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　2015年３月，４回目となる食料・農業・農村基本
計画の閣議決定がなされた。今回の基本計画では食
料自給率の目標を，目標年度である2025年度に供給
熱量ベースで45%，生産額ベースで73%と定めた。
　この自給率目標を過去３回の基本計画のそれと比
べると，第１回と第２回の計画では，供給熱量ベー
スの自給率目標はともに45%であったが，第３回の
計画では50%に引き上げられていた。今回はこれが
再び45%に引き下げられた形である。前回の目標が

「我が国の持てる資源をすべて投入した時にはじめ
て可能となる高い目標」であったのに対して，今回
は「計画期間内における実現可能性を考慮」したと
のことで，現実的な目標になったと言いうるだろ
う。しかしながら，その達成は容易ではない。実
際，これまでの基本計画でも自給率向上を目標とし
ながら，向上させることはできなかったのである。
　とはいえ，現在のわが国の農業・食料を取り巻く
状況には，自給率向上のために有利と考えられる点
もある。それは人口の高齢化による食料需要の減少
である。例えば，供給熱量ベース自給率について
いえば，その定義式の分母で食料消費を表す「１
人・１日当たり総供給熱量」は今後も人口の高齢化
によって傾向的に低下してゆくと考えられるが，こ
れは自給率を自然に押し上げる効果を持つことにな
る。実際に今回の基本計画においても今後10年で１
人・１日当たり総供給熱量の低下を見込んでいる。
　ただし，こうした高齢化の影響が食料自給率向上
をもたらす福音たりうるかは，実はそれほど明らか
ではない。というのも，過去のデータを見る限り，
１人１日当たり供給熱量の減少と米などの国産農産
物への需要の減少との間には，強い相関関係がある
ようにも見えるからである。そして，このような相
関関係が日本の消費者の食料需要の性質から生じて

いるのであれば，そ
れは消費者の需要を
国産農産物へ向ける
ことによる自給率向
上が難しいことを意
味する。例えば，第
１回・第２回の基本
計画で考えられたよ
うな，消費者を「望
ましい食料消費の
姿」や「日本型食生活」へと誘導することで自給率
を向上させようとする政策も，成果を上げることは
難しいことになろう。実際，今回の基本計画では，
食料消費の目標値について，かつてのような「望ま
しい食料消費の姿」という言葉を使わず，「食料消
費の見通し」と言うようになった。これは「望まし
い食料消費」や「日本型食生活」に消費者を誘導す
ることの難しさの反映のようにも思える。
　今回の基本計画では，自給率向上のために取り組
むべき事項として，食料消費面では「国産農産物を
求める食品産業事業者と生産現場との連携」や「農
林水産物・食品の輸出」，農業生産面でも「マーケッ
トインの発想」による消費者ニーズへの対応の強調
など，全体に既存のものとは異なる需要へ対応する
ことの重要性が強調されているように感じられる

（もちろん，食育や「日本型食生活」実践の推進も
挙げられているが）。確かに，既存の需要が頭打ち，
ないし減退傾向にあるとすれば，今後も消費の成長
が見込まれる加工食品市場や海外市場など新たな需
要の開拓が極めて重要であろう。日本社会が本格的
な超高齢化と人口減少のステージに入ったことで，
新しい需要をどこに見出していくかは，他産業と同
じく日本農業にとっても極めて重要な課題である。

巻頭言
食料需要の減少と自給率目標

東京農業大学　国際食料情報学部　教授　金田　憲和

−1− No.69  2016.1



研 究 成 果

ブラジル農業の発展と課題

国際領域　上席主任研究官　清水　純一

１．はじめに
　21世紀に入り，世界の農産物貿易の構造が大きく
変化しました。輸出額から輸入額を引いた純輸出額
を地域別にみると，北米を抜いて南米が世界１の輸
出地域になっています。大豆を例にとると，やはり
21世紀に入ってから，供給面では北米一極から北米
と南米の二極が主たる供給者に変化しました。需要
面では中国への一極化が進んでいます。また，農林
水産政策研究所が2015年３月に公表した『2024年に
おける世界の食料需給見通し』の結果でも，将来，
アジア・アフリカ・中東で穀物不足が拡大する可能
性が示されています。この結果，南米，その中でも
最大の食料純輸出国であるブラジルが世界の食料需
給に果たす役割がますます重要になっていくものと
考えられます。
　そこで，本稿では穀物を中心にブラジル農業の生
産拡大の過程と要因を振り返るとともに，将来に向
けた課題についても述べることにします。

２．輸出農産物の変化
　ブラジル農業は1500年にポルトガル人に「発見」
された当初から，輸出農産物の生産は単品に特化
して生産するモノカルチャーが
主体で，ある作物が衰退すると
次に主役となる作物が交代す
る「サイクル」を描いてきまし
た。古くは衣料の染料として宗
主国であるポルトガルへ輸出さ
れ，ブラジルの国名の由来にも
なった「パウ・ブラジル（ブラ
ジルの木）」に始まり，砂糖，タ
バコ，ゴム，コーヒーというよ
うに，ブラジル全体を代表する
輸出産品が入れ替わってきまし
た。
　しかし，ブラジルの現在の輸
出農産物は何か一つに特化して
いるわけではなく，コーヒー，
オレンジ果汁，砂糖といった比

較的歴史の長い輸出品目（伝統品目）に加え，大豆
関連製品，トウモロコシ，食肉，エタノール等，比
較的最近主力の輸出品目になった品目（新品目）も
世界で高いシェアを持っています。このように，か
つての単一品目に依存するモノカルチャーから，現
在では多様な品目が世界で高いシェアを占める農業
へ転換しています。
　現在の輸出農産物の構成をみると，伝統品目の
シェアよりも，大豆関連製品，食肉といった，所得
が多くなるほど需要が増える所得弾性値の高い，新
品目の比重が高くなっています。また，トウモロコ
シは現在金額シェアこそ小さいものの，21世紀に
入ってから輸出品目となり，近年世界シェアが拡大
しており，注目されています。そこで，次に，この
大豆とトウモロコシに注目して生産拡大の動向をみ
てみましょう。

３．穀物生産拡大の要因
　第１図のように，ブラジルの穀物生産量合計は
2013/14年度に1.94億トンと史上最高を記録しまし
た。これは10年前の2003/04年度の1.19億トンと比
較して7,500万トン，63％の増加です。一方，作付
面積合計は同期間で4,742万haから5,804万haへと，

