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巻頭言

　2010年センサスは経営耕地面積の減少が下げ止ま
り，大規模経営への農地集積の進展がみられ，農業
構造の再編という期待を抱かせる結果であった。こ
の背景には，①昭和一桁生まれ世代が全員75歳以上
となって農業労働からの離脱が決定的となり，農地
供給層の形成が進んだこと，②2007年の旧品目横断
的経営安定対策が経営規模による選別政策を導入し
たため，それに対応するため，かたちだけの集落営
農が急増したことの２つがあった。
　①は，農地の受け手がいれば構造再編は進むが，
いない場合は農業の崩壊・解体を意味する。両者の
間には紙一重の違いしかない。例えば山間農業地域
では，主業農家も集落営農もいない農業集落が全体
の半分を占める結果となっていた。全国的な統計と
しては構造再編が進んでいるが，地域によって大き
な差が存在しているのが実情である。
　②は，それまで農地集積は個別経営によるものが
大半を占めてきた東北，北九州などで「政策対応型
集落営農」「枝番管理型集落営農」と呼ばれるよう
な集落営農のにわかづくりが進められた結果であ
る。その典型が佐賀である。統計上は2005年から
2010年にかけて販売農家が４割減少したことになっ
ているが，実際はそのようなことはなく，旧品目横
断的経営安定対策に対応するための集落営農が設立
されただけで，経理は一元化されているものの農作
業は個別経営が行っているようなケースが多いこと
が，その後の実態調査で明らかにされている。こう
した動きが農業経営体の減少と大規模経営および組
織経営体への農地集積となって2010年センサスにあ
らわれる結果となった。
　2015年センサスはこうした状況を受けての調査で
ある。要因①は今回も継続しているが，要因②の影
響は基本的にはなくなっている。2010年センサスが
把握した構造再編の動きは主として②によるもので
あり，将来的に生じる事態を先取りして反映したも
のなので，2015年センサスは要因①，すなわち，高
齢化と離農の影響を受けるだけとなって農業経営
体の減少の度合いは小さくなり，構造再編の動き
は鈍るのではないかというのが私の事前の予想で

あった。集落営農の設立に
よって経営耕地面積の減少
のペースは抑えられて2010
年センサスと同水準になる
ものの，農業経営体の減少
のペースは鈍化し，農地流
動化率の上昇も鈍るだろう
とみていた。しかし，2015
年センサスの蓋を開けてみ
ると経営耕地面積も農業経営体も大きく減少してし
まう結果となってしまった。
　具体的な数字を示そう。経営耕地面積の減少率
は，2005年から2010年にかけては1.7％と大きく低
下したが，2010年から2015年にかけては5.0％と再
び増大している。農業経営体のうち家族経営体の減
少率は2005年から2010年にかけては16.8％だったの
が，2010年から2015年にかけては18.4％と減り幅が
拡大している。農地面積が減って農家も減ったのだ
から農業解体の深化である。
　農業経営体のうち法人経営の増加率は，2005年か
ら2010年にかけての13.0％から，2010年から2015年
にかけては25.3％と倍近くになった。これは明るい
兆しである。だが，集落営農が大半を占める組織経
営体の増加率は10.4％から6.4％とペースが落ちてい
る。「集落営農狂騒曲」は終わったのである。都府
県では大規模経営への農地集積が進み，10ha以上
層のシェアは2010年の20.2％から2015年には27.0％
へ，20ha以上層のシェアも12.8％から17.3％へと上
昇したが，大規模経営の増加率は鈍化した。都府
県の５～10ha層の増加率は10.8％から3.2％へと大き
く低下している。10～20ha層の増加率も35.7％から
22.0％に鈍化し，20ha以上層については113.3％から
26.3％へと大幅に落ち込んだ。2015年センサスは日
本農業が縮小再編に本格的に突入したことを示した
というのが現時点での結論である。
　こうした見方が正しいかどうか，地域によってど
のような差が存在しているか。2015年センサスの本
格的な分析とそれを踏まえた現地実態調査の実施を
期待したい。

2015年センサスの正確な読み解きを期待する
東京大学大学院農学生命科学研究科　教授　安藤　光義
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研 究 成 果

センサスに見る農業構造変動の特徴と地域性
－「2015年農林業センサス結果の概要(確定値)」の分析から－

農業・農村領域 総括上席研究官　橋詰　　登 

１．はじめに
　今年３月末に「2015年農林業センサス結果の概要

（確定値）」が公表されました。当研究所では，現在
センサス分析チームを編成し，農業・農村構造の総
合的な分析作業を進めているところです。
　ところで，前回の2010年農業センサスでは，水田
農業構造が予想以上に大きく変動しました。経営所
得安定対策を背景に，数多くの集落営農組織が全国
各地で設立されたことに起因するものでした。その
後も，政権交代を経ながら農政改革が進められてき
ており，人口減少と高齢化が進行する農村において
農業構造がどのように変化しているのかは，農政を
推進していく上でも大いに注目されるところです。
　今回センサスの集計結果はまだ出揃っておらず，
現段階では本格的な構造分析の成果を示すことはで
きませんが，限られたデータの分析から，この５年
間の構造変動の特徴と地域性を探ってみました。

