


就 任 挨 拶

去る 10 月 16 日に篠原前所長の後任として，農林水産政策研究所所長を拝命しました。

本号が，私の就任後の最初の発行となりますので，この機会に一言ご挨拶を申し上げると

ともに，今後の当研究所の活動などに関する所見を述べさせていただきます。

農林水産政策研究所は，ご承知のように平成 13 年４月に農業総合研究所を改組し，大

臣官房のもとに農林水産省の所掌する政策に関する総合的な調査および研究を行う研究機

関として設立されました。新設農林水産政策研究所は，農業総合研究所の実績を引き継ぎ

ながらも，農林水産業が直面する問題を解決しようとする政策の企画立案に貢献するため

のシンクタンクとして，自らの組織体制を大きく変革し，また，研究活動のあり方も大き

く変化を遂げようとしています。

当研究所の新しい活動は，研究部の改組による効率的な研究の推進，行政ニーズを的確

に捉えた行政特別研究・プロジェクト研究の推進，客員研究員による研究分野の拡大と充

実，霞が関分室の設置による行政との連携の強化，行政部局・大学や国際機関等との人事

交流の活発化，研究会開催・広報活動の強化による研究成果の社会への迅速な還元などを

中心に進められてきました。この約２年間，次長としての立場で新しい研究所の運営に携

わってきました。現時点においては目指す方向に向け着実にその成果を上げつつあります

が，個々の活動の内容はまだまだ大いに工夫を必要とするし，それぞれの活動が互いに融

合しひとつの流れとして新しい研究所の姿を大きくアピールできるまでには至っていませ

ん。また，農林水産業を取り巻く社会経済的な変化と，対応する行政サイドの動きが当研

究所の研究活動や変革の速度を上回る局面もあるように感じられます。

今後の政策研究は，常に政策提言を念頭に置いた政策の企画立案を先導する研究が求め

られています。このような政策研究を進める上では，研究者として中長期的視点に立ち，

政策立案部局である本省各局との一層の連携強化，従来の学問分野にとどまらない学際的

な研究分野の開拓，スピード感のある研究成果の公表が求められます。農林水産政策全般

にわたる調査研究を進める唯一の国立研究機関としての使命を果たすために，職員ととも

に一丸となり研鑽努力する所存です。

関係皆様方のご支援ご鞭撻をお願い申し上げます。

平成 15 年 12 月

農林水産政策研究所所長　西尾　　健　



目　　　次

就任挨拶 ……………………………………………………………………………………………西尾　健

巻頭言
Reassessing the World Food Prospect……………………………………Lester R. Brown･……1
世界食糧見通しの再評価 ………………………………レスター Ｒ. ブラウン／（訳）近藤浩･……3

論　説
穀物需給の長期予測と資源問題
――資源制約パイロットモデルの開発と利用―― …………………………井上荘太朗ほか･……5
農村演劇運動の思想的系譜と展開過程
――宮澤賢治の芸術論と長瀞村の戦後青年文化運動―― ………………………･相川良彦……11

プロジェクト研究の紹介
［行政対応特別研究］食品の流通コストに関する経済分析　

産業連関表を用いた食用農水産物・食料品の商業マージン率の推計
――時系列，産業間，日米間比較―― ………………………………………･薬師寺哲郎……14

農林水産政策研究所第３回参与会議の概要 ………………………………………………･……25

日中韓３カ国の農業政策研究所による合同セミナーの概要………………･千葉　修……27

研修報告
平成15年度研修の概要（２）……………………………………………………………………………30
パソコンによる計量経済分析，リスクコミュニケーション入門（清水純一）／20年間統計学の講師を務めて（稲葉弘道）／
リスクコミュニケーション入門の研修を振り返って（江口香織）／リスクコミュニケーション入門の演習を終えて（福井誠）

ブックレビュー
中国農民はなぜ貧しいのか ………………………………………………………･河原昌一郎……34

コラム
レスター・ブラウン氏の講演会から学んだこと ……………………………………･嘉田良平……35

学会報告
2003年度日本オペレーションズ・リサーチ学会秋季研究発表会 ……………………吉井邦恒……37
2003年ヨーロッパ農村社会学会大会（European Society for Rural
Sociology 2003 Biennial Conference）…………………………………………………中道仁美……38
第39回東北農業経済学会山形大会 ………………………………………………………佐藤孝一……39

海外出張報告
日・アセアン多面的機能評価プロジェクト ……………………………………………矢部光保……40
第３回韓日農業経営・情報化フォーラムに参加して …………………………………嘉田良平……41
農業バイオ技術研究国際研究会 …………………………………………………………木下順子……42
中国共産党交流事業訪中団に参加して ………………………………………………河原昌一郎……43

駐村研究員だより
農村の高齢化と地域福祉を支える力
――農村介護事業所の展開にみる―― ……………………………………………宮田喜代志……44

『わがママ倶楽部』奮闘中!! ……………………………………………………………及川久仁江……45

定例研究会報告要旨（第1929回～第1935回）
遺伝資源の国境間移転をめぐる現状と課題（山本昭夫）…48／アンケート結果からみた韓国の親環境農業政策（柳京
煕）…49／中山間地直接支払い政策の行政費用効率とその性格（相川良彦）…50／農家の青色申告と経営記帳に関す
る一考察（千葉修・恒川磯雄）…51／品質向上型技術革新と持続的成長の可能性（鬼木俊次）…52／中国における農村
金融の展開と信用合作社（河原昌一郎）…53／食品安全と危険分析（リスクアナリシス）の実現（宮城島一明）…54

特別研究会報告要旨
Combining Agricultural Trade Policy Reforms with Rural Development Investment（ヨアヒム・フォン・ブラウ
ン）…55／食肉製品における日米のリスク管理の現状と課題（大江徹男）…56／遺伝子組み換え食品のリスクにつ
いて（三瀬勝利）…57／生物資源アクセスと利益配分の国際制度と事例（林希一郎）…58／リスクコミュニケーシ
ョンの思想と技術（木下冨雄）…59／稲集約栽培法（SRI）の特質と展開（ノーマン・アップホフ）…60／農業研修
にみる現代青壮年の諸相（相川良彦・足立恭一郎）…61／ライフスタイルの変化と都市・農村交流（小川全夫）…
62／トレーサビリティーシステムと最新IT技術について（大松重尚）…63／ＷＴＯ加盟後の中国の農業貿易と農業
政策（唐忠）…64／場所と場の都市計画（岩見良太郎）…64／日本における作物及び家畜生産にともなう窒素負荷
の現状と課題（西尾道 ）…65

研究活動一覧（平成15年７月～９月分）…………………………………………………………………67

最近の刊行物 ………………………………………………………………………………………………71

徳 



1

Japan suffers from dust storms originating in China in late winter and early spring. While

the Japanese may complain about the resulting dirty windows from the dust and the brown

rain, South Korea is exposed more directly. For instance, on April 12, 2002, South Korea was

engulfed by a huge dust storm from China that left residents of Seoul literally gasping for

breath. Schools were closed, airline flights were cancelled, and clinics were overrun with

patients having difficulty breathing. 

Each year, residents of eastern Chinese cities such as Beijing and Tianjin hunker down

as the dust storms begin. In addition to having problems with breathing and the dust that

stings the eyes, people are constantly working to keep dust out of homes and to clean

doorways and sidewalks of dust and sand. Farmers and herders, whose livelihoods are

blowing away, are paying an even heavier price.

China is now at war. It is not invading armies that are claiming its territory, but

expanding deserts. Old deserts are advancing and new ones are forming, like guerrilla

forces striking unexpectedly, forcing Beijing to fight on several fronts.

In China desert expansion has accelerated with each successive decade since 1950.

China’s Environmental Protection Agency reports that the Gobi Desert expanded by 52,400

square kilometers from 1994 to 1999, an area half the size of Pennsylvania. With the

advancing Gobi now within 388 kilometers of Beijing, China’s leaders are beginning to sense

the gravity of the situation.

The dust storms are influential both socially and economically. Millions of rural Chinese

are forced to migrate eastward as the deserts claim their land. The Asian Development Bank

estimated that 4,000 villages in Gansu Province risk being overrun by drifting sands. The

U.S. Dust Bowl of the 1930s forced some 2.5 million “Okies” to leave the land, many of them

heading west from Oklahoma, Texas, and Kansas to California. But the dust bowl forming in

China is much larger, and during the 1930s the U.S. population was only 150 million,

compared with 1.3 billion in China today. Whereas the U.S. migration was measured in the

millions, China’s may measure in the tens of millions. As a U.S. embassy report notes,
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“unfortunately China’s twenty-first century ‘Okies’ have no California to escape to, at least

not in China.”

The ecological deficits like advancing deserts, eroding soils, and falling water tables are

converging in the farm sector, creating a food bubble economy. No one knows when the

growth in food production will fall behind that of demand, driving up prices, but it may be

closer than we think. Spreading water shortages and crop-withering heat waves might

trigger the grain shortages. More than 100 countries import part of the wheat they consume.

Some 40 countries import rice. While some countries are only marginally dependent on

imports, others could not survive without them. Japan, South Korea and Taiwan rely on

imports for 70 percent or more of their grain supply. For Iran and Egypt it is 40 percent. For

Israel and Yemen, it is over 90 percent. Just six countries, the United States, Canada, France,

Australia, Argentina, and Thailand supply 90 percent of grain exports. The United States

alone controls close to half of world grain exports, a larger share than Saudi Arabia does of oil.

The food-importing countries referred to above are small and middle-sized ones. But

now China, the world’s most populous country, is likely to soon turn to world markets. When

the former Soviet Union unexpectedly turned to the world market in 1972 for roughly a tenth

of its grain supply, following a weather-reduced harvest, world prices climbed from $1.90 to

$4.89 a bushel. Bread prices soon rose too.

If China depletes its grain reserves and turns to the grain market to cover its shortfall,

now 40 million tons per year, it could destabilize world grain markets overnight.

Bubble economies tend to burst, as the United States and Japan can attest with their

respective stock and real estate bubbles. However, we now face a global bubble economy,

created from the overconsumption of the earth’s natural resources. A recent study concluded

that humanity’s collective demands first surpassed the earth’s regenerative capacity around

1980. By 1999, our demands exceeded capacity by 20 percent.

The sector of the economy likely to burst first is food. Eroding soils, deteriorating

rangelands, falling water tables, collapsing fisheries, and rising temperatures are converging

to make it more difficult to expand food production fast enough to keep up with demand. 

If the food bubble bursts, it could create an unprecedented worldwide rise in food prices

that could be life threatening for many. Our generation is responsible for deflating the

economic bubble before it bursts. If we continue with business-as-usual, the damage to the

economy’s natural support systems will eventually undermine the economy itself. 

The good news is that there are solutions to the problems we are facing. We have the

tools to restructure the energy economy, to double water productivity, to cut carbon

emissions, and more. The bad news is that if we continue to rely on timid, incremental

responses, our bubble economy will keep growing until eventually it bursts. The challenge

for our generation is to prevent that from happening.



日本は晩冬や初春に黄砂に見舞われる。日本人はほこりや黒ずんだ雨で窓が汚れれば愚

痴をこぼすだろうが，韓国は日本以上に直接黄砂にさらされている。たとえば，2002 年

の 4 月 12 日には韓国はとてつもなく大きな黄砂に巻き込まれソウルの住民はあえぐ状態

にすっかりおかれた。学校は閉校になり，飛行機は欠航になり，病院は息の苦しい患者で

あふれた。毎年北京や天津のような中国の東部の都市の住民は砂あらしが始まるとうずく

まる。呼吸や目がちくちくするほこりの問題があることに加えて，人々は家屋からほこり

を出し戸口や歩道のほこりや砂をきれいにするよう絶えず働かなければならない。農民や

牧畜民は，暮らしがだめになり，一層重い犠牲を払うことになる。

中国は今や戦中にある。相手は領土を要求している侵略軍ではなく，拡大しつつある砂

漠である。不意打ちをするゲリラ部隊のように，昔からの砂漠は前進し，新しい砂漠が作

られており，中国政府はいくつかの前線で戦うことを余儀なくされている。

中国では砂漠の拡大は 1950 年から 10 年ごとにみて加速化してきている。中国の環境保

護庁はゴビ砂漠が 1994 年から 1999 年に 52,400 平方キロメートル，ペンシルバニア州の

大きさの半分の面積が拡大したと報告している。ゴビ砂漠は今や北京から 388 キロメート

ルの範囲まで前進してきており，中国の指導者は状況の重大さを感じ始めている。

砂あらしは社会的にも経済的にも影響がある。何百万もの農村の中国人は砂漠が土地を

奪うにつれて東へ移住することを余儀なくされている。アジア開発銀行は甘粛省の 4,000

の村が吹積もる砂により荒廃する危機にあると評価している。1930 年代の米国の黄塵地

帯はおおよそ 250 万人の「オクラホマ州出身の放浪農夫」に土地を離れさせることを強い

たが，彼らの多くはオクラホマ州，テキサス州およびカンザス州からカリフォルニア州へ

と西へ向かって進んだ。しかし，中国において形成されつつある砂あらしの吹く地帯は一

段と大きいし，今日の中国の 13 億人に比較すると，1930 年代の間は米国の人口は 1 億

5000 万人に過ぎなかった。米国の移住は百万単位で計られたが，中国の移住は千万単位

で計ることになるかもしれない。米国大使館の報告が書いているように，「不幸なことに

中国の 21 世紀の「放浪農夫」には少なくとも中国の国内には逃げるべきカリフォルニア

のような土地はない」。

前進する砂漠，浸食する土壌および低下する地下水位のような生態上の損失のしわよせ
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の行き着く先は，食糧のバブル経済を作り出している農業部門である。食糧生産の成長が

需要の成長を下回り価格を引き上げるのがいつおこるかだれにもわからないが，意外に間

近なのかも知れない。広がる水不足と穀物を枯らす熱波が穀物不足を引き起こすかもしれ

ない。100 カ国以上の国が消費する小麦の一部を輸入している。約 40 カ国がコメを輸入

している。ごく一部を輸入に依存している国もあるが，輸入なしでは生き残れない国もあ

る。日本，韓国および台湾は穀物供給の 70 ％かそれ以上を輸入に依存している。イラン

やエジプトは 40 ％である。イスラエルやイエメンは 90 ％を超えている。ただ 6カ国のみ

が，すなわち米国，カナダ，フランス，オーストラリア，アルゼンチンおよびタイが穀物

輸出額の 90 ％を供給している。米国は単独で世界の穀物輸出額の半分近くをおさえてお

り，サウジアラビアが石油についておさえているのよりも大きな占有率となっている。

上述した食糧輸入国は小国や中規模の国である。しかし，今や中国は，世界で最も人口

の多い国であり，まもなく世界市場に依存するだろう。旧ソ連が天候のために収穫が減り，

1972 年にその穀物供給のおおよそ 10 分の 1 を求めて不意に世界市場に依存したときに

は，世界の穀物価格は 1ブッシェル当たり 1ドル 90 セントから４ドル 89 セントまで上が

った。パンの価格もまもなく上がった。

中国が穀物の備蓄を枯渇させ，今や 1年当たり 4,000 万トンとなっている不足をまかな

うために穀物市場に依存すれば，世界の穀物市場を一夜にして不安定なものにするであろ

う。

米国や日本それぞれの株や不動産のバブルをみれば明らかなように，バブル経済は崩壊

しつつある。とはいえ，今度は地球の天然資源の過剰消費によって作り出された地球規模

のバブル経済が目の前にあらわれた。最近の調査は人類の需要全体が地球の持っている再

生能力を最初に上回ったのは 1980 年位だとの結論を出した。1999 年までに我々の需要は

能力を 20 ％も超えてしまった。

最初にバブルが崩壊しそうな経済部門は食糧である。浸食しつつある土壌，劣化する牧

草地，低下する地下水位，衰退しつつある漁業，および温暖化のしわよせの行き着く先は，

需要に追いつく速さで食糧生産を拡大させることがより難しくなるということである。

食糧のバブルが崩壊するならば，多くの人々にとって生活の脅威となり得る，世界的な

食糧価格の前代未聞の上昇が起こるであろう。我々の世代は経済のバブルを崩壊前に収縮

させる責任がある。我々が平時のかまえでいつづけるのであれば，経済を自然が支えてい

るという仕組みが傷つき，ついには経済そのものを徐々に破壊していくであろう。

幸いにして直面している問題には解決法がある。エネルギー経済を再構築し，水の生産

性を二倍にし，二酸化炭素の排出を削減するなどの道具だてはある。不幸にして，我々が

おずおずとその場しのぎの対応に依存し続けるのであれば，バブル経済は大きくなり続け，

結局は崩壊するであろう。我々の世代の挑戦はこのようなことが起こらないようにするこ

とである。
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農林水産政策研究所 レビュー No.10

１．はじめに

将来における世界の食料問題は，基本的には人口と利用可能な資源・環境とのバランス

の問題である。有限な地上において世界の人口は，20 世紀の半ばから爆発的に増加して

きたが，出生率は徐々に低下しており，2030 年ごろには約 100 億人程度で安定化すると

考えられている。この予想は，人類社会の未来を考える上で決定的に重要なものであり，

これが誤りであるとすれば，まさに「未来についてのいっさいの賭けに負けたことになる」

といえよう（エリック・ホブズボーム著・河合秀和訳『20 世紀の歴史』，三省堂，1996 年，

下巻 418 ページ）。

さて，やや意外なことではあるが，人口の増加がいまだ続いている一方で，1990 年代

以降，世界全体の総耕地面積は，すでに減少傾向にある。また世界の灌漑地の面積はいま

だ増加傾向にあるものの，その増加率は低下してきている。

1970 年における世界の総耕地面積は 13 億 200 万 ha であった。これは 1999 年には

13 億 6 千 900 万 ha に増加した。この間の成長率を年代別に見ると，1970 年代においては

年率 0.22 ％の増加であり，1980 年代には同 0.39 ％の増加を示した。しかし 1990 年代には

同マイナス 0.12 ％と減少に転じた。

一方，1970 年に 1 億 6 千 800 万 ha であった世界全体の灌漑地面積は，1999 年には

2 億 7 千 400 万 ha にまで増加した。ただし，その増加率は，1970 年代には年率 2.25 ％で

あったが，1980 年代には 1.54 ％と低下し，さらに 1990 年代に入ると 1.29 ％にまで減少し

ている。

経済学的モデルを利用した，長期的食料需給予測は，これまでいくつかの先行研究を持

っている。しかし，資源制約が食料生産に与える影響を，明示的にとりあつかった例は少

ない。本稿では，耕地面積と灌漑地面積の賦存条件を農産物の国際需給の説明要因として

導入することで，食料問題と資源問題に関する新たな知見を得ようとするものである。以

下では，我々の開発した新たな農産物需給モデルである資源制約パイロットモデルの概要

を紹介したのち，耕地と灌漑地の利用可能性の変化を，食料供給反応における外生的な与

井上荘太朗・上林篤幸・明石光一郎・鬼木俊次 

穀物需給の長期予測と 
資源問題 
――資源制約パイロットモデルの開発と利用―― 

本稿の詳細については，農林水産政策研究第４号『国際穀物需給の長期予測と耕地および灌漑地の利用可能性』（平

成 15 年 10 月）を参照されたい。
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件の変化としてとらえた三つのシナリオにしたがったシミュレーション分析の結果を報告

する。

２．資源制約パイロットモデルの構造

資源制約パイロットモデルは，米，小麦，トウモロコシの 3品目を対象とし，その他世

界を含む 11 カ国・地域のサブセクターから構成されるモデルである。国・地域の内訳で

は，穀物の大輸出国として，アメリカおよびカナダ，オーストラリア，アルゼンチン，ヨ

ーロッパ連合が独立にとりあつかわれている。また需給動向が最も注目されるアジア地域

では，中国およびインド，ASEAN，日本が独立にとりあつかわれる。また国際市場にお

ける影響の大きさから，旧ソ連地域も独立のサブセクターとしてとりあつかわれる。

モデル中では，各国・地域の農業生産者は，利用可能量の制限されている耕地と灌漑地

に対して，米および小麦，トウモロコシの「３大穀物」と「３大穀物以外の農産物（大麦，

ライ麦等のその他穀物を含む）」を作付けて利潤を最大化すると仮定されている。資源制

約パイロットモデルの最大の特徴は，この仮定により，生産者の最適化行動の中に利用可

能な資源の賦存量が導入されていることである。モデルの概念図は第１図に示したとおり

であり，通常の需給モデルの体系に加えて，資源セクターが存在していることに注目され

たい。

経済成長 

１人当たり消費量 

国際価格 

人口増加 技術進歩 単収 収穫面積 

競合品の国際価格 

需要量 供給量 

純輸出 期末在庫水準 

国際市場の需給均衡 

灌漑地面積 

非灌漑地面積 

新たに加えられた 
資源セクター 

内生変数 外生変数 

第１図　資源制約パイロットモデル概念図 
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３．シナリオ分析

（１） 三つのシナリオ

ここでは，将来の耕地面積と灌漑地面積について異なった三つのシナリオ（第１表）に

基づいて，2030 年を目標年としたシミュレーション分析の結果を紹介する。予測期間中

においては，世界人口の増加率は停滞してくると予測されており，そのため穀物需要にお

いても相当の変化が生じると考えられる。したがって，この 2030 年という予測の目標年

は人類の長期的な食料問題を考えるために，十分な意味のある「未来」と考えられる。

scenario 1 では，2000 年から 2030 年までの間，総耕地面積と灌漑地面積は，一切変化

しないと仮定する。これは，農業で利用される耕地と灌漑地の面積の変化を考慮していな

い既往の需給モデルによる予測と，同じ考え方にたっている。将来の利用可能な耕地と灌

漑地の面積が拡大も縮小もしないという意味において，中立的なシナリオといえる。

次に scenario ２では，総耕地面積と灌漑地面積は，どちらも 1990 年代のトレンドに基

づいて変化すると仮定する。特に灌漑地面積が拡大を続けると想定することから，三つの

シナリオのうちで最も緩やかな資源制約を想定したシナリオと解釈できる。

最後に scenario ３では，総耕地面積の緩やかな減少傾向と同様の趨勢で，灌漑地面積

も減少すると仮定する。これはアジア地域で都市周辺の優良灌漑農地の多くが転用されて

いることなどを念頭に，灌漑地の減少傾向が，将来継続していくと考えたケースであり，

資源制約が最も厳しいシナリオである。

（２） シミュレーション結果

米および小麦，トウモロコシの国際価格は，豊凶変動による短期的な変動はあるものの，

いずれも 1970 年代に最高値を記録した後，長期的に低下傾向にあり，現在では 1970 年代

以降，最も低位の水準にある。資源制約パイロットモデルによると，上記の三つのシナリ

オのいずれにおいても，国際価格に関しては，このような過去の低下基調の継続ではなく，

現状の水準をほぼ維持する予測結果となっている（第２表）。すなわち，現在の価格水準

は，すでに過去最低の水準に達しており，もし 1990 年代における土地生産性上昇率の頭

打ち傾向が継続するならば，国際価格は現在の水準程度で長期的に維持されるだろうとい

う予測である。加えて，予測期間中において，人口増加率の低下が世界各地で相当進展す

第１表　シミュレーションのシナリオ 

2000～2030年の 
総耕地面積（A） 

2000～2030年の 
灌漑地面積（B） 

2000～2030年の 
非灌漑地面積 

scenario 1 

scenario 2 

scenario 3

変化なし 

1990年代のトレンド 
で変化 

1990年代のトレンド 
で変化 

変化なし 

1990年代のトレンド 
で変化 

総耕地面積の1990年 
代のトレンドで変化 

変化なし 

（A）－（B） 

（A）－（B） 
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ると予想されることや，穀物に対する所得弾力性が低下してくることから，scenario 3 の

小麦のケースを除くと，いずれの場合にも，予測期間中のいずれかの時点以降には，国際

価格は低下トレンドに転じると予測されている。

このように，耕地および灌漑地の利用可能性について，より厳しい想定をおいたシナリ

オにおいても，穀物の国際価格の横ばい傾向や将来における低下トレンドという予測結果

が得られるということは，将来における極端な食料不足を訴える議論に対する反論となっ

ている。さらには，穀物輸入の拡大を求める海外からの圧力が，国際穀物需給の緩和基調

の下で，今後一層強まることを前提として，わが国の食料政策を考えるべきであるという

含意を導いているといえるだろう。

次に，各国の生産量の予測結果を，各シナリオ別に 2000 年，2010 年，2020 年，2030

年の 4時点について示した第３表によると，ASEAN，カナダ，EU，旧ソ連，インド，日

本，アメリカでは scenario 1 に比べて scenario 3 の生産量は，3品目とも少なくなってい

　資料：シミュレーション結果． 

　注．四角形で囲まれた数値は各シナリオ中の品目別最高予想価格． 

第２表　実質国際価格予測値 
（単位：USドル/トン） 

Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3

年 米 小 麦 トウモロコシ 米 小 麦 トウモロコシ 米 小 麦 トウモロコシ 

2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 
2018 
2019 
2020 
2021 
2022 
2023 
2024 
2025 
2026 
2027 
2028 
2029 
2030

242.7 
249.7 
251.4 
254.8 
258.0 
260.7 
262.8 
264.5 
265.9 
267.2 
268.4 
269.1 
269.4 
269.7 
269.8 
269.8 
269.2 
268.4 
267.4 
266.3 
265.2 
263.5 
261.6 
259.5 
257.4 
255.2 
252.6 
249.7 
246.6 
243.6 
240.5

116.3 
117.8 
124.4 
128.8 
132.6 
136.1 
139.3 
142.3 
145.2 
148.0 
150.8 
153.3 
155.6 
157.9 
160.1 
162.3 
164.0 
165.6 
167.2 
168.6 
170.0 
170.9 
171.6 
172.3 
172.9 
173.4 
173.3 
173.1 
172.8 
172.5 
172.1

93.8 
94.7 
99.0 
102.4 
105.2 
107.8 
110.1 
112.3 
114.5 
116.5 
118.6 
120.4 
122.2 
123.9 
125.5 
127.1 
128.4 
129.7 
130.8 
131.9 
132.9 
133.6 
134.2 
134.6 
135.1 
135.5 
135.4 
135.2 
135.0 
134.8 
134.4

241.6 
246.7 
246.1 
246.9 
247.2 
247.2 
246.5 
245.5 
244.3 
243.0 
241.7 
240.0 
238.1 
236.1 
234.0 
232.0 
229.6 
227.0 
224.4 
221.7 
219.1 
216.2 
213.2 
210.1 
207.1 
204.1 
200.9 
197.5 
194.2 
191.0 
187.8

115.7 
116.1 
121.0 
123.6 
125.5 
127.1 
128.4 
129.4 
130.4 
131.3 
132.1 
132.7 
133.1 
133.5 
133.9 
134.2 
134.2 
134.1 
134.0 
133.8 
133.6 
133.1 
132.5 
131.9 
131.2 
130.5 
129.6 
128.5 
127.4 
126.4 
125.3

92.9 
92.5 
95.1 
96.5 
97.5 
98.1 
98.6 
98.8 
99.0 
99.2 
99.2 
99.2 
99.0 
98.8 
98.6 
98.3 
97.8 
97.3 
96.7 
96.1 
95.5 
94.7 
93.8 
92.8 
91.9 
91.0 
89.8 
88.6 
87.4 
86.2 
85.0