資料：国家食料供給公社（Conab）資料より筆者作成．

第１図　穀物生産の推移

（単位：1,000トン）
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1,062万ha，22％の増加に留まっています。これを
もって，ブラジル政府は生産性の向上が生産量増加
の主要因としていますが，はたしてそうでしょう
か。以下で検証してみることにします。なお，穀物
といってもブラジルの統計では大豆等の油糧種子も
含まれているので注意が必要です。
　まず，生産量増加分の内訳をみると，大豆とトウ
モロコシの２品目で全体の99.7％を占めています。
作付面積の場合は123％，つまり，大豆・トウモロ
コシ以外の作物合計は減少していることを示してい
ます。このように，ブラジルの穀物生産の総体とし
ての動向は大豆とトウモロコシの２品目によりほぼ
決定されているのがわかります。以下，この２品目
に関して，詳しく生産動向をみていくことにしま
す。
　まず，大豆ですが，この10年間に作付面積と単収
が並進して増加し，生産量が増加しました。生産量
は「面積×単収」ですので，生産量の増加分を作付
面積と単収の寄与率に分解した結果では，第１表の
ように，作付面積の寄与率は62.5％となり，単収の
37.5％を上回っており，作付面積拡大の貢献の方が
大きかったことがわかります。
　では，トウモロコシはどうでしょうか。第１表の
合計では作付面積が33.3％に対し，単収が66.7％と，
大豆と異なり，作付面積を拡大できない中で単収の
伸びで生産量を拡大している先進国型のパターンに
なっています。ただし，問題はそう単純ではありま
せん。というのも，ブラジルではトウモロコシが年
に２回収穫されており，それぞれ生産パターンが異
なっているためです。まず，第１作は８～12月に作
付けされ，収穫は翌年の１～６月に行われます。第
１作はほぼブラジル全土で生産されていますが，特
に南部が中心で，大豆と土地に関して競合していま
す。第２作は１～３月上旬に作付けされ，同じ年の
７月下旬～９月に収穫されます。第２作は第１作と
異なり，生産されている州が限られており，その中
でも中西部が中心で，主として早生の大豆の裏作と
して作付けされています。生産量の割合では，かつ
ては第１作が圧倒的な割合を占めていましたが，近年
では第２作の生産量の方が第１作を上回っています。
　第１作の場合，同期間中に作付面積が減少してい
ます。これを単収の伸びがカバーして，生産量がほ
ぼ横ばいになっています。したがって，寄与率は作
付面積が-2,200.5％，単収が2,300.5％と一見奇妙な数
字になっていますが，両者の合計は100％になりま
す。これに対して，第２作は作付面積と単収がとも
に上昇して，生産量が４倍以上に増加しています。
この結果，寄与率は作付面積が67.9％に対し，単収
が32.1％になり，大豆と類似した結果になっていま

す。第２作は大豆の裏作として栽培されるため，現
状のように大豆の作付面積が拡大している局面では
自ずとトウモロコシ第２作の作付面積も拡大すると
いう補完関係があります。
　以上述べてきたように，大豆とトウモロコシ第２
作の生産量増加は，主として作付面積の拡大による
ものであることがわかりました。これはセラードと
いう広大な農業フロンティアが中西部を中心に存在
していたおかげです。セラードというのは植生の名
前で，かつては不毛の地と見なされていましたが，
1970年代に始まった日本のODAをきっかけに開発
が進み，今ではブラジル最大の農業地帯に変貌して
います。これに加えて，亜熱帯地域向けの品種が開
発されたほか，穀物メジャーの進出で作付け資金の
供給や販路開拓が進み，買い手としての中国の経済
成長があったことがあげられます。

４．ブラジル農業の課題
　今までブラジル農業の強みを述べてきました。た
だし，意外ですが穀物で輸出余力があるのは大豆と
トウモロコシだけで，フェジョン豆，コメ，小麦と
いった主食用穀物の自給率は決して高くありません。
　最大の問題は，生産拠点が内陸へ移るにつれ，輸
出港への距離が長くなり，国内輸送費が割高になっ
ていることです。米国の場合，穀物の主産地である
中西部から輸出港があるメキシコ湾まではミシシッ
ピー川を使う河川輸送が主流ですので国内輸送費が
安くすみます。ブラジルの場合は，河川や鉄道の輸
送網が未整備で，トラック輸送がメインのため，そ
の分価格競争力が失われてしまいます。加えて，供
給増加に貯蔵設備の収納力が追いついていません。
このように，農産物を収穫後に必要な倉庫，道路，
鉄道，河川，港湾設備などのインフラの整備が緊急
な課題になっています。
　また，ブラジルの輸出が中国経済に依存しすぎて
いることから，今後中国経済の浮き沈みに翻弄され
ることも覚悟しなければならず，輸出先の多角化も
考慮する必要があるでしょう。

第1表　生産量増加要因（2003/04～2013/14年度）
（単位：％）

大豆
トウモロコシ

合計 第1作 第2作

作付面積 62.5 33.3 -2,200.5 67.9

単収 37.5 66.7 2,300.5 32.1

資料：国家食料供給公社（Conab）資料より筆者計算.
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研 究 成 果

人口減少・高齢化の中で形成される広域的な地域組織の特徴と課題
―先進事例の分析から―

農業・農村領域　主任研究官　福田　竜一　

政支援をみると，補助・交付金の助成や公共施設の
管理委託，広域地域組織への行政職員の派遣が多く
なっています。

４．広域地域組織の特徴と課題
　広域地域組織をめぐる議論を整理すると，以下の
３点にまとめることができます。第１に，広域地域
組織の組織形態です。広域地域組織は，既存集落の
自治機能を残しながら機能別に再編されているケー
スが多く，組織形態として部会制・委員会制をとる
ことから，広域地域組織は一種の連合組織としてみ
ることができます。
　第２に，広域地域組織の活動内容です。広域地域
組織は，様々な事業に取り組む総合事業体として位
置づけられ，取り組む事業には事業性が追求できる
収益部門と，社会性が求められる非収益部門があ
り，両者のバランスをとることが組織を持続させる
うえで重要です。
　第３に，広域地域組織を担う人材の確保・育成に
かかわる論点です。組織に必要な人材は，組織マネ
ジメントを担うリーダーと実行組織にかかわる人材
があり，それぞれをいかに確保・育成していくかが
課題です。また人材は外部からも獲得することが必
要です。

１．本研究の目的
　わが国の農村集落は，農業経営面ばかりでなく生
活面にまで密接に結びついた共同体として機能して
きました。しかし，中山間地域を中心に集落機能の
弱体化が進んでおり，多くの集落で，地域資源の荒
廃や定住基盤の崩壊が危惧されています。
　こうした事態を受けて，近年では集落単独では困
難な諸活動を複数集落で連携して対応する動きや，
さらには広域的な地域組織を形成して営農・生活面
を総合的にサポートする取組がみられます。本研究
では，集落再編によって形成されている広域的な地
域組織（広域地域組織）に着目し，その動向や性格・
特徴を把握しました⑴。

２．集落規模の縮小化と集落機能
　農業集落の規模（集落を構成する農家数や世帯員
数）と集落機能とには関連がみられます。この点に
関し，これまでの調査研究の蓄積を踏まえ，概念モ
デルとして第１図のように整理されています。この
図を整理した小田切氏によれば，集落機能は世帯
数・人口が減少しても最初は維持されるが，世帯
数・人口が半分を切ると，集落機能の低下が起こり，
さらに臨界点を境に集落機能の低下が一挙に起きま
す。この臨界点以降の動きが「限界集落化」とされ
ます。このような世帯数・人口の減少に連動する集
落機能の低下への対策が集落再編の取組で
す。