２．農業構造変動の概要
　1995年農業センサスからの基礎的な時系列データ
によって，わが国農業構造の変化を概観してみると，
これまでとはやや異なるこの間の動きが散見されま
す（第１表）。
　第１に，農業経営体数の減少率は前回を上回るも
のとなりましたが，組織経営体に限れば，この５年

間も増加を続けており，特に法人経営体が順調にそ
の数を増やしています。組織経営体の法人化率は前
回から14ポイント上昇し，69％にまで達しています。
　第２に，自給的農家も減少に転じる中，土地持ち
非農家が僅かな増加にとどまったことから，農地所
有世帯の減少率が急激に上昇したことです。
　第３に，同居農業後継者がいる販売農家が40%超
える減少となり，同農家割合が３割を切ってしまっ
たことです（他出の後継者を含めても５割に達して
いません）。販売農家における経営継承が一層困難
化した様子がうかがえます。
　第４に，販売農家の農業労働力については，農業
就業人口の減少率は僅かながら低下しましたが，基
幹的農業従事者の減少率は大幅に上昇し，実人数で
も200万人を割り込んだことです。
　第５に，借地による農地の流動化や上層規模への
農地集積は着実に進んでいるものの，その速度が鈍
化し，耕作放棄地の拡大によって農地総量の減少傾
向が強まる兆しが見え始めたことです。
　以下では，これらの中から，農地所有世帯の動き
と上層規模の農地集積状況に着目し，地域性を含め
もう少し詳しく見ることとします。

３．土地持ち非農家の不在地主化が加速？
  これまで離農した世帯は，土地持ち非農家となっ
てそのまま地域にとどまるケースがほとんどでした。

資料：農業センサス（1995年，2000年，2005年，2010年，2015年）．
注．1995年と2000年の経営耕地面積および借入耕地面積は，販売農家と農家以外の農業事業体の合計である．

第１表　農業構造基礎指標の動向（全国）
（単位：1,000経営体，1,000戸，1,000人，1,000ha，％）

経 営 体 数 農地所有世帯数
農 業 労 働 力         
【販売農家】

土　地

農　業
経営体 計 販　売

農　家
自給的
農　家

土地持ち
非 農 家

【農業経営体】 【所有世帯】

組　織
経営体

同居農業
後 継 者
が い る

法　人
経　営

農業就
業人口

基幹的農
業従事者

経営耕
地面積

借入耕
地面積

耕作放棄
地面積経営規模

５ha以上

実 

　数

1995年 … … … 4,350 2,651 … 792 906 4,140 2,560 4,154 1,325 569 244 
2000年 … … … 4,218 2,337 1,340 783 1,097 3,891 2,400 3,938 1,400 703 343 
2005年 2,009 28 14 4,050 1,963 868 885 1,201 3,353 2,241 3,693 1,601 824 386 
2010年 1,679 31 17 3,902 1,631 675 897 1,374 2,606 2,051 3,632 1,867 1,063 396 
2015年 1,377 33 23 3,569 1,330 397 825 1,414 2,097 1,754 3,451 1,998 1,164 423 

増
減
率

95-00年 … … … ▲ 3.0 ▲ 11.9 … ▲ 1.1 21.1 ▲ 6.0 ▲ 6.3 ▲ 5.2 5.6 23.5 40.3
00-05年 … … … ▲ 4.0 ▲ 16.0 ▲ 35.2 12.9 9.5 ▲ 13.8 ▲ 6.6 ▲ 6.3 14.3 17.3 12.5
05-10年 ▲ 16.4 10.4 23.1 ▲ 3.6 ▲ 16.9 ▲ 22.2 1.4 14.4 ▲ 22.3 ▲ 8.4 ▲ 1.7 16.6 29.0 2.6
10-15年 ▲ 18.0 6.4 33.4 ▲ 8.5 ▲ 18.5 ▲ 41.2 ▲ 7.9 2.9 ▲ 19.5 ▲ 14.5 ▲ 5.0 7.0 9.5 6.8
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このため，農家数の減少は土地持ち非農家数の増加
につながることから，農地所有世帯ベースで見れば
４％前後の世帯数減少で推移してきました。
　しかし今回，その減少率が8.5％へと急激に高ま
りました。そこで，「土地持ち非農家の補足率（残
存率）」（図の注を参照）を求め，これを縦軸に，農
地所有世帯数の減少率を横軸にとり，各地域ブロッ
クをプロットしてみました（第１図）。
　この図から，両者に負の相関関係が存在し，この５
年間に全地域ブロックで両率とも大幅に低下している
ことが確認できます。また，土地持ち非農家の補足率

（残存率）の地域差が前回から拡大している様子も見
てとれます。北海道の場合は，農地の売買による離農
が多いため事情はやや異なりますが，都府県での今回
の変化は土地持ち非農家の不在地主化が加速したこと
によるものではないかと推察されます。
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第１図　農地所有世帯数の減少と土地持ち非農家
の補足率（残存率）との関係

資料：農業センサス（2005年，2010年，2015年）.
注．土地持ち非農家の補足率（残存率）＝期末の土地持ち非農

家数/（期首の土地持ち非農家数＋５年間の総農家減少数）
×100による.

