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巻頭言

　われわれ人類の真の願いは，何時の時代にも何処
でも誰もが「こころ豊かな健康」を維持し続けるこ
とにある。このことを否定する人は誰もいまい。こ
の世界に存在する科学や哲学や宗教は時空を越え，
なべて「こころ豊かな健康」であるための真理を求
め続けている。弾むような笑顔にみられる幼児の健
康は，その子どもたちの体が健全な食物と良好な環
境に依存していることに疑う余地はない。
　では，現実の日々の生活のなかで健康とは何であ
ろうか。世界保健機関（WHO）は「健康」を次の
ように定義している。「健康とは，完全に，身体，
精神，および社会的によい（安寧な）状態であるこ
とを意味し，単に病気でないとか，虚弱でないとい
うことではない」。ここでの精神の訳は，英語のメ
ンタル（mental：精神の，心的な，知的な）に相
当する。
　しかし，世界保健機関は1999年の総会で新たに

「健康」の定義を以下のように提案し，その内容を
ほぼ十年にわたって議論した。それには新たに，ス
ピリチュアル（spiritual：精神的な，霊的な，心の）
と動的な（dynamic）という言葉が加わっている。
すなわち，「健康とは，完全に，身体，精神，スピ
リチュアルおよび社会的によい（安寧な）動的な状
態であることを意味し，単に病気でないとか，虚弱
でないということではない」。この定義が決着する
には，恐らくあらゆる分野の人びとによる長くて深
い議論が必要であろう。スピリチュアルという語の
内容は，数ある宗教の教えに深く関わっているから
である。
　20世紀とは一体どんな世紀であったのか。恐ら
く，科学技術の大発展とそれに付随した成長の魔力
に取り憑かれた世紀といえるのではないか。ここで
いう成長とは，あらゆる意味での物的な拡大を意味
する。このような成長を支える科学技術は，わずか
百年前にはじまり，その後肥大・拡大し巨大な潮流
となり20世紀後半と21世紀前半を駆け抜けた。こ
の潮流の中で，われわれはものを豊かに造り，そ

の便利さを享受するとと
もに，この技術を活用し
宗教や政治や主義にから
む多くの戦争を行ってき
た。科学技術こそが経済
成長や豊潤な生活に不可
欠だという考え方が，今
なお世界を鷲づかみにし
ている。
　これらは「技術知」が
なす業である。それが文
明の発達を促した。「技術知」は目的と手段を定め
たうえで地球の資源を活用し，平面的な方向に新し
い技術を開発していく。「技術知」に対して，人類
が長い時間を通して生活の場から観察し，獲得して
きた智恵がある。「生態知」または「経験知」とも
呼べる。「生態知」は「技術知」を生活の場から深
く掘り下げるため，思考や研究が垂直方向に高揚・
深化し，文化の進展をもたらした。
　20世紀に得られた「技術知」は，温暖化やオゾン
層などに代表される地球環境問題を起こした。しか
るに，文明を発展させ環境を守るために「技術知」
は不要か。そうではない。「技術知」も「生態知」
も人間の叡智が生み出した貴重な財産である。今，
われわれが必要としているのは，これらを融合する

「統合知」ともいえる知を創出することである。こ
のことは，いま農水省の六次産業（生産・加工・流
通・販売）構想や医福食農連携事業，北里大学や当
研究所で行われている農医連携構想に現れている。
　今後，農医連携や医福食農連携をさらに深化させ
るためには，冒頭に述べたスピリチュアルの概念・
健康・癒し・環境保全・生きがいづくり・教育・景
域などが，これらの連携構想に加算されなければな
らない。農は六次産業を越えた七次産業に発展しな
ければならない。いや，農は本来そのような役割を
担っていたのである。われわれはその役割を置き忘
れてきたに過ぎない。

豊かな健康：健体康心を求めて
－統合知と七次産業－

（公財）農業環境健康研究所副理事長・北里大学名誉教授　陽　捷行
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研 究 成 果

東日本大震災における食品製造業の被害状況と復旧対応
－専門紙からみた被災実態・被災への対応と操業停止期間の計量分析－

元農林水産政策研究所研究員　鎌田　譲

１．はじめに
　東日本大震災では，東北地方や関東地方の食品製
造業が大きな被害を受け，これらの地域の食料供給
量が一時的に低下しました。2011年３月には，食
料品・たばこ類の前月比の生産量は，東北地方は
-36.6％，関東地方では-14.3％低下しました。現在の
食料供給体制に，災害に対する脆弱性があるのでは
ないかとの問題意識から，東日本大震災における食
品製造業の被災，復旧，対応の分析を行いました。
資料として，各業界の被災状況がメーカーの工場単
位で網羅的に記載された専門紙の情報と大手食品
メーカー20社のヒアリング調査結果を用いました。

２．食品製造業の被災状況
　食品製造業の被害は，東北太平洋側，北関東，南
関東の工場に集中していました（第１図）。業種別
では，水産加工業が最も多く，次いで乳製品製造業，
大豆加工業，調味料製造業が多くなっています。
　各被害の発生頻度をみますと，最も多かったのが
間接被害であるライフラインの停止，次に直接被害
である建物・設備損壊，さらに間接被害である原材
料の不足・入手困難，物流障害，包装資材の不足・
入手困難の順に多く発生していました（第１表）。
　ヒアリング結果も踏まえますと，直接被害では，
水産加工業が港湾部に立地していたため浸水被害が
大きくなりました。地震の揺れの被害は，北関東や
南関東の工業団地に工場の多かった乳製品製造業，
大豆加工業，菓子類製造業が多くなっています。こ
れら被害は食品製造主体を損なうものでした。
　間接被害では，サプライチェーンの被害の影響が
如実に現れます。乳製品製造業では，計画停電によ
る搾乳機や貯蔵タンクの使用困難，ガソリン不足に
よる集乳困難，日立港閉鎖による北海道からの原料
乳の輸送停止，原発事故による一部地域の原料乳の
出荷規制が発生しました。米穀卸売業では，物流障
害による東北地方からの米調達困難が発生しました。
　主原材料メーカーの被害はサプライチェーン全体
に影響を及ぼしました。
　パン製造業ではパンに詰めるクリームや生地
に練り込む油脂原材料が，茨城県の原材料メー

