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“ローカル・イノベーター”の育成による地方創生
高知大学副学長・地域連携推進センター長　受田　浩之

　昨年 2015 年は将来に思いを馳せる「地方創生元
年」とされる。ご存知の通り，我が国はすでに人
口オーナス期に突入した。これから 45 年の間で約
4000 万人の人口減が予想され，このままでは国の
力が低下し，経済活動そのものが停滞していくこ
とが懸念されている。そこで政府は，2060 年に約
8700 万人と予想される人口を何としてでも１億人
程度に維持する目標を明文化した。その実現に向け
て 2014 年末に「まち・ひと・しごと創生法」が施
行されたのである。この法律により，日本中の都道
府県，市町村は 45 年後の 2060 年における人口ビ
ジョンとその裏付けになる総合戦略の策定を求めら
れた。
　今，各自治体は求められた人口ビジョンを懸命に
策定している。高い出生率や人口の社会増をどうす
れば実現できるのか，そもそもこの地方における衰
退はなぜ起こったのか，本質的で難解な課題のソ
リューションを見つける果てしない旅路の始まりで
ある。地方では賃金も含め満足のいく「しごと」の
場がない，医療・福祉の不安が大きい，結果として
求められている「ひと」が不足して「まち」の機能
が維持できない。抜本的解決策があるのならばすで
に策を講じているというのが正直な思いであろう。
単なる数字のシミュレーションでは実現への道のり
は見えてこない。これまでの社会システムそのもの
を創造的に破壊して，新結合を生み出し，ソーシャ
ル・イノベーションを創発することが解決への道筋
となる。地域の強みを認識し，その価値を最大化す
る方策をゼロベースで検討すべきである。
　創生の対象となる地方では一次産業が基盤産業で
あるのが一般的である。したがって，その価値を高
め，地域への経済波及効果を増大させる上で食品産
業の果たす役割は大きい。「食」を通じた地方創生
を目指す地域があまたあるのは当然のことである。
一方で，「食」を通じたソーシャル・イノベーショ
ンを創発するにはその担い手であるイノベーターの
存在が不可欠である。しかしながら，地方には求め
られるイノベーターが質的にも，量的にも不足して
いる。そこで最優先で手を付けなければならないの

が，地方の「食」をリー
ドするイノベーターの
養成である。
　著者はこの考えに基
づき，2008 年から「課
題先進県」である高知
県において，食品産業
の中核人材育成を目指
して「土佐フードビジ
ネスクリエーター人材創出事業」をスタートした。
これが高知大学「土佐 FBC」である（http://www.
ckkc.kochi-u.ac.jp/~ckkc0001/tosafbc/）。160時間に
及ぶ食品関連科目の座学と，80 時間の「現場実践
学」などの演習，さらに受講生の持ち込んだテーマ
をマンツーマンで指導する「課題研究」から構成さ
れる。これまでの７年間で約 300 名の方が本プログ
ラムを修了し，地域において指導的な役割を果たし
始めた。受講生が本プログラムを介して開発した商
品の売り上げも累積で６億円に達している。修了生
は土佐 FBC の誇りと志を胸に，そのネットワーク
の醸成と発展を通じて，地域の中でその存在感を高
めつつある。
　この土佐 FBC の企画と運営に携わって，このプ
ラットフォームが担った役割は地域におけるイノ
ベーターの発掘と，かれらを「基底状態」から「励
起状態」へ遷移させることにあると認識した。さら
に修了生の定期的な集いの場である「土佐 FBC 倶
楽部（修了生の同窓会組織）」の開催で，励起型イ
ノベーター達の「接触の利益」が生み出され，従来
では不可能であった商品開発や事業化のアイデアが
次々に具体化し始めた。励起型イノベーターの間に
はイノベーションが自発的に創出されることを目の
当たりにしている。イノベーターが創出する「将来」
のビジョンはやがて可視化され，そして「今」に外
挿される。かれらが地方創生に求められる「バック
キャスティング」の担い手（ローカル・イノベーター）
として主導的役割を果たし，地方を創生していくこ
とを確信している今日この頃である。

巻頭言

　農業の外部性は，人を魅了してやまない。農業の
外部性の魅力に取りつかれ，研究テーマとしてきた
筆者の感想である。農業の外部性の問題は，多面的
機能や最近ではエコシステムサービスなどとの関連
で注目され，これらの点は農村政策のテーマとして
位置づけされてきてもいる。しかし，外部性は重要
なテーマではあるものの，生産経済学を主軸とする
農業経済学の伝統的なメイン・ストリームの研究
テーマとはいいがたい。この点で，筆者は長年やや
斜め横から農業経済学を眺めながら研究を行ってき
た一人である。しかし，それにより，真正面からは
みえないことがみえることもあると考えており，そ
の点が外部性の研究の面白さということができる。
　外部性は，それ自体は結合生産として生じるもの
で，経済学的な政策対応を取らなければ市場外の存
在として留まるのみである。筆者のもう一つのこだ
わりは，外部性の内部化という問題である。内部化
の問題に着目することで，外部性の問題は初めて政
策とのつながりやビジネス化との関わりを持つこと
になる。この意味で，内部化問題は実社会との接点
であり，応用科学である農業経済学の真価が問われ
るのも，この内部化の問題ということができる。つ
まり，外部性を研究することの面白さは，この内部
化の問題を解き明かすことにあると考えている。
　そこで，次に外部性の内部化の問題を，長年の研
究テーマである農村ツーリズムを例に考察してみた
い。筆者が，農村ツーリズムに着目するのは，農村
の資源を活用した新たな農村のサービスなどのビジ
ネス成立の条件を明らかにしたいと考えるからであ
る。経済学的にいえば，農業・農村の外部性を農村
ツーリズムにより内部化して，いかに所得化を図る
かということである。しかし，それは一筋縄ではい
かない。特に，農村部では，人も金も情報も不足し
ており，新たな展開を図るための障害はあまりにも
多い。さらに，この分野は，新たな領域ゆえに，経
済学的フレームワークがほとんどないため，実証分
析を行う際には，理論的なフレームワークの構築

をしながら進める必要もあ
る。しかし，それは言うは
易し，行い難しである。こ
の分野の研究が，事例分析
にやや終始しがちであるこ
とも，この点に原因の一つ
があると考える。
　そこで，こうした農村の
実態を踏まえて，提起したいのが「段階的農村プロ
ダクト・イノベーション仮説」である。例えば，農
業体験サービスなど新たな活動を始めようとする場
合，活動の当初は，社会的な認知も低く需要も少な
いため，提供するサービスに対してほとんど料金を
設定することはできず，ボランティアで無償の活動
から始まる。その間，消費者からのフィードバック
が生まれサービス提供者の自信や満足，やりがいが
高まる。やがて活動の広がりとニーズの拡大で，実
費程度の回収ができる「もうからないが損はしな
い」段階となる。さらに，活動が発展すると，外部
のネットワークの拡大で外部の資源の活用による学
習と支援からサービスの質が高度化して需要も拡大
し，外部性をすべて回収することができるようにな
る。直線的ではなく，段階的に外部性の内部化を図
ることで，農村プロダクト・イノベーションにつな
げようとする考え方である。この過程は，経済学的
にも整合的である。初期段階は私的均衡，次いで平
均費用均衡，そして社会的均衡へと到達して，外部
性の内部化が達成され，内部化が進むことで，活動
水準も拡大する。なぜなら，正の外部性の場合に
は，上から私的限界費用，平均費用，そして社会的
費用曲線の順に並ぶことになるからである。この仮
説は，内部化という観点から未解明な農業と農村の
社会的役割を解明するための有効なフレームワーク
として，外部性を伴う新たな活動に対する実証分析
の根拠となると考えている。今後，理論的精緻化と
実証分析の蓄積をさらに図り，この分野での国際的
貢献を果たしたい。

