
アルゼンチン
こうりゃん（57%）

オーストラリア
大麦（88%）
小麦（31%）

我が国の飼料穀物輸入量

注：その他とは、えん麦、ライ麦である。

（万トン）

米国
とうもろこし（71%）
小麦（45%）
こうりゃん（43%）

ブラジル
とうもろこし（24%）

資料：財務省「貿易統計」、USDA 「World Agricultural Supply and Demand Estimates （Ｍａｒｃｈ 8 2019) 」 、 （公社）配合飼料供給安定機構「飼料月報」
注：括弧内の%はH29年４月からH30年３月までの輸入量の各穀物の国別シェア。

〇最近の飼料穀物の輸入状況

［計2,390万㌧］

※デンプン質が多
く使いやすいとう
もろこしが約5割
を占める。

上段：使用数量(万トン)
下段：割合(％)

配合・混合飼料の原料使用量（平成29年度）(確定値)

とうもろこし
1,126 
47%

こうりゃん
51 
2%

その他穀

類
260 
11%

大豆油かす
296 
12%

その他

油かす
131
5%

糟糠類
282 
12%

動物性飼料
73 
3%

豆類
11 
0% その他

160 
7%

米国産とうもろこしの需給 （百万トン）

H28/29 H29/30
(見込)

H30/31
(予測)

384.8 371.1 366.3

1.4 0.9 1.0

313.8 314.0 314.7

飼料用 138.9 134.7 136.5

エタノール用 138.0 142.4 141.0

その他 36.9 36.9 37.2

輸出量 58.3 61.9 60.3

期末在庫量 58.2 54.4 46.6

期末在庫率(%) 15.6 14.5 12.4

生産量

輸入量

国内需要量

我が国のとうもろこしの主な輸入先とシェア

世界のとうもろこしの輸出状況

H30/31
（予測）

輸出量 （割合）

①米国 60.3 (36%)

②ｱﾙｾﾞﾝﾁﾝ 30.0 (18%)

③ﾌﾞﾗｼﾞﾙ 29.0 (17%)

世界計 167.0 (100%)

（百万トン）

H27年度 H28年度 H29年度

とうもろこし 1,040 1,002 1,072
こうりゃん 61 43 37 
小麦 33 35 40 
大麦 89 97 97 
その他 4 5 6 
合計 1,228 1,182 1,252 

H23年度 H28年度 H29年度

米国 86% 82% 71%
ブラジル 6% 13% 24%

○ 飼料穀物の輸入量は、近年約12百万トン程度で推移。主な輸入先国は、米国、ブラジル、オーストラリア、アルゼンチンなど。

○ 飼料穀物のほとんどは輸入に依存しており、特に、とうもろこしの使用割合が高いことから米国・ブラジルに大きく依存。

（５）飼料
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Corn需給（トン表記） 

		

																				H28/29		H29/30
(見込) ミコ		H30/31
(予測) ヨソク

																生産量				384.8		371.1		366.3

																輸入量				1.4		0.9		1.0

																国内需要量				313.8		314.0		314.7

																		飼料用		138.9		134.7		136.5		97.72385656

																		エタノール用		138.0		142.4		141.0

																		その他		36.9		36.9		37.2

																輸出量				58.3		61.9		60.3

																期末在庫量 リョウ				58.2		54.4		46.6

																期末在庫率(%)				15.6		14.5		12.4

				12/13 
(予測)  ヨソク		輸出量
(百万㌧) ユシュツリョウヒャクマン		(割合) ワリアイ

				①米国 ベイコク		31.8		(31.9%)

				②ｱﾙｾﾞﾝﾁﾝ		18.5		(20.3%)

				③ﾌﾞﾗｼﾞﾙ		15.0		(16.5%)

				世界計 セカイケイ		91.0		(100.0%)





Corn需給（bu表記）

				○米国産とうもろこし需給状況（平成24年9月12日現在）

				　　　　　　　　　　     年度						2002/03		2005/06		2006/07		2008/09		2010/11		2011/12		2012/13				対前年度比		対前月比

				　区分 クブン																（見込み）		（前月予測） マエガツ		（今月予測） コンゲツ		（％）		（％）

				作付面積（百万acre） ヒャク						0		0		0		3,480		88.2		91.9		96.4				0.0		0.0

				収穫面積（百万acre）						0		0		0		3,181		81.4		84.0		87.4				0.0		0.0

				単収（bu/acre）						0.00		0.00		0.00		9.66		152.8		147.2		123.4				0.0		0.0

				供給		期初在庫（百万bu）				0.00		0.0		0.0		41.3		1,708		1,128		1,021				0.0		0.0

						生産量（百万bu）				0.0		0.0		0.0		307.1		12,447		12,358		10,779				0.0		0.0

						輸入量（百万bu）						0.0		0.0		0.3		28		25		75				0.0		0.0

						合計（百万bu）				0.0		0.0		0.0		348.6		14,182		13,511		11,875				0.0		0.0

				需要		国内（百万bu）				0.0		0.0		0.0		259.3		11,221		10,790		9,925				0.0		0.0

						　　飼料用				0.0		0.0		0.0		131.6		4,793		4,400		4,075				0.0		0.0

						　　飼料用以外				0.0		0.0		0.0		127.6		6,428		6,390		5,850				0.0		0.0

						　　   燃料エタノール用				0.0		0.0		0.0		94.2		5,021		5,000		4,500				0.0		0.0

						輸出量（百万bu）				0.0		0.0		0.0		47.0		1,834		1,540		1,300				0.0		0.0

						合計（百万bu）				0.0		0.0		0.0		306.2		13,055		12,330		11,225				0.0		0.0

						期末在庫（百万bu）				0.0		0.0		0.0		42.5		1,128		1,181		650				0.0		0.0

						期末在庫率（％）				0.0		0.0		0.0		13.9		8.6		9.6		5.8				▲ 9.6		▲ 5.8

						平均農家価格(セント/ブッシェル）				232		0		0		0		0		0

				注１：期末在庫率のみ対前年度差、対前月予測差

				　 ２：1bu＝約0.0254ｔ、1acre＝約0.405haで計算 ヤクヤクケイサン

				資料：USDA「World  Agricultural Supply and Demand Estimates」

				(参考）とうもろこしの11/12年度（平成23/24年度）期末在庫の事前予測平均は、1014百万bu ネンドヘイセイネンドヒャク

				　　　　　　　　　　　　　12/13年度（平成24/25年度）期末在庫の事前予測平均は、618百万ｔ

				○米国産大豆・大豆粕需給状況（平成24年9月12日現在） ダイズダイズカス

				　　　　　　　　　       年度						2002/03		2005/06		2006/07		2008/09		2010/11		2011/12		2012/13				対前年度比		対前月比

				　区分 クブン																（見込み）		（前月予測） マエガツ		（今月予測） コンゲツ		（％）		（％）

				大豆		作付面積（百万acre）				0		0		0		3,064		77.4		75.0		76.1				0.0		0.0

						収穫面積（百万acre）				0		0		0		3,023		76.6		73.6		74.6				0.0		0.0

						単収（bu/acre）				0.00		0.00		0.00		2.67		43.5		41.5		36.1				0.0		0.0

						期初在庫（百万bu）				0.00		0.00		0.00		5.6		151		215		145				0.0		0.0

						生産量（百万bu）				0.00		0.00		0.00		80.8		3,329		3,056		2,692				0.0		0.0

						輸出量（百万bu）				0.00		0.00		0.00		34.8		1,501		1,360		1,110				0.0		0.0

						期末在庫（百万bu）				0.00		0.00		0.00		3.8		215		130		115				0.0		0.0

						期末在庫率（％）				0.00		0.00		0.00		4.5		6.6		4.1		4.2				▲ 4.1		▲ 4.2

						平均農家価格(セント/ブッシェル）				553		0		0		997.0		1245.0		1500-1700		$/bu→￠/bu-$/bu→￠/bu				0

				大豆粕		期初在庫（百万bu）				0.00		0.00		0.00		0.3		302		350		300				0.0		0.0

						生産量（百万bu）				0.00		0.00		0.00		35.5		39,251		41,250		36,000				0.0		0.0

						輸出量（百万bu）				0.00		0.00		0.00		7.7		9,081		9,500		7,000				0.0		0.0

						期末在庫（百万bu）				0.00		0.00		0.00		0.2		350		300		300				0.0		0.0

				注１：期末在庫率のみ対前年度差、対前月予測差

				　 ２：1bu＝約0.0272ｔ、1acre＝約0.405haで計算 ヤクヤクケイサン

				資料：USDA「World  Agricultural Supply and Demand Estimates」

				(参考）大豆の11/12年度期（平成23/24年度)末在庫の事前予測平均は、137百万bu ヒャク

				12/13年度期（平成24/25年度)末在庫の事前予測平均は、106百万bu ヒャク

										10.37トン／ヘクタール
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とうもろこし計算用

				室長要望により０１／０２が増えました。						40,920				41,164				41,164				41,164

				ＣＯＲＮ				11/12				10/１1				11/12				12/13（当月） トウゲツ

				Planted		作付面積		91.9		3719.14		88.2		3569.41		91.9		3719.14		96.4		3901.25		million acre→万ha						2012/13						182.11

				Harvested		収穫面積		83.9		3395.39		81.4		3294.21		84.0		3399.43		87.4		3537.03		million acre→万ha						百万ｔ						141.64

				Yield harvested acre		単収		146.7		9.21		152.8		9.59		147.2		9.24		122.8		7.71		bu/acre→t/ha		平均		618		15.70						-1.50

				Beginning stocks		期初在庫		1,128		28.65		1,708		43.38		1,128		28.65		1,181		30.00		百万t		最低		506		12.85						1.35

				Production		生産量		12,310		312.69		12,447		316.15		12,358		313.89		10,727		272.47		百万t		最高		750		19.05						-40.22

				Imports		輸入		15		0.38		28		0.71		25		0.64		75		1.91		百万t		先月		650		16.51						1.52

				Supply,total				13,453		341.72		14,182		360.22		13,511		343.18		11,983		304.37		百万t												-37.35

				Feed and residual		飼料用		4,600		116.84		4,793		121.74		4,400		111.76		4,150		105.41		百万t						2011/12						-11.43

				Food,seed＆industrial				6,405		162.69		6,428		163.27		6,390		162.31		5,850		148.59		million-bu→百万t				百万bu		百万ｔ						-14.10

				Ethanol for fuel				5,000		127.01		5,021		127.53		5,000		127.00		4,500		114.30		million-bu→百万t		平均		1014		25.76						-12.71

				Domestic,total				11,005		279.54		11,221		285.01		10,790		274.07		10,000		254.00		百万t		最低		750		19.05						-25.54

				Exports				1,600		40.64		1,834		46.58		1,540		39.12		1,250		31.75		百万t		最高		1176		29.87						-8.89

				Use,total				12,605		320.18		13,055		331.60		12,330		313.18		11,250		285.75		百万t		先月		1021		25.93						-34.43

				Ending stocks,total				848		21.54		1,128		28.65		1,181		30.00		733		18.62		百万t												-2.92

				Avg. farm price		平均農家価格		5.9		590		5.2		518		6.3		625		7.2		720		$/bu→￠/bu												130.00

								6.9		690				0				0		8.6		860		$/bu→￠/bu												170.00

										6.7				8.6				9.6				6.5

																														2012/13

																										単収　		bu/acre→t/ha

														40,674				40,674				40,674				平均 ヘイキン		120.6		7.57

												09/１0				10/11				11/12						　　　　最低 サイテイ		117.6		7.38

												86.4		3496.56		88.2		3569.41		92.2		3731.28		million acre→万ha		最高 サイコウ		123.4		7.75

												79.5		3217.32		81.4		3294.21		85.1		3443.95		million acre→万ha		先月 センゲツ		123.4		7.75

												164.7		10.34		152.8		9.59		158.7		9.96		bu/acre→t/ha

												1,673		42.50		1,708		43.38		730		18.54		百万t

												13,092		332.55		12,447		316.17		13,505		343.04		百万t

												8		0.20		25		0.64		20		0.51		百万t

												14,774		375.27		14,180		360.19		14,255		362.09		百万t

												5,140		130.56		5,150		130.82		5,100		129.55		百万t

												5,939		150.86		6,400		162.57		6,455		163.96		million-bu→百万t

												4,568		116.03		5,000		127.01		5,050		128.28		million-bu→百万t

												11,079		281.42		11,550		293.38		11,555		293.51		百万t

												1,987		50.47		1,900		48.26		1,800		45.72		百万t

												13,066		331.89		13,450		341.64		13,355		339.23		百万t

												1,708		43.38		730		18.54		900		22.86		百万t

												3.6		355		5.1		510		5.5		550		$/bu→￠/bu

														0		5.4		540		6.5		650		$/bu→￠/bu

														13.1				5.4				6.7





大豆計算用

										1"月"12"日"				9"月"12"日"				9"月"12"日"				9"月"12"日"

				soybeen				１１／１２				10/11				11/12				12/13（当月） トウゲツ								6月10日備考

				Planted		作付面積		75.0		3,035.21		77.4		3,132.34		75.0		3,035.21		76.1		3,079.72		million acre→万ha

				Harvested		収穫面積		73.6		2,978.55		76.6		3,099.96		73.6		2,978.55		74.6		3,019.02		million acre→万ha								2011/12

				Yield harvested acre		単収		41.5		2.79		43.5		2.92		41.5		2.79		35.3		2.37		bu/acre→t/ha				平均		137		3.73

				Beginning stocks		期初在庫		215		5.85		151		4.11		215		5.85		130		3.54		bu→t				最低 サイテイ		95		2.59

				Production		生産量		3,056		83.17		3,329		90.55		3,056		83.12		2,634		71.64		bu→t				最高		173		4.71

				Imports		輸入		15		0.41		14		0.38		16		0.44		20		0.54		bu→t				先月		145		3.95

				Supply,total				3,286		89.43		3,495		95.06		3,287		89.41		2,785		75.75		bu→t

				Crushings				1,615		43.95		1,648		44.83		1,705		46.38		1,500		40.80		bu→t								2012/13

				Exports				1,275		34.70		1,501		40.83		1,360		36.99		1,055		28.70		bu→t				平均		106		2.88

				Seed				88		2.40		87		2.37		88		2.39		89		2.42		bu→t				最低 サイテイ		87		2.37

				Residual				32		0.87		44		1.20		3		0.08		25		0.68		bu→t				最高		117		3.18

				Use,total				3,011		81.95		3,280		89.22		3,157		85.87		2,670		72.62		bu→t				先月		115		3.13

				Ending stocks,total				275		7.48		215		5.85		130		3.54		115		3.13		bu→t

						期末在庫率				9.13				6.55				4.12				4.31		%

				Avg. farm price		平均農家価格		10.95		1,095.00		11.30		1,130.00		12.45		1,245.00		15.00		1,500.00		$/bu→￠/bu

								12.45		1,245.00				0.00				0.00		17.00		1,700.00		$/bu→￠/bu

				soybeen meal

				Beginning stocks		期初在庫		350		0.32		302		0.27		350		0.32		300		0.27		thousand short ton→百万t

				Production		生産量		38,685		35.09		39,251		35.61		41,250		37.42		35,700		32.39		thousand short ton→百万t

				Imports		輸入		165		0.15		180		0.16		200		0.18		300		0.27		thousand short ton→百万t

				Supply,total				39,200		35.56		39,732		36.04		41,800		37.92		36,300		32.93		thousand short ton→百万t

				Domestic				30,100		27.31		30,301		27.49		32,000		29.03		29,200		26.49		thousand short ton→百万t

				Exports				8,800		7.98		9,081		8.24		9,500		8.62		6,800		6.17		thousand short ton→百万t

				Use,total				38,900		35.29		39,382		35.73		41,500		37.65		36,000		32.66		thousand short ton→百万t

				Ending stocks,total				300		0.27		350		0.32		300		0.27		300		0.27		thousand short ton→百万t

						期末在庫率				0.77				0.89				0.72				0.83

														10"月"7"日"				10"月"7"日"				10"月"7"日"

												０９／１０				１０／１１				１１／１２

												77.5		3,136.38		77.4		3,132.34		76.6		3,099.96		million acre→万ha

												76.4		3,091.87		76.6		3,099.96		75.7		3,063.54		million acre→万ha

												44.0		2.96		43.5		2.93		43.4		2.92		bu/acre→t/ha

												138		3.76		151		4.11		170		4.63		bu→t

												3,359		91.42		3,329		90.60		3,285		89.40		bu→t

												15		0.41		15		0.41		15		0.41		bu→t

												3,512		95.58		3,495		95.12		3,470		94.44		bu→t

												1,752		47.68		1,650		44.91		1,655		45.04		bu→t

												1,501		40.85		1,550		42.18		1,540		41.91		bu→t

												90		2.45		89		2.42		90		2.45		bu→t

												18		0.49		36		0.98		25		0.68		bu→t

												3,361		91.47		3,325		90.49		3,310		90.08		bu→t

												151		4.11		170		4.63		160		4.35		bu→t

														4.49				5.11				4.83		%

												9.59		959.00		11.40		1,140.00		12.00		1,200.00		$/bu→￠/bu

														0.00				0.00		14.00		1,400.00		$/bu→￠/bu

												235		0.21		302		0.27		300		0.27		thousand short ton→百万t

												41,700		37.83		39,583		35.91		39,285		35.64		thousand short ton→百万t

												160		0.15		165		0.15		165		0.15		thousand short ton→百万t

												42,095		38.19		40,050		36.33		39,750		36.06		thousand short ton→百万t

												30,619		27.78		30,600		27.76		30,800		27.94		thousand short ton→百万t

												11,175		10.14		9,150		8.30		8,650		7.85		thousand short ton→百万t

												41,794		37.91		39,750		36.06		39,450		35.79		thousand short ton→百万t

												302		0.27		300		0.27		300		0.27		thousand short ton→百万t

														0.72				0.75				0.76





粗粒穀物

		

				世界の粗粒穀物の需給の推移

																																						（単位：百万トン、％）

								97/98		98/99		99/00		00/01		01/02		02/03		03/04		04/05		05/06		06/07		07/08		08/09		09/10		09/10		10/11		10/11		11/12		12/13		対前年度比		対前月予測比				08-09/07-08		08-09/09-10

																																（前月予測）				(前月予測）				（見込）		(予測）

				生産量

				1		米国		260.4		271.5		263.0		273.1		261.7		243.7		275.1		319.4		298.7		280.0		349.9		325.9		350.3		348.8		330.2		330.2		323.7		343.9		106.3		100.0				93.1		107.0

				2		中国		114.7		143.5		137.2		114.0		122.2		130.7		124.0		138.3		147.7		159.1		158.9		172.4		162.0		169.8		174.0		183.4		199.7		202.0		101.2		105.4				108.5		98.5

				3		EU-27		－		－		147.9		139.9		150.4		148.3		131.7		166.6		146.3		137.4		136.6		162.1		152.6		155.0		139.1		140.6		146.0		149.6		102.5		101.0				118.7		95.6

				4		ブラジル		31.3		33.5		33.0		43.1		36.8		47.1		44.9		37.9		44.2		53.2		60.5		53.5		53.6		58.4		55.3		60.4		72.8		70.4		96.7		109.1				88.4		109.2

				5		インド		31.0		31.7		30.5		31.6		34.7		25.7		37.4		33.6		34.0		33.8		40.6		39.6		33.6		33.9		40.4		43.4		41.9		42.9		102.2		107.5				97.3		85.7

				6		ロシア		41.6		19.0		21.8		28.2		35.2		33.4		30.5		29.6		27.6								31.8												0.0		0.0				0.0		0.0

				世界計				881.2		890.9		877.6		862.3		893.8		875.1		916.3		1014.7		979.5		987.6		1,080.8		1,112.8		1,095.5		1,110.9		1,079.7		1,096.6		1,145.7		1,183.6		103.3		101.6				103.0		99.8

				輸出量																																														0.0		0.0

				1		米国		44.1		57.9		56.8		55.4		54.0		46.4		54.1		50.7		61.4		59.2		68.3		51.6		54.0		54.0		54.1		49.3		41.5		43.7		105.4		91.2				75.5		104.7

				2		アルゼンチン		14.3		8.5		9.6		13.0		9.1		13.1		10.8		14.4		11.2		17.2		17.8		10.2		11.4		19.0		15.5		18.6		19.6		21.9		111.7		120.1				57.6		185.7

				3		ウクライナ		1.1		1.6		0.9		1.9		3.8				3.8		6.5		7.4		3.9		5.9		11.4		11.0		10.9		8.8		7.5		16.3		16.0		98.2		84.7				192.6		96.1

				4		ブラジル		0.0		0.0		0.1		3.8		3.9		3.2		6.2		1.5		2.8		8.2		8.0		7.2		9.1		8.6		10.0		11.6		11.0		12.5		113.6		115.9				89.5		120.0

				5		EU-27		3.2		4.9		3.8		5.0		5.3		2.5		6.8		5.0		5.6		5.5		4.7		4.3		5.1		4.3		6.0		5.9		6.1		4.6		74.7		97.6				92.7		98.4

				6		カナダ				3.3		3.6		3.7		2.5		1.7		3.5		3.2		4.0								3.6												0.0		0.0				0.0		0.0

				7		EU-27		－		－		15.6		9.0		7.7		8.4		2.4		6.0		3.7								3.3												0.0		0.0				0.0		0.0

						中国		6.2		3.4		10.0		7.3		8.6		15.3																										0.0		0.0				0.0		0.0

				世界計				85.8		96.7		104.8		104.4		102.7		102.7		102.6		101.2		108.6		114.7		128.9		110.7		110.7		119.1		116.9		116.2		122.7		123.7		100.8		99.3				85.9		107.6

				輸入量																																														0.0		0.0

				1		日本		21.0		20.9		20.4		20.2		19.9		20.3		20.0		19.7		19.8		19.7		19.2		19.6		19.5		19.2		19.2		18.6		17.8		18.4		103.2		96.9				102.1		97.9

				2		メキシコ		8.0		9.1		10.1		11.2		9.0		8.8		8.9		9.0		9.9		11.0		11.0		10.5		12.5		10.9		11.6		10.8		11.8		12.2		104.0		93.2				95.0		104.3

				3		韓国		5.3		7.1		7.4		6.5		7.3		8.9		7.3		7.7		8.6		8.8		9.4		7.2		9.3		8.5		8.1		8.2		7.1		8.1		114.2		101.3				77.5		117.4

				4		サウジアラビア		7.6		7.8		9.3		8.9		8.8		8.9		9.0		8.7		8.5		7.8		10.0		9.2		7.6		9.1		8.6		8.1		9.5		9.1		95.8		94.6				92.2		98.8

