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1990年代は国内外の
食料経済にとって
大きな転機だった

2010年代を過ぎて
食料経済は
新たな転機を迎えている
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FAO食料価格（分類別、月次）

資料：FAOSTAT 3

国際価格は少しは落ち着いてきたのか…



FAO食料価格（長期時系列）

資料：FAOSTAT

1990年代は工業製品の価格の
動きに比べて落ち着いていた

21世紀になって継続して
上昇している

4



構成

1. 食料問題のいま

• 食料価格高騰

2. 食料問題における1990年代の意味

• 世界の食料（穀物）生産

• 食料経済の地政学

3. わが国の食料をめぐる事情

• 食料自給率

• 国内生産

• 食料輸入

• 食料消費

4. 食料問題と環境問題のジレンマ

• 国連食料システムサミットとSDGs

• 栄養不足人口

• 環境問題と農業

5



資料： UN World Population Prospects 2019, The World at Six Billion

年

世界の人口の推移

人類史において特異的
驚くべき人口の急拡大
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出典：Kees Klein Goldewijk, Arthur Beusen, Gerard van Drecht and Martine de Vos ‘The HYDE 3.1 spatially explicit database of 
human-induced global land-use change over the past 12,000 years’, Global Ecology and Biogeography, 2011. Vol.20, No.1, pp.73–86

耕作地の変遷
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出典：Kees Klein Goldewijk, Arthur Beusen, Gerard van Drecht and Martine de Vos ‘The HYDE 3.1 spatially explicit database of 
human-induced global land-use change over the past 12,000 years’, Global Ecology and Biogeography, 2011. Vol.20, No.1, pp.73–86

牧草地の変遷
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資料： UN World Population Prospects 2019

1961年
30.9億人

2019年
77.1億人

戦後の世界の人口（指数：1961=1 ）

60年弱の間に人口は2.5倍
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資料： UN World Population Prospects 2019, FAOSTAT

幸いにして食料不足は起こらなかった

戦後世界の人口と穀物生産（指数：1961=1）

育種改良、灌漑の拡大、農法の改善、化学肥料や農薬等の利用増
ルース・ドフリース『食糧と人類』
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資料：FAOSTAT 注：2013年にFood Balance Sheetの推計方法が変更したため不連続

穀物利用の推移：食料と飼料（世界）

飼料にまわす
余裕ができた
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資料：FAOSTAT

動物性食料消費の割合（世界平均）

たんぱく質摂取の比率を高める
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資料：FAOSTAT 注：2013年にFood Balance Sheetの推計方法が変更したため不連続

世界の食料事情（穀物および食肉の１人当たり供給量）

1990年代は転機 1990年代に何があった？
・ソ連崩壊
・WTO発足
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輸出単価の推移（世界平均）

資料：FAOSTAT

トウモロコシ

米

大豆

小麦

ソ連で小麦大不作
大量輸入（1972）

世界的大豆不作（1973）
米大豆禁輸

穀物不作（2007～2008）
原油価格高騰
↓
バイオ燃料需要増

地政学的変化長い緑の革命と安価な食糧
ジェイソン・ムーア『生命の網のなかの資本主義』
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資料：FAOSTAT

ソ連の小麦生産は90年代に崩壊

旧ソ連（ロシア、ウクライナ）の小麦生産は
2010年以降完全復活アメリカは小麦生産を

拡大しなくなった

小麦生産量の推移
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資料：FAOSTAT

アメリカは小麦輸出を
拡大していない

ソ連は小麦の輸出余力がなかった

小麦輸出量の推移

ロシアや
ウクライナが

小麦を輸出する
ようになった
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資料：FAOSTAT

アメリカはトウモロコシ生産を
拡大した→バイオエタノール

トウモロコシ生産量の推移
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資料：FAOSTAT

アメリカは
トウモロコシ輸出を
拡大していない

トウモロコシ輸出量の推移

EUやウクライナが
トウモロコシ輸出を拡大した
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わが国の食料自給率の推移

資料：農林水産省「食料需給表」

供給熱量ベースの総合食料自給率の時期区分
[Ⅰ期] 低減期 [Ⅱ期] 急落期 [Ⅲ期] 維持期 [Ⅳ期] 低減期 [Ⅴ期] 維持期 [Ⅵ期] 漸減期
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自給率の変化要因：総供給熱量（分母）と国産総供給熱量（分子）

資料：農林水産省「食料需給表」

供給熱量 国内供給（分子）
ベースの総合＝─────────
食料自給率 国内消費（分母）

※国内供給＝1人1日当たり国産供給
熱量×人口

国内消費＝1人1日当たり供給熱量
×人口

[Ⅰ期] 低減期：
国内消費増加＋国内供給維持

[Ⅱ期] 急落期：
国内消費増加＋国内供給減少

[Ⅲ期] 維持期：
国内消費増加＋国内供給増加

[Ⅳ期] 低減期：
国内消費増加＋国内供給減少

[Ⅴ期] 維持期：
国内消費減少＋国内供給減少

[Ⅵ期] 漸減期：
国内消費維持＋国内供給減少

赤字：自給率低下要因
青字：自給率向上要因

Ⅰ期 Ⅱ期 Ⅲ期 Ⅳ期 Ⅴ期 Ⅵ期
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1人1日当たり供給熱量の推移