農業の外部性と「段階的農村プロダクト・
イノベーション仮説」

千葉大学大学院園芸学研究科　教授　大江　靖雄
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研 究 成 果

１．はじめに
　穀物等の国際価格は，2006年秋以降，主要国での
天候不順等に加えて，投機資金の流入により上昇基
調で推移しました。特に，コメについては，ベトナ
ムやインド等の輸出規制により，2008年に入り高騰
し，2008年４月には1,015USD/トンにまで上昇しま
した。その後は現在に至るまで下落基調で推移して
いますが，2011年以降，国際社会では農産物につい
ては価格レベルよりも価格の変動に関心が高まって
います。国際コメ価格の変動係数⑴の推移をみてみ
ると，1985〜1995年の0.1786から1996〜2005年には
0.2291に上昇，さらに，2006〜2015年には0.2782に
まで上昇しています。変動係数は低いほど変動が小
さく，安定するのに対して，高いほど変動が大き
く，不安定となることを意味します。このため，国
際コメ価格は年々変動率が高まり，不安定性が高
まっていると言えます。一方，2014年３月に承認・
公表されたIPCC（気候変動に関する政府間パネル）
第５次評価報告書（第２作業部会）では確信度が高
い複数の分野や地域に及ぶ主要なリスクとして，海
面上昇，沿岸での高潮被害などによるリスクに加え
て，気温上昇，干ばつ等による食料安全保障が脅か
されるリスク，水資源不足と農業生産減少による農
村部の生計及び所得損失のリスクが指摘されまし
た。特に，コメはこれまでの先行研究から
も，気候変動の影響を受けやすい作物と指
摘されており，長期的なコメ需給予測モデ
ルを構築する際には，気候変動の影響をモ
デル構造式に含める必要があります。そこ
で，本研究では，気候変動下における農業
投資が国際コメ価格の変動に与える影響を
把握することを目的として，経済モデルを
用いて影響試算を行うこととしました。

２．分析手法
　 本 研 究 で は， 具 体 的 に は「 気 候 変 動
対応型コメ経済モデル」（Rice Economy 
Climate Change ， 以 下「RECC」 モ デ ル
と呼ぶ。）を用いて影響試算を行いました。

RECCモデルは，世界主要生産・輸出15カ国・地
域（タイ，ベトナム，インドネシア，マレーシア，
フィリピン，カンボジア，ラオス，ミャンマー，中
国，日本，韓国，インド，米国，EU28，その他世
界）を対象に，2012-14年の３カ年平均を基準年と
し，2035年までの生産量（単収，作付面積及び収穫
面積），需要量（１人当たり需要量），輸出量，輸入
量，期末在庫量，生産者価格，国際価格等を予測す
るシステムとなっています。RECCモデルの概要は
第１図のとおりです。他の経済モデルでは，通常，
気温及び降水量，農業投資等の影響まで含めていま
せんが，RECCモデルでは，各国・地域の単収が，
最低気温，最高気温，降水量，農業投資等で決定さ
れ，収穫面積もコメ等の生産者価格，農業投資，降
水量等で決定される構造が他の経済モデルとは異な
る大きな特徴です。
　本研究におけるベースライン予測（最も基本とな
る趨勢予測）では，まず，現行のマクロ経済政策，
農業政策等は今後も継続すること，農業投資につい
ては，2000〜2007年の成長率が今後も継続すること
を前提としました。そして，気候変動変数である最
低気温，最高気温，降水量の予測データについて
は，MIROC （Model for Interdisciplinary Research 
on Climate）⑵によるRCP 4.5シナリオ⑶の予測値を
使用しました。

気候変動下における国際コメ価格の変動と

農業投資の影響
食料・環境領域　主任研究官　小泉　達治　

第１図　RECCモデルの概要
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３．試算結果
　以上のようなベースライン予測
前提条件の設定の結果，世界コメ
生産量及び需要量は2012/14年か
ら2035年までの予測期間中，年平
均1.3％増加，世界コメ輸出量は同
3.1％，輸入量は同3.4％増加し，国
際 コ メ 価 格（５% broken milled 
white rice, Thailand nominal price 
quota）は2012/14年の518.9 USD/トンから2035年
の1,168.6 USD/トンに上昇することが予測されまし
た。また，2012/14年から2035年における国際コメ
価格の変動係数は，0.2062となることが予測されま
した。
　これに対して，本研究では，ベースライン予測に
対していくつかの追加的な予測シナリオを設定しま
した。ベースラインでは，農地投資が各国・地域
において，それぞれ毎年0.1％減少〜1.9％増加，農
業機械・設備投資は毎年0.1％減少〜0.9％増加する
ことを前提としていますが，シナリオ１では，予
測期間中，ASEAN８カ国における農地投資が毎年
2.0％増加，農業機械・設備投資は毎年1.0％増加す
るものと仮定しました（第１表）。また，シナリオ
２では，予測期間中，タイにおける農地投資は毎
年2.0％増加，農業機械・設備投資は毎年1.0％増加

（ベースラインでは農地投資は毎年0.9％増加，農業
機械・設備投資は同0.1％減少）するものと仮定し，
シナリオ３では，ベトナムにおける農地投資は毎
年2.0％増加，農業機械・設備投資は毎年1.0％増加

（ベースラインでは農地投資は毎年1.0％増加，農
業機械・設備投資は同0.1％減少）するものと仮定
しました。さらに，シナリオ４では，予測期間中，
ASEAN８カ国における農地投資及び農業機械・設
備投資の増加率がゼロになるものと仮定しました。
　この結果，シナリオ１ではASEAN８カ国におけ
る生産量・輸出量の増加により，ベースライン予測
に比べて2035年における国際コメ価格は25.9％下落
する予測結果となりました。また，シナリオ２では
タイにおける生産量・輸出量増加により，同13.2％
下落，シナリオ３ではベトナムにおける生産量・輸
出量増加により，同5.1％下落する予測結果となり
ました。一方，シナリオ４ではASEAN８カ国におけ
る生産量・輸出量減少により，2035年における国際
コメ価格は同20.2％上昇する予測結果となりました。
　つぎに，各シナリオ予測が変動係数に与える影響
についてみていきたいと思います。2012/14年から
2035年にかけてのベースライン予測における国際コ
メ価格の変動係数は，前述のように0.2062ですが，

シナリオ設定の結果，シナリオ１における国際コメ
価格の変動係数は0.1527，シナリオ２における国際
コメ価格の変動係数は0.1790，シナリオ３における
国際コメ価格の変動係数は0.1955，シナリオ４にお
ける国際コメ価格の変動係数は0.2519となりました

（第１表）。このように，ASEAN８カ国における農
業投資が今後も継続的に増加するシナリオを設定し
たところ，ASEAN８カ国における農業投資の継続
的な増加は，国際コメ価格の安定に寄与することが
影響試算結果から得られました。

