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5． 食料需要予測に係る調査 

5.1  調査の実施 

既存の調査研究資料を参照し、各種需要予測の内容を整理した。 

「総量」または「地域（および所得階層）」「品目」別の「需要予測と生産量見通し間のギ

ャップ」に関する言及に着目し、整理した。 

 

表 5-1 食料需要予測に係る調査対象文献 

発⾏機関・調査研究名 予測の時間軸 予測の対象範囲・品⽬等 

「2050 年における世界の⾷料需

給⾒通し」農林⽔産省（2019） 

（超⻑期⾷料需給予測システ

ム） 

基準年次

2010 年ー

2050 

穀物︓⼩⻨、⽶、とうもろこし、⼤⻨及びソルガムの合計、油糧種⼦︓⼤⾖、

菜種、パーム及びひまわり、砂糖作物︓サトウキビ及びテンサイの合計、畜産

物︓⽜⾁、豚⾁、鶏⾁及び乳製品の合計の需要量について、所得階層別

将来⼈⼝、GDP 予測、バイオ燃料需要予測の背景に予測。地域別、所得

階層別に分析。 

「The future Alternative 

pathways to 2050 of food 

and Agriculture」FAO

（2018） 

2050 年 SOURCE 別（Cereals、Fruit and vegetables、Animal products、

Vegetable oil、Other food）１⼈１⽇あたりエネルギー摂取量を、 

2050 まで、所得階層別に予測。Business as usual、Towards 

sustainability、Stratified societies の３つのシナリオを設定。 

「Creating a Sustainable 

Food Future」 World 

Resources Institute（2019） 

2050 年 2010 年を基準年とし、2050 年に必要な⾷料との差異”Food Gap”はカ

ロリーベースでは+56%と分析。その総量のギャップに加えて、⾷料の分配の不

公平性、⾷⽤以外の需要・ロスの是正・解消の必要性を⾔及。 

 

5.2  調査結果 

(1) 「2050 年における世界の食料需給見通し」農林水産省（2019） 

1）需要予測の前提 

所得階層別

将来人口 

 

2050 年の世界の総人口は、低所得国を中心に増加し、2010 年比 1.3 倍

（調査対象 123 か国で 86.43 億人）になる。※世界の温暖化対策に追加

的努力がなされないシナリオのもとで予測を実施。 

GDP 予測 

 

世界のＧＤＰは、低所得国、中所得国の増加が著しく、2010 年比 3.5 倍

（225.85 兆ドル）になる。 

バイオ燃料

需要予測 

 

2050 年の世界のバイオ燃料用作物需要量は、2010 年比 1.3 倍（2.41 億ト

ン）に増加する。 

中所得国の増加幅が大きく、（2010 年比 1.9 倍）。総需要量のうち 大

割合を占めるのは 2050 時点で北米だが、増加割合は低い（2010 年比 1. 

2 倍）。 
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2）結果の概要 

 世界の食料需要量は、2050 年には 2010 年比 1.7 倍（58.17 億トン）となり、畜産

物と穀物の増加が大きい。 

 人口増加や経済発展を背景に、低所得国の食料需要量は 2.7 倍に、中所得国でも

1.6 倍に増加する。 

 内容的には、中所得国での肉類、低所得国での乳製品増加が予想されている。 

 

a 調査対象品目別の需要予測結果、供給量予測とのギャップに関する考察 

 世界の食料需要量は、2050 年には 2010 年比 1.7 倍（58.17 億トン）となり、畜産

物と穀物の増加が大きい。 

 2050 年の 2010 年比（量）について、畜産物は 1.8 倍（13.98 億トン）、穀物は 1.7

倍、油脂作物は 1.6 倍、砂糖作物 1.2 倍になる。 

 低所得国の食料需要量は 2.7 倍に、中所得国でも 1.6 倍に増加。 

 

 

 

図 5-1 世界全体の品目別・所得階層別の食料需要量の見通し 

出所）「2050 年における世界の食料需給見通し」農林水産省（2019） 
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 アフリカでは、経済発展にともなう農業投資の増加により主要作物の生産量するも

のの、人口増加等による需要量の増加がその生産量の増加をも上回り、純輸入量が

大幅に増加する。 
 

 

 

図 5-2 アフリカにおける 2050 年の小麦・米・とうもろこしの生産量、需要量、純輸出入

量見通し 

出所）「2050 年における世界の食料需給見通し」農林水産省（2019） 
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 アジアでは、食生活の多様化や、飼料用の需要増に伴い米だけでなく小麦、大豆の

需要量増。それにともない、純輸入量も増加する。 

 

図 5-3 アジアにおける 2050 年の小麦・米・とうもろこし・大豆の生産量、需要量、純輸

出入量見通し 

出所）「2050 年における世界の食料需給見通し」農林水産省（2019） 
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 世界の食料需要量のうち、畜産物の需要量は 2050 年には 2010 年比 1.8 倍（13.98

億トン）となる。 

 畜産向けの飼料需要の増加が、穀物や油糧種子の需要量の増加要因のひとつとなる。 

 高所得国では食生活の成熟化の進展により畜産物需要の増加は比較的緩慢であるが、

経済発展や食生活の変化から、中所得国では肉類、低所得国では特に乳製品が大き

く増加する。 

 