カーの被災により不足し，一部のパン製品の供給停
止が起きました。醤油メーカーやカップ麺メーカー
では，東北地方の水産加工業の被災によって，水産
物由来のエキスが入手停止になり，製造に大きな支

●：直接被害または
　　直接・間接被害
□：間接被害のみ

第１図　被害が確認された工場

被害の種類 被害工場数 割合（％）
直接被害
　① 建物・設備損壊 231 43.2

(a)被害甚大 42 7.9
　(ⅰ)うち浸水 38 7.1
(b)部分的被害 189 35.3
　(ⅰ)うち浸水 34 6.4

　② 倉庫損壊 79 14.8
間接被害
　③ 原材料不足・入手困難 175 32.7
　④ 包装資材不足・入手困難 168 31.4
　⑤ ライフライン停止 255 47.7

(a)設備損傷停電 74 13.8
(b)計画停電 162 30.3
(c)断水 57 10.7
(d)重油不足 40 7.5

　⑥ 物流障害 171 32.0
(a)ガソリン不足 71 13.3

被害を受けた工場数の合計 535 100.0

第１表　種類別の被害状況
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障を来たしました。
　食品製造業は，競争でしのぎを削る中で，製品差
別化により原材料が特定の規格を持ち，多種類の副
原材料を用いるようになりました。このため仕入
先も少数の特定の仕入先に限定され代替企業はな
くなり，多くの企業では１社購買にまでなっていま
す。しかも，原材料の供給は，例えばパンのクリー
ム・油脂，水産物由来のエキスに見られるように一
次，二次サプライヤーという様に多段階になってい
るのです。この様な食料サプライチェーンの被災と
機能停止により，災害時の重要な物資であるパンや
カップ麺の製造が東日本では一部停止し，潜在的な
食料供給危機に直面していたのです。
　他の間接被害として，包装資材の不足も多くの業
種で見られ，茨城県鹿島地区の資材原料メーカーの
被災によるビニール，プラスチック類の製造停止，
紙パックメーカーの被災，ペットボトルのキャップ
メーカーの被災による各包材の不足が深刻でした。
これは資材及び資材原料メーカーが震源に近い茨城
県に多く立地しておりかつ高度寡占的な構造により
調達先の代替ができなかったためです。乳牛メー
カーでは，紙パックと充填機がセットになっている
ため，パックメーカーの被災により，３月下旬まで
在庫の紙パックしか使用できず牛乳の供給を制限せ
ざるを得ませんでした。その他工業原材料の入手停
止による食料品製造上の困難も発生し，計画停電の
影響はヨーグルトの発酵過程にも影響しました。
　このほか，物流上の被害が，物流拠点で甚大に発
生しました。倉庫損壊は，立体自動倉庫の被害が多
くの業種で確認され原材料や製品在庫に大きな被害
を与えました。大手調味料メーカーでは関東にある
巨大な高度技術を駆使したマザーセンターが揺れの
被害を受け，当メーカーのみならず，多くの拠点
利用メーカーにも多大な影響を与えました。その他，
港湾荷揚げ施設，道路寸断・通行規制，輸送船舶の停
止にも被害が見られ，食料供給に危機を与えました。
　これら一連の被害とは別にして，原発事故による
放射性物質拡散も起き食料の安全性不安，原材料調
達の支障が生じました。

３．復旧対応と操業停止期間
　復旧対応としては時間が迫られる中で，商品の絞
り込み，西日本などへの生産移管，在庫利用，稼働
時間帯の変更，原材料・包装資材の変更，仕入先代
替，包装資材の標準化，物流ルートの変更などの措
置が取られました（第２表）。企業としての早期復
旧とともに，食料供給の早期再開，東日本における
緊急食料の需要，食料不安による需要急増に対応す
る必要がありましたが，復旧対応は容易ではありま

せんでした。
　食料供給が途絶する日数である操業停止期間は，
１週間以上が５割，３週間以上が３割で食料供給力
の低下は小さくありませんでした。その決定要因を
計量分析すると，直接被害の影響が大きく，建物・
設備損壊，浸水，設備損傷停電により停止期間は長
くなり，商品絞込により短くなっていました。

 

４．今後の対応について

　以上を踏まえて，第一に，工場，物流拠点，ライ
フラインの建物・設備への直接被害への耐震化等の
対策，BCP（注）による代替拠点の想定が必要と考え
られます。
　第二に，慣行の１社購買を重要な原材料に関して
２社購買への変更の検討，多段階の原材料メーカー
との情報共有体制の構築，包装資材の汎用化または
備蓄，輸送手段・ルートの確保が必要と考えられます。
　第三に，企業の枠を超えた復旧です。災害時企業は
他社の状況はよく知りませんが，食料供給者であるこ
とから，緊急時には利益を第二として他社と連携した
早期復旧や食料供給対応も必要と考えます。そこでは
流通業，小売業も連携する必要があるでしょうし，緊
急必要食料の把握やメーカーへの指示，業界間の調整，
国民への情報提示を行う政府の存在も不可欠で，各主
体間の事前の調整が必要と考えます。

（注） BCPとは，企業が災害等によって事業を停止したとき，す
ぐに再開するための計画のことで，事業継続計画（business 
continuity plan）の略。

※本成果の詳細は以下をご覧ください。
［1］鎌田譲「東日本大震災における食品製造業の被害状況と復

旧対応―専門紙からみた被災実態・被災への対応と操業停
止期間の計量分析―」，『農林水産政策研究』，No.22，pp.1-
31，2014年７月。

（http://www.maff.go.jp/primaff/koho/seika/seisaku/pdf/sei-
sakukenkyu2014-22-1.pdf）