４．おわりに
　本研究では，将来の気候変動が国際コメ価格変動
に与える影響，そして気候変動適応策としての農業
投資が将来の国際コメ価格変動をいかに緩和するこ
とができるかについて予測・分析を行いました。影
響試算の結果，ASEAN８カ国における継続的な農業
投資の増加は，気候変動下における国際コメ価格の
変動係数の低下に寄与することが影響試算結果から
得られました。一方，ASEAN８カ国において予測期
間中の農業投資の増加率をゼロとする場合，国際コ
メ価格は上昇し，不安定化することも影響試算結果
から得られました。ASEAN８カ国のうち，特に，タ
イとベトナムにおける継続的な農業投資の増加は，
国際コメ価格の変動係数の低下に寄与します。この
ため，両国における継続的な農業投資の増加は，気
候変動下における国際コメ価格安定に向けて重要な
役割を果たすことが試算結果から得られました。

注⑴変動係数とは，標準偏差を平均値で除したもの。国際コ
メ 価 格（５% broken milled white rice, Thailand nominal 
price quota）の月次データから計測しました。

　⑵MIROCモデルは，東京大学大気海洋研究所気候システム研
究系，国立環境研究所，海洋研究開発機構で開発を行った
気候モデルであり，大気モデルと海洋モデルから構成され
ています。

　⑶RCP4.5シナリオは中位安定シナリオと呼ばれており，この
他にも低位安定化シナリオであるRCP2.6，高位安定化シナ
リオであるRCP6.0，高位参照シナリオであるRCP8.5もあり
ますが，本研究では中位安定シナリオをべースライン予測
の前提条件として設定しました。

対象国・地域
農業投資年平均増加率
 （2012/14-2035年）

国際コメ価格
変動係数
（2012/14-

2035年）農地投資 農業機械・設備投資

ベースライン
予測 15カ国・地域

各国・地域とも
2000-2007年平均
増加率（-0.1％〜
1.9%）が継続

各国・地域とも
2000-2007年平均
増加率（-0.1％〜
0.9％）が継続

0.2062

シナリオ１ ASEAN8カ国 年平均2.0%増加 年平均1.0%増加 0.1527

シナリオ２ タイ 年平均2.0%増加 年平均1.0%増加 0.1790

シナリオ３ ベトナム 年平均2.0%増加 年平均1.0%増加 0.1955

シナリオ４ ASEAN8カ国 年平均0.0%増加 年平均0.0%増加 0.2519

第1表　各シナリオと国際コメ価格の変動係数
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これを 17 ある自治州別に見たのが，第２図です。
スペイン北東部に位置するカタルーニャ自治州やア
ラゴン自治州の Bt トウモロコシの栽培面積割合は，
それぞれ，87% と 68% と非常に高いのが分かりま
す。これらの地域は，エブロ地域と言われています。

スペイン農業・食料・環境省を往訪し，GMO ト
ウモロコシの生産が盛んな理由を聞いたところ，エ
ブロ地域は昔からアワノメイガの幼虫の被害が多い
ところであり，この品種を栽培することにより，収
穫量が増えることから農業者がこの品種を望んだも
のであり，それ以外の政治的な理由などはないであ
ろう，との回答でした。

カタルーニャ自治州のリエダ県にある約 18ha の
Bt トウモロコシ畑を現地視察し，この農場を，農
家から管理委託されているクパーサという農業サー
ビス会社から説明を聴取しました。農家は，GMO，
非 GMO の両者を作付けするのが通常ですが，トウ

１．はじめに
EU は，遺伝子組換え（GMO）食品に対する抵抗感，

忌避感が非常に強い地域です。2010 年に 26,671 人
を対象に行われた Eurobarometer という世論調査
では，EU において GMO 食品について反対する者
が，61％とかなり高い割合となっています。また，
基本的に自然なものではない（70%），家族の健康
に安全ではない（57%），将来の世代にとっても安
全ではない（58%），利益を享受する人間もいるが
他の人間にリスクを与える（57%），という回答も
過半を占めます。

しかしながら，その中で，スペインは，一カ国
で EU 全体の GMO 作物栽培のうちの 92% を占め
ています。この背景等をさぐるため，筆者は，2015
年 10 月 19 日から 23 日まで，スペインの政府機関，
研究所，種子会社の団体，農協を訪れ，カタルーニャ
州のリエダ県にあるトウモロコシ農場を視察しまし
た。また，2015 年４月 22 日に欧州委員会から「加
盟国単位で，GMO 作物の輸入等を拒否できる」と
の提案がなされましたが，その状況及び加盟国とし
ての反応についても聴取しました。

２．スペインにおける遺伝子組換え作物の
生産状況

EU で栽培することが許可されている GMO 作物
の品種は，Bt トウモロコシと言われるもののうち
European Corn Borer（アワノメイガの幼虫）とい
う害虫に抵抗性のある MON810 だけですが，モン
サント社が開発したこの GMO 作物がスペインで
栽培され始めたのは，1998 年のことでした。米国
において GMO 作物が商業化されたのは 1996 年で
すから，そのわずか２年後です。この年の栽培面
積は，全スペインで 22,317ha でしたが，2014 年に
は，131,538ha となっています（第１図）。2014 年
のスペインにおけるトウモロコシの全栽培面積は，
416,690ha ですから，GMO トウモロコシの割合は，
31.6% であり，ヨーロッパ全体でみると，143,474ha
の GMO トウモロコシの栽培面積のうちの 92% が
スペインで生産されていることになります。用途は
家畜飼料向けです。

スペインにおける遺伝子組換え作物の
生産状況等について

スペインにおける遺伝子組換え作物の
生産状況等について

　　　　　　　　　　　国際領域　上席主任研究官　鈴木　栄次

第１図　スペインにおけるBtトウモロコシの栽培面積

第２図　各自治州のBtトウモロコシ栽培面積等
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モロコシの播種は，３月から４月にかけてが約半
数，残りの半数は５月から６月にかけて行っている
とのことでした。３，４月は，害虫が少ないことか
ら播種する GMO の割合は約 30% であり，５，６月
に播種するのは，害虫が多いことから，ほとんどが
GMO であるとの説明でした。

GMO の 種 子 の 袋 に， 適 正 農 業 工 程（good 
practice）のパンフレットが入っており，① GMO
を作付けない待避区（refuge）を設けること，②
近隣で非 GMO トウモロコシを栽培しているときに
は，花粉が飛散する時期をずらすこと，③収穫した
機械は洗浄すること，④倉庫に貯蔵するときには，
GMO と非 GMO を分別すること等が指導されてい
ます。

refuge は，全作付け面積の 20% とされ，これは，
①他の作物を汚染しない，②害虫に抵抗力がつかな
いようにして GMO の効果を維持すること，を目的
としています。

種子の価格は，ha 当たり 50 ユーロ，GMO の方
が高い一方で，収穫されるトウモロコシの価格は，
GMO と非 GMO とではほとんど差はありませんが，
GMO の場合，殺虫剤が不要なので，コスト全体で
は非 GMO と同じくらいになる，とのことでした。