				5		エジプト		4.8		4.8		5.2		5.2		4.9		4.8		5.1		4.8		4.7		4.8		4.2		5.1		4.7		5.9		5.4		5.8		5.1		5.3		103.7		107.5				121.8		115.8

				6		エジプト		3.3		3.7		4.6		5.3		4.9		4.9		3.7		5.4		4.4								4.2												0.0		0.0				0.0		0.0

				7		イラン		3.4		4.3		3.2		2.8		3.5		4.5		4.6		3.9		3.0								3.7												0.0		0.0				0.0		0.0

				・		米国		－		－		4.8		5.5		5.9		4.8		7.7		2.9		2.9		2.6		3.6		2.8		2.8		2.3		2.2		2.4		2.6		2.8		107.6		110.1				77.8		81.0

				世界計				85.8		96.7		104.8		104.4		102.7		102.7		102.6		101.2		108.6		114.7		128.9		110.7		110.7		119.1		116.9		116.2		122.7		123.7		100.8		99.3				85.9		107.6

				消費量																																														0.0		0.0

				1		米国		207.0		205.3		211.9		215.4		216.8		214.7		226.0		240.2		245.0		242.8		274.5		276.0		296.7		295.3		306.2		298.0		290.8		294.7		101.3		97.3				100.5		107.0

				2		中国		121.6		127.3		128.8		130.4		132.9		136.4		138.7		141.1		147.1		153.5		156.8		161.1		167.6		173.2		170.2		188.2		196.6		210.1		106.9		110.6				102.7		107.5

				3		EU-27		－		－		140.1		139.3		143.6		144.9		145.2		152.6		147.5		148.0		154.9		151.9		153.2		150.1		153.5		152.0		150.0		152.9		101.9		99.1				98.1		98.8

				4		ブラジル		34.7		34.4		35.2		36.3		36.5		38.6		38.9		41.6		42.2		43.3		44.6		48.2		48.3		49.7		51.1		52.7		57.2		59.7		104.3		103.1				108.0		103.2

				5		メキシコ		31.8		33.5		35.7		36.1		35.4		35.5		37.3		38.3		37.6		39.9		40.2		42.1		42.6		40.9		41.3		39.3		38.3		40.1		104.7		95.3				104.5		97.2

				・		日本		20.7		21.3		20.8		20.4		20.1		20.5		20.7		19.9		20.1		19.8		19.5		20.0		19.6		19.6		19.4		18.9		18.1		18.6		103.0		97.4				102.6		98.4

				世界計				867.2		869.2		882.4		884.5		907.0		902.6		945.3		977.8		993.4		1012.6		1,057.0		1,082.1		1,105.5		1,110.5		1,119.9		1,129.9		1,145.3		1,180.9		103.1		100.9				102.4		102.6

				期末在庫量																																														0.0		0.0

				1		中国		38.2		51.4		48.9		52.7		45.0		30.9		28.8		58.8		54.8		38.0		40.4		52.2		48.7		52.4		61.0		50.1		60.1		59.0		98.2		82.3				129.2		100.4

				2		米国		108.0		123.4		124.2		102.8		85.6		66.4		45.5		37.6		36.7		36.2		45.1		47.1		49.6		48.1		20.8		32.3		25.7		33.4		129.7		155.2				104.4		102.3

				3		EU-27		－		－		21.1		17.6		21.4		22.5		13.0		25.1		22.3		15.2		12.7		20.8		19.0		25.9		12.6		16.8		13.3		10.9		82.3		132.6				163.8		124.0

				4		ブラジル		1.8		2.2		1.8		2.8		1.6		6.4		8.0		4.4		3.2		3.8		12.7		12.5		10.6		10.3		9.2		10.6		13.4		13.3		99.2		116.0				98.0		82.6

				5		南アフリカ		4.3		4.9		5.7		4.3		3.5		3.1		4.1		6.4		6.3		1.8		3.3		4.3		5.0		5.4		4.7		3.6		3.0		2.9		97.9		77.1				132.5		124.0

				6		メキシコ		3.4		3.6		4.2		3.6		4.3		4.0		5.8		5.4		3.4								3.4												0.0		0.0				0.0		0.0

				7		ロシア		7.4		1.8		0.9		2.5		6.7		7.2		2.9		2.7		1.3								3.2												0.0		0.0				0.0		0.0

						イラン				1.0		1.1		1.2		1.3		1.9		2.0																								0.0		0.0				0.0		0.0

				世界計				215.8		237.5		232.2		210.0		196.9		170.0		141.3		178.6		165.8		141.0		165.1		195.1		179.5		195.6		154.9		162.3		162.8		165.5		101.7		104.8				118.2		100.2

						在庫率（％）		24.9		27.3		26.3		23.7		21.7		18.8		15.0		18.3		16.7		13.9		15.6		18.0		16.2		17.6		14.3		14.4		14.2		14.0

				資料：USDA ｢ Grain : World Markets and Trade ｣（July 2012)

				〃　「 Production, Supply and Distribution Online 」

						　注１ 粗粒穀物とは、とうもろこし、こうりゃん、大麦、えん麦、ライ麦、粟及び雑穀である。

						　注２ 生産量、消費量及び期末在庫量は、各国の市場年度の合計である。

						　注３ 輸出量及び輸入量は、10～9月間の合計である。

						　注４ 年度区分を2011/12年度についてみると、生産量は、北半球の2011年度予想（とうもろこし

						　　　の収穫は9～11月）及び南半球の2012年度予想（同2012年3月～7月）の合計である。





粗粒穀物

		



（％）

在庫率



ﾄｳﾓﾛｺｼ

						　

				世界のとうもろこしの需給の推移

																																						（単位：百万トン、％）

								97/98		98/99		99/00		00/01		01/02		02/03		03/04		04/05		05/06		06/07		07/08		08/09		09/10		09/10		10/11		10/11		対前年度比		対前月予測比				09-10/08-09

																																		（見込）		（前月予測）		（予測）

				生産量																												（前月予測）

				1		米国		233.9		247.9		239.5		251.9		241.4		227.8		256.3		299.9		282.3		267.5		331.2		307.1				332.5		316.2		316.2		95.1		100.0				25.41

				2		中国		104.3		133.0		128.1		106.0		114.1		121.3		115.8		130.3		139.4		151.6		152.3		165.9				158.0		168.0		168.0		106.3		100.0				-7.90

				3		EU-27		－		－		57.3		50.1		58.0		57.7		47.9		66.5		60.7		53.8		47.6		62.3				57.1		55.2		55.2		96.6		100.0				-5.17

				4		ブラジル		30.1		32.4		31.6		41.5		35.5		44.5		42.0		35.0		41.7		51.0		58.6		51.0				56.1		51.0		51.0		90.9		100.0				5.10

				5		メキシコ		17.4		17.8		19.2		17.9		20.4		19.3		21.8		22.1		19.5		22.4		23.6		24.2				20.4		24.5		24.0		117.8		98.0				-3.85

				6		アルゼンチン		19.4		13.5		17.2		15.4		14.7		15.5		15.0		20.5		15.8																0.0		0.0				0.00

				7		インド								12.1		13.5		11.1		15.0		14.2		14.7																0.0		0.0

				世界計				573.8		605.7		607.5		590.5		599.9		603.0		627.4		714.9		699.4		713.6		793.8		798.4				812.3		816.0		814.3		100.2		99.8				13.92

				輸出量																																										0.00

				1		米国		37.8		52.0		49.5		48.3		47.3		40.9		48.8		45.3		56.1		54.2		60.7		47.8				49.9		50.0		50.0		100.2		100.0				2.13

				2		アルゼンチン		12.8		7.8		8.9		12.2		8.6		12.3		10.4		13.8		10.7		15.7		15.7		8.5				17.0		14.0		13.0		76.6		92.9				8.51				強い国内需要と不確かな輸出見通し

				3		ブラジル		0.0		0.0		0.1		3.7		3.9		3.2		5.8		1.4		2.8		8.1		7.9		7.2				8.6		8.0		9.0		104.4		112.5				1.45

				4		ウクライナ		0.6		0.4		0.1		0.4		0.3		0.8		1.2		2.3		2.5		1.0		2.1		5.5				5.1		5.5		5.5		108.4		100.0				-0.43

				5		南アフリカ				0.5		1.4		1.3		1.1		1.1		0.8		1.5		1.4		0.4		1.1		2.1				1.6		2.5		2.5		157.6		100.0				-0.53

						パラグアイ				0.2		0.2		0.6		0.3		0.8		0.5		0.4		1.3																0.0		0.0				0.00

						セルビア・モンテネグロ		0.2		0.1		0.0		0.0		0.1				-																				0.0		0.0				0.00

						中国		6.2		3.3		9.9		7.3		8.6		15.2		7.6		7.6		3.7																0.0		0.0				0.00

				世界計				63.1		68.7		73.5		76.4		74.6		76.9		79.1		76.0		82.7		91.5		98.3		84.0				93.0		90.9		91.3		98.2		100.4				9.07

				輸入量																																										0.00				飼料用コーン、ソルガムの輸入需要は減少。

				1		日本		16.4		16.3		16.1		16.3		16.4		16.9		16.8		16.5		16.6		16.7		16.6		16.5				16.0		16.1		16.1		100.8		100.0				-0.55				EUにおける豊富な小麦、コーン、大麦の国内供給。

				2		メキシコ		4.4		5.6		4.9		5.9		4.1		5.3		5.7		5.9		6.8		8.9		9.6		7.8				8.3		8.1		7.9		95.2		97.5				0.53				カナダ、メキシコは穀物国内供給が豊富なため、コーン輸入の減少。

				3		韓国		7.5		7.5		8.7		8.7		8.6		8.8		8.8		8.6		8.5		8.7		9.3		7.2				8.5		8.5		8.0		94.6		94.1				1.27				韓国、イスラエルは、飼料用小麦やDDGSへシフト。

				4		エジプト		4.5		4.6		5.0		4.9		4.7		4.7		5.0		4.6		4.5		4.8		4.2		5.0				5.8		5.4		5.4		92.6		100.0				0.07

				5		台湾		3.2		3.7		4.6		5.3		4.9		4.8		3.7		5.4		4.4		4.3		4.5		4.5				4.6		4.7		4.7		102.2		100.0				0.80

						EU-27		－		－		2.4		3.7		2.2		2.8		5.9		2.5		2.6																0.0		0.0				0.00

				・		米国		0.2		0.5		0.4		0.2		0.2		0.4		0.4		0.3		0.2		0.3		0.5		0.3				0.2		0.5		0.5		211.0		100.0				-0.10

				世界計				63.1		68.7		73.5		76.4		74.6		76.9		79.1		76.0		82.7		91.5		98.3		84.0				93.0		90.9		91.3		98.2		100.4				9.07				カナダは、大麦と小麦の増加により輸入減少。

				消費量																																										0.00

				1		米国		185.1		185.8		192.5		198.1		200.9		200.7		211.6		224.6		232.0		230.7		261.6		259.3				281.4		291.6		293.4		104.3		100.6				22.15

				2		中国		109.5		113.9		117.3		120.2		123.1		125.9		128.4		131.0		137.0		145.0		149.0		152.0				159.0		162.0		162.0		101.9		100.0				7.00

				3		EU-27		－		－		57.6		55.1		58.3		57.6		55.8		63.2		61.5		62.4		64.0		61.6				60.0		58.5		59.5		99.2		101.7				-1.60

				4		ブラジル		33.4		33.2		33.5		34.5		35.0		35.8		36.3		38.5		39.5		41.0		42.5		45.5				47.0		48.3		48.3		102.8		100.0				1.50

				5		メキシコ		22.0		23.0		23.7		24.0		23.6		24.7		26.4		27.9		27.9		30.7		32.0		32.4				30.2		31.1		31.1		103.0		100.0				-2.20

				・		日本		15.9		16.4		16.3		16.2		16.3		16.8		17.2		16.5		16.7		16.5		16.6		16.7				16.0		16.1		16.1		100.6		100.0				-0.70

				世界計				573.3		581.1		604.9		610.2		623.5		627.7		649.0		688.3		706.5		728.1		772.5		781.9				815.0		836.1		836.9		102.7		100.1				33.06

				期末在庫量																																										0.00

				1		中国		106.9		122.9		123.8		102.4		84.8		65.0		44.9		36.6		35.3		36.6		39.4		53.2				53.3		60.1		60.1		112.8		100.0				0.15

				2		米国		33.2		45.4		43.6		48.2		40.6		27.6		24.3		53.7		50.0		33.1		41.3		42.5				43.4		18.9		17.1		39.5		90.6				0.88

				3		ブラジル		1.8		2.1		1.7		2.7		1.5		6.3		7.9		4.2		3.0		3.6		12.6		12.1				10.5		9.4		7.2		68.7		76.7				-1.55

				4		南アフリカ		0.8		0.9		2.0		0.5		1.9		2.4		3.0		3.2		2.3		1.7		3.1		4.1				5.2		4.5		4.5		86.9		100.0				1.05

				5		EU-27		-		-		4.6		2.7		3.3		5.5		3.0		8.1		9.5		7.4		4.4		6.1				4.7		4.9		4.9		104.1		100.0				-1.44

				6		メキシコ		2.0		2.4		2.9		2.7		3.4		3.3		4.5		4.5		2.7																0.0		0.0				0.00

				7		イラン				0.7		0.9		0.9		0.8		1.2		1.2		1.6		1.6																0.0		0.0				0.00

				8		韓国																1.4		1.4																0.0		0.0				0.00

						アルゼンチン		1.5		0.7		0.5		0.6		0.3		0.5		0.2				1.2																0.0		0.0				0.00

				・		日本		1.5		1.4		1.2		1.3		1.4		1.5		1.0		1.0		0.9		1.1		1.2		1.0				1.0		1.0		1.0		100.1		100.0				-0.02

				世界計				165.7		190.4		192.9		173.2		149.6		125.6		104.9		131.4		124.6		110.1		131.4		147.8				145.2		127.0		122.5		84.4		96.5				-2.67

						在庫率（％）		28.9		32.8		31.9		28.4		24.0		20.0		16.2		19.1		17.6		15.1		17.0		18.9		16.5		17.8		15.8		14.6

				資料：USDA ｢ Grain : World Markets and Trade ｣（July 2012)

				〃　「 Production, Supply and Distribution Online 」

						注：生産量、消費量、期末在庫量は各国の市場年度の合計、輸出量、輸入量は

						10～9月間の合計である。

																		1,457		1,039		1,025		1,025

																		1.5		1.0		1.0		1.0
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大麦 

		

				世界の大麦の需給の推移

																																				（単位：百万トン、％）

								97/98		98/99		99/00		00/01		01/02		02/03		03/04		04/05		05/06		06/07		07/08		08/09		09/10		10/11		10/11		対前年度比		対前月予測比

																																（見込）		（前月予測）		（予測）

				生産量

				1		EU-27		－		－		59.3		59.9		58.8		58.2		55.8		64.1		54.8		56.2		57.5		65.5		62.0		53.3		53.4		86.2		100.2

				2		ウクライナ		7.4		5.9		6.4		6.9		10.2		10.4		6.9		11.1		9.0		11.4		6.0		12.6		11.8		8.7		8.7		73.7		100.0

				3		ロシア		7.4		5.9		6.4		6.9		10.2		10.4		6.9		11.1		9.0		18.1		15.7		23.1		17.9		8.3		8.3		46.4		100.0

				4		カナダ		13.5		12.7		13.2		13.2		10.8		7.5		12.2		12.6		11.7		9.6		11.0		11.8		9.5		7.6		7.6		79.9		100.0

				5		オーストラリア		6.5		6.0		5.0		6.7		8.3		3.9		10.4		7.7		9.5		4.3		7.2		8.0		7.9		9.8		9.8		123.9		100.0

				6		トルコ		7.3		7.5		6.6		7.4		6.9		7.2		6.9		7.4		7.6														0.0		0.0

				7		米国		7.8		7.7		6.1		6.9		5.4		4.9		6.1		6.1		4.6														0.0		0.0

				・		日本		0.2		0.1		0.2		0.2		0.2		0.2		0.2		0.2		0.2		0.2		0.2		0.2		0.2		0.2		0.2		100.6		100.0

				世界計				154.3		135.7		127.5		132.8		142.3		134.8		142.5		152.4		136.2		136.4		132.9		155.3		149.7		124.3		124.9		83.4		100.4

				輸出量

				1		EU-27		0.5		1.0		0.8		1.5		3.1		2.3		2.6		4.0		4.9		4.4		3.9		2.4		2.4		4.6		4.9		205.1		106.5

				2		オーストラリア		2.8		4.2		2.9		3.9		4.6		2.2		6.1		4.5		5.2		1.9		3.4		3.3		3.9		4.3		4.5		116.4		104.7

				3		ウクライナ		1.3		0.1		0.4		1.0		2.7		3.1		1.7		1.5		1.4		2.9		3.8		5.9		5.8		4.0		4.0		69.5		100.0

				4		カナダ		1.9		1.2		1.8		2.0		1.1		0.3		1.9		1.5		1.9		1.3		2.9		1.6		1.2		1.0		1.0		83.1		100.0

				5		アルゼンチン		－		－		10.1		6.0		3.7		6.1		1.0		4.2		2.6		0.5		0.9		0.9		0.5		0.9		1.1		200.4		122.2

				6		アルゼンチン		0.1		0.1		0.0		0.2		0.1		0.1		0.2		0.3		0.3														0.0		0.0

				7		カザフスタン		0.3		0.5		0.8		0.3		0.4		0.5		0.6		0.1		0.2														0.0		0.0

				・		米国		1.1		0.6		0.9		1.1		0.5		0.6		0.4		0.8		0.4		0.5		0.9		0.2		0.2		0.2		0.2		132.5		100.0

				世界計				12.8		17.8		18.8		16.9		17.6		16.3		14.8		16.9		17.5		14.6		18.6		18.2		17.4		16.1		16.8		96.5		104.4

				輸入量

				1		サウジアラビア		4.0		5.8		5.9		5.1		6.0		7.5		5.7		6.5		7.1		6.0		8.0		7.8		7.7		7.0		7.0		90.9		100.0

				2		中国		1.2		2.0		2.2		2.3		1.9		1.8		1.5		2.0		2.2		1.1		1.1		1.6		2.3		2.0		2.1		89.7		105.0

				3		日本		1.4		1.7		1.6		1.5		1.4		1.4		1.4		1.5		1.4		1.4		1.4		1.3		1.4		1.4		1.4		95.7		100.0

				4		ヨルダン		0.0		0.4		0.6		0.3		0.2		0.3		0.6		0.5		0.8		0.8		0.5		0.5		0.4		0.4		0.4		92.6		100.0

				5		イラン		0.4		0.4		1.0		0.8		0.3		0.0		0.7		1.3		0.7		0.3		1.0		1.4		0.8		0.4		0.4		50.0		100.0

				6		ヨルダン		0.3		0.5		0.7		0.3		0.5		0.4		0.4		0.6		0.8														0.0		0.0

				7		米国																		0.1														0.0		0.0

				8		チュニジア		0.2		0.2		0.3		0.5		0.7		0.4		0.1		0.5		0.6														0.0		0.0

				10		モロッコ		0.3		1.0		0.7		0.5		0.7		0.2		0.1		0.6		0.4														0.0		0.0

				世界計				12.8		17.8		18.8		16.9		17.6		16.3		14.8		16.9		17.5		14.6		18.6		18.2		17.4		16.1		16.8		96.5		104.4

				消費量

				1		EU-27		－		－		53.2		55.8		54.9		55.4		58.0		54.6		54.1		55.7		54.2		57.0		56.5		59.5		59.5		105.3		100.0

				2		ロシア		16.5		12.9		11.4		12.7		14.3		15.5		18.6		16.5		15.5		16.4		15.1		17.1		16.8		9.8		9.8		58.3		100.0

				3		カナダ		11.8		11.3		11.4		11.6		10.3		7.9		9.7		10.1		9.6		10.2		7.9		9.1		8.5		7.8		7.8		91.7		100.0

				4		サウジアラビア		5.7		6.2		5.8		5.5		5.7		5.8		6.8		5.6		6.5		6.8		7.4		7.4		7.5		7.5		7.5		100.0		100.0

				5		トルコ		5.8		5.5		5.7		5.8		7.0		7.4		6.2		6.4		5.3		7.3		6.1		5.7		5.9		5.8		5.8		98.3		100.0

				6		トルコ		6.7		6.8		6.7		6.9		6.6		6.8		7.1		7.3		7.3														0.0		0.0

				7		米国		6.9		7.2		6.6		6.4		5.7		5.2		5.0		5.7		4.6														0.0		0.0

				・		日本		1.6		1.9		1.8		1.7		1.7		1.6		1.6		1.7		1.7		1.7		1.6		1.6		1.6		1.6		1.6		96.9		100.0

				世界計				145.3		139.0		132.3		133.7		135.7		136.4		146.7		142.4		141.2		143.2		134.0		144.4		143.7		139.3		139.6		97.1		100.2

				期末在庫量

				1		EU-27		－		－		11.7		9.0		10.0		8.7		4.5		11.1		8.5		5.8		5.7		10.9		15.4		4.7		4.8		31.3		102.1

				2		サウジアラビア		0.8		0.5		0.4		1.0		1.8		0.9		1.9		1.9		2.6		2.5		2.4		2.2		2.6		2.1		2.1		79.6		100.0

				3		米国		2.5		2.7		2.8		2.5		2.0		1.5		2.1		3.4		3.3		1.5		1.5		1.9		2.5		1.9		2.0		78.6		105.8

				4		オーストラリア		2.6		3.1		2.4		2.3		2.0		1.5		2.6		2.8		2.4		1.0		1.7		2.4		1.9		2.3		2.0		105.3		87.0

				5		カナダ		1.5		1.5		1.0		1.1		1.3		2.6		1.8		2.0		2.6		1.5		1.6		2.8		2.6		1.4		1.4		55.7		100.0

				6		ロシア		3.3		0.4		0.3		1.5		4.4		4.7		2.2		2.1		0.9														0.0		0.0

				7		ウクライナ		1.4		0.8		0.8		0.8		1.3		1.4		0.6		1.0		1.2														0.0		0.0

				8		イラン		0.3		0.3		0.2		0.2		0.5		0.7		0.8		1.3		1.5														0.0		0.0

				・		日本		0.8		0.7		0.7		0.7		0.6		0.6		0.6		0.6		0.6		0.5		0.4		0.4		0.4		0.4		0.4		95.4		100.0

				世界計				32.2		28.9		24.0		22.8		28.7		27.2		22.5		32.6		28.0		21.2		20.1		31.0		37.0		22.0		22.2		60.2		101.1

				在庫率（％）				22.1		20.8		18.2		17.0		21.2		19.9		15.4		22.9		19.9		14.8		15.0		21.5		25.7		15.8		15.9

