
目的別の世界の水使用量の推移（1960～2025年）

資料：UNESCO（国際連合教育科学文化機構）
「World Water Resources at the Beginning of the 21th Century」(2003年）

○ 国際連合教育科学文化機構によると、2025年の世界の水使用量の見通しは、1995年比で1.38倍の約5兆2,350億立方メートルとなり、
世界の水需要は大幅に増加（農業用6割、工業用1割、生活用水2割）。

○ 財政的な制約や水資源量が開発の限界にある地域も存在。
○ 専門家からなる「2030水資源グループ（※）」によれば、2030年に世界の水使用量が6兆9千億立方メートル（農業用は4兆5千億立方

メートル（65.2%））となり、利用可能量4兆2千億立方メートルに対して水不足が世界で深刻化し、47%分不足するとの予測。

<海外> 顕在化しつつあるリスク（生産面） ： ⑫ 水需給のひっ迫

※ 「水資源グループ（Water Resource Group＝（WRG）） 」は、国際連合が産業界と政府に対して水資源枯渇の問題に取り組むよう要請したことを受け、2008年に世
界銀行グループの国際金融公社やネスレをメンバーに設立。WRGは、官民のイニシアチブで水資源の枯渇に関するガイダンスや新たな方針案を提示するグループ

世界の水資源の制約状況

資料：IWMI「Water for Food Water for Life 」
注：IWMI=International Water Management Institure（国際水管理研究所）

影響度

○ 現時点で、我が国の食料の安定供給に影響は発生していないが、米国など我が国の主要輸入国でも実質的水

不足が懸念されている。将来的に各分野での水需要が水資源量を大幅に上回った場合には、我が国の主要な穀

物輸入国の農業生産にも影響を与え、我が国への食料供給に影響を及ぼす可能性がある。

実用的水不足：財政的理由等により水利用に制約がある地域

実質的水不足：水資源開発が安定限界状態、又は、河川流量の75%以上を取水している地域

準実質的水不足：河川流量の60%以上を取水しており実質的水不足の状態に近づいている地域

水制約（ほとんど）なし：利用可な水資源に余裕がある地域

データ無し
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<海外> 顕在化しつつあるリスク（生産面） ： ⑬ 単収の伸び率の鈍化

影響度

○ 現時点で、我が国の食料の安定供給に影響は発生していないが、将来的に人口の増加により穀物の需要が拡大する
一方で、単収の伸び率の鈍化により生産量の拡大が見込めず、食料需給がひっ迫し、我が国の食料供給に影響が生じる
可能性がある。

○ 穀物生産量の増加は、単収の向上に支えられてきたが、単収の伸び率は近年鈍化。
○ 中長期的には、単収は新たな品種の導入等により一定の伸びが期待されているが、異常気象の頻発、水資源の制約や砂

漠化の進行等が不安要因。

資料：USDA「PS&D(2014.8)」、国連「World Population  Prospects：The 2012 Revision」、農林水産政策研究所「2022年における世界の食料需給見通し」により農林水産省で作成。

注：グラフの数値は、2013年までは実績値、2014年は見通し、2015年から2022年までは予測値。単収の年平均伸び率の(   )は2022年を除き、3年平均単収である。
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○ 人口増加に伴い、全世界的に需要が増大している一方で、世界の水産資源の多くは既に満限あるいはそれ以上に利用され
ている。

○ 世界の食用魚介類の１人当たり消費量は、 近50年間で約2 倍に増加 （9.0kg（1961年）→18.5kg（2009年））。また、人口増
加により世界の食用魚介類の消費総量は、同期間に5倍に増加（2,737万トン（1961年）→1億2,286万トン（2009年））。

○ 今後も各国の水産物需要が増加し、我が国の輸入シェアの相対的な低下 （世界輸入量3,593万トン（2009年）、我が国の輸
入量249万トン輸入（2013年）＝輸入シェア6.9％）や水産物の国際取引価格の上昇が予想される中、今後、我が国の水産物輸
入が不安定になる可能性がある。