スペインには，45 の種子会社で構成されている
植物育種協会（ANOVE）という団体がありますが，
種子の袋に入れる good practice のパンフレットは，
この ANOVE が作成したものです。good practice
には，先に述べた事項以外にも，GMO 畑と非
GMO の畑の距離を 50 ｍ程度以上離すことや，ト
レーサビリティ，表示についても定められていると
のことでした。これらは，種子業界からの推奨事項
であり，義務ではありませんが，ANOVE では，毎
年，監査を行っています。監査人の報告では，90%
くらい遵守されているとのことです。同席していた
モンサント社の担当者によると，年に一回，農家に
アンケートを行い，EU の栽培許可を担当する部署
に報告しており，このアンケートでみても，good 
practice は非常に良く実施されているとのことでし
た。

また，栽培が開始されて以来 18 年間， GMO に汚
染されたなどの訴訟が非 GMO 農家から起きたこと
は一度もなく，2010 年には環境大臣が国会答弁で
共存についての問題が生じていないことを強調した
ところであって，GMO と非 GMO との共存は実現
していると考えている，との回答がありました。

３．欧州委員会の提案
2015 年４月 22 日に欧州委員会から「加盟国単位

で GMO の輸入や使用を禁止できる」との提案が

なされていました。EU として輸入を認めた種類の
GMO であっても，加盟国がそれぞれの判断で輸入
禁止にできるというもので，特に米国から WTO に
違反する等として厳しく批判されていました。

この提案について農業・食料・環境省で聴取した
ところ，なお，欧州委員会で議論を進めており，ま
もなく欧州議会で投票にかかるであろう，とのこと
でした。同省としては，この提案が EU の共通市場
化に亀裂を生じさせないかの分析及び WTO 違反の
問題がないかの分析を欧州委員会に要求しており，
その分析結果を待たなければ，態度を明らかにでき
ないという立場をとっています。ただ，スペインと
しては，WTO と両立しないものと考えていること，
及び欧州議会での投票で拒絶されるであろうとの見
方も示されました（実際に，その後，2015 年 10 月
30 日の欧州議会本会議における投票では，大差を
もって否決されました）。

スペイン植物育種協会においてもこの問題につい
て聞いてみたところ，やはり同様に，輸入について，
各国がばらばらの政策をとると，EU としての統一
市場が保たれなくなるので好ましいことではなく，
また，各国単位で決定できるとなると，政権が変わ
るごとに変更される可能性がある，との懸念が示さ
れました。

４．おわりに
EU 全体の約 92% の GMO を栽培しているスペイ

ンの基本的な立場は，「科学的な判断を支持する」
であり，この旨，農業・食料・環境省のホームペー
ジにも掲載されています。政府の研究機関である農
業・食料技術研究所のアンケートでも，特にヨーロッ
パでは，一般国民，農業者とも GMO に対する懸念
が強く，85.8% のヨーロッパ人は，科学的に問題が
ないと証明されない限り，GMO を導入すべきでな
い，と考えていることが示されました。このような
市民の心配にこたえて，科学的に問題がないことを
証明することが我々の仕事である，との同研究所ス
タッフの言葉が印象的でした。

また，スペイン農協の担当者からは，個人的な見
解と断りつつ，長期的にみて，干ばつに強い品種が
でてくることを期待している，水をあまり消費しな
いトウモロコシ，小麦，大麦の品種が開発されれ
ば，スペインでも導入したいと考えている，しかし，
GMO は，過去 20 年以上，イノベーションがなく，
停滞してしまっている技術だと思う，との言葉があ
りました。今後，果たして小麦等の人の食用作物で
の GMO の開発・実用化がどのように進むのか，ま
た，栽培は広がるのか，考えさせられるところです。

−5− No.70  2016.3



産物貿易においても上位にランクされています。農
産物の輸入では中国，ロシア，インド，輸出ではブ
ラジル，中国，インド，インドネシアが世界トッ
プ10に入っています。BRIICに続くグループとして
は，GDP又は人口のいずれかでトップ25に入る国
の中で，メキシコ，トルコ，タイ，南アフリカ，コ
ロンビアの各国が農産物の輸入・輸出で上位に位置
しており，新興市場として注目されます。
　新興市場を考える場合には，重力要因の成長と変
化の大きさも重要です。重力要因の変化は，貿易の
フローや将来見通しに影響するからです。経済成長
については，所得分配の変化や中産階級の成長の速
さが重要な意味を持ちます。制度面では法令，規
制，所有権等の改善も重要です。人口の増加は食料
需要の増加に決定的な影響を与えます。インフラの
改善も重要であり，輸送量の増加に加えてコールド
チェーンの整備も不可欠です。
　世界の農業貿易の成長を見ると，2010年から2014
年までの５年間における農業貿易額（輸入額。物価
上昇も含む概算値）の増加率は，世界平均で35％で
した。第２表では，同時期において農業貿易額の増
加率が世界平均を上回っていた国・地域の中で，貿

米国農業と新興国市場
− In Search of Emerging Markets for Agriculture −

日時：平成27年10月29日（木）15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29日，米国農務省経済調査局市場・
貿易経済部長のゴピナート・ムニサミー博士を当所
にお招きして標題の講演をいただきました。米国農
務省（USDA）の経済調査局（Economic Research 
Service）は，ERSという略称で有名ですが，農業
政策・農業経済の分野における世界最高の研究機関
の一つであり，市場・貿易経済部は，USDAが毎年
公表する世界農業の将来見通しの基礎となる分析な
どを担当しています。以下，ムニサミー部長の講演
の概要を御紹介します。
　最初に，農業貿易における新興市場とは何かとい
う論点に関連して，貿易の重力モデルに基づいて世
界の農産物貿易の動向を説明します。貿易の重力
モデルとは，物理学における重力の法則のように，
国々の間の貿易の規模が，国の規模とその間の距離
によって規定されるという理論です。
　国の規模の指標となるのはGDPや人口です。
GDPの大きさでは，１位から10位は，EU，米国，
中国，日本，ブラジル，インド，ロシア，カナダ，
豪州，韓国になります。人口の多さでは，１位か
ら10位は中国，インド，EU，米国，インドネシア，
ブラジル，パキスタン，ナイジェリア，バングラデ
シュ，ロシアです。国と国の間の近さについては，
地理的に隣接している場合だけでなく，北大西洋や
北太平洋の両岸のように，主要な輸送ルートで結ば
れ良好なアクセスが確保されている場合も含まれま
す。
　農業貿易でもその大きさを基本的に規定している
のは重力要因です。GDP又は人口でトップ10に入
る国々から重複を除いた14か国・地域について，農
産物輸入・輸出の順位を見たのが第１表ですが，多
くの国が農産物の輸入・輸出においても高い順位を
占めます。BRIIC（ブラジル，ロシア，インド，イ
ンドネシア，中国）は，GDPや人口が大きく，農

講師：ゴピナート・ムニサミー氏（Dr. Gopinath Munisamy）

　　　（米国農務省経済調査局 市場・貿易経済部長 
　　　Director, Market and Trade Economics Division, Economic Research Service, USDA）

