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栄養不足とは：一日の食事エネルギー量消費が、健康的な生活を維持し、軽作業を行うために最低限
必要な食事エネルギー量以下の状態に継続してある状態。

○ＦＡＯによると、世界の栄養不足人口は２０１１－２０１３年には約８．４億人と推計。１９９０－９２年に比べて
約１．８億人減少したものの、依然として高水準。このうち９８％が開発途上国に集中。

○国際社会は、１９９０年を基準として２０１５年までに栄養不足人口の割合を半減させるとの目標を、ミレニアム開
発目標(ＭＤＧｓ※) の一つとして策定。目標達成に向けては、国際社会の更なる努力が必要。

世界の栄養不足人口の推移

（１）世界の栄養不足人口

開発途上国における栄養不足人口の割合
（％）（億人）

資料：FAO, IFAD and WFP 「The State of Food Insecurity in the World 2013」（2013）
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ミレニアム開発目標（MDGs）：
2015年までに1990-92年比で
半減 11.8％

１．世界の食料問題

※ミレニアム開発目標(MDGs)：H12.9国連ﾐﾚﾆｱﾑ･ｻﾐｯﾄにて採択された「国連ﾐﾚﾆｱﾑ宣言」と1990年代に開催された主要な国際会議等の開発
目標をまとめたもの。2015年までに達成するという期限付きの8つの目標、21のﾀｰｹﾞｯﾄ、60の指標を掲げる。 １



２

（構造的要因）（２）ひっ迫する世界の食料

＜ＦＡＯの予測＞（2012年１月公表）
2050年における世界人口を養うため、食料全体の生産を現在よりも６０％増やす必要。

出典：FAO「World Agriculture Towards 2030/2050」(2012)
（2050年の世界人口を93億人とする2011年国連人口推計「World Population Prospects: The 2010 Revision」を活用した予測）

世界の人口の見通し 穀物消費量と１人当たり年間肉類消費量の見通し

資料：農林水産政策研究所
「2022年における世界の食料需給の見通し」（2013）

○ 世界の人口は、２０５０年には２０１３年
の１.３倍の９６億人となる見通し。うち途上
国人口は８３億人。

○ 人口増加や肉類消費量の増加等により、穀
物消費量は引き続き増加。
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○ 穀物等の国際価格は、世界的な不作と各国の輸出規制により価格が高騰した2008年夏以降高水準にある。
現在は、2006年秋頃に比べ1.5～2.5倍の水準。
（ＦＡＯ食料価格指数によると、2002-2004年に比べて2.0倍の水準）

注：小麦、とうもろこし、大豆は、各月ともシカゴ商品取引所の第１金曜日の期近価格（セツルメント）である。

米は、タイ国家貿易取引委員会公表による各月第１水曜日のタイうるち精米100％２等のＦＯＢ価格である。

大豆

小麦

米

注１：各月第１金曜日(米は第１水曜日）に加え、直近の 終金曜日（米は 終
水曜日の価格）を記載。

注２：過去 高価格については、米はタイ国家貿易取引委員会の公表する価格の
高価格、米以外はシカゴ商品取引所の全ての取引日における期近

（セツルメント）の 高価格。
注３：図中の倍率は２００６年秋頃と比較した直近の価格水準。
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（３）穀物等の国際価格の動向

３

2014年2月21日現在

注：FAO食料価格指数：2002-2004年を100とした時の、肉類、乳製品、穀類、油脂類（植物及び動物由来）、砂糖のそれぞれの価格動向を輸出量により加重平均した値。

503.7ドル
2.5倍

過去最高
650.7ドル
(2012.9.4)

178.3ドル
2.0倍

過去最高
327.2ドル
(2012.8.21)

224.0ドル
1.6倍

過去最高
470.3ドル
(2008.2.27)

469.0ドル
1.5倍

過去最高
1,038ドル
(2008.5.21)



○ 各国の多様な条件を考慮し、持続可能な農業生産及び生産性の増加を支持
○ ＯＤＡの割合の増加を約束し、２００億ドルの支援等のラクイラサミットの約束達成を要求
○ 責任ある国際農業投資の行動原則等に関する検討の継続に合意

○ 世界の食料生産を促進し、農業への投資を増加させることの重要性を完全に認識
○ 農業分野の援助及び投資の全体的な減少の反転の必要性

○ 農業及び食料安全保障は、国際的課題の核心に位置すること、農業投資を増加させることを再確認
○ 国際農業投資の原則等に関する共同提案を策定するために、各国・国際機関と取り組む。
○ ３年間で２００億ドルの資金を動員することを合意

○ ２００９年１１月のFAO世界食料安全保障サミット宣言文を支持
○ 途上国の農業の生産、生産性及び持続可能性の向上のための環境づくり
○ 農業研究・技術革新・普及サービス等を通じた農業生産性の向上

○ APECエコノミーが一体となって、農業の持続的な発展、投資、貿易及び市場の円滑化という目標に取り組むことに合意。
○ 食料安全保障を強化するため、 APECによって実施される具体的な行動を明示した「食料安全保障に関するAPEC行動計画」を承
認。