資料：FAO「Food balance sheet」（日本以外の国）、
ＵＮ「World Population Prospects」、農林水産省「食料需給表」

世界の食用魚介類供給量（粗食料）と人口の変化

<海外> 顕在化しつつあるリスク（アクセス面） ： ⑭ 我が国への魚介類供給量の減少

世界の海洋生物資源の利用状況

資料：FAO「The State of World Fisheries and Aquaculture (SOFIA) 2012」

影響度

○ 現時点で、我が国の食料の安定供給に影響は発生していないが、世界的に消費量が増加する中で、将来的には

我が国への水産物の輸入が不安定化し、我が国への魚介類供給に影響が生じる可能性がある。
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○ 世界の人口は、開発途上国を中心に2050年には92億人に達する見通し。
○ 92億人を養うためには、食料供給全体を2000年比の1.6倍（24.6億トン）拡大する必要があり、このうち、穀物は、

29.3億トンとなり、1.7倍（11.5億トン）の供給拡大が必要となる。

<海外> 顕在化しつつあるリスク（需要面） ： ⑮ 人口増加に伴う食料需要増加

所得階層別の将来人口の変化 世界全体の食料需要量の変化

1.6倍

1.7倍

影響度

○ 現時点で、我が国の食料の安定供給に影響は発生していないが、将来的に人口の増加により穀物等の需要が
拡大し、食料需給がひっ迫し、我が国の食料供給に影響が生じる可能性がある。

資料：農林水産省「2050年における世界の食料需給見通し」ベースライン予測結果
2012年の世界人口は、ＵＮ, World Population Prospects: The 2012 Revision

注： 所得階層区分は、世界銀行における分類を参考として、2000年の１人当たりGNIが、9,266ドル以上を「先進国」、756ドル以上9,265ドル以下を「中間国」、755ドル以下
を「開発途上国」としている。
データの制約により、2012年の世界人口の所得階層別を示すことは困難。
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世界のバイオエタノール生産量の見通し

１ OECD-FAOの見通しによると、近年の原油価格の高騰、国際的な地球温暖化対策、エネルギー安全保障への意識の高まりなど
を背景に、バイオエタノールとバイオディーゼルの世界全体の生産は、2023年には2013年に比べ1.5倍となる見込み。生産
は、米国、ブラジル、欧州連合（ＥＵ）に集中。

２ 米国におけるとうもろこしのエタノール向け需要は、2011年度以降、とうもろこし需要の４割を占める。

世界のバイオディーゼル生産量の見通し

（百万kl）

資料:OECD-FAO「Agricultural Outlook 2014-2023 Database」

国名 主な原料農産物等

ブラジル さとうきび

米国 とうもろこし、ソルガム

ＥＵ-27 フランス：てんさい、小麦　スウェーデン：小麦、木材

中国 とうもろこし、小麦、キャッサバ

インド 糖蜜（さとうきび）

【参考１】 バイオエタノールの原料として用いられる主な農産物等

【参考２】 バイオディーゼルの原料として用いられる主な農産物等

（見込み） （予測） （予測）

（見込み） （予測） （予測）

米国

中国

その他

EU

米国

アルゼンチン
ブラジル

インドネシア

その他

36

84
105

137

158

1

16

26

35

40

インド

（百万kl） 今後10年で14百万
kl増加（2013年の
1.5倍）

国名 主な原料農産物等

ＥＵ-27 なたね油、パーム油

米国 大豆油

インドネシア パーム油

アルゼンチン 大豆油

ブラジル 大豆油

資料:FAOSTATを基に農林水産省で作成

EU

ブラジル

今後10年で53百万
kl増加（2013年の
1.5倍）

過去10年で69百万
kl増加

過去10年で25百万
kl増加

<海外> 顕在化しつつあるリスク（需要面） ：⑯ バイオ燃料向け農産物の需要増加

影響度

○ 現時点で我が国の食料供給に影響は発生していないが、今後もバイオ燃料向け農産物の需要が増加すると、穀物等の需給がひっ迫し、

我が国の食料供給に影響が生じる可能性がある。

資料:USDA需給報告(2014.8)をもとに農林水産省で作成

米国とうもろこし需給の推移
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中国、日本の大豆、小麦、とうもろこしの輸入状況