米国農業と新興国市場
− In Search of Emerging Markets for Agriculture −

政策研究調整官　長友　謙治

OECD
加盟国

輸入
順位

輸出
順位

OECD
非加盟国

輸入
順位

輸出
順位

EU 1 2 中国 2 4

米国 3 1 ブラジル 23 3

日本 4 35 ロシア 5 16

カナダ 6 5 インド 10 6

豪州 20 7 インドネシア 12 9

韓国 8 32 パキスタン 31 43

ナイジェリア 33 49

バングラデシュ 29 54

　第１表　GDP・人口で世界トップ10に入る国が
　　　　　世界の農業貿易に占める地位

資料：ムニサミー部長講演資料より抜粋
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易額が１位から20位までを占める国を順に並べまし
たが，このうちOECD加盟国は４か国（米国，チリ，
韓国，ノルウェー）にとどまります。BRIICでは中
国，インド，インドネシアが表に上がっており，高
い成長率を示しています。他の13か国も急速に成長
している新興市場で，中東・北アフリカ６か国，南
米２か国，東南アジア２か国等が含まれます。
　農産物貿易の重力要因の変化に関係する要素とし
ては貿易政策も重要です。関税，数量割当，輸出入
許可，輸出入に対する課税，禁止措置などビジネ
ス活動を制約する明示的な障壁の削減を巡って国
際交渉が行われています。WTOのような多国間協
定，EU，NAFTA，ASEANなどの地域協定に加え
て，最近では二国間のFTA，EPAが盛んに締結さ
れています。米国とカナダ，米国とメキシコとの農
業貿易額は，NAFTAを締結した1994年には，いず
れも輸出入ともに50億ドル程度でしたが，2013年に
は200億ドル前後まで拡大しています。
　また，重力要因の成長と変化に伴い食料消費が変
化するので，新興市場を考える場合には品目の観
点も重要です。2000年から2011年の間に人間一人
当たりの摂取熱量は142kcal増加しており，そのう
ち植物油脂34kcal，肉27kcal，乳製品22kcal，果物
17kcalとなっています。一方で穀物を通じた摂取熱
量は21kcal減少しています。経済が成長し貿易の自
由化が進むとどこの国でもこうした変化が進みます。
　以上を踏まえて，米国による新興市場の探求は実
を結んでいるのか見てみましょう。
　米国の農業輸出についても，その基礎に重力要因

（GDP，人口，アクセス）があることは，米国の農
業輸出先トップ10のうち９位までの国は重力要因の
少なくとも一つを持っており，これらの国々が米国
の輸出先の大半を占めていることでわかります。
　米国の農業輸出は新興市場の成長に適応して変化
しています。第１図のとおり，米国の農業輸出にお
いては，先進国向けの割合が減少する一方で開発途

上国向けの割合が増加し，2014年には６割に達して
います。中でも中国向け輸出の増加は著しく，全体
の２割に上ります。米国にとって中国は明らかに新
興市場です（第１図の紫色の折れ線が中国）。
　中国向け輸出のうち金額が最も大きいのは大豆で
す。大豆やそれ以外のバルク・中間商品（ソルガム，
綿花，獣皮，エタノール副産物（トウモロコシ発酵
粕）等）は，引き続き中国向け輸出の大半を占めて
います。開発途上国の経済成長に伴う食品需要の変
化に対応して，米国では開発途上国向けの食肉，乳
製品，果物，野菜等の高付加価値品目の輸出が着実
に増加しています（第２図は食肉輸出）。BSEを理
由とする中国の米国産牛肉輸入禁止のように解決す
べき通商政策上の問題も依然ありますが，こうした
基本的なトレンドは今後も持続すると考えられます。
　日本の発展方向としては，農産物の輸出だけでな
く，農業・食品部門のサービスや投資にも着目すべ
きと考えられます。日本は食品加工などでは世界有
数の優れた技術を有しています。中国やインドなど
の大きな新興市場では，新たな需要に対応した食品加
工能力の拡大が求められています。こうした海外投資
のチャンスを捉えることが重要ではないでしょうか。

貿易額1〜10位
増加率
（%）

貿易額11〜20位
増加率
（%）

米国 37 イラン 53

中国 64 タイ 43

韓国 38 アルジェリア 74

香港 47 ベネズエラ 80

インド 54 ノルウェー 37

ベトナム 111 バングラデシュ 46

インドネシア 46 チリ 49

サウジアラビア 46 ナイジェリア 51

トルコ 46 コロンビア 44

アラブ首長国連邦 38 モロッコ 39

　第２表　農業貿易の成長率（2010-14年）が
　　　　　世界平均を上回る国上位20

資料：ムニサミー部長講演資料より抜粋．順位は貿易額の大きさによる
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第１図　輸出先別米国の農産物輸出（10 億ドル，％） 第２図　米国の食肉・同調整品の輸出額（10 億ドル）
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気候変動と食料安全保障− FAO における取り組み−

１．はじめに
　人類の活動によって生じる大気中の温室効果ガス
の濃度上昇は気候システム全体に変化を及ぼし，気
温上昇だけでなく海面上昇，降水量や降水地域の変
化，熱波や豪雨といった極端な気象現象の変化等を
引き起こしています。農業のように自然を対象とし
た産業は，気候変動により大きな影響を受け，極め
て脆弱な部門であると考えられます。気候変動は多
くの食料生産システムの生産性を低下させ，食料安
全保障がすでに脅かされている現在の状態をさらに
悪化させることが国際社会で懸念されています。こ
うした状況下，FAOでは気候変動による影響評価，
適応策の実施そして気候変動により生じる食料安全
保障問題に各国の政策立案者が的確に対応できる
体制を整備することを目的として，「気候変動下で
の食料安全保障地図活用事業」（AMICAF事業）を
2011年10月から実施しています。本事業は，日本政
府による任意拠出事業であり，2014年11月までフィ
リピン，2015年３月までペルーを対象国として実施
しました。
　AMICAFの特徴は，第１に気候変動と食料安全
保障をリンクさせ，包括的な影響評価を行い，適応
策の実施を行う総合的プロジェクトである点です。
第２に，対象国において，地域（Sub-National）レ
ベルにおける気候変動影響評価と世帯レベルでの分
析を行うとともに，これをマッピングすることで対
象国の政策担当者が，将来の気候変動により，具体
的にどの地域で脆弱性が増すかを特定することがで
きる点です。第３に，AMICAFでは，対象国の政
策担当者，科学者及び関係者に対して，トレーニン
グを十分に行い，自らの力で事業を実施・継続でき
るように人材育成を行う点です。
　AMICAFは，気候変動が農業生産に与える影響
評価（コンポーネント１），気候変動が食料安全保
障に与える脆弱性分析（コンポーネント２），気候
変動適応策の実証テスト（コンポーネント３）及び
気候変動関連制度分析・政策提言（コンポーネン
ト４）から構成され，各コンポーネントが相互に

リンクしています。私は，2011年11月から2015年
3月まで農林水産政策研究所からFAOに派遣され，
事業調整官（Project Coordinator）として，この
AMICAF事業の運営管理を担いました。AMICAF
では気候変動と食料安全保障に関する広範な取り組
みを実施しましたが，本稿では，このAMICAF事
業のうち，フィリピンにおける気候変動適応策の実
証テストの活動を中心に紹介します。

２．気候変動適応策の実証テストの取り組み
　フィリピンのプロジェクトでは，コンポーネント
３で南カマリネス州（ルソン島）と北アグサン州

（ミンダナオ島）において，稲作についての気候変
動適応策実証テストを行いました。まず，南カマリ
ネス州では，９つの現場（サイト）で，2012年から
雨期２回，乾期２回のテストを実施し，各サイトの
気候・環境特性に応じて，将来の気候変動による降
水量不足に備えた耐乾燥水稲品種の試験的栽培（５
サイト），高潮に備えた耐塩性水稲品種の試験的栽
培（３サイト），洪水に備えた浮稲品種の試験的栽
培（１サイト）を行いました。また，この他に，単
収の向上を目的にグリーンスーパーライス⑴（GSR）