243.1 
251.0 
253.7 
258.2 
262.6 
266.6 
269.9 
272.8 
275.4 
277.9 
280.1 
281.9 
283.3 
284.6 
285.7 
286.6 
287.0 
287.0 
286.8 
286.5 
286.1 
285.1 
283.7 
282.2 
280.6 
278.9 
276.6 
274.0 
271.3 
268.5 
265.7

116.6 
118.7 
126.1 
131.4 
136.1 
140.6 
144.8 
148.8 
152.7 
156.5 
160.4 
163.9 
167.3 
170.7 
174.0 
177.3 
180.1 
182.7 
185.3 
187.8 
190.2 
192.1 
193.7 
195.3 
196.8 
198.3 
199.0 
199.5 
200.0 
200.4 
200.7

94.0 
95.4 
100.3 
104.2 
107.7 
111.0 
114.0 
116.8 
119.6 
122.4 
125.1 
127.6 
130.0 
132.3 
134.6 
136.8 
138.7 
140.5 
142.2 
143.8 
145.4 
146.5 
147.5 
148.4 
149.3 
150.1 
150.3 
150.4 
150.5 
150.5 
150.4



ることがわかる。これらの国では，耕地，灌漑地という生産資源の減少傾向が今後の穀物

供給を抑制していくと考えられるのである。

たとえば，ASEANの米についてみると scenario 1 では 2030 年において 1億 2200 万ト

ンの生産量が scenario 2 では 1億 4000 万トンへとさらに増加している。一方，scenario 3

では 9900 万トンと 2000 年の 9000 万トンから 30 年で約 1 割しか増加しないと見込まれ

る。ASEANでは総耕地の減少傾向と灌漑地の増加傾向が顕著であり，この傾向をどのよ

うに見込むかで，将来の穀物生産の予測が大きな影響を受けることを示している。そして，

その結果として，2030 年においてASEAN は，二つの資源の制約条件について中立的な

シナリオである scenario 1 では米の純輸出地域であるが，より厳しい仮定をおいた

scenario 3 では米の純輸入地域に変化することが示された。

一方，中国，アルゼンチン，オーストラリアおよびその他世界では，３品目とも，

9

　資料：シミュレーション結果． 

第３表　生産量予測結果 
（単位：千トン） 

米 

国・地域 

世界全体 

アルゼンチン 

ASEAN 

オーストラリア 

カナダ 

中　国 

ヨーロッパ連合 

旧ソ連 

インド 

日　本 

アメリカ 

その他世界 

年 

scenario 1 
scenario 2 
scenario 3 
scenario 1 
scenario 2 
scenario 3 
scenario 1 
scenario 2 
scenario 3 
scenario 1 
scenario 2 
scenario 3 
scenario 1 
scenario 2 
scenario 3 
scenario 1 
scenario 2 
scenario 3 
scenario 1 
scenario 2 
scenario 3 
scenario 1 
scenario 2 
scenario 3 
scenario 1 
scenario 2 
scenario 3 
scenario 1 
scenario 2 
scenario 3 
scenario 1 
scenario 2 
scenario 3 
scenario 1 
scenario 2 
scenario 3

390,728 
392,093 
390,169 
640 
640 
640 

90,731 
91,322 
90,075 
886 
905 
886 
0 
0 
0 

130,719 
130,814 
130,741 
1,459 
1,470 
1,451 
931 
926 
926 

85,160 
85,379 
85,096 
9,080 
9,013 
9,014 
6,557 
6,588 
6,522 
64,564 
65,035 
64,818

453,780 
468,179 
448,306 
748 
751 
748 

104,986 
111,248 
97,323 
873 
1,107 
878 
0 
0 
0 

152,411 
153,046 
152,815 
1,585 
1,682 
1,516 
946 
890 
887 

96,265 
98,613 
95,320 
9,514 
8,550 
8,796 
7,177 
7,412 
6,818 
79,275 
84,880 
83,205

488,353 
516,413 
478,151 
781 
789 
782 

111,869 
123,892 
96,774 
948 
1,489 
958 
0 
0 
0 

154,317 
154,941 
155,241 
1,831 
2,044 
1,679 
1,029 
917 
910 

112,986 
116,688 
110,870 
9,599 
7,821 
8,256 
8,378 
8,903 
7,592 
86,616 
98,930 
95,087

539,248 
580,620 
524,208 
890 
908 
891 

122,281 
140,003 
98,611 
1,053 
2,049 
1,068 
0 
0 
0 

165,390 
164,903 
166,774 
1,903 
2,251 
1,671 
1,077 
911 
898 

129,019 
131,332 
125,440 
9,625 
7,147 
7,687 
9,155 
10,055 
7,899 
98,854 
121,061 
113,269

573,406 
574,825 
572,511 
15,066 
15,066 
15,066 
100 
100 
100 

21,925 
22,254 
21,929 
25,091 
25,084 
25,065 
107,072 
107,538 
107,100 
96,380 
96,478 
95,964 
61,193 
61,061 
61,048 
75,963 
76,264 
75,848 
627 
621 
620 

59,490 
59,606 
59,095 
110,499 
110,753 
110,676

691,099 
703,086 
683,668 
17,638 
17,230 
17,898 
109 
108 
106 

30,188 
35,037 
30,454 
27,003 
26,779 
26,809 
130,872 
135,499 
132,003 
114,021 
113,712 
110,130 
85,547 
81,352 
84,569 
91,488 
93,512 
90,427 
693 
608 
628 

76,012 
76,119 
71,613 
117,527 
123,131 
119,031

718,985 
737,733 
706,100 
20,016 
19,139 
20,605 
118 
115 
110 

28,898 
38,348 
29,380 
24,363 
23,985 
24,044 
132,592 
140,881 
134,785 
105,521 
104,746 
99,086 
104,643 
94,999 
102,418 
101,755 
102,775 
99,513 
783 
608 
648 

76,895 
77,021 
68,755 
123,401 
135,116 
126,755

782,027 
807,107 
761,899 
23,271 
21,968 
24,259 
129 
122 
117 

31,727 
48,290 
32,474 
26,716 
26,171 
26,198 
145,520 
158,024 
148,980 
108,835 
107,756 
99,235 
112,514 
98,342 
108,813 
117,393 
111,973 
113,536 
869 
601 
655 

85,565 
86,238 
72,495 
129,490 
147,621 
135,137

593,967 
597,517 
592,989 
16,590 
16,591 
16,590 
16,980 
16,895 
16,793 
289 
290 
289 
7,679 
7,677 
7,671 

119,489 
120,485 
119,539 
37,071 
37,091 
36,944 
5,936 
5,902 
5,901 
11,892 
11,904 
11,887 

1 
1 
1 

243,828 
245,241 
242,305 
134,211 
135,441 
135,069

719,144 
748,525 
711,947 
21,714 
20,477 
22,105 
21,338 
19,409 
19,046 
394 
396 
397 
8,238 
8,103 
8,127 

146,989 
159,169 
148,026 
42,516 
41,759 
41,005 
5,162 
4,743 
4,841 
13,364 
13,187 
13,385 

1 
1 
1 

297,792 
309,865 
279,662 
161,637 
171,416 
175,351

794,469 
853,529 
785,535 
27,670 
24,555 
28,449 
25,404 
20,415 
20,395 
411 
413 
416 
9,394 
9,065 
9,113 

171,773 
198,446 
173,882 
40,294 
38,576 
37,406 
7,173 
6,075 
6,315 
15,271 
14,724 
15,277 

1 
1 
1 

300,140 
322,471 
265,424 
196,937 
218,789 
228,858

895,869 
994,313 
884,658 
33,220 
28,022 
34,372 
30,361 
20,486 
21,892 
460 
463 
466 

10,486 
9,915 
9,996 

204,272 
249,867 
207,758 
42,539 
39,520 
37,979 
8,302 
6,480 
6,855 
17,293 
16,142 
17,260 

1 
1 
1 

325,862 
362,414 
270,989 
223,073 
261,004 
277,091

2000 2010 2020 2030 2000 2010 2020 2030 2000 2010 2020 2030

小　　麦 トウモロコシ 
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scenario 3 の生産量が scenario 1 の生産量を上回っている。これらの地域では，耕地や灌

漑地拡大の停滞，あるいは縮小という農業生産に対する制約よりも，国際価格の高値によ

って生産が刺激される効果の大きいことが予想されているのである。

このように，我々のモデルを用いたシナリオ分析を行なうことで，耕地と灌漑地の利用

可能性の変化と国際穀物市場での輸出入国の構成との関係を具体的に議論することができ

る。また，ある地域で生じた輸入需要が，国際市場を通じて世界の他の国や地域に与える

影響も，それぞれ定量的に示されることができる。このように資源制約パイロットモデル

は，各国・地域の穀物需給の将来展望を，耕地および灌漑地の利用可能性と価格変化の影

響とを組み合わせた，より多元的な視点から議論することを助けるものである。

４．おわりに

本稿では，長期における国際的な食料需給問題と資源制約問題を検討するために，新た

に開発された資源制約パイロットモデルの概要とシミュレーション結果を紹介した。将来

においては，このパイロットモデルをより精緻なものにしていくために，単収水準と灌漑

面積の水準とを関係づけることなど，多くの課題が残されている。

また，対象とする品目や独立にとりあつかう国の数を拡大し，より広い関心に答えるこ

とのできるモデルとすることも望ましいが，モデルの大規模化は，その開発・維持に要す

る労力を指数的に増大させることになる。そのため，既存の大規模モデルをベースに，新

たなモデル開発を行なうなどの対応方策が必要となる。

10
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１．長瀞村における青年演劇運動の経過

いま各地で地域文化の見直しが盛んである。地元にゆかりのある芸術・文学作品などを

集めた美術館・文学館などが多く設立され，また伝統芸能が自治体や団体などの梃入れに

より保存されている。経済発展の恩恵が一方で地域住民になにがしかの生活上の余裕を与

え，他方で地方から都市への人口流出により地域社会に空洞・過疎化が起きる時，地元に

残った住民が地域の経済活性化を望むと共に，アイデンティティを求めて地域文化に目覚

めるのは，歴史の傾向と言える。

わが国では資本主義が成熟しつつあった大正期に高揚したデモクラシー運動の一環として

起きた民衆芸術運動，それにやや遅れて犬田卯・中村星湖らによる農民文学運動が始まり，

他方で，「赤い鳥」童話・童謡運動が起きて，その中で田園詩人とも称された野口雨情らが

活躍した。彼らは，日本の文学，および童話・童謡のその後の展開に大きな影響を与えた。

同様の地域文化見直し機運は，第二次大戦敗戦後のアメリカ文化の流入，或いは高度経

済成長により商工業経済の席捲にさらされた時にも，地域で盛り上がった。現在，各地で

催される伝統的行事は，多くが戦後復興期か高度経済成長期かのいずれかに復興されたも

のである。そして，高度経済成長期に青壮年層が転出してしまった結果として少子高齢化

に直面する地域住民が現在，地域経済の活性化とその精神的支柱としての文化見直しを模

索するのは，きわめて自然な成り行きと言って良い。

だが，大きな文化的遺産を生み出した大正期の民衆芸術運動のような広がりと深まりを，

現在の地域文化見直し運動は内在させているだろうか？　農政は「多面的な機能」の一つ

として「伝統文化の保存・継承」を唱えているが，その実態を把握し，それを意味づける

理論を持っているだろうか？　いま，地域文化の見直し運動の質が問われている。

本論は，戦後山形県北村山郡長瀞村（現東根市）に起きた青年演劇の思想的系譜とその

運動の展開過程をたどるドキュメントである。その粗筋は次のようである。

大正デモクラシー期の文化運動に端を発する二つの文化運動（宮澤賢治の農村芸術論と

国分一太郎ら教師による生活綴り方運動）が戦前当地に存在したのだが，その二つの影響

を受けた教え子たちが戦後に長瀞村で偶然に出会わし，個人の同好会としての青年サーク

相川　良彦 

農村演劇運動の思想的系譜と 
展開過程 
――宮澤賢治の芸術論と長瀞村の戦後青年文化運動―― 

本稿の詳細については，農林水産政策研究第４号『農村演劇運動の思想的系譜と展開過程』（平成 15 年 10 月）を参

照されたい。
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ルによる演劇活動を始めた。そのうちに，戦後民主化という気運の中で地域ぐるみで組織

化された青年団の興隆と生活綴り方運動（運動の主体が教師と学生で国語教育を中心にす

るもの）の爆発的な流行とがあいまって，演劇活動は青年サークルから青年団へと引き継

がれ，最盛期を迎えた。だが，経済が戦後復興から高度成長へと移行するにつれ，まず生

活記録運動（主体が青年で社会教育を中心にするもの），ついで青年団運動が衰退に向か

い，演劇が再び青年サークルにより担われるようになり，やがてその演劇活動も途絶えて

しまった。

ところで，高度経済成長は青年団の団員減少に拍車をかけたので，その梃子入れのため青

年団は一時期中断した演劇を復活させて，一時期団員数を取り戻し，そのなかで農民自らの

脚本による創作演劇が花開いた。だが，高度経済成長期から経済成熟期にかけて青年の農

業・青年団離れがさらに進んで，ついに青年団が解散し，演劇もまた担い手を失い消滅せざ

るをえなかったのである。青年団演劇消滅後の 1980 年代以降，当地における演劇活動は，演

劇志向の強いセミプロによるもの，公民館の社会教育活動として行われるもの，イベント志向

型のものと性格を異にする同好会がそれぞれのやり方でその存続を模索している現状にある。

以上のような長瀞村での農村演劇運動の展開過程をたどるなかで，本論は，民衆芸術と

しての演劇思想は誰により唱えられ，どのような内容のものであったか，その思想は如何

なる社会条件と結合し演劇へと具体化されたか，演劇活動に栄枯盛衰をもたらした社会経

済的条件とは何であったか，を主として演劇運動の担い手たちの証言により検討している。

２．その思想と社会運動の特徴

長瀞村での農村演劇運動の展開過程を一言で要約すれば，それは思想を縦糸，青年諸団

体の社会文化運動を横糸として，両者の折り合わせにより展開してきた，と言える。そこ

での思想と社会運動の特徴は，次のようである。

近代以降の芸術は，市民階級による人間解放の理念をベースにしながらも，その経済的

支えを都市の資本家階級に頼ってきた。その制約が芸術にもたらす偏向を批判したのが，

宮澤賢治の農民芸術論であった。近代科学の偏重により失われた宗教心と自然，専門分化

により都市在住の職業芸術家に独占された芸術，を再び地域民衆の手に取り戻そうという

のである。商業主義と芸術至上主義により生命力を枯渇させた近代芸術に対して，自然に育

まれた地域民衆の生活が吹き込む生命力に，賢治は新たな芸術の創造を期待したのである。

賢治の芸術論の形成には，大正の資本主義成熟期における民衆芸術論の台頭とそれに続

く小作争議に象徴される社会情勢の不安定期に隆盛になった農民文芸会の論調が影響して

いた。その芸術論の内容は，民衆芸術論のそれと同じく人道主義的でかつ実践志向をもち，

また農民文芸会に似て農本主義的であるのを特徴とした。

演劇を上演するには脚本だけでなく，演技者や舞台装置スタッフなどの組織という受け

皿が必要であった。戦前期においてその受け皿となったのが松田の農村更生運動であり，

戦後は国分らを起源とした生活記録運動であった。賢治の思想はそれら社会文化運動と結

合することによって，推進母体を得て開花したのである。
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戦後長瀞村に起きた農村演劇という社会文化運動は，戦災で壊滅した大都市の芸術の空

白期に誕生した地域庶民による手づくりの総合的な芸術活動としてスタートした。「こぶ

し」という生活記録サークルが，松田の村づくり運動に刺激を受けた農学校生と国分の教

え子によって作られ，賢治作「植物医者」を 1947 年に上演したのが発端である。以降，

演劇は地域に根強く残る社会遺制の払拭と米軍基地反対闘争による民主化･近代化をめざ

す生活記録サークル運動や青年団活動における啓蒙と仲間づくりの手だてとして発展し

た。その黄金期は生活記録（綴り方）運動とその余波で青年団活動がピークを迎えた

1953 ～ 55 年であったろう。だが，この生活記録（綴り方）運動は 1950 年後半になると急

速に終息する。半封建的な遺制払拭による近代化を志向した生活記録（綴り方）運動は，経済

成長により近代化が実感され始めるのに反比例して，活動動機を喪失させたからである。

ところで，演劇活動には担い手と資金が必要であった。劇団員を確保し，また観客を集

めて経済採算的に成り立たさなければならないのである。そのため，演劇活動の担い手は，

時代情勢の変化のなかで経費などの負担をめぐり，サークルと青年団との交替劇が２回繰

り返された。

サークルは同好者の結集に適するが，時局に応じた政治イデオロギーに左右されやすく，

また規模も小さいので財政不安定という弱点があった。地域ぐるみ青年団は規模が大きい

ので財政的には安定したが，高度経済成長期以降は，農業の不振，或いは農外や都市へ就

職する青年のサークル・青年団離れが加速し，演劇を担う団員の確保が難しくなった。テ

レビやマスメディアの発達で大都市の文化芸術が地域に流入したことで，青年演劇に対する

観客ニーズも減ってしまった。1961 年長瀞演劇研究会（サークル），ついで 1978 年長瀞青

年団が解散したことによって，長瀞村の青年演劇もまた担い手を失って消滅したのである。

このような経過をたどった当地の農村演劇の特徴は，当時の演劇推進者たちの陳述に依

拠するならば，二つに区分して良いだろう。第１は，娯楽本位の大衆演芸から脱皮し，テ

ーマを提示し観客と共に考え感動する新劇の発足期である。サークル演劇前期から青年団

演劇前期にかけての時期で，民主化・近代化を掲げた戦後改革の機運や生活記録運動の高

まりがその土壌としてあった。

第２は，テーマ先行で日常らしさのない新劇からの脱皮をめざしたサークル演劇後期か

ら青年団演劇後期にかけてである。演劇に凝った青年団OB主導の長瀞演劇研究会や青年

団演劇後期にかけての時期で，木下順二の民話劇や身近な農村問題を題材にした創作脚本

などを使って，地域民衆の感覚に馴染む演劇をめざしていた。

演劇は劇作者と演技スタッフと観客との共同作業という性格があって思想の共有や仲間

同士の絆を強める反面，それは資金と労力負担を担い手に強いた。この功罪の相克のなか

で，演劇の担い手はサークルと青年団との間での交替を繰り返した，と言える。

現在東根市において，賢治の芸術論の影響を受けた青年団･サークルの演劇活動は消滅

した。その結果，社会体制批判･生活変革など社会文化運動面は色あせてしまったが，商

業主義や芸術至上主義が芸術本来の姿を歪めているという賢治の近代文明批判は，今なお

地域民衆の共感を得ている。現在活動中の３劇団の新規発足とその模索は，このような局

面に応じた，姿態を変えた賢治の芸術論（思想）の再生プロセスと考えたい。
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１．はじめに

流通部門は，消費者が生産者から財を直接購入しない限り，必ずそのサービスが必要な

部門であり，その対価は流通マージンとして生産者価格とともに消費者によって支払われ

る。これは，消費者が消費財を購入する場合に限らず，産業が中間投入財や資本財を購入

する場合も同様であり，流通部門は国内のあらゆる取引に介在する。

我が国のフードシステムにおいて，流通部門はその産業としてのウェイトを拡大してき

ている。他方，食品流通チャネルの多様化，輸入食品の増加など，食品流通をとりまく大

きな環境変化の中で，農業者の所得確保と消費者への安価な食品供給のために，流通コス

トの削減が求められている。

本稿では，日本の食用農水産物・食料品の商業マージン率を産業連関表を用いて推計す

るが，その水準の高低の尺度を得るため，日本における時系列比較，他産業製品との比較，

日米間の比較を行い，これらの比較を通じて現在の我が国の農水産物・食料品の流通マー

ジン率の相対的な位置を明らかにしたい。

以下では，2.において，我が国のフードシステムにおける流通部門の比重の増大の動向

を付加価値誘発額の分析を通じて明らかにする。そして 3.で，流通マージン率推計の手

法についてふれた後，4.で我が国の食用農水産物・食料品の商業マージン率の時系列比較

と他産業との比較を行い，5. でそれらの日米比較を行う。6. では，購入者別の比較と商

業マージン削減が消費者価格に及ぼす影響を試算する。最後に，7.で，それまでの分析で

明らかとなった商業マージン率の上昇傾向，特に日本の食料品における上昇について，そ

の要因と考えられる点についての若干の分析を行う。商業マージン率上昇の要因の多くの

部分は今後の課題として残されている。

薬師寺　哲郎 

食品の流通コストに関する経済分析 

産業連関表を用いた食用農水産物・食料品の 
　　商業マージン率の推計――時系列，産業間，日米間比較―― 

プロジェクト研究の 紹 介 
［行政対応 

　　特別研究］ 

本稿における商業マージン率の数値を含め，推計した流通マージン率の詳細は，「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――」（平成 15 年６月，行政対応特別研究［流通］プロジ

ェクト研究資料第１号，農林水産政策研究所）として公表されている。
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２．フードシステムにおける流通部門

農林水産大臣官房調査課の「最終消費からみた飲食費の帰属額及び帰属割合の推移」

（〔４〕，31 ページ）によると，95 年の飲食費支出は約 80.4 兆円，うち関連流通業に支払

われた額は約 27.9 兆円で 34.7 ％を占める。特にこの額は，90 年から 95 年にかけて飲食費

支出が 68.1 兆円から 80.4 兆円に増加したなかで 19.5 兆円から 27.9 兆円に増加しており，

これは飲食費支出の増加分の 68.2 ％を占める。

しかしながら，ここで帰属額とされているのは，最終的にそれぞれの産業の付加価値と

なったものではない。関連流通業への 27.9 兆円の支払いのうち，実際にその産業が手に

するのは，それから中間投入への支払いを除いた付加価値部分のみである。食品工業，食

用農水産物についても同様である（ただし，食品工業への支払額からは，食品工業から食

用農水産物に支払った額だけは除かれている）。そこで，最終飲食費支出の粗付加価値誘

発額と輸入誘発額を計算することにより，これを部門別の粗付加価値と輸入に分解し，飲

食費支出が最終的にどの産業の付加価値になったとみなされるのかを推計した。結果は，

第１図の通りであり，これによると，95 年で飲食費支出のうち 22.9 兆円が関連流通業の

付加価値となり，その割合は 28.4 ％でやはり大きなウェイトを占めていたことがわかる。

また，この額は 90 年から 95 年にかけて 15.9 兆円から 22.9 兆円に 6.9 兆円増加し，飲食費

支出増加額の 56.7 ％を占めていた。この関連流通業の付加価値増加額の飲食費支出増加

額に対する割合は，80 年から 85 年までの期間が 16.9 ％，85 年から 90 年までの期間が

32.6 ％であったから，次第に高まってきたことになる。
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第１図　飲食費支出の粗付加価値と輸入への分解 
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このような付加価値額の変化，特に関連流通業の付加価値額の増加は，何によってもた

らされたものであろうか。ある産業の付加価値誘発額は，①その産業の付加価値率が上昇

した場合，②その産業の他部門での国産品投入が増加した場合，③その産業の最終消費支

出が増加した場合に特に大きく増加すると考えられる。これを関連流通業を例にとって説

明すれば，①は，関連流通業の付加価値率の上昇を意味する。②は，例えば食品製造業に

おける卸売業の投入の増加であり，これは食品製造業が原材料を購入する場合の卸売マー

ジンの増加を意味する。また，③は，小売業の場合を例にとれば，消費者の小売業への最

終消費支出，つまり，消費者が消費財を購入する場合の小売マージンの増加を意味する。

このように，関連流通業の付加価値誘発額の変化を，付加価値率変化，国産品投入係数

変化，消費支出変化（関連流通業以外の部門の消費支出変化＋関連流通業の消費支出変化

（＝消費者が支払う流通マージン変化））およびそれらの複合要因（交絡項）に要因分解し

た。その結果を示したのが第２図である。特に消費者が支払う流通マージンの増加の影響

が大きかったことがわかる。しかも，その要因の影響は 85 年→ 90 年における，3.3 兆円

中の 2.1 兆円（62.8 ％）から，90 年→ 95 年における，6.9 兆円中の 4.8 兆円（69.6 ％）に

高まった。

ところで，流通業に対する消費支出（流通マージンの支出）は，それだけ独立に行われ

るわけではなく，常に財の取引に伴って生じるものである。その財に対する消費支出額と

付随する流通マージン額の合計に占める流通マージン額の割合が流通マージン率となる。

流通マージン額の増大の影響が高まったと言うことは，流通マージン率が大きく上昇した

ことを予想させる。
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３．流通マージン率推計の手法

流通マージン率については，これまでも事例的な調査はあるが（1），その結果を全体にまで

拡張することは困難である。このため，ここでは，産業連関表を用いて，マクロ的に把握し

た。産業連関表（11 省庁の共同編集による全国表の取引基本表）には，部門間の取引ご

とに，商業マージン（卸売マージン，小売マージン），国内貨物運賃（鉄道輸送，道路輸

送，沿海・内水面輸送，港湾運送，航空輸送，貨物運送取扱）が計上されている。そして，

生産者価格評価の取引額＋商業マージン＋国内貨物運賃＝購入者価格評価の取引額

という関係になっている。

このため，購入者価格評価の取引額に占める商業マージンと国内貨物運賃の合計の割合

を流通マージン率として把握することができる。すなわち，

流通マージン率＝（商業マージン＋国内貨物運賃）／購入者価格評価の取引額

である。

なお，本稿の以下の部分では，

商業マージン率＝商業マージン／購入者価格評価の取引額

として，流通マージンのうちの商業マージンを取り出したものの推計結果を紹介したい。

産業連関表を用いることは，流通マージン率計測上のいくつかのメリットがある。まず，

個別品目の事例ではなく，産業全体としての流通マージン率の水準が把握可能である。例

えば，食用農水産物全体，食料品全体の水準が推計できる。第２に，流通マージン率の産

業間比較が可能となる。以下では，食用農水産物，食料品の商業マージン率を工業製品と

比べてみる。第 3に，部門分類を揃えることにより時系列比較，さらにはアメリカとの比

較が可能である（2）。最後に，産業連関表を用いると，購入部門別に把握が可能となる。例

えば，家計が購入する場合（つまり消費財の場合）のみならず，産業が資本財や中間投入

財を購入する場合の流通マージン率も把握できる。

他方，産業連関表を用いることのデメリットもある。膨大な情報を含む統計であるから，

5 年ごとにしか利用できない。しかも，利用できるまでに 4 ～ 5 年かかる。日本の場合，

現在利用できるのは 95 年表までで，アメリカの場合は 97 年表（2002 年 12 月公表）まで

である（3）。また，部門が細かくなると精度が落ちるといわれている（4）。本稿では，かなり

細かな部門にまで言及するが，数字についてはある程度幅をもって解釈する必要がある。

なお，産業連関表を用いた流通マージン率の推計は，これまでにも，西村〔３〕などで

行われている。

以下では，以上の方法で推計された結果を紹介するが，購入者については，家計の場合

を中心にとりあげる。また，できる限り食用と非食用を分けて，食用農水産物（農水産物

から飼料作物や種苗などを除く）と食料品（飼料や有機質肥料などを除く）について述べ

ることとしたい。
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４．日本における食用農水産物および食料品の商業マージン率の推移