 
図 5-4 世界全体の所得階層別の畜産物（肉類・乳製品）需要量の見通し 

出所）「2050 年における世界の食料需給見通し」農林水産省（2019） 

 

b 各調査において考察される需要の変動要因 

 畜産向けの飼料需要の増加が、穀物や油糧種子の需要量の増加要因のひとつである。 

 経済発展や食生活の変化から、中所得国では肉類、低所得国では特に乳製品が大き

く増加する。 



 

80 
 

(2) 「The future Alternative pathways to 2050 of food and Agriculture」FAO（2018） 

1）需要予測の前提 

a 所得階層別将来人口 

2050 年の世界人口は約 100 億人であり、成長パターンに著しい地域格差がある。かつ、

都市部に居住する人口の割合が増加。 

※「経済成長予測」にある３シナリオで同じ人口予測を用いている。 

 

b 経済成長予測 

以下の３つの経済成長シナリオに基づき、食料需要を予測。 

 BAU シナリオ：世界経済は緩やかに成長し、地域間で大きな格差がある（是正されて

いない）状態。例えば、HIC:高所得国の消費者は動物性食品を含む資源集約的食品に

対する嗜好を維持する。 

 TSS シナリオ：BAU シナリオと同様、世界経済は緩やかに成長している。所得、所得

機会、基本的な財・サービスへのアクセスは、国や社会階層を越えてより公平に分配さ

れる。（持続可能性の問題に関する消費者の意識の高まりにより、果物や野菜の摂取量

が増加し、動物性食品の摂取量が減少する傾向） 

 SSS シナリオ：世界経済は他の 2 つのシナリオよりも速いペースで成長。国や社会の

階層を越えて、所得、所得機会、必要不可欠な財・サービスへのアクセスという点で不

平等が拡大。 

表 5-2 “The future Alternative pathways to 2050 of food and Agriculture”用語集 

BAU Business as usual scenario 
TSS  Towards sustainability scenario 
SSS  Stratified societies scenario 
 
EAP 東アジア・大洋州地域 

ECA ヨーロッパと中央アジア 

HIC 高所得国 

LAC ラテンアメリカ・カリブ海地域 

LMIC 中低所得国 

NNA 近東および北アフリカ 

SAS 南アジア 

SSA サハラ以南アフリカ 



 

81 
 

2）結果の概要 

a 総論 

十分な食料の入手可能性を確保するためには、人口の大幅な増加が見込まれる国におけ

る食料供給の持続的拡大が不可欠。天然資源の制約等があり、需要量より、生産量が下回

る場合、輸入が必要になる。 

需要量の主な変動要因としては、現況の需要量と経済以外に、「国民の嗜好性」「食品ロ

スや廃棄物」「食品価格」「バイオ燃料需要」が挙げられている。 

b シナリオ別の考察（総論） 

BAU シナリオでは、基準年から 2030 年、2050 年までの世界の農業総生産は、それぞれ

50%、54%増加すると予測されている。 

TSS シナリオ下での農業総生産の拡大は、国内需要をほぼ満たしており、農業貿易は生

産と消費のごく一部。特に低所得国では、十分な食料の入手可能性が確保され、ひとりひ

とりが他のシナリオよりも平均してより多くの食料を享受する見通し。 

これは、より少ない動物性生産物と、果物や野菜のようなより栄養価の高い食品から成

る、バランスのとれた食事を選ぶことにより可能になる。 

SSS シナリオでは、食料需要は他のシナリオと比較して も高い。ほぼすべての地域で、

他のシナリオと比較して、一人当たり所得が大幅に増加すること＋高所得国での資源集約

的な食品に対する消費者の根強い嗜好や、衰えを見せない食品ロスや廃棄物が寄与する。 

TSS シナリオでは、一部の地域の自給率が BAU シナリオや SSS シナリオを下回ってお

り、食料の国内赤字が国際貿易によって補填されている。具体的には、近東・北アフリカ 

(NNA) と南アジア (SAS) の穀物、SAS とサハラ以南アフリカ (SSA) の果物と野菜。

NNA および東アジア・大洋州 (EAP) の油糧種子(中国を除く)。 

c 品目別の考察 

表 5-3 品目別の考察（BAU シナリオ） 

品目 要約 

穀物 全体として生産量が 2050 年に 2012 年比で 54%増加。中低所得国で高所得
国のほぼ倍のペースで生産量が増加。サハラ以南アフリカがこのペースを
けん引。飼料用需要の増加ペースが主食用を上回り、飼料用比率が増加す
る。 
中低所得国（中国除く）で生産量が増えるものの、消費量はそれを上回る
ペースで増加。サハラ以南アフリカ、近東および北アフリカは、純輸入国
であり、2050 年までに自給率が低下する見通し。 

肉類 

全体として生産量が 2050 年に 2012 年比で 52%増加。高所得国では 28%、
中国でも 23％と、生産能力を拡大。 
サハラ以南アフリカは、エリア別では も生産量の増加ペース早く、2050
年までに生産量がほぼ倍増する。しかし、消費量も増加するので、自給率
は向上するものの、2050 年時点でも純輸入国のままである。 
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果物・野菜 

全体として生産量が 2050 年に 2012 年比で 49%増加。 
サハラ以南アフリカは、エリア別では も生産量の増加ペースが早く、
2050 年までに生産量がほぼ３倍になる。しかし、インフラ整備が十分でな
く、食品ロス（主に収穫後）がほぼ同じペースで増加する可能性がある。
中国は、2050 年までに 30%増となるが、ほぼ同じペースで消費量も増加す
るので、若干需要過剰となり、2050 年時点でも純輸入国のまま。 