気候変動と食料安全保障− FAO における取り組み−

報告者：農林水産政策研究所　食料・環境領域　主任研究官　小泉　達治
日時：平成27年12月1日（火）14時〜16時　場所：農林水産政策研究所セミナー室

第１図　コンポーネント３の対象地域
（フィリピン）
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の試験栽培も試験的に導入しました。
　北アグサン州を含むミンダナオ島は，従来から土
壌劣化，塩害，干ばつの影響が大きいものの，フィ
リピンの中では比較的台風被害の少ない土地とみな
されていました。しかし2011年末，2012年末と続け
て大きな台風の上陸があり，現在は自然災害による
脆弱性が特に高い地域として認識されています。同
州では５つのサイトを対象に，2013年から乾期２
回，雨期１回のテストを実施しました。各サイトで
は気候・環境特性に応じて，耐乾燥水稲品種の試験
的な栽培（２サイト），高耐塩性水稲品種の試験的
な栽培（２サイト），浮稲品種の試験的栽培（１サ
イト）を実施し，GSRの試験栽培も行いました。南
カマリネス州及び北アグサン州における耐乾燥水稲
品種，高耐塩性水稲品種，浮稲品種の試験的栽培の
結果，いずれも従来種に比べて単収が安定し，GSR
の単収は在来品種，各耐性品種の各単収を上回る結
果となりました。さらに，今後の気候変動適応策で
は，以上の試験的栽培結果を踏まえ，気候特性に対
応した新品種を継続的に導入・購入していく必要が
ありますが，そのためには，個々の農家のみならず
集落全体の所得向上が求められます。このため，両
州の各サイトでは集落ごとにこれまでの農業経営の
見直しや，副産物収入向上による農家収入改善に向
けた取り組みも行いました。
　コンポーネント３で重要なことは，新規のみなら
ず既存の品種・農法・経営方法を見直し，導入す
ることにより，より多くの「優良実践オプション」

（Good Practice Options）を蓄積しておくことです。
そのためには，各サイトで試験栽培を行った各品種
の単収データのみならず，生産コストデータ等の経
営データを蓄積していくことが重要となります。こ
うしたオプションを数多くテストし，安定した収穫
や増収につなげ，かつ気候変動対策にもなりうるオ
プションを地域及び集落ごとに特定していくこと
は，将来の農業環境の変化に備えていく体制を国，
地方政府，集落レベルで構築していくことを可能と
します。
　コンポーネント３ではさらに，気候対応のため
の農民現場学校（Climate enhanced farmer field 
school）を集落単位で開催し，南カマリネス州では
のべ571人，北アグサン州では175人の農民が参加し
ました。農民現場学校では，AMICAF担当のフィ
リピン現地職員や，農務省地域事務所職員，農業普
及員が講師となり，各サイトで蓄積した優良実践オ
プションの普及を図りました（写真１）。コンポー
ネント３では，将来の適応策について，農民個人が
対応するのではなく集落全体で対応していくよう
に指導を行いました。こうした農民学校の活動は，

2014年から徐々にAMICAF主導から農務省，国家
気候変動委員会（Climate Change Commission）と
いった連邦政府主導に移りつつあり，フィリピン全
土での活動の拡大が行われています。

３．おわりに
　フィリピンでは，AMICAFにおける気候変動適
応策の活動が，フィリピン連邦政府主導により，事
業が展開されており，AMICAF事業終了後も，農
務省及び研究機関等が気候変動適応策の取り組みを
自発的に発展させています。AMICAFは，フィリ
ピン等における事業実績を基に，他の国にも同様の
手法の適用・応用を図ることを目的としています。
このため，両国での事業が終了した2015年４月以降
は，事業を担当したフィリピン等の専門家がアジア

（インドネシア），ラテンアメリカの専門家を指導す
る「南南協力」により，AMICAF事業を展開して
います。そして，将来的にはさらにAMICAFの取
り組みを世界各地の途上国で進めていく予定です。
　私は，約３年半あまりFAOにおいて本事業を担
当しましたが，特に，今回のAMICAFにおける途
上国の現場で気候変動適応策を実践することはこれ
までにない貴重な経験であり，多くの知見を得るこ
とができました。また，フィリピン等で一緒に仕事
した研究者や行政官らと今回の経験を基に一般向け
の報告や学会報告，論文の刊行等を数多く行うとい
う機会も得ることができました。今後は，こうした
現場での体験及び知見や構築したネットワークを，
途上国における農業開発に関する政策研究にも活か
していきたいと考えております。

注⑴グリーンスーパーライスとは，IRRI（国際稲研究所）が開
発した稲の新品種で，従来の品種に比べて高単収で，害虫，
塩害等への耐久性が高く，肥料投入量も低い特徴を有する。

写真１　農民現場学校を通じた新品種導入の
　　　　普及活動（フィリピン北アグサン州）
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世界農業の見通しとこれからの課題

講師：ジョナサン・ブルックス氏（Dr. Jonathan BROOKS）
　　　OECD（経済協力開発機構）事務局貿易・農業局　市場・貿易課長
日時：平成28年１月８日（金）15時〜17時
場所：農林水産政策研究所セミナー室

　2000年代初頭には低位安定していた穀物や大豆な
ど主要農産物の国際価格は，2007-2008年度に，主
要国における不作，新興国や開発途上国における需
要の増加，バイオ燃料用需要という新たな需要の創
出，そして投機マネーの流入などにより高騰しまし
たが，その後落ち着いた動きになっています。これ
らの状況を踏まえて，今後の農産物の国際需給およ
び価格をどう見通すべきでしょうか。今回は先進国
のシンクタンクとして様々な政策分析・提言を行っ
ている国際機関，OECD（経済協力開発機構）で農
産物市場の中期（今後10年間）見通しを担当してい
るジョナサン・ブルックス市場・貿易課長を招き，
世界の農産物市場の将来およびこれからの課題につ
いて講演していただきましたので，以下概要をご紹
介します。

１．「OECD-FAO　農業見通し　2015-
2024」の概要

　まず，「OECD-FAO農業見通し2015-2024」（以下，
「2024年見通し」と略。）の主要な結果についてご紹
介いたします。
　「OECD-FAO農業見通し」はOECDとFAO（国
連食糧農業機関）の共同作業であり，毎年７月に公
表されます。見通し期間は今後10年間であり，計
量モデル（AGLINK-COSIMOモデル）をベースに，
各国の専門家の精査を経て完成します。品目別のカ
バーについては，主な温帯作物がカバーされていま
す。国別のカバーについては，世界中の国々が含ま
れています。品目別の詳しい分析の他に，特別な
テーマを扱った章があります。
　見通しと予測は同じものではありません。予測と
は，将来の農産物市場の姿を天気予報のように言い
当てるものです。一方，見通しとは，人口やGDP，