食用農水産物の商業マージン率は，80 年から 95 年にかけて，38.9 ％，41.4 ％，37.1 ％，

41.4 ％と大きな変動を繰り返してきた（第３図）。家計が購入する食用農水産物は，野菜，

果実，漁業がほとんどを占める（86 ％）。これらは価格変動が大きい産品であるので，価

格変動の影響を除くために，取引額，流通マージン額ともに 95 年価格にインフレートし

て商業マージン率を求めると，野菜，果実とも徐々に増加してきており，食用農水産物全

体でも 85 年から 90 年に漁業産品の低下を受けてわずかに低下したものの概して上昇傾向

にある（第４図）。

第３図　日本における商業マージン率の推移 
　　　　（家計による購入） 
            ―食用農水産物，食料品，その他の産業― 
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食料品については，24.3 ％，25.5 ％，28.8 ％，37.6 ％と一貫して上昇してきている（第

３図）。特に，90 年から 95 年にかけての上昇が大きい。酒・たばこを除くと商業マージ

ン率は 1 ～ 2 ポイント高くなる。食料品についても 95 年価格での商業マージン率は上昇

している（第４図）。

しかし，商業マージン率の上昇傾向は，食用農水産物，食料品に限らない。その他の主

な産業でも，電気機械で 85 年から 90 年にかけて低下したのを除き，上昇しており（第５

図），その他の産業全体でも，40.3 ％，41.4 ％，40.3 ％，44.2 ％と 90 年から 95 年にかけ

て大きく上昇している（第３図）。

95 年における水準を他産業と比較すると，食用農水産物の商業マージン率は，その他

の産業全体よりも低い。産業別に見ると電気機械，輸送機械よりもわずかに高いが，繊維

製品よりは大幅に低くなっている。食料品の商業マージン率についても，上昇してきたとは

いえ，概して他産業よりも低く，繊維製品，輸送機械，電気機械を下回っている（第５図）。

食用農水産物および食料品のうちの主なものをみると，食用農水産物については，漁業

の商業マージン率が耕種農業を大きく上回っている（第６図）。食料品については，精

穀・製粉，たばこが平均を大きく下回っている（第７図，第８図）。

食料品のその他の品目をみると，年によって低下することはあっても概して上昇傾向に

ある品目が多い。特に，その他の食料品は，90 年から 95 年にかけて 25.0 ％から 45.6 ％へ

と急激に上昇した（第８図）。これには，近年市場が拡大している冷凍調理食品，レトル

ト食品，そう菜・すし・弁当が含まれる。なお，水産食料品と農産保存食料品については，

それぞれ漁業，耕種農業と同様の動きをしている。

第７図　食料品の主なものの商業マージン 
            率の推移（家計による購入）　その１ 
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５．食用農水産物および食料品の商業マージン率の日米比較（5）

食用農水産物の商業マージン率は，95 年日本 41.7 ％に対し，97 年アメリカ 36.1 ％とな

っており，日本の方が 6ポイント弱高い（第９図）。

食料品については，90 年以前は日本の方が大幅に低かったのが，95 年頃には 95 年日本

第９図　商業マージン率の日米比較 
           （家計による購入） 
             ―食用農水産物，食料品，その他の産業― 
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第10図　商業マージン率の日米比較 
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　　　　―その他の産業の主要産業別―　 
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37.6 ％，97 年アメリカ 36.5 ％とわずかに日本の方が高くなっている。

その他の産業の商業マージン率（95 年日本 44.2 ％，97 年アメリカ 43.6 ％）が食用農水

産物や食料品より高いこと，特に繊維製品の商業マージン率が高いのは日米とも同様であ

る（第 10 図）。輸送機械の商業マージン率はアメリカの方が相当程度低い。

食用農水産物のうち主なものについてみると（第 11 図），95 年日本を 97 年アメリカよ

りも高めているのは，畜産と漁業であり，耕種農業はアメリカよりわずかに高いだけであ

る。耕種農業については，90 年以前はむしろ日本の方が低い。畜産は，日本の場合はほ

とんどが鶏卵であるが，日本の 95 年が突出しており，90 年以前については，日本の方が

高くてもわずかであるか，むしろ低かった。

食料品のうちの主なものについては（第 12 図，第 13 図，第 14 図），と畜・畜産食料品，

めん・パン・菓子類，砂糖・植物油脂，農産保存食料品，その他の食料品について，日本

が 90 年以降大幅に上昇し，97 年のアメリカとの間に大きな格差が生じている。水産食料

品，精穀・製粉，酒類，たばこについては，日本がアメリカを大幅に下回っている。

６．購入者別商業マージン率の日米比較と商業マージン削減の影響

以上は，家計による購入についての比較であったが，ここで購入者別に日米比較をして

みたい。結果は，第１表の通りであり，家計が購入する場合については日本はアメリカよ

りも数ポイント（1 ～ 6 ポイント）高いだけであるが，食品工業が購入する場合は 8 ～ 9

ポイント，飲食店が購入する場合では 10 ポイント以上日本の方が高い。つまり，日本で

は産業向けの取引における商業マージン率が高いことになる。

第13図　商業マージン率の日米比較 
           （家計による購入） 
　　　　―食料品の主なもの　その２―　 
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それでは，日本で食品工業や飲食店が原料や食材の購入に際して支払う商業マージンを

削減した場合に消費者価格に及ぼす影響はどのくらいなのであろうか。これを調べるため

に，均衡価格モデルを用いて，食品工業，飲食店が支払う商業マージンを 1％削減した場

合，家計が支払う商業マージンを 1％削減した場合，両方を 1％削減した場合の消費者価

格に及ぼす影響を試算したものが第２表である。

結果は，食品工業，飲食店が食用農水産物や食料品の購入に際して支払う商業マージン

を 1 ％削減した場合，消費者価格は食料品で 0.05 ％，飲食店でも 0.11 ％の低下にしかな

らない。これに対して家計が購入する際の商業マージンを 1％削減すると，食用農水産物

で 0.41 ％，食料品で 0.38 ％の低下となり（6）（飲食店については，家計が支払う商業マージ

ンはない），消費者価格に及ぼす影響は大きい。

７．商業マージン率の上昇について――むすびにかえて

産業連関表を用いた商業マージン率に関する以上の推計結果は，次のように要約される。

① 日本において，家計が購入する食用農水産物，食料品の商業マージン率は，95 年

でそれぞれ 41.4 ％，37.6 ％である。これらの商業マージン率は上昇傾向にあり，特に，

90 年から 95 年にかけての食料品の上昇は大きい。

② 他産業の商業マージン率も上昇傾向にある。双方を他産業と比較すると，他産業の

平均よりも低く，他産業の主要産業と比べても必ずしも高くない。

③ 家計が購入する食用農水産物の商業マージン率は，アメリカより日本の方が高く推

移してきた。そのうちの耕種農業だけをみると，90 年頃までは日本の方が低く，95

年頃は日本の方が高くなったがその差はわずかであった。

第１表　購入者別商業マージン率の日米比較  

食品工業 

日　本 アメリカ 日　本 アメリカ 日　本 アメリカ 

飲 食 店  家　　計 

（単位：％） 

食用農水産物 14.4 6.5 30.8 12.5 41.7 36.1  
食料品 17.5 8.3 25.4 14.4 37.6 36.5 

　注．日本は1995年，アメリカは1997年である． 
　　　食品工業からは，飼料製造は除いている．   

第２表　商業マージン１％削減が消費者価格へ及ぼす影響  

食品工業，飲食店 
が支払うマージン 
の１％削減 

家計が支払うマー 
ジンの１％削減 

全段階のマージン 
の１％削減 

（単位：％） 

食用農水産物 0.00 －0.41 －0.42    
食料品 －0.05 －0.38 －0.42  
飲食店 －0.11 －  －0.11 

　注．削減は食用農水産物および食料品に係るマージンのみ． 
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④ 家計が購入する食料品の商業マージン率は，90 年頃までは日本の方が大幅に低か

ったが，95 年頃には日本の方が高くなった。

⑤　他産業の商業マージン率も 90 年頃を除き，日本の方が高い。

⑥ 食品工業，飲食店が購入する食用農水産物および食料品についても概してアメリカ

よりも日本の方が高く，その格差は，家計が購入する場合よりも大きい。

このように，日本の食用農水産物，食料品の商業マージン率は，95 年頃にはアメリカ

よりも高くなっているが，日米の消費者の購買行動の差（日本における多頻度少量買い，

鮮度志向等）から，これだけから一概に日本の方が非効率であるとは言えないであろう。

むしろ，今後の課題として重要なのは，日本におけるこれまでの商業マージン率上昇の要

因をどうとらえるかである。

商業マージン率の上昇は，食用農水産物や食料品に限ってみられる現象ではない。西村

〔３〕では，消費財全体について 60 年から 90 年まで商業マージン率が一貫して上昇して

きたことを指摘した上で，その要因として製造業部門と比較して商業部門における労働生

産性の上昇が低かったことを指摘している（7）。しかし，この方法は，著者も指摘している

ように商業サービスの量が販売した財の量と一定比率であることを仮定している（8）。

商業の産出は商業サービスであり，これを数値的に計測することは困難であるが（9），本

来，コストは産出との関係で論じられるべきものであろう。そして，商業の産出の増大は，

消費者がそのサービスを「消費」することから得られる効用を増大させる。我が国の食用

農水産物および食料品の商業マージン率の上昇は，商業サービスの増加を伴っていた可能

性がある。そのような商業サービスの増加が食用農水産物や食料品全体の商業マージン率

を上昇させる場合としては，①全品目に共通するサービスの増加，②特定の品目における

サービスの増加，③サービス水準の高い品目の購入シェア上昇，等が考えられる。

4.では，「その他の食料品」の商業マージン率の急激な上昇を確認した。既に述べたよ

うに，ここにはそう菜・すし・弁当や冷凍調理食品といった取扱いにコストのかかる商品

が含まれる。近年の中食商品や調理済

み食品のような利便性の高い商品に対

する需要の拡大がこのような商業マー

ジン率の上昇に影響を及ぼしている可

能性がある。この要因は，上記の分類

で言えば，②，③に関係しよう。

これらがどの程度食料品全体の商業

マージン率を押し上げたのかを調べる

ために，食料品の商業マージン率上昇の

要因分解をしたのが第３表である（10）。

明らかなことは，その他の食料品の

影響が最も大きく（2.0 ポイント），次

いで影響が大きかったのはその他の

第３表　食料品の商業マージン率変化の要因分解 
　　　　（90→95） 

マージン 
率変化 

品　　目 合　計 購入シェア 
変　化 

（単位：％ポイント） 

と　畜 －0.04 －0.45 －0.49 
畜産食料品 0.46 0.09 0.55 
水産食料品 1.64 －0.21 1.43 
精穀・製粉 0.57 －0.20 0.37 
めん・パン・菓子類 1.32 0.04 1.36 
農産保存食料品 0.33 0.02 0.35 
砂糖・油脂・調味料類 0.24 －0.04 0.20 
その他の食料品 1.85 0.17 2.02 
酒　類 1.07 0.07 1.14 
その他の飲料 1.28 0.50 1.78 
たばこ 0.10 －0.04 0.05 
食料品合計 8.82 －0.04 8.78
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飲料（酒類以外の飲料）（1.8 ポイント）であり，これらの両方で食料品の商業マージン率

上昇 8.8 ポイントのうちの 3.8 ポイントを占めるということである。そして，いずれの品

目も商業マージン率上昇の影響と購入シェア増加の影響の双方とも他の品目よりも高かっ

た。

他方，この結果は，これだけでは商業マージン率上昇の多くの部分が説明できていない

ことも示している。これは今後の課題として残されている。

注（1）例えば，農林水産省統計情報部が青果物について実施している食品流通段階別価格形成追跡調査結果から流通

マージン率を計算できる。

（2）ただし，時系列比較は部門分類の体系が大きく変わっていなければそれほど問題ではないが，体系が大きく変

わったり，さらにアメリカと部門分類を揃えるということになると大きな困難が伴う。日本では 80 年表と 85 年

表の間で，アメリカでは 92 年表と 97 年表の間で大きな部門分類の変更があった。以下の推計において，日本と

アメリカの部門分類の対応は通商産業省作成の日米国際産業連関表におけるリンク表を参考にした。その上で，

97 年のアメリカ表と 80 年の日本表の分類をこれに当てはめた。

（3）日本の 2000 年表は 2004 年には利用できるようになろう。本稿で述べた傾向は，2000 年表が公表された時点で

改めて検証する必要がある。

（4）西村〔３，68 ページ〕。

（5）5.の日米比較における日本の商業マージン率は，部門分類が日本だけの推計の場合と異なるので，4.の日本に

関する推計における数字と若干異なる場合がある。

（6）家計が支払う商業マージン 1 ％削減の影響は，商業マージン率（食用農水産物と食料品それぞれ 41.4 ％と

37.6 ％）の 1％に等しい。

（7）同書 77 ～ 78 ページ。

（8）同書 76 ページ。また，同書ではこの仮定をとらない場合の計測として，1人当たりの実質付加価値の変化を用

いて製造業との比較をし，この場合も商業の生産性上昇が製造業のそれを下回っていることを指摘している。

（9）例えば，鈴木・田村〔１，54 ～ 56 ページ〕では，Bucklin の考え方に従って，流通産出の概念と測定可能性に

留意した指標として，ロットサイズ，市場分散化，配達時間，品揃えの広さの四つを挙げているが，これらは個

別のケースについては測定可能であっても，集計量について論じることができないという難点がある。また，原

田〔５，6～ 8ページ〕，並河〔２，36 ～ 37 ページ〕も参照のこと。

（10）要因分解は，品目別に，商業マージン率変化の影響と購入シェア変化の影響に分けて次により行った。

MT
（2）－MT

（1）＝Σ｛（Mi
（2）－Mi

（1））Ri
（2）＋（Ri

（2）－ Ri
（1））Mi

（1）｝

＝Σ（品目 iの商業マージン率変化の影響＋品目 iの購入シェア変化の影響）

ここで，MT
（t）は品目グループ全体の商業マージン率，Mi

（t）は品目 iの商業マージン率，Ri
（t）は品目 i

の購入シェア。いずれも tは時点を示す。

〔参考文献〕
〔1〕 鈴木安昭・田村正紀（1980）『商業論』，有斐閣新書。

〔2〕 並河永（1996）「流通の効率性指標に関する実証分析」，一橋大学『社会科学論集』第 87 号。

〔3〕 西村清彦（1996）『「価格革命」のマクロ経済学　流通構造変革の実証分析』，日本経済新聞社。

〔4〕 農林水産大臣官房調査課（1999）『農林漁業・食品工業を中心とした産業連関表（平成 7年表）』。

〔5〕 原田英生（1987）「日米流通業の効率性比較に関する批判的検討（その２）」，『流通経済大学論集』第 22 巻第 1号。
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参与会議は，所の設置目的に即した研究活動の実施等の観点から機関運営についての評

価（機関評価）をしていただくとともに，研究の方向，内容等について助言・意見をいた

だくことを目的として設置されている。

第３回参与会議は，平成 15 年８月 20 日（水）農林水産政策研究所西ヶ原本所において，

平成 14 年度における農林水産政策研究所の機関評価を主な議題として開催された。参与

の出席者は，11 名中次の７名であった。

加藤　真代（主婦連合会副会長）

北里　一郎（明治製菓株式会社代表取締役会長）

中川聰七郎（鳥取環境大学環境政策学科教授）

西村紳一郎（北海道大学大学院理学研究科教授）

レスターR. ブラウン（アースポリシー研究所所長）

堀口　健治（早稲田大学政治経済学部教授）

山本　和子（フリージャーナリスト） （敬称略，五十音順）

会議においては，まず，研究所側から，研究所が実施した機関運営に係る自己評価結果

を説明の後，研究所が設定した評価項目毎に活発な意見交換がなされた。

評価項目毎の参与の方々からの主な意見を，以下に紹介する。

農林水産政策研究所　 
　　 第３回参与会議の概要 

農林水産政策研究所 レビュー No.10
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１．「５年間に重点的に推進すべき研究

課題」の進捗状況

○ 税制や財政等の制度的な仕組みにつ

いて，この研究所で評価・提言しては

どうか。

○ 環境税や食品産業の問題を扱うのは

タイムリーである。

○ 食料自給率の国政としての向上目標における地方自治体の参加のあり方を，政策の

枠組みの中で議論すべきではないか。また，すべての物の自給率を 45 ％に上げるの

ではなくて，どの作物を確保していくかを具体的に設定していくことを政策の枠組み

として研究していいのではないか。

○ 加工農産物の増大，中国からの輸入伸張等貿易構造がどんどん変わる中で日本の自

給率を押さえる必要がある。流通コストの国際比較の研究については，農産物素材だ

けではなくて，加工食品も見てはどうか。

○ 生分解プラスティック等リサイクル問題に日本の大企業を関与させることは重要な

政策課題である。

○ 農村への新規参入者や都市から戻ってきた人達を生かし，遊休地を利用するシステ

ムを研究し提言してほしい。

○ デンマークや米国等が行っているような風力発電の取り組みは，新しい経済や仕事

を生み出し，農村地域の活性化にも重要である。

○ 遊休地が限界地だけでなく，きわめて広範囲に発生しているのは，世代交代との関

係もあるが，政策の枠組み全体と関係があるのではないか。

○ 農協，土地改良区等のサポートシステムが機能していないという問題を含めて農業構

造を押さえてはどうか。外国人労働力の動きをどう見るかも政策的に重要な課題である。

２．研究の実施体制，研究成果等の公表と活用その他

○　機関評価の仕組みとして，数値目標の設定を検討してはどうか。

○　女性の研究者数の目標値を定めて，積極的に登用をしてほしい。

○ 研究成果を上げた者に予算等の重点配分をし，より多くの成果を上げていくインセ

ンティブを与える，というマネージメントはできないか。

○ 大学では研究評価はほとんどやっておらず，特に人文科学や社会科学は評価の尺度

がない。それに対して，行政と関連づけて評価をする農林水産政策研究所の評価シス

テムは先駆的で，大いに評価できる。

この会議における論議をふまえ，各参与に評価票を作成していただき，研究所では，参

与による評価結果とこれへの対応方針を，ホームページ（http://www.primaff.affrc.go.jp/）

に公表することとしている。 （藤岡　典夫）

http://www.primaff.affrc.go.jp/
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農林水産政策研究所は，諸外国との研究交流の一環として，中国農業科学院農業経済研

究所（CAAS）および韓国農村経済研究院（KREI）と連携して，３機関で「北東アジア

農政研究フォーラム」を設立し，研究協力を行うことについて基本的に合意をした。本合

意に基づく設立記念式典と第１回セミナーが，去る 10 月 28 日に韓国ソウルで開催された。

その結果を以下に簡単に紹介したい。

１．北東アジア農政研究フォーラム（Forum for Agricultural Policy Research in North

East Asia）の概要

当フォーラムは，次の事業を行うこととしている。

・学術資料，出版物および情報の相互交換

・本フォーラムのホームぺージの開設および管理・運営

・関連研究会，セミナー等の共同開催

・共通関心分野・課題の発掘および研究推進

このうちホームページは，当面KREI が中心となって開設され，３研究所にリンクが張

られることになった（http//www.fanea.org/ ，英・日・中・韓の４カ国語）。

また，セミナーは第２回（2004 年）が中国，第３回（2005 年）が日本で開催される予

定である。

千葉　　修 

日中韓３カ国の農業政策研究所による 
合同セミナーの概要 

http://www.fanea.org/
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２．第１回セミナーの概要

参加者は，日本から，高野駐韓国日本大使（式典のみ），西尾農林水産政策研究所所長

ほか研究員５名（會田・香月・小野・小林・千葉），中国からチェン・クミンCAAS所長

ほか 10 名，韓国からイ・ジョンファンKREI 院長ほか 110 名，合計約 130 名にのぼった。

設立記念式典に続き，「北東アジア諸国の農業協力――その機会と展望――」を統一テー

マとして，三つのセッションで日中韓３カ国が報告・コメント・討論を行った。各セッシ

ョンの報告テーマと報告者等を以下に示す。

第１セッション「北東アジアにおける農業及び農産物貿易の構造の現状と展望」

座長：西尾健（農林水産政策研究所）

第１報告「日中韓の農業構造：地域的農業協力の可能性」 オ・ミョングン（KREI）

第２報告「日中韓の農業経済学の協力の選択：農産物流通機構の革新」

秀媛（ウ・シウウェン）（中国吉林省農村経済情報センター）

第３報告「日中韓野菜貿易の現状と展望」 小林茂典（農林水産政策研究所）

日本側コメンテーター：香月敏孝（農林水産政策研究所）

第２セッション「WTO ・ DDA（ドーハ開発アジェンダ）以後の北東アジア農業の展

望」

座長：ホ・ギルヘン（KREI）

第１報告「DDA後の中国の農産物貿易」 劉小和（リウ・シャオヘ）（CAAS）

第２報告「DDA後の日本農業の見通し

―― 2000 年農業センサスによる現状と傾向――」

小野智昭（農林水産政策研究所）

第３報告「DDA後の韓国農業の見通し

――農産物市場開放が韓国農村経済に及ぼす影響――」

ソ・ジンキョ（KREI）

日本側コメンテーター：會田陽久（農林水産政策研究所）

第３セッション「北東アジアにおける農政研究の協力の強化方策」

座長：銭克明（チェン・クミン）（CAAS）

第１報告「中国・韓国・日本間の農業経済協力研究の方針」

薛桂霞（シュー・グイシャ）（CAAS）

第２報告「農林水産政策研究所の研究協力の概要」 千葉修（農林水産政策研究所）

第３報告「北東アジアにおける農業研究協力の必要性とその内容」

イ・ドンピル（KREI）

昊 
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３．農林水産政策研究所側からの報告

各国の報告・コメント・質疑とも，自国語を用いて（同時通訳）行われた。資料につい

ては英語と自国語で提示された。日本の３報告を簡単に紹介してみる。

第１セッションの小林報告では，日本の野菜輸入が 1990 年代以降，品目の多様化を伴

って量的に増大し，輸入相手先の中国への集中度が急激に高まり，韓国からの野菜輸入は

一部品目に特化している実態を分析した。さらに日本の野菜輸入増大の背景の一つである，

野菜需要の多様化について考察した。

第２セッションの小野報告では，90 年代以降の日本農業の構造変化を，農産物価格の

低下のもとでの，経営面積拡大や複合化，野菜作等での環境保全型農業の進展として特徴

づけた。センサスによる 2010 年の予測では，主業農家数は政策の目標値に達せず，また

耕作放棄地が拡大するとの見込みを示した。

第３セッションの千葉報告では，農林水産政策研究所における海外からの研究員の受け

入れ，国際会合・研究への参加，KREI との共同調査，特別研究会での中国からの報告等

の状況を説明した。

ちなみに，小林報告・小野報告は，それぞれ『農林水産政策研究所レビュー』の既発表

論考（小林茂典「野菜の輸入動向と輸入野菜流通の特徴」（No.1, 2001 年 9 月），小野智昭

「農地利用の構造的変化」（No.6, 2002 年 12 月），橋詰登「農家階層変動の特徴と要因」同

上）を手直ししたもの，また千葉報告は PRIMAFF Annual Report 2002 から抜粋・再構

成したものであり，詳細はそちらを参照していただきたい。

他の報告・コメントについては原則的に割愛するが，一点だけ紹介すると，質疑の中で，

日本の食品残留農薬の基準は国際基準より厳しく，貿易抑制的であるとのコメント（中国）

があり，これに対し日本側から，日本の基準は国際基準に合致していると反論する場面が

あった。

セミナー全体の日程が１日で報告が９人，コメントが延べ 12 人という濃密ぶりであっ

た半面，討論時間が不足気味となり，各セッションとも結論を導くまでには至らず，やや

消化不良の感もあった。が，これは第１回目のセミナーで相互に不慣れという事情からし

て，やむを得ないことであろう。

日中韓の農業の国際関係が深まる中，今回の研究交流により，相互の農業・食料・農村

問題のあり方を比較検討する機会を与えられたことは大変貴重であった。また，29，30

日には，韓国有数の良質米生産地帯たるイチョン（利川）市における農協による環境保全

的な米栽培，あるいは農家の大規模な花き栽培への取組みについて，三国合同で視察した

ところであるが，ここからも有意義な知見が得られた。なお最後に，今回ホスト役を務め

た韓国農村経済研究院の，セミナー出席者に対する行き届いた配慮ぶりには，参加者一同，

感心させられることが多かったことを付け加えておく。
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農林水産省本省職員を対象にした経済関係企画職員研修では前号で紹介した「基礎コース」に加え，今

年度から「個別課題コース」を設定いたしました。この度（６月～８月）実施した２コースの概要および

研修生と担当講師の感想をご紹介します。

パソコンによる計量経済分析［６月10日～８月５日，全９回，毎週火曜日午前］

研修生全員が各自１台のパソコンを使用して，インターネット上にあるサイトから経済

データをダウンロードしてきて，それをエクセルで加工，各種統計分析するという極めて

実践的な研修です。講師の稲葉先生は当研究所在職中の昭和62年に『パソコンによる計

量分析』を出版されるなど，パソコンを使用した統計・計量分析の指導分野でパイオニア

的存在です。

今回の研修では特に稲葉先生個人のホームページ上に研修のコーナーを作っていただ

き，教科書の問題と解答をアップしていただくなど，受講生が研修時間に限らずいつどこ

ででも学習できる立体的な環境づくりに尽力していただきました。使用した教科書は白砂

堤津耶著『例題で学ぶ初歩からの計量経済学』（日本評論社）です。

なお，実施した講義内容を教科書にそって紹介すると以下の通りです。

研 修 報 告  

平成15年度研修の概要（2） 

章

序　章

第１章

第２章

第３章

第４章

第５章

第６章

章　　名

計量経済学とはどんな学問か

統計学の基礎（Ⅰ）

統計学の基礎（Ⅱ）

単純回帰モデル

重回帰モデル

回帰モデルの仮説検定

ダミー変数

主　な　内　容

歴史，モデル・ビルディング，データ収集，仮説・検定

平均，分散，標準偏差，変動係数，相関係数

ローレンツ曲線，ジニ係数，各種指数

単純回帰モデル，最小２乗法，決定係数，非線形回帰

重回帰分析，決定係数，自由度調整済決定係数，偏相関係数

ｔ値，Ｆ値，構造変化のＦ検定，予測

一時的ダミー，季節ダミー，質的データのダミー処理

主な講義内容
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リスクコミュニケーション入門［６月27日～８月１日，全６回，毎週金曜日午前］