○ 食料安全保障の向上のため、強力で包括的な多国間及び二国間の対応を奨励。
○ 小規模農家を重視しつつ、持続可能な農業生産及び農業生産性の向上の努力を強化。

○食料安全保障を恒久的な国家の政策として位置づけ、世界食料サミットの目的及びMDGsを達成することを再確認
○食料生産の強化、農業投資の拡大、資源の持続的利用に必要な手段を講じる

２００８年７月 Ｇ８ 北海道洞爺湖サミット 世界の食料安全保障に関するＧ８首脳声明（日本、北海道）

２００９年７月 Ｇ８ ラクイラ・サミット 首脳宣言等 （イタリア、ラクイラ）

２００９年１１月 ＦＡＯ世界食料安全保障サミット 宣言文 （イタリア、ローマ）

２０１０年９月 国連ミレニアム開発目標サミット 行動指針（ニューヨーク）

２０１０年１０月 APEC食料安全保障担当大臣会合 宣言文・行動計画（日本、新潟）

２０１１年５月 Ｇ８ドーヴィル・サミット首脳宣言（フランス、ドーヴィル）

２００８年６月 FAO食料安全保障ハイレベル会合 宣言文（イタリア、ローマ）

（４）世界的な食料安全保障問題への対応（国際的な議論）①

４

５

○ 今般の食料価格の高騰を受け、ＦＡＯ加盟国の閣僚級で、食料価格の乱高下への対応策について議論
○ 農業生産の増大及び生産性の向上、市場の透明性向上など、国際社会が協調して取り組むことの重要性を確認

２０１２年１０月 食料価格乱高下に関するＦＡＯ閣僚級会合（イタリア、ローマ）

○アジア太平洋地域における食品ロス・廃棄の現状や今後の削減取組方針を協議
○2011年からFAO等が開始した「SAVE FOOD」キャンペーンのアジア太平洋地域での立ち上げを宣言

２０１３年８月 FAOアジア太平洋地域食品ロス等ハイレベル会合（タイ、バンコク）

○食料価格が依然高水準で推移していることを受け、FAO加盟国の閣僚級で食料価格水準と変動への対応策を議論
○食料価格高騰に適切に対応し、世界の食料安全保障を確保するため、国際社会が協調して取り組むことの重要性を確認

2013年10月 ＦＡＯ国際食料価格に関する閣僚級会合（イタリア、ローマ）

○ 「食料価格乱高下及び農業に関する行動計画」に合意。持続可能な農業生産の拡大と生産性の向上の必要性を確認。
○ 国際小麦改良研究イニシアティブ、農業市場情報システム（AMIS）、観測衛星を活用した農業モニタリングに関する国際的枠組み、
迅速対応フォーラムを立ち上げ。

○ 脆弱層に対する価格乱高下の影響の低減、地域における緊急人道備蓄の可能性を検討。
○ 農産物金融市場の規制・監督の改善に向けた検討。

２０１１年６月 Ｇ20農業大臣会合 行動計画（フランス、パリ）

○ 引き続き「新潟宣言」の食料増産等に取組むことに合意
○ 更なる食料安全保障のために、農業生産の増大及び生産性の向上等に重点的に取組むことに合意

２０１２年 ５月 ＡＰＥＣ第２回食料安全保障担当大臣会合 カザン宣言 （ロシア、カザン）

（４）世界的な食料安全保障問題への対応（国際的な議論）②

○ 農業、食料安全保障等におけるパートナーシップ強化を通じて社会経済及び環境問題を克服することにコミットする行動計画を採択
○ フードバリューチェーンの重要性に言及したビジョンステートメントを採択

２０１３年１２月 日・ASEAN特別首脳会合（東京）



資料：IPCC「Summary for Policymakers ( Figure SPM.6. A1b)」
注：上記図は、100年後(2090～2099年）の予測である。