原油価格などに一定の仮定をおいた場合の農産物市
場の将来の最もありうべき姿を示したものです。
　「2024年見通し」の背景にある農産物の国際市場
の現況はどうなっているのでしょうか。現在，穀物
や大豆などの主要農産物の国際市場は落ち着いてお
り，豊富な生産量と大幅に積み上がった在庫が存在
します。食肉および乳製品の国際価格は，近年の記
録的な高騰から最近は低下傾向にあります。原油価
格は低水準であり，バイオ燃料の生産は概して利益
を生まなくなってきています。世界全体の経済成長
は概してどこも低水準です。
　「2024年見通し」の結論としては，「ベースライ
ン」（最もありうべき見通し）によれば，農産物の
名目国際価格は今後10年間横ばいで推移すると見込
まれます。この水準は2007−2008年度の世界食料危
機の高騰した水準よりは低いが，2000年代初頭の水
準よりは高いものとなるとみられます。
　なお，「ベースライン」によれば，世界の多くの
国々で小麦やコメなど食用穀物の消費量は今後も飽
和傾向を強める一方，食肉および乳製品の消費量
は，所得向上に伴う需要の高まりから増加すると見
込まれます。このように畜産物の需要が食用穀物の
需要より早い速度で増加する結果，飼料用として消
費されるトウモロコシなどの粗粒穀物および大豆の
価格は，小麦やコメなどの食用穀物の価格と比較す
ればより早く上昇するとみられます。
　以上のように，「ベースライン」によれば農産物
の国際価格はおだやかに推移すると見込まれるもの
の，価格変動リスクは存在しています。その一例と
して，トウモロコシの名目国際価格について，将来
の価格変動の確率をシミュレーションしてみます。
すなわち，AGLINK-COSIMOモデルを利用し，過
去の傾向を考慮して，単収の変動，世界経済の成長
率の予測および原油価格といった外生変数をランダ

食料・環境領域　上席主任研究官　上林　篤幸

世界農業の見通しとこれからの課題
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ムに1000回変動させて繰り返す確率的見通しを行う
と，このランダムに見通した名目価格が「ベースラ
イン」で見通した名目価格の周りの，下限は10％か
ら上限は90％までの一定範囲の幅の中に今後10年連
続ですべて納まる確率は10％と見通されます。逆に
言えば，今後10年間のうち１年だけでも大きな価格
変動が起こる確率は90%なのです。
　各国の一人当たり食料消費量は，世界的にゆるや
かな伸びを続けています。一方，各国の一人当たり
生産量は，国によって大きな差異が認められます。

「2024年見通し」の世界の農産物貿易量の予測によ
れば，輸出は引き続き少数の国に集中すると見込ま
れる一方で，輸入国は多くの国に分散するとみられ
ます。中国は大豆の輸入において世界シエアの大部
分を占める一方，綿花等の大輸出国になると見込ま
れます。
　世界の栄養不足人口の傾向をみると，今後10年間
で栄養不足人口は約１億人から約７千万人に減少す
ると見込まれますが，サブサハラアフリカ（サハラ
砂漠以南のアフリカ）では人口の増加に生産が追い
つかず栄養不足人口が減らない結果，国連の第二次
開発目標，すなわち，2030年までに飢餓人口をなく
すという目標は達成されないとみられます。
　世界経済が成長するという見込みのもとで，今後
10年間の農業就業人口を見通すと，2015年度と2024
年度の間で２億人以上の農業に就業している人々が
他の産業へ移転すると見込まれます。その背景に
は，経済成長にともなう農業のGDPに占める割合
の世界的な減少傾向が読み取れます。
　農業保護の状況については，OECD諸国と新興国
におけるPSE（生産者支持推定量）はほぼ同じ水準，
すなわち約18％に収束しています。新興国において
は，輸出入の制限や，生産と結びついた補助金の支
給などが拡大しており，とりわけ中国のPSEは一国
でOECD加盟国全体に相当するような規模に達して
います。

２．OECDの政策提言（これからの課題）

　以上を踏まえて，これからの課題としてのOECD
の主要な政策提言を以下にまとめます。
　まず，経済的に効率的であり環境的に持続可能な
政策を実施し，透明でより開放的な市場を実現する
ことが重要です。加えて，農産物を効率よく消費地
まで運搬するための政策も必要です。
　次に，技術革新および持続可能な環境のもとでの
生産性の向上を実現する政策が重要です。それによ

り実現される農産物の市場価格が，もしそれがなく
現状で推移した場合の価格より低下する限りにおい
て，消費者と（革新的な）生産者の両者に利益をも
たらします。農産物の生産者価格が低下しても革新
的な生産者の所得を増加させることが可能です。
　第三に，食料の入手可能性を向上させるための行
動，すなわち，開発途上国における収穫後のロスを
減らすための投資および先進国における行動様式の
変更（消費者の食品残渣の減少および肥満などを生
む食品の過剰消費の抑制）です。
　第四に，第一世代のバイオ燃料への支持および指
令といった保護的政策を段々減少させ，最後には消
滅させる政策を実施することです。これらの措置に
より農産物や食品の価格は現状推移の場合より低下
するでしょう。また，これにより食料安全保障に対
する突発的脅威，すなわち，価格の上昇が転じて価
格の危機的水準への高騰へと悪化することを防ぐこ
とができます。
　第五に，限りある自然資源，とりわけ水を持続的
に活用する政策が必要です。水資源が乏しくなるこ
とが意識されるようになると水の価格が上昇し，生
産コストが増加する結果農産物価格が上昇します。
地球上のあらゆるところで水を大切に使うことによ
り，持続可能な生産性の向上を実現することが可能
となります。
　最後に，農産物価格の変動は宿命的で不可避のも
のです。したがって，価格変動をどうmanage（管
理）していくのかが重要です。リスク管理のための
ツール（政策措置）が必要ですが，国際貿易を制限
することは解決にはなりません。

ジョナサン・ブルックス氏

注．セミナーの資料は，下記農林水産政策研究所のホームペー
ジでご覧になれます。

　　http://www.maff.go.jp/primaff/meeting/kaisai/2015/index.html
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「生活経済学」とはどのような学問なのか。今な
ぜ学ぶ必要があるのか。本書はこのような疑問に答
えてくれる生活経済学の教科書です。９人の著者が
家計の構造や外部経済との関わり，労働と生活時間
の分析などを通して，生活経済学の現在を明らかに
しようとしています。

生活経済学は学際的な学問です。具体的には２つ
の側面を有しています。１つは家政教育との関係で
す。生活経済学は歴史的にみれば「戦前の家制度を
下支えした家政思想と良妻賢母教育に通底する家政
教育に強く規定され」（２頁）展開してきました。
もう１つは応用経済学としての側面です。序章にお
いて生活経済学は「生活を維持し，生活の質を向上
させるための経済行為とそれを規定する法則を理解
し，人間労働力（人間活動力）の再生産に資するた
めの理論を探求する学問」（２頁）と定義づけられ
ています。ここでいう労働とは，報酬を伴うペイド
ワークだけでなく報酬を伴わないアンペイドワーク
を含むものです。このように生活経済学は人間の労働
を扱うという点で広義の経済学に位置づけられる一方
で，「伝統的な経済学が全面的に対象とすることのな
かった」（２頁）アンペイドワークをペイドワークと
同等に取り上げている点に独自性があるといえます。

本書はまた，ジェンダーの視点から生活経済に関
わる様々な現象を捉えようとしている点に特長がみ
られます。ジェンダーとは「自然の性別には解消し
きれない，歴史的経緯や文化的特性を含めて社会的
に形成されてきた性別」（11頁）と理解される概念
です。ではなぜ生活経済学を理解するためにジェン
ダーの視点が必要なのか。この点について本書では