魚類 

全体として生産量が 2050 年に 2012 年比で 35%増加。 
南アジアの生産量の増加ペースが早く、2050 年までに生産量が 75%増にな
る。東アジア・大洋州地域は、2050 年までに中国が生産を 57%近く拡大し、
引き続き世界的生産量の増加をけん引。 
2030 年以降は価格上昇により、経済成長の鈍化する高所得国での消費量が
減少。 
サハラ以南のアフリカでは、2050 年までに魚の食料消費がほぼ 3 倍にな
り、世界的に重要な魚の消費国（世界の 16%）になるが、海洋・養殖システ
ムの制約から、輸入の増加によって需要を満たす。 

 

表 5-4 品目別の考察（TSS シナリオ） 

品目 要約 

穀物 全体として生産量が 2050 年に 2012 年比で 39%増加。 
高所得国と中国では相対的に需要が減速するので、中低所得国が需要増を
けん引。 
BAU シナリオと比較して需要増のペースが小さいのは、飼料としての穀物
需要の伸びが小さいという仮定を置いているためである。 
高所得国の穀物自給率は、1.25 と BAU シナリオの 1.20 と比較してやや高
い。ラテンアメリカ・カリブ海地域での飼料需要の伸びが限定的で、BAU シ
ナリオと比較すると同地域での自給率が大幅に増加。中国は、飼料需要の
減少が生産量の減少ペースを上回るので、純輸出量は若干増加する。 
サハラ以南アフリカは、穀物生産の伸びが BAU とほぼ同水準、自給率が同
程度となる見込み。 

肉類 

全体として生産量が 2050 年に 2012 年比で 30%弱増加。 
高所得国では、過剰供給が徐々に減少する。中国では、食肉生産量の減速
は需要の減速を上るため、高所得国と異なり、純輸入が増える。 
TSS シナリオは、BAU シナリオと比較して中低所得国の所得成長率が高い
と仮定しているが、BAU の場合と比較して、食肉需要の拡大は緩やか。 
（持続可能性の問題に関する消費者の意識があるという仮定。）  

果物・野菜 

より持続可能な生産方法をとるため、生産量の拡大は大きくないが、生産
量の大きい、ラテンアメリカ・カリブ海地域も含めて収穫後のロスが減少
する。多くの地域で貿易収支が改善する。 
このシナリオでは、高所所得国と中国では動物性タンパク質の消費量が相
対的に少なく、中低所得国では経済成長が大きく人口が増えるため、両方
で、果物・野菜消費量が増加する。  

魚類 

全体として生産量が 2050 年に 2012 年比で 37%増加。 
他のシナリオを比較して、気候条件が好ましい状況になるので、海洋生産
システムにも好影響を及ぼすと見込まれる。 
高所得国と中国は、所得の成長率が小さく、魚の需要が減少する見込みで
ある。他方、中低所得国では、所得増と消費増が連動し、2050 年の消費量
は 2021 年比で 48%増加すると見込まれる。（BAU では 36%増。） 
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表 5-5 品目別の考察（SSS シナリオ） 

品目 要約 

穀物 SSS シナリオは、サハラ以南アフリカを除く全ての地域で BAU よりも高い
所得成長を実現すると仮定している。これは、穀物需要の拡大が３つシナ
リオの中で も高いことを意味する。特に高所得国、東アジア・大洋州地
域、ヨーロッパと中央アジアおよび近東および北アフリカにおける食料と
しての穀物の需要によって加速する。 
サハラ以南アフリカ、近東および北アフリカ、高所得国を除くすべての地
域で、BAU と比較して飼料に対する需要がほとんど衰えない。 
作物収量は、中低所得国よりも高所得国の方が高い速度で伸びる。これは、
設備、技術及びインフラへの投資の不均衡並びに気候変動の影響の差異の
ためである。 

肉類 

SSS シナリオでは、TSS シナリオとは対照的に、肉を積極的に消費するシナ
リオであり、肉の消費量は BAU シナリオも上回る。サハラ以南アフリカで
経済成長が 2050 年以降減速するため、食肉消費量は BAU シナリオの水準
を下回っている。生産システムの集約化により、特にラテンアメリカ・カ
リブ海地域とサハラ以南アフリカで BAU よりも生産が増加する。 
ラテンアメリカ及びカリブ海地域の純輸出が も拡大し、ヨーロッパ・中
央アジアは純輸出国となる;一方、純輸入額は近東および北アフリカが も
増加しており、高所得国は 2050 年までに純輸入国となる。  

果物・野菜 

SSS シナリオでは、中国・高所得国が集約的な生産システムを有している
という設定なので、供給量は拡大、食料消費は BAU と同程度となり、結果
として供給過剰状態になる。 
低所得国、なかでもサハラ以南アフリカは、2050 年までのシミュレーショ
ン期間後半に経済成長率の低下に直面するため、一部の国で果物や野菜が
贅沢品として扱われ消費量が BAU よりも全体的に低くなっている。このシ
ナリオでは、収穫後のロスが生産量に占める割合が、BAU シナリオを上回
っている。 

魚類 

2050 年までの各国の所得配分の不平等が拡大する中で、低所得国(中国を
除く)の魚需要は BAU よりも 18%少ない増加となる。 
サハラ以南アフリカの魚需要は 2050 年までに 2012 年と比べて 2.5 倍増加
すると予測されている(BAU ではほぼ 3 倍)。 
一方、中国の 2050 年の需要は 2012 年と比較して 8%近く減少すると予測さ
れている。サハラ以南アフリカの輸入需要は BAU よりも低いと予測されて
いるが、中国ではより多くの供給過剰が見られ、BAU と比較して正味貿易
に目に見える変化はないと予測される 