アフリカ
・2020年までに7,500万～2億5千万人に水ストレス。 ※２
・いくつかの国で、降雨依存型農業からの収穫量が2020年

までに50%程度減少。 ※２

・気温が４℃上昇で農業生産が15～35％減少。 ※３

インド ※１
・１ｍの海面上昇で、約6
千km2が浸水し、農地が
失われたり、塩類化が起
こる。
・深刻な水不足により、
小麦やコメの生産性が悪
化。

バングラデシュ
・１ｍの海面上昇で、約３

万km2の国土が浸水し、
農地が失われたり、塩
類化が起こる。 ※１

・１ｍの海面上昇で年間
80万トンから290万トン
のコメ生産が失われる。
※４

ヨーロッパ ※２
・中央ヨーロッパ、東ヨーロッ
パでは、夏の降水量が減少
し、水ストレスが高まる。

・南ヨーロッパの一部で、高温
と干ばつが悪化し農作物生産
が減少。熱波が頻発し、森林
火災が増加。

アジア ※２
・2050年代までに10億人以

上に水不足の悪影響。

・南アジア、東アジア等の人
口が密集しているメガデル
タ地帯で、洪水が増加。

・中央・南アジアで 大30%
減少。人口増加等もあり、
いくつかの開発途上国で飢
餓が継続。

ラテンアメリカ ※２
・今世紀半ばまでにアマゾン
東部地域の熱帯雨林がサ
バンナに徐々に代替。

・より乾燥した地域では、農
地の塩類化と砂漠化によ
り、重要な農作物・家畜の生
産力が減少し、食料安全保
障に悪影響。

資料：※１ IPCC3次評価報告書WG2、※２ IPCC4次評価報告書WG2、※３ スターンレビュー（2006）、※４ アジア開発銀行

２．地球的規模の課題

○ 温暖化の進行により、世界各地で農産物の生産条件への悪影響が予測。
○ 特に、貧困にあえぐ開発途上国では気候変動の悪影響に対して最も脆弱であり、世界的な課題である

貧困の削減への影響が懸念。

（１）地球温暖化の進展による農業生産等への影響

６

北朝鮮
•継続的に口蹄疫が発生。モンゴル

•2010年に口蹄疫が発生。
2013-14年に再発生。
•2010-11年に高病原性鳥
インフルエンザが発生。

インドネシア

•高病原性鳥インフルエンザが
継続的に発生。

インド、ネパール、バングラデ
シュ、ミャンマー、カンボジア、ベト
ナム、ブータン

•口蹄疫、高病原性鳥インフルエ
ンザが継続的に発生。

タイ、ラオス、マレーシア、スリラ
ンカ
•口蹄疫が継続的に発生。

韓国
•2010年に口蹄疫が発生。全8
道のうち2道と済州島を除き、
全土にまん延。

•2010‐11年に高病原性鳥インフ
ルエンザが発生。2014年に再
発生。

日本
•2010年に宮崎県で口蹄疫が発
生し、2011年2月に清浄化。
•2010‐11年に高病原性鳥インフ
ルエンザが発生。2011年6月に
清浄化。

台湾

•口蹄疫、高病原性鳥イン
フルエンザが継続的に
発生。

中国

•口蹄疫、高病原性鳥インフル
エンザが継続的に発生。

○ アジア地域においては、口蹄疫や鳥インフルエンザ等の悪性伝染病が国境を越えてまん延。
○ 農畜産物・食品の貿易が拡大する中、我が国にこれらの病気が侵入するリスクが増大しており、伝染病のまん延を

防ぐために、各国が協調して防疫対策を強化することが必要。

（２）越境性感染症の発生

７

アジアにおける鳥インフルエンザ
伝搬ルートの調査

ワクチン接種による影響評価

：清浄国

：非清浄国



政府の方針

●開発途上国における稲作支援等食料
の生産拡大・生産性向上への支援

●開発途上国の農民リーダー育成や農
民組織の強化支援を通じた人材育成

●持続可能な農業を実現するための農
業・農村開発を推進 等

●温室効果ガスの削減等の気候変動対
策や持続可能な森林経営の推進

●アジア等における口蹄疫や鳥インフル
エンザなどの越境性感染症対策

●東南アジア等における適切な水産資源
管理対策 等

農林水産省の国際的な取組

農林水産業への支援を通じた
貧困削減

気候変動等地球的規模の
課題への対応

貧困削減や気候変動等地球的
規模課題への貢献

食料・農業・農村基本計画

●アフリカ等開発途上国
の農業・農村振興

●食の安全等の協力

森林・林業基本計画

水産基本計画

●世界における持続可能
な森林経営の推進

●違法伐採対策の推進

●海外漁場の維持・開発
と国際協力の推進

農林水産省基本計画

●貧困削減のため、農業などの分
野における協力を重視。

●地球温暖化をはじめとする環境
問題、感染症、食料といった地
球的規模の問題に取り組む。

重点課題（抜粋）

政府開発援助大綱
（ODA大綱）

(平成4年6月閣議決定、
平成15年8月改定)

○世界の主要国の一つとして、

・極度の貧困、飢餓、難民、災害等の
人道的問題に
（国際社会の仲間のために）

・環境や水などの地球的規模の問題に
（地球を、日本を守るために）

率先して取り組む決意である。

○こうした取組は、ひいては各国との友
好関係や人との交流の増進などをもた
らす。（きずなを作る）

８

○ 「政府開発援助大綱」に基づき、農林水産省では、各基本計画において、農林水産業への支援を通じた貧
困削減や気候変動等地球的規模の課題への貢献を行うものとし、国際協力に対する取組を実施。

３．国際協力の推進について

住民参加によるかんがい施設の建設

○統計整備
・食料安全保障の強化に資する統計情報整備。

研修の実施

○人材育成

・収穫後の加工技術、有機農業技術、農業ビジネス
等の農民研修の実施。

・南南協力等による開発
途上国の農民リーダー、
技術者等の育成。

○農民組織活動強化
・我が国の農民組織のノウ
ハウ移転、住民参加型
農村開発事業等の取組。

○農業生産拡大・生産性向上のための基盤整備、研究・技術開発、普及

・稲作生産基盤の整備や持続的な生産活動のための
能力強化を通じたアフリカ食料安全保障を支援。

・水資源の効率的・持続的利用のため、節水型栽培体系に適した品種の開発。
・土壌栄養が乏しいアフリカにおいて現地資材を用いた土壌肥沃度の改善技術の検討・普及。
・アフリカの低湿地において、低コストかつ高収量の得られる営農手法を実証。