				資料：USDA ｢ Grain : World Markets and Trade ｣（July 2012)

				〃　「 Production, Supply and Distribution Online 」
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				世界の小麦の需給の推移

																																						（単位：百万トン、％）

								97/98		98/99		99/00		00/01		01/02		02/03		03/04		04/05		05/06		06/07		07/08		08/09		09/10		09/10		10/11		10/11		対前年度比		前月予測		対前月予測比

																																		（見込）		（予測）		（予測）

				生産量																												（前月予測）										増減

				1		EU-27		－		－		122.4		131.7		123.4		132.6		110.6		146.9		132.4		124.9		120.1		151.1				138.1		136.5		136.5		98.9		138.1		100.0

				2		中国		123.3		109.7		113.9		99.6		93.9		90.3		86.5		92.0		97.4		108.5		109.3		112.5				115.1		114.5		114.5		99.5		115.1		100.0

				3		インド		69.4		66.4		70.8		76.4		69.7		71.8		65.1		72.2		68.6		69.4		75.8		78.6				80.7		80.7		80.7		100.0		80.7		100.0

				4		米国		44.2		27.0		31.0		34.5		46.9		50.6		34.1		45.4		47.7		49.2		55.8		68.0				60.4		60.1		60.1		99.6		60.4		100.0

				5		ロシア		67.5		69.3		62.5		60.6		53.0		43.7		63.8		58.7		57.2		44.9		49.4		63.7				61.7		41.5		41.5		67.3		61.7		100.0

				・		オーストラリア		19.2		21.5		24.8		22.1		24.3		10.1		26.1		21.9		25.2		10.8		13.6		21.4				21.9		25.0		25.0		114.0		21.9		100.0

				世界計				610.0		590.0		585.8		581.5		581.1		567.6		553.8		625.6		619.2		596.1		611.2		684.2				682.7		645.8		645.4		94.5		682.7		99.9

				輸出量

				1		米国		28.3		29.0		29.4		28.0		26.3		22.8		32.3		28.6		27.3		24.9		34.3		27.1				24.2		36.0		36.0		148.9		24.2		100.0

				2		EU-27		－		－		20.4		15.7		12.8		18.1		9.8		14.7		15.7		13.8		12.3		25.3				22.1		22.0		21.5		97.2		19.0		97.7

				3		カナダ		1.1		1.7		0.5		0.7		4.4		12.6		3.1		8.5		10.5		19.3		16.6		18.7				19.0		17.0		17.5		92.2		22.1		102.9

				4		オーストラリア		1.1		1.7		0.5		0.7		4.4		12.6		3.1		8.5		10.5		11.2		7.4		13.5				13.7		14.0		14.0		101.9		13.7		100.0

				5		アルゼンチン		15.4		16.1		17.1		16.7		16.5		10.9		15.1		15.8		15.2		12.2		10.2		8.6				5.2		7.0		7.0		135.3		5.2		100.0

						アルゼンチン		9.8		9.2		11.1		11.4		11.7		6.3		7.3		13.5		8.2																0.0		0.0		0.0

				・		ロシア																				10.8		12.2		18.4				18.6		4.0		4.0		21.6				100.0

				世界計				104.5		102.0		112.7		104.1		110.8		107.1		103.6		113.8		114.1		115.6		116.4		143.2				134.3		125.6		125.3		93.3		134.3		99.8

				輸入量

				1		エジプト		7.1		7.5		5.9		6.1		6.9		6.3		7.3		8.2		7.8		7.3		7.7		9.9				10.3		9.8		9.8		95.1				100.0

				2		ブラジル		5.7		7.4		7.3		7.5		7.2		6.6		5.6		5.0		5.6		7.7		7.1		6.8				6.7		6.2		6.2		93.0		6.7		100.0

				3		EU-27		－		－		4.0		3.5		8.7		10.7		7.4		7.1		6.8		5.2		6.9		7.7				5.5		4.5		4.5		82.1		5.5		100.0

				4		インドネシア		3.7		3.1		3.7		4.1		3.7		4.0		4.5		4.7		5.0		5.6		5.2		5.4				5.4		5.3		5.3		98.8		5.4		100.0

				5		アルジェリア																				4.9		5.9		6.4				5.2		5.3		5.3		102.6				100.0

				・		日本		5.2		4.3		4.8		5.6		4.6		6.1		3.9		5.4		5.5		5.7		5.7		5.2				5.5		5.2		5.2		94.5		5.5		100.0

				6		日本		6.2		6.0		6.0		5.9		5.8		5.6		5.8		5.7		5.5																0.0		0.0		0.0

				7		イラン						7.2		6.3		5.3		2.1		0.8		0.2		1.1																0.0		0.0		0.0

						インド		2.3		1.3		1.3		0.0		0.0		0.0		0.0																				0.0		0.0		0.0

				世界計				104.5		102.0		112.7		104.1		110.8		107.1		103.6		113.8		114.1		115.6		116.4		143.2				134.3		125.6		125.3		93.3		134.3		99.8

				消費量

				1		EU-27		－		－		113.2		118.4		118.5		125.0		115.1		123.2		127.5		125.5		116.5		127.0				124.5		122.0		122.0		98.0		124.5		100.0

				2		中国		109.1		108.3		109.3		110.3		108.7		105.2		104.5		102.0		101.5		102.0		106.0		105.5				107.0		108.8		108.8		101.7		107.0		100.0

				3		インド		69.2		63.7		68.8		66.8		65.1		74.3		68.3		72.8		70.0		73.5		76.4		70.9				78.2		82.4		82.4		105.4		78.2		100.0

				4		ロシア		39.8		34.8		35.4		35.2		38.1		39.3		35.5		37.4		38.4		36.4		37.7		38.9				42.0		47.5		47.5		113.1		42.0		100.0

				5		米国		34.2		37.6		35.4		36.2		32.4		30.4		32.5		31.8		31.3		30.9		28.6		34.3				30.9		32.0		32.0		103.5		30.9		100.0

				・		日本		6.2		6.2		6.2		6.2		6.1		6.0		6.0		6.0		6.0		6.0		6.0		6.0				5.9		5.9		5.9		99.2		5.9		100.0

				世界計				577.3		579.0		585.0		583.9		585.0		603.7		588.6		607.4		622.2		616.1		616.8		641.7				652.3		665.3		665.2		102.0		652.3		100.0

				期末在庫量

				1		中国		96.2		97.9		102.9		91.9		76.6		60.4		43.3		38.8		34.4		38.5		39.0		45.7				54.3		60.0		60.0		110.5		54.3		100.0

				2		米国		19.7		25.7		25.8		23.8		21.2		13.4		14.9		14.7		15.5		12.4		8.3		17.9				26.6		22.3		22.3		83.8		15.9		100.0

				3		インド		5.1		9.9		13.1		21.5		23.0		15.7		6.9		4.1		2.0		4.5		5.8		13.4				16.1		14.5		14.5		89.9		16.1		100.0

				4		EU-27		－		－		16.3		17.5		18.3		18.5		11.5		27.5		23.4		14.2		12.4		19.0				15.9		12.9		13.4		84.4		26.6		103.9

				5		オーストラリア																				4.0		3.7		3.6				4.1		7.2		7.2		176.1				100.0

				・		ロシア		8.0		1.0		1.2		1.4		6.5		6.1		2.6		3.4		5.5		4.0		4.0		10.6				11.9		3.9		3.9		32.6		0.0		100.0

				6		カナダ		6.0		7.4		7.3		9.7		6.7		5.7		6.0		7.9		9.7																0.0		11.9		0.0

				7		オーストラリア		2.3		2.8		4.6		5.5		8.0		3.1		5.4		6.8		9.7																0.0		0.0		0.0

						カザフスタン		2.9		0.6		0.7		1.1		4.1		3.7																						0.0		0.0		0.0

						シリア		3.5		4.2		3.7		3.3		4.5		5.1																						0.0		0.0		0.0

				世界計				197.1		208.1		208.9		206.5		202.7		165.7		132.1		150.2		150.3		130.3		124.8		167.2				197.6		178.0		177.8		90.0		197.6		99.9

				在庫率（％）				34.1		35.9		35.7		35.4		34.6		27.4		22.4		24.7		24.2		21.2		20.2		26.1		29.5		30.3		26.8		26.7				0.8

				資料：USDA ｢ Grain : World Markets and Trade ｣（July 2012)

						〃　「 Production, Supply and Distribution Online 」

						注：生産量、消費量、期末在庫量は各国の市場年度の合計、輸出量、輸入量は

						7～6月間の合計である。

																		6,040		6,040		6,000

																		6.0		6.0		6.0

						EU-25		0		0		15		16		16		17		11		25		25		21		13						13						62





世界小麦

		



（％）

在庫率



こうりゃん

		

				世界のこうりゃんの生産、輸出入、消費及び期末在庫量の推移

																																										（単位：百万トン）

																										06/07		07/08		08/09		09/10		前月予測		10/11

								97/98		98/99		99/00		00/01		01/02		02/03		03/04		04/05		05/06								(見込）				（予測）		対前年度比		前月予測		前月予測比

				生産量																																				増減

				1		ナイジェリア		6.9		7.3		7.5		7.8		7.8		7.9		9.0		10.0		10.5		10.5		10.0		11.0		11.5		11.7		11.7		101.7		0.2		100.0

				2		米国		16.1		13.2		15.1		12.0		13.1		9.2		10.4		11.5		10.0		7.0		12.6		12.0		9.7		8.6		8.8		90.2		-1.0		102.3

				3		インド		8.0		8.7		8.9		7.7		8.4		7.1		6.7		7.2		7.6		7.2		7.9		7.3		7.0		7.5		7.5		107.4		0.5		100.0

				4		メキシコ		5.7		6.4		6.4		5.7		5.9		6.3		7.3		5.9		5.5		5.8		6.2		7.1		6.3		7.1		7.1		113.6		0.9		100.0

				5		スーダン		2.9		4.8		2.4		2.8		4.5		2.9		5.2		2.7		4.3		5.2		4.5		4.2		2.6		4.2		4.2		159.7		1.6		100.0

				世界計				58.1		60.8		59.3		53.8		58.3		52.8		58.3		58.8		59.7		57.7		65.9		64.8		59.5		63.6		63.5		106.6		3.9		99.9

				輸出量

				1		米国		5.2		5.3		6.4		5.9		6.1		4.9		4.8		4.5		5.0		4.4		6.7		3.6		4.1		4.0		3.8		93.0		-0.3		95.0

				2		アルゼンチン		1.4		0.6		0.7		0.6		0.4		0.6		0.2		0.3		0.2		1.0		1.2		0.9		1.5		1.3		1.3		86.3		-0.3		100.0

				3		オーストラリア		0.2		0.4		0.8		0.9		0.5		0.1		0.4		0.4		0.2		0.0		0.3		1.4		0.4		0.8		0.8		228.6		0.0		100.0

				4		中国		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.1		0.2		0.0		0.0		0.1		0.2		0.0		0.0		0.1		0.1		122.0		0.0		100.0

				5		ナイジェリア		0.0		0.0		0.0		0.1		0.1		0.1		0.1		0.1		0.1		0.1		0.1		0.1		0.1		0.1		0.1		100.0				100.0

				5		中国		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.1		0.2		0.0		0.0		0.1		0.2		0.0		0.1		0.1		0.1		100.0		0.0		100.0

				6		ナイジェリア		0.0		0.0		0.0		0.1		0.1		0.1		0.1		0.1		0.1		0.1		0.1		0.1		0.1		0.1		0.1		100.0		0.0		100.0

				7		南アフリカ														0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		100.0

				7		インド														0.0		0.0		0.0		0.0		0.1		0.1		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		100.0

				世界計				6.8		6.6		8.1		7.6		7.3		5.9		6.2		5.4		5.5		5.8		8.8		6.1		6.2		6.4		6.1		99.1		-0.1		96.5

				輸入量

				1		メキシコ		3.4		3.3		4.9		5.0		4.8		3.4		3.0		2.9		3.0		2.0		1.2		2.5		2.5		2.6		2.4		94.9		-0.1		92.3

				2		日本		2.8		2.5		2.2		2.0		1.8		1.6		1.4		1.4		1.4		1.3		1.1		1.6		1.6		1.6		1.6		97.0		-0.0		100.0

				3		チリ		0.0		0.1		0.1		0.0		0.1		0.1		0.1		0.1		0.0		0.2		0.3		0.4		0.6		0.6		0.6		100.0		0.0		100.0

				4		スーダン		0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.2		0.2		0.3		0.3		0.3		0.4		0.3		0.3		75.0		-0.1		100.0

				5		コロンビア								0.0		0.0		0.1		0.0		0.0		0.0		0.1		0.1		0.2		0.2		0.2		0.2		100.0				100.0

				6		EU-27		－		－		0.3		0.0		0.0		0.4		1.1		0.2		0.1		1.5		5.3		0.1		0.2		0.2		0.2		100.0		0.0		100.0

				6		イスラエル				0.1		0.2		0.1		0.0		0.1		0.1		0.0		0.0		0.1		0.1		0.1		0.1		0.1		0.1		100.0		0.0		100.0

				世界計				6.8		6.6		8.1		7.6		7.3		5.9		6.2		5.4		5.5		5.8		8.8		6.1		6.2		6.4		6.1		99.1		-0.1		96.5

				消費量

				1		ナイジェリア		6.9		7.3		7.5		7.7		7.8		7.8		9.0		10.0		10.5		10.5		10.0		11.0		11.5		11.7		11.7		101.7		0.2		100.0

				2		メキシコ		9.0		9.8		11.2		11.2		10.8		9.9		9.8		9.3		8.6		8.1		7.2		8.6		9.7		9.6		9.5		97.9		0.0		99.0

				3		インド		8.2		8.7		8.9		7.7		8.3		7.2		6.7		7.2		7.5		7.1		7.9		7.2		6.9		7.5		7.5		108.7		0.6		100.0

				4		米国		10.7		7.8		8.6		6.5		6.4		4.9		5.6		6.3		4.8		4.0		5.1		8.3		5.8		4.6		5.1		86.9		-0.2		111.1

				5		スーダン		3.5		3.7		3.5		2.6		4.0		3.5		4.5		3.5		4.3		5.0		5.0		4.5		3.4		4.5		4.5		132.4		1.1		100.0

				6		エチオピア								1.8		1.8		1.0		1.7		1.7		2.1		2.3		2.6		2.7		2.8		2.8		2.8		100.0				100.0

						EU-27		0.0		0.0		0.8		0.6		0.7		0.7		2.0		0.5		0.7		1.3		6.3		0.9		0.9		0.9		0.9		100.0		0.0		100.0

				・		日本		2.8		2.5		2.2		2.0		1.8		1.6		1.5		1.4		1.4		1.4		1.1		1.6		1.7		1.6		1.6		97.0		-0.0		100.0

				世界計				59.0		59.1		60.4		54.6		57.3		53.7		57.5		59.1		59.2		58.5		64.5		64.5		61.7		63.3		63.5		102.9		1.8		100.3

				期末在庫量

				1		米国		1.2		1.7		1.7		1.1		1.5		1.1		0.9		1.4		1.7		0.8		1.3		1.4		1.0		1.0		0.9		88.8		-0.1		94.3

				2		オーストラリア		0.6		0.7		0.7		0.4		0.5		0.4		0.4		0.3		0.2		0.0		0.8		0.7		0.7		0.6		0.6		91.8		0.0		100.0

				3		メキシコ		1.3		1.2		1.3		0.8		0.8		0.6		1.1		0.6		0.6		0.2		0.4		1.3		0.4		0.5		0.4		100.0				80.5

				4		アルゼンチン		0.6		0.7		0.7		0.4		0.5		0.4		0.4		0.3		0.2		0.2		0.7		0.2		0.2		0.3		0.3		144.8		0.1		100.0

				5		スーダン		0.4		1.4		0.2		0.3		0.8		0.3		1.0		0.3		0.5		1.0		0.7		0.7		0.3		0.3		0.3		98.4				100.0

				6		ブラジル								0.1		0.0		0.0		0.1		0.1		0.1		0.1		0.2		0.2		0.2		0.2		0.2		100.0				100.0

				7		中国								0.2		0.1		0.6		0.7		0.7		0.9		0.9		0.6		0.5		0.2		0.2		0.2		94.4		0.0		100.0

				8		ナイジェリア		0.2		0.2		0.2		0.2		0.2		0.2		0.2		0.2		0.2		0.2		0.2		0.2		0.2		0.2		0.2		100.0		0.0		100.0

				9		エチオピア		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.1		0.1		0.2		0.2		0.2		0.2		0.2		100.0		0.0		100.0

				10		インド		0.1		0.1		0.1		0.1		0.2		0.1		0.1		0.1		0.2		0.2		0.2		0.2		0.2		0.2		0.2		100.0		-0.1		100.0

				・		日本		0.4		0.3		0.4		0.3		0.3		0.3		0.2		0.2		0.2		0.1		0.1		0.1		0.1		0.1		0.1		100.0		0.0		100.0

				世界計				4.9		6.2		5.0		3.8		4.8		3.9		4.6		4.8		5.5		4.5		6.0		6.3		4.2		4.4		4.1		98.6		-0.1		94.0

						在庫率（％）		8.3		10.5		8.3		6.9		8.4		7.2		8.1		8.2		9.2		7.7		9.3		9.8		6.7		6.9		6.4				-0.3

						資料：USDA ｢ Grain : World Markets and Trade ｣（July 2012)

						〃　「 Production, Supply and Distribution Online 」





こうりゃん

		



（％）

在庫率



大豆需給

						　

				世界の大豆の需給の推移

																																								（単位：百万トン、％）

								97/98		98/99		99/00		00/01		01/02		02/03		03/04		04/05		05/06		06/07		07/08		08/09		09/10		09/10		10/11		10/11		対前年度比		対前月予測比

																																		（見込）		（前月予測）		（予測）

				生産量																												（前月予測）

				1		アメリカ		－		－		122.4		131.7		123.4		132.6		110.6		146.9		132.4		87.0		72.9		80.7				91.4		90.6		90.6		99.1		100.0

				2		ブラジル		123.3		109.7		113.9		99.6		93.9		90.3		86.5		92.0		97.4		59.0		61.0		57.8				69.0		67.5		68.5		99.3		101.5

				3		アルゼンチン		69.4		66.4		70.8		76.4		69.7		71.8		65.1		72.2		68.6		48.8		46.2		32.0				54.5		50.5		49.5		90.8		98.0

				4		中国		44.2		27.0		31.0		34.5		46.9		50.6		34.1		45.4		47.7		16.0		14.0		15.5				14.7		14.4		14.4		98.0		100.0

				5		インド		67.5		69.3		62.5		60.6		53.0		43.7		63.8		58.7		57.2		7.7		9.5		9.1				9.0		9.6		9.6		106.7		100.0

				世界計				610.0		590.0		585.8		581.5		581.1		567.6		553.8		625.6		619.2		237.1		221.0		212.0				260.0		255.5		256.1		98.5		100.2

				輸出量

				1		米国		28.3		29.0		29.4		28.0		26.3		22.8		32.3		28.6		27.3		30.4		31.5		34.8				40.9		43.3		43.3		105.9		100.0

				2		ブラジル		－		－		20.4		15.7		12.8		18.1		9.8		14.7		15.7		23.5		25.4		30.0				28.6		31.4		32.3		113.0		102.9

				3		アルゼンチン		21.3		14.4		19.4		17.4		16.8		9.4		15.5		15.1		15.6		9.6		13.8		5.6				13.1		12.5		11.6		88.6		92.8

				4		パラグアイ		1.1		1.7		0.5		0.7		4.4		12.6		3.1		8.5		10.5		3.9		4.6		2.2				5.4		5.1		5.6		105.3		109.7

				5		カナダ		15.4		16.1		17.1		16.7		16.5		10.9		15.1		15.8		15.2		1.7		1.8		2.0				2.2		2.6		2.6		116.8		100.0

				・		インド		9.8		9.2		11.1		11.4		11.7		6.3		7.3		13.5		8.2																0.0		0.0

				世界計				104.5		102.0		112.7		104.1		110.8		107.1		103.6		113.8		114.1		70.9		78.8		76.9				92.8		98.0		98.6		106.3		100.7

				輸入量

				1		中国		7.1		7.5		5.9		6.1		6.9		6.3		7.3		8.2		7.8		28.7		37.8		41.1				50.3		57.0		57.0		113.2		100.0

				2		EU-27		5.7		7.4		7.3		7.5		7.2		6.6		5.6		5.0		5.6		15.3		15.1		13.2				12.6		14.0		14.0		111.0		100.0

				3		メキシコ		3.7		3.1		3.7		4.1		3.7		4.0		4.5		4.7		5.0		3.8		3.6		3.3				3.5		3.6		3.6		104.3		100.0

				4		日本		3.7		3.1		3.7		4.1		3.7		4.0		4.5		4.7		5.0		4.1		4.0		3.4				3.4		3.5		3.5		101.4		100.0

				5		台湾		5.2		4.3		4.8		5.6		4.6		6.1		3.9		5.4		5.5		2.4		2.1		2.2				2.5		2.5		2.5		101.3		100.0

				6		日本		6.2		6.0		6.0		5.9		5.8		5.6		5.8		5.7		5.5																0.0		0.0

				7		イラン						7.2		6.3		5.3		2.1		0.8		0.2		1.1																0.0		0.0

						インド		2.3		1.3		1.3		0.0		0.0		0.0		0.0																				0.0		0.0

				世界計				104.5		102.0		112.7		104.1		110.8		107.1		103.6		113.8		114.1		69.1		78.1		77.2				87.4		96.0		95.9		109.6		99.9

				消費量 ショウヒリョウ

				1		中国		－		－		113.2		118.4		118.5		125.0		115.1		123.2		127.5		46.1		49.8		51.4				59.4		57.8		68.9		115.9		119.1

				2		アメリカ		109.1		108.3		109.3		110.3		108.7		105.2		104.5		102.0		101.5		53.5		51.6		48.1				50.6		45.0		48.0		94.9		106.6

				3		アルゼンチン		69.2		63.7		68.8		66.8		65.1		74.3		68.3		72.8		70.0		35.1		36.2		32.8				35.7		39.0		40.7		113.8		104.2

				4		ブラジル		39.8		34.8		35.4		35.2		38.1		39.3		35.5		37.4		38.4		34.0		35.1		34.7				36.6		34.5		37.5		102.5		108.7

				5		EU-27		34.2		37.6		35.4		36.2		32.4		30.4		32.5		31.8		31.3		16.1		16.1		14.1				13.6		13.6		14.8		109.0		109.0

				・		インド																				7.5		9.6		8.5				8.5		8.2		9.6		114.0		117.6

				世界計				577.3		579.0		585.0		583.9		585.0		603.7		588.6		607.4		622.2		225.6		230.6		221.1				238.5		225.2		255.3		107.0		113.4