４．担い手への農地集積速度が鈍化？

　都府県での５ha以上規模の農業経営体による経
営耕地面積の集積率は，前回の32％から40％へと上
昇しており，東北，北陸では８ポイント前後上昇し
50％を超えています。しかし，集積速度は前回に比
べ鈍化しています。
　そこで，大規模経営体（５ha以上規模）への農
地集積の動きを「集積水準」（集積面積率）と「集
積速度」（５年間の集積面積率上昇ポイント数）に
よって地域ブロック別に見ると（第２図），前回セ
ンサスで集落営農が展開し構造変動の大きかった北

九州，東北，北陸で集積速度が大幅に減速していま
す。これに対し，これまで集積率の低かった南関東，
近畿等では前回に比べ集積速度が高まっており，地
域によって異なる傾向が確認できます。
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第２図　5ha以上農業経営体の農地集積動向
（都府県：2010年→15年）

資料：農業センサス（2010年，2015年）.

５．おわりに 
　このように，2015年農業センサスでの構造変動は，
前回とはやや異なる様相となっています。それは前
回センサスで顕著であった，集落営農の展開に伴う
地域農業構造への強い影響が，今回のセンサス結果
を用いた相関分析からは確認できなかったことにも
現れています（第２表）。
　しかし，集落営農組織が経営体としての内実を備え
たことによって地域農業の構造変動に寄与している可
能性等も考えられることから，順次公表される2015年
センサスの詳細な集計結果を活用し，さらに分析を深
めていくことが必要です。

資料：農業センサス（05年，10年，15年），集落営農実態調査（05年，10年，15年）.
注．都道府県別データを用いた結果であり， [**]は１%，[* ]は５%水準で有意．

第２表　集落営農組織の展開と農業構造変動との関係
（集落営農組織の集積面積率上昇ポイント数との単相関分析結果）

n=47
農 業 構 造 変 動 指 標 2005-10年 2010-15年

総農家数増減率 -0.528 [**] -0.262 [   ]
販売農家数増減率　 -0.582 [**] -0.226 [   ]
自給的農家数増減率 0.283 [   ] -0.141 [   ]
土地持ち非農家数増減率 0.571 [**] 0.222 [   ]
組織経営体数増減率 0.407 [**] 0.109 [   ]
農業就業人口増減率 -0.222 [   ] 0.022 [   ]
農業就業人口高齢化率上昇ポイント数 -0.325 [* ] -0.227 [   ]
経営耕地面積増減率 0.140 [   ] 0.138 [   ]
借入耕地面積増減率 0.882 [**] 0.186 [   ]
借入耕地面積率上昇ポイント数 0.780 [**] 0.284 [   ]
耕作放棄地面積増減率 0.295 [* ] 0.187 [   ]
耕作放棄地面積率上昇ポイント数 0.070 [   ] -0.007 [   ]
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なったのです。
　第１図は中国の主要食糧であるコメ，小麦および
トウモロコシの生産・消費量の推移を示したもので
す。主として食用に供されるコメおよび小麦の生
産・消費量が基本的に横ばいであるのに対して，主
に飼料に用いられるトウモロコシの生産・消費量が
大きく増加していることがわかります。
　同図では，図中に中国食糧政策の時期区分を示し
ました。中国では1999年以前は農家が生産した食糧
を政府が定めた保護価格で買い取る保護価格政策が
とられており，生産過剰の状態となっていました。
ところが，2000年からはWTO加盟や穀物の過剰在
庫に対処するため，保護価格制度を段階的に廃止す
る自由化政策がとられて食糧価格が下落し，食糧生
産が落ち込んでしまいました。このため，2004年か
らは農家に補助金支出等を行い，積極的に食糧増産
を進める生産補助政策が講じられ，現在に至ってい
ます。
　さて，同図から明らかなとおり，生産補助政策期
における最大の特徴は，増大する飼料需要に対応し
たトウモロコシの増産です。中国の飼料需要は畜水
産物生産の拡大で今後とも増加が見込まれています。
2014年から2020年までに穀物飼料消費がさらに１億
トン程度増加するとの予測もあります。この飼料需
要の拡大が現在の中国食糧の需給逼迫と輸入増加を
もたらす大きな要因となっているのです。

１．はじめに
　中国は世界最大の食糧消費・生産国であり，その
食糧需給の動向が世界の食糧需給に大きな影響を与
えることは言うまでもありません。
　中国人の食生活における消費構成は，近年の所得
増加に伴って大きく変化しました。これによって，
中国の食糧需給に構造的な変化がもたらされ，最近
では飼料需給の均衡が中国食糧政策の大きな課題と
なっています。また，貿易動向等にも直接的な影響
を及ぼす中国食糧の国際競争力には顕著な変化が生
じています。
　その一方で，食糧増産のための財政負担の増加は
大きく，効率的で効果的な食糧政策の実施が求めら
れるようになりました。
　本稿では，こうした大きな変化を見せつつある中
国の食糧需給をめぐる動向についてお話しします。