整備前 整備後

９

（１）農林水産業への支援を通じた貧困削減



TICADについて

TICAD （ Tokyo International Conference on African Development（アフリカ開発会議）：

アフリカの開発をテーマとする国際会議。1993年以降，日本政府が主導し，国連，国連開発計画
（UNDP），アフリカ連合委員会（AUC）及び世界銀行と共同で、５年ごとに首脳級会合を日本で開催。
前回(第５回:TICADⅤ）は、２０１３年６月に横浜で開催。参加は、アフリカ諸国、開発パートナー諸国、
国際機関、民間セクター及びＮＧＯ等。

TICADⅤ(２０１３年横浜)：「強固で持続可能な経済」、「包摂的で強靱な社会」、「平和と安定」を主要テーマに議論。成果文書の、

横浜宣言において「農業従事者を成長の主人公に」を戦略的方向性の柱の一つとして掲げ、具体的な取組を示す「横浜行動計画
2013-2017」を採択し、農業及び食料安全保障を重視。

TICADVの横浜行動計画（農業分野の関連部分抜粋)：
・３．農業従事者を成長の主人公に

（１）農業：ﾊﾞﾘｭｰﾁｪｰﾝ整備、小農収入向上、民間投資促進、
自然災害等に対する強靱性向上

（２）食料安全保障、栄養：食料（特にコメ）の生産性向上
（成果目標）
「アフリカ稲作振興のための共同体（CARD）」における取組を通じた2008年から2018年までのコメ生産量の倍増

TICADⅣ(２００８年横浜)：今後のアフリカ開発の方針を示す「横浜宣言」を採択。農業分野については、重点分野のひとつである

「成長の加速化」の中で「農業開発」が明記されている。また、１０年間でサブサハラ・アフリカにおけるコメ生産倍増を目標とする「ア
フリカ稲作振興のための共同体（CARD：Coalition for African Rice Development）」を発表。

TICAD I（1993年東京） 冷戦が終結し，国際社会のアフリカに対する関心が薄れつつあった時期に開催。
アフリカ開発に関する東京宣言を採択。将来のアフリカへの南々協力による支援などを明記。

TICAD Ⅱ（1998年東京） 「アフリカの貧困削減と世界経済への統合」が基本テーマ。「社会開発（人口，貧困層支援等）」、「経済開発（民間
セクター・農業開発等）」、「開発の基盤」の3分野において，数値目標を含む優先的政策・行動を明記した「東京行動計画」を採択。

TICAD Ⅲ（2003年東京） 10周年を迎えるTICADプロセスがアフリカの開発に果たした政治上・開発上の役割をTICAD II の「東京行動計画」
等の評価を通じて検証するとともに、アフリカ開発のより一層の推進に向けたTICADプロセスの将来像につき議論。４つの重点分野のうち
農業分野関係は、「経済成長を通じた貧困削減：農業開発、民間セクター開発、インフラストラクチャー」。

アフリカにおける貧困削減の取組
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1,400万ﾄﾝ （2008年＊） 2,800万ﾄﾝ （10年後）

灌漑水田 天水低湿地 天水畑地

コメ増産可能性等を考慮して、サブサハラ諸国の中から
選定した支援対象国を中心に協力

支援対象国
（２３カ国）

支援の中心
JICA, AGRA, JIRCAS,
AfricaRice, IRRI等 連携

農水省の取組

研究開発､技術開発、
人材育成等

コメ生産倍増と自給率の向上

（注）将来の消費量は農水省推定値

支援の仕組み

JICA: 国際協力機構 AGRA :  アフリカにおける緑の革命同盟 JIRCAS: 国際農林水産業研究セ
ンター AfricaRice:  アフリカ稲センター IRRI: 国際稲研究所

○ アフリカにおいてはコメの需要が増加しており、我が国の持つ稲作技術の普及等によりアフリカの食料生産増大・生産性の向上に貢
献することが重要。

○ ２００８年５月に横浜で開催されたＴＩＣＡＤⅣにおいて、我が国は１０年間でサブサハラ・アフリカにおけるコメ生産倍増を目標とする「ア
フリカ稲作振興のための共同体（CARD：Coalition for African Rice Development）」を発表。

○ 農林水産省は、ＪＩＣＡと連携し灌漑開発、研究開発（ネリカ米）、人材育成等を総合的に展開。コメの生産量は現在、計画を上回る実績
を確保。

1,400万トン

2,600万トン

自給率
５４％

2,800万トン

3,800万トン

自給率
７４％

サブサハラ・アフリカにおけるコメ生産量
（ＣＡＲＤ目標値との比較）万ﾄﾝ
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CARD初年値と