				期末在庫量

				1		アルゼンチン		96.2		97.9		102.9		91.9		76.6		60.4		43.3		38.8		34.4		22.6		21.8		16.6				22.3		19.6		19.5		87.7		99.5

				2		中国		5.1		9.9		13.1		21.5		23.0		15.7		6.9		4.1		2.0		2.7		4.2		9.0				14.5		16.6		16.6		114.5		100.0

				3		ブラジル		5.1		9.9		13.1		21.5		23.0		15.7		6.9		4.1		2.0		18.2		18.9		12.0				16.1		14.8		14.9		93.0		100.7

				4		アメリカ		－		－		16.3		17.5		18.3		18.5		11.5		27.5		23.4		15.6		5.6		3.8				4.1		3.8		3.8		93.0		100.0

				5		インド		8.0		1.0		1.2		1.4		6.5		6.1		2.6		3.4		5.5		0.2		0.1		0.7				1.2		1.1		1.1		91.3		100.0

				6		カナダ		6.0		7.4		7.3		9.7		6.7		5.7		6.0		7.9		9.7																0.0		0.0

				7		オーストラリア		2.3		2.8		4.6		5.5		8.0		3.1		5.4		6.8		9.7																0.0		0.0

						カザフスタン		2.9		0.6		0.7		1.1		4.1		3.7																						0.0		0.0

						シリア		3.5		4.2		3.7		3.3		4.5		5.1																						0.0		0.0

				世界計				197.1		208.1		208.9		206.5		202.7		165.7		132.1		150.2		150.3		63.1		52.9		44.1				60.2		58.3		58.2		96.7		99.9

				在庫率（％）				34.1		35.9		35.7		35.4		34.6		27.4		22.4		24.7		24.2		28.0		22.9		19.9		29.5		25.2		25.9		22.8

				資料：USDA ｢ Oilseed : World Markets and Trade ｣（March, 2011)

						〃　「 Production, Supply and Distribution Online 」
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大豆粕

						　

				世界の大豆かすの需給の推移

																						（単位：百万トン、％）

								06/07		07/08		08/09		09/10		09/10		10/11		10/11		対前年度比		対前月予測比

																（見込）		（前月予測）		（予測）

				生産量										（前月予測）

				1		中国		28.5		31.3		32.5				38.6		45.8		45.8		118.5		100.0

				2		アメリカ		39.0		38.4		35.5				37.8		35.9		35.9		94.8		100.0

				3		アルゼンチン		26.1		27.1		24.4				26.6		30.2		30.2		113.4		100.0

				4		ブラジル		24.1		24.9		24.7				26.1		26.7		26.7		102.5		100.0

				5		EU-27		11.6		11.7		10.1				9.9		10.7		10.7		108.4		100.0

				・		インド		5.2		6.7		5.7				5.7		6.5		6.5		115.5		100.0

				世界計				154.2		159.1		151.6				165.3		177.6		177.6		107.5		100.0

				輸出量

				1		アルゼンチン		25.6		26.8		24.0				24.9		29.3		29.3		117.5		100.0

				2		ブラジル		12.7		12.1		13.1				13.0		13.6		13.6		105.0		100.0

				3		アメリカ		8.0		8.4		7.7				10.1		8.3		8.3		82.3		100.0

				4		インド		4.1		5.3		3.8				3.1		3.8		3.8		120.6		100.0

				5		パラグアイ		1.5		1.6		1.1				1.3		1.3		1.3		100.0		100.0

				5		中国		0.9		0.6		1.0				1.3		1.2		1.2		96.0		100.0

						アルゼンチン																0.0		0.0

				世界計				55.3		56.6		52.7				55.7		59.4		59.5		106.8		100.0

				輸入量

				1		EU-27		22.2		24.1		21.0				20.7		23.3		23.3		112.2		100.0

				2		ベトナム		2.3		2.3		2.5				2.8		2.8		2.8		101.2		100.0

				3		インドネシア		2.2		2.4		2.3				2.3		2.6		2.6		111.6		100.0

				4		タイ		2.3		1.9		2.2				2.5		2.6		2.6		101.5		100.0

				5		日本		1.7		1.7		1.8				2.1		2.1		2.1		99.7		100.0

				6		日本																0.0		0.0

				7		イラン																0.0		0.0

						インド																0.0		0.0

				世界計				52.5		54.1		51.1				52.6		57.0		57.1		108.4		100.2

				消費量

				1		中国		27.6		30.8		31.7				37.5		44.7		44.8		119.0		100.2

				2		EU-27		33.2		35.2		31.6				30.1		33.3		33.3		110.3		100.0

				3		アメリカ		31.2		30.1		27.9				27.8		27.7		27.7		99.6		100.0

				4		ブラジル		11.1		12.3		12.4				12.8		13.3		13.3		104.0		100.0

				5		メキシコ		4.9		4.2		4.2				4.0		4.3		4.3		106.8		100.0

				・		日本		3.9		3.9		3.8				3.9		4.0		4.0		101.5		100.0

				世界計				151.2		156.4		151.8				160.6		174.9		174.9		108.8		100.0

				期末在庫量

				1		アルゼンチン		1.5		1.1		0.8				1.9		2.0		2.0		109.8		100.0

				2		ブラジル		1.9		2.6		1.8				2.2		2.0		2.0		93.0		100.0

				3		EU-27		0.9		1.1		0.1				0.1		0.4		0.4		298.5		100.0

				4		日本		0.3		0.3		0.2				0.3		0.3		0.3		100.3		100.0

				5		アメリカ		0.3		0.3		0.2				0.3		0.3		0.3		99.3		100.0

				6		カナダ																0.0		0.0

				7		オーストラリア																0.0		0.0

						カザフスタン																0.0		0.0

						シリア																0.0		0.0

				世界計				6.1		6.2		4.4		4.2		5.9		6.2		6.2		105.0		99.8

				在庫率（％）				4.0		4.0		2.9		29.5		3.7		3.6		3.6

				資料：USDA ｢ Grain : World Markets and Trade ｣（March, 2011)

						〃　「 Production, Supply and Distribution Online 」

						EU-25		21		13						13						62





大豆粕

		



（％）

在庫率



95年からの需給

		米国産とうもろこしの需給動向 ベイコクサンジュキュウドウコウ

																										（単位：百万トン、％） タンイヒャクマン

		年　　　度		供　　　　　　　　給								需               要 モトメヨウ										期末在庫		参　　　　　　考

				期初在庫		生　　産		輸　　入		計		消　　　　費						輸　　出		計				在 庫 率		収穫面積
(万ha) シュウカクメンセキマン		単収
(t/ha) タンシュウ

												全　体

														飼料用		ｴﾀﾉｰﾙ用

		1995/1996
(H7/H8)		39.6		188.0		0.4		228.0		160.6		119.2		-		56.6		217.1		10.8		5.0		2,639		7.12

		2000/2001		43.6		251.9		0.2		295.7		198.1		147.9		-		49.3		247.4		48.2		19.5		2,932		8.59

		2001/2002		48.2		241.4		0.3		289.9		200.9		149.0		-		48.4		249.3		40.6		16.3		2,783		8.67

		2002/2003		40.6		227.8		0.4		268.7		200.7		141.3		25.3		40.3		241.1		27.6		11.5		2,806		8.12

		2003/2004		27.6		256.2		0.4		284.2		211.6		147.2		29.7		48.3		259.9		24.3		9.4		2,871		8.92

		2004／2005		24.3		299.9		0.3		324.5		224.6		156.4		33.6		46.2		270.8		53.7		19.8		2,980		10.06

		2005／2006		53.7		282.3		0.2		336.2		232.1		156.3		40.7		54.2		286.2		50.0		17.5		3,040		9.29

		2006／2007		50.0		267.5		0.3		317.8		230.7		142.0		53.8		54.0		284.7		33.1		11.6		2,857		9.36

		2007／2008		33.1		331.2		0.5		364.8		261.6		150.2		76.9		61.9		323.5		41.3		12.8		3,501		9.46

		2008／2009		41.3		307.1		0.3		348.7		259.3		131.6		94.2		47.0		306.2		42.5		13.9		3,181		9.66

		2009／2010
（見込み） ミコ		42.5		332.6		0.2		375.3		281.4		130.6		116.0		50.5		331.9		43.4		13.1		3,217		10.34

		2010／2011
（予測） ヨソク		43.4		316.2		0.5		360.1		293.4		132.1		125.7		49.5		342.9		17.1		5.0		3,294		9.59

		対 前 年 比
(’10－’11/
’09－’10)		+2.1%		▲4.9%		+150.0%		▲4.1%		+4.3%		+1.2%		+8.4%		▲1.9%		+3.3%		▲60.5%		－		+2.4%		▲7.2%

		備　　　考		　　過去最高記録

				　　　　生産量　　09/10年　：　3億3,255万トン

				　　　　単　 収　　09/10年　：  10.34トン／ヘクタール

		　資料：ＵＳＤＡ「World Agricultural Supply and Demand Estimates」平成23年2月9日発表。





小麦需給状況

						○米国産小麦需給状況（平成22年8月12日現在）

						市場年度				2002/03		2005/06		2006/07		2008/09		2009/10		2010/11		対前年度比

																		（見込み）		（予測）		（％）

				耕地		作付面積（万ha）				0		0		0		2,558		2,392		2,197		91.9

						収穫面積（万ha）				0		0		0		2,254		2,019		1,955		96.8

						単収（㌧/ha）				0.00		0.00		0.00		3.02		2.99		3.15		105.6

				供給		期初在庫（百万㌧）				0.00		0.0		0.0		306		8		657		7889.0

						生産量（百万㌧）				0.0		0.0		0.0		68.0		60.3		61.6		102.2

						輸入量（百万㌧）						0.0		0.0		3.5		3.2		2.7		84.0

						合計（百万㌧）				0.0		0.0		0.0		79.8		81.4		90.8		111.6

				需要		国内（百万㌧）				0.0		0.0		0.0		34.3		30.9		32.3		104.3

						　　食用										25.2		25.0		25.6		102.5

						　　播種用										2.1		1.9		2.1		108.6

						　　飼料用				0.0		0.0		0.0		6.9		4.1		4.6		114.1

						輸出量（百万㌧）				0.0		0.0		0.0		27.6		24.0		32.7		136.2

						合計（百万㌧）				0.0		0.0		0.0		61.9		54.9		64.9		118.2

						期末在庫（百万㌧）				0.0		0.0		0.0		17.9		26.5		25.9		97.8

						期末在庫率（％）				0.0		0.0		0.0		28.9		48.2		39.9

						平均農家価格(セント/ブッシェル）				232		0		0		678		487		470-550

				資料：USDA「World  Agricultural Supply and Demand Estimates」（Aug  12 , 2010)

				注：供給の計には、輸入量を含む。

						○世界の小麦の生産、消費及び期末在庫量の推移（平成22年8月12日現在）

																				（単位：百万トン）

						市場年度				2002/03		2005/06		2006/07		2008/09		2009/10		2010/11		対前年度比		2010/11

																		（見込み）		（予測）		（％）		(7月予測)

				生産量		　　EU-27				0		0		0		151.1		138.2		137.5		99.5		141.8

						　　中国										112.5		115.0		114.5		99.6		114.5

						　　アメリカ										68.0		60.3		61.6		102.2		60.3

						　　ロシア										63.7		61.7		45.0		72.9		53.0

						　　カザフスタン										12.6		17.0		11.5		67.6		14.0

						　　ウクライナ				0.00		0.00		0.00		25.9		20.9		17.0		81.3		20.0

						世界計				0		0		0		683.3		680.3		645.7		94.9		661.7

				輸出量		　　アメリカ										27.6		24.0		32.7		136.2		27.2

						　　EU-27				0.0		0.0		0.0		25.3		21.5		24.0		111.6		23.0

						　　オーストラリア										14.8		14.5		16.5		113.8		15.5

						　　カナダ				0.0		0.0		0.0		18.8		18.5		15.5		83.8		15.5

						　　ロシア						0.0		0.0		18.4		18.5		3.0		16.2		15.0

						　　カザフスタン				0.0		0.0		0.0		5.7		7.8		6.0		76.9		8.0

						　　ウクライナ				0.0		0.0		0.0		13.0		9.3		6.0		64.5		8.0

						世界計				0.00		0.0		0.0		143.4		132.2		124.7		94.3		131.3

				輸入量		　　エジプト										9.9		10.2		8.8		86.3		9.3

						　　ブラジル										6.4		6.5		6.5		100.0		6.3

						　　EU-27										7.7		5.5		6.0		109.1		6.0

						　　インドネシア										5.4		5.8		5.5		94.8		5.8

						　　日本				0.0		0.0		0.0		5.2		5.5		5.2		94.5		5.2

						世界計				0.00		0.0		0.0		143.4		132.2		124.7		94.3		131.3

				消費量		　　EU-27										127.5		125.5		124.5		99.2		126.5

						　　中国										105.5		105.0		105.8		100.8

						　　インド										70.9		78.2		82.4		105.4

						　　ロシア										38.9		42.0		49.2		117.1		47.2

						　　アメリカ				0.0		0.0		0.0		34.3		30.9		32.3		104.3		47.2

						世界計										642.6		651.8		664.9		102.0		667.0

				期末在庫		　　中国										56.2		56.2		63.4		112.8

						　　アメリカ										26.5		26.5		25.9		97.8

						　　インド										16.1		16.1		14.5		89.9

						　　EU-27										15.1		15.1		10.1		66.9		13.9

						　　ロシア				0.0		0.0		0.0		11.8		11.8		5.3		44.6		3.8

						　　カザフスタン				0.0		0.0		0.0		3.6		3.6		1.5		42.4		2.3

						　　ウクライナ				0.0		0.0		0.0		2.5		2.5		1.9		77.6		2.2

						世界計										165.5		194.0		174.8		90.1		187.1

						期末在庫率（％）				0.0		0.0		0.0		25.8		29.8		26.3				28.0

				資料：USDA「World  Agricultural Supply and Demand Estimates」（Aug  12 , 2010)

				注：供給の計には、輸入量を含む。
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小麦計算用

										12"月"31"日"				12"月"31"日"				12"月"31"日"				12"月"31"日"				12"月"31"日"				12"月"31"日"

				Wheat				０８／０９				０９／１０				１０／１１				０８／０９				０９／１０				１０／１１								6月10日備考

				Planted		作付面積		63.2		2,557.67		59.1		2,391.74		54.3		2,197.49				0.00				0.00				0.00		million acre→万ha

				Harvested		収穫面積		55.7		2,254.15		49.9		2,019.43		48.3		1,954.67				0.00				0.00				0.00		million acre→万ha

				Yield harvested acre		単収		44.9		3.02		44.4		2.99		46.9		3.15				0.00				0.00				0.00		bu/acre→t/ha

				Beginning stocks		期初在庫		306		8.33		657		17.88		973		26.48				0.00				0.00				0.00		bu→t

				Production		生産量		2,499		68.01		2,216		60.31		2,265		61.64				0.00				0.00				0.00		bu→t

				Imports		輸入		127		3.46		119		3.24		100		2.72				0.00				0.00				0.00		bu→t

				Supply,total				2,932		79.80		2,991		81.40		3,338		90.85				0.00				0.00				0.00		bu→t

				Food		食用		927		25.23		917		24.96		940		25.58				0.00				0.00				0.00		bu→t

				Seed		播種用		78		2.12		70		1.91		76		2.07				0.00				0.00				0.00		bu→t

				Feed & residual		飼料用		255		6.94		149		4.06		170		4.63				0.00				0.00				0.00		bu→t

				Domestic total				1,260		34.29		1,137		30.94		1,186		32.28				0.00				0.00				0.00

				Exports				1,015		27.62		881		23.98		1,200		32.66				0.00				0.00				0.00

				Use,total				2,275		61.92		2,018		54.92		2,386		64.94				0.00				0.00				0.00		bu→t

				Ending stocks,total		期末在庫		657		17.88		973		26.48		952		25.91				0.00				0.00				0.00		bu→t

						期末在庫率				28.88				48.22				39.90				0.00				0.00				0.00		%

				Avg. farm price		平均農家価格		6.78		678.00		4.87		487.00		4.70		470.00				0.00				0.00				0.00		$/bu→￠/bu

										0.00				0.00		5.50		550.00				0.00				0.00				0.00		$/bu→￠/bu





飼料穀物計算用 (米国)

																																40,277				40,277				40,309				40,309				40,309				40,339				40,339				40,339				40,368				40,368				40,368				40,402				40,402				40,402				40,431				40,431				40,431

				ＦＥＥＤ　ＧＲＡＩＮＳ				０２／０３				０３／０４				０４／０５				０５／０６				０６／０７				０７／０８				０８／０９				０９／１０				08/09				09/10				10/11				08/09				09/10				10/11				08/09				09/10				10/11				08/09				09/10				10/11				08/09				09/10				10/11

				Planted		作付面積		98.5		3986.2404		98		3966.0057		97.0		3925.5362		96.4		3901.2546		92.5		3743.4237		109		4411.1696		101.8		4119.7896		100.1		4050.9915		101.8		4119.7896		100.1		4050.9915		101.8		4119.7896		101.8		4119.7896		100.1		4050.9915		101.8		4119.7896		101.8		4119.7896		100.1		4050.9915		101.8		4119.7896		101.8		4119.7896		100.1		4050.9915		100		4046.9446		101.8		4119.7896		100.1		4050.9915		99.6		4030.7568		million-acre→万ha

				Harvested		収穫面積		82.6		3342.7762		85.7		3468.2315		86.0		3480.3723		85.9		3476.3254		80.1		3241.6026		98.3		3978.1465		91		3682.7195		89.6		3626.0623		91		3682.7195		89.6		3626.0623		91.4		3698.9073		91		3682.7195		89.6		3626.0623		91.4		3698.9073		91		3682.7195		89.6		3626.0623		91.4		3698.9073		91		3682.7195		89.6		3626.0623		90		3642.2501		91		3682.7195		89.6		3626.0623		89.6		3626.0623		million-acre→万ha

				Yield harvested acre		単収		2.95		7.2895		3.21		7.9319		3.71		9.1674		3.47		8.5744		3.49		8.6238		3.56		8.7968		3.58		8.8462		3.9		9.6369		3.58		8.8462		3.9		9.6369		3.88		9.5875		3.58		8.8462		3.9		9.6369		3.88		9.5875		3.58		8.8462		3.9		9.6369		3.88		9.5875		3.58		8.8462		3.9		9.6369		3.94		9.7357		3.58		8.8462		3.9		9.6369		3.71		9.1674		t/acre→t/ha

				Beginning stocks		期初在庫		45.0		million-tons		30.9		million-tons		28.7		million-tons		58.8		million-tons		54.7		million-tons		36.2		million-tons		45.1		million-tons		47		million-tons		45.1		million-tons		47		million-tons		49		million-tons		45.1		million-tons		47		million-tons		45.3		million-tons		45.1		million-tons		47		million-tons		45.3		million-tons		45.1		million-tons		47		million-tons		40.6		million-tons				million-tons				million-tons				million-tons

				Production		生産量		243.6		million-tons		274.9		million-tons		319.2		million-tons		298.6		million-tons		279.8		million-tons		349.7		million-tons		325.7		million-tons		349.6		million-tons		325.7		million-tons		349.0		million-tons		354.1		million-tons		325.7		million-tons		349.0		million-tons		354.1		million-tons		325.7		million-tons		349.0		million-tons		354.1		million-tons		325.7		million-tons		349.0		million-tons		354.5		million-tons				million-tons				million-tons				million-tons

				Imports		輸入		2.4		million-tons		2.4		million-tons		2.1		million-tons		1.9		million-tons		2.4		million-tons		3.3		million-tons		3.0		million-tons		2.3		million-tons		3.0		million-tons		2.3		million-tons		2.4		million-tons		3.0		million-tons		2.3		million-tons		2.4		million-tons		3.0		million-tons		2.3		million-tons		2.4		million-tons		3.0		million-tons		2.2		million-tons		2.1		million-tons				million-tons				million-tons				million-tons

				Supply,total				291.0		million-tons		308.2		million-tons		350.1		million-tons		359.3		million-tons		337		million-tons		389.1		million-tons		373.7		million-tons		398.9		million-tons		373.7		million-tons		398.4		million-tons		405.5		million-tons		373.7		million-tons		398.4		million-tons		401.8		million-tons		373.7		million-tons		398.4		million-tons		401.8		million-tons		373.7		million-tons		398.3		million-tons		397.2		million-tons				million-tons				million-tons				million-tons

				Feed and residual		飼料用		149.9		million-tons		155.8		million-tons		165.8		million-tons		163.2		million-tons		148.1		million-tons		157.1		million-tons		142.5		million-tons		144.9		million-tons		141.4		million-tons		142.9		million-tons		141.8		million-tons		141.4		million-tons		142.3		million-tons		141.7		million-tons		141.4		million-tons		142.3		million-tons		141.7		million-tons		140.9		million-tons		146.9		million-tons		141.9		million-tons				million-tons				million-tons				million-tons

				Food,seed＆industrial				64.5		million-tons		69.9		million-tons		74.1		million-tons		81.5		million-tons		94.4		million-tons		117.1		million-tons		133		million-tons		148.6		million-tons		134		million-tons		152.8		million-tons		158.4		million-tons		134		million-tons		156.8		million-tons		161.2		million-tons		134		million-tons		156.8		million-tons		161.2		million-tons		134.8		million-tons		156.2		million-tons		161.9		million-tons				million-tons				million-tons				million-tons

				Domestic,total				214.3		million-tons		225.7		million-tons		239.9		million-tons		244.7		million-tons		242.5		million-tons		274.2		million-tons		275.5		million-tons		293.5		million-tons		275.5		million-tons		295.7		million-tons		300.2		million-tons		275.5		million-tons		299.1		million-tons		302.9		million-tons		275.5		million-tons		299.1		million-tons		302.9		million-tons		275.7		million-tons		303		million-tons		303.9		million-tons				million-tons				million-tons				million-tons

				Exports				45.7		million-tons		53.8		million-tons		51.4		million-tons		59.8		million-tons		58.3		million-tons		69.9		million-tons		51.2		million-tons		52.2		million-tons		51.2		million-tons		53.7		million-tons		54.6		million-tons		51.2		million-tons		54		million-tons		54.6		million-tons		51.2		million-tons		54		million-tons		54.6		million-tons		50.9		million-tons		54.6		million-tons		56.1		million-tons				million-tons				million-tons				million-tons