＜大豆＞ 2010/2011 輸入シェア 2013/2014 輸入シェア

中国 5,234万トン 59.0% 6,900万トン 63.4%

日本 292万トン 3.3% 287万トン 2.6%

＜小麦＞ 2010/2011 輸入シェア 2013/2014 輸入シェア

中国 93万トン 0.7% 677万トン 4.3%

日本 587万トン 4.5% 612万トン 3.9%

＜とうもろこし＞ 2010/2011 輸入シェア 2013/2014 輸入シェア

中国 98万トン 1.1% 350万トン 2.9%

日本 1,565万トン 17.0% 1,550万トン 13.0%

米国農務省の中長期予測（2013年2月）によれば、中国の大豆輸入が2022/23年には１億ト
ンを超える（1億3百万トン）と予測。中国は世界の大豆輸入の伸び率の90％を超えるシェア
を占める見込み

中国の大豆、小麦、とうもろこしの輸入先（2013年）

日本の大豆、小麦、とうもろこしの輸入先（2013年）

輸入先1位 輸入先2位 輸入先3位

大豆 ブラジル（50%） 米国（35%） アルゼンチン（10%）

小麦 米国（69%） カナダ（16%） 豪州（11%）

とうもろこし 米国（91%） ウクライナ（3%） ラオス（3%）

輸入先1位 輸入先2位 輸入先3位

大豆 米国（60%） ブラジル（24%） カナダ（14%）

小麦 米国（52%） カナダ（27%） 豪州（15%）

とうもろこし 米国（45%） ブラジル（30%） アルゼンチン（13%）

出典：Global Trade Atlas2013年ベース

出典：貿易統計2013年

※ は中国、日本の調達先が重複する国

○ 中国は近年、大豆、とうもろこし、小麦の輸入量を急増させており、今後も輸入量が増加する見込み。

○ 中国では豚肉をはじめ肉類消費量の増大が見込まれており、飼料等の穀物需要が増大する見込み。日本も同品目をほぼ同様の輸入

先に依存していることから、将来、中国と輸入競合が生じる可能性。

資料：USDA「PS＆D（2014.8）」

（国際穀物理事会（IGC）の今後5年間の世界需給予測(2013年12月)によれば、2018/19年度に
は中国は2,500万トンの輸入が見込まれ、日本に代わって世界 大の輸入国となる見込み。一
方、米国農務省の中長期予測（2013年2月）によれば、中国は2022/23に1960万トンの輸入が
見込まれ、世界のとうもろこし輸入の伸び率の40％のシェアを占める見込み。）

<海外> 顕在化しつつあるリスク（アクセス面） ： ⑰ 新興国との穀物輸入の競合

影響度

○ 現時点で、我が国の食料の安定供給に影響は発生していないが、新興国の人口の増加、所得の向上による穀物
等の需要増により、将来的に買い負けが発生し、我が国の食料供給に影響が生じる可能性がある。
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○ 国による米の備蓄については、10年に１度の不作（作況92）や通常程度の不作（作況94）が2年連