復旧対応 工場数 割合（％）

生
産
面

①生産移管 95 17.8
②増産 50 9.3
③稼働時間変更 34 6.4
④原材料変更 27 5.0
　(a)原材料仕入先の変更 19 3.6
　(b)原材料の変更代替 8 1.5
⑤包装資材変更 24 4.5
　(a)包装資材の標準化 14 2.6
　(b)包装資材の変更代替 10 1.9
　(c)包装資材仕入先の変更 1 0.2
⑥自家発電 20 3.7

商
品
・
流
通
面

⑦商品絞込 109 20.4
⑧在庫利用 54 10.1
⑨物流変更 18 3.4
　(a)陸揚げ港の変更 2 0.4
　(b)輸送ルートの変更 14 2.6
　(c)物流拠点の変更 3 0.6
　(d)販売先・販売チャネルの選別 2 0.4

被害を受けた工場数 535 100.0

第２表　復旧対応
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TBT協定をめぐる最近の判例の動向TBT協定をめぐる最近の判例の動向

　国際貿易を規律するWTOの協定の１つに，TBT
協定というものがあります。TBT協定は，「貿易の
技術的障害に関する協定（Agreement on Technical 
Barriers to Trade）」というのが正式名称で，いわ
ゆる非関税障壁として各国の定める産品の規格や基
準が貿易の障害となることを防ぐために作成された
協定です。TBT協定については，これまであまり
関連する紛争が起きていませんでしたが，2012年に
相次いで３つの紛争についてWTOの判断が出され
ました。これらは，我が国の食品・農産物に関する
表示制度を含む規格・基準のあり方にも大いに関係
してくると思われます。本稿では，これらの紛争の
概略及び紛争解決手続で行われたTBT協定の解釈
について解説します。

TBT協定をめぐる３つの貿易紛争
　まずはじめに2008年10月に提起されたのが，米
国・マグロラベリング事件⑴です。これは，GATT
時代に米国とメキシコの間で問題となったいわゆる
ツナ・ドルフィンケースに関連するものであり，メ
キシコが米国の「ドルフィン・セーフ」ラベルを問
題としてそのTBT協定違反を訴えたものです。米
国では，イルカを殺傷することなく捕獲されたマグ
ロ・マグロ製品に対して「ドルフィン・セーフ」と
いうラベルを添付できる制度となっていますが，メ
キシコ漁業者が主に使用している巾着網を利用して
捕獲されたマグロについてはイルカへの影響にかか
わらずラベルが添付できないことになっていました。
メキシコはこうしたメキシコ産マグロを差別する措
置はTBT協定違反であるとして訴えました。
　次に2008年12月に提起されたのが米国・COOL
事件⑵です。これは，米国において導入された義務
的な原産地表示制度（Country of Origin Labeling）
がTBT協定違反であるとして，メキシコとカナダ
がそれぞれ訴えたものです。米国は，2008年に制定
した法律に基づきさまざまな食品について小売り段
階での原産地表示を義務付けていましたが，その中
で，メキシコとカナダは食肉（牛肉・豚肉）につい
てのラベリングを問題として，メキシコ産やカナダ
産の牛肉・豚肉を差別する措置だとして訴えました。
　三番目が，2010年４月に提起された米国・丁子
タバコ輸入規制事件⑶です。この事件では，米国が

　　　　　　　　　　　農林水産政策研究所　藤岡　典夫　京極（田部）智子

2009年制定の法律に基づきメンソール以外の香り付
タバコの輸入・販売を禁止したことについて，香り
付タバコの一種である丁子タバコの輸出国であるイ
ンドネシアが訴えたものです。なお，パネル・上級
委員会の判断は，これら３つの事件のうち，丁子タ
バコ輸入規制事件について最初に出されています。

TBT協定の主要規定とその解釈
　これら３つの事件では，TBT協定の主要規定で
ある，①「強制規格」の定義，②2.1条，③2.2条，
等について解釈が出されました。次に，これらの主
要規定の概要と３つの事件においてパネル・上級委
員会がどのような解釈を行ったかについてみていく
ことにします。

　①　「強制規格」とは
　強制規格の定義は，TBT協定附属書１パラ１に
規定されており，①産品の特性を，積極的に，又は，
消極的に規定する文書であって，②対象産品又は産
品グループが識別可能で，③その遵守が義務的なも
の，とされています。後述の2.1，2.2条は強制規格
にのみ適用されることから，米国・マグロラベリン
グ事件では，「ドルフィン・セーフ」ラベルが「強
制規格」なのか「任意規格」なのかが問題となりま
した。パネルの多数は，①マグロ製品という識別可
能な産品グループに適用され，②ラベルによる表示
に関する要件を定めており，③「ドルフィン・セー
フ」というラベリングを添付して米国市場で販売す
る際の義務的な要件であることから，その遵守は
義務的であり「強制規格」と判断しましたが⑷，こ
れには個別意見が付けられています。個別意見で
は，ラベルの有無にかかわらず市場で「ドルフィ
ン・セーフ」ではないマグロ製品も販売できるのだ
から，強制規格ではないとの意見が出されました⑸。
GATT期におけるツナ・ドルフィンケースでもラベ
リングは強制規格ではないと判断されていましたし，
個別意見の言うとおり，これは「強制規格」ではな
いという見方もできると考えられます⑹。

　②　TBT協定第2.1条：「同種の産品」と「不利な
待遇」

　TBT協定第2.1条は，最恵国待遇と内国民待遇義務
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を規定しており，①「強制規格」であり，②「同種
の産品」である輸入品について，③国産品よりも「不
利な待遇」を与えている場合に，違反となります。
　「同種の産品」かどうかについては，ガット第３
条４項で，①産品の物理的特性，②産品の特定の市
場における最終用途，③消費者の嗜好・習慣，④関
税分類，に照らしてケースバイケースで判断すると
されていますが，TBT協定においても基本的には
この判断基準に基づいて同種性が判断されました⑺。
　次に，輸入品に対し「不利な待遇」を与えてい
るかどうかについては，ガット第３条４項の解釈
を参照しつつ，2.1条は「法律上または事実上の差
別」を禁止するものだが，正当な規制上の区別(a 
legitimate regulatory distinction)から生じる輸入品
への悪影響までも禁止するものではなく，その悪影
響が正当な規制上の区別から生じているかどうかを，
事例の特定の状況，すなわち，問題となる強制規格
の企図，設計，明らかになった構造，運用及び適用
(the design, architecture, revealing structure, op-
eration, and application of the technical regulation 
at issue)，特に，当該措置が公平なものかどうか
(whether that technical regulation is even-handed)
について検討する必要があるとされました⑻。なお，
TBT協定第2.1条については，３事件においてすべ
てその違反が認定されています。