				Use,total				260.1		million-tons		279.4		million-tons		291.3		million-tons		304.5		million-tons		300.8		million-tons		344.1		million-tons		326.6		million-tons		345.7		million-tons		326.6		million-tons		349.4		million-tons		354.8		million-tons		326.6		million-tons		353.1		million-tons		357.5		million-tons		326.6		million-tons		353.1		million-tons		357.5		million-tons		326.6		million-tons		357.7		million-tons		360		million-tons				million-tons				million-tons				million-tons

				Ending stocks,total				30.9		million-tons		28.7		million-tons		58.8		million-tons		54.7		million-tons		36.2		million-tons		45.1		million-tons		47.0		million-tons		53.2		million-tons		47.0		million-tons		49.0		million-tons		50.6		million-tons		47.0		million-tons		45.3		million-tons		44.3		million-tons		47.0		million-tons		45.3		million-tons		44.3		million-tons		47.0		million-tons		40.6		million-tons		37.2		million-tons				million-tons				million-tons				million-tons

						期末在庫率		11.9																12.0				13.1				14.4				15.4																																								14.4				11.4				10.3				0.0				0.0				0.0

				　資料：ＵＳＤＡ「World Agricultural Supply and Demand Estimates」





中国需給状況

				○中国のトウモロコシ需給状況

				　　　　　　　　　             年度						2002/03		2003/04		2005/06		2006/07		2008/09		2009/10		2010/11		2011/12		2012/13		対前年度比 ド

				区分 クブン																				（見込）		（予測）		（％）

				収穫面積（万ha）						24.6		24.1		2,636		2,846		2,986		3,118		3,250		3,340		3,430		102.7

				単収（t/ha）						4.9		4.8		5.3		5.3		5.6		5.3		5.5		5.8		5.7		98.6

				供給		期初在庫（百万t）				84.8		65.0		36.6		35.3		39.4		51.2		51.3		49.4		59.1		119.6

						生産量（百万t）				121.3		115.8		139.4		151.6		165.9		164.0		177.2		192.8		195.0		101.2

						輸入量（百万t）				0.0		0.0		0.1		0.0		0.0		1.3		1.0		5.0		5.0		100.0

						合計（百万t）				206.1		180.8		176.0		186.9		205.3		216.5		229.5		247.2		259.1		104.8

				需要		国内（百万t）				125.9		128.4		137.0		145.0		152.0		165.0		180.0		188.0		201.0		106.9

						　　飼料用						97.0		101.0		104.0		107.0		118.0		128.0		131.0		139.0		106.1

						　　飼料用以外						31.4		36.0		41.0		45.0		47.0		52.0		57.0		62.0		108.8

						輸出量（百万t）				15.2		7.6		3.7		5.3		0.2		0.2		0.1		0.1		0.2		200.0

						合計（百万t）				141.1		136.0		140.7		150.3		152.2		165.2		180.1		188.1		201.2		107.0

				期末在庫（百万㌧）						65.0		44.9		35.3		36.6		53.2		51.3		49.4		59.1		57.9		98.0

				期末在庫率（％）						46.0		33.0		25.1		24.4		34.9		31.1		27.4		31.4		28.8		▲ 2.6

				資料：USDA「Production, Supply and Distribution Online」																						　(July　2012)

				注：年度期間は９月～８月 チュウネンドキカンガツガツ

								0

								09/10年				3億3,405万トン

								09/10年				10.37トン／ヘクタール
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P13  米国需給

		

		米国の飼料穀物需給

		　(１)　飼料穀物（とうもろこし，こうりゃん，えん麦，大麦の計）の需給																								(単位：百万トン，％)

		年　　　度		供　　　　　　　　給								需要								期末在庫		参　　　　　　考

				期初在庫		生　　産		輸　　入		計		消　　　　費				輸　　出		計				在 庫 率		収穫面積		単　　収

												全体		うち飼料用										万ヘクタール		トン／ヘクタール

		1998／1999		38.1		271.2		3.0		312.3		205.0		152.3		55.9		261.0		51.3		19.7		3,598		7.54

		1999／2000		51.3		262.9		2.7		316.9		211.7		157.0		56.3		268.1		48.8		18.2		3,488		7.54

		2000／2001		48.8		272.9		2.6		324.4		215.1		159.8		56.6		271.7		52.7		19.4		3,549		7.69

		2001／2002		52.7		261.5		2.4		316.6		216.5		159.1		55.1		271.6		45.0		16.6		3,379		7.73

		2002／2003		45.0		243.6		2.4		291.0		214.3		149.9		45.7		260.1		30.9		11.9		3,343		7.29

		2003／2004		30.9		274.9		2.4		308.2		225.7		155.8		53.8		279.4		28.7		10.3		3,468		7.93

		2004／2005		28.7		319.2		2.1		350.1		239.9		165.8		51.4		291.3		58.8		20.2		3,480		9.17

		2005／2006		58.8		298.6		1.9		359.3		244.7		163.2		59.8		304.5		54.7		18.0		3,476		8.57

		2006／2007		54.7		279.8		2.4		337.0		242.5		148.1		58.3		300.8		36.2		12.0		3,242		8.62

		2007／2008		36.2		349.7		3.3		389.1		274.2		157.1		69.9		344.1		45.1		13.1		3,978		8.80

		2008／2009
（見込み）		45.1		325.7		3.0		373.7		275.5		142.5		51.2		326.6		47.0		14.4		3,683		8.85

		2009／2010
（予測）		47.0		349.6		2.3		398.9		293.5		144.9		52.2		345.7		53.2		15.4		3,626		9.64

		対　前　年　度　比
(‘09-’10/’08-’09)		104.2		107.3		76.7		106.7		106.5		101.7		102.0		105.8		113.2				98.5		108.9

		　資料：ＵＳＤＡ「World Agricultural Supply and Demand Estimates」（Ｍａｒｃｈ, 2010)

		注：年度区分は，とうもろこし・こうりゃん９月～８月，えん麦・大麦６月～５月

		(２)　とうもろこしの需給																								(単位：百万トン，％)

		年　　　度		供　　　　　　　　給								需要								期末在庫		参　　　　　　考

				期初在庫		生　　産		輸　　入		計		消　　　　費				輸　　出		計				在 庫 率		収穫面積		単　　収

												全体		うち飼料用										万ヘクタール		トン／ヘクタール

		1998／1999		33.2				0.5		281.6		185.9		139.0		50.3		236.2		45.4		19.2		2,938		8.44

		1999／2000		45.4		239.6		0.4		285.3		192.5		143.9		49.2		241.7		43.6		18.1		2,853		8.40

		2000／2001		43.6		251.9		0.2		295.6		198.1		148.4		49.3		247.4		48.0		19.4		2,930		8.59

		2001／2002		48.2		241.4		0.3		289.9		201.0		149.0		48.4		249.3		40.5		16.3		2,784		8.67

		2002／2003		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.00

		2003／2004		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.00

		2004／2005		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.00

		2005／2006		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.00

		2006／2007		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.00

		200７／2008		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.00

		2008／2009
（見込み）		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.00

		2009／2010
（予測）		0.0		334.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0		0.00

		対　前　年　度　比
(‘09-’10/’08-’09)		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0.0

		備　　　考		　　過去最高記録

				生産量		09/10年				3億3,405万トン

				単　収		09/10年				10.37トン／ヘクタール

		　資料：ＵＳＤＡ「World Agricultural Supply and Demand Estimates」（Ｍａｒｃｈ, 2010)





アルゼンチン

		

				○アルゼンチンのとうもろこしの需給状況（平成20年10月1日現在）

				市場年度				2005/06		2006/07		2007/08		2008/09		対前年度比

												（見込み）		（予測）		（％）

		耕地		収穫面積（万ha）				244		280		321		270		84.1

				単収（㌧/ha）				6.5		8.0		6.4		7.0		110.2

		供給		期初在庫（百万㌧）				1.0		1.2		1.7		0.2		9.6

				生産量（百万㌧）				15.8		22.5		20.5		19.0		92.7

				輸入量（百万㌧）				0.1		0.0		0.0		0.0		0.0

				合計（百万㌧）				16.8		23.7		22.2		19.2		86.5

		需要		国内（百万㌧）				6.2		6.7		7.0		7.5		107.1

				　　飼料用				4.4		4.8		5.1		5.6		109.8

				　　飼料用以外				1.8		1.9		1.9		1.9		100.0

				輸出量（百万㌧）				9.5		15.3		15.0		11.0		73.3

				合計（百万㌧）				15.7		22.0		22.0		18.5		84.1

				期末在庫（百万㌧）				1.2		1.7		0.2		0.7		412.5

				期末在庫率（％）				7.4		7.5		0.7		3.6

				資料：USDA　「World Agricultural Supply and Demand Estimates」(October 10, 2008)

						　　





需給状況 (手持ち) 07-08

						○米国産とうもろこし需給状況（平成19年10月1日現在）

						市場年度				2005/06		2006/07		2007/08		2007/08		2007/08		2007/08		2007/08		2007/08		2007/08		2007/08		2007/08		前月予想比（％）		前月予測増減		対前年度比		対前年
度増減

														(3月 Outlook Forum)		(5月予測)		(6月予測)		（7月予測）		（8月予測）		（9月予測）		（10月予測）		（11月予測）		（12月予測）						（％）

				耕地		作付面積（万ha）				3,310		3,169		3,521		3,662		3,662		3,760		3,760		3,760		3,788		3,788		3,788		100.0		0.00		119.5		619

						収穫面積（万ha）				3,039		2,857		3,229		3,355		3,355		3,456		3,456		3,456		3,484		3,484		3,484		100.0		0.00		122.0		627

						単収（㌧/ha）				9.29		9.36		9.59		9.43		9.43		9.43		9.59		9.78		9.71		9.60		9.60		100.0		0.00		102.6		0

				供給		期初在庫（百万㌧）				53.7		50.0		19.1		23.8		25.1		28.9		28.9		29.0		33.1		33.1		33.1		100.0		0.00		66.3		(17)

						生産量（百万㌧）				282.3		267.6		309.8		316.5		316.5		326.1		331.6		338.0		338.3		334.5		334.5		100.0		0.00		125.0		67

						輸入量（百万㌧）				0.2		0.3		0.4		0.4		0.4		0.4		0.4		0.4		0.4		0.4		0.4		100.0		0.00		150.0		0

						合計（百万㌧）				336.2		317.8		329.2		340.7		341.9		355.4		360.8		367.4		371.8		368.0		368.0		100.0		0.00		115.8		50

				需要		国内（百万㌧）				231.7		238.1		264.2		266.5		266.5		266.5		267.7		267.7		261.4		260.1		260.1		100.0		0.00		109.2		22

						　　飼料用				156.0		148.6		147.3		144.8		144.8		144.8		146.1		148.6		144.8		143.5		143.5		100.0		0.00		96.6		(5)

						　　飼料用以外				75.7		89.5		116.8		121.7		121.7		121.7		121.7		119.1		116.6		116.6		116.6		100.0		0.00		130.2		27

						　　   燃料用エタノール				40.7		54.6		81.3		86.4		86.4		86.4		86.4		83.8		81.3		81.3		81.3		100.0		0.00		148.8		27

						輸出量（百万㌧）				54.5		54.6		48.9		50.2		50.2		50.8		54.6		57.2		59.7		59.7		62.2		104.3		2.54		114.0		8

						合計（百万㌧）				286.3		292.7		313.1		316.6		316.6		317.3		322.3		324.88		321.07		319.80		322.34		100.8		2.54		110.1		30

						期末在庫（百万㌧）				50.0		25.1		16.2		24.1		25.3		38.2		38.5		42.5		50.7		48.2		45.6		94.7		▲ 2.54		182.1		21

						期末在庫率（％）				17.5		8.6		5.2		7.6		8.0		12.0		11.9		13.1		15.8		15.1		14.2		94.0		▲ 0.91		165.4		6

						平均農家価格(セント/ブッシェル）				200		300-310		3.6		310-370		310-370		280-340		280-340		280-340		280-340		280-340		335-395

				資料：USDA「World  Agricultural Supply and Demand Estimates」（August 10, 2007)

				注：供給の計には、輸入量を含む。

						○米国産大豆・大豆粕需給状況（平成19年3月1日現在）

						市場年度				2005/06		対前月																				対前年度比

										（見込み）		予測増減																				（％）

				大豆		作付面積（万ha）				0		0.0																				0.0

						収穫面積（万ha）				0		0.0																				0.0

						単収（㌧/ha）				0.00		0.0																				0.0

						期初在庫（百万㌧）				0.00		0.0																				0.0

						生産量（百万㌧）				0.00		0.0																				0.0

						輸出量（百万㌧）				0.00		0.0																				0.0

						期末在庫（百万㌧）				0.00		0.0																				0.0

						期末在庫率（％）				0.00		0.0																				0.0

						平均農家価格(セント/ブッシェル）				566

				大豆粕		期初在庫（百万㌧）				0.00		0.0																				0.0

						生産量（百万㌧）				0.00		0.0																				0.0

						輸出量（百万㌧）				0.00		0.0																				0.0

						期末在庫（百万㌧）				0.00																						0.0

				資料：USDA「World  Agricultural Supply and Demand Estimates」（August 10, 2007)





需給状況 (手持ち)

						○米国産とうもろこし需給状況（平成19年3月1日現在）

						市場年度				2002/03		2004/05		2005/06		2006/07		2006/07		2006/07		2006/07		2006/07		2006/07		2006/07		2006/07		2006/07		2006/07		2006/07		2006/07		2006/07		2006/07						対前月予想比（％）		対前月予測増減		対前年度比

														（見込み）		(5月予測)		(6月予測)		(7月予測)		(8月予測)		(9月予測)		(10月予測)		(11月予測)		(12月予測)		(1月予測)		(2月予測)		(3月予測)		(4月予測)		(5月予測)		(6月予測)										（％）

				耕地		作付面積（万ha）				0		0		3,310		3,157		3,157		3,213		3,213		3,213		3,181		3,181		3,181		3,169		3,169		3,169		3,169		3,169		3,169						100.0		0.0		95.7

						収穫面積（万ha）				0		0		3,039		2,865		2,865		2,918		2,918		2,906		2,873		2,873		2,873		2,857		2,857		2,857		2,857		2,857		2,857						100.0		0.0		94.0

						単収（㌧/ha）				0.00		0.00		9.29		9.35		9.35		9.35		9.55		9.71		9.63		9.49		9.49		9.36		9.36		9.36		9.36		9.36		9.36						100.0		0.0		100.7

				供給		期初在庫（百万㌧）				0.00		0.0		53.7		56.5		55.3		52.4		52.4		51.1		50.1		50.1		50.1		50.0		50.0		50.0		50.0		50.0		50.0						100.0		0.0		93.0

						生産量（百万㌧）				0.0		0.0		282.3		268.0		268.0		272.8		278.8		282.3		277.0		272.9		272.9		267.6		267.6		267.6		267.6		267.6		267.6						100.0		0.0		94.8

						輸入量（百万㌧）						0.0		0.2		0.3		0.3		0.3		0.3		0.3		0.3		0.3		0.3		0.3		0.3		0.3		0.3		0.3		0.3						100.0		0.0		111.1

						合計（百万㌧）				0.0		0.0		336.2		324.8		323.5		325.4		331.4		333.6		327.3		323.2		323.2		317.8		317.8		317.8		317.8		317.8		317.8						100.0		0.0		94.5

				需要		国内（百万㌧）				0.0		0.0		231.7		241.2		241.2		243.5		245.5		245.5		244.9		243.6		243.6		241.6		241.6		241.6		238.4		238.1		238.1						100.0		0.0		102.8

						　　飼料用				0.0		0.0		156.0		151.1		151.1		153.7		155.6		155.6		154.9		153.7		153.7		151.8		151.8		151.8		148.6		148.6		148.6						100.0		0.0		95.3

						　　飼料用以外				0.0		0.0		75.7		90.0		90.0		89.8		89.9		89.9		89.9		89.9		89.9		89.8		89.8		89.8		89.8		89.5		89.5						100.0		0.0		118.2

						　　   燃料用エタノール				0.0		0.0		40.7		54.6		54.6		54.6		54.6		54.6		54.6		54.6		54.6		54.6		54.6		54.6		54.6		54.6		54.6						100.0		0.0		134.1

						輸出量（百万㌧）				0.0		0.0		54.5		54.6		54.6		54.6		54.6		57.2		57.2		55.9		55.9		57.2		57.2		57.2		57.2		55.9		54.6						97.7		▲ 1.3		100.1

						合計（百万㌧）				0.0		0.0		286.3		295.8		295.8		298.1		300.1		302.7		302.0		299.5		299.5		298.7		298.7		298.7		295.5		294.0		292.7						99.6		▲ 1.3		102.3

						期末在庫（百万㌧）				0.0		0.0		50.0		29.0		27.7		27.4		31.3		31.0		25.3		23.7		23.7		19.1		19.1		19.1		22.3		23.8		25.1						105.3		1.3		50.2

						期末在庫率（％）				0.0		0.0		17.5		9.8		9.4		9.2		10.4		10.2		8.4		7.9		7.9		6.4		6.4		6.4		7.5		8.1		8.6								0.5

						平均農家価格(セント/ブッシェル）				232		206		200		225-265		225-265		225-265		215-255		215-255		240-280		280-320		290-330		300-340		300-340		300-340		300-320		300-320		300-310

				資料：USDA「World  Agricultural Supply and Demand Estimates」（March 9, 2007)

				注：供給の計には、輸入量を含む。

						○米国産大豆・大豆粕需給状況（平成19年3月1日現在）

						市場年度				2002/03		2004/05		2005/06		2006/07		2006/07		2006/07		2006/07		2006/07		2006/07		2006/07		2006/07		2006/07		2006/07		2006/07		2006/07		2006/07		2006/07						対前月予想比（％）		対前月予測増減		対前年度比

														（見込み）		(5月予測)		(6月予測)		(7月予測)		(8月予測)		(9月予測)		(10月予測)		(11月予測)		(12月予測)		(1月予測)		(2月予測)		(3月予測)		(4月予測)		(5月予測)		(6月予測)										（％）

				大豆		作付面積（万ha）				0		0		3,055		3,112		3,112		3,031		3,031		3,031		3,059		3,059		3,059		3,055		3,055		3,055		3,055		3,055								0.0		▲ 3,055.4		0.0

						収穫面積（万ha）				0		0		3,019		3,064		3,064		2,991		2,991		2,991		3,015		3,015		3,015		3,019		3,019		3,019		3,019		3,019								0.0		▲ 3,019.0		0.0

						単収（㌧/ha）				0.00		0.00		2.87		2.74		2.74		2.74		2.66		2.81		2.88		2.89		2.89		2.87		2.87		2.87		2.87		2.87								0.0		▲ 2.9		0.0

						期初在庫（百万㌧）				0.00		0.00		12.22		15.38		15.51		14.83		14.02		13.20		12.22		12.22		12.22		12.22		12.22		12.22		12.22		12.22								0.0		▲ 12.2		0.0

						生産量（百万㌧）				0.00		0.00		86.76		83.83		83.83		81.92		79.69		84.18		86.79		87.20		87.20		86.76		86.76		86.76		86.76		86.76								0.0		▲ 86.8		0.0

						輸出量（百万㌧）				0.00		0.00		29.39		29.67		29.67		29.67		29.67		30.62		31.16		31.16		31.16		30.48		29.94		29.94		29.39		29.39								0.0		▲ 29.4		0.0

						期末在庫（百万㌧）				0.00		0.00		16.60		17.69		17.83		15.24		12.25		14.42		15.10		15.38		15.38		15.65		16.19		16.19		16.74		16.60								0.0		▲ 16.6		0.0

						期末在庫率（％）				0.00		0.00		20.12		21.67		21.84		18.68		15.02		17.37		17.98		18.28		18.28		18.75		19.53		19.53		20.32		20.12								0.0		▲ 20.1		0.0

						平均農家価格(セント/ブッシェル）				553		574		630		510-610		510-610		500-600		500-600		490-590		490-590		540-640		570-650		575-645		590-650		610-650		610-650		630.0

				大豆粕		期初在庫（百万㌧）				0.00		0.00		0.28																								0.28		0.28								0.0		▲ 0.3		0.0

						生産量（百万㌧）				0.00		0.00		38.03																								37.94		38.03								0.0		▲ 38.0		0.0

						輸出量（百万㌧）				0.00		0.00		7.58																								7.58		7.58								0.0		▲ 7.6		0.0

						期末在庫（百万㌧）				0.00		0.00		0.27																								0.27		0.27								0.00		▲ 0.3		0.0

				資料：USDA「World  Agricultural Supply and Demand Estimates」（March 9, 2007)
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		世界のとうもろこしの生産、輸出入、消費及び期末在庫量の推移（１９年１０月１日）

																																		（単位：百万トン）

						97/98		98/99		99/00		00/01		01/02		02/03		03/04		04/05		05/06		06/07		07/08		07/08		対前月予		対前月予		対前年

		生産量																								(前月予測)		(今月予測)		測比(%)		測増減		度比(%)								1		米国

		1		米国		233.9		247.9		239.5		251.9		241.4		227.8		256.3		299.9		282.3		267.6		338.0		338.3		100.1		0.3		126.4								2		中国

		2		中国		104.3		133.0		128.1		106.0		114.1		121.3		115.8		130.3		139.4		145.0		147.0		143.0		97.3		-4.0		98.6								3		EU-27

		3		ブラジル		30.1		32.4		31.6		41.5		35.5		44.5		42.0		35.0		41.7		51.0		51.0		50.0		98.0		-1.0		98.0								5		アルゼンチン

		4		EU-27												57.7		47.9		66.5		61.2		55.2		46.9		46.4		98.8		-0.5		84.1								4		ブラジル

		5		メキシコ		17.4		17.8		19.2		17.9		20.4		19.3		21.8		22.1		19.5		22.0		23.2		23.2		100.0		0.0		105.5								世界計

		6		アルゼンチン		19.4		13.5		17.2		15.4		14.7		15.5		15.0		20.5		15.8		22.5		22.5		22.5		100.0		0.0		100.0								6		メキシコ

		世界計				573.8		605.7		607.5		590.5		599.9		603.0		626.7		714.1		695.6		703.4		774.1		769.0		99.3		-5.1		109.3

																																										輸出量

		輸出量																																								1		米国

		1		米国		37.8		52.0		49.5		48.3		47.3		40.9		48.8		45.3		56.2		54.0		57.0		60.0		105.3		3.0		111.1								2		アルゼンチン

		2		アルゼンチン		12.8		7.8		8.9		12.2		8.6		12.3		10.4		13.8		10.7		15.0		17.0		17.0		100.0		0.0		113.3								3		ブラジル

		3		ブラジル		0.0		0.0		0.1		3.7		3.9		3.2		5.8		1.4		2.8		8.0		8.0		8.5		106.3		0.5		106.3								4		中国