３．広域地域組織の動向
　坂本他（2013）のアンケート調査による
と，広域地域組織（アンケートでは「地域
運営組織」）の設置率は，回答市町村のう
ち27.4%となっています。また広域地域組
織の設置時期は2000年以降が過半を占め，
設置単位は小学校区が６割と高くなってい
ます。農山村に立地する市町村の広域地域
組織の活動内容をみると，伝統文化の保存
や生活支援，経済活性化，農林業支援，都
市農村交流の割合が他地域よりも高くなっ
ています。他方，広域地域組織に対する行

資料：笠松浩樹「小規模高齢化集落の再生に向けて」島根県中山間地域研究セン
ター研究報告　第５号，2009年の74頁の図，ならび小田切徳美『農山村再
生「限界集落」問題を超えて』岩波書店，2009年の48頁の図をもとに作成．

第１図　集落の世帯数・人口減少と集落機能の低下との関係
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５．広域地域組織の事例
（１）地方自治体主導型広域地域組織の形成
　ここでは，地方自治体が主導して形成された３府
県（秋田県，京都府，山口県）の６つの広域地域組織
の調査結果（第１表）から３つの論点を考察します。
　第１に組織形態です。３府県の事例はいずれも

「部会制・委員会制」の組織形態をとっており，既
存集落の自治機能を残しつつ，機能別に再編されて
います。より詳しくみると，広域地域組織の活動参
加者は住民の一部で，広域地域組織の限界点も垣間
みられます。
　第２に活動内容です。地方自治体主導型広域地域
組織は立ち上げから間もない組織が多く，経済事業
よりも取組やすい，広域的イベント開催や地域資源
の活用・管理が中心です。
　第３に人材の確保と育成です。内部人材は一部住
民で，それをサポートする外部人材は主に自治体職
員です。外部人材の確保には，京都府の「里の仕掛
け人」のような支援が必要です。

（２）民間主導型広域地域組織の形成
　最後に，民間組織が主導して形成された広域地域
組織として，２事例を取り上げ（第２表），その発
起主体と集団の性格を比較します。
　まず発起主体です。両組織は広域組織設立前の危
機意識が共通していますが，その声をあげた主体が
異なります。この違いは，その後の経過に影響を及
ぼす可能性があります。例えば，別の組織に危機意
識があっても，活動主体となる住民に危機意識が無
けれれば，活発な活動にはならないかもしれません。
　次に集団の性格です。民間組織には，住民らが総
参加する自治組織と，特定目的のために特定者が参
加する機能組織が
あります。住民の
切迫感が活動の原
動力になるとすれ
ば，発起主体と活
動主体は同一が望
ましいといえます。
他方，活動主体は
機能集団の方がよ
り実行しやすいか
もしれません。そ
うであれば，R協議
会には効果的な活
動が見込まれると
考えられます。

注⑴　本研究は農林水産政策研究所プロジェクト研究「被災地域
の復興過程等の分析による農山漁村の維持・再生に関する研
究（研究実施期間2012～2014年度）」の成果の一部です。本
研究の成果は農林水産政策研究所（2015）にまとめられてお
り，本稿はその第Ⅱ部の内容をさらにまとめたものです。

引用文献
小田切徳美（2011）『農山村再生の実践』農文協。
小田切徳美（2013）「広域的地域マネジメントの論点と課題」

JC総研レポート『集落を超える広域的地域マネジメントの
形成に関する研究会』。

坂本誠・小林元・筒井一伸（2013）「全市区町村アンケートに
よる地域運営組織の設置・運営状況に関する全国的傾向の
把握」JC総研レポートVol.27。

農林水産政策研究所（2015）『農村の再生・活性化に向けた新
たな取組の現状と課題―平成24～26年度「農村集落の維持・
再生に関する研究」報告書―』農村再生プロジェクト（集
落再生）研究資料（http://www.maff.go.jp/primaff/koho/
seika/project/noson_saisei.html）。

第2表　R地域，R協議会とS地区，S地域塾の概要

資料：［R地域］国勢調査および農林業センサス，［R協議会］R協議会資料および同会への聞き取り，［S地区］
農林業センサスおよびD市統計書，［S地域塾］S地域塾関係資料および同塾への聞き取り調査を基に作成．

〈R地域〉 〈S地区〉
地
域
概
況

世帯と人口 1,875世帯　7,150人 ９集落　127世帯　500人（2014年３月末）
高齢化率 32.8% 31%
総農家数・経営耕地面積 1,171戸　700ha 96戸　208ha

〈R協議会〉 〈S地域塾〉

組
織
属
性

組織形態 NPO法人 任意組織
組織範囲 旧町（昭和合併村） 旧村（藩政村）
拠点施設 道の駅および地域活性化センター（併設） 交流施設，D農協S支所他

設立の経緯 市町村合併 D農協からの呼びかけ。市の合併を転機に地域農業
検討委員会から地域塾へ。

組織
構成

組織構成 旧町にあった各種目的別団体が結集 既存農業関連組織の代表者らによって構成

会員数 270名 -

組
織
活
動

活動内容 地域づくり，グリーンツーリズム，定住促進，施設
運営，加工品製造，産直等

交流施設の管理運営，夏休み子供企画イベント，東京や名
古屋などでのPRイベント参加，地域団体商標の取得・管理

事業収支 収入約１億円，収入超過 約670万円程度

事業活用等 県，市の補助事業を活用 市や農協の補助金，中山間地域等直接支払制度の共同
取組活動の一部

事業効果
人 外部人材の定住（19組31名）と事業を活用した雇用 埋もれた地域人材の育成

農地，施設 特産品開発と新規就農者への農地貸借により遊休農地保全
（2005年～10年で48ha） 交流施設の建設

関係団体との連携 グリーンツーリズムで中山間地域直接支払い組織と連携 D農協S支所が事務局，イベント参加で市も協力，地
域商標登録で地区内茶農協と連携

第１表　広域地域組織をめぐる論点に関する６事例
の現況

資料：各広域地域組織作成資料と聞き取りに基づき筆者作成．

組織形態 活動内容 人材確保・育成
（地方自治体の支援）

秋
田
県

AA地区 総会+2部会 イベント開催
地域資源整備・管理 市役所職員の支援

AB地区 集落代表者会議+3委員会

イベント開催
地域資源整備・管理
私設直売所との連携

市役所職員の支援
現役世代の参加に
配慮して，夜間に
会合開催

京
都
府

KA地区 4委員会 地域施設の管理・運
営経済事業

府の命の里事業に
よる「里の仕事人」
で府職員，「里の仕
掛け人」で外部人
材の派遣・支援

KB地区 5通常委員会+2特別委員会

イベント開催
定住支援
地域資源整備・管理

山
口
県

YA地区 事務局+3部会 イベント開催
地域資源整備・管理

市役所職員，
集落支援員の支援
県事業による大学
との協働

YB地区 事務局+4部会

イベント開催
地域資源整備・管理
ソーシャル・ビジネス
の取組

地域おこし協力隊
員の支援
県事業によるコー
ディネーター派遣
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激し，世界市場価格の上昇を阻害し，ブラジルの
利益に著しい損害を与えたために協定違反である。
従ってその悪影響を除去するか，これらの補助金を
廃止すること⑴。