今回当研究所で実施するのが初めての分野ということもあり，試行錯誤の部分もありま

したが幸い10名（所内２名）にものぼる各分野の一流の講師によって現段階で考え得る

最善のものになったと自負しています。なんといってもこの研修の目玉は，最後に行われ

た２回の演習です。研修生は４チームに分かれて記者発表用資料を作成して発表したり，

役所側と報道側に分かれてやり取りをしました。この様子はビデオに収録され，全員の前

で講師が講評を述べるなど大変ユニークな研修となりました。

なお，甲子園大学学長の木下冨雄先生には研修とは別に研修終了日である８月１日（金）

の午後に当研究所と消費・安全局との共催という形で特別講演をしていただきました。本

省職員の関心も高く，多数の参加が得られました。この場を借りて改めてお礼申し上げま

す。 （清水　純一）

私が農総研（農業総合研究所，現農林水産政策研究所）から転出してかれこれ20年近

くになります。以来，毎年，研修の講師を担当させていただいています。

実は，私は農総研に勤務する前は農林水産省の行政官をしており，そのときに農総研の

経済関係企画職員研修を受けました。行政官には経済学の知識は必須と思います。特に，

月 日 講　　師 時 間 講　義　内　容

６月27日 中嶋康博（東京大学助教授） 120分
フードシステムと食品の安全問題――ヨーロッパを中心とした
食品安全行政の改革とその背景――

７月４日
西尾　健（農林水産政策研究所次

長（当時））
060分 リスク評価とリスク管理の実際

佐藤京子（農林水産政策研究所評
価・食料政策部研究員）

060分 わが国の食品安全に係わる事例の分析

７月11日
山田友紀子（（独）食品総合研究

所国際食品研究官）
090分 食品の安全性とリスクアナリシス

岡島敦子（消費・安全局審議官） 030分 食の安全・安心の確保に向けて

７月18日 木下冨雄（甲子園大学学長） 180分 リスクコミュニケーションの思想と技術

７月25日 木下冨雄（甲子園大学学長）他（注） 180分 演習

８月１日 木下冨雄（甲子園大学学長）他（注） 180分 演習

講義日程

注．７月25日と８月１日の演習では木下学長の他，以下の先生にご指導をいただきました．（順不同）
吉野絹子（神戸学院大学人文学部教授），金川智恵（甲子園大学人間文化学部教授），
竹西亜古（甲子園大学人間文化学部助教授），福井誠（甲子園大学経営情報学部助教授）．

20年間統計学の講師を務めて

千葉大学法経学部教授 稲葉　弘道
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私のように経済学を専門としないものにとっては，経済学をじっくり勉強する，またとな

い機会でした。その研修が縁で行政部門から農総研に入れてもらいました。

私が研修を受けたのは，もう4分の1世紀も前のことになります。当時は研修期間も9

カ月ありました。研修生全員が，同じカリキュラムで研修を受けました。その後，期間が

短縮され，さらに，現在ではコース別に分かれています。この原因は，私なりの推測です

が，行政組織も定員削減が進み，研修に9カ月も出す余裕がなくなったものと思われます。

私のときでも，理解ある上司に恵まれたからこそ研修に出してもらいました。9カ月の経

済学の研修が必ずや，行政に生かされると確信する私とすれば，残念に思います（研修の

制度変更が，私のように行政にお役にたたないまま，外部に出た人がいるからという理由

ではないですよね）。

以前はよかったなどと言っているだけでは進歩はないですね。現在の研修制度について

の感想を述べますと，良い点もあります。私の講義は統計学＋パソコンです。なるべく使

わないようとも考えますが，数式は使います。数式（数学），あるいは機械（パソコン）

は苦手で，これまでほとんどパソコンにはさわりもしてない人が，以前にはいました。こ

の場合，パソコン操作などは簡単であっても，初歩から教えねばなりません。一方，大半

の人にとっては分かり切っていることで，退屈だったと思います。コース制だと，パソコ

ンについて知識のある人というように研修生を絞れるということが，いい点ではないです

かね。とはいうものの，知識があるといっても様々なレベルな研修生にいかに教育すべき

か，いまだに定まらず，もっともっと教育方法を勉強せねばいけないと感じています。

先日，リスクコミュニケーション研修に初めて参加しました。入省以来，様々な研修を

受けてきましたが，今回ほど充実感があった研修は，かつてなかったように思います。

というのも，役所の中で慣例化していることを，視点を変えて外側から，すなわち，世

の中の人の立場から見て改めて考えてみるという点については，目から鱗が落ちるようで

した。研修生の中で，実際のプレスリリース用資料を作成もしくは，記者会見を経験した

ことがある人は，ほとんどいないようでしたが，具体的なリスクコミュニケーションとし

て研修の中で実践してみるというのも，非常にいい経験だったと思います。研修生のほと

んどはお互いの面識がないため，役人側と記者側とに分かれて会見・発表するというのは，

本当にリアリティーがありましたし，それをビデオに撮影し，客観的に見るというのも，

なかなか普段経験できない機会でしたので，とても勉強になりました。

研修で一番得られたのは，自分の立場だけで考えて何かをするのではなく，常に，聞き

手の立場になったら，どう感じ，そしてどう思うのか？を念頭におくことがいかに大事な

リスクコミュニケーション入門の研修を振り返って

（独）農林水産消費技術センター横浜センター 江口　香織
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ことなのかに気づくことができたことです。印象的だったのは，各自が課題であるプレス

リリース原稿を作成後，講師の先生に添削してもらったのですが，いつも見慣れているプ

レスリリースのように，「消費者に対しては」という一文を「消費者の方々には」と赤字

で訂正され，補足説明の中で，どうも役人が作成する文書は，一般消費者を小馬鹿にした

ような表現方法が多々あると指摘され，ハッとしました。

普段，わかっているつもりでいましたが，じつは全然わかっていなかったことであり，

リスクコミュニケーションする上で最も重要な姿勢というのを学べたと思います。

「上目遣いは挑戦的に見えますよ。これを関西弁ではメンチをきるといいます。」講師の

一人が指摘すると会場には笑いがひろがった。模擬プレス発表の講評時のひとこまである。

自分が相手にどのように見えているのか。これが自分自身の感覚とは随分ずれている場合

が多い。日頃の癖や意識しない所作が，相手に思わぬ情報として受けとられる。リスク・

コミュニケーションが難しいのは，情報の送り手と受け手の間に様々なこの種の「ずれ」

が生じるところにある。

また，コミュニケーションのずれだけでなく，リスクの捉え方そのものにもずれが存在

する。いうまでもなくリスクが対象とするのは確率事象なのだが，一般の市民は「この食

品は安全？危険，どっち？」と決定論的な判断を求める傾向がある。行政は正確な情報を

多く集めることのできる立場にある。そのため行政には関係者すべてに公正に情報を伝え

ること，さらには，ともに問題の解決を探る「場」を形成する役割が期待される。

このような理念としてのリスク・コミュニケーションを，いかに具体的な技術として伝

えるか，これが今回の研修プログラムでもっとも苦労した点である。ともあれ，今回参加

者の方々が持たれた「ずれ」の自覚は良きリスク・コミュニケーターへの第一歩である。

他省庁に先駆けて，リスク・コミュニケーションの重要性を認識された農林水産省の今後

に大いに期待したい。

一方で，今回の研修はわれわれ研究グループにとっても忘れがたい経験であった。とい

うのも，講座を担当した研究者が中心となってこの夏，リスク・コミュニケーションの普

及を目指すNPOを設立した。今回の研修は，ちょうどこのNPO「リスク・コミュニケー

ション研究会」の立ち上げ時期と重なっていたのである。今回の研修はこのNPOの方向

性を考える上でも重要な示唆を与えてくれるものとなった。このような機会を与えてくだ

さった関係者の皆様にこの場を借りて感謝したい。

リスクコミュニケーション入門の演習を終えて

甲子園大学経営情報学部助教授 福井　　誠
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一見華やかな経済的躍進を続ける中国につ

いて，中国人自身がその虚像ぶりと病んだ社

会の深刻な実態を暴き出し，描出する著書が

最近日本で時々出されるようになった。これ

らの著書はややもすれば中国国内では発禁処

分となり，ときには著者に不利益が及ぶ可能

性もあるだろう。本書の著者は，中国南部の

農村で生まれ，大学に入るまでは農民として

の辛酸をなめてきたという。従って，本書は

著者の中国農村での実体験が基礎となってお

り，それに加えてその後の実地調査や各種文

献資料による考察をもとにして著わされたも

のである。本書では現在の中国農村の貧しく

て低い生活水準，社会保障制度の不備による

農村高齢者の困窮，都市住民と農民との差別，

一人っ子政策の弊害，農村社会の無法地帯化

等の現実が率直に記述され，政府の農村社会

政策の無為無策ぶりとその矛盾を端的に問う

ものとなっている。現在の中国の各種の体制

的制約の中で，中国政府の政策および中国社

会の現実について敢えて仮借のない批判的検

証を行った著者の勇気にまず敬意を表するこ

ととしたい。

本書は中国農村と農民の生活実態をできる

だけありのままに紹介することが主眼とされ

ており，貧困の要因等についての経済的分析

を行ったものではないが，中国農村の貧困は

中国政府による都市と農村の差別化政策に起

因しているというのが著者の一貫した立場で

ある。政府の差別化政策によって中国では都

市と農村の２元世界が現出しており，甚だし

い格差がある。そしてこの２元世界を固定化

しているものが国民を「城鎮戸籍」と「農村

戸籍」に２分する戸籍制度である。この戸籍

制度によって，農民は「二等公民」とも言え

る差別的な扱いを受け，社会的に上昇する道

はほとんど閉ざされている。近年，全国各地

で戸籍管理制度の改革が進んでいるが，これ

らの改革は都市住民の利益を最大限に配慮し

たものであり，特に大都市への移住は農民に

は無縁であるとして著者は批判的である。

社会保障制度や医療保険制度についても，

都市部では政府の財政補助もあり一定の整備

がなされているが，農村は未整備のままであ

る。農村では，従来から「五保戸」（食事，衣

類，住宅，医療，葬儀が保障される貧困戸）

の制度があるが，財政的問題から「五保戸」

に認定されても十分な保護が受けられない。

また，土地は農民の老後保障にならないと著

者は言う。土地収益の下落と商品経済の浸透

によって土地収益だけで生活することは農村

においても不可能になっているという。

農村高齢者困窮の問題は，一人っ子政策に

よって増幅されている。一人っ子政策は，農

村の高齢化の到来を早め，新生児の男尊女卑

志向によって農村男女比に異変をもたらして

いる。また，高齢者への扶養意識の減退を背

景として，親が子に扶養を請求して扶養契約

を締結する「契約養老」の実態が詳しく紹介

されているが，これなどは日本に見られない

中国農村社会特有の現象であろう。

以上のように本書は中国農村の社会保障の

問題を軸として，その実態や課題を指摘し，

一貫して都市農村の２元政策を批判するもの

となっている。ただし，中国農村の貧困は，

非合理な社会的伝統，因習，権利意識の低さ

等の発展途上国に共通した各種の要因も考え

られる。「中国農民はなぜ貧しいのか」という

タイトルに直接答えるためには，２元政策だ

けではなく，こうした要因と貧困との関係に

関する分析も必要だったのではないかと思う。

注．＊王文亮
おうぶんりょう

『中国農民はなぜ貧しいのか』，光文社，

2003年７月，380頁．

河原　昌一郎 

中国農民はなぜ貧しいのか*
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さる８月 20 日，農林水産省共用会議室に

おいて，アースポリシー研究所所長レスタ

ー・ブラウン氏（前アースウオッチ研究所所

長）の特別講演会が，農林水産政策研究所と

大臣官房企画評価課との共催によって開催さ

れた。この貴重な機会に参加した一人として，

その概要を紹介するとともに，若干の印象的

なコメントをさせていただきたい。

ブラウン氏は現在，農林水産政策研究所の

参与をお引き受けいただいている。今回，当

研究所の参与会議に参加される機会を利用し

て，農林水産省関係者への講演をお願いした

ところ，喜んでお受けいただいたことから実

現することになったのである。当日は，「こど

も霞が関デー」のまっ最中であったにもかか

わらず，本省各部局の職員を中心に 100 余名

もの来場者があり，会場は満員の盛況であっ

た。ブラウン氏独特の流暢かつ真摯な語り口

とともに，衝撃的な事実の提示に多くの参加

者は熱心に聞き入っていた。

講演のテーマは，「地球温暖化，地下水位

の低下および世界の食料安全保障」（Rising

Temperatures, Falling Water Tables, and

Food Security）であった。以下，私のメモを

もとに重要と思われた項目について簡潔に内

容を紹介したい。

（１） 過剰な地下水のくみ上げは帯水層の

急激な水位低下をもたらしている。こうした

現象はアメリカ，インド，中国など世界の主要

な穀物生産国で起きており，農業生産の低下

とコスト上昇という二重の悪影響を農業に及

ぼしている。

（２） 温暖化の影響は今年（2003 年），と

くに欧州での熱波や中国での砂嵐となって顕

在化しており，大幅な穀物の減収が予想され

ている。中国の減産の一つの要因は過耕作と

過放牧によると思われる。しかも，砂漠化防

止の対策はうまくいっていない。USDA（米

農務省）では，今年の世界全体の穀物生産量

は，昨年比で 8,500 万トンの減産と予測して

いる。他方，バングラデシュなどのアジア低

湿地帯では温暖化による海水面の上昇によっ

て農地が大幅に減り，アジアの米生産に深刻

な影響が懸念される。

（３） 13 億人の人口を抱える中国の穀物備

蓄が近年，急激に減少し始めており，世界の

穀物市場への悪影響が危惧される。中国の穀

物の期末在庫は2000年に約 3億トンであった

が，2003 年には 1.2 億トンの水準まで減少す

ると予測されている。これは2000年から 4年

連続の不作によるものであるが，もし中国が

来年も不作となれば，国際穀物市場に多大な

影響を及ぼすであろう（ちなみに2003年の期

末在庫率は約30％）。

（４） 20 世紀後半の穀物の土地生産性は飛

躍的に上昇したが，最近，その伸びが大幅に

鈍化していることに注目すべきである。1950

年から 90年までは年率平均で 2.2 ％の上昇で

あったのが，1990 年から 2000 年までの 10年

間は 1.1 ％へと半減した。1995 年からの 5年

間だと 0.5 ％にまで低下している。遺伝子組

コ ラ ム  

嘉田　良平 

レスター・ブラウン氏の講演会から 
学んだこと 

講演中のレスター・ブラウン氏．



換え（GM）技術によって飛躍的な伸びを

人々は期待したはずであったが，実用化され

て20年近くたっても，実際には単収はほとん

ど伸びていない（とくに米と麦について）。そ

こには植物としての生物的限界が考えられる。

（５） 今後，食料（したがって環境）の問題は

世界の安全保障の中心的な要素，すなわち主

要な脅威となるであろう。穀物価格の上昇は

政治的な安定性を脅かし，安全保障上の主要

な脅威となりつつある。このような認識がよ

うやく生まれてきたことによって，世界は気候

変動にもっと目を向けるようになるであろう。

（６） 以上の食料問題に対処するために，

われわれは速やかに次の三つの分野において

迅速に対応せねばならない。
①人口問題への対処：今後数十年のうちに
世界人口は約30億人分増加するが，そのほと
んどは極端な水不足地域の発展途上国である。
したがって，家族計画，教育，保健衛生とい
う側面からこの人口問題に早急に対処せねば
ならない。

②水利用の効率性を上げること：世界の水

の70％を使用する農業をはじめ，工業や生活

用水を含めて水利用の効率を上昇させる取り

組みが必要である。水利用にかかわる研究開

発への投資，効率化につながる制度づくりも

必要である。

③温暖化防止のための対策：2015年までに

温室効果ガス排出量を半減させることが必要

であり，それは可能である。化石燃料を大幅

に削減し，風力発電への転換，ハイブリッド

自動車への切り替えなどを進めること。まさ

に，産業の構造改革が求められている。

以上が､ブラウン氏の講演の概要である。

氏の講演のエッセンスは，今日の農業に大き

な影響を与える「気温上昇」と「地下水位の

低下」という二つの環境要因がともに悪化し

つづけており，このまま何ら状況が改善され

なければ，世界の食料需給はさらに逼迫し，

世界の食料安全保障が脅かされるであろうと

いうものである。いわば地球への警告を基調

とした内容である。食料と環境が今後，安全

保障の基軸をなすであろうとの氏の予想はき

わめて示唆的である。

ただし，氏は最後のほうで環境シフトのた

めの具体的な処方箋を３項目にまとめて提言

しておられるが，いずれも古くから指摘され

てきた内容であり，いかにも一般的すぎるよ

うな気がしてならない。人口問題にしても，

水利用問題についても，すでに数多くの発展

論の専門家が指摘しつづけてきた内容である。

それ以上に私が気になったのは，市場メカ

ニズムの影響（つまり，価格による調整）に

ついて氏はどのように考え，将来予測に取り

込んでおられるのかという点である。

穀物需給が逼迫すれば，市場価格は必ず上

昇する。そして価格上昇は，当該作物の需要

を減らすが，同時に（タイムラグをともなう

としても）かならず供給量を増加させるので

ある。それは栽培面積の拡大，集約度の増大，

あるいは資本や労働の投入量の増加をともな

って起きる。このような市場機能の作用があ

ったからこそ，過去に何度も指摘されてきた

「マルサスの危機」を人類はほとんどの場合に

回避することができたのである（もちろん，

食料安全保障という外部経済の問題および分

配上の不平等の問題は，市場メカニズムでは

解決されないことは当然である）。環境問題の

解決においても，市場メカニズムを導入する

方策がなによりも有効かつ効率的であること

は近年立証済みである。

最後にもう一点，ブラウン氏の講演を聞き

ながら考えたのは，ブラウン氏が指摘される

問題なり状況が，わが国にとってどのような

意味をもち，日本農業がどう対応すべきかと

いうことであった。これは短期的というより

も中長期的な課題ということになろうが，日

本農業をどの水準まで維持するのか，そして

そのためにいかなる支援策や政策手段を用意

すべきかについて，安全保障の観点からきち

んと詰めておく必要があると思われる。次回，

これらの論点について是非，ブラウン氏と議

論したいものである。
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2003 年 9月 10日～ 11日に，福岡大学で日

本オペレーションズ・リサーチ学会秋季研究

発表会が開催された。

オペレーションズ・リサーチ（OR :

Operations Researach）は，そもそも第二次

世界大戦中に主としてアメリカ軍において作

戦計画，作戦研究のために用いられた科学的

アプローチの方法であった。現在は，もっと

幅広く経営体の意思決定のための合理的な基

礎を提供する学問分野として発展してきてい

る。ORを概括的に定義すれば，「解析的・実

験的・定量的といった科学的な方法を用いて

モデルを作成し，経営体にとっての様々な行

動の代替案を評価し，経営の決定に関する有

効な基準を提供するもの」であるといえよう

（守谷栄一「詳解演習オペレーションズ･リサ

ーチ」（日本理工出版会，1973 年）１～３ペ

ージを要約）。日本オペレーションズ・リサー

チ学会は，ORの理論の研究，手法の開発は

もとより，企業経営や行政における具体的な

問題開発への手法の活用を図ることを目的と

している。このため，防衛庁のほか一般企

業・研究所99社が賛助会員として学会に加入

しており，学会参加者や報告者には企業関係

者が非常に多くなっている。

今回の研究発表会の特別テーマは，福岡と

いう場所柄を反映して，「アジアに広がるOR」

であり，特別講演会「中国・日本のORの現

状と産官学連携への展望」や市民公開パネル

ディスカッション「中国の産業発展と日本の

対応～生産基地から豊かな消費市場へ」も開

催された。一般報告は30近いテーマが設定さ

れ，170～ 80件の報告が行われた。

これらの報告のうち，筆者はリスク評価，

事業評価，政策評価等において，設定された

評価指標が複数ある場合，あるいは評価指標

が階層的に設定されている場合の問題につい

て知見を深めるために，AHP（Analytic

Hierarchy Process）と DEA（Data Envel-

opment Analysis）のセッションを中心に出席

した。以下に最も興味深かった報告に関して

まとめておこう。

それはAHP において，複数の意思決定者

が存在する場合の評価についての報告である。

AHPでは，従来，意思決定者が一人であるこ

とが前提とされてきたが，最近，意思決定者

が複数存在する場合の集団AHP の研究が進

められてきている。AHPでは代替案同士を一

対比較してそれに基づいて総合的評価が行わ

れるが，一対比較に当たって区間幅を持った

一対比較を認める集団区間AHP の研究も行

われてきている。本報告では集団区間 AHP

を題材に，不満足度の平準化（不満値の分散

の最小化）モデルについての提案が行われた。

これに対して，フロアーからは，ある集団に

ついて区間AHP を適用し計算された不満値

が一定の閾値を超える場合には，当該集団に

提示された代替案は否決されるべきであり，

その閾値を求める手法の研究こそが必要であ

るとの指摘が複数の研究者からなされた。こ

のような指摘の背景には，行政が事業を行う

場合に，住民の意向をAHP により順位付け

させ，調和平均を用いて一本化した値によっ

て住民にとっての重要度を評価することによ

り，事業に不満を持つ住民の意思を巧みに排

除しつつ，事業を推進している実態が散見さ

れているためらしい。なお，本報告以外でも，

既に，学会誌では集団区間 AHP について，

代替案数が多くかつ評価者が多い場合に有効

なモデル等も提案されている。

評価者として完全に中立的な立場で評価を

行うことは非常に困難であり，そのために科

学的な定量的手法が求められている。しかし

ながら，評価に用いるモデル・手法の意味を

正しく，かつ善意に理解し適用することこそ

重要であることが，モデルを利用する側とし

て改めて認識させられた。

2003年度 
日本オペレーションズ・リサーチ学会 

秋季研究発表会 
吉井　邦恒 
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ヨーロッパ農村社会学会の第 20 回大会が

2003 年 8月 18日～ 21日まで，アイルランド

の北部都市スライゴにある，スライゴ工科大

学において開催された。

会議のテーマは，「今日のヨーロッパ農村

における仕事，余暇と開発（Work, Leisure

and Development in Rural Europe Today）」

であった。リストによる参加者総数は222名，

最も遠方からの参加者は，ニュージーランド

からであった。

全体会議のうち，「農村開発における科学

と実践（Science and practice in rural

development）」は 18 日午前に，「アイルラン

ドの農村，現在と未来（Rural Ireland, present

and future）」は 19 日午後に，「ＥＵの拡大

（The enlargement of the EU）」は 21日午後

にそれぞれ約2時間にわたって開催された。

これら全体会議の合間に，23の分科会が開

催され，私は他の共同研究者とともに「グロ

ーバリゼーション時代における地方の農村開

発の再生（Recreating Local Rural Development

in the Era of Globalization）」の分科会に参加し，

昨年の条件不利地域に関するルーマニア調査

と日本調査の比較「条件不利地域政策への農

業者の対応（Farmers ’ Response to the
Policy on Less Favored Areas）」について報

告した。

各分科会は，コーディネーターにより，そ

の運営の仕方が異なる。私たちの参加した分

科会は，スウェーデンのブルックマイヤー教

授がコーディネーターで，午前，午後ともに

コーヒー休憩をはさんで 2セクション構成と

なっており，各セクションごとに，似たテーマ

の報告者 3名が割り当てられ，報告者が同じ

セクションの別の報告者のコメントをすると

いうもので，8月上旬にはコメントすべき報

告者の完成原稿がＥメイルで送付されてきた。

私は，「WTOとＥＵ規則―農村開発のため

の新しいヴィジョン（WTO and EU Regulation

－New visions for rural development）」に対し

てコメントした。

私たちは，農村開発にあたって，「自然と

人間の豊かさ」をいかにして維持・発展させ

るかをテーマに，昨年のルーマニア調査の結

果に対し，日本の直接支払いの特徴である集

落協定と集落の補助金利用の事例を用いて，

日本の制度の利点と問題点について言及した。

この報告に対し，コメンテータおよび参加者か

ら「集落協定に学びたい」という評価が得られ

たのは，現在EUで展開されているLEADER

（Liaison Entre Actions de Developpment 

de l’Economie Rurale，農村経済開発事業間の
連絡）プログラムへの関心の高さから来るも

のであった。また，日本のWTO 対策や有

機農業について深い知見を備えた研究者もみ

られ，日本の農業政策への関心も高く，多く

の質問が寄せられ，活発な議論が展開される

とともに，望外の賛辞もいただいた。

これまで多くの国際学会に参加してきた

が，非常に充実した分科会で，今後の研究集

会の持ち方についても多くのヒントを得た。

ヨーロッパ農村社会学会は，「農村社会学

（Sociologia Ruralis）」という雑誌を毎年 4回

刊行する大所帯の国際学会で，２年に1度ヨー

ロッパ各国が持ち回りで大会を企画してきた。

来年，ノルウェーのトロンハイムで，世界

農村社会学会が開催される。今回のアイルラ

ンド大会には，ノルウェーの大会企画者が，

大会運営のノウハウを学ぶため，多く参加し

ていた。ノルウェーには農村女性研究で知り

合った友人の研究者が数人いる。「今年以上の

報告」ができるように，今年のスウェーデン

調査結果を報告したい。その後，そのままト

ロンハイムから山一つ越えればすぐのスウェ

ーデンの調査山村で，会議でのコメントを補

充調査に生かしたい。

2003年ヨーロッパ農村社会学会大会 
（European Society for Rural Sociology 2003 

Biennial Conference） 
中道　仁美 
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8月 25日，26日に山形市・山形テルサを会