		4		中国		6.2		3.3		9.9		7.3		8.6		15.2		7.6		7.6		3.7		5.2		3.0		1.5		50.0		-1.5		28.8								5		ウクライナ

		5		ウクライナ		0.6		0.4		0.1		0.4		0.3		0.8		1.2		2.3		2.5		1.0		1.5		1.5		100.0		0.0		150.0								世界計

				セルビア・モンテネグロ		0.2		0.1		0.0		0.0		0.1		0.4		0.1		0.6		1.3		1.0		0.2		0.2		100.0		0.0		20.0								5		セルビア・モンテネグロ

		世界計				63.1		68.7		73.5		76.4		74.6		76.9		79.1		76.0		82.7		89.6		90.4		92.4		102.2		2.0		103.2

																																										輸入量

		輸入量																																								1		日本

		1		日本		16.4		16.3		16.1		16.3		16.4		16.9		16.8		16.5		16.6		16.7		16.1		16.1		100.0		0.0		96.4								3		メキシコ

		2		メキシコ		4.4		5.6		4.9		5.9		4.1		5.3		5.7		5.9		6.8		8.8		10.2		10.2		100.0		0.0		115.9								2		韓国

		6		EU-27												2.8		5.9		2.5		2.6		7.1		8.0		9.5		118.8		1.5		133.8								・		米国

		3		韓国		7.5		7.5		8.7		8.7		8.6		8.8		8.8		8.6		8.5		9.0		9.1		9.1		100.0		0.0		101.1								4		エジプト

		4		エジプト		3.2		3.7		4.6		5.3		4.9		4.8		3.7		5.4		4.4		4.6		4.5		4.5		100.0		0.0		97.8								5		台湾

		5		台湾		4.5		4.6		5.0		4.9		4.7		4.7		5.0		4.6		4.5		4.4		4.3		4.3		100.0		0.0		97.7								4		EU-27

		・		米国		0.2		0.5		0.4		0.2		0.2		0.4		0.4		0.3		0.2		0.3		0.4		0.4		100.0		0.0		136.4								世界計

		世界計				63.1		68.7		73.5		76.4		74.6		76.9		79.1		76.0		82.7		89.6		90.4		92.4		102.2		2.0		103.2

																																										消費量

		消費量																																								1		米国

		1		米国		185.1		185.8		192.5		198.1		200.9		200.7		211.6		224.6		231.7		230.8		267.7		261.4		97.6		-6.4		113.3								2		中国

		2		中国		109.5		113.9		117.3		120.2		123.1		125.9		128.4		131.0		137.0		143.0		148.0		148.0		100.0		0.0		103.5								3		EU-27

		3		EU-27												57.6		55.8		63.2		61.5		61.1		61.5		61.0		99.2		-0.5		99.8								4		ブラジル

		4		ブラジル		33.4		33.2		33.5		34.5		35.0		35.8		36.3		38.5		39.5		41.0		42.0		42.5		101.2		0.5		103.7								5		メキシコ

		5		メキシコ		22.0		23.0		23.7		24.0		23.6		24.7		26.4		27.9		27.9		30.3		33.3		33.3		100.0		0.0		109.9								・		日本

		・		日本		15.9		16.4		16.3		16.2		16.3		16.8		17.2		16.5		16.7		16.5		16.2		16.2		100.0		0.0		98.2								世界計

		世界計				573.3		581.1		604.9		610.2		623.5		627.7		648.4		687.3		703.9		721.3		769.6		763.7		99.2		-6.0		105.9

																																										期末在庫量

		期末在庫量																																								1		米国

		2		米国		33.2		45.4		43.6		48.2		40.6		27.6		24.3		53.7		50.0		33.1		42.5		50.7		119.2		8.2		153.2								3		EU-27

		1		中国		106.9		122.9		123.8		102.4		84.8		65.0		44.9		36.6		35.3		32.1		28.7		25.7		89.6		-3.0		80.0								2		中国

		3		EU-27												5.5		3.0		8.1		9.9		10.4		3.8		5.0		131.9		1.2		47.8								4		ブラジル

		4		ブラジル		1.8		2.1		1.7		2.7		1.5		6.3		7.9		4.2		3.0		4.3		6.0		4.5		75.7		-1.5		105.9								5		メキシコ

		5		メキシコ		2.0		2.4		2.9		2.7		3.4		3.3		4.5		4.5		2.7		3.2		3.3		3.3		100.0		0.0		102.3										アルゼンチン

		・		日本		1.5		1.4		1.2		1.3		1.4		1.5		1.0		1.0		0.9		1.2		1.1		1.1		100.0		0.0		91.3								5		南アフリカ

		世界計				165.7		190.4		192.9		173.2		149.6		125.6		103.9		130.7		122.4		105.1		105.4		110.4		104.7		4.9		105.1								・		日本

																																										世界計

				在庫率（％）		28.9		32.8		31.9		28.4		24.0		20.0		16.0		19.0		17.4		14.6		13.7		14.5		105.5		0.8

																																												在庫率（％）

				資料：USDA ｢ Grain : World Markets and Trade ｣(June,2007)

				〃　「 Production, Supply and Distribution Online 」

				注：生産量、消費量、期末在庫量は各国の市場年度の合計、輸出量、輸入量は10～9月間の合計である。

																1,457		1,039		1,025		1,026

																1.5		1.0		1.0		1.0
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Sheet1

				H30/31
（予測） ヨソク		輸出量 ユシュツリョウ		（割合） ワリアイ

				①米国 ベイコク		60.3		(36%)

				②ｱﾙｾﾞﾝﾁﾝ		30.0		(18%)

				③ﾌﾞﾗｼﾞﾙ		29.0		(17%)

				世界計 セカイ ケイ		167.0		(100%)
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Sheet2
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〇配合飼料価格に影響を与える要因の動向

＜とうもろこしのシカゴ相場の推移（期近物）＞

＜為替相場の推移＞＜大豆油かすのシカゴ相場の推移（期近物）＞

＜海上運賃の推移（ガルフ～日本）＞

注：ｼｶｺﾞ相場の日々の終値である。

注：ｼｶｺﾞ相場の日々の終値である。

※１ブッシェル=25.4kg

※１ショートトン=907.2kg

注：月平均値である。（31年３月の値は第４週までの平均値）

注：日々の中心値の月平均である。（31年４月の値は４月４日までの平均値）

○ とうもろこしの国際価格（シカゴ相場）は、平成25年７月以降、米国での豊作が続いたこと等により安定的に推移。直近
では、米国内での需要増による在庫水準の低下等から、３ドル／ブッシェル後半で推移している。

○ 大豆油かすは、直近では、米中の貿易摩擦の影響等から、300ドル／トン程度で推移している。
○ 海上運賃（フレート）は、直近では、原油の減産等により、原油相場が上昇したことや堅調な船腹需要等から、

43ドル／トン程度で推移している。
○ 為替相場は、米国の長期金利上昇等により円安となった後、29年以降は110円程度で推移している。
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○ 家畜の飼養管理の一般原則として、「動物の愛護及び管理に関する法律」に基づき、「産業動物の飼養及び保管に関する基準｣が定められて
いる。このような中、アニマルウェルフェアに配慮した飼養管理を広く普及・定着させるため、「アニマルウェルフェアに配慮した家畜の飼養管理
の基本的な考え方について」を策定。

○ 学識経験者、生産者、獣医師、消費者等からなる検討会を（公社）畜産技術協会が設置し、平成21年から畜種ごとの「アニマルウェルフェアの
考え方に対応した飼養管理指針」（肉用牛、乳用牛、ブロイラー、採卵鶏、豚、馬）を作成。

○ 豚に係る本指針は、平成21年に作成し随時改訂しているが、昨年OIEの指針が採択されたことなどを踏まえ、見直しを実施。
○ 家畜を快適な環境下で飼育することにより、家畜のストレスや疾病を減らし、結果として生産性の向上等につながることから「アニマルウェルフェ

アの考え方に対応した飼養管理指針」の周知を図っていく必要。

我が国における対応状況

動物の愛護及び管理
に関する法律

産業動物の飼養及
び保管に関する基準

OIE（国際獣疫事務局）策定の指針（コード）
平成30年５月 採択

《飼養管理の一般原則》 《畜種毎の対応》

アニマルウェルフェアの考え方に対応した

豚の飼養管理指針（平成21年３月～）

アニマルウェルフェアに
配慮した家畜の飼養管
理の基本的な考え方に

ついて

１ 繁殖雌豚の群飼・ストール
・ ストールの使用は、OIE指針においても制限していないことから、ス
トールの記述は大きく変更していない。

・ 群飼は、OIE指針において推奨されており、「繁殖雌豚は、他の豚と

同様に社会的な動物であり、群で生活することを好むことから、闘争
等に配慮しつつ、群飼の実施を検討することが推奨される。」を追加。

２ 去勢等の痛みを伴う処置（歯切り、断尾、去勢）

・ 既存の飼養管理指針では、「生後７日以内に実施することとする」と
していたが、OIE指針でも実施時期については明記されていないことか
ら、「できるだけ早期に実施することが望ましい」と改訂。

・ 麻酔等の実施は、OIE指針でも、例示として記述されていることから、

現行記述のまま「必要に応じて麻酔薬や鎮痛剤等を使用することが
望ましい」としている。

３ 新たに項目立てした内容

・繁殖：遺伝的特徴や雌豚のコンディションを考慮して交配することが望
ましい等。

・分娩：可能な場合には防疫等に留意しつつ巣材等を提供することが
推奨されること、分娩前には十分準備し、分娩兆候が現れたら観察の
頻度を増加させ、必要に応じて介助を行うこと等）

ＯＩＥ指針に基づき改訂したポイント

２． アニマルウェルフェアの考え方への対応
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（１）これまでの経緯と飼養管理指針



（１） 事業の概要

動物福祉の観点から、養豚においても麻酔による外科的処置や免疫学的な去勢が国際的に求められて
いることから、それらの方法が、生産性や肉質に及ぼす影響を明らかにすることによって、国産豚肉の国
際競争力を担保することを目的とする。

（２） 事業内容

① 免疫去勢及び外科的去勢の課題解明等
免疫去勢肉豚の生産性調査を実施するとともに、免疫去勢処置による雄豚の形態的、生理的変化や豚

の行動及びストレスに与える影響等を明らかにする。

また、腸内細菌叢を解析してその相違や変遷を明らかにするとともに、去勢処置方法の差異が子豚の抗
病性に与える影響を評価する。

② アニマルウェルフェアへの理解醸成
免疫去勢豚肉の食味性調査及び免疫去勢豚肉の加工特性および消費者反応調査を実施する。

（参考）

○非外科的去勢（免疫去勢）の試験（平成30～令和２年度、事業実施主体：宮崎大学）
（国産豚国際競争力強化事業）
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（２）群飼の取組事例（新潟県：一貫経営（母豚160頭））

○母豚の群飼

種付け５日後から分娩５日前までをフリーストールで飼育
しており、母豚１頭当たり十分な広さが確保されている。

群飼により発生する闘争行動の対策として、フリーストー
ル内には柵が設置されており、弱い個体の視覚的バリア
の役割を果たしている。

柵

自動給餌機はnedap社の母豚群飼システム「Velos」を使
用しており、耳に装着した電子タグにより、パソコンで給餌
量の調整などの個体管理を行っている。
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１ 豚の改良の変遷

（１）豚改良の概要

・ 昭和４０年代以降、産肉能力の向上等の観
点から３元交配が普及

・ 昭和６０年代には、斉一性向上の観点から系
統造成を実施

・ 昭和６０年頃よりハイブリッド豚の進出

・ 平成１０年頃より遺伝的能力評価を開始

（２）飼養管理技術の概要

・ 昭和４０年代から専業化に合わせて配合飼
料の利用が進展

・ 昭和６０年代から各種疾病ワクチン・ＳＰＦが
普及

・ 平成に入ってから人工授精技術が普及し、リ
キッドフィーディングの利用が始まる

・ 平成１０年代にはエコフィードの利用が普及
するとともに、規模拡大にあわせた飼養管理
技術が導入

・ 平成２０年代には、農場HACCPやJGAP家
畜・畜産物の認証が始まる

年代 主な動向 年

1日平均増体量

（g/日・頭）

1戸当たり飼
養頭数

昭和30

年代

・大型品種の導入

・産肉能力検定の開始

35年 ２．４

昭和40

年代

・配合飼料の利用

・豚コレラワクチンの開発

・三元交配の普及

40年

45年

５．７

１４．３

昭和50
年代

・凍結精液の実用化

・一貫経営が主流に

50年

55年

３４．４

７０．８

昭和60
年代

・ＳＰＦ豚の普及

・系統豚造成の進展

・ハイブリッド豚の導入

60年 ７４９ １２９．０

平成

元年代

・ＳＥＷの普及

・人工授精技術利用の普及

・遺伝的能力評価の開始

・リキッドフィーディングの開始

元年

５年

７４５

８３９

２３６．４

４２６．２

10年代 ・エコフィード利用の普及

・オートソーティングシステム
の導入

・遺伝子解析技術の利用

・ベンチマークの活用開始

10年

15年

９０３

８７１

７８９．８

９６１．２

20年代 ・SNPを利用した育種改良の
取組

・農場ＨＡＣＣＰ，ＪＧＡＰの認
証開始

・PMSによる判定開始

20年

25年

30年

※９２９

（H19年）

１，０５７

（H23年）

９９７．５

１，３４７．９

１，７３８．８

２．０５５．７

資料：農林水産省「畜産統計」、（一社）日本養豚協会「豚産肉能力検定」等
注：一日平均増体重はデュロック種の数値である。
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Ⅱ 豚の改良をめぐる情勢

○豚改良等の変遷



○ 我が国では、（独）家畜改良センター、県、民間種豚生産者が国内外から育種素材を導入し、 それぞれで改良を実施。

○ 産肉能力（増体性など）は、着実に向上するとともに、国産の種雄豚（デュロック種）は、肉質面で一定の評価を得ている。

○ 一方、繁殖能力は、改良の母集団（改良基盤）が小さいことに加えて、改良データの収集体制が不十分であり、デンマークやオランダなどの改良先進国に

比べて劣る状況。

○ このため、（独）家畜改良センター、都道府県及び民間種豚生産者からなる「国産純粋種豚改良協議会」を設立（平成28年3月）し、優良な種豚の能力評価や

利活用を進めるとともに、改良に用いる豚の頭数規模を拡大し、我が国の種豚改良を加速化。

注 系統造成 ：育種素材豚導入後は群を閉鎖し、選抜と交配を繰り返すことにより遺伝的に優良で
斉一な集団（系統）を作出する改良手法。

開放型育種：国内外から優良な育種素材豚を導入しながら自場における現場検定成績を用いて
選抜を繰り返す改良手法。

２ 豚の改良体制

－20－

各機関がそれぞれ独自の改良方針で改良

→それぞれの肉豚生産者のニーズに応じた種豚生産

血縁を構築

血縁に基づき全国統一基準で能力評価
＋

評価結果（種豚能力情報）の各改良期間での共有

→各機関独自の改良方向を維持しつつ、繁殖能力等の
改良スピードを向上

都道府県 民間種豚生産者家畜改良センター

都道府県 民間種豚生産者家畜改良センター

血縁を構築 血縁を構築

国産純粋種豚改良協議会

外国産と比べ劣っている繁殖能力等の改良を加速化させるた
め、家畜改良センター、都道府県、民間種豚生産者が連携して
協議会を設立し、対応。

国産純粋種豚改良協議会による改良の推進



３ 系統造成の実施状況

（１） 維持系統数及び新規認定系統数の推移 （２） 品種別系統造成状況（令和元年７月現在）

資料：（一社)日本養豚協会調べ

資料：（一社)日本養豚協会調べ
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R元年：２4系統

品種 認定系統数

維持系統数 ［（ ）内は造成中の系統数であり外数］

都道県 全農
（独）家畜
改良セン

ター

ランドレース 44 7 7 0 0

大ヨークシャー 25 5 5 0 0

ハンプシャー 5 0 0 0 0

デュロック 14 7（1） 5（1） 0 2

バークシャー 4 3 3 0 0

合成系統 2 2 2 0 0

計 94 24（1） 22(1) 0 2

○ 系統造成は、限られた遺伝資源を有効に活用して、効率的に種豚の能力向上、斉一性を高めるのに
有効な手段。

○ 我が国の豚の系統造成は、国（（独）家畜改良センター）、都道県、全農において実施され、現在２７系統
が維持。

○ 系統造成を実施する県は減少傾向で推移しており、平成30年度は愛知県のみが実施。令和２年度以降、
茨城県及び鹿児島県で系統造成開始予定。

（維
持
系
統
数
）

（新
規
認
定
系
統
数
）



４ 開放型育種について

② 開放型育種の取組事例

－22－

○全農畜産サービス（株）における取組
ランドレース種系統「ゼンノーL-01 」 の改良ス

ピードを更に高めるために、開放型育種を導入。

○独立行政法人家畜改良センターにおける取組

茨城牧場では大ヨークシャー及びランドレース種
について、宮崎牧場ではデュロック種について、繁
殖性や産肉性の改良速度を速めるため、開放型
育種を活用。

① メリットとデメリット

・ 養豚先進国では、優良な遺伝資源が豊富であり、優
良な種豚を広く掛け合わせることで能力の向上を図
り、検定成績を評価して、より良い能力を作出。

・ 時々のニーズにあわせた改良に取り組みやすい。
・ 規模拡大が容易。
・ 能力の固定が系統造成ほど効率的でなく、系統造成

に比べバラツキがある。
・ 様々な育種素材を利用することから疾病の侵入リス

クが高い。

○ 開放型育種は、集団を封鎖せずに随時優良な遺伝資源を導入することにより、その時々のニーズに
あわせた改良に有効な改良手法。
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○ 海外ハイブリッド豚は、平成７年頃から一定の割合を占め、種雄豚で約１割、種雌豚及び肉豚で約２割。
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（２）種雌豚
・ 種雌豚は、現在、我が国の肉豚生産が雑種

強勢効果を利用した３元交雑が主流となって
おり、交雑種等の割合が約９割（海外ハイブ
リッド豚を含む）。

資料：公益社団法人中央畜産会「家畜改良関係資料」
一般社団法人日本養豚協会「養豚農業実態調査報告書」
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（３）肉豚

・ 肉豚は、交雑種等が肉豚全体の約９割を占有
（海外ハイブリッド等を含む）。

（参考）豚の三元交雑種生産

－24－
出典：公益社団法人畜産技術協会「やさしい畜産技術の話」

資料：公益社団法人中央畜産会「家畜改良関係資料」

※H22年以降のデータなし
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種雄豚

		①　ハイブリッド種が種雄豚に占める割合の推移 シュシュユウトンシワリアイスイイ

		年次 ネンジ		ハイブリッド種以外 シュイガイ		ハイブリッド種 シュ		合計（頭） ゴウケイアタマ				年次 ネンジ		ハイブリッド種の割合 シュワリアイ

		５８年 ネン		61,622		1,370		62,992				５８年 ネン		2.17

		５９年 ネン		64,467		1,735		66,202				５９年 ネン		2.62

		６０年 ネン		70,831		3,303		74,134				６０年 ネン		4.46

		６１年 ネン		79,554		4,257		83,811				６１年 ネン		5.08

		６２年 ネン		80,397		6,480		86,877				６２年 ネン		7.46

		６３年 ネン		77,349		5,885		83,234				６３年 ネン		7.07

		元年 ガンネン		80,737		6,905		87,642				元年 ガンネン		7.88

		２年 ネン		81,439		8,336		89,775				２年 ネン		9.29

		３年 ネン		77,538		8,049		85,587				３年 ネン		9.4

		４年 ネン		77,455		8,610		86,065				４年 ネン		10

		５年 ネン		72,405		9,028		81,433				５年 ネン		11.09

		６年 ネン		72,122		10,891		83,013				６年 ネン		13.12

		７年 ネン		66,189		8,690		74,879				７年 ネン		11.61

		８年 ネン		68,822		7,756		76,578				８年 ネン		10.13

		９年 ネン		69,205		7,514		76,719				９年 ネン		9.79

		１０年 ネン		66,536		10,588		77,124				１０年 ネン		13.73

		１１年 ネン		66,659		10,769		77,428				１１年 ネン		13.91

		１２年 ネン		61,791		7,492		69,283				１２年 ネン		10.81

		１３年 ネン		60,905		6,863		67,768				１３年 ネン		10.13

		１４年 ネン		63,345		4,018		67,363				１４年 ネン		5.96

		１５年 ネン		58,853		5,312		64,165				１５年 ネン		8.28

		１６年 ネン		56,974		6,707		63,681				１６年 ネン		10.53

		１７年 ネン		56,251		6,637		62,888				１７年 ネン		10.55

		１８年 ネン		54,610		6,859		61,469				１８年 ネン		11.16

		１９年 ネン		52,017		5,220		57,237				１９年 ネン		9.12





種雄豚グラフ

		①　種雄豚 シュオストン

		　ハイブリッド種が種雄豚に占める頭数の推移 シュシュオストンシトウスウスイイ

		ハイブリッド種が種雄豚に占める割合の推移 シュシュオストンシワリアイスイイ
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種雌豚グラフ