終年値を結

んだ線
生産量（実績

値）

＊：TICADⅣ開催年。コメ生産量は前年の統計値
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アフリカにおけるコメ生産の倍増イニシアティブ



アフリカ稲（父親）
耐乾燥性、耐病性を持つ

アジア稲（母親）

籾数が多く収量が高い

×

●生育期間が短い（90～100日で在来
種より1ヶ月以上短縮）

●多収性

ネリカ
在来種

種間交雑

＜陸稲ネリカの早稲化のメリット＞
①短い雨期でも栽培可能 ②旱魃リスクの回避等

(出典）坪井JICA専門家

（出穂し
ている）

○サブサハラ・アフリカの陸稲全体の1割弱に占めるに至る。アフリカ稲センターによると現在ギニア､ウガンダ等を中心
に約20万ヘクタールに拡大。

○ 土壌肥沃度が比較的高いウガンダでは畑地・無肥料でも単収が 2～4ﾄﾝ/ha程度と高く（水・肥料条件が良ければ
5ﾄﾝ/ha以上）、普及も進んでいる（稲作全体の約１／３、陸稲の９割程度にまで拡大）。

(出典）坪井JICA専門家

モザンビークでの比較栽培試験

NERICA： アジア稲とアフリカ稲の種間交雑種
●アフリカ稲センターにおいて’92年に種間交雑に成功
●我が国は’96年以降国際農林水産業研究ｾﾝﾀｰ(JIRCAS)、

JICAから研究者、専門家を派遣し、品種開発・普及を支援。
●’97年以降、我が国からアフリカ稲センターに対し財政支援

を開始。
●2000年以降ネリカ品種が開発され、現在は陸稲ネリカは

18品種 (水稲ネリカは60品種)を育成。

ネリカ（NERICA:  New Rice for Africa）の概要

1,500
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35,000
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5,000
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15,000
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30,000

35,000

40,000

2002 2003 2004 2005 2006 2007

ウガンダの陸稲栽培面積（推定）

9割程度
がネリカ
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事業完了後

ＷＦＰ撤退

紛争終結後の復興段階にある稲作を重視する西アフリカ諸国を対象
シエラレオネ、リベリア等・ 多くの稲作生産地を有する復興・開発段階の国々を対象

・ 内戦等で荒廃した稲作生産基盤のリハビリテーション
・ 住民参加による小規模稲作生産基盤復興整備、収穫物品質向上支援等を通じた食糧増産支援

13

【生産基盤復興整備支援】

荒廃水田 水田整備（共同作業） 復興・生産性向上

稲作等の技術指導､

識字教育､農民組織
化支援等を実施

農民の労働参加
（女性雇用優先）

©WFP/Peter Smerdon

労働の対価と
して食料配布

紛争による食料危機の
発生、生活基盤の崩壊

米

・ＷＦＰの学校給食支援等
への試行的活用

住民の自立手段確保
持続的生産の確立

・市場向け品質改善への取組
（砕米・ロス防止、貯蔵技術改善）

稲作等を通じたアフリカ食料安全保障復興支援事業



○気候変動対策

森林保全の指導植林し荒廃地を回復

＜適応策＞
・気候変動の影響分析と適応策の検討。

①灌漑施設の適応策の検討

・気候変動の灌漑施設に与える影響について、
モデルを用い分析し適応策を検討。

②農地塩害対策

・塩害対策のための灌漑排水管理技術・手法の
確立。

③農村防災体制の強化
・干ばつ、洪水などに対するコミュニティーの
適応能力向上手法の検討。

＜緩和策＞
・植林、REDD、違法伐採対策などの持続可能な

森林経営の実現に向けた取組。

※ REDDとは、開発途上国の森林減少・劣化に由来
する二酸化炭素の排出削減のことをいう。

○越境性疾病対策

・アジア地域の鳥インフルエンザ等の蔓延防止に向
けた調査、ウイルスバンクの設置、獣医行政組織
の能力向上に対する取組。

○水産物の安定的供給・水産資源管理

・水産資源の持続的な利用のため、水産資源管
理体制強化等の取組。

・持続的な水産業発展のため、増養殖を通じた資
源回復。

14
持続的養殖手法の指導

（２）気候変動等地球的規模の課題への対応

○生物多様性の保存の促進

・海洋環境の保全のため、生態系に配慮した漁業
の推進。

・アジアにおける植物遺伝
資源の保全と持続的利用
強化のための能力開発を
支援。

○水資源の持続的利用

・逼迫してきている水資源を効率的に利用する
ため、配水計画の策定、農民参加型水管理な
どの取組。

水利組織づくりの指導

○紛争や自然災害からの復興支援

・アフガニスタンなどにおける紛争後の
復興支援として農民リーダー人材育
成。

アフガニスタンの農民リーダーに
よる水路管理の体験研修

混獲したウミガメをリリース

アフガニスタンの衛星画像（出典：Google） （例）灌漑面積の特定

・紛争や自然災害により、現地での調査活動が困難な
地域において、衛星画像等と現地の人材を活用し、農
業水利施設整備・修復等の適地選定や計画立案・設
計の手法を確立。