場に，第39回東北農業経済学会が開催された。

会員，一般併せて約200人が参加した。

学会初日の 25 日には，「WTO 新ラウン

ド・新米政策のもとでの東北水田農業の展開

方向と課題」と題したシンポジウムが開催さ

れた。シンポジウムでは，座長の綱島不二雄

（山形大学農学部），伊藤房雄（東北大学大学

院農学研究科）のもと，冬木勝仁（東北大学

大学院農学研究科），小沢瓦（山形大学農学部），

宮武恭一（農業技術研究機構北陸研究センタ

ー），斎藤一志（（有）いずみ農産・（株）庄内

こめ工房）の 4人から報告がなされた。その

後，4人からの報告に対して，中島寛爾（農

業技術研究機構東北農業研究センター），鈴木

菊雄（山形県農協中央会）の２人からコメン

トがなされ，会場の参加者も含め，新たな米

政策のもとでの東北水田農業のあり方につい

て活発な討議が行なわれた。

以下で，簡単に各報告の内容を紹介しよう。

まず冬木勝仁は「WTO新ラウンド農業交

渉と東北の米」と題した報告で，WTO体制

下におけるグローバル化の進展と日本の米市

場と米政策の位置づけを，および米政策改革

大綱・食糧法改定による流通の再編と産地の

対応を取り上げた。

次に小沢瓦は「米政策の新たな展開と東北

水田農業の課題」と題した報告で，米政策改

革の概要をまとめた上で，新たな米政策に対

する東北・新潟の対応可能性について，2000

年センサスのデータを用いて担い手に焦点を

あてた分析を行ない，今後東北・新潟の水田

農業が取り組むべき課題を指摘した。

宮武恭一は「水田農業における担い手の新

たな展開」と題した報告で，基盤整備による

農地流動化の進展で 10～ 20ha 規模の担い手

農家が地域農業の太宗を占めつつある新潟県

頸城村を事例に，担い手の連携による経営革

新と，それを社会的に認知された活動へ発展

させるための利害関係者との新たな関係の構

築，この二つの経営展開について分析した。

最後に斎藤一志は「水田農業の新機軸――

庄内こめ工房の取り組み――」と題した報告

で，年間25千俵もの米を販売する（株）庄内

こめ工房の成り立ちと今後の展開方向を紹介

し，米作り農家の意見を述べた。

学会二日目の 26 日午前には，個別報告が

行なわれた。個別報告は，4会場で 32課題の

個別報告が行なわれ，会員の日頃の研究成果

が発表された。当所の研究員からも，3課題

が報告された。「日本農業交渉力の研究――対

中セーフガードを事例として――」と題した

明石光一郎による報告，「国際農産物需給モデ

ルと資源問題」と題した井上荘太朗・上林篤

幸による報告，「農産物直売所利用者の特徴と

コスト問題」と題した佐藤孝一による報告の，

3個別報告である。

午後には「食の安全・安心の確保と推進方

向」と題したミニ・シンポジウムが開催され

た。ミニ・シンポジウムでは，鈴木英次（農

林水産省東北農政局）が基調講演を行い，コ

ーディネーターの大川健嗣（山形大学人文学

部）のもと，阿部慎一（山形県農業技術課），

片山寿伸（（有）片山りんご），柳谷真也（イ

オン（株）），松岡由美子（山形県消費生活団

体連絡協議会）の 4人のパネラーによるパネ

ルディスカッションが行なわれた。

今回初めて東北農業経済学会に参加させて

頂いたが，シンポジウム，個別報告，参加者

を通して，東北地域を中心にし，地域に根ざ

した学会である印象を強く受けた。

学会の名称から容易に連想されるように，

学会の開催地は新潟県を含め東北の各県を順

に回っている。来年度の第40回東北農業経済

学会は，秋田県で開催されることがすでに決

まっている。

 
第39回東北農業経済学会山形大会 

佐藤　孝一 
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今回の出張は，農林水産省国際部国際協力

課海外技術協力室が進めている，アセアン事

務局拠出金「農業の多面的機能に関する計量

的調査研究及び普及事業」の一貫として派遣

されたものです。派遣された日本人専門家は，

当所の研究員やOB，農業関連の独法研究機

関および大学の研究者であり，経済の専門家

である私たちは，アセアン各国が自国農業の

多面的機能の経済評価が行えるよう，担当国

を決めて指導・助言をしてきました。

対象国は，ブルネイ，カンボジア，インド

ネシア，ラオス，マレーシア，ミャンマー，

タイ，フィリピン，ベトナムの9カ国であり，

平成 12 年から始まって最初の 3 年間で第１

フェーズが終了し，平成 15年からは新たに 3

年間の予定で第2フェーズが始まっています。

国民の大部分が農家であり，食料増産が農

政の主要課題であるアセアン諸国においては

当然のことですが，当初は，研究者や行政官

であっても，多面的機能（multifunctionality）

という言葉を初めて聞いた人も多数おり，

そのためマルチファンクションを，同じ土

地で一度に複数の作物を栽培する multi-

cropping と理解した研究者も少なからずいま

した。したがって，最初の仕事は，多面的機

能という概念を，我が国の事例を参照しなが

ら，説明することでした。

プロジェクトの体制や成果の水準は，国ご

とで大きな開きがあります。例えば，インド

ネシアの担当者は土壌の専門家ですが，大変

優秀な方で，我が国の代替法による研究を参

考にして，ジャワの河川流域における水田の

環境的機能（洪水防止，水資源涵養，土壌流

出防止，有機物分解機能，気候緩和機能）の

貨幣的評価を行い，環境的価値はそこで生産

される農産物価値の45％に相当するという推

定結果を出しました。また，ジャワ島の農業

研究者，洪水多発地帯の住民や農業者を対象

にして，アンケート調査を実施するとともに，

これを通して多面的機能概念の一般住民や農

政担当者への普及活動の役割も担いました。

フィリピンでは，ユネスコの世界遺産にも

指定されたイフガオ地区の棚田について，そ

の生産性向上とグリーンツーリズムの機能を

中心に評価を行いました。イフガオ地区はマ

ニラから陸路 8時間のところにあり，多くの

外人観光客も訪れていることに注目して，旅

行費用法による文化的機能を評価するととも

に，棚田が有する多面的機能については，代

替法を用いて，土壌保全機能や洪水防止機能，

水源涵養機能の貨幣的評価も実施しました。

他方，ラオスでは，研究者層が薄い上に国

内の統計データの整備も十分でなく，現地の

研究者はもちろん私たち日本人専門家も大変

苦労しました。そもそも，食料生産こそが最

重要課題の国において，多面的機能の研究自

体を推進することにかなり無理があるように

も思いましたが，焼畑によるエロージョンの

防止，ラオス北部地域における生物多様性や

伝統文化の保全といった視点から，研究につ

いて助言をしてきました。

さて，今回のマレーシアにおける会合では，

第１フェーズ 3年間における各国の研究報告

とともに，第 2フェーズの研究計画について

議論しました。日本人専門家は，議論におけ

るコメントや助言の他，各国の報告に先立ち，

全体的視点からの方法論の説明や日本の研究

事例の紹介など行ってきました。今回は，

CVM（仮想評価法）で多面的機能を評価した

いという要請が数カ国からあったことを受け，

横浜市民による水源林保全価値の評価研究を

取り上げ，CVMの適応上の注意点や推定結

果の解釈の仕方などについて報告しました。

海 外 出 張 報 告  

日・アセアン多面的機能評価 
プロジェクト 

矢部　光保 
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2003 年 6月 25日から 27日の３日間，韓国
京畿道水原市にある農村振興庁国際会議室に
おいて，「第３回 韓日農業経営・情報化フォ
ーラム」が開催され，私も参加する機会を得
た。このフォーラムは日本と韓国において年
１回交互に開催されており，今年は韓国での
開催となったものである。韓国側は農村振興
庁の農業経営情報官室，日本側は農業技術研
究機構の中央農業総合研究センターが事務局
を担当しており，今回のフォーラムもこの両
者による共催の形で開催された。参加者は韓
国の政府機関の担当者および大学の研究者が
中心であり，２日間でのべ約 150 人（日本側
からは８名）が参加した。
韓国農村振興庁は農業の技術開発と普及事
業を担当する重要な政府機関であるが，今回
の全体テーマは「開放化時代における農業発
展のための農業経営および情報技術の活用」
であった。農業経営戦略と情報化対応という
相互に関連する二つの大きな課題について，
両国の研究者あるいは専門家からそれぞれ報
告と討論が行われた。
第１の課題は，グローバル化時代における
農業経営のあり方である。その趣旨は，農産
物・食品の市場開放と国際競争がますます加
速するなかで，農業経営がいかなる対応をす
べきか，そして必要かつ効率的な政策支援の
あり方について検討することであり，類似の
の課題を背負っている日韓両国ならではの真
剣な討議が行われることとなった。
第２の課題は，国をあげて情報化を推進し
ている韓国において，他産業と比べると相対
的に立ち遅れている農業・農村分野での情報

化（IT戦略）をどのように具体的に推進すべ
きかが討議された。ここでも日本のノウハウ
や経験から学ぶという韓国側の姿勢が強く感
じられた。国家戦略として，まさに国を挙げ
て農業分野にも IT 化を推進しようとする韓
国の強い熱意がとくに印象的であった。
つぎに，各課題ごとのプログラムについて
テーマおよび報告者（所属）について概観して
おこう。第１日目は，開会式のあと，午前に
「農業環境変化と農業経営の発展方向」成晋根
（忠北大），「日本の農業生産調整と新たな政策
方向」嘉田良平（農林水産政策研究所）の２報
告がなされ，午後には「開放化時代の日本の
農家の経営対応戦略」黒河功（北海道大），
「農業経営会計管理の効率化方案」金貞注（建
國大），「農産物市場開放に対応する農家経営
安定化方案」金正鎬（農村経済研究院）など５
報告が行われた後，総合討論が行われた。中国
や東南アジアからの輸入攻勢による価格低迷
など，韓国の農業経営環境はわが国以上に厳
しい。高付加価値化につなげるための生産・
販売戦略，そして米の生産調整のあり方など
の新しい政策対応についても質疑が行われた。
第２日目は，「農業の情報化戦略」を全体
テーマとして，計８本の報告がなされ，それぞ
れ熱心な質疑応答が行われた。主要な課題と
報告者を列挙すると，「韓国における農業情
報化の新たな発展方向の模索」李政宰（ソウル
大），「日本における農業情報システムの開発
と情報化推進戦略」二宮正士（中央農研セン
ター），「農業経営計画設定支援ソフトの開発
及び利用事例」南石晃明（中央農研センター），
「日本における食品の安全性と農産物の生産
流通改革方案」田上隆一（農業情報コンサル
ティング）などであった。とくに，日本が現在
推進している農業 IT 化と農業情報システム
の構築，そしてトレーサビリティ・システムに
高い関心が寄せられたことが印象的であった。
なお，第３日目はポスト会議ツアーとして，
どしゃ降りの雨の中ではあったが，丸１日か
けて水原市近郊の農産物流通施設を見学した
後，全羅北道の Iksan 市にある「情報化推進
モデル村」を訪問し，具体的な農村 IT 化の
推進状況を視察した。

海 外 出 張 報 告  

第３回 韓日農業経営・情報化 
フォーラムに参加して 

嘉田　良平 
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農業バイオ技術研究国際研究会（International

Consortium on Agricultural Biotechnology

Research）は，食品関連バイオテクノロジーを

めぐる経済学者と生物工学研究者の国際交流，

および産学交流を主な目的とする研究会であ

る。欧米の14の主要な大学・研究機関がプロ

モーターとなって中心的な役割を担い，欧米

圏外にも積極的に連絡網を拡大している。現

在幹事を務めているのは，ローマ大学経済学

部のSantaniello 教授である。

第 7回目となる今回の国際研究会は，6月

29日～ 7月 3日，イタリア・カンパーニャ州

の山間の町ラヴェッロ（Ravello）で開催され

た。石造りの民家，棚状のブドウ畑，および

それらを結ぶ坂道と階段からなる，とても小

さくて静かな町だった。会場は，中央広場に

面した歴史的建造物（11世紀に築かれた貴族

の邸宅）の一角で，感動的なほどシンプルな

石壁の部屋に OHP が運び込まれただけの空

間であった。

ペーパー・プレゼンテーション（個別報告）

では以下のセッションがあった。

・バイオ技術への法規制

・社会的認識，消費者行動

・環境

・農業バイオ部門の産業組織

・発展途上国とバイオ技術

・農業バイオ技術の経済的影響

・バイオマスと新しいバイテク製品

・知的所有権

個別報告と並行して，飲み物などが提供さ

れている広間ではポスターセッション（主に

若い研究者による掲示物を使った研究発表）

が常時設けられ，別室ではラウンドテーブ

ル・ディスカッション（話題提供者を囲む小

規模な討論会）が進められていた。

参加者リストを見ると，イタリアと他の欧

州主要国，および米国の研究者がほとんどで

あった。モンサント社等の産業界からも少な

からずの参加者を交えていた。遺伝子組換え

作物を世界で最も多く開発・栽培している米

国，その輸出攻勢に真っ向から対立している

EU，中でも「スローフード」発祥の国である

イタリア。政治的にはこうした背景をもつ

国々が占めたわけである。政治的な会合では

ないとしても，ここにアフリカ諸国の側から

全く参加がなかったのは，同研究会の趣旨に

照らして最も残念な点ではなかったか。

アジア圏から唯一参加を果たした日本人

は，実は，バイオ産物の消費市場として世界

で最も注目に値する国からの賓客でもあるら

しかった。個別報告では日本の事例がよく話

題にのぼったし，報告の合間には，日本人と

の新しいコネを求める者などが筆者を試しに

やって来た。ホテルに帰ってもロビーで捕ま

えられた。終日全く油断ならなかった。

筆者の個別報告は，酪農における rbST

（遺伝子組換え技術による乳牛用乳量増加ホル

モン剤）使用認可による生乳需給への影響の

事前評価モデルを提案したものである。モデ

ル構築のポイントは二つあり，（1）rbSTへの

消費者の不安により生乳需要が減退する可能

性を考慮した需給モデルであることと，（2）

生乳生産構造への影響を把握できることであ

る。モデルの特長を具体的に述べるため，日

本における rbST 認可を想定したシミュレー

ション事例も示している。本研究の全文は，

学会中に得られた有益な指摘にもとづく加筆

修正の後，邦訳して本年度の危機管理プロジ

ェクト研究資料に収録される予定である。邦

題は，「消費者不安をともなう食品関連バイオ

テクノロジー導入の影響評価手法――酪農に

おける乳量増加ホルモン剤の事例――」（鈴木

宣弘九州大学助教授と共著）。

海 外 出 張 報 告  

農業バイオ技術研究国際研究会 

木下　順子 
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中国共産党交流事業は，同党の中央党校研
修生と日本の官民人材との相互交流を図る目
的で実施されているものであり，訪中団の派
遣は今年で３回目である。訪中団には中央省
庁，地方自治体，民間企業等から多彩な顔ぶ
れが参加しており，総勢は約40名。団長は矢
野外務副大臣であった。2003 年９月７日から
９月 14 日までの８日間で北京，宜昌，武漢，
上海を訪問する駆け足の日程である。
北京に到着した当日，さっそく中央党校研
修生との座談会があった。研修生は中央政府
や国有企業の幹部である。中央党校は，各部部
長，省長，国有企業総経理等の人事を行う中共
中央組織部の指導下にあり，研修生の選定も
同組織部によって行われる。座談会では，中
国側から，中国政府は１，２次産業を極めて重
視していること，「三つの代表」思想は経済の
発展を念頭に置いたものであること，農村体
制の改革は最も重要であること，特に農民の
生活水準の低さに留意し耕地利用の保護や職
の確保が必要であること等の認識が示された。
宜昌では三峡ダムの建設現場を視察した。
工期は 1993年から 2010年までの予定であり，
既にダム本体の工事は終了して両側の発電施
設を建設する最終工期に入っている。ダム建
設の目的は①洪水の防止②発電③大型船の
通行の三つであるが，中国側からは，このう
ちの洪水の防止機能が最も強調されていた。
後に荊州市内の長江の堤防を視察したが，同
地区の長江の水面はビルの５階の高さに当た
るという。２～３ kmの川幅で満々と水を湛
えた長江が付近の土地より10ｍ近く高い天井
川となっていることには驚きを禁じ得なかっ
た。住民の水害に対する恐怖が深刻なもので

あることは容易に察しうるが，これも毎年５
億トンと言われる長江の流砂によって河床が
上昇したためである。そして，この砂対策が
三峡ダム建設でも最大の課題となっている。
三峡ダム建設では水没する地区の住民の移
転も大きな課題である。ダム付近につくられ
た移民新村を視察したが，この村ではみかん，
お茶等の経済作物の生産，観光事業等により
収入の増加を実現したという。新村では新し
い住宅が建ち並び，水道も引かれている。ユ
ニークなのは燃料として利用するメタンガス
である。メタンガスは家の裏に掘られた穴に
家畜の糞や人糞を放り込んで発生させ，それ
をパイプで各家庭の台所まで導き，ガスコン
ロで利用する。一定の火力はあるが，ガスが
すぐになくなるため，補完的に練炭が使われ
ている。住宅は瀟洒なれんが造りであるが，
駐車場のスペースは全く考えられていない。
新村といえども農家が自家用車を持つことは
まだ想定されていないのである。都市と農村
の格差はこういうところにも現れている。
最後に変貌の著しい上海を視察した。上海
では大胆に都市の再開発が進められ，既に高
層ビルの建ち並ぶニューヨークのような街と
なっている。2010 年の万博に向けての準備も
順調に進められているようである。ただし，
一見華やかな上海には脆弱性が感じられる。
建てられた高層ビルには重厚感がなくひ弱さ
を感じると言う人も多い。都市と農村の二重
構造の上に成り立ち，需要やメンテナンスを
十分に顧みずに進められる高層ビルの建設は
いつまで続くのであろうか。ただ走り続ける
しかない上海は現在の中国の経済を象徴して
いるようにも思える。

海 外 出 張 報 告  

中国共産党交流事業訪中団に参加して 

河原　昌一郎 

山峡ダム建設により水没する地区の住民のために新たに作られ
た「移民新村」の町並み．
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農村の高齢化と地域福祉を支える力
――農村介護事業所の展開にみる――

宮田　喜代志

平成12年４月，介護保険制度がスタートし

た。社会福祉基礎構造改革の先端を拓くもの

として登場したこの制度は，これまで医療制

度や福祉制度などに分散していた「介護」サ

ービスを独立した制度にまとめ，社会保険方

式を取り入れたものとなっている。これは，

給付と自己負担を明確にし「無駄遣い」を抑

制するのが目的であるという。また，行政が

福祉施策として行う「措置」から「契約」関

係によるサービス利用に移行することで，介

護の世界に市場原理による「競争」を導入す

ることが目論まれた。サービスの質の向上を

促すとともに「自由な選択」が出来るように

するためであるという。

ところが，農村地域とりわけ過疎の進んだ

中山間地域では，私の見たところでは「自由

な選択」を保証するはずの市場原理はほとん

ど機能しないといってよい。むしろ，社会資

源が不足しているという制約条件の下，介護

保険導入によって農村福祉はいっそう課題を

突きつけられたといえるのではないか。

私は，研究所が行った農村介護事業所の実

態調査に参加する機会を得た。この調査で，

阿蘇山と九州脊梁に挟まれた地域の数カ町村

について，40ほどの介護事業所を訪問調査に

入った。介護事業所の運営状況について調査

項目を聞き取りしながら，介護事業所のスタ

ッフがどのようにして厳しい過疎地の状況を

切り抜けているのだろうか，地理的な制約や

社会資源の不足にどう対処しているのだろう

かといった疑問が沸々と湧いてきた。

はたして，聞き取りを重ねるうちにこの山

間の農村においては，各事業所やそのスタッ

フたちにとっては，「競争」どころか「切磋琢

磨」というに相応しい志向性が明らかとなっ

てきた。つまり，介護保険が謳う市場原理に

よる自由な選択など，そもそも介護サービス

の供給が不足している状況の中では成り立た

ない。そればかりかこのハンディを乗り切る

には，競争ではなく「棲み分け」あるいは

「シェアリング（共有）」という発想を取り入

れなければならない事情が見えてきたのであ

る。

もともと人口の少ない地域であるためにい

わゆる「顔の見える介護」がある意味では余

儀なくされる。現場の介護スタッフたちも互

いに顔見知りである。そして，農村地域には

まだ「ともづれ」「結い」などの農村共同体特

有の意識が生き残っている。こうした状況の

中では利用者のためのという「公益性」が強

調され，事業所経営としても実務的な協力・

連携を重視する傾向がある。これが，事業所

間のネットワーキングを推し進める力となっ

ている。

概していえば，中山間地域では医療・保

健・福祉の社会資源の不足に起因する「連携」

せざるを得ない事情がある。それが市場原理

を押さえ込む原理となり，「上手にシェアリン

グしたほうが得策」というモーメントが働く。

その結果，一見「競争」的ではない地域的な

連携の体制，すなわち「介護ネットワーク」

形成が進められているといえるのではないか。

現在私は，「介護ネットワーク」形成につい

ていくつかの類型があることを確認し，その

類型の差異が，どうも社会資源の確保の問題

に左右されるのではないかと考えている。そ

こでは都市的な「囲い込み」という行動パタ

ーンは表面的には影を潜めざるをえない。こ

駐 村 研 究 員 
だ 

よ 

り 
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うした地域的な制約が，「競争」へのモーメン

トと「公益性」のモーメントのどちらに傾く

のか，これらが互いに拮抗しながらどのよう

に類型差につながっていくのか，さらに分析

を深めたいと考えている。

介護ネットワークの形成を探ることは，最

終的には「地域ケアシステム」をどう構築し

ていくかという枠組みの中でとらえなければ

ならない。この地域ケアシステムをめぐって

は，自助努力的な政策基調があり，介護保険

はその代表であるといえる。しかし，その一

方で地域ニーズの多様化に応じた住民密着を

強める，「地域福祉運動」ともいうべき流れが

あることも見逃してはならないであろう。中

山間地においては，後者の住民参加型福祉の

ほうが有利であると思うからである。

中山間地の厳しい条件は，介護ネットワー

クの形成を余儀なくする。しかし，その過程

では実務者の連携が実績として蓄えられてい

く。介護事業所と利用者の間でコミュニケー

ションがくり返されていく。それを土台とし

て，地域住民は介護サービスを実際に利用し

経験を深めることで，制度利用の長短を見抜

く力を身につけることになる。それが道しる

べとなり，自らが地域の政策づくりに参加し

ていくための行程となるであろう。

近年のこうした動きを捉えて「民主的効率

性」と評価する論者もいる。いかに総合的な

地域ケアシステムを構築するのかにあたって

は，現時点ではその端緒であるにしても，中

山間地域での介護ネットワークの形成が果た

す役割は大きい。

調査で訪れたＳ町やＳ村では，厳しい社会

資源の条件を必死に切り抜けようとする姿が

印象的であった。字単位での健康・介護予防

活動への取り組み，医療サービスの不足を介

護保険の徹底利用でカバーするなど地域をあ

げて取り組んでいる。それは，過疎のいっそ

うの深化を物語るものであるという現実的な

見方もできようが，私は緑深い山々を眺めな

がらこうした「公益性」のパトスを新しい農

村福祉のシステム構築に生かせないだろうか，

との思いをいっそう強くした。

ますます増えるであろう高・高齢化率の農

村。米自由化をはじめWTO体制下の農業情

勢。経済基盤が地域ごと揺さぶられているば

かりでなく，農業者年金制度の後退などで老

後生活の不安材料は増すばかりである。こう

した中山間地の農村地域に，限界地だからこ

その介護や福祉の新しい方向性を見つけ出せ

ないかと思っている。

（熊本県熊本市・リハビリ介護研究所）

『わがママ倶楽部』奮闘中！！

及川　久仁江

はじめまして！

私は，岩手県南部の内陸部に広がる胆沢平

野にある，【水と緑と散居のまち】胆沢町
いさわちょう

に住

んでいます。私自身，“うん十年”この胆沢町

から一歩も出ることなく過ごしてきましたが，

現在は夫（サラリーマン1人），子ども（中学

生と小学生の男の子２人，小学生の女の子２

人），そして私の父母，の計８人家族でにぎや

かな毎日を過ごしています。我が家は，米と

花卉（切り花）を栽培している，いわゆる第

Ⅱ種兼業農家ですが，米価なども年々下がっ

てきており，農業だけで生活するのは難しく

なってきたなあと感じているところです。（と

いうわけでもないのですが，我が家では，馬

屋を改築し，農家体験宿泊ができるようにし

ました。興味のある方は，ぜひ一度遊びに来

てください。）

自己紹介や宣伝（？）はこのくらいにして，

今回は，私たち子育て中のお母さんたちで作

った自主グループ『わがママ倶楽部』の活動

などを紹介したいと思います。
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～きっかけ～

６年ほど前，グリーンツーリズムの先進地

であるヨーロッパへの研修に参加しました。

このとき，山形県庄内地域のお母さんチーム

と仲良くなりました。彼女たちは，農業法人

を立ち上げ，自分たちでおもちの加工販売や

ヘチマ水の生協販売などを手掛けており，こ

れからはグリーンツーリズムも行っていきた

いということで，そこで貯めたお金でこの研

修会に参加していたのです。彼女たちの話を

聞いているうちに，私も何かやってみたいと

思い，帰ってきてからも“どんな風に始めれ

ばいいんだろう？”などといろんな人に相談

してはみたものの，しばらくはスタートを切

れない状態にありました。

このとき，更にもう一つの出会いがありま

した。今度は「あるがままに生きる」という

本です。そこに書いてあった「今のままでい

い。今できることから始めればいい。」という

言葉に従い，とりあえず今できることからス

タートしたのです。

～スタート～

近所のお母さん８人に「子育てグループを

作ろうよ！」と声を掛け，1999 年 9月 9日午

前 9時に参加者 9人による結成集会を開きま

した。

まず「わがママ倶楽部の５年計画」をみん

なで話し合って作ることから始めました。自

分たちのやりたいことをひとつにまとめ，こ

れを自分たちの目標とすると同時に，多くの

お母さんを参加させるためのＰＲ誌にもしま

した。



47

農林水産政策研究所 レビュー No.10

～いま～

あれから４年目に入っていますが，本当に

いろんなことがありました。世間知らずのお

母さんがやることですから，いろんなところ

からお叱りを受けたり…，世間はともかく家

庭の冷たい風を感じたり…，ときには悔しさ

で眠れない夜もありました。「社会で独り立ち

できない女と，家庭で独り立ちできない男」

という言葉がありますが，この言葉が身に滲

みた日々でした。

ただ，こんな中でも，グループのみんなが

一つになり熱い思いを持っていると，だんだ

んと優しい風が吹いてきて，まわりの方々の

理解と協力が増えてきました。

今振り返ると，いろんな人と出会い，いろ

んな事にふれ，そのときどきを仲間と分かち

あえる幸せそのものが大切だと思います。

～これから～

来年は最初に立てた５年計画の５年目にあ

たります。計画上は「農家レストラン」とな

っていますが，幸運にもどうにかその目標が

達成できそうな状況で，来年３月までには開

店させようと，今みんなで店の設計やメニュ

ーを考えています。（またまた宣伝ですが，オ

ープンした際にはみなさまご来店ください。）

わがママ倶楽部の一番大きな目標として，

「仲間といつまでもこの町で手と手を取って，

元気に生きて死んでいく。」というのがありま

すが，いつまでも発展進化中の「わがママ倶

楽部」でありたいと思っています。

（岩手県胆沢郡・農家レストラン経営）

平成 15 年度駐村研究員会議のご案内

日　時：平成 15 年 1 月 30 日（金）午前 10 時 30 分から午後 5時まで
場　所：農林水産政策研究所　第３会議室（東京都北区西ヶ原）

テーマ：「農業法人経営をめぐって
――地域との関係を踏まえて――」

【趣　旨】
農家数が減少する中で，農業経営の法人化が進んでいる。一方，農協合併や市町村合併も進行

している。このような状況を踏まえ，法人化の経緯，農業法人経営の現状・課題・見通しおよび
地域における位置付けと意義，さらには農協や地域社会との関係について，駐村研究員の報告を
もとに検討を行う。

報告者：梶川耕治（広島県） 片山元治（愛媛県）
糸賀盛人（島根県） 西田純一（北海道）

＊詳細は，後日，ホームページ等でお知らせします。
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第1929回（7月 8日）

遺伝資源の国境間移転をめぐる現状と課題
――生物多様性条約の功罪――

山本　昭夫

遺伝資源に対する考え方は，生物多様性条
約（「CBD」，1992年採択）によって，それま
で FAOで合意されていた「人類の財産」と
いう考え方から大きく転換した。すなわち，
各国に遺伝資源へのアクセスを規制できる主
権的権利が認められ，遺伝資源利用から生ず
る利益は遺伝資源提供国にも応分に配分され
なければならなくなったのである。報告者は，
CBDの締約国がなぜ 186カ国と多いのかとい
う点に疑問を持ち，これは遺伝資源をめぐる
交渉が東西冷戦の終結によりあらためて南北
対立が軸となり，CBDも南側に有利な利益配
分条約に変質したためではないかとの仮説を
提供する。
報告者は，遺伝資源をめぐる交渉を歴史的
に振り返ることによってこの問に答えること
を試みる。その歴史は，大きく４期に分かれ
る。第１期（～ 1983 年，FAOの植物遺伝資
源に関する国際的申し合わせ＝「IU」採択ま
で）には，FAOでの議論が先行し，遺伝資源
へのアクセスは一般的にはフリーと認識され
ていた。しかし第２期（～ 1992 年の CBD採
択まで）に入ると，この間に様々な国際交渉
（FAOの IU解釈論争，WTO-TRIPs協定交渉，
UPOV条約改正交渉，CBD策定交渉）が並行
的に行われ，そこで遺伝資源に関する知的財
産権や利益配分問題も議論されたため，遺伝
資源交渉は政治性を帯び，CBDも利益配分条
約の性格を強めた。第３期（～ 2001 年の，
FAO 食料農業植物遺伝資源条約（＝「IT」
＝改定 IU 採択まで）には，フリーアクセス