② GSM-102 は，それに係る輸出者が政府に支払う
手数料に信用保証額の１％という上限があり，また
手数料の設定が輸出先国別リスクを考慮していない
ため，手数料が長期的な運用経費と損失を補てんす
るのに十分高くないので，協定上禁止されている輸
出補助金である。従って当該補助金を廃止すること。

③ステップ２支払のうち輸出者向け支払は，米国
産綿花の輸出を条件に交付するため協定上禁止され
ている輸出補助金である。また加工業者向け支払は，
米国産綿花の購入を条件に交付するため協定上禁止
されている輸入代替補助金である。従って当該補助
金を廃止すること。

（２）米国の原審勧告に対する対応：2005年～
2006年
①販売支援融資，CCP は維持しました。② GSM-

102 の手数料を国別リスクに応じた編成にしました
が，１％上限要件は維持しました。③ステップ２支
払は廃止しました。

ブラジルは以上のような米国の対応は勧告の実施
として不十分であるとして，2006 年に履行確認パ
ネルの設置を要請しました。

（３）履行確認パネル・上級委員会における協定違
反理由と勧告：2006年～2008年
①販売支援融資，CCP は維持されている，②

GSM-102 については手数料の１％上限要件があり，
また OECD の輸出信用取決における手数料の最低
水準未満であることから，原審と同様に協定違反と
認定され，販売支援融資，CCP，GSM-102 の廃止・
是正勧告がなされました。

（４）米国の2008年農業法における履行確認勧告
に対する政策的対応：2008年
①販売支援融資，CCP については維持しました。

② GSM-102 の手数料の１％上限要件は廃止しつつ
GSM-102 も維持しました。③ステップ２支払は既
に廃止していましたが，綿花の加工業者に対して綿
花使用量に応じて補助金を交付する経済調整支援プ
ログラムが創設されました（ただし，使用綿花の生
産地は不問）。

１．はじめに
米国は，中国，インドに次ぐ世界で三番目の綿花

生産国であり，世界第一の綿花輸出国です。米国は
1930 年代に大恐慌において農産物価格が暴落して
以来，綿花生産者を様々な補助金により保護してい
ます。しかしながら，2003 年，綿花の輸出競争国
であるブラジルから米国の綿花補助金が WTO 協定
違反であると提訴され，WTO の原審パネル（紛争
処理小委員会）・上級委員会（上訴処理），原審勧告
に係る履行確認パネル・上級委員会のいずれにおい
ても米国は敗訴し，綿花補助金の廃止・是正勧告が
なされました。

本稿では，WTO 綿花補助金紛争に係る審議・勧
告の概要と米国の綿花補助金を維持するための対応
戦略を整理・分析します。

２．米国の綿花補助金
提訴の対象となった主な補助金は，
①農家に対して，価格低下に応じて受給される

「販売支援融資」や「価格変動対応型支払（Counter-
Cyclical Payment: CCP）」と価格動向に依らず定額
が受給される「直接支払」という農家の収入単価を
目標価格以上に支持するための三つの補助金，

②輸出促進のため，外貨購買力が乏しい国の輸入
業者に係る信用売買に対して米国政府が債務保証を
行う「輸出信用保証計画（うち保証期間が３年以内
である GSM-102 が主要）」，

③米国産綿花が外国産の価格より高い場合に米国
産を購入する国内の加工業者や輸出者にその差額相
当分の補助金を支払い，世界市場での競争を支援す
る「ステップ２支払」

です。

３．WTO綿花補助金紛争に係る審議・勧
告の概要と米国の対応の経緯

（１）原審パネル・上級委員会における協定違反理
由と勧告：2003年～2005年
①販売支援融資，CCP は価格の低下に対応した

価格変動連動型の補助金であり，米国の生産者を世
界市場の価格低下から隔離することにより生産を刺

米国とブラジルのWTO綿花補助金紛争
―米国の対応戦略―

米国とブラジルのWTO綿花補助金紛争
―米国の対応戦略―

国際領域　主任研究官　勝又健太郎
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（５）ブラジルによる対抗措置と二国間協議：
2008年～2014年
ブラジルは，履行確認パネル・上級委員会勧告と

2008 年農業法における米国の対応を受けて，米国
に対する報復関税等の対抗措置の承認を求めて対抗
措置水準仲裁パネル（2005 年に設置され同年に中
断）の再開を要請しました。2009 年に当該パネル
においてブラジルの米国に対する対抗措置の水準に
ついて決定され，ブラジルは， 2010 年３月，米国
の 102 品目について 5 億 9100 万ドル相当の報復関
税をかけること等を発表しました。

これを受け米国はブラジルとの二国間協議を開始
させ，2010 年４月に「綿花補助金問題解決に向け
ての覚書」を締結しました。覚書においては，次期
農業法（現行の 2014 年農業法）が成立するまで，
ブラジルの綿花部門に毎年 1 億 4730 万ドルの資金
を提供することとされました。さらに，両国は協議
を続け，2010 年６月に次期農業法成立までの「枠
組み合意」に達し，GSM-102 については，実際の
利用額に応じた手数料の引き上げルールを設定しま
した。これにより，米国は対抗措置を回避しました。

（６）2014年 農 業 法 と さ ら な る 二 国 間 協 議：
2014年
以上の WTO 勧告と二国間協議の結果に対応する

ために米国は，2014 年農業法において綿花補助金
について，以下のような改正を行いました。

①直接支払と CCP は廃止しましたが，販売支
援融資は維持しました。直接支払，CCP の代替措
置として「積上げ所得補償計画（Stacked Income 
Protection Plan: STAX）」を創設しました。これは，
収入保険型プログラムで，郡ベースの農家の収入額
が郡ベースの基準収入額の 90％未満になった場合
にその下回った損失部分（浅い損失部分）を補てん
する制度です（補てん上限額は，当該基準収入額の
20％）。STAX の保険料補助率は 80％であり，既存
の農業保険の補助率より高くなっています。このよ
うに STAX により従来の深い損失部分について補
てんする農業保険と組み合わせた場合，おおむね期
待収入の 90％の収入が保証されます。

② GSM-102 については，保証期間を 3 年以内か
ら２年以内に短期化しました。

しかしながら，2014 年２月にブラジルの貿易問
題の関係大臣会合が，2014 年農業法に WTO 協定
整合性があるかどうかを裁定するパネルの設置をブ
ラジル政府は要請するべきという声明を発表しまし
た。これを受けて米国とブラジルは二国間協議を行
い，2014 年 10 月に新たに「綿花補助金問題解決に
向けての覚書」が締結されました。