 

d 需要の変動要因 

 国民の嗜好性：例えば、BAU シナリオでは、高所得国においては、資源集約的な

食品に対する消費者の根強い嗜好が残る。TSS では、持続可能性の問題に関する消

費者の意識の高まりにより、果物や野菜の摂取量が増加し、動物性食品の摂取量が

減少する傾向。 

 食品ロスや廃棄物量：現状のままか、排出量が抑制されるかどうかが需要量に影響。 

 食品価格：より効率的な食品価格設定を実施すること。価格に生物多様性の損失、

土地の劣化、水の枯渇、GHG 排出など、環境コストも含めて考慮することが、栄

養改善やロスの削減にも寄与。ただし、貧困層によるアクセスを阻害しないよう、

ターゲティングが重要。 

 バイオ燃料：バイオ燃料の使用を制限するかどうかが需要量に影響。 
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e 参考：品目別、シナリオ別の考察 

i） 穀物（小麦、大麦、トウモロコシ、キビ、ソルガム、その他の穀物及び米） 

BAU シナリオ 
BAU シナリオでは、2012 年と比較して、世界の穀物生産は、2050 年に 54%増加する

と予測される。この生産増加は LMIC (中国を除く+77%)では HIC (+36%)のほぼ倍であ

る。 

LMIC (中国を除く)は平均して 2012 年の世界の穀物生産量の半分弱を占めているが、

2050 年にはそのシェアは 55%近くになっている。HIC と比較した LMIC (中国を除く)の

比例以上の成長は、 SSA (2050 年までに+190%)の拡大に牽引され、続いて LAC (2050

年までに+115%)であった。 

2012 年、世界の穀物のうち 43%が食料消費に向けられる。この割合は 2050 年には

40%に低下すると予測されている。 

同様に、LMIC (中国を除く)でも、総吸収量に占める食料消費の割合は、2012 年には

60%近くであったが、2050 年には 55%に低下すると予測されている。 

この理由は、第一に、一人当たりの主食需要がわずかに増加するだけであるためであ

ること、第二に、飼料需要が食料需要に比べて増加のペースが速いことである。 

世界の飼料用穀物消費量は、2012 年の総消費量の 35%から 2050 年には 41%に変化し

ている。これは逆の傾向の結果であり、HIC では飼料の割合はシミュレーション期間を

通じてほぼ安定しており、全穀物消費量の約 50%である。LMIC (中国を除く)では 25 か

ら 34%に成長し、中国では 38 から 54%に 2012 から 2050 に成長する。これは、肉や乳

製品の消費が増えるためである。 

 
第一世代バイオ燃料の原料を含む穀物の他の用途は、シミュレーション期間を通じて

世界生産の約 20%を占め続けると予想される。 

バイオ燃料に関する予測は OECD-FAO (2017) の中期予測と一致している。 

第一世代バイオ燃料の生産能力は中期的には継続して利用され、バイオ燃料原料の安

定した需要をもたらすと仮定する。バイオ燃料のさらなる増加は、バイオ燃料を生産する

ための第 2 世代またはより高度な技術によるものと想定される。 

 
中国を除く LMIC は、国内消費量が国内生産量を上回るため、これらの国の自給率は

合計で 0.97 (2012 年) から 0.93 (2050 年) に低下する。しかし、LAC が純輸出を大幅に

増加させる一方で、SAS と EAP (中国を除く)、中国はほぼ均衡状態でバランスを保って

いるため、LAC グループ内には大きな格差が存在する。自給率の低下は特に SSA で顕

著であり、0.75 (2012 年) から 0.60  (2012 年) へと低下している。NNA では 0.51 (2012

年)から 0.39 (2012 年)となる。 

TSS シナリオ 

TSS シナリオでは、世界の穀物生産は、2012 年から 2050 年までに 39%増加すると予

測されており、BAU で予測された 54%増よりも低い。これらの差は、HIC、ECA 及び中

国では顕著である。 
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HIC と中国の相対的な減速の影響で、中国を除く 2050 年の LMIC は、BAU と比較し

て穀物生産における世界的な優位性をさらに増大させる。 

 
TSS シナリオでは、食料消費としての穀類に対する需要は、 HIC、中国および中国を

除く LMIC の両方で BAU と同様に進展する。 

HIC には若干の差異が生じている。HIC のカロリー消費の全体的な減少に寄与する穀

物のわずかな減少と、BAU と比較してより高い所得成長による SSA のわずかな減少で

ある。これは、キビやソルガムのようないくつかの穀物の消費を必需品(所得が増加する

につれて需要が減少する作物)に変えている。 

TSS シナリオにおける穀物生産の伸びの鈍化は、2012 に飼料としての穀物需要の伸び

が世界的に50%未満しか増加していないことが主な要因である(BAUでは同時期2050年

に 81%増加する)。 

飼料に対する穀物需要のこの減速は、HIC で特に顕著であり、2050 年までに 2012 年

と比較して 17%減少する。 

HIC は貿易黒字を拡大し、2050 年の自給率は 1.25 と BAU 時の 1.20 から変化してい

るが、絶対量はほとんど変化していない。LAC は飼料需要の伸びが非常に限られている

ため、BAU に比べて既に大きな自給率を大幅に高めているが、中国では飼料需要の減少

が生産の減少を上回り、純輸出は若干増加している。サハラ以南アフリカは、穀物生産の

伸びが BAU とほぼ同水準、自給率が同程度となる見込み。 

 