		②　ハイブリッド種が種雌豚に占める割合の推移 シュシュメストンシワリアイスイイ

		年次 ネンジ		ハイブリッド種以外 シュイガイ		ハイブリッド種 シュ		合計（頭） ゴウケイアタマ				年次 ネンジ		ハイブリッド種の割合 シュワリアイ

		５８年 ネン		1,097,015		16,264		1,113,279				５８年 ネン		1.46

		５９年 ネン		1,077,248		23,078		1,100,326				５９年 ネン		2.1

		６０年 ネン		1,109,063		40,742		1,149,805				６０年 ネン		3.54

		６１年 ネン		1,088,899		52,218		1,141,117				６１年 ネン		4.58

		６２年 ネン		1,100,367		71,932		1,172,299				６２年 ネン		6.14

		６３年 ネン		1,096,935		76,301		1,173,236				６３年 ネン		6.5

		元年 ガンネン		1,063,882		90,075		1,153,957				元年 ガンネン		7.81

		２年 ネン		993,429		110,672		1,104,101				２年 ネン		10.02

		３年 ネン		943,812		119,285		1,063,097				３年 ネン		11.22

		４年 ネン		869,224		126,063		995,287				４年 ネン		12.67

		５年 ネン		824,827		122,554		947,381				５年 ネン		12.94

		６年 ネン		835,964		114,366		950,330				６年 ネン		12.03

		７年 ネン		750,133		128,839		878,972				７年 ネン		14.66

		８年 ネン		769,981		140,568		910,549				８年 ネン		15.44

		９年 ネン		791,448		123,813		915,261				９年 ネン		13.53

		１０年 ネン		766,649		122,262		888,911				１０年 ネン		13.75

		１１年 ネン		761,696		124,361		886,057				１１年 ネン		14.04

		１２年 ネン		720,840		130,456		851,296				１２年 ネン		15.32

		１３年 ネン		774,464		117,468		891,932				１３年 ネン		13.17

		１４年 ネン		697,234		131,375		828,609				１４年 ネン		15.85

		１５年 ネン		743,392		164,281		907,673				１５年 ネン		18.1

		１６年 ネン		731,213		153,942		885,155				１６年 ネン		17.39

		１７年 ネン		723,285		159,135		882,420				１７年 ネン		18.03

		１８年 ネン		757,040		168,766		925,806				１８年 ネン		18.23

		１９年 ネン		758,064		130,072		888,136				１９年 ネン		14.65





肉豚

		②　種雌豚 シュメストン

		　ハイブリッド種が種雌豚に占める頭数の推移 シュシュメスブタシトウスウスイイ

		ハイブリッド種が種雌豚に占める割合の推移 シュシュメストンシワリアイスイイ





肉豚

		５８年		５８年

		５９年		５９年

		６０年		６０年

		６１年		６１年

		６２年		６２年

		６３年		６３年

		元年		元年

		２年		２年

		３年		３年

		４年		４年

		５年		５年

		６年		６年

		７年		７年

		８年		８年

		９年		９年

		１０年		１０年

		１１年		１１年

		１２年		１２年

		１３年		１３年

		１４年		１４年

		１５年		１５年

		１６年		１６年

		１７年		１７年



ハイブリッド種以外

ハイブリッド種

年次

種雄豚頭数（頭）

1097015

16264

1077248

23078

1109063

40742

1088899

52218

1100367

71932

1096935

76301

1063882

90075

993429

110672

943812

119285

869224

126063

824827

122554

835964

114366

750133

128839

769981

140568

791448

123813

766649

122262

761696

124361

720840

130456

774464

117468

697234

131375

743392

164281

731213

153942

723285

159135



肉豚グラフ

		５８年

		５９年

		６０年

		６１年

		６２年

		６３年

		元年

		２年

		３年

		４年

		５年

		６年

		７年

		８年

		９年

		１０年

		１１年

		１２年

		１３年

		１４年

		１５年

		１６年

		１７年

		１８年

		１９年



ハイブリッド種の割合

年次

割合（％）

1.46

2.1

3.54

4.58

6.14

6.5

7.81

10.02

11.22

12.67

12.94

12.03

14.66

15.44

13.53

13.75

14.04

15.32

13.17

15.85

18.1

17.39

18.03

18.23

14.65



セット

		③　ハイブリッド種が肉豚に占める割合の推移 シュニクトンシワリアイスイイ

		年次 ネンジ		ハイブリッド種以外 シュイガイ		ハイブリッド種 シュ		合計（頭） ゴウケイアタマ				年次 ネンジ		ハイブリッド種の割合 シュワリアイ

		５８年 ネン		5,735,505		73,541		5,809,046				５８年 ネン		1.27

		５９年 ネン		5,537,909		114,693		5,652,602				５９年 ネン		2.03

		６０年 ネン		5,806,064		182,402		5,988,466				６０年 ネン		3.05

		６１年 ネン		6,230,763		288,649		6,519,412				６１年 ネン		4.43

		６２年 ネン		6,407,654		380,474		6,788,128				６２年 ネン		5.6

		６３年 ネン		6,419,361		362,088		6,781,449				６３年 ネン		5.34

		元年 ガンネン		6,399,747		427,729		6,827,476				元年 ガンネン		6.26

		２年 ネン		6,240,866		604,912		6,845,778				２年 ネン		8.84

		３年 ネン		6,150,723		520,307		6,671,030				３年 ネン		7.8

		４年 ネン		4,903,561		566,316		5,469,877				４年 ネン		10.35

		５年 ネン		5,093,427		607,135		5,700,562				５年 ネン		10.65

		６年 ネン		4,989,908		574,866		5,564,774				６年 ネン		10.33

		７年 ネン		4,666,495		734,545		5,401,040				７年 ネン		13.6

		８年 ネン		4,712,991		678,449		5,391,440				８年 ネン		12.58

		９年 ネン		5,107,974		683,684		5,791,658				９年 ネン		11.8

		１０年 ネン		5,193,667		719,342		5,913,009				１０年 ネン		12.17

		１１年 ネン		5,308,646		665,320		5,973,966				１１年 ネン		11.14

		１２年 ネン		5,200,952		701,857		5,902,809				１２年 ネン		11.89

		１３年 ネン		5,606,547		696,776		6,303,323				１３年 ネン		11.05

		１４年 ネン		4,918,545		716,551		5,635,096				１４年 ネン		12.72

		１５年 ネン		4,925,652		1,051,134		5,976,786				１５年 ネン		17.59

		１６年 ネン		4,880,546		913,191		5,793,737				１６年 ネン		15.76

		１７年 ネン		5,139,068		831,694		5,970,762				１７年 ネン		13.93

		１８年 ネン		5,064,642		879,205		5,943,847				１８年 ネン		14.79

		１９年 ネン		5,013,885		778,620		5,792,505				１９年 ネン		13.44





		③　肉豚 ニクトン

		　ハイブリッド種が肉豚に占める頭数の推移 シュニクトンシトウスウスイイ

		ハイブリッド種が肉豚に占める割合の推移 シュニクトンシワリアイスイイ





		５８年		５８年

		５９年		５９年

		６０年		６０年

		６１年		６１年

		６２年		６２年

		６３年		６３年

		元年		元年

		２年		２年

		３年		３年

		４年		４年

		５年		５年

		６年		６年

		７年		７年

		８年		８年

		９年		９年

		１０年		１０年

		１１年		１１年

		１２年		１２年

		１３年		１３年

		１４年		１４年

		１５年		１５年

		１６年		１６年

		１７年		１７年



ハイブリッド種以外

ハイブリッド種

年次

種雄豚頭数（頭）

5735505

73541

5537909

114693

5806064

182402

6230763

288649

6407654

380474

6419361

362088

6399747

427729

6240866

604912

6150723

520307

4903561

566316

5093427

607135

4989908

574866

4666495

734545

4712991

678449

5107974

683684

5193667

719342

5308646

665320

5200952

701857

5606547

696776

4918545

716551

4925652

1051134

4880546

913191

5139068

831694



		５８年

		５９年

		６０年

		６１年

		６２年

		６３年

		元年

		２年

		３年

		４年

		５年

		６年

		７年

		８年

		９年

		１０年

		１１年

		１２年

		１３年

		１４年

		１５年

		１６年

		１７年

		１８年

		１９年



ハイブリッド種の割合

年次

割合（％）

1.27

2.03

3.05

4.43

5.6

5.34

6.26

8.84

7.8

10.35

10.65

10.33

13.6

12.58

11.8

12.17

11.14

11.89

11.05

12.72

17.59

15.76

13.93

14.79

13.44



		①　ハイブリッド種が種雄豚に占める割合の推移 シュシュユウトンシワリアイスイイ

		年次 ネンジ		ハイブリッド種以外 シュイガイ		ハイブリッド種 シュ		合計（頭） ゴウケイアタマ				年次 ネンジ		種雄豚 シュユウトン		種雌豚 シュメストン		肉豚 ニクトン

		５８年 ネン		61,622		1,370		62,992				Ｓ５８年 ネン		2.17		1.46		1.27

		５９年 ネン		64,467		1,735		66,202				５９年 ネン		2.62		2.1		2.03

		６０年 ネン		70,831		3,303		74,134				６０年 ネン		4.46		3.54		3.05

		６１年 ネン		79,554		4,257		83,811				６１年 ネン		5.08		4.58		4.43

		６２年 ネン		80,397		6,480		86,877				６２年 ネン		7.46		6.14		5.6

		６３年 ネン		77,349		5,885		83,234				６３年 ネン		7.07		6.5		5.34

		元年 ガンネン		80,737		6,905		87,642				Ｈ元年 ガンネン		7.88		7.81		6.26

		２年 ネン		81,439		8,336		89,775				２年 ネン		9.29		10.02		8.84

		３年 ネン		77,538		8,049		85,587				３年 ネン		9.4		11.22		7.8

		４年 ネン		77,455		8,610		86,065				４年 ネン		10		12.67		10.35

		５年 ネン		72,405		9,028		81,433				５年 ネン		11.09		12.94		10.65

		６年 ネン		72,122		10,891		83,013				６年 ネン		13.12		12.03		10.33

		７年 ネン		66,189		8,690		74,879				７年 ネン		11.61		14.66		13.6

		８年 ネン		68,822		7,756		76,578				８年 ネン		10.13		15.44		12.58

		９年 ネン		69,205		7,514		76,719				９年 ネン		9.79		13.53		11.8

		１０年 ネン		66,536		10,588		77,124				１０年 ネン		13.73		13.75		12.17

		１１年 ネン		66,659		10,769		77,428				１１年 ネン		13.91		14.04		11.14

		１２年 ネン		61,791		7,492		69,283				１２年 ネン		10.81		15.32		11.89

		１３年 ネン		60,905		6,863		67,768				１３年 ネン		10.13		13.17		11.05

		１４年 ネン		63,345		4,018		67,363				１４年 ネン		5.96		15.85		12.72

		１５年 ネン		58,853		5,312		64,165				１５年 ネン		8.28		18.1		17.59

		１６年 ネン		56,974		6,707		63,681				１６年 ネン		10.53		17.39		15.76

		１７年 ネン		56,251		6,637		62,888				１７年 ネン		10.55		18.03		13.93

		１８年 ネン		54,610		6,859		61,469				１８年 ネン		11.16		18.23		14.79

		１９年 ネン		52,017		5,220		57,237				１９年 ネン		9.12		14.65		13.44

		２０年 ネン		51,868		5,597		57,465				２０年 ネン		9.74		15.18		13.75

		２１年 ネン		48,720		4,969		53,689				２１年 ネン		9.26		15.57		11.48

		２２年 ネン		48,109		5,504		53,613				２２年 ネン		10.27		14.62		13.65

		②　ハイブリッド種が種雌豚に占める割合の推移 シュシュメストンシワリアイスイイ

		年次 ネンジ		ハイブリッド種以外 シュイガイ		ハイブリッド種 シュ		合計（頭） ゴウケイアタマ				年次 ネンジ		ハイブリッド種の割合 シュワリアイ

		５８年 ネン		1,097,015		16,264		1,113,279				５８年 ネン		1.46

		５９年 ネン		1,077,248		23,078		1,100,326				５９年 ネン		2.1

		６０年 ネン		1,109,063		40,742		1,149,805				６０年 ネン		3.54

		６１年 ネン		1,088,899		52,218		1,141,117				６１年 ネン		4.58

		６２年 ネン		1,100,367		71,932		1,172,299				６２年 ネン		6.14

		６３年 ネン		1,096,935		76,301		1,173,236				６３年 ネン		6.5

		元年 ガンネン		1,063,882		90,075		1,153,957				元年 ガンネン		7.81

		２年 ネン		993,429		110,672		1,104,101				２年 ネン		10.02

		３年 ネン		943,812		119,285		1,063,097				３年 ネン		11.22

		４年 ネン		869,224		126,063		995,287				４年 ネン		12.67

		５年 ネン		824,827		122,554		947,381				５年 ネン		12.94

		６年 ネン		835,964		114,366		950,330				６年 ネン		12.03

		７年 ネン		750,133		128,839		878,972				７年 ネン		14.66

		８年 ネン		769,981		140,568		910,549				８年 ネン		15.44

		９年 ネン		791,448		123,813		915,261				９年 ネン		13.53

		１０年 ネン		766,649		122,262		888,911				１０年 ネン		13.75

		１１年 ネン		761,696		124,361		886,057				１１年 ネン		14.04

		１２年 ネン		720,840		130,456		851,296				１２年 ネン		15.32

		１３年 ネン		774,464		117,468		891,932				１３年 ネン		13.17

		１４年 ネン		697,234		131,375		828,609				１４年 ネン		15.85

		１５年 ネン		743,392		164,281		907,673				１５年 ネン		18.1

		１６年 ネン		731,213		153,942		885,155				１６年 ネン		17.39

		１７年 ネン		723,285		159,135		882,420				１７年 ネン		18.03

		１８年 ネン		757,040		168,766		925,806				１８年 ネン		18.23

		１９年 ネン		758,064		130,072		888,136				１９年 ネン		14.65

		２０年 ネン		755,439		135,158		890,597				２０年 ネン		15.18

		２１年 ネン		755,671		139,349		895,020				２１年 ネン		15.57

		２２年 ネン		757,713		129,777		887,490				２２年 ネン		14.62

		③　ハイブリッド種が肉豚に占める割合の推移 シュニクトンシワリアイスイイ

		年次 ネンジ		ハイブリッド種以外 シュイガイ		ハイブリッド種 シュ		合計（頭） ゴウケイアタマ				年次 ネンジ		ハイブリッド種の割合 シュワリアイ

		５８年 ネン		5,735,505		73,541		5,809,046				５８年 ネン		1.27

		５９年 ネン		5,537,909		114,693		5,652,602				５９年 ネン		2.03

		６０年 ネン		5,806,064		182,402		5,988,466				６０年 ネン		3.05

		６１年 ネン		6,230,763		288,649		6,519,412				６１年 ネン		4.43

		６２年 ネン		6,407,654		380,474		6,788,128				６２年 ネン		5.6

		６３年 ネン		6,419,361		362,088		6,781,449				６３年 ネン		5.34

		元年 ガンネン		6,399,747		427,729		6,827,476				元年 ガンネン		6.26

		２年 ネン		6,240,866		604,912		6,845,778				２年 ネン		8.84

		３年 ネン		6,150,723		520,307		6,671,030				３年 ネン		7.8

		４年 ネン		4,903,561		566,316		5,469,877				４年 ネン		10.35

		５年 ネン		5,093,427		607,135		5,700,562				５年 ネン		10.65

		６年 ネン		4,989,908		574,866		5,564,774				６年 ネン		10.33

		７年 ネン		4,666,495		734,545		5,401,040				７年 ネン		13.6

		８年 ネン		4,712,991		678,449		5,391,440				８年 ネン		12.58

		９年 ネン		5,107,974		683,684		5,791,658				９年 ネン		11.8

		１０年 ネン		5,193,667		719,342		5,913,009				１０年 ネン		12.17

		１１年 ネン		5,308,646		665,320		5,973,966				１１年 ネン		11.14

		１２年 ネン		5,200,952		701,857		5,902,809				１２年 ネン		11.89

		１３年 ネン		5,606,547		696,776		6,303,323				１３年 ネン		11.05

		１４年 ネン		4,918,545		716,551		5,635,096				１４年 ネン		12.72

		１５年 ネン		4,925,652		1,051,134		5,976,786				１５年 ネン		17.59

		１６年 ネン		4,880,546		913,191		5,793,737				１６年 ネン		15.76

		１７年 ネン		5,139,068		831,694		5,970,762				１７年 ネン		13.93

		１８年 ネン		5,064,642		879,205		5,943,847				１８年 ネン		14.79

		１９年 ネン		5,013,885		778,620		5,792,505				１９年 ネン		13.44

		２０年 ネン		5,026,095		800,957		5,827,052				２０年 ネン		13.75

		２１年 ネン		5,378,913		697,917		6,076,830				２１年 ネン		11.48

		２２年 ネン		5,208,617		823,145		6,031,762				２２年 ネン		13.65





		



種雄豚

種雌豚

肉豚

(年次)

割合（％）
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肉豚グラフ
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種雌豚グラフ
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データ

		

		肉豚 ニクトン																								（単位：％） タンイ

				45年 ネン		50		55		60		平２ ヘイ		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22								14

		ヨークシャー種		5.36		0.54		0.07		0.02		0.01		0.01		0.01		0.00		0.00		0.00		0.02		0.04		0.00		0.01		0.01		0.01		0.02		0.01		0.01		0.01		0.02						ヨークシャー種		0.00

		バークシャー種		1.16		0.14		0.15		0.47		0.48		1.26		1.78		1.70		2.23		2.84		3.06		2.83		3.94		4.18		5.10		4.57		4.60		5.16		4.79		4.91		4.65						バークシャー種		3.94

		ランドレース種		11.39		16.09		7.00		4.37		1.80		1.53		1.38		1.07		2.42		1.09		0.93		1.22		2.47		1.63		1.01		0.70		0.66		0.80		0.68		0.84		0.80						ランドレース種		2.47

		大ヨークシャー種		1.72		1.51		1.66		1.91		1.40		0.96		0.73		0.80		1.03		0.83		0.87		0.68		0.60		0.77		0.67		0.50		0.32		0.36		0.31		0.23		0.28						大ヨークシャー種		0.60

		ハンプシャー種		0.63		2.05		1.41		0.80		0.22		0.08		0.13		0.14		0.07		0.04		0.02		0.02		0.06		0.06		0.01		0.10		0.55		0.13		0.01		0.00		0.04						ハンプシャー種		0.06

		デュロック種		0.00		0.50		1.10		2.04		1.18		1.06		1.11		1.10		0.95		1.35		1.41		1.21		1.41		1.26		1.83		1.69		1.10		0.68		0.86		0.69		0.93						デュロック種		1.41

		純粋種 ジュンスイシュ		20.26		20.83		11.39		9.61		5.09		4.90		5.14		4.81		6.70		6.15		6.31		6.0		8.5		7.9		8.6		7.6		7.3		7.1		6.7		6.7		6.7

		海外ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ等 カイガイトウ		0.02		0.41		0.06		3.20		9.67		15.46		12.98		12.85		14.89		11.65		13.11		14.8		19.4		20.6		16.9		15.2		16.4		15.5		15.9		15.1		15.8						そ    の    他		19.38

		交雑種 コウ		79.72		78.76		88.56		87.20		85.20		79.65		81.88		82.34		78.42		82.18		80.58		79.2		72.1		71.5		74.5		77.2		76.4		77.4		77.5		74.7		73.9						雑          種		72.13

		種雌豚 シュメストン																								（単位：％） タンイ																								雑          種		72.13

				45年 ネン		50		55		60		平２ ヘイ		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22						ハイブリッド		12.72

		ヨークシャー種		25.40		1.08		0.16		0.03		0.02		0.01		0.02		0.01		0.01		0.02		0.03		0.01		0.02		0.04		0.03		0.03		0.03		0.02		0.02		0.03		0.03						バークシャー種		3.94

		バークシャー種		4.69		1.43		0.57		0.48		0.89		1.76		2.20		2.60		3.12		3.72		4.39		4.62		5.51		5.59		6.96		6.54		6.39		6.38		6.05		5.67		6.03						デュロック種		1.41

		ランドレース種		40.64		48.40		28.04		13.46		6.84		4.82		4.28		4.47		5.21		4.22		3.81		3.91		5.36		4.24		4.01		3.77		3.86		3.48		3.22		3.15		3.44						そ    の    他		9.80

		大ヨークシャー種		6.54		4.80		4.74		4.39		4.95		3.68		3.11		3.48		3.23		3.05		2.79		2.68		2.59		2.45		2.67		2.65		2.58		2.32		2.85		2.63		2.49

		ハンプシャー種		2.15		6.42		4.88		1.20		0.51		0.29		0.16		0.18		0.17		0.14		0.06		0.12		0.18		0.08		0.07		0.20		0.20		0.15		0.04		0.03		0.06

		デュロック種		－		1.20		3.60		3.57		2.38		1.63		2.01		2.09		1.34		1.80		2.36		2.42		2.02		1.71		1.99		1.45		1.25		1.00		1.03		0.80		1.02

		純粋種 ジュンスイシュ		79.42		63.33		41.99		23.13		15.59		12.19		11.78		12.83		13.08		12.95		13.44		13.8		15.7		14.1		15.7		14.6		14.3		13.4		13.2		12.3		13.1

		海外ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ等 カイガイトウ		0.14		0.26		0.14		3.67		12.30		18.86		17.35		14.85		16.55		14.50		17.31		18.0		25.3		21.1		18.3		20.1		19.1		18.2		19.3		19.6		18.8

		交雑種 コウ		20.44		36.41		57.88		73.20		72.13		68.95		70.87		72.31		70.37		72.53		69.25		68.3		59.1		64.8		66.0		65.3		66.6		68.4		67.5		65.9		65.8

		種雄豚 シュユウトン																								（単位：％） タンイ

				45年 ネン		50		55		60		平２ ヘイ		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22

		ヨークシャー種		7.88		1.10		0.13		0.07		0.07		0.08		0.48		0.04		0.05		0.10		0.12		0.08		0.34		0.34		0.12		0.14		0.11		0.16		0.10		0.14		0.18

		バークシャー種		3.29		0.94		0.55		1.19		1.88		2.99		3.55		4.17		4.70		6.09		6.32		7.09		8.37		8.37		8.76		9.82		9.35		10.00		9.52		8.42		8.48

		ランドレース種		56.57		34.94		19.21		9.59		6.92		5.90		5.28		4.98		5.02		5.32		4.87		4.53		7.93		4.91		4.85		4.19		4.54		4.76		4.58		5.30		4.82

		大ヨークシャー種		12.29		10.76		14.00		12.99		10.38		7.20		7.33		6.93		6.48		6.65		5.93		5.16		5.62		5.62		5.50		4.68		4.93		5.09		5.17		5.52		5.05

		ハンプシャー種		10.84		40.06		38.25		14.97		5.66		2.37		1.89		1.72		1.43		1.30		0.66		0.39		0.55		0.55		0.37		0.32		0.78		0.40		0.56		0.21		0.22

		純粋種（ﾃﾞｭﾛｯｸ種以外） ジュンスイシュシュイガイ		90.87		87.80		72.14		38.81		24.91		18.54		18.53		17.84		17.68		19.46		17.90		17.3		22.8		19.8		19.6		19.2		19.7		20.4		19.9		19.6		18.8

		デュロック種		－		9.12		22.56		52.16		53.90		57.38		55.97		54.49		54.05		52.87		57.70		60.1		59.5		59.5		59.9		57.1		57.1		56.2		58.6		58.0		55.6

		海外ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ等 カイガイトウ		1.02		0.30		1.28		4.80		10.52		11.94		10.66		10.77		16.66		14.30		12.70		13.0		12.2		12.2		11.5		12.7		13.8		11.0		11.4		10.9		11.7

		交雑種 コウ		1.09		2.78		4.02		4.23		10.57		12.14		14.85		16.90		11.60		13.38		11.69		9.6		9.9		8.5		9.0		11.0		9.4		12.5		10.1		8.9		10.4