・緊急事態に備える食料備蓄。

15



食糧支援

A 国

B 国

大規模な
災害等の発生

APTERR備蓄

ASEAN+3緊急米備蓄（APTERR）による支援について

＜ASEAN＋３緊急米備蓄(APTERR)＞
東アジア地域（ASEAN（10か国）、日本、中国及び韓国）における食料安全保障の強化と貧困の撲

滅を目的とし、大規模災害等の緊急時に備える仕組みとして設立された緊急米備蓄制度

（設置の経緯）
○2002年10月 ASEAN+３農林大臣会合 「東アジア緊急米備蓄(EAERR)パイロット・プロジェクト」の開始を承認
○2004年３月 EAERRパイロット・プロジェクト実施（～2010年２月）
○2012年７月 APTERR協定発効

各国が保有する在庫のうち、緊急時に放出可能な数量として申告
（イヤマーク）された備蓄を放出

○APTERR協定における申告数量
日本25万トン
中国30万トン、韓国15万トン、 アセアン諸国8.7万トン

申告（イヤマーク）備蓄

現物備蓄し、緊急時の初期対応として放出。備蓄期間経過後は貧困緩和事業
に活用。また、より迅速に対応するため現金備蓄による放出も活用

現物備蓄（現金備蓄）

○これまでの日本の実績 ( )書きは協定発効後の実績

（１）現物備蓄（予め被災可能性がある国で米備蓄を行う）
フィリピン、ラオス他 計約2,460トン（400トン）

（２）現金備蓄（APTERR事務局にある予算を活用して現地での米購入等で対応）
ミャンマー、インドネシア、フィリピン他 計約760トン（230トン）
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我が国及び世界の食料安全保障への貢献

４．海外農業投資ついて

国民に対する食料の安定的な供給

必要な農産物輸入の安定化・多角化

我が国からの海外農業投資の促進

責任ある国際農業投資の促進

国際的な行動原則の策定

官民一体となった取組

公的支援ツールの総合的活用

我が国の行動原則との整合性

食料・農業・農村基本計画
（２０１０年３月）

食料安全保障のための海外投
資促進に関する指針-海外投資
促進会議

（２００９年８月）
新たな食料情勢に応じた国際的
枠組について-中間報告

（２００９年３月）

G8・G20・APEC等国際会議）
農業生産の増大
農業投資の拡大
責任ある農業投資の促進

穀物等の国際価格の高騰
 ２００７－０８年
 ２０１０年
 ２０１２年

輸出規制
暴動の発生

途上国への大規模な海
外農業投資の動きは、農
地争奪‘land grab’、ある
いは‘新植民地主義’との
批判や懸念

国内の農業生産の増大【基本】

○ 2007～08年の穀物等の国際価格の歴史的な高騰を背景として、国民への食料の安定供給のため、国内農業生産の

増大を基本としつつ、必要な輸入についてはその安定化・多角化を図るとともに、世界全体での生産の増大を図って

いく必要があることから、我が国からの海外農業投資を促進。

○ 大規模な海外農業投資が途上国の人に負の影響を与えるとの批判や懸念に対して、被投資国、小農を含めた現地

の人々、投資家の３者が裨益する、責任ある国際農業投資を促進。

途上国を中心に人口増加
高い水準で低迷する栄養不足人口
バイオ燃料生産の増大
地球温暖化の影響

国際的な食料需給が中長期的に逼迫
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外務省

財務省

農林水産省

経済産業省

国際協力銀行

国際協力機構

日本貿易振興機構

日本貿易保険

１．対象となる農産物

対象となる農産物は、国際的な食料需給動向、食生活における重要性、輸入依存
度等を踏まえ、当面は、大豆、とうもろこし等とする。

２．対象となる地域

中南米、中央アジア、東欧等において、投資環境の整備とともに、農業投資関連情
報の収集・提供を重点的に実施する。

３．具体的な取組－官民連携モデルの構築
以下の公的支援ツールを総合的に活用する。

① 投資環境の整備（投資協定の締結等）
② ＯＤＡとの連携（生産・流通インフラ整備等）
③ 公的金融の活用
④ 貿易保険の活用
⑤ 農業技術支援（共同技術研究、技術支援等）
⑥ 農業投資関連情報の提供 等

４．我が国の行動原則等（国際的に推奨し得る農業投資の促進）

○ 国民への食料の安定供給のため、国内農業生産の増大を基本としつつ、必要な輸入についてはその安定化・多
角化を図るとともに、世界全体の農業生産の増大、農業投資の拡大が急務であることから、我が国からの海外農
業投資を促進していく必要。

○ 我が国からの海外農業投資に対する支援方策等を政府関係機関が一体となって検討等を行うために、２００９
年４月に農林水産省、外務省が中心となって「食料安全保障のための海外投資促進に関する会議」を設置し、同
年８月に「食料安全保障のための海外投資促進に関する指針」を策定。現在、本指針に基づき、投資環境の整
備、ＯＤＡとの連携、公的金融の活用、海外農業投資に関する情報収集及び提供に取り組んでいるところ。