　③　TBT協定第2.2条：「正当な目的」と「より貿
易制限的でない措置」

　TBT協定第2.2条では，「強制規格は，正当な目的
が達成できないことによって生ずる危険性を考慮し
た上で，正当な目的達成のために必要である以上に
貿易制限的であってはならない」とした上で，正当
な目的について，「国家の安全保障上の必要，詐欺
的な行為の防止及び人の健康若しくは安全の保護，
動物若しくは植物の生命若しくは健康の保護又は環
境の保全」と，例示的に列挙しています。本条項に
ついては，まず，①正当な目的に当たるかどうか，
が判断されたうえで，必要である以上に貿易制限的
かどうかについて，②措置が正当な目的に貢献する
度合い，③措置の貿易制限性，④目的が達成できな
いことによって生じる危険の重大性，を検討したう
えで，提示される代替措置について比較することと
されました⑼。COOL事件においては，「消費者に情
報を提供する」という原産地表示制度の目的が「正
当な目的」にあたるとされました⑽。なお，３事件
においてはすべて2.2条違反は認められていません。

おわりに
　TBT協定が問題とされた事件についてのパネル・

上級委員会の判断からは，以下の点が重要です。ま
ず，2.1条での「不利な待遇」の判断については，「輸
入品の競争条件に悪影響を与える修正」があったか
どうかだけではなく，その悪影響が「正当な規制上
の区別から生じているかどうか，特に，問題とされ
る措置が公平なものかどうか」という観点から審査
するという，新たな判断基準が導入されていること
です。これによれば，輸入品に対する差別があった
としても，それが「正当な規制上の区別」であれば
認められることになります。次に，2.2条における

「正当な目的」の範囲についてです。そもそも2.2条
に挙げられている事項は限定列挙ではないので，さ
まざまな政策目的が「正当」と判断されうるわけで
すが，消費者とのコミュニケーションが重要視され
る現代において，COOL事件において，消費者への
情報提供が正当な目的として明確に認められたこと
には大きな意義があると言えます。また，2.2条に
ついては，いずれの事件においても違反が認定され
ていないことから，「正当な目的」を持つ政策を実
行するという加盟国の意思が相当程度尊重されてい
ることがうかがわれます。
　なお，本稿で見てきた３つの事件について米国は
WTOからの是正勧告を受けて制度改正を行ったも
のの，うち２つについては原申立国がそれを不服と
して履行確認手続に訴えており，どのような判断が
出されるのかが注目されます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
注⑴　United States – Measures Concerning the Importation,  

Marketing and Sale of Tuna Products （DS381）.
　⑵　United States – Certain Country Origin Labelling 

（COOL） Requirements （DS394）.
　⑶　United States – Measures Affecting the Production and 

Sale of Clove Cigarettes （DS406）.
　⑷　マグロラベリングパネルpara. 7.111。
　⑸　同para. 7.150。
　⑹　同旨，内記（2012，71-72頁），Mavroidis （2013, 522-523）。
　⑺　丁子タバコパネルparas. 7.148以下。メンソール入りタバ

コと丁子タバコとは「同種の産品」であると判断した。
　⑻　丁子タバコ上級委para. 182。
　⑼　マグロラベリング上級委para. 322。
　⑽　COOLパネルparas. 7.636-7.651。

【参考文献】
内記香子（2012）｢WTO法と加盟国の非経済的規制主権―

GATT，SPS協定，TBT協定による新秩序｣日本国際経済法
学会編『国際経済法講座Ⅰ　通商・投資・競争』，法律文化社。

Mavroidis, Petros (2013) “Driftin’ too far from shore – Why 
the test for compliance with the TBT Agreement devel-
oped by the WTO Appellate Body is wrong and what 
should the AB have done instead,” World Trade Review 
12 (3).
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オーストラリア農業の将来性と課題オーストラリア農業の将来性と課題

１．はじめに
　日豪EPAが７月に両国の首相によって署名され，
近く発効すると見込まれる中で，日本国内における
オーストラリア農業への関心も高まっているものと
思われます。豪州農業・農政の基本的事項について
は「カントリーレポート」が詳しいので，ここでは，
オーストラリア国内での最近の報道等を踏まえて，
オーストラリア農業の将来性と課題を概観してみた
いと思います。

２．オーストラリア農業の将来性
（１）オーストラリアは人口が約2,300万人と国内市
場が小さいことから，国内で生産される農産物の
65％を輸出しています。品目別に見ると，小麦で
78％，大麦で69％，米で46％，牛肉で65％，羊肉で
58％，乳製品で44％，砂糖で72％，果実で17％，野
菜で11％等となっています⑴。

（２）このようにオーストラリア農業は輸出に大き
く依存していますが，特に昨年秋の政権交代後，中
国を中心とするアジア新興国において中間層が急速
に拡大していること，また，他の農産物輸出国と
比べてオーストラリアが地理的にアジア新興国に
近接していることから，オーストラリア産農産物
のこれらアジア新興国市場への輸出の拡大に期待
が集まっており，オーストラリアはアジアのフー
ド・ボウル（food bowl）になれる（なるべき）と
の議論が盛んです⑵。そして，実際にアジア新興国
に対する輸出は増加しています。牛肉で見ると，中
国に対する輸出は2011/2012年には8,000トンであっ
たが，2012/2013年には92,000トン，2013/2014年に
は160,000トンと驚異的な伸びを見せており，東南
アジアに対する輸出も着実に伸びています⑶。また，
2009年には日本，米国，韓国という３大輸出市場に
対する輸出が全体の78％を占めていたのが，2013年
にはその割合が59％に低下し，その分，中国，東南
アジアといった新興国市場への輸出が拡大していま
す⑷。