という従来の IU の考え方を CBD の利益配
分ルールに調和させるべく交渉されるととも
に，CBDにおいても利益配分ルールの具体化
に向けた議論が進んだ。第４期（2002 年～）
には，ITの実践が求められるとともに，CBD
では遺伝資源へのアクセスと利益配分のあり
方を定める「ボンガイドライン」が採択され
るなど，CBDをベースとしたルールが具体化
された。
ここでとくに第２期～第３期はじめの動き
を詳細にみると，様々な国際フォーラで議論
されたことは，遺伝資源や伝統的知識の利用
者（北側）とその提供者（南側）の間での利
益配分バランスの平準化（手続きの透明化を
含む）交渉という側面で共通する。しかし
CBD 交渉では「合意」が優先されたため，
CBDは枠組み条約にとどまり問題解決も先送
りされた（ITでも，同様に「合意」が優先さ
れたため，多くの先送り条項がある）。
こうしてできつつある体制は，遺伝資源や
その利用に関する伝統的知識を一般的には多
く保有する南側と，逆に遺伝資源等を利用す
る技術・資金を多く保有する北側との対立構
図になっているが，CBDが利益配分条約の性
格を強めたため，遺伝資源等を多く保有する
と考える南側はこれを自国に有利な条約と思
い，186 カ国もの多くの国がこの条約に参加
していると考えられる。とくに遺伝資源交渉
の第２期が，ベルリンの壁の崩壊や旧ソ連の
解体といった冷戦の終結時期と重なることか
ら，遺伝資源といった特定分野においても，
南北対立の構図が先鋭に現れたと考えると理
解しやすいのではないか。さらに，ここに北
側が先導するグローバライゼーションの進展
（例えばWTOルールの決定）に対する南側
の反発を読み取ることもできよう。
これからも遺伝資源交渉は続くと思われる
が，非公式グループの国際ネットワークが常
に動いてきた。それが遺伝資源交渉の方向を
実質的に決めてきたと思われるので，その動
きに関与していかなくては，交渉は後手にま
わると考えられる。

定例研究会報告要旨 
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第1930回定例研究会報告要旨（７月15日）

アンケート結果からみた韓国の
親環境農業政策

――水田農業直接支払いを中心に――

柳　　京煕＊

１．課題

韓国はUR農業合意後，国内農業の生き残

り策として，急速に環境保全型農業へシフト

している。しかし韓国の「親環境農業政策」

そのものが実施後の期間が短いこともあって

本格的な研究は進展していない状況である。

したがって本研究は韓国の「親環境農業政策」

の意義と諸問題を「水田農業直接支払い」に

対する意識調査の結果から明らかにしたい。

２．韓国農業・農政の現状

韓国農林部の資料によれば，穀物自給率は

1985 年の 48.4 ％から 2002 年には 30％まで減

少するなど，農業の急速な縮小が進展してい

る。

この時期，韓国の農業政策の大きな特徴は，

「親環境農業政策」の推進である。

1997 年の「環境農業育成法」の制定から開

始された「親環境農業政策」は，2001 年度か

ら実施された「水田農業直接支払い」制度に

よって一層，強化されている。「水田農業直接

支払い」の実施面積は，2002 年時点の全水田

面積の75％をカバーしている。

３．アンケートの調査結果

農業生産者レベルでの「親環境農業政策」

への評価を行う目的で，韓国全域を対象にア

ンケート調査を行った。アンケートは全部で

355通が配布され，162通の回収であった。

まず生産者の「環境観」について簡単に概略

し，「水田農業直接支払い」が農業構造および

環境観形成に与えた影響について検討を行う。

「自然破壊が人間生命の安全を脅かす」とい

った質問について，強く思うと答えた生産者

は全体の 54.5 ％，まあそう思う農業生産者の

割合が 37.2 ％となっており，自然破壊に強い

懸念を抱いていることがわかる。

また「農業の環境保全機能」については 8

割以上の農業生産者が，肯定的であると回答

したが，「現在の農法が環境を破壊しているか」

といった質問については，77.4 ％の農業生産

者がそうだと答えている。さらにこれら問題

に対して，減農薬などの施策を講じたいと答

えた農業生産者は 97.5 ％に達している。また

「同制度は役に立っているか」を聞いた質問に

は56.8 ％の生産者が役に立つと答えている。

「同制度が農業構造に与える影響」について

は，「農地の流動化促進」，「作業受委託の促進

による離農防止」，「共通資本の保全」，「農地

保全」の質問項目に分けてその効果を聞いた

が，すべての質問について，概ね６割以上も

しくは６割近くの農業生産者は，同制度の実

施によってこれらの機能が維持・保全されて

いると答えている。とくに「流動化促進」，

「農地保全」の効果についてはそれぞれ，

63.5 ％，66.6 ％の高い割合でその効果を認め

ている。

次は同制度の実施が「環境への配慮」や

「持続的農業への関心」を高めたか否かについ

て質問した。その結果，それぞれ 66.0 ％，

72.0 ％の割合でこれらの問題について自覚す

るようになったと答えている。

４．結論

以上，韓国の「親環境農業政策」の意義に

ついて，生産者レベルでの政策評価を試みた。

その結果，同制度に一定の評価を与えている

ことが確認出来た。さらに「直接支払い」制

度と「親環境農業政策」とを有機的に連携さ

せたことは大きく評価すべきである。今や

「水田農業直接支払い」制度は「親環境農業政

策」推進の中軸を担っており，同制度につい

て韓国政府並び農林部は確固たる姿勢でその

拡充を実行しようとしている。

今後「親環境農業」の成功の行方はこのよ

うな戦略的農政を如何に長期的な視点で推進

出来るかに関わっていると言っても過言では

ない。その意味からも，今回行ったアンケー

ト調査は大きな意義を持つと考える。

注．＊日本学術振興会，当所科学技術特別研究員．



50

農林水産政策研究所 レビュー No.10

第1931回定例研究会報告要旨（７月22日）

中山間地直接支払い政策の行政費用効率と
その性格

相川　良彦

市町村における直接支払い政策の行政効率

Ｅは，行政効率Ｅ＝交付金／費用，という定

義式で規定される。但し，費用は，担当職員

の人件費と同政策の運転資金である事業推進

費の２費目で構成される。そして，行政効率

は交付金額と正の相関関係にあった。言い換

えれば，交付金の多額な市町村ほど相対的に

割安な平均費用で効率的に政策を推進してい

た。

ところで，交付金を目的変数，担当職員の

人件費と事業推進費を説明変数においたコ

ブ・ダグラス型関数式が成立した。それを事

例データにあてはめると，規模の経済が存在

することがわかった。このように直接支払い

政策には規模の経済が働くので，事業規模が

大きいと，単に平均的にだけではなく加速度

的に行政費用効率が高まることが明らかにな

った。

なお，参考までに，担当職員の人件費およ

び事業推進費がそれぞれどのような要因と関

連する費目なのかを相関係数および重回帰式

係数より推論した。それによれば，配置する

担当職員数や事業推進費は同政策の規模（交

付金や協定参加者数）が大きい市町村ほど多

いが，他方で，農業予算割合や交付金の共同

配分割合が大きい市町村ほど少なくて済んだ。

後者を言い換えれば，農業色の強くて，共同

取組みに積極的な市町村は，相対的に少ない

費用で同政策を遂行しているようである。

わが国の直接支払い政策の特徴は，交付金

の半額以上を集落へおろし，協同取組み活動

を行わせるところにある。そのために集落は，

会議を開いて協定を結び，それにもとづき協

同活動をしなければならない。その実践には，

市町村役場も集落担当役員も余計な連絡・調

整そして会議をやらなければならず，業務・

役務の負担は少なからず増えるはずである。

しかるに，この協同取組み活動の多寡の指標

となる共同配分割合が多くなると，逆に人件

費と事業推進費は低めに抑制され，その結果

として行政費用効率は向上した。その理由と

して，上位指示権者（市町村役場担当職員）

による中間介在のエージェント（集落担当役

員）への業務負担の転嫁があることを，組織

モデルを使って推論した。

次に，政策の有効性を農民の評価の局面で

明らかにした。まず，カテゴリー・データを

対象とした項目（アイテム）間の順位付けに

利用される一対比較法の簡便法を考案して，

それを農民意識調査に適用した。その結果，

①農業構造への影響に関して同政策は「耕作

放棄防止」「農道水路管理」に有効だが，「農

地流動促進」には有効でないと評価されてい

ること，②担い手への影響に関して，「集落結

束強化」に有効だが，それは必ずしも個別農

家の規模拡大を阻害するわけでもないと思わ

れていること，③全体として同政策は役立つ

と評価されているが，とくに交付金をもらわ

ず，かつ交付金共同配分を指示する者が高く

評価していることがわかった。

以上のように本論の目的は，行政効率の測

定手法としてのコブ・ダグラス型関数，およ

び意識を順位付ける一対比較法簡便法の適用

可能性の吟味にある。そのケーススタディへ

の適用により，第１に，直接支払い政策の行

政効率は交付金規模が大きいほど向上し，ま

た規模の経済性も存在することを検証した。

第２に，わが国の直接支払い政策に特有の共

同配分方式が行政効率にプラスの貢献をする

ことを見出し，その理由について考察を加え

た。
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農家の青色申告と経営記帳に関する一考察

千葉　　修
（近畿中国四国農業研究センター）恒川　磯雄

１．農家調査から見た青色申告と経営記帳
近年の農業政策において，農家の青色申告
は記帳に基づく「経営管理の合理化」のため
に普及を推進すべきものとして位置づけられ
るとともに，その申告数値を農業収入・所得
額の捕捉データとして利用する（農業経営所
得安定対策）ことが検討されつつある。
農家の所得税の場合，他の事業者と比較し
て記帳が慣行化しにくかったため，青色申告
者は少数で，所得標準課税による白色申告が
主流を占めてきた。しかし，近年は白色申告
にも収支計算方式の採用や記帳の一部義務化
が進んでいることもあり，農家においても青
色申告者数は増加傾向をたどっている。
農林水産政策研究所が2001年に行った事例
調査からは，以下の諸点が明らかになった。
（１）青色申告の普及・指導体制
栃木県では，1970 年代に農業委員会を中心
に県―税務署管区―市町村支部の３段階組織
が設立され，財政的には会員からの会費収入，
人的には会員30人につき１人の割合で任命さ
れる「農業簿記指導員」により，青色申告の
普及と指導活動を行っている。また，北海道
の或る地域では，農協組織と並存する農民組
合組織が，税金対策の一環として青色申告に
取組み，会費徴収や指導を行っている。
（２）青色申告実施農家の記帳・計数管理
調査地域では，青色申告農家であっても複
式簿記や貸借対照表の作成を行うものは少な
かった。貸借対照表については，一部には財
産をすべて把握されることへの抵抗感もみら
れた。また，パソコン記帳の普及が複式簿記
の利用を推進する傾向が確認されるが，これ
には講習会等のバックアップが必要である。
（３）青色申告の農業経営分析への活用
経費や所得が把握され，前年比較や他経営
との比較が可能になり，コスト削減意識が強

められている。しかし，調査対象農家は青色
申告の先進的事例であるにもかかわらず，経
営分析を自力で行える農家は少なく，外部か
らの支援が必要とされている。
２．農業所得税申告書の利用可能性
農家の所得税を問題にする場合，従来から
税負担における業種間不公平が，いわゆる
「クロヨン（９・６・４）」論議として展開さ
れてきたことに触れざるをえない。これは納
税申告資料の信頼性の問題につながる。
納税における農業所得の捕捉率を算出した
諸論考を吟味してみると，第１に，課税対象
外の所得を含めない（石弘光）か，含める
（矢澤富太郎）かで基本的な対立が生ずる。
第２に，統計的処理において税務統計の

「農業所得者」（事業所得のうち農業から生ず
る所得が最大の者），就業構造基本調査の「農
業就業者」，農水省統計の農家等が混同される
結果，課税限度以下の小規模農家の農業所得
が除外されないなどの難点がみられる。
第３に，農家世帯における多就業という所
得稼得構造に由来する税負担の相違が無視さ
れたり，農外所得割合が過少評価されるとい
った問題も指摘できる。
総じて農家所得・農業所得の実態を十分踏
まえない分析が行われる結果，所得捕捉率の
過小な推計が導かれると言わざるを得ない。
以上の検討を踏まえ，農業所得の捕捉率を
算出し直すと７～８割程度となる。課税の公
平性の論議では，給与所得における所得控除
の意味も再検討されねばならない（野口悠紀
雄の「６・６・４」説）。
農家所得の捕捉に，脱漏がある程度生ずる
要因として，白色申告における農業所得標準
の設定のされ方，課税限度を若干上回る程度
の小規模経営における申告漏れや自給部分の
扱い，文字通りの過少申告等が考えられる。
複式簿記の青色申告の場合は，経年的な整
合性等が求められ，数値の信頼性は高いとみ
てよく，農業収入・所得のデータとして所得
税申告資料を活用することには基本的には問
題はないと見られる。
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品質向上型技術革新と持続的成長の可能性
――日本の稲作に関する実証分析――

鬼木　俊次

現代農業の成長とともに環境へ負荷を与え

うる物質投入財は増加してきたが，一方で環

境の問題が食料生産の持続的な発展を阻害す

るのではないかとの懸念もある。しかし，こ

の農業の持続的成長の問題について経済理論

に基づいて研究を行った例は極めて少ない。

本研究は，Aghion and Howitt の成長モデル

を農業に適用し，製品の品質の向上のために

プラスの成長を達成しうることを示す。この

モデルは，資本を物的資本（有形資本）と知

的資本（無形資本）とに分けて考える。知的

資本は「クリーン」な技術であるため，知的

資本の増加すなわち製品の品質の向上があれ

ば，環境を汚染せずともプラスの成長を達成

できる。環境保全的技術の適用を求められた

としても，知的資本の増加が十分に高いなら

ば持続的成長が可能である。製品の品質の向

上は「創造的破壊」プロセスを通じて起こる。

すなわち，品質の良い製品が現れると，旧来

の製品は陳腐化し市場から追い出される。新

しい製品はさらに品質の良い製品が現れるま

で，高い利益をもたらす。

1970 年代後半以降のわが国における米の品

種の構成割合を見ると，品質，特に食味の良

い米が品質がそれほど良くない米に取って代

わっていることが分かる。この品質間の盛衰

のパターンは創造的破壊の過程に当てはまる。

したがってこの時期の日本農業の発展は，シ

ュムペータリアンモデルによってある程度説

明することが可能であると言えよう。

また，アジア諸国の農業の生産量当りの化

学肥料使用量と一人当りの GDP をプロット

したところ，発展段階に応じて成長パターン

が大きく異なることが分かる。発展段階の比

較的低い国では経済成長とともに化学肥料の

使用量が上昇しているが，ある段階に達する

とその増加は止まる。1970 年代後半以降の日

本農業は，既にその持続的成長の段階に達し

ているのではないかと考えられる。

Aghion and Howitt のシュムペータリアン

モデルを農業の状況に合うように改良したモ

デルの分析では，品質向上型のイノベーショ

ンが起こればプラスの成長を持続することが

可能である。また，環境制約的な圧力が高ま

れば成長は鈍化するが，成長率がマイナスに

転じることはない。

実証分析では，1984 年から 1999 年までの

全国６ブロックの年次データを用いた。米の

品質データは，品種別の平均価格の比率が品

種間の品質の差を表すと仮定し，シェア１％

以上の品種別出回り数量で加重平均して推計

した。この推計に用いた品種の数は年当り

183である。

地域間での各指数の比較によれば，推計期

間の初期時点の生産性が高い地域では単位面

積当りの収量が多いが，その後の収量の伸び

は低い。その代わりに品質の伸びが大きく，

高い全要素生産性の成長を達成している。こ

うした地域では生産性の上昇に対する品質向

上の寄与率は50％を超えている。逆に，初期

の生産性が低い地域ではその後の収量の伸び

が大きく，品質の伸びが小さい。さらに，品

質の技術パラメーターを含むフレクシブルな

費用関数を推定した結果，品質向上型の技術

進歩は化学投入財の需要を増加させないこと

が分かった。この需要については生産量の上

昇の効果や品質以外の技術変化の効果がプラ

スであるため，品質向上型技術進歩の比重が

高まるにつれてその使用量の増加は抑えられ

る。

これまでの技術革新に関する計量的研究は，

農産物の品質の問題を正面から扱ってこなか

ったが，今日の技術革新において品質の向上

は極めて重要な役割を占めていることが明ら

かになった。品質向上型の技術革新を進める

ことで，生産性を向上させながら持続的成長

を遂げることが可能である。
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中国における農村金融の展開と信用合作社

河原　昌一郎

我が国では，これまで，中国の農村金融展

開についての体系的な整理が十分になされて

いないため，現在の中国農村金融の動向を現

象面の把握だけではなく，体系的に分析・検

討するには困難が伴う。このため，本稿では，

まず，中国農村金融の展開過程を時代区分ご

とに検討・整理してその特性を明らかにする

こととし，その中で信用合作社の果たした役

割と性格，さらには今後の方向を検討する。

共産革命前の中国農村金融は銭荘等による

伝統的民間金融を主体としていた。信用合作

社は政策的に設立されつつあったが，富裕農

家を中心とした小規模なものであり，信用保

証機関的性格が強かった。農家の困窮救済と

没落防止のために，土地所有戸は全戸加入を

原則とする荘倉合作社（農業倉庫）が併せて

設けられた。

新中国成立後の土地改革期においては，北

京市の例によれば，供銷社に信用部を置く方

式が多かった。供銷社信用部は，国庫資金の

貸付機関として機能したが，他に信用互助組

も設立されており，加入農民も一部にとどま

るなど，役割は限定的なものであった。農業

合作化期になると，共産風の吹く中で，これ

らの供銷社信用部や信用互助組は信用合作社

に統合再編された。信用合作社は概ね各郷に

一つ設立されたが，組織の形式化，公有化が

進み，一方では農村資金吸収機関としての役

割を果たすようになった。

人民公社が設置されるに伴い，信用合作社

は人民公社信用部となるが，しばらくして再

び信用合作社として分離・設置される。ただ

し，この時期の信用合作社は，人民銀行の基

層組織であるとともに農村集団の組織でもあ

るという２重性を有するものであった。人民

公社資金（農村資金）が信用合作社を通じて

人民銀行に吸い上げられる一方で，農村・農

家貸付は極めて低調となり，責任の不明確性

から経営の形骸化と荒廃が進行した。

改革開放後，農家生産請負制の普及によっ

て人民公社が消滅したこと等から，経済主体

が多様化して経済活動も活発となり，これに

伴って農村金融も多岐化する。この中で特に

大きな影響があったのが農村合作基金会であ

る。信用合作社は，２重性が解消されて独立

経営となるとともに，経営改革が進められ，

貯金量も大幅に増加するが，農業経営との関

係は依然として希薄なままであり，集団およ

び郷鎮企業への資金供給機関としての性格が

顕著となった。信用合作社の経営は実質的に

集団の影響下にあり，郷鎮企業の経営不振等

から信用合作社の経営の悪化が懸念された。

また，農村合作基金会の運営も混乱し，多額

の貸付金が不良債権化した。

こうした状況の中で，1996 年に農村金融体

制の改革を実施することが決定され，合作金

融（信用合作社）を基礎とし，商業性金融

（中国農業銀行），政策性金融（中国農業発展

銀行）が分担協力する農村金融体制が目指さ

れることとなる。農村合作基金会は原則とし

て廃止されることとなった。

現在，中国では，信用合作社の“合作性”

の回復とともに小額信用貸付（一定の条件を

満たせば，一定額までを原則無審査で即時に

貸し付けるというもの）が推進されている。

ただし，信用合作社の権利義務関係および経

営責任の不明確性は解消されないままであ

り，従業員の経営参加は信用合作社の“合作

性”を変質させつつある。また，中国の信用

合作社には日本の農協と比較して担保制度の

制度的制約および農家経済状況把握のための

構造的制約があり，農家・農業金融を適切に

行えるような経営基盤を有しているわけでは

ない。

このため，中国の信用合作社は，今後，小

額信用貸付の増加，融資種類の多様化等によ

り，消費金融の比率を高めつつ，地域金融機

関としての性格を強めていくことになるもの

と考えられる。
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第1935回定例研究会報告要旨（９月2日）

食品安全と危険分析（リスク
アナリシス）の実現

（京都大学）宮城島　一明

１．食品安全
食品安全とは，英語のFood Safety の訳語
であり，日本語では比較的新しい。従来使わ
れてきた「食品保健」，「食品衛生」は Food
Hygiene に相当し，食品安全と食適性の条件
を兼ねた，より高次の概念である。また，「食
の安全」と適切なリスクコミュニケーション
が組み合わされて初めて「安心」が生まれる。
２．危険分析
危険（risk）は健康被害の生起確率

（probability）と重大性（severity）の関数と
して表現される。食に由来する危険をゼロに
することは不可能に近いが，適切な措置を
講ずることにより，危険の大きさを「受容で
きる範囲」におさめるのが危険分析（risk
analysis）の目標である。危険分析は，その系
統性・科学性・実証性の重視において，古典
的な衛生教育・衛生指導に対比される。
危険分析の利点は，①決定・措置への正当
性の付与，②第三者による事後評価の可能性，
③資源の有効利用（優先順位づけ），④客観
的・現実的な視点の提供，⑤情報欠損の把握，
⑥透明性の確保（少数意見の記録を含む），⑦
危険評価者と危険管理者の利益衝突の回避，
⑧不確実性と可変性への対処，⑨シナリオ分
析の可能性（定量的モデルが構築できる場合）
などである。危険分析の手法が重視されるよ
うになった背景には，国際貿易を含む食品供
給ラインの延伸，最終製品検査から製造過程
管理への転換，衛生措置の基礎として科学的
危険評価の重要性を謳うWTOの SPS協定の
発効などがある。ただし，危険分析は決して
完成された体系ではなく，つねに改良され進
化していくべきものである。
３．予警主義
危険分析の適用が可能になるのは，害因

（hazard）と危険（risk）の間の因果関係が，

曝露をめぐる量反応関係などを含めてかなり
明らかになっている場合である。危険の大き
さを一定以下に抑えるために行う活動（害因
の曝露量を減らす，または，ヒトの感受性を
減らす）を予防（prevention）という。
近年，食品安全の分野に持ち込まれつつあ
る予警主義（precautionary principle）は，害
因（hazard）と危険（risk）の因果関係が科
学的に証明されていなくても，放置すると重
大あるいは取り返しの付かない被害がもたら
される可能性があるとき，暫定的に，対費用
効果に最も優れると思われる措置をとること
を意味する。従って，予警主義は予防と概念
的に対立し，これを「予防原則」と翻訳する
ことは誤解を招くので避けるべきである。
予警主義は，大気や海洋などを対象とする
環境保全の分野では早期に導入され，ほぼ確
立された概念である。2002 年に欧州共同体に
よって食品安全の分野に導入されたが，その
妥当性と解釈を巡って国際的な合意は成立し
ていない。予警主義が食品安全分野に持ち込
まれた背景には，狂牛病事件などによる一般
消費者の食品行政に対する信用喪失が大きい
が，大きな政府（行政による事前規制）か，
小さな政府（司法による事後制裁）かという，
歴史的・政治的文化とも無縁ではない。また，
無害なものを無害であると断ずるのは困難で
あるという科学に内在する弱点とどのように
向き合うべきかという哲学的問題も絡む。当
面の食品安全の強化を図るためには，予警主
義を徒に強調するよりも，疫学的な事実を踏
まえた予防対策を早期にとることを可能とす
る制度の充実が重要である。
４．食品衛生行政の将来
我が国では2003年7月から，食品安全委員会，
農林水産省，厚生労働省を核とする食品安全
行政が進められている。危険評価部門が独立
したことは前進であるが，危険関連情報の伝達
（risk communication）と危険管理（risk
management）に関する事務は三組織に跨る
など，権限の分離と調整の面で不明確な点が
ある。また，危険評価に先行すべき危険査定
（risk evaluation）をどの行政組織が行うのか
は，今後の展開に待つところが大きい。
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（2003年 7月 3日）

Combining Agricultural Trade Policy
Reforms with Rural Development Investment

― How to Make it Work
（農産物貿易政策の改革と農業開発投資との調整

――どうすれば成功するのか）

（IFPRI（国際食料政策研究所））

ヨアヒム・フォン・ブラウン

IFPRI（国際食料政策研究所）は，CGIAR
（国際農業研究協議グループ）傘下の国際農業
研究センターの一つで，飢餓および栄養不良
の削減方策の提示を任務としている。研究戦
略の上では，世界の食料システムの機能，世
界および各国の食料システムの統治（ガバナ
ンス），世界の食料システムの革新の３者間の
相互関係の解明に重点をおいている。また，
穀物だけに限定せず，漁業政策も視野に入れ，
さらに天然資源の利用と管理，栄養，人間の
福祉までを取り込んだ食料政策のあり方を検
討している。
世界で食料安全保障を欠く人口は，1970 年
には 9億 5900 万人，1999 年にはやや減少し
て7億 9900万人を数えた。今後とも減少傾向
が続くとしても，2015 年にはなお 6 億 1000
万人に上るとされている。2015 年の食料不安
人口の大半は，アジアおよびサハラ以南アフ
リカに集中する。国連ミレニアム開発目標の
一つである「2015 年までに飢餓に苦しむ人口
を半減すること」は，世界の食料政策に大幅
な変更がない限り実現が困難である。
IFPRI が開発した IMPACモデルに基づく
2020 年の世界の食料需給見通しのシミュレー
ション結果によると，基本シナリオ（現状の
まま推移）の場合，①世界の食料需要の増加
のほとんどすべては開発途上国で生じる。②
「肉食革命」により，飼料用の穀物需要が大幅

に増加する。③穀物生産の増加のほとんどは
単収の増加に起因する。④開発途上国の穀物
輸入はほぼ倍増する。⑤穀物価格は堅調に推
移するか，僅かに下落する。
基本シナリオ通りに推移せず，①もし中国
およびインドの農業生産が基本予測値を下回
る場合，中国の穀物純輸入量は4800万トンか
ら 8900 万トン増加し，インドは自給国から
3000 万トンの純輸入国に転化する。②単収増
加率が基本予測値を下回る場合，穀物価格は
急騰し，コメは基本予測価格よりも46％，ト
ウモロコシでは同じく34％上昇する。③水政
策の変更により農業用水不足が招来される場
合，（a）単収の年平均増加率は，世界全体で
基本予測値の 1.5 ％から 0.8 ％に低下する。ま
た，（b）国際穀物価格はトン当たりでみて，
コメは 220 ドルから 400 ドルに，コムギは
110 ドルから 250 ドルに，そしてトウモロコ
シは 100 ドルから 220 ドルに，それぞれ高騰
する。さらに，（c）開発途上国の純穀物輸入
量は，2億 5000 万トン弱から 1億 8000 万ト
ン水準に低下する。
今後，対処しなければならないリスクや課
題は，①不適切な資源管理および技術，②健
康および食料危機，③統治および政策危機か
らなる。そして，①には，異常気象，海洋資
源の持続可能性，作物および家畜の新たな病
害，②には，HIV/AIDSやその他の伝染病の
蔓延，食料テロ，不健康な食生活の拡大，ビ
タミンAや鉄分などの微量要素の欠乏症，③
には，農産物貿易政策の気紛れな変転
（WTOの破綻），食料システムの統治の質的
低下，止むことのない地域紛争や戦争が，そ
れぞれ含まれる。
サハラ以南アフリカの農業研究に対する公
的支出は，1971－81 年には年率 1.7 ％で増加し
ていたが，1986－91 年には年率 0.5 ％増に低
下し，1991－96 年には年率 0.2 ％で減少した。
このため，小農民に裨益する農業研究が求め
られている。これに成功している場合，小農
民農業の多角化が進展している。
また，世界の農産物市場において市場メカ
ニズムを十分に機能せしめることが重要であ
る。OECD加盟国には，WTO交渉において
取り上げられている貿易政策の改革が求めら