続した事態にも国産米をもって対処し得る水準として100万トン程度を備蓄しており、通常の作況変動

であれば食料供給に大きな影響を与えることはない。

○ しかし、平成5年（1993年）の作況74を下回るような大不作が発生した場合、主食用米の供給が不

足することにより、国内の食料供給に影響を及ぼす可能性もある。

発生頻度

影響度

＜直近50年の米の不作の状況＞
（通常の不作（作況94以下））

昭和46年（1971） 作況93

昭和51年（1976） 作況94

昭和55年（1980） 作況87

平成5年（1993） 作況74

平成15年（2003） 作況90

<国内>  一時的・短期的に発生するリスク（生産面） ： ① 異常気象による主食である米の不作

○ 直近50年で作況94（通常の不作）以下となった年は５回、

うち、作況92（10年に１度の不作）以下となった年は３回となっ

ており、おおよそ10年に１回程度、通常ないしそれを下回る程

度の不作が発生している。

出典：農林水産省「作物統計」
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発生年 地震名 大震度

大正12年（1923） 関東地震 （関東大震災） 6

大正14年（1925） 北但馬地震 6

昭和2年（1927） 北丹後地震 6

昭和5年（1930） 北伊豆地震 6

昭和18年（1943） 鳥取地震 6

昭和19年（1944） 東南海地震 6

昭和23年（1948） 福井地震 6

平成7年（1995） 兵庫県南部地震 （阪神・淡路大震災） 7

平成12年（2000） 鳥取県西部地震 6強

平成15年（2003） 宮城県北部［宮城県中部］ 6強

平成16年（2004） 新潟県中越地震 7

平成19年（2007） 能登半島地震 6強

平成19年（2007） 新潟県中越沖地震 6強

平成20年（2008） 岩手・宮城内陸地震 6強

平成23年（2011） 東北地方太平洋沖地震（東日本大震災） 7

平成23年（2011） 長野県・新潟県県境付近 6強

平成23年（2011） 静岡県東部 6強

平成23年（2011） 宮城県沖 6強

<国内> 一時的・短期的に発生するリスク（生産面） ： ② 大規模自然災害（地震災害等）

明治以降に国内で発生した大規模地震（震度6強以上）

○ 明治以降、国内で震度6強以上の大規模な地震は18件発生。

※ 赤字で示したものは、気象庁が命名した地震名である。 出典：気象庁HP

影響度

米の国内生産量（全国）の推移（H16～H25）

宮城県の米の生産量の推移（H16～H25）

猛暑による
不作

東日本大震災発生

東日本大震災発生

出典：農林水産省「食料需給表」、「作物統計」

発生頻度

（千トン）

○ これまでに発生した大規模な地震においては、生産面では一部地域での影響にとどまっている。

○ ただし、首都直下型地震や南海トラフ地震等の大規模災害が発生した場合には、食料供給への影響は広範囲となる可能性がある。
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○ これまでの国内における口蹄疫、高病原性鳥インフルエンザ等の発生においては、防疫措置の実施によりその被害の範囲は限定的。

○ 家畜における感染力が強い疾病については、感染範囲の拡大に応じて発生地域における畜産経営に大きな影響を及ぼす。万が一国

内で発生した場合、全国的な発生につながる可能性がある。

○ 日照不足等の気象要因による作柄不良と相まって、いもち病の大発生により、平成5年のような水稲の大不作となった場合には、主食

であるコメの供給不足が生じ、国内の食料供給に著しい影響を及ぼす可能性が高いと考えられる。

発生頻度

＜ 近の主な家畜伝染病等の発生事例＞

影響度

<国内> 一時的・短期的に発生するリスク（生産面） ： ③ 家畜の伝染性疾病や植物の病害虫の発生

年 （平成） 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

口蹄疫 0 0 0 0 0 0 292 0 0 0 0

ＢＳＥ（牛） 5 7 10 3 １ １ 0 0 0 0 0

高病原性鳥インフルエンザ 5 0 0 4 0 0 1 23 0 0 1

低病原性鳥インフルエンザ 0 41 0 0 0 7 0 0 0 0 0

資料：家畜衛生統計等
注１：家畜伝染病予防法第13条第１項の規定による患畜届出件数（ただし、口蹄疫及び高病原性鳥インフルエンザは疑似患畜の件数を含む）。
注２：平成26年６月までの速報値。
注３：平成23年４月の家畜伝染病予防法の改正に伴い、高病原性鳥インフルエンザ（弱毒タイプ）は低病原性鳥インフルエンザに呼称を変更。

注１

注2

注３

＜いもち病による水稲の被害量＞

昭和55年 昭和63年 平成3年 平成5年 平成15年

58 31 31 60 32

（万トン）

※直近30年でいもち病による水稲の被害が
大きかった上位5カ年の被害量

資料：農林水産省作物統計

○ 近年我が国において発生した家畜の伝染性疾病及び植物の病害虫は以下のとおり。
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○ 近年、国内で発生した主な食品の安全に関する事件・事故は以下のとおり。

○ これまでに国内における食品の安全に関する事件・事故により、食料供給に影響を及ぼした例はないが、国内

シェアが高い企業における事件・事故により、主要な食料品の供給が停止した場合には、全国に影響を及ぼす可

能性がある。

発生頻度

影響度

＜近年発生した主な食品の安全に関する事件・事故＞

平成20年（2008） 米の販売・加工業者による非食用米穀の食用転売事件

平成21年（2009） 加熱処理肉の不十分な加熱による腸管出血性大腸菌O157食中毒事件

平成23年（2011） 東京電力(株)福島第一原子力発電所の事故

平成23年（2011） 牛肉の生食による腸管出血性大腸菌Ｏ111食中毒事件

平成24年（2012） 浅漬を原因とする腸管出血性大腸菌Ｏ157食中毒事件

平成25年（2013） 大手食品メーカーでの冷凍食品農薬混入事件

<国内> 一時的・短期的に発生するリスク（生産面） ： ④ 食品の安全に関する事件・事故

資料：厚生労働省「食品の安全確保に向けた取組」を基に農林水産省で作成
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影響度