２．中国食糧需給の構造的変化
　中国では1980年代以降，経済の成長とともに，国
民の食生活が従来の穀物を中心としたものから畜産
物，乳製品等をより多く消費するものへと変化しま
した。
　2014年の豚肉の１人当たり消費量は1990年の約
2.1倍，鶏肉は4.5倍，乳類は6.7倍となりました。こ
れに伴い，1990年に2,857万トンであった肉類生産
量は2014年には8,707万トンにまで増加しています。
一方で，食用食糧の１人当たり消費
量は，都市で1990年の186.7キログラ
ムが2014年の117.2キログラムに，農
村では，同じく262.1キログラムが
167.6キログラムに減少しました。
　こうした畜産物生産の急速な増加
および食用食糧消費の減少によっ
て，食糧需給に構造的な変化がもた
らされました。すなわち，中国では，
2000年ごろまでは食用食糧の需要を
満たすことが食糧需給の基本だった
のですが，食用食糧の需要減少と畜
産物生産の増加に伴う飼料需要の大
幅な増加とによって，飼料需要を満
たすことが食糧需給の大きな課題と

中国の食糧需給をめぐる動向中国の食糧需給をめぐる動向
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国際領域　河原昌一郎

資料：USDA Foreign Agricultural Service.
注.　コメは精米ベース.

第１図　中国主要食糧の生産・消費量の推移
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３．中国食糧の国際競争力の低下
　第２図は中国食糧の単位生産量（50キログラム）
当たり生産費の動向をアメリカのそれと比較したも
のです。アメリカの生産費の動向は，年による上下
はありますが基本的に横ばいとなっています。これ
に対して中国食糧の生産費は，三作目とも一貫して
右上がりで増加を続けています。この結果，2013年
には三作目とも中国の生産費がアメリカのそれを上
回る状況となりました。
　中国食糧の生産費は，全体として増加しているの
ですが，その中でも増加が著しいのが労働費です。
中国では食糧生産経営の規模が零細なことから食糧
の生産費のうちに占める自家労働費の比率が比較的
高く（近年は35～50パーセント），特に2009年以降
はその自家労働費が急に上昇したため，生産費が急
速に増加しました。これに対してアメリカは食糧の
生産費のうちに占める自家労働費の比率が小さく，
おおむね3.5～5.0パーセント程度でしかありません。
今後，中国の農村賃金の上昇が続けば，生産費の格
差はますます拡大していくでしょう。こうした生産
費の格差が，中国食糧の国際競争力の低下を意味す
るものであることは言うまでもありません。

４．中国食糧政策の動向と課題
　中国の食糧政策は，保護価格政策から自由化政
策へ，さらに生産補助政策へと変化してきました
が，第３図に示すとおり，生産補助政策は自由化政
策の政策的枠組を基礎としています。自由化政策で
は，保護価格制度を廃止して「市場による価格形
成」と「主産地育成」とが新たな食糧制度の基軸と
されましたが，2004年から開始された生産補助政策
では，この自由化政策の枠組の上で，主として食糧
増産を図るため，食糧生産農家への補助金支出等が
行われることとなったのです。

　2004年以降の生産補助政策によって，中国政府は
食糧需給の均衡を何とか維持してきましたが，飼料
需要の増大によって需給の逼迫が見られるようにな
り，また，内外価格差も拡大して食糧輸入圧力が高
まっています。もし，今後とも食糧増産を続けよう
とすれば，食糧生産農家への補助金をさらに増加さ
せるほかありませんが，農業生産補助金の財政負担
はすでに相当大きなものとなっています。このよう
に，中国食糧政策は，今，これまでの生産補助政策
の行き詰まりが明らかとなり，新たな政策が求めら
れているのです。
　こうした中で，現在，中国政府によって検討され
ている制度が農産物目標価格制度（市場価格が目標
価格を下回った場合，その差を農家に補填するとい
うもの）ですが，同制度については，すでに2014年
から綿花と大豆を対象として試行が続けられている
ものの，目標価格の水準，補助金交付対象者の把握
等で問題も多く，同制度が主要食糧にいつ適用され
るのかは，現在では明確でありません。

５．おわりに
　以上のとおり，本稿では，食糧需給の構造的変化
による需給の逼迫，食糧生産費の増加による国際

競争力の低下，さらには財政負担の増
大等によって，現在の中国の食糧政策
には行き詰まりが見られるようになり，
新たな政策が模索されるようになって
いる状況を説明してきました。ただし，
どのような政策がとられるにしろ，農
家所得の保証を充実させようとすれば
財政負担増大は避けられず，現実の対
応は容易ではありません。一方で，内
外価格差による輸入圧力はますます強
まっており，すでに相当量の食糧輸入
が行われるようになっています。今後
の中国食糧の需給動向はまったく予断
を許すものではないのです。
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第3図　中国の食糧政策
資料：筆者作成．
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研 究 成 果 報 告 会 概 要 紹 介

講師：木村 有紀 氏（NTTデータ経営研究所 社会システムデザインユニット シニアコンサルタント）
日時：平成28年5月31日（火）14時～16時　場所：農林水産政策研究所セミナー室