特別研究会報告要旨 



56

農林水産政策研究所 レビュー No.10

れる。貿易障壁には，可視的なものと，不可
視的なもの（隠された障壁）とがあるが，
OECD諸国については，巨額の農業補助金が
支払われており，この根本的な変更が求めら
れる。

（文責　水野正己）

【危機管理プロジェクト研究】
特別研究会報告要旨（2003年 7月 18日）

食肉製品における日米のリスク管理の
現状と課題

（農林中金総合研究所）大江　徹男

BSEの発生や偽装表示の問題を契機に，食
品の安全性に関する関心が高まってきた。「リ
スク分析（risk analysis）」や「農場から食卓
まで（from farm to table）」，「トレーサビリテ
ィ」といった用語が盛んに語られるようにな
っているが，問題は現在の制度の中でどのよ
うに生かされているのか，という点である。
この点を中心に現在の法・制度についてその
特徴，課題を析出することが早急に求められ
る。
リスク分析はリスクアセスメント，リスク
マネジメント，リスクコミュニケーションか
ら構成されるが，マネジメントは，さらに事
前的措置と事後的措置，手法の性格から規制
的抑止とルール的抑止（市場的抑止）に分類
されると考える。社会科学的観点から見て重
要なのがマネジメントで，一定のリスクの下
で，コスト面を考慮しながら人的かつ物的損
害を最小に抑えるマネジメント（およびコミ
ュニケーション）の組み合わせを提起するこ
とが社会科学のこの分野における課題といえ
よう。
そのような観点から注目されるのが，リア
ルタイムで製品のチェックを可能とする
HACCP である。これまでは事後的な検査の
みに依存してきた。安全性を高めるために全
品検査が望ましいとされるが，コスト面から

考えてその実施は明らかに困難である。また，
人的損害を考慮するとサンプル検査のみに依
存するにはリスクが大きいため，製造工程段
階で不良品を排除しようとする発想は画期的
ともいえる。
しかしながら，国内ではHACCPの導入は
遅れている。HACCP の導入はあくまでも任
意であるために，加工・製造部門における導
入実績はわずかで，特に中小メーカーの導入
が遅れているといわれている。これに対して，
アメリカでは1996年の最終規則によって，と
畜場と加工場の双方に導入が義務付けられた。
これによって，仮に日本からアメリカに輸出
する場合，たとえばと畜場の基準は国内基準
よりも厳しくなる。
HACCP のモニタリングと内部検証につい

ては自己管理となるため，外部検証で最終的
にHACCPが機能していることを確認するこ
とになる。国内の場合，HACCP を導入して
いる工場とそうでない工場が混在するために，
実際には食品衛生監視員が実施する臨検の中
で実施される。しかし，検査体制は必ずしも
十分ではない。検査を実施するのは地方自治
体（保健所等に所属する食品衛生監視員）で
あるが，実際の臨検回数が法律で定められて
いる公定監視回数を大幅に下回るなど，人員
不足は否定できない。国・地方双方の財政状
況が厳しくなっているだけに，早急に増員す
ることは難しい。
他方，アメリカの検査体制は，日本とは異
なり食肉製品に関してはアメリカ農務省
（USDA）が一元的に担当している。また，製
品に不備が生じた場合の製品回収（リコール）
についても体系的なシステムが構築されてい
る。しかしながら，食中毒やリコール回数は
減少していない。むしろ，2002 年 6月にコロ
ラド州で発生した食中毒にみられるように，
近年大規模なリコールが頻発している。
また，USDAの検査と問題発生に対する対
応の不備が散見される。たとえば，コロラド
州の場合，リコール開始の遅れと回収数量の
上方修正，行政処分や罰則を適用できない弱
い権限等，法制度と運用の両面で問題が垣間
見られる。
このように，安全性に関するマネジメント
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は様々な要素を組み合わせることが必要であ
り，単独の手法で対応できるほど簡単ではな
い。今後，コスト負担と責任所在の明確化等
の要素を組み入れて，社会科学的な観点から
さらなる分析が求められる。

【GMOプロジェクト研究】
特別研究会報告要旨（2003年 7月 25日）

遺伝子組み換え食品のリスクについて

（医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構）

三瀬　勝利

日本では７年前の1996年秋に，最初の遺伝
子組み換え（以下ＧＭと略す）食品の安全性
が確認されて以来，多くのＧＭ食品が国内で
流通しており，ほぼ全員がＧＭ食品を大量に
食べている。 現在までＧＭ食品が人に有害な
作用を及ぼしたという報告はない。承認され
ているＧＭ食品はすべて種子植物であり，種
子植物以外の植物，動物，および微生物の組
み換え体を食することは認められていない。
平成15年 7月 1日現在，菜種，トウモロコシ，
大豆，わた（綿実油を取るため），テンサイお
よびジャガイモの6作物 55品種が承認されて
いる。いずれも外国産で米国産のものが多い。
また，ＧＭ作物の生産量は世界レベルで年度
ごとに上昇している。流通しているＧＭ食品
の大半は，除草剤耐性や害虫抵抗性の作物な
ど生産者にメリットがあるが，消費者にはメ
リットが見えにくい物である。
ＧＭ食品の安全性審査は2001年 3月までは
ガイドラインに基づく任意審査であったが，
表示の義務化と歩調をあわせる形で，2001 年
4月より義務審査に変わっている。 我が国の
審査基準は米国のそれよりも厳しく，例えば，
導入された遺伝子近傍の宿主側の塩基配列な
どの情報を提供することが求められている。
ＧＭ食品の審査は絶対的な安全性を求める
のではなく，リスク評価法によっている。そ
れは以下の理由による：１）科学技術はリス

クを指摘できるが，絶対的な安全性を証明す
ることは不得手である；２）完全に安全な食
品は存在せず，すべての食品は外来性のもの
であれ，内在的なものであれ，有害物を含ん
でいる。外来汚染物としてはダイオキシンな
どの有害化学物質や，カビ毒のような微生物
由来のものがあり，内在的なものとしては作
物が元来持っている有害化学物質がある。そ
の上，有名なパラケルススの言葉にもあるよ
うに，「全ての物質は潜在的に毒物である。
それが人に有害な作用を発揮するか否かは人
が摂取する量による」ということがある。
我々が日常食べている食塩もまた，人に癌を
起こす物質として広く知られており，高食塩
濃度の食物を連続して食べると，胃癌になる
危険性が増大する。
このように，非ＧＭ食品において究極の安
全性を保障できない以上，ＧＭ食品において
もそのままの形で安全性を担保することは出
来ない。通常はＧＭ食品の安全性の確認では，
その原種である非ＧＭ食品とのリスクの比較
をすることが合理的なやり方と言える。 現実
に，内閣府・食品安全委員会で行われている
安全性確認も，リスク評価法でなされている。
流通しているＧＭ食品に導入されている代
表的な遺伝子としては殺虫毒素遺伝子，除草
剤耐性遺伝子，抗生物質耐性遺伝子があるが，
安全性の点で多くの人が懸念しているのは殺
虫毒素である。この毒素は昆虫に対する毒性
は強いが，人を含む哺乳類に対する毒性は限
りなくゼロに近い。その理由は哺乳類には毒
素の受容体が無く，アルカリ性でないと活性
を発揮せず，高温処理や人工胃液や腸液でも
分解・不活化されることによる。その上，作
物に含まれる殺虫毒素の量も，１グラムの百
万分の一といった超微量である。また，動物
実験のデータなどからも，通常食べるトウモ
ロコシの一千万倍以上取っても安全という試
験結果がでている。毒素という名前がついて
いるためにＧＭ食品のイメージを悪くしてい
るが，人へのリスクはほぼゼロである。
ＧＭ食品の安全性に関する試験は急性毒性，
亜急性毒性，生殖影響毒性，変異原性，癌原
性，アレルギー性等の試験が行われているが，
いずれの試験でも審査をパスしたＧＭ食品の
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リスクは，非ＧＭと同等，もしくはそれ以下
である。過去７年にわたり大量のＧＭ食品が
消費されているが，事故例はない。急性毒性
や亜急性毒性では，問題ないと結論して良い。
子孫への影響についても，ＧＭ食品が非ＧＭ
以上にリスクが大きいことを現在の科学では
証明することは出来ない。
現在承認されているＧＭ食品は安全性の点
で問題がないと考えられるが，それ故に今後
作られる全てのＧＭ食品が安全であるとは言
えない。遺伝子組み換え技術は新規な技術で
あり，使い方によっては予期せぬものが作ら
れる可能性があるので，そのリスク評価は
個々の食品で慎重に行わなければならない。

【遺伝資源プロジェクト研究】
特別研究会報告要旨（2003年 7月 30日）

生物資源アクセスと利益配分の
国際制度と事例

――OECDの研究事例――

（三菱総合研究所）林　希一郎

この報告では，（１）ABS（Access and
Benefit Sharing，遺伝資源へのアクセスと利
益配分）とは何か，（２）ABS 規制の国際的
整備状況，（３）ABS契約事例（13事例）の
３点について紹介する。
第１につき，遺伝資源利用から生じる利益
の一部を遺伝資源原産国へ配分することは，
生物の多様性に関する条約（以下CBD）の第
３番目の目的である。CBD発効以前はオープ
ンアクセスであった。先進国企業などは，主
として開発途上国にある遺伝資源を獲得しそ
れを利用した研究開発から商業的利益を得た
が，その利益が遺伝資源原産国に還元される
ことはなく，南北間の経済格差は拡大してい
った。しかし CBD 発効以後は，遺伝資源原
産国は遺伝資源利用国から，金銭的・非金銭
的な利益配分を受けることとなり，これによ
り南側の生物多様性の保全活動の強化や，経

済の南北間格差の縮小という期待が持てるよ
うになった。しかしABS の具体的な実施方
法は現在も国際交渉の重要課題であり，CBD
のボンガイドライン合意（2002），ヨハネスブ
ルクサミットにおける法的拘束力のあるABS
の国際レジーム交渉への合意（2002），FAO
の食料農業植物遺伝資源条約（以下ＩＴ）合
意（2001）があるほか，UPOV（植物の新品
種の保護に関する国際条約），WTO－TRIPs
協定（知的所有権の貿易関連の側面に関する
協定），WIPO（世界知的所有権機関）といっ
た国際フォーラでも議論が続いている。
第２につき，ABS規制へのアプローチには，

（１）遺伝資源アクセス規制法制度的アプロー
チ（このための独立法によるフィリピンなど，
CBD関連法によるコスタリカなど），（２）地
域協定的アプローチ（アンデス協定など），
（３）既存の法体系での対応（一般環境関連法
で対応するケニアなど，自然保護関連法で対
応するメキシコなど）といったパターンがあ
る（国際的には，前述のボンガイドラインや
ＩＴが規制している）。これらの利益配分規定
をみると，詳細に利益配分項目を規定してい
るものとそうでないもの，また利益の範囲を
広く規定しているものとそうでないものがあ
る。しかしいずれも，金銭的利益配分を具体
的に規定するものは少ない（なお，金銭的利
益から，生物多様性保全のための資金にイヤ
ーマーキングする事例もある）。知的所有権に
ついては，特許申請時の事前承認や明細書へ
の記載を求めるものがある。
第３につき，13 事例を分析したところ，

（１）契約当事国（遺伝資源提供国と利用国が
同一か否か），（２）プロジェクト目的（地域
科学者の訓練や地域社会への貢献なども目指
す「統合型」か，バイオプロスペクティング
に焦点を当てた「非統合型」か），（３）遺伝
資源活用目的（医薬品開発，農業など）とい
った切り口で分類できた。事例の種類や目的
によって利害関係者は異なるが，個々の利害
関係者はABS 契約で特定事項または役割を
果たし，利益配分も利害関係者の果たす役割
に応じて定まる。利益の内容についてみると，
金銭的利益ではロイヤルティー支払を求める
もの，非金銭的利益では研究開発成果の共有
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およびプロフェッショナルな関係の構築を求
めるものが，それぞれ100％（13例）と高く，
逆に研究資金や合弁事業を求めるものの割合
は10％強と低かった。金銭的利益配分につい
ては，短期的なもの（アクセス料），中期的な
もの（給料，研究資金），長期的なもの（ロイ
ヤルティー支払い，ライセンス料）といった
整理ができる。 （文責　山本昭夫）

【危機管理プロジェクト研究】
特別研究会報告要旨（2003年 8月 1日）

リスクコミュニケーションの思想と技術

（甲子園大学）木下　冨雄

リスクの伝統的な定義は，「生命の安全や健
康，資産や環境に，危険や傷害など望ましく
ない事象を発生させる確率，ないしは期待損
失」である。リスクは災害や危険そのもので
はなくその可能性のこと，つまり不確定な事
象に対する対応についての考え方だというこ
とである。「虎穴に入らずんば虎児を得ず」の
諺通り，リスクには危険性とともに冒険とか
チャレンジングの意味が含まれている。
リスクコミュニケーション（RC）とは，対
象の持つリスクに関する情報を，生産者，消
費者，流通業者，行政，地域住民，研究者な
どリスクに関係する人々（ステークホルダー）
に対して開示することをいう。これは対象の
持つポジティブな側面だけではなく，ネガテ
ィブな側面についての情報も公正に伝えるこ
とを意味している。また RCは，一方向的な
プロパガンダではなく，ステークホルダーの
間で双方向的なコミュニケーションが行われ
ること，それを通じて関係者が共考しうる土
台を作ることを目的としている。人文・社会
科学にも技術があり，RCはその一つである。
リスク分析には，リスク測定，リスク評価，
リスクマネジメントなどさまざまな要素が含
まれるが，RC もその一つとして位置づけら
れる。送り手からは，リスク評価で発見され

た事実や，リスクマネジメントの決定事項の
基礎などを説明する過程であり，受け手から
はリスクの認知や受容，対抗案の提示などが
なされて，両者の情報が交換される過程であ
る。RC の背後には思想や価値観の裏付けが
ある。それは一言でいえば民主主義の思想で
あり，法律用語でいえば「公民権」「自己決定
権」「知る権利」などである。具体的には男女
平等，人種平等，製造物責任，インフォーム
ドコンセント，情報公開などの思想と共通の
基盤を持つ。
RC の効果を左右する要因の第１は送り手

側の要因であり，その中でも送り手の信頼性
が決め手である。第２は受け手側の要因であ
り，具体的には受け手の価値観，性格，知識
量，認知バイアス，感情バイアス，それに性
別，年齢，職業などが関係する。第３はメッ
セージ側の要因であり，メッセージ内容の表
現法，平易さ，ことに専門用語や確率的表現
の難しさなどが関係する。第４は媒体側の要
因であり，使われるメディアがマスメディア
かパーソナルメディアか，またインターネッ
トかなどによってその効果は異なる。第５は
リスク対象側にある要因であり，リスク対象
のイメージや災害の性質によって効果は異な
る。ことに災害が反復されると，RC そのも
のが困難となる。アメリカの環境保護局は，
RC に関して次の七つの基本原則を述べてい
る。すなわち，①地域住民・市民団体を正当
なパートナーとして受け入れ連帯せよ，②コ
ミュニケーションの方法を注意深く立案し，
そのプロセスについて評価せよ，③人々の声
に耳を傾けよ，④正直，率直，オープンであ
れ，⑤他の信頼できる人々や機関と協調，協
同せよ，⑥マスメディアの要望を理解して応
えよ，⑦いたわりの気持ちを持ちつつ明瞭に
話せ。
科学技術などのリスクについてその許容度
を市民に対して正面から聞くと，ゼロリスク
を求める声が強い。しかしこれは多分にタテ
マエないし願望であって，市民はゼロリスク
を本当に信じているわけではない。経験法則
によると，市民の許容リスクは10のマイナス
5乗が境目であることが知られている。この
値は，火災死や溺死のリスクである。
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RCは，「もの」よりも「こころ」の価値を
優先させる現代の風潮に支えられている。ま
た「安全」や「安心」「健康」などに対する強
い関心が，RC を求める市民の声となってい
る。効果的な RCを行うためには，フェアー
な情報開示を善とする組織風土がなければな
らない。組繊の安全規範や風土は，組織のト
ップマネジメントによって左右されることが
多い。トップマネジメントは規範の形成者だ
からである。 （文責　佐藤京子）

【世界食料需給プロジェクト研究】
特別研究会報告要旨（2003年 8月 1日）

稲集約栽培法（SRI）の特質と展開

（コーネル大学食糧・農業・開発研究所）

ノーマン・アップホフ

1990年代の初めから，USAID（アメリカ国
際開発庁）の委託によるマダガスカルの農村
開発研究に携わってきた。その調査中の 1993
年に，同国の農民が仏人宣教師の協力を得て
独自に開発した SRI 農法（The System of
Rice Intensification，稲集約栽培法）に遭遇し
た。そこで，同農法の特質と普及の可能性を
検証するため，報告者は所属先研究所等の協
力を得，これまで熱帯・亜熱帯の18カ国の農
業試験場や農民に依頼し，圃場レベルで SRI
農法による試験栽培を実施してきた。その結
果，1999 年に中国の南京農業大学およびイン
ドネシア農業研究開発局（Agency for
Agricultural Research and Development）か
ら初めて同農法の効果が認められたとの報告
を得たほか，これまでに，SRI 農法の試験栽
培をした15カ国から同農法に対するプラスの
評価結果を得ている。その成果を踏まえ，
2002年 4月，中国においてSRI農法に関する
国際シンポジウムを開催した。
SRI 農法の起源は，つぎのとおりである。

1961 年，マダガスカルに布教のために赴任し
たアンリ・デ・ロラニエ師は，同国の農民が

行っていた稲栽培法を克明に観察し続けた。
これは，フランスの農学校を卒業した後，牧
師の資格を取得した同師の経歴がそうさせた
のである。やがて，同師は栽培法を変えるこ
とによって稲の収量が増加することに気付い
た。そして，降水量に恵まれなかった 1983 －
84 年に，栽培法の変更をいくつか組み合わせ
ることにより，驚異的な高収量が得られるこ
とを発見した。その後，各種の改良を加えて
SRI 農法として定式化し，1990 年からはマダ
ガスカルに SRI 農法の訓練を行う民間非営利
団体を組織し，同農法の普及に着手して，今
日に至っている。
SRI 農法の栽培上の特徴は，①発芽後 8日

目の苗を移植する，②移植間隔を最低25セン
チ以上とする，③正条植えにする，④除草を
最低２回以上行う，⑤除草時に回転式除草器
を使用し土壌表面を撹拌する，⑥灌水と排水
を繰り返し，水田を常に湛水状態にしない，
⑦堆肥を元肥として施肥する，といったもの
である。
SRI 農法で栽培した稲には，①分げつが 30
～ 50 本に増加するが，さらに 80 ～ 100 本に
達する場合もある，②根の発達が非常に著し
い，③穂孕みが優れ，かつ穂重が大である，
④１穂当たりの粒数が多い，といった特徴が
みられる。また，SRI 農法で栽培した稲は，
丈夫で健康なため，薬剤による防除もほとん
ど不要である。このほか，常時湛水しないた
め，用水量が少なくて済むほか，施肥も有機
質肥料を元肥として投入するだけである。労
働投入については，除草（最低２回は必要）
労働が増加する以外に，驚異的な増収による
収穫労働の増加があるが，後者については，
増収による収穫労働投入の増加に不満をもら
すマダガスカル農民に報告者はまだ遭遇した
ことがない。
SRI の栽培法を用いることにより，米の単

収は12トン／ヘクタール水準を実現している。
上記のような栽培方法によりこのような信じ
がたいほど高い単収を達成していることから，
特に農業試験場の農学研究者や農民から SRI
農法に対する積極的な評価を得ることが困難
なことがしばしばある。この驚異的な増収の
理由として，①稲の根系の発達，②根圏にお
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ける土壌微生物の増加および多様化が考えら
れる。しかしながら，イネ科作物の根圏の生
態，バクテリアの種類や個体数とそれらが根
圏の物質循環において果たしている機能は，
全くといってよいほど研究されていない。
SRI 農法には解明すべき農学上の問題が数多
くあり，伝統と蓄積のある日本の稲学に期待
するところが大である。

（文責　水野正己）

特別研究会報告要旨（2003年 9月 5日）

農業研修にみる現代青壮年の諸相

相川　良彦
足立恭一郎

近年，農業体験研修施設が各地に開設され，
都市と農村との交流の受け皿になっている。
施設の運営方法には幾つかの類型があり，研
修生の性格にも差異がある。その代表事例で
ある酪農の北海道新得町，大規模野菜の北海
道富良野市，有機農業の山形県高畠町にある
３施設の研修生を対象にアンケート意識調査
を実施した。
本報告の目的は，第１に研修生の性格を分
析し，現代青壮年のライフスタイルの変容を
明らかにすること，第２に意識調査における
方向性のあるカテゴリカルデータの分析方法
として，一対比較法の簡便法の工夫とコレス
ポンデンス分析の適用を試みることにある。
施設運営に関して，①新得の場合，町直営
方式で研修期間１年。研修生は寮（個室）か
ら酪農家へ実習に通い，日当 3000 円を貰い，
食費込み月 40,000 円の寮費を支払う。②富良
野の場合，公設（市）民営（JA）方式で研修
期間１～７カ月。研修生は寮（個室）から農
家へ通い，主に野菜収穫の作業をして時給
800円を貰い，食費込み日 1,500 円の寮費を支
払う。③高畠の場合，民間団体主導で研修期
間は 1週間余り。研修生は施設と農家に半々
ずつ宿泊して，講義の受講と有機農業の作業

体験をする。日当はなく，研修費 35,000 円を
支払う。
３施設研修生の性格では，新得と富良野は
20歳代で高卒および短大・専門学校，高畠は
35歳以上で大卒者が多い。研修前の職業では，
新得が会社員，富良野がフリーター，高畠が
会社員と学生が多い。そして，研修修了後の
現住地は新得では町内 48 ％，北海道内 31 ％
なのに対し，高畠では町内６％にすぎなかっ
た（富良野は現役研修生調査なので非該当）。
一対比較簡便法により算出した「上位率」

を尺度として，研修生の意識を３施設間比較
すると，①体験研修への参加動機のベスト２
は，新得が「自然への憧れ」「農業に魅力」，
富良野が「自然への憧れ」「親・都会から脱出」，
高畠が「食物を自分で作る」「農村生活への憧
れ」であった。新得，富良野では自然への憧
れが共通だが，新得では農業志向，富良野で
は脱都会志向が特異なこと，そして高畠では
田舎暮らし志向の強いことがわかる。②研修
の良かった点では，３施設とも「同期生と仲
良くなれた」など人間関係を重視する。③農
業観に関して，農業が環境保全に役立つとい
う認識は３施設共通だが，高収益を獲得でき
るか否かは新得・富良野と高畠では賛否が別
れた。④研修後の意識の変化では，「相談仲間
が出来た」「農業・地域への愛着強まる」は共
通だが，「ハードな労働に耐える自信」が富良
野特有の変化だった。⑤修了後の仕事と居住
地では，新得が農業就業・当地居住を，富良
野が農外就職・帰郷を，そして高畠が農業就
業・帰郷を，それぞれ希望していた。
コレスポンデンス分析は，サンプル（３施
設）とカテゴリー（設問）相互の距離（重み
付きユークリッド距離）を計測し，それぞれ
X-Y平面にプロットして関連性の粗密の程度
を観察しようとするものである。数量化Ⅲ類
に似た多変量解析手法であり，マーケティン
グ分析において消費者の商品イメージの把握
に適用されることが多い。農業経済分野では
適用事例は少ないが，アンケート意識調査に
適用した結果は一対比較簡便法による上記の
観測を支持するものであった。
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【ライフスタイルプロジェクト研究】
特別研究会報告要旨（2003年 9月 8日）

ライフスタイルの変化と都市・農村交流

（九州大学）小川　全夫

１．都市農村交流とその危機
従来議論されてきたライフスタイルの変化
とは，農村的生活様式から都市的生活様式へ
と変化する動きを表していた。その変化は，
農村に一回限りの限定交換の社会，すなわち
アーバニズム（都市主義）をもたらしたので
ある。
ところが，近年ではアーバニズムに代わる
新しい動きがみられる。それは，金銭による
一回限りの関係を，現物と時間（持続性）の
関係に置き換えるものである。その最たるも
のが都市農村交流であろう。
しかし，それが社会制度として展開すると，
中身が絡め取られる危機が発生する。第１に，
「四全総」にみられるリゾート開発が挙げられ
る。それは，農村を開発対象として利用し，
アーバニズムの発想をそのまま農村に持ち込
むものでしかない。第２に，GATTのUR特
別対策でみられる都市農村交流施設の建設が
ある。農業のみで農村を振興することは困難
だとしても，温泉施設にみられる箱モノが，
果たして真の意味での都市農村交流に結びつ
くかは極めて疑わしいといえよう。
２．農村におけるオーナー社会の壁
このような危機を乗り越えて，打ち出され
たのが都市と農村の共生・対流の考え方であ
る。そこでは，各省庁の連携・協力のもとで，
農村と都市との新しい関係構築の必要性が謳
われている。しかし，現在ある都市と農村そ
れぞれを否定して，新たな関係を結ぶという
戦略までは練られていない。
それは，農村が依然として農地所有に基づ
くオーナー社会であるからだ。農村では，長
男が農地を代々相続し，次三男や娘は他出し
た。つまり，農村は定住しうる者以外を排除
し，一方，新たに農村に入ってくる者は拒否
してきたのである。このような農村における
「出て行く自由，入ってくる不自由」が続いた

結果，ひとたび相続が正常に行われなくなる
と，農地の遊休化が発生する。この現象は，
中山間地域で多くみられる一代限りの農家を
生むことにつながるのである。
３．暫定居住のあり方と農村の再生方策
これからの都市農村交流に必要なことは，

外部の人々を受け入れるための農村側の条件
整備である。農業への新規参入は，その条件
整備が最も問われるケースといえる。しかし，
実際には農地確保等の問題が存在するため，
新規参入者が農業で自立することは困難であ
る。したがって，農業による参入だけでなく，
農村資源を活用した参入のあり方も検討しな
ければならない。近年では農村資源に対する
様々なニーズが存在し，新たなビジネスチャ
ンスを拡大しようという機運がある。このよ
うな動きを捉え，農村自らが戦略を作ること
が今後の都市農村交流に必要であろう。
そこで提起したいのは，農村における暫定
居住の考え方である。暫定居住とは，時間幅
が狭く，しばらく住んだ後に本格的に定住す
るか否かという選択の余地を残した居住スタ
イルである。暫定居住を基礎にすれば，就業
機会（起業等），住宅需要（テレワーク，田舎
暮らし等），協働活動（グリーンツーリズム，
里山トラスト等），避難所（転地療養，福祉施
設等），体験教育（山村留学等）といったニー
ズに応えることが可能となる。このように，
農村を農業生産面だけでなく，農村資源面で
もマルチに活用することが今後重要となろう。
そのためにはまず，農村を農業者だけでなく，
非農家や交流民も含めて位置づけ直すという
発想が農村側に求められるのである。