○ 平成23（2011年）3月に発生した東日本大震災においては、食料の製造・流通・販売経路等のサプライ

チェーンの一部が寸断されたことにより、食品のサプライチェーンの機能維持ができなくなり、食料の地域的

偏在や一時的に不足する事態が発生。

○ また、新型インフルエンザ等の新感染症のまん延による食品のサプライチェーンの混乱も懸念されて

いる。

<国内> 一時的・短期的に発生するリスク（アクセス面） ： ⑤ 食品等のサプライチェーンの寸断

発生頻度

○ これまでに発生した大規模な地震においては、一部地域において食料供給への影響が発生。

○ 首都直下地震や南海トラフ地震等の大規模災害が発生すると、食料供給への影響は広範囲にわたる

可能性もある。
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<国内> 顕在化しつつあるリスク（生産面） ： ⑥ 地球温暖化等の気候変動

○ 「気候変動に関する政府間パネル（IPCC）」第5次評価報告書では、農業生産に関して予想される影響は作物や地域によっ

て異なるものの、2050年以降、収量へのより深刻なリスクが増加するという見方が示されている。

○ 食料安全保障は、食料の入手、利用、価格の安定等あらゆる面において、潜在的に高い確率で気候変動の影響を受けて

いる。また、食料安全保障のリスクは、低緯度地域においてより大きいとされている。

現在、既に農林水産業に現れている高温の影響

＜水稲の高温障害＞

水稲の白未熟粒は、玄米の全部又は一部が乳白化する現象で、登

熟期（出穂・開花から収穫までの期間）の日平均気温が27℃を上回ると

多く発生し、登熟期の平均気温が上昇傾向にある九州地方等で深刻化

している。

同じ水稲の高温障害である胴割れ米は、完熟した米粒内の急激な水

分変化により内部膨縮差が大きくなるため米粒に亀裂を生じる現象で、

登熟初期の気温が高いほど発生しやすくなる。

出典：農林水産省ホームページ農林水産技術会議
「地球温暖化が我が国の農林水産業に及ぼす影響」

米の胴割れ
胴割れ米は精米時に砕けやすく、食味低下に関係。
一見整粒にみえても（左）、光を当てると玄米内部に軽微な割れを生じている。（右の赤い矢印部分）

高温、多雨によるみかんの「浮皮症」（左）
果皮と果肉が分離するもので、品質、貯蔵性の低下に繋がる。

高温、水不足によるみかんの「日焼け果」
商品価値の低下

＜果実の着色不良等＞

高温によるみかんの浮皮症は、成熟が進んでからの高温・多雨によ

り、果皮と果肉が分離するもので、品質・貯蔵性の低下につながる。

また、みかんでは、夏期の高温による水不足と強い日射による日焼

け果の発生も増加にある。

影響度

○ 現時点で、我が国の食料供給への影響は発生していないが、温暖化が進行すると、将来的には生産可能地域

の変化等により、生産量が減少し、我が国の食料供給へ影響を与える可能性がある。
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○ 我が国の漁業・養殖業生産量は、昭和59（1984）年をピーク（1,282万トン）に平成7（1995）年頃にかけて急速に減少し、その

後は緩やかな減少傾向が続いており、平成24（2012）年の我が国の漁業・養殖業生産量は486万トンとピーク時の４割（38%）まで

減少。

○ 我が国の食用魚介類の自給率は、ピーク時の昭和39（1964）年度の113%から平成24（2012）年度の58%に低下（米国、韓国

と同程度）。

<国内> 顕在化しつつあるリスク（生産面） ： ⑦ 漁業・養殖業生産量の減少

食用魚介類の自給率等の推移漁業、養殖業の生産量の推移

資料：農林水産省｢漁業・養殖業生産統計｣

影響度

○ 現段階で、我が国の食料供給に影響は発生していないが、今後も漁業・養殖業生産量が減少すると、将来的

には食生活に影響を与える可能性がある。
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国際交渉への対応
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○ 国際交渉に当たっては、食料輸入国である我が国の立場を最大限に反映することを念頭に置きながら、各国の農業が相互に
発展できるルールの確立を目指す。