　農林水産政策研究所では，大学，シンクタンク等
の研究機関の幅広い知見を活用して，研究委託事業
を行っています。農林水産業の輸出力強化において，
戦略的に，知的財産を保護・活用し，我が国の農林
水産物・食品の差別化を図ることは，重要な政策課
題であることから，平成25～27年度，農林水産分
野・食品分野における知的財産に関する研究を進め
てまいりました。
　今般，本研究を実施した株式会社NTTデータ経
営研究所木村有紀シニアコンサルタントから，「国
内外の農産物等における知的財産を保護する制度や
科学技術に関する比較分析」と題して，研究成果を
報告いただきました。また，報告の後，農林水産省
食料産業局知的財産課藤田裕一課長補佐から，我が
国の事情として，地理的表示保護制度，植物新品種
の出願・登録状況，農林水産物の知的財産侵害の監
視等について説明がありました。
　本研究は，日本の農産物等に関する知的財産につ
いて，海外流出の実態を調査し，制度的対策や技術
的対策を欧米と比較して，侵害対策に関する政策提
言をまとめることを目的としています。本稿では，
研究成果について，特に育成者権，地理的表示を中
心に，制度面及び技術面からの欧米諸国との比較結
果や我が国への政策提言をご紹介します。

１．制度的対策
○育成者権
　欧米における農産物等の知的財産の流出の実態と
対策について，文献調査，ヒアリング調査等を実施
しました。欧米ともに，育成者権の国外流出の実態
を定量的に把握するのは困難ですが，一例として，
欧州種苗協会の調査（2014年）によれば，侵害発生
地域はEU諸国で22件，非EU諸国で６件でした（イ
タリアが最も多く，次いで，スペイン，トルコ）。
　侵害対策としては，米国では，政府の関与は薄く，
企業の自助努力によります。米国の種苗企業はM＆
Aにより巨大化しており，侵害事案は企業法務の中
で解決するのが一般的です。欧州では，政府機関や
種苗協会はそれほど関与しませんが，主に種苗企業
が出資する民間団体（※）が積極的に活動しています。
流出対策としては，権利化と契約の明確化，ライセ
ンス管理の強化（１国１ライセンス，ライセンス流
通のシステム化）です。また，侵害発生後は積極的
なアクションと広報活動，関連団体の国際連携によ
り対抗措置を取っています。

○商標や地理的表示
　農業は商標の取得が最も活発な産業で，EUや，
ドイツ，フランス，スイス等の欧州諸国は，活発に
国際商標を取得しています。侵害発生の実態につい
ては，イタリア食品産業連盟によると，食品の模倣
被害額は年間60億ユーロ（約7,400億円）と推計さ
れています。米国における侵害統計は不明ですが，
中国市場における侵害事例もあるようです。
　侵害対策としては，米国では，政府が関与する意
識は薄く，海外政府当局の啓発も権利保有者のなす
べきこととして捉えています。欧州では，フラン
スに，農林水産物・食品に関する地理的表示と品
質表示を管理する公的機関であるINAO（Institut 
national de l'origine et de la qualité）が，イタリア
には，農業食糧森林政策省に，食品衛生と品質管理
を監視し，地理的表示の権利保護を行う機関である
ICQRF（Ispettorato centrale repressione frodi）が
あります。これらの機関は，商標登録簿，インター
ネット取引，実店舗の監視活動等，また国外での侵
害発生の場合には，現地専門家との協力等積極的な
アクションをとるなど，政府の責任で地理的表示の
侵害対策に取り組んでいます。
　また，本研究において，EU地理的表示保護制度
について，EU域内外の消費者の認知度や購買行動
を調査し，制度の効果を検証することを目的として，
2014年，イタリアとアメリカの消費者各400名を対
象に，オンラインアンケートを実施しました。そ
の結果，アメリカにおけるEU地理的表示保護制度
マークの認知度は，イタリアより低いものの，ロゴ
マーク義務化以前（2008年時点）のイタリアと同じ
水準にあることから，マーク義務化によってEU域
内外への周知に効果があったと考えられます。ま
た，アメリカでは，EU地理的表示保護制度マーク
を知っている人は，知らない人に比べて，地理的表
示登録食品の購入意欲が高いことから，制度につい
ての消費者プロモーションが輸出促進につながると
考えられます。

○日本への示唆
　育成者権については，欧米では民間が対策を推進
しており，日本と大きく異なります。我が国の場合，
権利の流通を一元管理する民間団体がないこと，権
利の海外流出が，制度が整備されていないアジア圏
で発生する事情を踏まえると，政府の取り組みとし
て最も重要なのはアジアでの法整備のための支援を

　政策研究調整官　平形　和世

（※）フランスのSICASOV（Société Coopérative d’Intérêt Collectif Agricole des Sélectionneurs Obtenteurs de Variétés Végétales）や，
スペインのGeslive，ベルギーのAIB（Anti-Infringement Bureau），Breeders Trust等。
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継続することで，将来的に侵害事案が増加した場合，
品種保護Gメンの機能強化，専門家による国際ネッ
トワークの確保が考えられます。
　商標・地理的表示については，まず，地理的表示
法の周知活動を国内外で実施するとともに，急速に
拡大するインターネット取引の監視も検討するに値
すると思います。将来的に侵害が顕著になった場合
には，積極的対抗に向けて弁護士等の協力者ネット
ワークの確保等が考えられます。