SSS シナリオ 

SSS シナリオは、SSA を除く全ての地域で BAU よりも高い所得成長を特徴とし、穀

物の世界的な拡大が三つのシナリオの中で も高いことを示している。この拡大は、特に

HIC、EAP、ECA および NNA における食料としての穀物の需要によって加速する。SSA、

NNA、HIC を除くすべての地域で、BAU と比較して飼料に対する需要がほとんど衰え

ない。 

作物収量は、設備、技術及びインフラへの投資の不均衡並びに気候変動の影響の正の差

異のために、 LMIC よりも HIC の方が高い速度で進化するので、 HIC の生産量は、 

BAU シナリオや、LMIC よりも速く増加する。HIC の自給率について、2050 年に TSS

シナリオでは 1.37 にシフトしするの比べて、BAU シナリオでは 1.20 にシフトする。 

逆に、中国を除く LMIC では、高い食料需要と低い生産量成長と組み合わさって、よ

り多くの純輸入(ECA の場合は純輸出の減少)につながり、 2050 年、 BAU の下では 0.94

に、 TSS の下では 0.90 に低下する。 

ii） 肉類（牛肉、羊肉、山羊肉、豚肉、鶏肉） 

2012 年には、高所得国が世界の食肉生産の 36%を占めており、中国は世界第二位の食肉

供給国であった(世界の食肉生産の 27%)。 

BAU シナリオ 
BAU シナリオでは、2012 年比で、2050 年の食肉生産・需要が約 52%増加すると予測。 

BAU の下で、HIC（高所得国）は既存の生産能力を拡大し、2012 年から 2050 年の間
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に生産量が 28%増加。このようにして、HIC はシミュレーション期間を通じて世界の食

肉生産の約 30%を供給し続け、それによって自給率と貿易収支の両方を改善している。

また、中国は現在の自給率を維持するために設備容量を拡大し、2012 年から 2050 年の

間に生産量を 23%増加させている。中国の食料消費は生産量とほぼ同程度に増加してお

り、貿易収支は維持されている。 

SSA（サハラ以南アフリカ）は、2050 年までに生産量をほぼ倍増させる唯一の地域で

ある。SSA の生産拡大により自給率は向上するものの、人口増加と所得増加による 1 人

当たり食肉消費量の増加に関連する高い需要をカバーするには不十分である。したがっ

て、SSA は依然として食肉の純輸入国である。 

TSS シナリオ 

TSS シナリオは、BAU シナリオと比較して食肉消費量が減少する。 

世界の食肉生産は、需要の減少と集約的でない生産方式の採用により、2030 年までに

16%を超えず、2050 年までには 2012 年と比較して 30%弱増加する。これらの変化は、

過剰供給が徐々に減少する HIC でより顕著である。 

中国では食肉生産は食料需要よりも減速し(BAU 比)、HIC とは異なり食肉の純輸入量

を増加させている。TSS シナリオは、BAU シナリオと比較して LMIC（Low- and middle-

income countries）の所得成長率が高いと仮定しているが、BAU の場合と比較して、食

肉需要は緩やかに拡大している。BAU シナリオの場合は、食肉は一部の LMIC にとって

ぜいたく品であり、消費は、持続可能性の問題に関する消費者の意識がなければ、大幅に

拡大していくだろう。 

SSS シナリオ 

SSS シナリオでは、TSS シナリオとは対照的に、肉を積極的に消費するシナリオにな

っていて、肉の消費量は BAU シナリオも上回る。SSA では、この地域の経済成長が 2050

年以降減速するため、2030 年の食肉消費量は BAU シナリオの水準を下回っている。生

産システムの集約化により、特に LAC（Latin America and the Caribbean）と SSA で

BAU 比で生産を増加。 

LAC の純輸出が も拡大し、ECA（Europe and Central Asia）は純輸出国となる;一

方、純輸入額は NNA（Near East and North Africa）が も増加しており、HIC は 2050

年までに純輸入国となる。 

iii） 果物・野菜 

果物と野菜は、国民一人当たりの消費量が特に増加する LMIC の所得増加により、食事

での消費量が大きくなる。中国は果物と野菜の市場で支配的な役割を果たしており、2012

年には世界生産量の 40%近くを占めた。 

BAU シナリオ 
BAU シナリオでは、世界の果物・野菜の生産は 2012 年から 2030 年の間に 33%、2012

年から 2050 年の間に 49%増加すると予測される。 

果物や野菜を動物用飼料として使用している地域は比較的少なく、そのような地域で

は、価格が高いために果物や野菜を配合飼料として使用することが魅力的ではないため、

シミュレーション期間を通じて飼料使用量が減少すると予測される。「その他の用途」と
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は、HIC の場合、一般的に食品以外の産業用途(例えば化粧品)を意味する。経済全体の発