○ WTO農業交渉については、我が国も含めた各国の農政改革等近年の情勢変化も踏まえつつ、輸出国と輸入国の権利義務の
バランスのとれた貿易ルールの確立に向け、我が国の主張を最大限反映させる取組を継続する必要。

○ ＥＰＡについては、我が国はアジアを中心に13の国や地域と締結済み。豪州とは2014年７月に日豪首脳が協定に署名。モンゴ
ルとは2014年７月に大筋合意。
現在、ＴＰＰ、日ＥＵ・ＥＰＡ、ＲＣＥＰ、日中韓ＦＴＡ等グローバルな経済活動のベースとなる経済連携を同時並行で進めており、交
渉相手国の輸出関心を把握した上で、農林水産業への影響や食の安全・安定供給の確保等に十分に配慮し、交渉を行う。

国際交渉への対応 ＷＴＯ農業交渉や各国とのＥＰＡ・ＦＴＡ交渉の推進

○ WTO交渉については、2013年12月の

バリ閣僚会議（MC9）での合意を受け

て、貿易円滑化協定等からなるバリ

パッケージの実施と、ドーハラウンドの

残された課題を扱う作業計画の作成

が課題。一方で、公的備蓄等の扱いを

懸念する一部途上国の反対により、本

年7月末までに予定されていた貿易円

滑化協定に関する議定書の採択が行

われず、今後の交渉は不透明な状況。

○ 我が国としては、今後の議論におい

て、各国の農政改革等最近の状況変

化も踏まえ、世界の食料安全保障を確

保し、「多様な農業の共存」が可能とな

る貿易ルールを確立することが重要で

あること等について、引き続き主張して

いく。

ＷＴＯ農業交渉 ＥＰＡ・ＦＴＡ交渉

締結済の国・地域
（13か国・地域）

シンガポール、メキシコ、マレーシア、チリ、タイ、インドネシア、ブルネイ、ＡＳＥＡＮ、
フィリピン、スイス、ベトナム、インド、ペルー

相手国等 協議等の状況

署

名
豪州

・2007年4月から交渉を16回実施

・2014年4月の首脳会談で大筋合意

・2014年7月に日豪首脳が協定に署名

ﾓﾝｺﾞﾙ
・2012年6月から交渉を7回実施

・2014年7月の首脳会談で大筋合意

交

渉

中

ｶﾅﾀﾞ ・2012年11月から交渉を6回実施

ｺﾛﾝﾋﾞｱ ・2012年12月から交渉を7回実施

日中韓 ・2013年3月から交渉を5回実施

EU ・2013年4月から交渉を6回実施

RCEP※1 ・2013年5月から交渉を5回実施

TPP※2 ・2013年7月第18回交渉会合から参加

相手国等 協議等の状況

交

渉

中

AJCEP

※3

・物品貿易等については2008年４月に

署名。同年12月から発効

・現在、サービス章及び投資章につい

て、交渉中

ﾄﾙｺ

・2012年11月から共同研究を２回実施

し、2013年７月に共同研究報告書を

公表。2014年１月の日トルコ首脳会

談でＥＰＡ交渉開始に合意。

GCC※4 ・2006年９月から交渉を２回実施

韓国

・2004年11月に交渉中断

・2008年６月以降、実務レベルの協議

を継続。直近は2011年５月に開催

※１ ＲＣＥＰ：東アジア地域包括的経済連携。ＡＳＥＡＮ10か国にＥＰＡ／ＦＴＡを有する日中韓印豪ＮＺ６か国が交渉に参加する広域経済連携。
※２ ＴＰＰ協定交渉参加国：シンガポール、ＮＺ、チリ、ブルネイ、米国、豪州、ペルー、ベトナム、マレーシア、カナダ、メキシコ、日本。
※３ ＡＪＣＥＰ：日ＡＳＥＡＮ包括的経済連携。
※４ ＧＣＣ（湾岸協力理事会）加盟国：バーレーン、クウェート、オマーン、カタール、サウジアラビア、アラブ首長国連邦。

交
渉
延
期
・

中
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中
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筋

合
意
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渉
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始

合
意
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