（３）オーストラリア産農産物の輸出に関しては，
アジア主要国とのFTA/EPAの締結が推進力になる

　　　　　　　　　　　　　在オーストラリア日本国大使館　参事官　山口　博之

と見られています。昨年秋に政権を獲得した保守連
合トニー・アボット首相は，早くから本年末までに
日本，韓国，中国とのFTA/EPAを締結すると述べ
ており，実際に４月には韓国との間のFTAに，７
月には日本との間のEPAに署名しています。また，
中国との間のFTAについては，11月のG20首脳会合
のためにオーストラリアを訪問する習近平中国国家
主席との間で何らかの合意を発表できるよう精力
的に交渉が行われています。更に，中国とのFTA
が一段落すれば，インドやインドネシアとの間の
FTAの締結も議題に上ると思われます。

（４）オーストラリア農業の将来性を見込んでの海
外または国内他分野からの投資も紙面を賑わせてい
ます。昨年末から今年初めにかけて続いた有力乳
製品メーカーであるワーナンブール社（Warrnam-
bool Cheese and Butter）のベガ・チーズ社（Bega 
Cheese），マレー・ゴールバーン社（Murray Goul-
burn）及びカナダのサプート社（Saputo）による三
つ巴の買収合戦は，サプート社の勝利に終わりまし
たが，業績が好調とは言えなかったワーナンブール
社が買収合戦のターゲットとなった背景として，中
国やインドネシアなどのアジア諸国において安全で
高品質なオーストラリア産乳製品，特に乳幼児用粉
ミルクや栄養補助食品に対する需要が急増している
ことや，ラクトフェリンのような機能性食品が高値
で取引されていることがあり，その原料である品質
がよく安価な牛乳の確保を巡る争いがあったと見ら
れています。買収の対象となった乳製品メーカー
はワーナンブール社だけではなく，今年だけでも，
ハーベイ・フレッシュ社（Harvey Fresh）が欧州
系のパルマラット社（Parmalat）に，ユナイテッド・
デイリー・パワー社（United Dairy Power）が香
港の投資家に買収されています。
　また，最近の報道を見ると，鉱物資源の輸出で財
を成した複数の富豪が西オーストラリア州の肉牛生
産牧場や食肉加工場を買ったり，その経営に参加す
るといった記事が見られますが，これらもオースト
ラリア農業の将来性を買った投資であると考えられ
ます。
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３．オーストラリア農業の課題
（１）以上のように，全体としてみればオーストラ
リア農業の先行きは明るいと言えそうですが，もち
ろん課題もあります。まずは気象条件，水の問題
があります。何年かに一度は厳しい干ばつに襲わ
れ，近年，その間隔が短くなっていると言われます
が，ここ２年ほども東部のクイーンズランド州及び
ニューサウスウェールズ州の内陸部を中心に干ばつ
に襲われています。
　西部が豊作であったことなどから穀物の生産量に
は影響はあまり出ていませんが，畜産においてはエ
サとなる牧草が枯れて家畜を維持できなくなり，安
い価格で投げ売りする例が続出し，短期的には牛肉
等の生産量が増加していますが，多くの農家の経営
が行き詰まる結果となっています。
　連邦政府としても，生活維持的な支払いや低利融
資に加え，水関連インフラの設置に対して補助する
といった対策を打ち出していますが，短期的な解決
は難しい問題です。

（２）２点目の課題として，特に穀物の輸出に関し
て言われることですが，鉄道網を中心とした輸送イ
ンフラの老朽化があげられます。州ごとに鉄道の規
格が異なり，州間輸送に支障を来すということも言
われますが，内陸部の生産地帯と輸出港を結ぶ鉄道
網が古くなり，重い貨物に耐えられない，または速
いスピードで走れない区間があるということで，効
率が悪い，コストがかさむといった指摘がなされて
います⑸。これは，他の穀物輸出国と比較して地理
的にアジアに近く，海上輸送コストが安く済むとい
うオーストラリアのアドバンテージを相殺してしま
う弱点と言えます。
　現政権もインフラ重視の姿勢を打ち出してはいま
すが，力点は道路網の整備に置かれ，鉄道網が短期
的に改善されることは期待できないのが現状です。

（３）３点目の課題として，特に乳製品メーカーに
関して言われることですが，競争政策による規模拡
大の難しさがあげられます。オーストラリアの競争
法においては，ある地域における競争が減少するだ
けでも問題にされます⑹。
　これは，ニュージーランドにおいて2001年に乳業
再編法（Dairy Industry Restructuring Act）を成
立させることで今日のフォンテラ社（Fonterra）に
よる独占的な生産体制の確立を可能とし，国内乳製
品メーカーの世界市場における競争力強化を図った
ことと比較されますが，結果として，2002年から
2012年にかけて，オーストラリアは世界の乳製品貿
易に占める割合を15％から７％に低下させ，牛乳生

産量も113億リットル（2001/2002年）から92億リッ
トル（2012/2013年）に減少させたのに対して，同
時期にニュージーランドは世界の乳製品貿易に占め
る割合を30％から37％に上昇させ，牛乳生産量も
136億リットル（2001/2002年）から189億リットル

（2012/2013年）に増加させています⑺。
　このようなことから，オーストラリアにおいても
世界市場を見据えて競争法を改正すべきとの声があ
ります。

（４）これらのほかにも，オーストラリア農業には，
人件費高騰等に起因する高コスト体質，日本ほどで
はないにしても農業者の高齢化の進展や後継者不
足，借金・負債の多さ⑻といった課題があります。

４．まとめ
　以上，雑駁ではありますが，オーストラリア農業
の将来性と課題をまとめてみました。機会があれ
ば，それぞれの点について更に詳細に書いてみたい
と思います。なお，本稿は筆者の個人的見解であ
り，所属組織等の見解を示すものではないことを申
し添えます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
注⑴　2010/11年～2012/13年の平均値。ABARES, Agricultural 