これにより米国は①ブラジルの綿花部門に３億ド

ルの資金援助を行う，② GSM-102 については保証
期間を２年以内から１年半以内に短期化すること
で，2014 年農業法の施行期間中（2018 年９月まで），
ブラジルは対抗措置と WTO 提訴を行わないことと
されました。

４．WTO勧告に対する米国の対応の整理
と評価

以上のように販売支援融資，CCP については，
2004 年の原審パネルの廃止・是正勧告以来，2014 年
農業法での改正までの 10 年間にわたり維持してきま
した。2014 年農業法においても販売支援融資は維持
したままであり，また，おおむね期待収入の 90％の
収入が保証される STAX を創設して綿花の保護水準
は相当程度維持しています。しかも，STAX により
価格の低下を心配することなく，農家が生産決定を
行うことができるので，「米国の生産者を世界市場の
価格低下から隔離することにより，生産を刺激する」
という，今回 WTO 協定違反とされた理由が引き続
き当てはまり得ると考えられます。

輸出信用保証計画で主要なものである GSM-102
については，徐々に手数料の水準を上げ，保証期間
を短期化しながらも維持しています。また，手数料
については OECD の輸出信用取決における最低水
準に達していません。

ステップ２支払は廃止されましたが，2008 年農業法
で創設された加工業者向けの経済調整支援プログラム
の支払単価はステップ２支払の平均支払単価とほぼ同
水準以上であると推計されることから⑵，ステップ２
支払の代替補助金となり得る可能性があります。

米国は，綿花補助金が WTO 協定違反として廃
止勧告されたにもかかわらず，当該勧告の履行とし
ては不十分な対応しかせず補助金を維持してきまし
た。現在存続しているいずれの補助金も WTO 整合
性の観点から問題とされる可能性がありますが，そ
の一方で，ブラジルと二国間協議を行い，ブラジル
の綿花部門に対し資金援助することで対抗措置を回
避してきました。

このようにして米国は，少なからぬ代償を払いつ
つ，WTO 整合性の問題解決を先送りにして，綿花
補助金をできる限り保護水準を維持しながら，当分
の間温存させる対応を行いました。

注⑴直接支払は非価格変動連動型の補助金であり，世界市場価
格との関連性が弱いため，価格上昇阻害の判断対象から除
外されました。

⑵当該推計を含めた本稿の詳細については，当研究所の「平
成26年 度 カ ン ト リ ー レ ポ ー ト： 米 国，WTO， ロ シ ア

（2015.3）」をご参照下さい。
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国際農業経済学会の最前線国際農業経済学会の最前線

日時：平成27年10月22日（木）14時～17時　　場所：農林水産政策研究所セミナー室

　平成27年10月22日（木）に，｢国際農業経済学会
の最前線｣と題したセミナーを農林水産政策研究所
セミナー室で開催しました。このセミナーは，平成
27年8月にイタリア，ミラノで開かれた国際農業経
済学会（International Conference for Agricultural 
Economists: ICAE）2015年大会を紹介するもので
す。ICAEには世界各国から1000人を超える参加者
登録があり，学会報告の応募数も非常に多く競争率
も高い中，日本からも多数の研究者が出席し報告を
行いました。しかしながら，旅行資金の制約など
で，農業経済学分野の研究者や大学院生でも必ずし
も希望するすべての方々がICAEに参加し，最新の
研究成果を聴取できるとは限りません。
　そこで今回のセミナーでは，ICAEミラノ大会
に参加して口頭報告を行った研究者から若手研究
者を中心に５名をお呼びして，大会に参加できな
かった方々のために，大会で報告した研究成果
を改めてご紹介いただきました。セミナーでは，
ICAEの様子になるべく近づけるため，講師の方々
には基本的にICAEでの報告に使用したプレゼン
テーションをほぼそのまま使用して，発表を日本
語でする形で報告を行っていただきました。セミ
ナーには研究者のみならず一般の方々も含め，外
部からも多数の方々にご参加いただき，各報告へ
の質疑応答でも活発な議論が行われました。以下
では各報告者の報告の概要をご紹介いたします。

第１報告：高山太輔（明海大学）・中谷朋昭（北海
道大学）

「The Impact of Participatory Projects on 
Social Capital: Evidence from Farmland Con-
solidation Projects in Japan（圃場整備事業は
ソーシャルキャピタルの蓄積を促すか）」

　圃場整備事業は，農業生産性の改善だけでなく事
業実施に至るまでのプロセスによりソーシャルキャ
ピタル（社会関係資本，以下SC）の蓄積を促す可
能性が指摘されています。このことから本研究で
は，圃場整備事業がSCに与える影響を明らかにし
ました。具体的には，農林業センサスによる農業集
落レベルのデータを用いて，圃場整備を実施した
集落のSCと実施しなかった集落のSCを比較しまし
た。実施しなかった集落を選
ぶ際は，傾向スコアマッチン
グにより実施した集落と農業
条件が類似している集落を選
定しました。分析の結果，圃
場整備事業は内部結束型SC
を高める効果が確認できまし
たが，橋渡し型SCに対する
効果は確認できませんでし
た。この結果から，農村の発
展・活性化のためには，両
SCの蓄積が必要なので，圃
場整備事業の実施と同時に橋
渡し型SCを高める施策が別
途必要ということが示唆され
ました。

第２報告：下川　哲（アジア経済研究所）
「Interaction between Dietary Knowledge 
and Exercise Knowledge in Leading to 
Healthier Diet after Hypertension Diagnosis: 
Evidence from China（健康な食生活と運動の知
識が実際の食生活に与える相互作用：中国における
高血圧検診を用いた非連続回帰デザイン）」
　本研究では，健康な食生活と運動の知識が実際

食料・環境領域　主任研究官　林　岳

講師：高山太輔氏（明海大学経済学部専任講師）中谷朋昭氏（北海道大学大学院農学研究院准教授）

　　　下川　哲氏（アジア経済研究所 研究員）

　　　會田剛史氏（政策研究大学院大学政策研究センター 日本学術振興会特別研究員）

　　　村岡里恵氏（政策研究大学院大学政策研究センター 日本学術振興会特別研究員）

高山太輔氏

中谷朋昭氏
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の食生活に与える相互作用について，非連続回帰
デザインを用いて分析しています。実証分析で
は，China Health and Nutrition Survey（中国健
康栄養調査）の個人レベルのパネルデータを用い
て，高血圧検診における血圧の基準値前後におけ
る診断の非連続性を利用しました。推計結果より，
高血圧と診断された後，事前に健康な食生活の知
識を持っていた人たちだけが，有意に食生活を改
善したことが示されました。また，健康な食生活
の知識を持っていた人たちの中では，健康な運動
に関する知識を持っていなかった人たちのほうが，

より大きく食生活を改善し
ました。これら結果は，食
育プログラムなどで食生活
と運動の重要性を同程度に
強調することは，プログラ
ムの食生活改善に対する効
果を弱めている可能性を示
唆しています。