（文責　江川　章）
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特別研究会報告要旨（2003年 9月 8日）

トレーサビリティーシステムと
最新 IT 技術について

――農から発信する第３の情報インフラ――

（日本農業 IT化協会）大松　重尚

１．はじめに
トレーサビリティーが毎日のように語られ
るようになった。当初は，単純に，生産物の
生い立ちを「農場から食卓まで」の間で追
跡・確認する仕組みの問題で，情報システム
の設計構想そのものが課題になるとは，多く
の人は予想しなかった。それゆえ，現在発表
されているシステムの多くが，他分野での既
製ソフト資源を「再利用」しており，「農の現
場から立ち上がる情報」を扱う設計構想とは
なっていない。取引システムの物流，商流で
の IT 化は進んだが，今後は，農作業に付随
する多様かつ複雑な情報が活用できる IT 化
が求められるだろう。
２．情物一致
当協会では，ロジスティクスの効率化とい
うテーマを持ちつつトレーサビリティーを扱
う。そこでは情報と商品を一致させる「情物
一致」のシステムがキーとなっている。独立
行政法人　農業・生物系特定産業技術研究機
構との共同研究では，背後に存在する大型デ
ータベースを意識することなく，生産者が圃
場から携帯電話を介して操作可能な「現場で
役立つ IT システム構築」を目指している。
これらソフトウェアを称して，AFAMA（ア
ファマ）と呼んでいる。
３．電子チップの現状
電子チップは価格以前に，物理特性等が多
様であり，一部の技術（一括読取り：アンチ
コリジョン技術）では未だ精度が低く，全て
の対象物に単一の種類の電子チップを利用で
きる訳ではない。しかし，メモリー量，低温
下での利用，演算処理装置の搭載など，電子
チップならではの将来性は限りない。現在，
メーカーでは電子チップの量産が始まったば
かりであり，かつ，実用ソフトウェアの登場
が待たれている。当協会では，他に先駆けて

独自仕様の電子チップリーダーを確保し，電子
チップとのトレーサビリティーシステムの第
一次モデル開発を2003年 8月末に完了した。
４．第三者認証制度
ISO22000 規格案において，トレーサビリ
ティーの定義が提示された。そこでは，生産
履歴が見られるだけではトレーサビリティー
でないことが明確になった。今年12月からの
生産情報公表 JASの施行および同規格対象外
品での ISO認証の取組みなどにより，農の現
場から加工までのトレーサビリティーシステ
ムの在り方に変化が生じることが予想される。
５．日本農業 IT 化協会の技術
1999 年に収量予測システムの設計から始ま
り，膨大な営農のデータから，営農，流通，
消費までの各段階で必要な情報を，圃場ある
いは生産品単位から導き出す技術をトレーサ
ビリティーに応用した。そのためには，固有
の ID を有する個包装の商品にも貼付可能な
媒体を必要とした。日立製作所は 1023もの数
値を ID 化する超小型電子チップの提供を申
し出てくれた。他方，当協会は，電子チップ
のリユースのプログラムや，電子チップと独
自ラベルコードの併用によるコストの低減化
（商品の１％が目標）を図ることを提案。この
AFAMA・ ITシステムは，農林水産省の 15
年度トレーサビリティー実証開発事業（首都
圏コープ事業連合申請案件），山形県，埼玉県
等での実証実験でも利用される。
６．関連技術
上記電子チップを個包装に利用することを
今年1月に新聞発表後，「TRON」の坂村健・
東京大学大学院教授のユビキタス IDセンター
で電子チップ規格が策定され，同センターの
技術支援を受けることになった。AFAMAは，
もともと JAVAや C-HTMLで組んだ携帯電
話上で動くソフトウェアであり，携帯電話
内の基盤ソフトはもちろん「TRON」である。
７．最後に
トレーサビリティーはまだ，生産者等から
負のシステム（コストがかかる）と捉えられ
がちだが，それを生産者と消費者の両者にと
って有益なシステムとして，如何に構築する
かが当協会の重要なテーマの一つでもある。
国内の農業，畜産，漁業の現場からの積極的
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な関わりがシステムを推進する原動力となる
が，AFAMAはそれに大きく寄与できると自
負している。

【行政対応特別研究】
特別研究会報告要旨（2003年 9月 11日）

WTO加盟後の中国の農業貿易と農業政策

（中国人民大学）唐　　忠

１．中国農業および経済の現状
中国経済は1978年以来急速に発展を続けて
います。GDPでは 70 － 78 年が年平均 4.9 ％の
伸び，96 － 00 年では少し前期間より落ちまし
たが 8.2 ％でした。１人当たり GDP もこの
20年は毎年 7～ 8％の伸びを示し，2001年に
は，925 ドルとなりました。ただ 12億 8千万
と言われる人口の63％がまだ農村人口です。
一方中国農業は，それほど楽観的ではあり
ません。周知のように，穀物の取れる農地は
国土の 13.5 ％，1 億 3 千万 ha と巨大な国で
すが，国民１人当たりに直すと 0.12ha しかな
く，森林面積も１人当たりでは世界平均の
1/7，また水の不足も大きな問題です。有名な
黄河の断流も頻繁に見られます。しかし生産
力は増大を続けて，農産物の輸出入はかなり
の伸びを見せていますが，その全体経済の中
に占める比重は小さくなっています。2002 年
では輸出入とも全貿易額の 5％程度です。今
後とも低下傾向は続くでしょう。
２．WTO加盟後の中国の動き
WTO 加盟は三つのことを意味しました。

市場アクセスの加速化，国内支持（AMS）の削
減，これは基本的にゼロ，輸出補助金の撤廃
です。市場アクセスについては，大部分の農
産物が関税のみの体制となり，その他の障壁
は撤廃されました。小麦，綿花，植物油，羊
毛，砂糖などは段階的な関税割当（TRQ）をか
けるようになりました。輸入農産物への関税
は平均で 2001 年の 22 ％から 2004 年には
17％となります。PSEで見ても，輸出補助金

という面でも，WTO加盟にたいして中国は，
途上国の中ではとりわけ劇的な対応をしたこ
とになります。
３．現下の主要な農業政策
農地の利用については，より効率的な権利
の移動が可能となるでしょう。食料自給率も
95％以上ですし，食品の安全性についても国
家食品安全局が機能しています。穀物政策と
しては，穀物局への売り渡し規則，小麦，コ
メ，トウモロコシの地方政府による価格統制
はあるが，沿岸７地域での市場化政策，穀物
生産者への実験的直接支払い，付加価値税を
基金とする輸出促進策，環境面では退耕還林
等があります。
４．2002 － 2003 の動向
全体として加盟前の状況を見ると，中国は
穀物およびその他の土地集約的作物の優位性
が減少し，食料の輸入から飼料の輸入へと移
行しています。輸出面では労働集約的な果物，
野菜，畜産物の一部が伸びつつあります。加
盟以後，貿易量は 21.8 ％増大し，その傾向は
続くでしょうが，輸出よりも輸入の伸びが勝
るでしょう。
2002 年，穀物輸出はかなり伸び，大豆，菜
種も少し伸び，畜産物は衛生関連規制のため
に伸びが止まりました。また輸入は思ったほ
ど伸びはありません。ともあれ農業への影響
を云々するには時間が必要です。SPSやセー
フガード，アンチ・ダンピング措置などがそ
の障害とはなるにしても，長期的には中国の
農産物はますます競争力を持つでしょう。

（文責　合田素行）

特別研究会報告要旨（2003年 9月 19日）

場所と場の都市計画
――コミュニティからのまちづくり――

（埼玉大学）岩見　良太郎

近代都市計画は普遍的な近代人を前提とし
て機能性を追求した。その陰りが1960年代末
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から現れ，諸説（ビジョン）が新たに提起さ
れる。岩見氏はそれらを紹介したうえで，次
のように諸説を批判する。
① 都市は人々によってイメージされるもの
であると捉えたリンチは景観や公共性を都
市の重要な要件としたが，そこでは個々人
にとってもつ都市の意味が明らかにされて
いない。
② 都市を住民の社会的ネットワークのパタ
ーンで捉えるアレグザンダーに対しては，
パターンを創出する町づくりのプロセスが
欠けている。
③ 住民間の対話による町づくり（コラボレ
イティブ・プランニング）に対しては，対
話を都市へつなぐ社会的条件が不鮮明であ
る。
岩見氏は，同じ空間がハエに見える様子と
人間に見える様子とでは違うように，個々人
間でも見方により見える様子は違っている。
例えば，Ａ町内会は廃校となった小学校の宿
直室を活用してデイケアセンターを，またＢ
町内会は公民館に喫茶店を開設した。Ｃ商店
街は給食サービスによって福祉サービスへ参
入，Ｄ町内会は防災公園に手間のかかる果樹
を植栽し，あえて町民が日常的に公園管理に
かかわらなければならないようにした。従来
の見方を変えて，町づくりに主体的に取り組
む町内会が出始めており，そうした活動への
参加度合いの差異により，個々人の町の見方
も当然に違ってくるのである。
氏はこれらの例から，個々人の要求に根ざ
した町づくり活動が，機能主義的な近代都市
を人間的な都市へと再生させることを期待す
る。そして，その理論を次のように構成する。
都市（或いは，地域）を，客観的な空間と客
観的な社会関係とのユニットとしてあるので
はなく，個々人により主観的に意味づけられ
た空間（「場所」）と，主観的に意味づけられ
た社会関係（「場」）とのユニットと捉える。
そこでは，日常生活における個人の見方（意
味づけ）が空間と社会関係を結びつける鍵で
ある。そして，意味づけは恣意性の強い個人
の主観によるが，同時に社会的相互行為によ
り生み出される社会的存在でもある，と言う。
岩見報告が現実の多様な町内会の動きを踏

まえ，その体系的整理のための理論の提起と
いう刺激的な内容であったために，質疑は活
発であった。「場所」と「場」など岩見理論の
キーワードの概念整理とその妥当性をめぐっ
て行われた。ただ，それら質疑の詳細な紹介
は文責者には荷が重いので，締めにあたり主
観的コメントを述べて，その責をふさぎたい。
空間と社会関係とのつながり方の論及は，

農村社会学，とくにムラ論の中心的テーマで
あった。そのテーマが，都市計画の立場から
追究され，かつその内容が似ているのに驚い
た。ただ，農村社会学は，例えば，鈴木栄太
郎の自然村理論が一定地域への社会関係の累
積，有賀の同族理論が土地所有を媒介とした
社会関係の結合に現れるように，空間と社会
関係のつなげ方を社会的レベルに限り，その
意味で可視（客観）性を重視していた。それ
に対して，岩見報告は個人にまでたち返り，
その主観（意味づけ）をベースに置くことで，
空間と社会関係をユニット化した。そこが岩
見理論の特徴であり，かつ，未だ内容に曖昧
さをとどめる問題点でもある。

（文責　相川良彦）

【循環利用プロジェクト研究】
特別研究会報告要旨（2003年 9月 30日）

日本における作物及び家畜生産にともなう
窒素負荷の現状と課題

（筑波大学）西尾　道

①最近の統計に基づいて，全国平均の作物
および家畜生産にともなう余剰窒素（N）量
を推計して，②余剰 N が地下水の硝酸性 N
汚染に及ぼすリスクを評価し，③今後の施肥
および家畜ふん尿問題の解決のための方向を
論議した。
１．作物・家畜生産にともなう余剰Nの実態
水稲への化学肥料 N 施用量は一時約 110

kg/ha あったが，1987 年の米価引き下げ以降
減少し，最近約70 kg/haとなった。一方，他

徳 
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作物での化学肥料 Nの平均消費量はこの 20
年間 120－140kg/haで推移し減少していない。
作物種類別に各種肥料の施用実態を調べた
農業生産環境調査結果を解析し，生育期間中
に作物に供給された無機態N量，地上部吸収
N量並びに非吸収N量（両者の差）の全国平
均値を推計した。非吸収N量は，ナスとキュ
ウリ480，チャ 350，ナシ 317 kg/haなどで特
に多く，露地野菜の多くで 100 kg/ha を超え
た。非吸収N量の少ない普通作物の栽培面積
が近年激減した反面，非吸収N量の多い野菜
等の栽培面積が増加して，作物生産にともな
うN負荷が増加したことがうかがえる。
現在家畜排泄総N量は耕地面積当たり 150
kg/ha に達している。この値は土壌生産力の
長期維持の視点からみた耕地の受入容量を超
えており，ふん尿が貴重な養分といえる時代
ではない。しかし，排泄物からアンモニア揮
散N量を除くと，耕地の受入容量の範囲に収
まる。それ故，家畜ふんの堆肥化と流通促進
が重要となる。だが，7県は受入容量の 1.5 倍
以上のふん尿N（揮散Nを除く）を排出して
おり，堆肥化以外の方策も必要であろう。
統計から計算すると，全国平均で全排泄N
の 33%が堆肥化されていると推定される。耕
種農家の利用している家畜ふん堆肥の 80%は
牛ふん堆肥であり，豚や鶏の堆肥は主に家庭
園芸等の他用途利用されている。そして，排
泄N全体の 50%が飼料作物生産用や野積み，
素堀投棄などを含め，畜産農家の土地に還元
されていると推定される。
２．余剰Nの地下水汚染リスク
畜産農家の土地に還元されたふん尿Nから
飼料作物地上部に吸収されたNを差し引いた

値を，家畜生産にともなう余剰Nとした。そ
して，作物および家畜生産にともなう余剰N
と，農林業センサスデータとを用いて，一部
市町村について余剰N総量を当該地域の総面
積で除した値を計算した。この値は利用可能
な水質データの公表されている市町村の地下
水の硝酸性窒素濃度と有意の相関を示し，地
下水汚染のリスク指標といえる。
都道府県の全面積当たりの作物生産と家畜
生産にともなう負荷Nを計算すると，作物生
産よりも家畜生産にともなう負荷Nの方が大
きく，特に家畜生産の活発な７つの県では，
両者の合計値が 15 kg/ha を超えると計算さ
れ，負荷を減らす努力が必要であろう。
３．今後の方向
作物生産による余剰N削減のために，施肥
基準の一層の見直し，土壌診断の普及，N利
用効率の高い施肥技術の普及等が必要である。
岐阜県各務原市の事例は肥料利用効率を高め
て施肥量を削減し，地下水水質を改善した好
事例である。地下水汚染防止のために，野菜
跡の畑に冬作物を栽培し，養分を回収するこ
とが必要であり，畑での冬作物生産助長が望
まれる。また，家畜生産による余剰N削減の
ために，堆肥利用を促進する一方，畜産サイ
ド自らが，稲発酵粗飼料用水稲の栽培拡大，
既往の飼料作物の単収向上等，農地のふん尿
受容量力を高める努力が必要である。また，
真の有機農業定着のために，有機畜産を助長
して有機の物質循環の構築が必要である。
米国は高度侵食耕地では土壌保全的農業行
為の遵守を，連邦政府補助金の受給資格にし
ている。今後日本でも経済措置を余剰N削減
技術普及のために導入することが望まれる。
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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 

足立恭一郎
食農同源
――腐蝕する食と農への処方箋――

同左（コモンズ） 2003. 9

〃 （書評）高松修「有機農業の思想と技術」 農林業問題研究 39（2） 2003. 9

市田（岩田）知子
国産牛肉「トレーサビリティ・システム」
の現状と問題点

生協総研レポート 40 2003. 7

〃　　（共著）
ドイツの有畜農業（1）
――ブドウ農家と農家民宿を訪れて――

畜産の研究 57（7） 2003. 7

〃　　 CAP改革のデカップリング 週刊農林 1862 2003. 8

〃　　（共著）
ドイツの有畜農業（2）
――ブドウ農家と農家民宿を訪れて――

畜産の研究 57（8） 2003. 8

嘉田良平
米生産調整対策の評価と政策見直しに関す
る検討

農林水産政策研究所レビュー 9 2003. 9

香月敏孝（共著）
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
を中心に――

行政対応特別研究［果実］プロジェ
クト研究資料 1

2003. 8

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 2）

酪農乳業情報センター
（http://www.ndic.jp/comment/
8d863s0000008fp6.html）

2003. 8

篠原　孝

〃

21 世紀の都市・農村交流
――向村離都の時代――

いきいき　いのち 4（3） 2003. 7

〃

運搬エネルギーで見ると…輸入大国　環境
に負荷

朝日新聞７月 21 日 2003. 7

〃

町のまんなかに川がある
――水辺のアヤメの復活を――

長野県土地改良のしるべ 596 2003. 7

〃

「水と食と農」大臣会合勧告の舞台裏 農業土木学会誌 171（7） 2003. 7

Produce Locally, Consume Locally and
Produce, Seasonally, Consume Seasonally

Farming Japan 37（4） 2003. 8

〃
里地・里山のやすらぎ――長野県が長寿全
国一の意外な（？）理由――

長野県土地改良のしるべ 597 2003. 8

〃 シンポジウム「食と農」食糧基地の未来考
える 北海道新聞８月 26 日 2003. 8

〃 棚田学会第４回シンポジウム「棚田を活かす」 日本の原風景・棚田４ 2003. 8
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研究員名 表　　　題 発表誌，巻・号 発表年月

〃
持続の文明――回帰という選択――食の寄生
から地産地消

東京新聞９月 13 日 2003. 9

篠原　孝
農山漁村の明るい未来のために（記念講演
要旨）

都市農村交流 38 2003. 8

鈴村源太郎 農業経営管理協会による意志決定支援
農業経営管理論――アメリカの実践的農
業経営マニュアル――（農林統計協会）

2003. 7

双喜（共著） 内蒙古草原荒漠化問題及其防止対策研究 同左（内蒙古大学出版社） 2002.12

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――

農林水産政策研究所レビュー 9 2003. 9

中道仁美 （翻訳）コミュニティの新しい展望
『ビヨンド・ジェンダー――仕事と家
族の新しい政治学――』（青木書店）

2003. 7

〃 普及改革と地方自治 技術と普及 40（9） 2003. 9

橋詰　登
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――

農林水産政策研究所レビュー 9 2003. 9

藤栄　剛 Eco-Friendly Farming in Japan Farming Japan 37（4） 2003. 8

水野正己 戦後日本の農村社会開発における生活改善 開発学研究 14（1） 2003. 7

薬師寺哲郎 農水産物，食料品の流通コストを考える
FS ニューズ・レター 21（日本フー
ドシステム学会）

2003. 8

〃　　 自主流通米の価格形成とその評価 農林水産政策研究所レビュー 9 2003. 9

〃　　
自主流通米の「価格と流通」を振り返る
――今後の米流通に向けて――

農産物検査とくほん 148 2003. 9

吉井邦恒・吉田泰治・
勝又健太郎

食料・農業・農村政策の体系化と政策評価
――農林水産省の政策評価とその見直しのた
めの試案――

公共政策の決定に伴う多元的総合評
価システムの構築に関する学際的基
礎研究（平成 14 年度科学研究費補
助金（B）（2）研究成果中間報告書）

2003. 7

柳　京煕 新しい地方農政への模索 韓国農政研究センター夏季号 2003. 8

吉田泰治 日本の第１次産業統計 20 世紀の奇跡（溝口敏行他編，日
本統計協会） 2003. 8

吉井邦恒
アメリカ・カナダの農業経営安定対策をめ
ぐる最近の動向

月刊NOSAI 55（8） 2003. 8

〃
保険方式および積立方式に関するシミュレ
ーション分析 月刊NOSAI 55（9） 2003. 9

吉田泰治（共著） 症例・対照研究

牛海綿状脳症（BSE）の感染経路の
調査について（農林水産省消費・安
全局「牛海綿状脳症（BSE）に関す
る技術委員会，BSE 疫学検討チー
ム」，http://www.maff.go.jp/soshiki/
seisan/eisei/bse/ekigaku.pdf）

2003. 9

双喜
内蒙古西部地域におけるカシミア生産と草
原環境問題

農業経営研究 41（2） 2003. 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

足立恭一郎
ムダな農薬をかけていないか――カメムシ
防除と米検査制度について考える――

大潟村環境創造 21 学習会（大潟村
環境創造 21）

2003. 8. 9

木下順子　ほか

Agricultural Impacts of Biotechnology and
Consumer Health Concerns on Farm Markets
and Structure : A Pre-Approval Evaluation
of rbST in Japan

the 7th ICABR (International Con-
sortium on Agricultural Bio-
technology Research ) International
Conference, Ravello, Italy

2003. 7. 1

〃　 韓国の環境支払制度について
各国の環境支払制度に関する勉強会
（大臣官房環境政策課）

2003. 9.24

井上荘太朗・

上林篤幸
国際農産物需給モデルと資源問題 第 39 回東北農業経済学会山形大会 2003. 8.26

佐藤孝一 農産物直売所利用者の特徴とコスト問題
第 39 回東北農業経済学会山形大会
個別報告

2003. 8.26

篠原　孝
これでいいのか日本の食糧「農的循環社会
への道――地産地消・旬産旬消――」

春の講座「これでいいのか日本の食
糧」（箕面市教育委員会）

2003. 7. 5

〃　
食はどうなっているのか
――地産地消・旬産旬消の勧め――

PARC自由学校講義 2003. 7.12

〃　 WTO農業交渉と私達の暮らし
WTO農業交渉に関するシンポジウム
（北海道農業共同組合中央会，食農環
境研究普及センター，北海道新聞）

2003. 8.22

〃　 これからの農業・農村政策の方向 明日の長野県農業を語る会 2003. 8.23

〃　 日本の農業と水需要の今後の展望
JAPIC 講演会（日本プロジェクト
産業協議会）

2003. 9.11

双喜
中国内蒙古における草原砂漠化の要因と抑
制策

中国農業科学院農業経済研究所学術
講演会

2003. 8. 6

中道仁美
変革時代の直売所とマーケティング――売上
をのばすための直売所のあり方――

千葉県農業改良普及委員研修（千葉
県農林水産部農業改良課）

2003. 7.17

中道仁美　ほか
Farmers’ Response to the Policy on Less
Favored Areas

20th Biennial Conference 2003,
Work, Leisure and Development in
Rural Europe Today (European
Society for Rural Sociology)

2003. 8.21

橋詰　登
地域活性化の指標体系化と農山村自治体の
活力診断

日本地域政策学会第２回全国研究大
会個別報告

2003. 7. 5

林　岳　ほか 勘定体系による公共事業の総合評価 日本計画行政学会第 26 回大会 2003. 9. 20

〃　
環境経済統合勘定による農林業の環境便益
と環境負荷の評価

環境経済・政策学会 2003 年大会 2003. 9. 27

薬師寺哲郎 自主流通米の価格形成とその評価 農林水産省政策評価会 2003. 6. 30

矢部光保 CVMの基本的調査方法 中央大学公開研究会 2003. 6. 21

〃　 Environmental Cost and Benefit Analysis JICA 水資源開発研修 2003. 7. 7

〃　

Consumer Preferences and Attitudes for
GM Foods: Estimating the Social Welfare of
GM Labeling and Investigating the
Importance of Preference Heterogeneity

the 7th ICABR (International
Consortium on Agricultural Bio-
technology Research) International
Conference, Ravello, Italy

2003. 7. 1
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講　演　者 演　　　題 講　演　会　名 発表年月日

矢部光保　ほか
食の安心と環境意識の経済分析――選択実験
における選択外オプションと顕示選好デー
タの影響評価――

環境経済政策学会 2003. 9.27

矢部光保　 CVMの最近の議論と研究動向 中央大学公開研究会 2003. 7. 12

〃　
アメリカ・カナダの農業保険の現状と将来
方向

平成 15 年度農林水産省委託（第 39
期）幹部職員養成講習会（全国農業
共済協会）

2003. 8. 6

〃　
アメリカ・カナダの農業保険と現状・将来方
向――わが国のNOSAI を考えるために――

平成 15 年度農林水産省委託（第 40
期）幹部職員養成講習会（全国農業
共済協会）

2003. 9. 2

吉井邦恒 政策評価と経営管理について
平成 15 年度農林水産省委託（第 16
期）組合等経営指導者養成研修会
（全国農業共済協会）

2003. 7. 7

■平成 16 年度農林水産政策研究所・依頼研究員募集

１．依頼研究員制度の概要
依頼研究員制度：依頼研究員制度とは,「農林水産政策研究所依頼研究員受入れ規程（平成 13 年 3

月 30 日農林水産省告示第 501 号（一部改正　平成 13 年５月 30 日農林水産省告示第 728 号））」に
基づいて，都道府県，市町村，大学，その他農林水産業に係る試験研究を行う法人の依頼により研
究員を農林水産政策研究所が受け入れる制度です。研究員は，農林水産政策研究所の施設を使って
必要な指導を受けながら研究を行います。これにより，研究員の高度な知識の習得を図り，研究能
力の向上を目指すものです。
受入対象者：原則として研究歴は問いません。詳細に関しては，表をご覧ください。

２．申請の手続き
受入れを希望する研究室名を明記したもの，履歴書（市販のもの），研究計画書（Ａ４用紙 2枚以

内，様式自由。いままでの研究内容と受入後の研究計画を記載）を 1月 30 日必着にて，当研究所研
究交流科まで郵送ください。受入の可否（内定）に関しては，担当研究室が審査の上，研究交流科
から 2月 27 日までにお知らせいたします。
内定者は，所定の申請書により本申請を行います（3月 15 日締切り）。
農林水産大臣の承認後に，受入れ契約を締結します。また所要の額を国庫納入します。
これら手続きの詳細に関しては，内定決定後に個々にお知らせします。

平成 16 年度受入体制

連絡先：企画連絡室研究交流科
電話 03-3910-3946（代表）
e-mail: www@primaff.affrc.go.jp

受入研究室名
評価・食料政策部
フードシステム研究室

地域振興政策部
経営構造研究室

国際政策部
国際関係研究室

受入できる試験研究課題名
農業を中心とした地域産業に関する時系列統
計データの分析及び関連政策の再評価

農地利用の調整方式に関する研究

海外諸国における組換え農産物についての政
策動向に関する研究

受入期間

1カ月

3カ月

6カ月

受入人数

1人

1人

1人

受入時期

16.08.1 ～ 16.08.31

16.10.1 ～ 16.12.28 

16.10.1 ～ 17.03.31
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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

第４号（2003.10） 井上荘太朗
国際穀物需給の長期予測と耕地および灌漑地の利用可能性 ………………… 上林　篤幸

明石光一郎
鬼木　俊次

農村演劇運動の思想的系譜と展開過程 ………………………………………… 相川　良彦

第５号（2003.12）
Assessing the Impacts of Alternative‘Opt-out’Formats in Ａ.コントレオン
Choice Experiment Studies ……………………………………………………矢部　光保

食料の総輸入量・距離（フード・マイレージ）とその環境に及ぼす
負荷に関する考察 ……………………………………………………………… 中田　哲也

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
第３号（2003.10）
CIS 農業改革研究序説 …………………………………………………………… 野部　公一
第４号（2003.11）
遺伝子組換え作物と穀物フードシステムの新展開 …………………………… 立川　雅司

農林水産政策研究成果情報
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）
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