過放牧――牧畜民の家計調査の結果か
ら――

2003 年度日本農業経済学会大会 2003. 4. 3

嘉田良平 農業の多面的機能と環境支払い 多面的機能研究会（農村振興局） 2003. 4.18

小島泰友
製粉産業の費用構造に対する小麦の価格支
持政策の影響

2003 年度日本フードシステム学会
大会

2003. 6.15

合田素行
Social and Economic Implication of
Maintaining Paddy Fields in Japan

OECD 農業と環境専門家京都会議
報告

2003. 5.14

篠原　孝 地産地消・旬産旬消
食品リサイクル機器連絡協議会総会
（食品リサイクル機器連絡協議会）

2003. 4.14

〃　 地産地消・旬産旬消
東京小島志塾４月例会（東京小島志
塾）

2003. 4.14

〃　 WTO 体制下における有機 JAS と国内農業
の課題 有機 JAS 登録認定機関協議会総会 2003. 4.19

〃　 地産地消のすすめ 佐田町農政協議会 2003. 4.20

〃　
日本のフード・マイレージは世界一――地産
地消・旬産旬消――

JA あいち助成協議会通常総会（JA
あいち助成協議会）

2003. 4.30

〃　
新しい研究「食の安全・フードマイレージ」
地産地消で 21 世紀新しい循環型社会を！

国際フェアトレードフェスタイン九
州（国際フェアトレードフェスタイ
ン九州実行委員会）

2003. 5. 4

〃　 フードマイレージ　地産地消・旬産旬消 女子栄養大学特別講義 2003. 5. 9

〃　 地産地消・旬産旬消のすすめ
地方公共団体出身者による農林水産
行政勉強会

2003. 5. 9

〃　 食料安全保障について 国家戦略研究会（財務省） 2003. 6. 5

〃　
食の安全なルールをどう創り出すか　地産
地消とは何か

食の未来に黙っていられない東北集
会（食とみどり，水を守る福島県労
農市民会議）

2003. 6. 6

〃　 農山漁村の明るい未来のために
Jp.都市農村交流推進協議会定期総
会（Jp.都市農村交流推進協議会）

2003. 6. 9

〃　 地産地消・旬産旬消と食の安全 食・農環境研究普及センター 2003. 6. 10

〃　 食と農の変化と都市農業
「東京都農業経営者クラブ」全体研
究集会（東京都農業会議）

2003. 6. 13
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講　演　者 演　　　題 講　演　会　名 発表年月日

篠原　孝
環境にやさしい農業　農との関わりから食
の安全を考える――地産地消・旬産旬消の勧
め――

長野県消費者フォーラム（長野県生
活文化課）

2003. 6.17

〃　 地産地消と旬産旬消
地域農政研修会（全国市町村農業農
村振興対策協議会）

2003. 6.25

〃　
農的循環社会への道
――地産地消・旬産旬消――

「農を考える」講演会（福島県会津
坂下町）

2003. 6.27

〃　
農的循環社会について――地産地消・旬産旬
消から考える――

流山市「第 10 回環境デー」（市民環
境フォーラム・流山）

2003. 6.22

双喜・鬼木俊次　

ほか
資源制約下の中国食糧生産 2003 年度日本農業経済学会大会 2003. 4. 3

橋詰　登
農業構造の新展開と地域農業の行方――農業
センサスにみる構造変化の新たな動きとそ
の要因――

農林水産研究成果報告会（農林漁
業金融公庫）

2003. 5.15

林　岳　ほか
廃棄物勘定による農業の有機性資源循環シ
ステムの把握

2003 年度日本農業経済学会大会 2003. 4. 3

水野正己 戦後日本の農村社会開発における生活改善
日本国際地域開発学会 2003 年春季
大会シンポジウム報告

2003. 4. 25

薬師寺哲郎 農水産物・食料品の商業マージン率
2003 年度日本フードシステム学会
大会

2003. 6. 15

山本昭夫　ほか
植物遺伝資源の利用から生ずる利益配分に
関する世界の枠組

日本育種学会第 103 回講演会 2003. 4. 3

吉井邦恒
保険的手法を活用した農業経営安定対策の
デザイン

第４回経営安定化政策に関する研
究会（東北大学大学院農学研究科
資源環境経済学講座）

2003. 5. 30

農林水産政策研究所 レビュー No.9
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農林水産政策研究所　最近の刊行物

農林水産政策研究
第３号（2002.12）
自主流通米の価格形成と計画外流通米との競争 ……………………………… 薬師寺哲郎

フランスの公的品質表示産品におけるガヴァナンス構造 …………………… 須田　文明

相川　良彦
介護保険下における介護サービス事業の展開状況 …………………………… 合田　素行

堀田　きみ
叶堂　隆三

農林水産政策研究叢書
第 2 号（2003. 2）
日本農業の構造変化と展開方向 ………………………………… 橋詰　登・千葉　修編著

農林水産政策研究成果情報
No.1（平成 13 年度，2002. 6）
No.2（平成 14 年度，2003. 6）

農林水産政策研究所年報　平成 14 年度（2003.8）

PRIMAFF Annual Report 2001（2003. 3）

農村経済活性化プロジェクト研究資料
第３号（2003. 3） IT 社会と農業・農村
第４号（2003. 3） 農村活性化の指標と地域資源の活用

世界食糧需給プロジェクト研究資料
第１号（2002.12） 資源制約下における中国農業の現状と問題点
第２号（2003. 5） アジアにおける食料需給と資源・環境問題

行政対応特別研究［野菜］プロジェクト研究資料
第１号（2002. 9） WTO体制下における農産物セーフガードに関する調査資料

行政対応特別研究［流通］プロジェクト研究資料
第１号（2003. 6） 食用農水産物・食料品のマージン率

――産業連関表による時系列，産業間及び日米間の比較――

行政対応特別研究［果実］プロジェクト研究資料
第１号（2003. 8） 果実の小売流通コストと価格形成要因に関する実態調査報告書

――アンケート調査結果分析を中心に――

GMO プロジェクト研究資料
第２号（2002. 7） 海外諸国の組換え農産物に関する政策と生産・流通の動向

農林水産政策研究所ディスカッションペーパー
第１号（2002. 5） 資料でたどる韓国の親環境農業政策
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