「食料安全保障のための海外投資促進に関する指針」の概要「食料安全保障のための海外投資促進に関する指針」の概要海外投資促進会議の構成員海外投資促進会議の構成員

（１）食料安全保障のための海外投資促進に関する指針
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【住友商事】
2011年12月、豪州の同社子会社2社、港湾ターミナルのＡＢＡ社と穀物集荷のエメラルド社を経営統合。アジ
ア、中東向け供給を強化。

【 双 日 】
2013年3月、子会社の双日食料がウクライナで食用非ＧＭ大豆生産に着手。

【 丸 紅 】
2013年7月、全米第3位の穀物・肥料大手ガビロン社を買収。穀物取扱でカーギルに次ぎ世界2位に。

【三井物産】
2013年7月、ブラジル 大手の農業会社アグリコラと提携。同国内での大豆生産に乗り出す。
2012年7月、ロシア搾油事業 大手サドル社と提携。同社が保有するバルト海不凍港、鉄道貨車等のインフラ
を活用。

【三菱商事】
2013年6月、ブラジル穀物大手セアグロ社を完全子会社化し、同国内穀物集荷能力を強化。

【 兼 松 】
2012年12月、米国でホンダ系企業を買収し、食用非ＧＭ大豆生産に着手。

【イービストレード】
2012年からロシア沿海地方において、地元農家と提携してそば栽培を開始。

【北海道銀行】
2013年6月、ロシア・アムール州でそば、大豆の生産に着手。

○ 我が国の企業は、カントリーリスクや天候リスクがあること等から穀物等の海外農業
生産には従来消極的であったが、最近では、新たな海外投資により穀物等の集荷・販売能
力を強化するとともに、農業生産を行う企業も出てきている。

（資料：各社報道発表等による）

（２）我が国からの海外民間農業投資の 近の状況
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アルゼンチン

パラグアイ

中国

カナダ

ブラジル

米国

80%

85%
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95%

100%

2000-06 2007 2008 2009 2010 2011

その他

中国

ルーマニア

ウクライナ

南アフリカ

アルゼンチン

ブラジル

米国

国際食料価格の高騰前

米国以外のシェア ２５％

２００７ー０８年の国際食料価格の高
騰以降

米国以外のシェア ３３％

２００７ー０８年の国際食料価格の
高騰以降

米国以外のシェア １０％

国際食料価格の高騰前

米国以外のシェア ７％

大豆の輸入先国別輸入量の割合大豆の輸入先国別輸入量の割合

とうもろこしの輸入先国別輸入量の割合とうもろこしの輸入先国別輸入量の割合

○ ２００７／０８年の穀物等の国際価格の高騰前後で以降、大豆ではブラジル、カナダ産、とうもろ

こしでは、ブラジル、アルゼンチン、ウクライナ産の割合が増大し、米国の割合が低下傾向。

８ポイントアップ

３ポイントアップ

（３）穀物等の輸入先の多角化・安定化に向けた動き
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○ 2007-08年の世界的な食料価格高騰を契機として、途上国への大規模な海外農業投資が急増。その一部
が「農地争奪」等と報じられ、国際社会が注目。

○ これに対し、我が国は、2009年G8サミットにおいて「責任ある農業投資」を提唱。これを契機として、FAO、世
銀等国際４機関が中心となり、被投資国、小農を含めた現地の人々、投資家の三者が裨益するための「責任
ある農業投資原則（PRAI）」を策定（2010年）。

ポイント（７つの原則）

○ FAO世界食料安全保障委員会（CFS）では、先の４機関による原則（PRAI）を踏まえつつ、これを加盟国のほ
か、民間企業、市民社会団体等を含むより広範な関係者の合意を得た原則（CFSとしての原則）にすべきとし
て協議を実施中。2014年10月の採択を目指している。