展に伴い、2050 年まで増加している。他方、大部分の LMIC では、「その他の用途」は

主に、商品のロスおよび十分なインフラの欠如による収穫後のロスを指す。 

BAU シナリオの生産量の増加率が高いのは SSA で、2050 年には 2012 年の三倍にな

ると予想されている。（しかし、生産量全体としてシェアが大きいわけではない。） 

SSA の所得と人口増加は 2050 年までに食糧需要を三倍にする。SSA における食品ロ

スの量は、過去の傾向に従い、生産量に比例して増加すると想定されている。収穫後の損

失が、適切なインフラの整備によって防止される場合、SSA は自給を維持し、純輸出国

であり続けることができるが、BAU シナリオの予測ではそうではない。 

中国の生産は 2050 年までに約 31%増加すると予測されているが、食料消費も同期間

に 30%以上増加しており、中国はわずかな過剰需要に直面し、総需要を満たす純輸入国

となっている。 

TSS シナリオ 

より持続可能な生産方法をとるため、生産量の拡大は大きくないが、生産量の大きい、

LAC も含めて収穫後のロスが減少しているので、多くの地域で貿易収支を改善する。 

 
より持続可能な農業手法により、BAU シナリオと比較して生産拡大量は少ない。それ

でもなお、果物と野菜の消費量は増加する。これは、より持続可能な飼料の採用によるも

のである。すなわち、特に HIC と中国では動物性タンパク質の消費量が相対的に少なく、

LMIC では経済成長が大きく人口が多いためである。 

2050 年まで、収穫後のロスが減少し、LAC では 2012 年よりもさらに低い水準に保た

れている。果物や野菜の価値が高くなると、動物飼料としての利用も減少する。そのた

め、生産量は BAU に比べて低いにもかかわらず、LAC、中国、ECA、HIC などの地域

や国は貿易収支を改善し、自給率を 1 をはるかに上回る水準に維持しており、後者は 2050

年までに小規模な純輸出国となっている。一方、純輸入地域(すなわち EAP、SSA、SAS)

の自給率は 0.9 年前後で推移している。 

SSS シナリオ 

需要と供給に関するパターンは BAU シナリオと類似しているが、異なる要因がパター

ンを形成している。BAU では、HIC と中国は既に集約的な生産システムを有しており、

SSS の下で維持されているため、BAU よりも若干生産量が拡大しており、これらの地域

の経済成長の高さは食料消費の増加にもつながっている。動物用飼料やその他の用途を

同水準に維持することは、BAU と比較して比較的変わらない食料消費と相まって、両地

域における供給過剰を増大させ、この過剰は世界市場に輸出される。 

LMIC、特に SSA は経済成長率の低下に直面しているため、一部の国では果物や野菜

が贅沢品として扱われており、消費量が BAU よりも全体的に低くなっていることを示唆

しているが、これらの影響は、2 つのシナリオ間の所得格差がより強くなり、異なる気候

変動パターンが農業に影響を及ぼし始めるシミュレーション期間の後半に、より明らか

になる。 

収穫後のロスが生産量に占める割合は、BAU シナリオを上回っている。BAU シナリ

オでは、ほとんどの LMIC で生産が同じペースまたはやや鈍化し続けるため、これらの

国では自給率が低下し、貿易収支が悪化し、果物や野菜の純輸入量が増加している。 
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iv） 乳製品 