第３報告：會田剛史（政策研究大学院大学）
「Spatial vs. Social Network Effects in Risk 
Sharing（リスクシェアリングにおける空間的・社
会的ネットワーク効果の比較研究）」
　本研究では，スリランカ南部の農村地域のデータ
を用いて，空間計量経済学のモデルを完全リスク
シェアリング仮説の検証に適用することにより，空
間的・社会的ネットワークにおける所得ショックの
拡散の度合いを定量化しました。分析の結果，空
間的ネットワークの方が社会
的ネットワークよりも所得
ショックの拡散の度合いが大
きいことを示されました。ま
た，従来の検証モデルを空間
計量経済学モデルとして解釈
し直すことにより，従来の推
定におけるバイアスの存在を
示しました。

第４報告：村岡里恵（政策研究大学院大学）
「The Possibility of a Maize Green Revolution 
in the Highlands of Kenya: An Assessment 
of an Emerging Intensive Farming System

（ケニア高地におけるトウモロコシの緑の革命の可
能性：新農業システムのアセスメント）」
　本研究は，近年アフリカで採用され始めた新集

約農業システムの採用決定
要因と土地生産性の関係を
実証的に分析したものです。
本研究の特色は，農業投入
物の生産性に対する効果を
個々に推定すると同時に，
主成分分析法を用い複数の
投入物を組み合わせて行わ
れる新農法の採用度合いを
１つの指標として表すことにより，新農法そのも
のが生産性に与える影響を推計した点にあります。
分析の結果，土地労働比率の低下，人口密度の増
加が新農法の採用を促していることが判明しまし
た。さらに本研究は，新農法がトウモロコシの収
量とともに農業収入も向上させていること，農業
収入だけではなく家計の総収入も向上させている
ことを明らかにしました。

　これらの４報告の最後に，司会者から次期2018年
のICAEについて，現時点で公表されている情報の
紹介がありました。次期ICAE2018年大会は2018年
７月28日から８月２日まで，カナダ・バンクーバー
にて開催することが公表されています。参考まで
に，今回ICAE2015年大会の報告エントリー・スケ
ジュールは以下のとおりとなっています。

・2014年11月５日：口頭・ポスター報告エントリー
期限，フルペーパー（著者未記入）提出
※この間に他の報告論文数本の査読を行う

・2015年３月15日：採否通知
・2015年６月15日：（著者名を記入した）最終論

文提出，参加登録期限
・2015年８月９～14日：ICAE 2015年大会

　次回2018年大会もほぼ同じ夏の時期に開催され
ることから，報告エントリー・スケジュールも今
回とほぼ同じになるものと思われます。
　本セミナーを機に，日本からもさらに幅広い研
究分野の多数の研究者がICAEに積極的にエント
リーして参加していただければ，本セミナーの主
催者としても嬉しく思います。

注．セミナーの資料は，下記の農林水産政策研究所ホームペー
ジでご覧になれます。
http://www.maff.go.jp/primaff/meeting/kaisai/2015/in-
dex.html

下川　哲氏

會田剛史氏

村岡里恵氏
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水産物市場・流通の構造変化と今後の課題水産物市場・流通の構造変化と今後の課題

講師：三重大学大学院生物資源学研究科　准教授　松井隆宏氏
日時：平成27年10月23日（金）　13時30分～15時
場所：農林水産政策研究所セミナー室

漁業によって生産される水産物の多くは，漁港
や市場の処理能力や消費者の需要に合わせて計画的
に操業することや生産量を調整していくことが困難
な特性があります。また，農産物に比べて鮮度が重
視されることから，生産地から消費地までの迅速な
輸送が要求されます。このため，水産物の生産地価
格は，水産種，品質，漁獲量によって決められるも
のではなく，資源動向，燃油価格，漁場や市場の処
理能力，輸送コストなど，様々な要因によって常に
変動しています。

一方，水産物の消費地価格は，品質や季節によ
る消費者の値ごろ感が重視されるため，商品の種類
によって価格帯が決められ，必ずしも水産物の生産
量や生産地価格の動向に依存しない傾向がみられま
す。

このため，生産者は，高品質であり，消費者の
需要も高い水産物を生産したとしても，適正なマー
ジンを得られないことがあります。例えば，ごく少
量の漁獲であった場合や，流通体制が構築されてい
ない漁港に水揚げした場合は，保管コストや輸送コ
ストの面から，生産地価格が低く抑えられてしまう
ことがあります。また，大量に漁獲された場合には，
肥飼料仕向け並みの安い価格で取り引きされてしま
うことや，投じた労力に見合った経費さえ確保でき
ないこともあります。こうした現象は，国産水産物
の健全な流通促進の上でも解消する必要があり，有

限である水産物ごとの資源動
向を見据え，経営・経済的な
分析を行いながら，消費者の
選好を的確に把握し，サプラ
イチェーン全体の構造改善を
検討していくことが求められ
ています。

今回，水産経済学を専門
とされ，漁業・水産業の価格

形成や，市場・流通構造に関する多くの研究成果を
発表されている三重大学の松井准教授を講師として
お迎えし，水産物市場・流通の課題に関するセミナー
を行いましたので，報告します。

講演では，まず，水産物の価格構造を示された
上で，水産物流通は他の第一次産業に比べて非効率
と言われ，資源配分の無駄により，健全な「競争」
が行われていない可能性があり，この点を検証する
必要があることが指摘されました。一方，水産物で
は，コストに関する統計資料が不足しており，実証
分析が簡単ではないことから，代替的なモデル分析
の適用が必要であると述べられました。

また，いくつかの水産物流通においては，投入
価格（生産地価格）が上昇した場合と下落した場合
とで，産出価格（消費地価格）の調整速度が異なる「非
対称価格伝達（APT）」が起きていることを指摘し，
生産地価格が上昇した場合には消費地価格への反映
が早いが，下落した場合には反映が遅いという非対
称性が存在すれば，生産者・中間流通業者側（川上
側）に価格支配力があり，この逆の非対称性が存在
すれば小売側（川下側）に価格支配力があることを
示されました。この価格支配力の有無を統計学的に
検証し，結果をグラフ等で可視化できる手法として，
モデル分析の一つである M-TAR モデルを紹介され
ました。

さらに，水産物流通は，かつては零細な漁業生
産者と生業的な小売業者を結びつける役割として，
卸売市場など中間業者の役割が重要だったが，現在
では，大手水産会社の商社化，スーパーマーケット
や外食産業のマーケット・パワーが増加したこと，
漁業生産者の組織化が進んだことなど，近年の流通
構造の変化を挙げ，このことが非対称価格伝達を生
み出す一因となっている可能性があることを指摘さ
れました。