２．技術的対策
○国内外の動向
　農産物等の知的財産の流出の監視や抑止に活用で
きる科学技術に焦点を当て，育成者権の流出対策と
してのDNA品種識別技術，産地推定技術としての安
定同位体比分析を対象として，調査を実施しました。
　我が国では，主に育種を行う機関でDNA品種識別
技術が開発されていますが，独立行政法人（※組織改
編後の国立研究開発法人を含む）や県の試験場では
分析サービスを行ってい
ません。民間の分析サー
ビスはコメに集中してお
り，品種識別技術の実用
化の体制は不十分である
ことが推定されます。ま
た，安定同位体比分析は
高度な設備やスタッフを
必要とすることから，技
術を保有する機関はごく
少数で，民間の分析サー
ビス市場は限定的と推定
されます。
　欧州では一般に，DNA
品種識別については，公
的種子検査機関が品種識
別技術の開発及び分析も
提供しています。研究は

経済的に重要な作物（とうもろ
こし，麦，菜種）で先行していま
すが，識別技術の標準化は実現困
難との見方です。また，欧州では，
幅広い食品を対象としてトレーサ
ビリティ規制がしかれ，また，地
理的表示保護制度の歴史も長いこ
とから，産地保証技術のニーズは
高く，EU規則によりワインの安
定同位体比のデータベースが構築
されて25年の歴史があります。ま
た，ナショナル・レファレンス・
ラボのスキームの中で，細分化さ
れた分析分野別にレファレンス・
ラボが指定されるなど，ラボの構
造化が進んでいるため，手法の統
一は問題とされません。

○日本への示唆
　DNA品種識別技術の開発や提供体制について，
欧州では１か国に１つナショナル・レファレンス・
ラボがある集約型であるのに対し，日本では様々な
研究組織がそれぞれ実施する分散型です。分散型か
ら集約型へ移行するとなると，民業圧迫あるいは研
究開発全体の抑制につながりかねないという懸念が
あり，分散型のまま，コスト負担を軽減するため，
公共財としてのDNA基礎情報データベースを整備
していくことが望ましいと考えます。
　産地推定技術についても，分散型体制に由来する
課題が指摘されます。研究インフラ整備にある程度
の公的投資をし，品目を選定して，情報を公共財化
する，データベース更新は受益者負担の仕組みとす
るなどが考えられます。

注：セミナーの資料につきまして，こちらをご覧下さい。
http://www.maff.go.jp/primaff/meeting/kaisai/2016/index.html

Copyright © 2016 NTT DATA INSTITUTE OF MANAGEMENT CONSULTING, Inc.
注（1）調査実施は（株）IPSOSに委託．
　（2）PDO，PGIはEU地理的表示保護制度の認証の一つ．
　（3）EU調査（2008）（London　Economics，2009）．
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　本書は「知識創造経営」の観点から「ソーシャル・
イノベーション」を分析した好著です。「ソーシャル・
イノベーション」とは，「社会革新」あるいは「社会
変革」などといったような意味です。本書によれば，
「ソーシャル・イノベーションは，地域や組織の人々の
価値観の共有と新たな関係性の構築により，その地域
や組織に特有の歴史や伝統，文化など人々が暗黙的に
持っている知識や知恵を可視化・綜合化し，それを新
たな手法で活用することによって新しい社会的価値を
想像する活動である。」とされています。
　本書ではソーシャル・イノベーションの実例として，
農山村や離島から都市的な地域まで様々な事例を幅
広く取り上げています。なかでも農山村の事例として
は，「葉っぱビジネス」で有名な徳島県上勝町や企業
のサテライトオフィスの誘致に成功した徳島県神山町
が，また離島の事例としては，島外からの「留学生」
を呼び込む「島留学」制度の実施や，「ないものはない」
というユニークなキャッチフレーズで有名な島根県隠
岐郡海士町などがそれぞれ取り上げられています。
　ソーシャル・イノベーションに関する各地の事例分
析から，ソーシャル・イノベーションの活動内容やそ
の結果を決めているのが，株式会社やNPO，公共団体
といった活動を実践する組織の「形態」ではなく，ソー
シャル・イノベーションを起こそうとする者の「信念」
と，地域や組織の「知」との結びつきであることが見
出されます。そして，ソーシャル・イノベーションに
はリーダーの役割が極めて重要であり，知識創造経営
の観点から，ソーシャル・イノベーションにおけるリー
ダーを「実践知リーダー」として位置付けます。
　では，実践知リーダーはソーシャル・イノベーショ
ンをどのように実現することができるのでしょうか。
まず，知識には二つのタイプがあるとされています。
一つは身体での個別具体的な経験を通して得られる
信念や思いを含んだ主観的な知識で，言語化しにくい
「暗黙知」です。もう一つは，普遍的な言語や数値に
よって表現できる客観的な知識である「形式知」です。