BAU シナリオ 
世界の生産は 2012 年から 2030 年の間に 26%、2012 年から 2050 年の間に 40%増加

する。乳を原料とする商品の生産は、それぞれの動物の肉の生産と密接に関連しており、

生産は、酪農のための食料消費の発展だけでなく、肉を供給する反芻動物群の拡大も影響

している。 

牛乳は HIC や中国など一部の LMIC では基礎的な商品とみなされており、肉類に比べ

て所得が高いため、国民 1 人当たりの消費量はほとんど伸びない。さらに、食肉と同様

に、市場のグローバル化や所得の増加に伴い、より多くの乳製品が消費されるようになる

と予想される。 

長期的には生産量に変化が生じ、LMIC (中国を除く)の生産量は 2050 年には 2012 年

に比べ約 80%増加。世界市場では HIC を上回り、2050 年の世界の牛乳生産量の 75%を

占めている (2012 年は 60%) 。一方、HIC は市場シェアの 15%を失い、2012 年から 2050

年の間に生産は 14%減少。人口と同じような割合で増加する国内需要を満たすために、

HIC は LMIC から調達する純輸入者に転じることになる。 

SSA は酪農の食料消費が も増加する地域であり、2012 年には 2030 年には 2.2 倍、

2050 年には 3.7 倍に増加。また、食肉生産の変化に伴い、生産は他の地域よりも拡大し、

2030 年には倍増、2050 年にはほぼ倍増すると予測されており、貿易収支の顕著な改善が

見られる。 

ECA の純輸出が拡大しているのは、乳製品の需要が伸びているからではなく、食肉の

需要が伸びているのに伴い、乳製品の生産も増加しているからである。ECA 諸国は 2012

年の乳生産量の 14%を占めており、食肉生産の増加が乳牛の増加、ひいては過剰な乳の

供給につながることを示唆している。 

TSS シナリオ 

BAU シナリオと比較して牛乳の生産量と消費量は少ないが、乳製品として牛乳を消費

すると、食肉市場では TSS と BAU シナリオとの差が小さくなる。 

HIC では、消費者の持続可能性への意識と低所得者層の拡大が、牛乳生産の大幅な減

少につながり、2050 年には 2012 年より 37%減少。これにより、HIC は BAU シナリオ

に対して純輸入量が倍増。これらの輸入を LMIC から調達することになる。 

経済成長の著しい LMIC は生産能力を拡大し、特に SSA の生産量は 2050 年までに

2012 年の 5 倍以上に増加。 (BAU シナリオでは 4 倍近く)消費量自体はそこまでのペー

スでは増加しないため、純輸出量も大幅に増加。 

SSS シナリオ 

LMIC における酪農の世界的な生産量と消費量は BAU シナリオと同様であると予測

している。LMIC の消費者は贅沢品として扱っているため、消費量は BAU と同程度にな

っている。 

乳を原料とする製品の他の用途は、乳生産のごく一部。LMIC では、商品の腐敗しやす

さ(＋鮮度保持インフラの不足)による加工・流通段階のロスである。HIC では、化粧品等

への利用である。 
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v） 卵 

卵の需給量の推移・予測は牛乳の傾向と類似。卵の生産量の傾向は家禽肉の拡大傾向とは

あまり関係がない。反芻動物と比較して家禽のライフサイクルが短いことから、生産はより

柔軟な方法で調整することができるためである。 

また、一部の国(例:中国)では卵への品質の信頼度が低いために、長期的には一人当たり所

得の増加が増加したとしても、一人当たり卵の消費量は少し減少することになる。（これま

での高所得者が卵を多く食べない傾向を反映。）よって、これらの国では、所得や価格より

も、人口増加が卵消費量の重要ファクターになる。 

 

BAU シナリオ 
世界の卵消費は 2012 年から 2050 年の間に約 39%増加し、同様に生産量が増加すると

考えられる。 

HIC と中国では、2012 年から 2050 年の間の消費の増加は主に人口増加によるもので、

HIC では約 27%、中国では 19%である。他の LMIC (中国を除く)では、卵消費量は人口

増加だけでなく、所得増加によっても増加し、価格動向の影響をより強く受ける。 

中国を除く LMIC は、2050 年の卵消費量が 2012 年に比べて 67%増加すると予測され

ている。LMIC (中国を除く)の生産量は同程度に増加すると予測され、LMIC の市場シェ

アは 2012 年の世界の卵生産量の 37%から 2050 年には 47%に拡大する。食肉市場や牛

乳市場と同様、SSA は も生産が増加している地域である(2050 年は 2012 年の 6.1 倍)。 

中国は自給率を維持し、 大の卵生産国であり続けると予測されているが、HIC は、

LMIC での生産量の増加に適応して、国内需要をカバーするために純輸入量を増加させ、

生産量を消費量よりも遅いペースで拡大すると予測されている。 

TSS シナリオ 

消費者の意識＋食料価格の上昇もあり、HIC、特に中国での卵の消費と生産が減少する

と予測される。HIC の生産量は、2050 年には 2012 年に比べて 14%減少し、中国では

2012 年の水準に戻ると予想され、世界の卵生産量に占める HIC の割合は、2050 年には

24%から 16%に、そして中国では 39%から 31%に減少する。 

LMIC では、持続可能性の問題に対する消費者の意識が消費を BAU シナリオよりも低

い水準に抑制している。 

SSS シナリオ 

HIC と中国における卵の消費は BAU シナリオよりも増加している。これは、所得の増

加ではなく、動物性食品に対する消費者の嗜好が動機となっている。 

中国を除く LMIC では、所得増＋動物性食品を好む消費者の嗜好の両方により、卵の

消費量増となる。 

2012 年から 2030 年にかけて、消費量は BAU 比 12%増、その後は価格上昇により BAU

と同程度の上昇。BAU と同様、中国でも生産量は消費量をわずかに上回っている。LMIC

では HIC よりも生産量が増加する。 
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vi） 魚類 

LMIC での所得が増加し、一人当たりの消費量が増加するにつれて、魚類消費量は増加す

る見通し。しかし、消費は、生産が行われている沿岸地帯の国々に集中する傾向が続く。 

すべてのシナリオにおいて、魚類生産量予測は、気候変動による漁獲可能量の変化と養殖

業の成長見通しに従う。 

BAU シナリオ 
世界の魚類生産は 2012 年から 2050 年の間に 35%増加すると予測される。 

東アジア・大洋州地域は、2050 年までに中国が生産を 57%近く拡大するなど、引き続

き優位性を維持するとみられる。南アジアでは、生産が 75%近く拡大すると予想される。

（しかし、この増加は世界生産におけるそのシェアの 7%→8%と＋1%の増加にしかなら

ない。） 

2030 年以降は、所得増による需要増を一部相殺して価格が上昇したことで、消費の増

加は鈍化する見込み。この影響は、所得の伸びも鈍化している HIC の消費量に強く影響

し、食料需要は 2030 年までに 6%、2050 年までに 13%減少すると予測されている (2012

年比) 。 

一方、サハラ以南のアフリカでは、2050 年までに魚の食料消費がほぼ 3 倍になり、世

界的に重要な魚の消費国になっている。2050 年までに、SSA の消費量は世界中の消費量

の約 16%を占めるが、海洋・養殖システムの制約から、SSA は輸入の増加によって需要

を満たすと予測される。 

この状況は EAP (中国を除く)でも同様であり、2012 年から 2050 年の間に食料利用の

拡大が 36%増加し、それによって国内供給を超えると予測されている。その結果、EAP 

(中国を除く)は魚の純輸入国になると予測される。 

中国は、人口増加の鈍化により、2012 年から 2050 年の間に魚の消費量が 6%減少する

と予測されており、その結果、過剰な供給が世界市場に向けられることになる。 

 