Commodities, June Quarter 2014。
　⑵　この議論については，アンドリュー・ロブ貿易・投資大

臣は積極的であるが，一方で，バーナビー・ジョイス農業
大臣は，アジアの食料需要のすべてをオーストラリアが賄
うかのように言うことは現実的でないし，貿易相手国の農
業者の警戒心を高めるだけ，オーストラリアの高コスト体
質を考慮に入れればクリーン，グリーン，安全というオー
ストラリア産農産物のイメージを活かしたハイ・エンドの
需要への対応に注力すべき，と述べており，オーストラリ
ア国内でも意見が分かれている。

　　　実際，オーストラリアの人口が約2,300万人であり，国内
で生産される農産物の約３分の２が輸出されていることか
らすると，現在，オーストラリア産農産物は6,000万人から
7,000万人の人口を養うことができるものと考えられるが，
オーストラリア産農産物の生産量を２倍にしてもインドネ
シア１国の人口の半分を養うことができるに過ぎない。

　⑶　ABARES, Agricultural Commodities, June Quarter 2014。
　⑷　Meat & Livestock Australia資料。
　⑸　トラック輸送や国内海上輸送についても，人件費の高さ

や規制の多さから，コストが高いと言われている。
　⑹　実際，2010年にマレー・ゴールバーン社がワーナンブー

ル社の買収を仕掛けようとした際に，豪州競争消費者委員
会（ACCC : Australian Competition and Consumer Com-
mission）からビクトリア州西部における原乳確保を巡る競
争が減少する懸念があるとされた。

　⑺　オーストラリアについてはABARES, Agricultural com-
modity statistics 2013，ニュージーランドについてはDairy 
New Zealand, New Zealand Dairy Statistics 2012/2013。

　⑻　オーストラリア農業の規模からして意外ではあるが，家
族農家が全体の99％を占める（National Farmers’ Federa-
tion資料）ことがその一因である。
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１．はじめに
　榊原記念病院は，東京都府中市にある320床の循
環器専門病院です。この病院では，年間の心臓血管
手術が1600件以上と日本一の数を誇る急性期病院で
すが，手術などの急性期治療の後に社会復帰や再発
予防などのために行う心臓リハビリテーションにつ
いても古くから活発な活動を行ってきました。2011
年からは，次世代型心臓リハビリテーションの構想
として「医農連携統合医学研究」を事業として採択
する運びとなりました。
　統合医療とは，あくまでも近代西洋医学を中心と
しながら，ヨーガや中国医学などの伝統医療，瞑想
や音楽療法などの心身療法，機能性食品やサプリメ
ント，マッサージなどの手技療法，気功などのエネ
ルギー療法を補完代替医療として近代医学に取り入
れ「新しい医療」＝「統合医療」を生み出そうとい
うものですが，我々は食養という観点から医農連携
も重要と考えています。

２．医農連携とディスプレイ型植物工場の設置
　植物や親水空間が作る空間は「癒しの環境」であ
ることは医学，心理学で広く認められています。ま
た，病気の予防や回復促進に食事・栄養は重大な要
素であるにもかかわらず，栄養指導や食養には様々
なものがあり，統一されていません。また，病院食
では生鮮野菜が供されることが極端に少ないことが
知られていて，これは食品衛生面の管理が難しいこ
とによるとされますが，現在，病院で使われている
生鮮野菜がどの程度の清浄度なのか，病院食ではど
の程度の清浄度であれば生鮮野菜を病院食に採用し
ていいのかなど，病院食における生鮮野菜の位置づ
けについては，知られていないのが現状です。
　筆者らは，統合医療における機能性食品の一つと
して，病院食においても生鮮野菜を積極的に採用す
べきであるとの考えから，農薬不使用で清浄度の高
い生鮮野菜の生産が可能な植物工場に注目し，植物

工場を病院内に設置し，様々な経験の中から病院食
における生鮮野菜提供の在り方について，生産・流
通・消費システムの三つの視点から研究を開始しま
した。まず手始めとして2012年４月に，２坪タイプ
の植物工場を病院１階外来フロアーに設置しました

（第１図）。ディスプレイ型植物工場設置後当初は，
レタス，ロメインレタス，ルッコラ，クレソン，水
菜などを栽培し始めましたが，美味しい野菜が安定
して取れるまでには半年ほど掛かりましたが，現在
では安定した生産が可能となり，地方品種であるか
つお菜を育てるなど，多様な植物を育てることに挑
戦しています。

３．研究の概要
　本研究の内容は下記の４項目からなっています。
1）　病院食に供する病院内植物工場産野菜の管理方

法の確立
2）　病院内植物工場産野菜の医学的有用性の評価
3）　病院内植物工場野菜の流通経路の開発および病

院内植物工場の経営経済評価
4）　病院を拠点とした地産地消型医食農連携フード

システムモデルの構築

４．成果
1）　病院内ディスプレイ型植物工場産野菜の清浄度

について

農林水産政策科学研究委託事業

病院を拠点とした医食農連携による機能性農産物の
生産・流通・消費システムの実証的研究

　農林水産政策研究所では，新たな視点や長期的な視野に立った政策研究を推進するため，大学，シン
クタンク等の研究機関の幅広い知見を活用した提案公募型の研究委託事業を行っています。
　今回は，その中から，「病院を拠点とした医食農連携による機能性農産物の生産・流通・消費システ
ムの実証的研究」の概要を紹介します。

公益財団法人日本心臓血圧研究振興会附属榊原記念病院　長山 雅俊・高嶋 美穂・森 　正彦
東京農工大学農学研究院　千年 　篤・荻原　 勲・植竹 照雄

第１図　院内に設置された２坪タイプの植物工場
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　安定生産が可能となった2012年７月から2013年10
月，１ヵ月に１回レタスとルッコラの検体を検査会
社に提出し，48時間培養の検査を行いました。野菜
の清浄度は，前室の密閉化，光触媒除菌装置，抗菌
塗料およびプラズマクラスターイオン発生装置の採
用，衛生管理マニュアル（案）の作成およびその遵
守により，明らかに清浄度の向上が得られました