　この二つの知識が行為
を通じて相互変換される
ことにより，新たな知識
が創造されるのが「知識
創造の過程」です。この
知識創造の過程において
ソーシャル・イノベーショ
ンは生じます。つまり，
暗黙知と形式知の相互変
換を起こし，多様な知を誘発するのが実践知であり，
そのような実践知を持っているリーダーがソーシャル・
イノベーションを生むには必要不可欠なのです。以上
から，実践知リーダーに必要となる六つの能力をそれ
ぞれ指摘した上で，暗黙知・形式知そして実践知が限
りなく変換され続けることが，ソーシャル・イノベー
ションにおける実践知リーダーの役割と結論されます。
　さらに本書は，新たに人々や組織が知識によってつ
ながり，社会の「共通善」の追求を目指す「知識創造
コミュニティ」という新たな社会概念を提示していま
す。知識創造コミュニティは，地域に根ざす知をベー
スとする関係性であり，ノード（結節点）としての「ナ
レッジ・プロデューサー」によって，町内会や大学・
企業などの各種組織が重層的関係を形成し，それらが
相互に浸透する「知の生態系」が形成されるとしてい
ます。
　本書の議論には，暗黙知に関する研究で著名なマイ
ケル・ポランニーや，「身体の哲学」で知られている
モーリス・メルロ=ポンティの議論などが取り上げられ
ています。さらにジョン・ロールズやマイケル・サン
デルといった近年の政治学と公共哲学の新たな知見も
視野に入れるなど，非常に知的刺激にあふれる内容に
なっています。他方で，ソーシャル・イノベーション
の具体的な事例が多数取り上げられており，非常に実
践的な内容になっているので，地域おこしや地方創生
などに興味や関心を持つ幅広い読者が本書を参考にす
ることができるでしょう。

『実践ソーシャル・イノベーション　
　　―知を価値に変えたコミュニティ・企業・NPO―』

野中郁次郎・廣瀬文乃・平田透　共著
農業・農村領域　主任研究官　福田　竜一

『実践ソーシャル・イノベー
ション―知を価値に変えたコ
ミュニティ・企業・NPO―』
著者／野中郁次郎・廣瀬文乃・
平田透
出版年／2014年６月
発行所／千倉書房
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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

清水純一 アグリビジネス 新版現代ブラジル事典（新評論） 2016年4月

吉田行郷
国内産麦の需要に応じた生産に向けた今後
の対応方向～各地で取り組まれた品種転換
から学ぶ～

農林水産省ホームページ 2016年5月

浅井真康 フィンランドの普及システム 農林水産政策研究所レビュー No.72 2016年5月

勝又健太郎 EUの新共通農業政策（CAP）改革の概要と
実施状況 農林水産政策研究所レビュー No.72 2016年5月

小泉達治・古橋　元 2025年における世界の食料需給見通し－
世界食料需給モデルによる予測結果－ 農林水産政策研究所レビュー No.72 2016年5月

吉田行郷 「はじめの一歩」を踏み出してみれば コトノネ Vol.18 2016年5月

清水純一 C農協（V県）
総研レポート『平成27年度農協の
米販売の多様化と金融機能に関する
調査』

2016年6月

清水純一 ブラジルの農産物輸出拡大の要因と課題 農林水産省『海外食料需給レ
ポート2015』 2016年6月

清水純一 農産物輸出大国ブラジルと日本 農業 1613号 2016年6月

高橋克也 高齢者の食と健康 農業と経済 第82巻
第7号 2016年6月

高橋克也 安全感から見た消費者意識
中嶋・新山編 『食の安全・信頼
の構築と経済システム』（農林統
計出版）

2016年6月

長友謙治 ロシアの農業組織の法人形態の変化と農業
生産の回復 比較経済研究  第53巻

第2号 2016年6月

曲木若葉 地域労働市場の構造転換と農家労働力の展開 農業経済研究 第88巻
第1号 2016年6月

吉井邦恒 カナダの農業保険の最近の動向 月刊NOSAI  第68巻
第6号 2016年6月

吉田行郷 近年の北海道産小麦の生産・使用状況の変
化と今後の課題 Pain雑誌「パン」  第63巻

第7号 2016年6月

吉田行郷 小麦の需要構造の変化と小麦生産
フードシステム学叢書第１巻

『現代の食生活と消費行動』（監
修：斉藤修）

2016年6月

八木浩平 リンゴの業務・加工用契約栽培の意義と課題 果実日本 第71巻
7号 2016年7月

吉井邦恒 北米の経営安定対策における農業保険の位
置づけ 月刊NOSAI  第68巻

第7号 2016年7月

池川真里亜・
徳永澄憲

市場ポテンシャルと冷蔵庫普及率が日系冷
凍食品企業海外立地選択に及ぼす影響に関
する計量分析：東アジアを事例として

地域学研究 第46巻
1号 2016年8月

吉田行郷 農業分野での障害者の働く場の創出に向け
た取組とその農業・農村への影響 農村と都市をむすぶ No.778 2016年8月
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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