「日本型福祉社会」の議論から説明されます。日本
型福祉社会論とは「社会保障・社会福祉における国
の役割を縮小させ，家族が自助・自立，自己責任を
果たすことを期待する」（６頁）考え方で，高齢化
が急速に進展する1970年代後半から台頭してきた議
論です。こうした議論はジェンダーの視点では，私
的な領域である家庭における「家事・介護・育児
の女性への偏り」（７頁）という性別役割分業モデ

ルの固定化を促すだけで
なく，生活の社会化が進
み，「これらの労働が社
会的な労働に代替された
とき」（７頁）には「介
護労働者，保育労働者の
低賃金，非正規雇用の問
題」（７-８頁）などを引
き起こすものと理解され
てきました。本書ではこ
のような議論を前提として，調査票や統計表に男女
の区分があるジェンダー統計の分析を通して，具体
的な検証が行われます。生活経済学の分析にジェン
ダーという視点を導入することによって，社会経済
構造の変化を背景に生じている私たちの生活や労働
に関わる新たな社会問題を可視化することが可能と
なるのです。もっとも本書の成果は問題の可視化に
とどまりません。本書後半では「再生産領域を問い
直すジェンダー視点」（第Ⅱ部）として，アンペイ
ドワークの新たな評価手法の提起（６章）や，生活
の社会化と生活福祉経営能力の獲得と発揮（７章），
新しい消費形態の創造（10章）などが議論されてい
ます。新たな社会現象や社会問題に向き合うための
理念や能力を具体的に議論するこのような研究方法
は，一貫して生活者の視点に立ち学問領域を切り拓
いてきた生活経済学の大きな特長といえましょう。

最後に，農業・農村研究との接点について考えて
みます。まず本書で議論された生活の個別化や雇
用・労働環境の変化は，現在の農家（農村）生活に
おいていかに現れているのか。こうした視点は，例
えば農業の新たな担い手を議論する際にも有効で
しょう。魅力ある職業としての農業の確立には，安定
的な農業収入の確保とともにワークライフバランスの
実現が求められるためです。一方で本書は，例えば新
たな貧困や地域福祉などに農業や農村（研究者）がい
かに関わっていくことができるのか，そうした視点の
重要性にも目を開かせてくれるものでした。

『ジェンダーで学ぶ生活経済論［第2版］：
　　現代の福祉社会を主体的に生きるために』

伊藤 　純 ,  斎藤 悦子 編著
農業・農村領域　研究員　　佐藤　真弓

『ジェンダーで学ぶ生活経済
論［第2版］: 現代の福祉社
会を主体的に生きるために』
編著者／伊藤 　純,
　　　　斎藤 悦子 
出版年／2015年４月
発行所／ミネルヴァ書房
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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 大豆化の進展によるアルゼンチン農業生産システ
ムの変化 農林水産政策研究所レビュー No.68 2015年11月

小野智昭 集落営農の法人化における法人形態（農事組合法
人，株式会社）の選択について 農林水産政策研究所レビュー No.68 2015年11月

小柴有理江・吉田行郷・
香月敏孝

農業と福祉の連携の形成過程に関する研究
―農業分野における障害者就労を事例として― 農林水産政策研究 第25号 2016年1月

國井大輔 農業・農村の多面的機能と生態系サービスの定義
と評価手法に関する整理 農林水産政策研究 第25号 2016年1月

八木浩平・山本淳子・
河野恵伸

年齢・性別間で果物及びカットフルーツ消費が偏在
する要因　－構造方程式モデリングを用いた分析－ 農林水産政策研究 第25号 2016年1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

小泉達治 気候変動と食料安全保障－コメを中心として－ 農林水産政策研究所研究成果報告会 2015年12月1日

田中淳志
大学生による農山村・農林業体験活動の動向と体
験前後の変化

農林水産政策研究所研究成果報告会 2016年1月19日

薬師寺哲郎 超高齢社会の買い物弱者問題について 専修大学商学研究所定例研究会 2016年1月19日

國井大輔
木質バイオマス利用による森林管理や地域経済へ
の影響評価～岩手県西和賀町における木質チップ
ボイラーを事例に～

農林水産政策研究所研究成果報告会 2016年1月26日

農林水産政策研究に関連する学会等の紹介
（2016年4月～5月開催）

開　催　大　会　等 主　　催 開　催　日　時 開　催　場　所

農村計画学会	2016年度春期大会 農村計画学会 2016年4月9日（土） 	東京大学農学部弥生講堂

日本国際地域開発学会
2016年度春季大会

日本国際地域開発学
会 2016年5月28日（土） 東京農業大学世田谷キャンパス
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農林水産政策研究
	 第25号　2016年1月	【研究ノート】
	 	 小柴有理江・吉田行郷・香月敏孝
	 	 農業と福祉の連携の形成過程に関する研究―農業分野における障害者就労を事例として―
	 	 ＜論文概略＞

	 	 　本稿は，「農業分野における障害者就労」に取り組む先進事例を分析し，農業サイド，福祉サイドの

	 	 主体による取組過程の違いを明らかにしました。また，各主体が，取組過程において，農業と福祉の

	 	 両分野の知見をいかに獲得し，必要な組織体制を構築しているかを分析しました。

	 	 　当該論文に関連して，当所では，農村活性化に関する研究プロジェクトの一環として，平成21年度

	 	 から，農業者と社会福祉法人，NPO法人等が連携した取組が地域の就労や農業生産に及ぼす影響に関

	 	 する調査研究を行っています。こちらもあわせてご覧ください。

	 	 http://www.maff.go.jp/primaff/kenkyu/Syogaisya/index.html

	 	 【研究ノート】
	 	 八木浩平・山本淳子・河野恵伸
	 	 年齢・性別間で果物及びカットフルーツ消費が偏在する要因―構造方程式モデリングを用
	 	 いた分析―
	 	 ＜論文概略＞

	 	 　本稿では，構造方程式モデリングを用いて，年齢や性別間で果物消費が偏在する要因を検証しまし

	 	 た。具体的には，属性間で「食の志向」が異なるためとする仮説を設定し，高年齢層や女性ほど「健

	 	 康志向」が高く，「調理負担感」が低いため果物摂取量が多いことなどを実証しました。

	 	 　当該論文に関連した研究成果について「農林水産政策研究所レビューNo.67」で掲載しております

	 	 ので，こちらもあわせてご覧ください。

	 	 http://www.maff.go.jp/primaff/koho/seika/review/pdf/primaffreview2015-67-4.pdf

	 	 【調査・資料】
	 	 國井大輔
	 	 農業・農村の多面的機能と生態系サービスの定義と評価手法に関する整理
	 	 ＜論文概略＞

	 	 　本稿は，わが国における農業・農村の多面的機能の定義と国際的に使われている多面的機能や生態

	 	 系サービスの定義に関して，「機能」と「サービス」のとらえ方の違いを明らかにし，わが国における

	 	 多面的機能の評価法について，生態系サービスの評価手法と比較しながら整理を行いました。

プロジェクト研究［主要国農業戦略］研究資料
	 第8号　2015年3月	 平成26年度カントリーレポート：米国農業法，ブラジル，韓国，欧州酪農
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