（第２図，第３図）。

2）　病院食における機能性野菜のニーズの把握と品
種選定

　病院利用者や病院スタッフへのアンケート調査の
結果，病院利用者，特にリハビリ患者ならびに高年
齢者層の植物工場に対する意識や院内で生産される
農産物への期待が高く，総じてリハビリ患者が最も
好意的な姿勢を示していました。食味については，
ルッコラ，バジル，ロメインレタス，小松菜が優れ
ていることが判明したので，これらを候補とした院
内メニューの開発を開始しています。今後は，来院
者や地域住民の直接的な意見に耳を傾ける機会や，
収穫した野菜を試食してもらう機会をつくることも
視野に入れています。
3）　病院内植物工場産野菜の機能性成分および栄養

成分の変動要因の解明
　栄養分析の結果，病院内で収穫した植物工場産レ
タスでは，食品成分表中の露地の半結球性レタス
であるサラダ菜と比較すると，βカロテンは1.3倍，

γ-トコフェノールも1.3倍，ビタミンKは２倍，マ
グネシウムは1.4倍の含有量で，１年を通じて安定
した栄養成分が確認されました。
4）　病院内植物工場産野菜の医学的有用性
　病院内植物工場産野菜の医学的有用性について
は，下記の様にまとめられました。
①　農薬不使用で清浄度の高い野菜を提供できる。
②　栄養価が高い。
③　生育時期に関わらず安定した成分の野菜が提供

できる。
④　従来にない食養に繋がる可能性がある。
⑤　他の植物工場産野菜の積極的な採用に繋がる。
⑥　病院利用者への癒し効果がある。
　ディスプレイ型植物工場の癒し効果や自律神経へ
の効果は，本年９月に病院利用者40名を被験者とし
て，心拍変動や脳前頭前野の血流量の変化に関する
データ収集を終了し，現在，データ解析中です。
5） 病院内植物工場産野菜の院内需要分析と利用開発
　2013年７月から技術指導を仰ぐ㈱みらいの植物工
場産野菜を職員食堂にて提供し，利用することで院
内スタッフに植物工場産野菜の認知度を高め，理解
を促し，親しみをもってもらうことから院内需要を
調査する足がかりとしています。今後，院内レスト
ランでの利用や病院給食での利用へとつなげていく
ためには，院内スタッフのさらなる理解が必要で，
更に，病院産野菜の職員食堂や病院食での採用に関
しては，①生産物の質，②施設の衛生管理，③作業
者の衛生管理，④設備や機器の衛生管理，⑤健康被
害発生時対策，⑥生産や衛生に関する記録と文書管
理，⑦トレーサビリティーなどについてのマニュア
ル化と責任の所在を明らかにすることが，解決すべ
き課題として整理されました。

５．おわりに
　本研究において，如何にしたら病院食に生鮮野菜
を増やすことができるか，病院における生鮮野菜の
ニーズは何か，病院が採用すべき生鮮野菜の基準と
は何か，病院内で栽培された生鮮野菜を病院内で提
供するための課題，更に病院外での流通経路の開発
などを研究してきましたが，そこで大事なのは，本
来病院食で利用されるべき生鮮野菜の栄養学的な
ニーズであり，その上に理想的な環境を作るための
努力をしなければならないと感じています。その栄
養学的なニーズを把握した上で，病院内植物工場産
野菜に限らず，病院で採用すべき生鮮野菜の基準を
満たした他の植物工場産野菜を積極的に採用し，新
たな食環境を構築することによって，本来あるべき
姿が浮かび上がってくると考えられました。

第２図　野菜の清浄度（細菌数）
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第３図　野菜の清浄度（真菌数）
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　本書は，気鋭の経済学者にして「ノーベル経済学
賞最右翼（本書帯より）」のウリ・ニーズィー教授（カ
リフォルニア大学サンディエゴ校）とジョン・A・リ
スト教授（シカゴ大学）が，「人を動かすインセンティ
ブ」に着目し，教育・ビジネスから途上国支援まで
の幅広い分野を対象に，社会的な問題・疑問に対す
るアイディア，処方箋，教訓を記したものです。
・子どもの成績を上げるには？
・ワインをたくさん売るには？
・保育園のお迎えの遅刻をなくすには？ 
・娘の競争力を高めるには？
・お得に買い物をするには？
・恵まれない子に寄付してもらうには？ 
・社員の生産性を上げるには？
　本書では，例えばこれらの課題ついて，実地で実
験して答えを出す経済学研究の最先端のスタイルと
そこから得られる含意を解りやすく紹介しています。
　社会で起こっている物事を洞察する際，２つの変
数が「因果」なのか単なる「相関」なのかを見極め
るのは非常に難しい課題です。従来，経済学者は，
こういったことを「実験」によって確かめることに
は懐疑的でした。なぜなら意味ある実験を行うため
には，調べたいこと以外を一定に保たないといけま
せん。例えば，遺伝子組換作物を摂取することによ
るマウスへの健康影響を観察するのと同じです。し
かし，複雑な経済活動を対象とする限り，それは非
常に大変です。そこで，被験者を教室に集め，仮想
的な経済状況でマーケットや制度について実験する
方法が生まれました。しかし，教室の中だけで行わ
れる実験だけに頼るというあり方も段々変わってき
ました。ニーズィー教授やリスト教授は，多くの実
地における実験を成功させてきました。対象を無
作為に抽出し，ある介入を実施するグループとし
ないグループに分けて，効果を比較します。一般
に，「ランダム化対照試行（RCT: Random Control 
Test）」と呼ばれる手法です。
　本書で紹介されている実験をひとつ紹介します。
彼らは，保育園10カ所で，子供を迎えに来るのが10
分以上遅れた親御さんから３ドルの罰金を取る制度
を導入しました。しかしこのインセンティブはうま
く働かず，逆に遅れてくる親御さんは大幅に増えた
のです。従来，時間までに迎えに行くことは「正し