吉田行郷 障害者が農業・農村で生き生きと働ける社
会の推進 秋元才加のWeekly Japan!!（FM東京） 2016年5月7日

吉田行郷
国内産麦の需要に応じた生産に向けた今後
の対応方向 ～各地で取り組まれた品種転換
から学ぶ～

第８回グルテン研究会 2016年5月10日

勝又健太郎・原口和
夫・浅井真康

EUの新共通農業政策（CAP）改革の概要と
実施状況 研究成果報告会（農林水産政策研究所） 2016年5月26日

清水純一 ブラジル農業：発展と課題 法政大学生命科学部 2016年6月3日

伊藤紀子 ケニア稲作農村における農民の生業と社会
関係

2016年日本アフリカ学会第53回学術大会
個別報告 2016年6月4日

吉田行郷
農業分野での障害者雇用の現状と可能性に
ついて～農業分野に進出した企業の事例を
中心に～

高齢・障害・求職者雇用支援機構研究会 2016年6月9日

伊藤紀子 農村の社会関係とコミュニティ－ケニアと
インドネシアの事例－

2016年国際開発学会第17回春季大会個別
報告 2016年6月11日

清水純一 ブラジル農業の発展課程 政策研究大学院大学農業政策コース 2016年6月13日

長友謙治 ロシア農業：ソ連崩壊後の変化と今後の可
能性

法政大学生命科学部応用植物学科国際食料需
給論特別講義 2016年6月17日

菊島良介・高橋克也・
大橋めぐみ・薬師寺
哲郎・山口美輪

食料品アクセス問題と健康・栄養 日本フードシステム学会2016年度大会 2016年6月19日

大橋めぐみ・高橋克
也・菊島良介・山口
美輪・薬師寺哲郎

食料品アクセス問題と住民の食生活への影
響 日本フードシステム学会2016年度大会 2016年6月19日

高橋克也・大橋めぐ
み・菊島良介・山口
美輪・薬師寺哲郎

食料品アクセス問題と住民の健康と栄養調
査 日本フードシステム学会2016年度大会 2016年6月19日

八木浩平・大橋めぐ
み・内藤恵久

地域ブランド産品の品質管理を保証する認
証マークへの消費者評価－選択実験とカテ
ゴリカル構造方程式モデリングを用いて－

日本フードシステム学会2016年度大会 2016年6月19日

池川真里亜

Location Choice for Japanese 
Frozen Food Industry in East Asia 
Using Domestic and Foreign Market 
Access with the Penetration Rate of 
Refrigerators
(【PRSCO Award for Best Paper by 
Young Regional Scientist】受賞)

The 14th Summer Institute of the 
Pacific Regional Science Conference 
Organisation

2016年6月28日

吉田行郷 農業分野での障害者就労の意義と可能性～
全国各地での取組みから考える～ 法政大学生命科学部応用植物学科特別講義 2016年7月14日

吉田行郷 農業分野での障害者就労の意義と可能性～
全国各地での取組みから考える～ 政策研究大学院大学短期特別研修 2016年7月26日

橋詰　 登
センサスに見る近年の農業構造変動の特徴
と地域性―「2015年農林業センサス結果の
概要（確定値）」の分析から―

研究成果報告会（農林水産政策研究所） 2016年7月28日
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農林水産政策研究に関連する学会等の紹介
（2016年10月～11月開催）

開　催　大　会　等 主　　催 開　催　日　時 開　催　場　所

日本協同組合学会 2016年度 第36回大会 日本協同組合学会
2016年10月7日（金）

～9日（日）
北海道大学農学部

日本地域学会第53回(2016年)年次大会 日本地域学会
2016年10月8日（土）

～10日（月）
新潟大学

2016年度経済理論学会第64回大会 経済理論学会
2016年10月15日（土）

～16日（日）
福島大学

第25回地理情報システム学会学術研究発
表大会

地理情報システム
学会

2016年10月15日（土）
～16日（日）

立正大学品川キャンパス

第64回日本農村生活研究大会 日本農村生活学会
2016年10月15日（土）

～16日（日）
十文字学園女子大学

第66回地域農林経済学会大会 地域農林経済学会
2016年10月28日（金）

～30日（日）
近畿大学東大阪キャンパ
ス

2016年度研究大会 ロシア・東欧学会
2016年10月29日（土）

～30日（日）
京都女子大学

日本村落研究学会第64回（2016年度）大
会

日本村落研究学会
2016年11月4日（金）

～6日（日）
山口県萩市

第15回年次研究大会・総会（2016年度）
科学技術社会論学
会

2016年11月5日（土）
～6日（日）

北海道大学高等教育推進機
構

林業経済学会2016年秋季大会 林業経済学会
2016年11月11日（金）

～14日（月）
島根大学

2016年度 日本農業法学会 学術大会シン
ポジウム

日本農業法学会
2016年11月12日（土）

～13日（日）
松山大学

2016年度第29回年次大会 日本リスク研究学会
2016年11月25日（金）

～27日（日）
ホルトホール大分

国際開発学会第27回全国大会 国際開発学会
2016年11月26日（土）

～27日（日）
広島大学東広島キャンパス
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