食料・環境領域　主任研究官　高橋祐一郎

松井隆宏氏
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次いで，主な水産種に対する M-TAR モデル分析
の結果が示されました。まず，寿司のネタとして知
られる生鮮クロマグロに対してモデル分析を行った
結果，1960 年代から現在に至るまで，川上側に価格
支配力があることが見出されました。この理由とし
て，生鮮クロマグロは，寿司店などの小規模な外食
店にとって欠かせない食材であり，価格にかかわら
ず買い控えられないのではないかとの考察を示され
ました。一方，同じマグロ類でも，刺身盛り合わせ
に入れられることの多い冷凍メバチに対するモデル
分析の結果では，川下側に価格支配力があることが
見出されました。この理由として，刺身盛り合わせは，
様々な水産物の組み合わせが可能であり，冷凍メバ
チの供給量が不足しても，他の水産物で代替されて
しまうのではないかとの考察を示されました。

加えて，マイワシ，マアジ，スルメイカ，カツ
オ，サンマ，マダイに対するモデル分析の結果が示
されました。サンマは，生鮮クロマグロと同様，川
上側に価格支配力があることが見出され，この理由
として，漁期である秋にサンマを食べたいと季節性
を重視する消費者が多いことで，小売店は多少高価
になっても仕入れて販売しようとするのではないか
との考察を示されました。一方，マイワシ，カツオ，
マダイは川下側に価格支配力があることが見出され
ました。また，マアジとスルメイカについては，い

ずれの側にも価格支配力が見出されなかったことか
ら，サプライチェーン間で公平な取引が行われてい
る可能性を示されました。ただし，スルメイカにつ
いて，冷凍，開き干し，煮イカといった商品形態別
にモデル分析を行ったところ，冷凍＜開き干し＜煮
イカの順に川上側に価格支配力が高まることが見出
され，加工の度合いが大きくなるほど川上側が有利
になるのではないかとの考察を示されました。

まとめとして，このモデル分析の結果から，水
産物の価格支配力が川上側から川下側に推移してい
るという，水産物の市場・流通構造の変化が実証的
に示されたと述べられました。ただし，水産種や商
品形態ごとに大きな違いがあるため，流通問題の解
決策の提示にあたっては，個別の議論が必要である
ことも指摘されました。また，代替財が存在する水
産物は，川下側が有利になる傾向があることを示さ
れました。さらに，同じ水産物であっても，加工に
より商品価値が向上するなど，商品としての差別化
が図られれば，川上側有利の状況が形成される可能
性があると述べられました。

しかし，今後の研究の発展にあたっては，現状
でもデータの種類が少ないところ，近年，水産業に
関する統計項目が削減されてしまっている状況であ
るため，直接，各種のコストに関するデータを扱え
る立場の方に期待したい，との要望もなされました。

なお，本セミナーに対する関心は高く，行政，
水産業，食品産業，大学，貿易業，マスメディアな
ど様々な立場の方が参加し，会場はほぼ満室となる
盛況でした。講演後の質問も多数あり，セミナー終
了後も松井准教授に質問したい来場者が列をなす状
況でした。また，セミナーの概要については，水産
経済新聞（平成 27 年 10 月 27 日付け，３面），みな
と新聞（平成 27 年 10 月 27 日付け，７面）に掲載
されるなど，大きな反響がありました。

松井准教授によって示されたモデル分析は，水
産物市場・流通に関する課題を可視化できるもので
あり，水産サプライチェーンの関係者間の合意形成
だけでなく，水産物の供給・需要と価格の関係につ
いて，消費者との相互理解を深められるツールとし
ても有効と思われます。

注．セミナーの資料は，下記の農林水産政策研究所ホームペー
ジでご覧になれます。
http://www.maff.go.jp/primaff/meeting/kaisai/2015/
pdf/20151023_01.pdf

クロマグロ（生鮮）

メバチ（冷凍）
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本書では，農政研究の第一人者であり長年にわ
たって農政改革に関与してこられた著者が農政の近
年の動向，担い手の育成と生産調整，農業生産の動
向，農村コミュニティ，モンスーンアジアに位置す
ることから生じる日本農業の固有の特性，来るべき
国際化への対応など，実に多くのテーマを扱ってい
ます。紙面の都合で，すべてを紹介することはでき
ません。ここでは，ＴＰＰが大筋合意されたことも
念頭に置き，日本農業の強さと弱さ，国際化への対
応に論点を絞りレビューすることにします。

日本の農家１戸当たりの農地面積は２ヘクタール
未満であり（2007），アメリカの約200ヘクタール，
ＥＵの14ヘクタールと比較すると，稲作に代表され
る土地利用型農業では圧倒的に不利です。規模拡大
を行うとしても，規模拡大による稲作のコスト削減
効果は，2008年当時の標準的な技術体系を前提とす
ると，都府県で10ヘクタール，北海道で20ヘクター
ルを超えると消滅すると著者は述べています。食料
自給率についても丁寧な説明がなされます。カロ
リー自給率は1960年から低下し続けていますが，そ
の原因は1980年代までは食生活の高度化，90年代以
降は農業生産の減少にあることを示しています。90
年代以降ほぼすべての品目において農業生産は減少
しています。著者は食料自給率の向上よりも食料供
給力の確保が大切だと述べています。１人１日2000
キロカロリーは食料安全保障の生命線の水準であ
り，かかる食料供給力の確保は国家として一番プラ
イオリティの高い責務であると主張しています。

農業就業者についても，青年層の農業就業人口が
1990年から2010年の間に急減し，かつ高齢化が進展
しており，日本農業は人材面で危機的な状況に陥っ
ていると警告を発しています。かかる危機の克服の
ためには，担い手となる農業者を育成し，担い手に
農地の集積を図らねばなりません。担い手育成のた
めの政策の動向も詳細に記述されています。

国際化へ向けての対応については，以下に述べる
日本農業の強化を提案しています。第１に，水田作
では農地の集積による経営規模の拡大が不可欠であ
り，そのために職業として農業に取り組む意欲ある

農業者への支援を明確に
し，農地制度を利用優位
の理念に沿って運用し，
農地制度の運用について
は第三者によるチェック
機能を設けること。第２
に農村コミュニティを有
効活用すること。第３に
農業経営の厚みを増すこ
と。そのための戦略は，生産物の付加価値を高める
こと，農産物加工へ進出して，価格形成に関与する
ことなどです。第４にアジアに向けて品質の高い農
産物を輸出することです。

さらに，関税引き下げや関税撤廃に伴い，価格支
持による消費者負担政策から所得補償（直接支払
い）による納税者負担政策への転換が必要となりま
す。直接支払いは透明性が高くその予算額も明らか
にされるので，納税者の理解を得ねばなりません。
ＥＵはかつて1992年の農政改革で価格支持から直接
支払いへと農政の転換を行いました。その経験から
学ぶべきだと主張します。ＥＵの農政改革は難航す
るウルグアイラウンドの着地点を自ら作り出す戦略
性の高いものでした。能動的に政策を立案する高い
戦略性は見習うべき点です。ＥＵの農政改革は，そ
の後も継続的かつ連続的に引き継がれ深化してきま
した。改革を持続し続ける強靱な意志もみならわね
ばなりません。1992年の改革時点でＥＵには12カ国
が参加しており，各国の農業事情も多様でした。そ
の後，更に加盟国は増え，合意形成の環境は困難度
を増しました。しかし改革の深化に向けた合意が勝
ち取られてきました。その背景には合意形成に向け
た強い意欲と知恵がありました。単一国である日本
の合意形成の環境はＥＵと比べると難度は高くない
と著者は言います。