いこと」でしたが，遅刻
の価格をはっきり示した
ことで，親御さんたちか
らは，「無理してまで時
間に間に合わなくともよ
い」，「延長保育の値段と
しては安い」と判断され
たのです。
　評者は，2004年に「農
林水産政策研究所レビューNo13」において，ノー
ベル賞を受賞したカーネマン教授（プリンストン大
学）と故トベルスキー教授が編著者となって，行動
経済学の主要論文を集めた『Choices, Values, and 
Frames』を紹介しました。丁度10年経ちましたが，
この間，人間の実際の行動を重視した経済学に対す
る世間の関心は圧倒的に高まりました。日本語で読
める書籍も，現在では，おそらく20～30冊はあると
思われます。専門書だけでなく，ビジネス書や啓蒙
書の類も刊行されるようになりました。世の中の事
象の分析や制度設計のためのツールとして大きな可
能性を秘めていると考えられるようになったからで
しょう。
　どんなインセンティブを与えれば，正しい行動を
してくれるか，好ましくない振る舞いを避けてくれ
るかという本書が一貫して扱う課題は，政策の企
画・立案過程での根本的な問いそのものです。実際，
英国ではキャメロン首相の下に通称「ナッジ※・ユ
ニット」が2010年に設立され，理論を実行に移して
います。米国では，農務省が行動経済学・健康食選
択研究センターを設立することを本年７月に発表し
ました。農業政策分野では，米国の保全休耕プログ
ラムを対象として，農務省と経済学者がチームを組
んで，金銭的インセンティブと同時にナッジの効果
を実地実験によって検証しています。
　筆者らは，冒頭で「どんなインセンティブが人を
動かすのか完全にわからない限り，新しい政策や政
策の変更が，うまくいくかどうかは予測できない」
と述べています。きっと，理論を実地で確かめると
いう手法は今後更に進んで行くでしょう。
※ナッジ（Nudge）とは， 各人の選択の自由を害することなく，
気づきを与えて人間の行動をより望ましいものになるよう促す
こと。

『その問題，経済学で解決できます。』
ウリ・ニーズィー（著）， ジョン・A・リスト（著），望月 衛（翻訳）

食料・環境領域　主任研究官　　佐々木宏樹

『その問題，経済学で解決で
きます。』
著　者／ウリ・ニーズィー

（著）， ジョン・A・リスト（著），
望月 衛（翻訳）
出版年／2014年９月
出版社／東洋経済新報社
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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ください。

① 研究論文および雑誌記事等

著者名（共著者を含む） 表　　　題 発表誌等
（単行本の場合は発行所名も記入） 巻・号 発表年月

清水純一 2013年ブラジル農牧業の動向と農業政策
平成25年度カントリーレポート
EU，ブラジル，メキシコ，
インドネシア

2014年3月

Masayasu Asai, 
Vibeke Langer, 
Pia Frederiksen

Responding to environmental 
regulations through collaborative 
arrangements: Social aspects of 
manure partnerships in Denmark

Livestock Science Vol.167 2014年8月

草野拓司 インドにおける主要穀物の需給動向と展望 海外食料需給レポート2013
（農林水産省） 2014年8月

清水純一 2013年ブラジル農業の動向と農業政策 海外食料需給レポート2013
（農林水産省） 2014年8月

長友謙治 ロシアの畜産業の回復と穀物需給への影響 海外食料需給レポート2013
（農林水産省） 2014年8月

吉井邦恒 カナダの農業保険と経営単位の所得安定対策 月刊NOSAI 第66巻 
第8号 2014年8月

草野拓司 インドの小麦を巡る新たな課題－公的分配
システムに起因する過剰在庫問題－ 製粉振興 No.572 2014年9月

Tetsuya UETAKE 
and Hiroki SASAKI

Agri-environmental Policies to Meet 
Consumer Preferences in Japan: An 
Economic-Biophysical Model Approach

International Journal on 
Food System Dynamics

Vol.5 
No.2 2014年9月

佐々木宏樹
生態系と生物多様性の経済学（The eco-
nomics of ecosystem and biodiversi-
ty:TEEB）とは何か

農業と経済 第80巻 
第9号 2014年9月

長友謙治 ロシアの畜産業の回復と穀物需給への影響 農林水産政策研究所レビュー No.61 2014年9月
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農林水産政策研究に関連する学会等の紹介
（2014年12月～2015年1月開催）

開　催　大　会　等 主　　催 開　催　日　時 開　催　場　所

2015 AEA Annual Meeting
American 
Economic 
Association

2015年１月３日（土）
～５日（月） Boston, MA

② 口頭発表および講演

講演者 講演演題 講演会名（主催者） 講演開催年月日

玉井哲也 日本の食と貿易ルール
－牛肉と酪農品についての政策と貿易－

農林中金総合研究所寄付講座「食と経済」（早
稲田大学） 2014年6月2日

内藤恵久
日本の食と貿易ルール
－農産物・食品と知的所有権（地理的表示
を巡る状況）－

早稲田大学「食と経済」講義 2014年6月9日

玉井哲也 諸外国の「貿易自由化」影響分析の事例
－オーストラリア－豪米FTA

貿易枠組み研究会2014年度第３回研究会
（早稲田大学日米研究所） 2014年6月21日

上林篤幸 世界の農産物需給と食料貿易－現状と今後
の展望－ 明治大学 2014年7月10日

内藤恵久
地理的表示に関する国際的なルールと国内制度
－TRIPS協定及び地域間貿易協定における
保護ルールと国内制度調整－

日米研究機構「農業・食料の世界的枠組み形
成・国際交渉研究」2014年度第４回研究会 2014年7月18日

吉井邦恒 経営単位の農業収入保険について 第50回東北農業経済学会 2014年8月23日

吉井邦恒 日本の食料輸入と食料自給率 洋上大学下田セミナー 2014年9月5日

吉田行郷 広がる農業分野での障がい者就労
～都市部，都市近郊での展開を考える

西東京「農的」未来会議～農と福祉の連携に
みる地域の未来～ 2014年9月10日

吉井邦恒 わが国の農業収入保険をめぐる状況
－アメリカの収入保険AGRを手がかりとして－ 日本保険学会関東部会 2014年9月12日

高橋克也 ６次産業化の取り組み実態と課題 日本農業経営学会分科会報告 2014年9月20日
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