TSS シナリオ 

このシナリオでは、他シナリオより好ましい状況にある気候条件が海洋生産システム

に及ぼす影響を考慮している。 

2050 年までに、魚の生産は 2012 年に比べて 37%増加（EAP、SAS、SSA では若干増

加）すると予想される。世界の三地域の生産に占める割合が変わることはないと予想され

る。 

TSS の下での HIC と中国の所得の成長率は小さいため、 2030 年には約 20%、 2050

年には 8%、魚の需要が減少する見込み(世界的な消費の冷え込み)。 

他方、LMIC (中国を除く)では、所得増と消費増が連動して増加する。EAP (中国を除

く)では、2050 年の消費量は 2012 年より 48%増加すると予測されている(対 BAU 比

36%)。 

SSS シナリオ 

2050 年までの各国の所得配分の不平等が拡大する中で、低所得国(中国を除く)の魚需

要は BAU よりも 18%少ない増加となる。 
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(3) 「Creating a Sustainable Food Future」 World Resources Institute（2019） 

1）需要予測の前提 

人口（総数）は 70 億人→98 億人に増加：UNDESA (2017)。98 億人という 2050 年の数

字は、「medium fertility variant」すなわち中程度の人口増加シナリオを反映。 

一人当たり食事量の予測、FAO, Alexandratos、Bruinsma [2012]の予測の調整値を用い

ている。具体的には、以下の通り。 

 
サハラ以南アフリカと南アジアでは、すべての人に十分な栄養を確保するのに十分な追

加カロリーを含める。（廃棄と不平等な分配を考慮した上で。）また、本予測では、魚の消費

量を含めた。 

「十分な栄養を確保」の具体的水準として、サハラ以南のアフリカと南アジアで、一人

一日当たり 3,000 kcal を確保するという設定とし、FAO 2050 の予測におけるすべての食

料品目を比例的に拡大することにより、一人当たり食事量を調整した。 

3,000 kcal/人/日の設定は、このレベルの食料入手可能性に達すると、食料不安のレベル

が低くなるという認識に基づいた設定である。 

なお、利用可能な総カロリー量は、食品廃棄量を考慮（消費後の廃棄分を除く摂取カロ

リーという意味。）し、次に食品の不均一な分配を考慮した上で、すべての個人を養うの

に十分な量でなければならない。 

2）結果の概要（食料ギャップについて） 

分析の基準年である 2010 年に生産された食料と、2050 年需要予測結果（2050 年に世界

が必要とする量）のギャップは、2010 年基準でカロリー換算で 56%（7400 兆カロリー）に

のぼる。 

人口増加(70 億人→98 億人) と所得の増加に伴い、資源集約的な食料、特に動物性食料の

需要が増加することが、このギャップの大きさをけん引している。 

生産を牧草に大きく依存する食品である牛乳と肉の消費量は、68%増加する可能性が高

い。これらの成長率は、1962 年から 2010 年までの成長率を上回っている。 

食料ギャップは、不必要な需要の伸び率を減少させる措置と供給を増加させる措置の両

方によって埋めることができる。 

需要抑制策でギャップを埋めることができれば、食料増産の課題は小さくなる。この課

題が減少するにつれて、世界が食料の需要を満たせなくなるリスクも減少し、貧困層に

も深刻な影響を及ぼすことになる。 

サハラ以南アフリカの魚需要は 2050 年までに 2012 年と比べて 2.5 倍増加すると予測

されている(BAU ではほぼ 3 倍に)。 

一方、中国の 2050 年の需要は 2012 年と比較して 8%近く減少すると予測されている。

SSA の輸入需要は BAU よりも低いと予測されているが、中国ではより多くの供給過剰

が見られ、BAU と比較して正味貿易に目に見える変化はないと予測される。 
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世界はすでに食糧が過剰にあり、食糧増産なしに将来の需要を満たすことができるとの

主張が頻繁になされているが、これは非現実的な仮定に基づいている。 

この報告書で、持続可能な状態（世界中のすべての人の栄養要求を満たすだけの食糧が配

給されている状態。）として仮定しているのは、2050 年までに、以下が達成されることであ

る。 

 ほとんどすべての肉の消費量がなくなる 

 人々は肉から野菜や豆類に移行し、現在動物の飼料に使われているのと同じ高収量

作物を消費する 

 食料のロスや無駄をなくす 

図 5-5  2010 年の食料生産量と 2050 年需要予測結果のギャップ(カロリー換算) 
出所）World Resources Institute（2019）「Creating a Sustainable Food Future」 
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5.3  各文献情報の関係整理 

需給バランス・需給ギャップ：人口の大幅な増加が見込まれる国・地域、特にサハラ以

南アフリカ等での供給量の持続的拡大がポイントになる。需要量増分だけを補えるほどの

生産量増が望めない品目・地域（例：アフリカ・中東の畜産・穀物、アジアの新興国）にお

いて純輸入量が増加する見通し。中長期でみると供給量には、気候変動が影響する恐れも

ある。 

特に需要が増加する品目：人口増・経済成長により畜産物および乳製品の需要量自体が

増加するが、その生産にかかる穀物と油糧の需要量にも多大な影響を与えるとされている。 

特に需要が増加する地域：人口増加等による需要量の増加が特に大きいアフリカ（とく

にサハラ以南地域）、経済成長に伴う食生活スタイルの変化により需要量が増加するだけ

でなく、需要品目の変化が起き、中国で人口減少局面に入る東アジア・大洋州の変化がポ

イント。 

図 5-6  2050 年における食料需給予測・影響予測の関係整理 
出所）各種文献調査をもとに 2050 年食卓の姿ワーキングチーム・第１回タスクフォース資料として MRI 作成 

 
 