著者は2014年末に「続・農業と農政の視野」を出
版しました。同書の第３章に，2014年までの日本の
農政の動向と農政の課題についての指摘がコンパク
トにまとめられています。本書との併読をお勧めし
ます。

『日本農業の真実』
生源寺眞一 著

国際領域　上席主任研究官　　明石光一郎

『日本農業の真実』
著者／生源寺眞一
出版年／2011年５月
発行所／筑摩書房
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●これまでの研究はどのようなものですか？
農山村の地域社会やその再生について，「教育を

通した都市農村交流」，「市町村合併の地域農業への
影響と再構築」，「地域資源利用と担い手」といった
テーマから考えてきました。これらに共通する視点
は，取り組みに関わる多様な主体（例えば，農家，
農協，第三セクター，市町村，また児童生徒や学校
など）に注目し，それぞれの役割分担関係やすれ違
いの実態から相互影響の過程を捉えようとしてきた
ことです。同時に，現代の農山村を捉え直す視点も
重視してきました。農山村に様々な視線を向けてい
る都市住民の存在や，農山村内部における地域集団
の再編，家族内での世代交代などが農山村のもつ
様々な価値の「再発見」を促しています。
●現在の研究はどのようなものですか？

主な研究課題は「広域的な連携による農業集落の
再生に関する研究」です。グローバル化の進展や少

農林水産政策研究に関連する学会等の紹介
（2016年2月～3月開催）

開　催　大　会　等 主　　催 開　催　日　時 開　催　場　所
日本オペレーションズ・リサーチ学会
2016年春季研究発表会

日本オペレーション
ズ・リサーチ学会

2016年3月17日（木）
～18日（金）

慶応義塾大学日吉キャン
パス

第63回日本生態学会大会 日本生態学会 2016年3月20日（日）
～24日（木） 仙台国際センター

日本地理学会2016年春季学術大会 日本地理学会 2016年3月21日（月）
～23日（水） 早稲田大学

進化経済学会第20回本大会 進化経済学会 2016年3月26日（土）
～27日（日） 東京大学本郷キャンパス

2016年度日本農業経済学会大会 日本農業経済学会 2016年3月29日（火）
～30日（水）

アトリオン音楽ホール,
秋田県立大学

研究者紹介
佐藤　真弓（さとう まゆみ）

農林水産政策研究所研究員　農業・農村領域
●専門分野
農村社会学，地域社会構造論，都市農村交流
●略歴
東京都出身。明治大学大学院農学研究科修了。日本学術振興会特別研究員（PD），明治大学
農学部助教などを経て平成27年10月より現職。博士（農学）。

子高齢社会のなかで，農山村の抱える地域課題は複
雑化しています。本研究の目的は，こうした地域課
題の解決を担う主体を形成するうえでの具体的な
課題を明らかにすることです。ひとつの切り口とし
て現在，次世代の女性農業者のネットワークやそれを
支援する普及組織を対象とした調査研究を行っていま
す。多様なキャリアを持つ一方で，地域社会において
も農業従事者全体のなかでも少数派となった若い世代
の女性農業者の置かれた現状を理解することで，新た
な地域社会の創造や持続的な地域社会の実現に向けた
課題や可能性について考えていきたいです。
　またこの他にも，「農林業センサス」や「農山村
の新たな価値」などの研究プロジェクトに参加し，
勉強を始めました。
●今後の抱負は？

多くの皆さんとの交流を通して，今できることに
精一杯取り組んでいきたいです。
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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

泉原　明 カントリーレポート：アルゼンチン

プロジェクト研究[主要国農業戦略]
研究資料　平成26年度カントリーレ
ポート：インド，アルゼンチン，ベ
トナム，インドネシア

第7号 2015年3月

八木浩平・三澤とあ子・
種市　豊

カットフルーツのサプライチェーンに関する研究
－国産りんごの加工仕向け拡大へ向けて－

食料供給プロジェクト【品目別】 研
究資料 第１号 2015年8月

内藤恵久 地理的表示法の解説 大成出版社 2015年8月

浅井真康 デンマーク有機農業における家畜排せつ物の取引
を介したパートナーシップの現状 農林水産政策研究所レビュー No.67 2015年9月

平林光幸・小野智昭
東北稲作・畜産複合地域における水田農業の展開
と担い手構造 －岩手県花巻市の開田地帯(D地区)
を事例として－

農林水産政策研究所レビュー No.67 2015年9月

三澤とあ子・八木浩平 国産りんごのカットフルーツ仕向け拡大に向けて 農林水産政策研究所レビュー No.67 2015年9月

八木浩平 我が国における大豆粕フードシステムの構造遷移 フードシステム研究 第22巻２号 2015年9月

佐藤真弓 豪雪山村における地域資源利用の変容と地域社会
－長野県のスキー場立地地域を事例として－ 村落社会研究ジャーナル 第22巻第1号 2015年10月

薬師寺哲郎 健康長寿を支えるフードシステムの課題 食品と開発 693号 2015年10月

吉田行郷 地域農業の担い手として期待される社会福祉法人
等（その２） アグリビジネス経営塾 No.670 2015年10月

須田文明 フランスにおけるテロワール産品の活用 農業と経済 12月号 2015年11月

吉田行郷 東海産小麦の需要に応じた生産に向けた今後の対
応方向（後編） 製粉振興 No.579 2015年11月

吉井邦恒・他著 アメリカの収入保険制度
JC総研ブックレットNo.11 農業収
入保険を巡る議論 我が国の水田農業
を考える（筑波書房）

2015年11月

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

吉井邦恒 農業収入の変動状況と経営単位収入保険 第51回東北農業経済学会 2015年8月29日

吉井邦恒 食料供給ネットワークモデルについて 慶應義塾経済学会コンファレンス・下田セミナー 2015年9月12日

吉井邦恒 現代農環境政策学特論 東北大学大学院農学研究科 2015年9月30日

吉井邦恒 収入保険制度の導入と設計 第１回収入保険制度にかかる勉強会（十勝地区農協
組合長会） 2015年10月8日

長友謙治 ロシア農業の回復と農業組織の変化  第55回比較経済体制学会全国大会 2015年11月7日

吉井邦恒 収入保険制度と経営安定対策 ―アメリカの事例を
手がかりとして― 農政研修会（北海道農民連盟） 2015年11月18日

小野智昭 東北地方における集落営農組織の動向と展望 集落営農組織支援研修会（宮城県担い手育成支援総
合協議会） 2015年11月25日

吉田行郷 農業分野での障がい者就労
～全国各地での取組み～

平成27年度障がい者（児）就労スキルアップ研修
会（西日本ブロック） 2015年11月28日
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