ＣＦＳとしての原則

責
任
あ
る

農
業
投
資
原
則

（PR
A

I

）

原則１：

人々の土地と資源の権利が尊重されること

原則２：

食料安全保障が強化されること

原則３：

投資の過程に透明性があり、説明責任が明確
であること

原則４：

全ての関係者の参加と協議が担保されること

原則５：

経済的に実行可能で、法律を尊重したものである
こと

原則６：

利益分配などを通じた社会への好ましい効果が持
続可能であること

原則７：

環境への負荷が 小であること

（４）ＰＲＡＩ（責任ある農業投資原則）
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＜加工・流通＞

＜官民が連携した取組の推進＞

日本の技術・規格の普及と生
産支援を併せて推進

水管理・農地整備と農業機
械化技術の導入

日本の技術・資機材を活用
した栽培技術の指導

日本の技術・規格の普及と生
産支援を併せて推進

水管理・農地整備と農業機
械化技術の導入

日本の技術・資機材を活用
した栽培技術の指導

対象国のニーズ、必要な技術・施設の分析・検討の実施
我が国の農業関連企業等と投資対象国の関係者によるフォーラムの開催

＜消費市場＞

海外展開する我が国食
産業のカウンターパート
の人材育成

海外展開する我が国食
産業のカウンターパート
の人材育成

遺伝資源の取引・運
用制度に関する理解
促進

植物品種保護制度の
整備

遺伝資源の取引・運
用制度に関する理解
促進

植物品種保護制度の
整備

＜生産支援＞

食品の加工・流通段階
の品質・安全の管理基
準の導入

トレーサビリティ制度
の導入

食品の加工・流通段階
の品質・安全の管理基
準の導入

トレーサビリティ制度
の導入

・ 我が国種苗産業等によ
る新品種の開発・普及
の促進を支援

・ 我が国の効率的な農業
生産技術を導入する取組
を推進

・ 加工・流通体制の効
率化・品質の向上

・ 我が国食産業の展開
と連携した食市場の発
展

＜品種開発＞

 途上国では、生産に係る問題に加え、加工・流通の整備が遅れており、多くのフードロスが発生。
その低減のためのバリューチェーンの構築・最適化は食料安全保障上の重要な課題。

 先進的な技術を有する我が国食品産業等の海外展開と連携し、途上国における品種開発・生産・加
工・流通の各段階のバリューチェーンを構築することで、川上から川下までのフードロスの少ない
農産物・食品の供給体制の確立を推進。

５．食料安全保障確保のためのフードバリューチェーン構築支援について

22



40 途上国での効率的な農産物・食品の供給体制の構築等

（ＯＤＡ）
【２，７８０(２，７７２）百万円】

対策のポイント
官民連携により、途上国における日本型バリューチェーンの構築とともに、

飢餓・貧困対策、気候変動や越境性感染症等地球的規模の課題に対応する取

組を支援します。

＜背景／課題＞

・世界の栄養不足人口が約８億人である中、食料の生産拡大の支援などを通じた飢餓・

貧困対策が重要であり、フードロスの問題等食料安全保障上の課題解決のため、途上

国における品種開発・生産・加工・流通の各段階のバリューチェーン構築を、先進的

な技術を有する我が国食品産業等の海外展開と連携して支援することが必要です。

・また、気候変動や越境性感染症などによる農林水産業への悪影響等が懸念される中、

これらの地球的規模の課題に対応するための国際協力も必要です。

政策目標
○途上国での効率的な農産物・食品の供給体制の構築の推進

○飢餓・貧困対策への貢献

○気候変動や越境性感染症等地球的規模の課題への適切な対応

＜主な内容＞

１．途上国での日本型バリューチェーンの構築支援[新規]
９４１（－）百万円

（１）バリューチェーンを構築する対象国のニーズ、必要な技術・施設の分析・検討や、
我が国の農業関連企業等と投資対象国の関係者によるフォーラムを実施し、国際協
力と民間企業等の連携した取組を推進します。

（２）途上国における我が国種苗産業等による新品種の開発・普及、農業機械や農業基
盤等を活用した効率的な生産技術、食品の加工・流通段階の品質・安全性の確保等、
優れた「日本方式」を途上国に導入・活用する取組を支援します。

（３）我が国の食産業が海外展開するにあたり、カウンターパートとなる途上国の人材
や、「日本方式」を途上国に導入する担い手となる人材を育成する取組を支援しま
す。

事業実施主体：民間団体、ＦＡＯ（国際連合食糧農業機関）、ＡＳＥＡＮ事務局等

２．飢餓・貧困対策への貢献 ４４１（９２１）百万円

（１）2018年までにアフリカのコメ生産を倍増（1,400万t→2,800万t）すべく、稲作の
普及や統計整備等に取り組むほか、イモやマメの増産を支援します。

（２）Ｇ20農業大臣会合で採択された「食料価格乱高下及び農業に関する行動計画」に
基づく農業市場情報システム（ＡＭＩＳ）の実施に係る、途上国の取組を支援しま
す。

事業実施主体：ＦＡＯ（国際連合食糧農業機関）、ＷＦＰ（国連世界食糧計画）等

［平成26年度予算の概要］
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［平成26年度予算の概要］

３．気候変動や越境性感染症等地球的規模の課題への適切な対応

１，３９８（１，８５２）百万円

（１）持続可能な農業農村開発及び森林経営のための支援等に取り組みます。

（２）アジア各国において獣医組織の能力強化等を行い、口蹄疫、鳥インフルエンザ等

の越境性感染症対策を推進します。

（３）途上国や地域漁業管理機関と協力し、マグロ等水産資源の持続的利用を推進しま

す。

（４）アジア地域での食品安全や動植物検疫関係の国際基準の普及を推進するとともに、

国際基準策定への参画を支援します。

（５）東アジアにおける大規模災害等の緊急時に備えるためのＡＳＥＡＮ＋３による緊

急米備蓄の体制確立への貢献及びその取組を支援します。

事業実施主体：ＯＩＥ（国際獣疫事務局）、ＡＳＥＡＮ事務局、民間団体等

＜各省との連携＞
○ 外務省 ・途上国のニーズ把握や経済協力案件との連携

[お問い合わせ先：大臣官房国際部国際協力課 (０３－３５０２－５９１３）]
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