						100.00		100.00		100.00		99.90		100.00		100.01		100.00		99.99		100.01		99.99		99.99		104.35		100.00		100.01		99.99		99.98		100.02		99.98		97.37		96.36		0.00





Graph1

		３週齢時年間離乳頭数		３週齢時年間離乳頭数		３週齢時年間離乳頭数

		出荷体重		出荷体重		出荷体重

		１日当たり増体重（Ｌ）		１日当たり増体重（Ｌ）		１日当たり増体重（Ｌ）

		１日当たり増体重（Ｗ）		１日当たり増体重（Ｗ）		１日当たり増体重（Ｗ）

		１日当たり増体重（Ｄ）		１日当たり増体重（Ｄ）		１日当たり増体重（Ｄ）



　　現状
（Ｈ１４年度）

目標設定時
　（Ｈ９年）

改良増殖目標
　（Ｈ２２年度）

注：改良増殖目標を
　　１．００として表示

２２年目標

現状

９年次（目標設定時）

1

0.9047619048

0.8571428571

1

0.9883928571
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1

1.0611764706

0.9529411765

1

1.0103448276

0.9885057471

1

1.008045977
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レーダーチャート

		

				３週齢時年間離乳頭数 シュウレイジネンカンリニュウトウスウ		出荷体重 シュッカタイジュウ		Ｌ		Ｗ		Ｄ

		２２年目標 ネンモクヒョウ		23.1		112		850		870		870

		現状 ゲンジョウ		20.9		110.7		902		879		877

		９年次（目標設定時） ネンジモクヒョウセッテイジ		19.8		108		810		860		850

				３週齢時年間離乳頭数 シュウレイジネンカンリニュウトウスウ		出荷体重 シュッカタイジュウ		１日当たり増体重（Ｌ） イチニチアゾウタイジュウ		１日当たり増体重（Ｗ） ニチアゾウタイジュウ		１日当たり増体重（Ｄ） ニチアゾウタイジュウ

		２２年目標 ネンモクヒョウ		1		1		1		1		1

		現状 ゲンジョウ		0.9047619048		0.9883928571		1.0611764706		1.0103448276		1.008045977

		９年次（目標設定時） ネンジモクヒョウセッテイジ		0.8571428571		0.9642857143		0.9529411765		0.9885057471		0.9770114943





Sheet1

		

				飼養戸数 シヨウコスウ				飼　養　頭　数 シヨウトウスウ

						うち子取り用 コトヨウ						６ヶ月以上 ゲツイジョウ

						雌豚飼養戸数 メスブタシヨウコスウ		計 ケイ		６ヶ月未満 ゲツミマン		小計 ショウケイ		子取り用 コトヨウ		その他 タ

														雌豚 メスブタ

		51年 ネン		195.6		147.5		7,459

		56		126.7		107.2		10,065

		61		74.2		64.8		11,061

		平２ ヘイ		43.4		38		11,817

		3		36.0		31.5		11,335

		4		29.9		26.5		10,966

		5		25.3		22.4		10,783

		6		22.1		19.5		10,621

		7		18.8		16.6		10,250

		8		16.0		14.1		9,900

		9		14.4		12.7		9,823

		10		13.4		11.9		9,904

		11		12.5		11		9,873

		12		11.7		10.3

		13		10.8		9.5

		14		10.0		8.8

		15		9.4		8.3





品種別飼養頭数の推移

		品種別飼養頭数の推移 ヒンシュベツシヨウトウスウスイイ

		種雄豚 タネオスブタ																										種雌豚 タネメスブタ																														肉豚 ニクトン

																						（単位：頭） タンイトウ																										（単位：頭） タンイトウ																														（単位：頭） タンイトウ

		年　　次 トシツギ		中ヨークシャー チュウ		バークシャー		ランドレース		大ヨークシャー ダイ		ハンプシャー		デュロ　　　　ック		その他 タ				雑種 ザッシュ		計 ケイ						年　　次 トシツギ		中ヨークシャー チュウ		バークシャー		ランドレース		大ヨークシャー ダイ		ハンプシャー		デュロ　　　　ック		その他 タ				雑種 ザッシュ		計 ケイ										年　　次 トシツギ		中ヨークシャー チュウ		バークシャー		ランドレース		大ヨークシャー ダイ		ハンプシャー		デュロ　　　　ック		その他 タ				雑種 ザッシュ		計 ケイ

																		うちハイブリッド																										うちハイブリッド																														うちハイブリッド

																								純粋種 ジュンスイシュ

		昭和50年 ショウワネン		368		316		11,693		3,600		13,406		3,052		98				931		33,464		32,435		0.97		昭和50年 ショウワネン		8,754		11,551		392,318		38,878		52,050		9,754		2,123		0		295,085		810,513		515,428		0.64		513,305		0.63		昭和50年 ショウワネン		20,586		5,294		612,648		57,469		78,194		18,957		15,526				2,999,436		3,808,110

		55		72		310		10,876		7,926		21,660		12,775		727				2,279		56,625		53,619		0.95		55		1,803		6,551		321,305		54,357		55,960		41,246		1,479		0		663,341		1,146,042		482,701		0.42		481,222		0.42		55		4,240		9,183		427,948		101,482		86,383		67,158		3,463				5,416,140		6,115,997

		56		155		408		8,767		7,328		22,102		17,399		794				3,011		59,964		56,159		0.94		56		604		6,381		292,893		51,731		40,285		37,761		17,794		0		681,323		1,128,772		447,449		0.40		429,655		0.38		56		1,900		7,766		293,065		72,204		65,788		62,331		48,635				5,498,923		6,050,612

		57		51		572		7,271		7,009		18,026		21,417		1,035				3,038		58,419		54,346		0.93		57		410		5,894		249,419		49,106		29,486		39,951		10,774		0		722,115		1,107,155		385,040		0.35		374,266		0.34		57		1,624		15,647		334,416		83,785		70,034		115,220		53,606				5,156,135		5,830,467

		58		58		788		7,330		7,038		15,385		27,708		1,611		1,370		3,074		62,992		58,307		0.93		58		327		5,926		195,941		47,152		24,757		48,706		17,181		16,264		773,289		1,113,279		323,726		0.29		322,809		0.29		58		1,061		17,769		276,594		86,379		68,065		123,492		74,844		73,541		5,160,842		5,809,046

		59		148		894		7,252		8,347		13,310		31,562		1,912		1,735		2,777		66,202		61,513		0.93		59		391		7,152		174,912		46,403		27,512		41,450		23,497		23,078		779,009		1,100,326		298,239		0.27		297,820		0.27		59		1,200		16,778		249,100		99,314		47,647		97,455		115,341		114,693		5,025,767		5,652,602

		60		55		879		7,108		9,632		11,099		38,672		3,555		3,303		3,134		74,134		67,445		0.91		60		327		5,509		154,783		50,457		13,743		41,034		42,341		40,742		841,611		1,149,805		267,452		0.23		265,853		0.23		60		1,368		28,124		261,402		114,514		47,803		121,972		191,327		182,402		5,221,956		5,988,466

		61		79		910		6,974		10,585		9,768		41,979		8,167		4,257		5,349		83,811		70,295		0.84		61		414		4,677		139,502		53,945		11,049		35,834		53,415		52,218		842,281		1,141,117		246,618		0.22		245,421		0.22		61		881		6,623		185,813		86,038		27,423		99,714		291,193		288,649		5,821,727		6,519,412

		62		66		916		7,447		10,990		8,774		45,963		6,773		6,480		5,948		86,877		74,156		0.85		62		290		6,117		119,852		52,393		9,478		30,911		75,300		71,932		877,958		1,172,299		222,409		0.19		219,041		0.19		62		514		20,310		160,759		111,001		32,076		90,901		397,357		380,474		5,975,210		6,788,128

		63		62		936		6,973		9,634		6,955		44,941		6,682		5,885		7,051		83,234		69,501		0.84		63		252		6,215		99,227		58,401		7,556		29,957		96,244		76,301		875,384		1,173,236		221,551		0.19		201,608		0.17		63		384		18,835		141,647		153,845		31,678		93,642		431,597		362,088		5,909,821		6,781,449

		平成元年 ヘイセイガンネン		76		1,517		6,605		9,817		5,449		48,042		7,019		6,905		9,117		87,642		71,506		0.82		平成元年 ヘイセイガンネン		324		9,779		84,546		56,586		6,348		26,606		90,613		90,075		879,155		1,153,957		184,727		0.16		184,189		0.16		平成元年 ヘイセイガンネン		707		32,413		126,681		102,125		18,645		79,182		429,367		427,729		6,038,356		6,827,476

		2		63		1,685		6,209		9,316		5,077		48,391		9,549		8,336		9,485		89,775		70,741		0.79		2		215		9,861		75,480		54,610		5,630		26,259		135,700		100,672		796,346		1,104,101		207,083		0.19		172,055		0.16		2		617		33,118		122,931		95,881		15,010		80,557		662,186		604,912		5,835,478		6,845,778

		3		57		2,280		5,565		7,919		3,609		46,674		8,925		8,049		10,558		85,587		66,104		0.77		3		253		12,348		68,113		51,607		4,392		26,069		142,012		119,285		758,303		1,063,097		185,509		0.17		162,782		0.15		3		939		44,547		120,476		104,498		12,112		90,742		601,091		520,307		5,696,625		6,671,030

		4		43		2,518		5,582		7,173		3,213		47,649		8,809		8,610		11,078		86,065		66,178		0.77		4		197		14,208		54,463		44,565		3,559		26,440		142,754		126,063		709,101		995,287		160,123		0.16		143,432		0.14		4		571		38,906		98,186		83,439		7,262		83,972		630,478		566,316		4,527,063		5,469,877

		5		61		2,380		5,182		6,566		2,557		43,615		9,335		9,028		11,737		81,433		60,361		0.74		5		746		14,521		55,945		45,252		2,425		15,528		127,730		122,554		685,234		947,381		139,593		0.15		134,417		0.14		5		285		26,077		112,048		108,918		3,841		65,749		621,319		607,135		4,726,325		5,664,562

		6		55		2,352		4,561		5,990		2,026		45,621		11,567		10,891		10,841		83,013		60,605		0.73		6		207		14,855		47,402		35,365		2,150		14,254		177,455		114,366		658,642		950,330		177,322		0.19		114,233		0.12		6		66		40,997		87,271		68,608		3,828		34,557		900,618		574,866		4,428,829		5,564,774

		7		62		2,236		4,421		5,395		1,774		42,962		8,942		8,690		9,087		74,879		56,850		0.76		7		115		15,490		42,367		32,325		2,572		14,320		165,764		128,839		606,019		878,972		144,114		0.16		107,189		0.12		7		323		68,055		82,694		51,814		4,143		57,227		834,990		734,545		4,301,794		5,401,040

		8		366		2,721		4,044		5,611		1,444		42,859		8,159		7,756		11,374		76,578		57,045		0.74		8		224		20,004		38,951		28,360		1,477		18,268		157,953		140,568		645,312		910,549		124,669		0.14		107,284		0.12		8		383		95,826		74,634		39,231		7,130		59,993		699,685		678,449		4,414,558		5,391,440

		9		30		3,200		3,819		5,313		1,319		41,807		8,268		7,514		12,963		76,719		55,488		0.72		9		118		23,798		40,898		31,812		1,667		19,163		135,961		123,813		661,844		915,261		129,604		0.14		117,456		0.13		9		114		98,247		61,755		46,564		8,357		63,909		744,114		683,684		4,768,598		5,791,658

		10		39		3,622		3,874		4,998		1,106		41,686		12,849		10,588		8,950		77,124		55,325		0.72		10		73		27,767		46,296		28,729		1,509		11,907		147,104		122,262		625,526		888,911		141,123		0.16		116,281		0.13		10		34		131,627		143,314		60,823		4,096		56,233		880,110		719,342		4,636,772		5,913,009

		11		75		4,717		4,120		5,147		1,009		40,934		11,070		10,769		10,356		77,428		56,002		0.72		11		172		32,950		37,387		27,053		1,203		15,977		128,622		124,361		642,693		886,057		119,003		0.13		114,742		0.13		11		130		169,384		65,303		49,514		2,608		80,406		697,107		665,320		4,909,514		5,973,966

		12		83		4,378		3,374		4,111		459		39,978		8,801		7,492		8,099		69,283		52,383		0.76		12		238		37,366		32,392		23,767		483		20,107		147,382		130,456		589,561		851,296		131,279		0.15		114,353		0.13		12		1,180		180,384		55,057		51,409		1,403		83,258		773,655		701,857		4,756,463		5,902,809

		13		57		4,803		3,072		3,497		265		40,735		8,830		6,863		6,509		67,768		52,429		0.77		13		128		35,863		34,878		23,884		1,068		21,580		160,253		117,468		608,949		886,603		160,186		0.18		117,401		0.13		13		2,688		178,208		76,734		42,960		1,488		76,099		931,794		696,776		4,993,352		6,303,323

		14		94		4,891		5,345		3,820		317		38,704		7,543		4,018		6,649		67,363		53,171		0.79		14		203		45,657		44,433		21,468		1,463		16,750		209,366		131,375		489,269		828,609		207,965		0.25		129,974		0.16

				217		5,369		3,152		3,605		352		38,194		7,796		5,312		5,480		64,165		50,889		0.79		15		376		50,739		38,486		22,253		693		15,494		191,802		164,281		587,830		907,673		155,562		0.17		128,041		0.14

		種雄豚 タネオスブタ																										種雌豚 タネメスブタ																														肉豚 ニクトン

																						（単位：頭） タンイトウ																										（単位：頭） タンイトウ																														（単位：頭） タンイトウ

		年　　次 トシツギ		中ヨークシャー チュウ		バークシャー		ランドレース		大ヨークシャー ダイ		ハンプシャー		デュロ　　　　ック		その他 タ				雑種 ザッシュ		計 ケイ						年　　次 トシツギ		中ヨークシャー チュウ		バークシャー		ランドレース		大ヨークシャー ダイ		ハンプシャー		デュロ　　　　ック		その他 タ				雑種 ザッシュ		計 ケイ										年　　次 トシツギ		中ヨークシャー チュウ		バークシャー		ランドレース		大ヨークシャー ダイ		ハンプシャー		デュロ　　　　ック		その他 タ				雑種 ザッシュ		計 ケイ

																		うちハイブリッド																										うちハイブリッド																														うちハイブリッド

																								純粋種 ジュンスイシュ

		昭和50年 ショウワネン		368		316		11,693		3,600		13,406		3,052		98		0		931		33,464		32,435				昭和50年 ショウワネン		8,754		11,551		392,318		38,878		52,050		9,754		2,123		0		295,085		810,513		513,305								昭和50年 ショウワネン		20,586		5,294		612,648		57,469		78,194		18,957		15,526				2,999,436		3,808,110

		55		72		310		10,876		7,926		21,660		12,775		727		0		2,279		56,625		53,619				55		1,803		6,551		321,305		54,357		55,960		41,246		1,479		0		663,341		1,146,042		481,222								55		4,240		9,183		427,948		101,482		86,383		67,158		3,463				5,416,140		6,115,997

		60		55		879		7,108		9,632		11,099		38,672		3,555		3,303		3,134		74,134		67,445				60		327		5,509		154,783		50,457		13,743		41,034		42,341		40,742		841,611		1,149,805		265,853								60		1,368		28,124		261,402		114,514		47,803		121,972		191,327		182,402		5,221,956		5,988,466

		2		63		1,685		6,209		9,316		5,077		48,391		9,549		8,336		9,485		89,775		70,741				2		215		9,861		75,480		54,610		5,630		26,259		135,700		100,672		796,346		1,104,101		172,055								2		617		33,118		122,931		95,881		15,010		80,557		662,186		604,912		5,835,478		6,845,778

		8		366		2,721		4,044		5,611		1,444		42,859		8,159		7,756		11,374		76,578		57,045				8		224		20,004		38,951		28,360		1,477		18,268		157,953		140,568		645,312		910,549		107,284								8		383		95,826		74,634		39,231		7,130		59,993		699,685		678,449		4,414,558		5,391,440

		9		30		3,200		3,819		5,313		1,319		41,807		8,268		7,514		12,963		76,719		55,488				9		118		23,798		40,898		31,812		1,667		19,163		135,961		123,813		661,844		915,261		117,456								9		114		98,247		61,755		46,564		8,357		63,909		744,114		683,684		4,768,598		5,791,658

		10		39		3,622		3,874		4,998		1,106		41,686		12,849		10,588		8,950		77,124		55,325				10		73		27,767		46,296		28,729		1,509		11,907		147,104		122,262		625,526		888,911		116,281								10		34		131,627		143,314		60,823		4,096		56,233		880,110		719,342		4,636,772		5,913,009

		11		75		4,717		4,120		5,147		1,009		40,934		11,070		10,769		10,356		77,428		56,002				11		172		32,950		37,387		27,053		1,203		15,977		128,622		124,361		642,693		886,057		114,742								11		130		169,384		65,303		49,514		2,608		80,406		697,107		665,320		4,909,514		5,973,966

		12		83		4,378		3,374		4,111		459		39,978		8,801		7,492		8,099		69,283		52,383				12		238		37,366		32,392		23,767		483		20,107		147,382		130,456		589,561		851,296		114,353								12		1,180		180,384		55,057		51,409		1,403		83,258		773,655		701,857		4,756,463		5,902,809

		13		57		4,803		3,072		3,497		265		40,735		8,830		6,863		6,509		67,768		52,429				13		128		35,863		34,878		23,884		1,068		21,580		160,253		117,468		608,949		886,603		117,401								13		2,688		178,208		76,734		42,960		1,488		76,099		931,794		696,776		4,993,352		6,303,323

		14		94		4,891		5,345		3,820		317		38,704		7,543		4,018		6,649		67,363		53,171				14		203		45,657		44,433		21,468		1,463		16,750		209,366		82,276		489,269		828,609		129,974





能力の推移

		能力の推移 ノウリョクスイイ

		区　分 クブン		分娩間隔 ブンベンカンカク		産子数　　（含死産） サンシスウフクシザン		正   常    産子数 セイツネサンコカズ		３週時    育成率 シュウジイクシゲルリツ		１日当たり増 体 量 ニチアゾウタイリョウ		事 故 率 コトユエリツ		上 物 率 ウエブツリツ		年間分娩  回    数 ネンカンブンベンカイカズ		１母豚当たり年間離乳頭数 ハハブタアネンカンリニュウトウスウ

				日 ニチ		頭 トウ		頭 トウ		％		ｇ		％		％		回 カイ		頭 トウ

		昭和58年 ショウワネン		156		10.5		9.7		89.1		570		2.5		53.3

		59		156		10.5		9.7		88.6		554		1.6		53.2

		60		155		10.6		9.7		89.2		555		1.5		52.6

		61		154		10.6		9.8		90.1		543		1.4		50.9

		62		154		10.7		9.9		89.7		543		1.1		51.3

		63		153		10.7		9.8		89.5		546		1.0		51.3		2.1		18.4

		平成元年 ヘイセイガンネン		152		10.9		10.0		90.6		549		1.1		51.2		2.1		19

		2		151		11.0		10.1		90.7		547		0.9		54.3		2.2		20.2

		3		152		10.9		10.0		90.6		549		0.8		53.2		2.2		19.9

		4		152		11.0		10.1		90.6		551		0.7		55.2		2.2		20.1

		5		151		11.2		10.4		91.1		543		1.2		60.0		2.2		20.8

		6		152		11.1		10.2		90.4		554		2.5		59.5		2.2		20.3

		7		151		10.7		9.8		91.7		564		2.5		57.3		2.2		19.8

		8		149		10.7		9.9		90.3		548		3.1		58.4		2.2		19.7

		9		150		10.9		10.0		90.6		578		1.7		57.8		2.2		19.9

		10		159		10.6		9.8		91.3		591		0.1		59.1		2.2		18.8

		11		169		10.4		9.6		91.2		596		0		53.5		2.3		19.3

		12		154		11.1		10.3		93.2		608		-		51.0		2.1		19.1

		13		151		11.1		10.3		92.3		605		-		56.1		2.2		19.5

		14				11.1		10.3		92.2		630						2.1		18.9

		15				11.1		10.2		93.6		706						2.1		17.2

		16				11.0		10.2		93.0		674						2.2		17.6

		17				11.4		10.3		93.1		639						2.2		19.9

		18				11.3		10.5		92.6		608						2.2		20.9

		19				11.6		10.7		92.2								2.2		20

		20																2.2		20

		資料：肉豚生産性向上特別対策事業年次成績、養豚生産基盤強化対策事業年次成績、 シリョウニクトンセイサンセイコウジョウトクベツタイサクジギョウネンジセイセキヨウトンセイサンキバンキョウカタイサクジギョウネンジセイセキ

		　　　 高品質豚肉生産振興対策事業年次成績、家畜改良状況調査年次成績、（社）中央 コウヒンシツブタニクセイサンシンコウタイサクジギョウネンジセイセキカチクカイリョウジョウキョウチョウサネンジセイセキシャチュウオウ

		　　　 畜産会「経営診断」 チクサンカイケイエイシンダン
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６ 海外ハイブリッド豚等について

○主な海外ハイブリッド豚
・コツワルド（イギリス ＪＳＲジェネティクス社）
・ハイポ－（オランダ ユリブリッド社）
・ケンボロー（イギリス ピッグインプルーブメントカンパニー）
・デカルブ（アメリカ デカルブ社）
・バブコック（アメリカ バブコックスワイン社）

〇繁殖用純粋種豚の輸入状況（無税証明分）

（頭）
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〇繁殖用豚の輸入状況

資料：畜産振興課調べ資料：動物検疫所「動物検疫年報」

○ ハイブリッド豚とは、雑種強勢効果を利用するため複数の品種を交配し、作出した豚。
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② Dan Avl
・デンマークの育種企業
・デンマークの養豚農場の多くから

フィードバックされた情報も活用し
育種改良

・非常に高い繁殖成績
EX：CM農場の繁殖成績例

年間離乳頭数 40.7頭
・L・W・Dの純粋種を生産

（基本的にLWDの肉豚生産）

７ 肥育豚生産を目的とする海外産純粋種豚

海外産純粋種豚を輸出する海外育種会社の例

① Topigs Norsvin
・オランダの育種企業
・オランダだけでなく、各国の増殖

農場等の情報をもとに育種改良
・遺伝子情報やCTスキャンデータ等

も改良に活用
・L・W・Dの純粋種を生産

（基本的にLWDの肉豚生産）

○ 我が国では、これまでも海外産純粋種豚を輸入し、活用しながら国内産純粋種豚を改良。
○ 海外の育種会社が改良した高能力の純粋種豚を、輸入・増殖してそのまま肉豚生産に活用する形態

も見られている。

－26－
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