資料：農林水産省「食料需給表」 22

↑
1996年がピーク

・そもそも欧米諸国とくらべて供給熱量の水準は低い
・戦後にこの数値は急伸しなかった



1人1日当たり供給熱量の推移（FAO推計値）

資料：FAOSTAT Food Balance Sheet (Old Methodology) 23



自給率の変化要因：食料消費構造の変化

出典：農林水産省食料・農業・農村政策審議会企画部会資料（2019年11月12日）

1965年 1998年 2018年

○自給率の高い米の消費が減少し、自給率の低い畜産物や油脂類の消費が増加したことが総合自給率を下げる結果となった。
○以前は品目自給率が100％を超えていた魚介類が自給率を下げて現在は60％前後になっている。
○戦後消費が拡大した畜産物は6割程度自給できているが、輸入飼料に依存した生産であるために実質的な自給率は15％程

度にすぎず、そのうち食肉については1980年後半からは輸入が増えていてその品目自給率が低下し続けている。
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○ 我が国の食料供給は、国産（38％）と、米国（23％）、カナダ（11％）、豪州（９％）、ブラジル（３％）からの輸入で供給熱量の大部分
（84％）を占めている。

○ 小麦、大豆、飼料、油脂類等の自給率は低く、大部分を輸入に依存。
○ 穀物、油糧種子について、その輸入量を生産するために必要な海外の農地面積は日本の農地面積の2.1倍に相当し、すべてを国産で賄うことは不可能。

注１：輸入熱量は供給熱量と国産熱量の差とし、輸出、在庫分は捨象した。
注２：主要品目の国・地域別の輸入熱量を、農林水産省「令和３年農林水産物輸出入概況」の各品目の国・

地域毎の輸入量で按分して試算した。
注３：輸入飼料による畜産物の生産分は輸入熱量としており、この輸入熱量については、主な輸入飼料の国・地

域毎の輸入量（TDN（可消化養分総量）換算）で按分した。

○ 我が国の供給カロリーの国別構成（試算）：2021年度

0 200 400 600 800 1,000

資料：農林水産省「食料需給表」、「耕地及び作付面積統計」等を基に農林水産省で試算。
（※）輸入している畜産物の生産に必要な牧草・とうもろこし等の量を当該輸入相手国の単収

を用いて面積に換算したもの。大豆油の搾りかすや小麦ふすま等も飼料として活用。
注：１年１作を前提。

田
241

畑
201

小麦
184

とうも
ろこし
151

大豆
96

畜産物
（※）
274

その他作物
（なたね、大麦等）

206

国内農地面積の
２．１倍相当

（万ha）

海外に依存している
輸入品目別の

農地面積（試算）

913万ha
（2016～2018年）

国内農地面積

442万ha
（2018年）

○日本の農産物輸入量の農地面積換算（試算）

出典：食料・農業・農村政策審議会基本法検証部会
（令和4年10月18日）資料を改変

供給カロリーの国別構成・食料の輸入依存
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農業産出額の推移

資料：農林水産省「生産農業所得統計」「農業物価統計」

○農業産出総額は名目で1984年、実質で1986年がピーク。
○野菜、畜産、生乳の実質産出額はここ数年緩やかに増加しているが、米、麦、果実は低下し続けている。
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農家数等の推移

資料：農林水産省｢農林業センサス」「農業構造動態調査」

○農家も農業経営体も戦後大きくその数を減少させていて、その減少ペースは長い期間続き、下げ止まる様子は見られない。

（千戸、千経営体）

※1990年に農家の定義変更
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農業労働力等の推移

資料：農林水産省｢農林業センサス」「農業構造動態調査」

○いずれの指標でみても農業労働力は大幅に減少しているが、その中で片手間に農業に係わる人が大きく減っている。

※グラフ内の数字は1990年に対する2019年の値（百分比）1989年以前は総農家、1990年以降は販売農家、2020年以降は個人経営体の値

（千人）
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耕地利用率の推移

資料：農林水産省「耕地面積統計」

○田、畑ともに転用が進んで、総面積が年々減少している。
○耕地利用率も年々低下していて、1990年代半ばには100％を下回る状況が常態化している。

（右軸）

29



農業総資本形成（投資）の推移 ※実質（2015年基準）

資料：農林水産省「農業・食料関連産業の経済計算」

○機械・建物・動植物に関する年間実質投資額は1970年代以降、低下し続けていたが、2010年ごろから増加し始めている。
○土地改良投資は政府の方針によって動向が左右されて、1990年代後半から大きく低下した。
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期間別全要素生産性（年変化率％）

全要素生産性 総投入総産出

出典：OECD (2019), Innovation, Agricultural Productivity and Sustainability in Japan（日本のイノベーション、農業生産性
および持続可能性）, OECD Food and Agricultural Reviews, OECD Publishing, Paris.

https://doi.org/10.1787/92b8dff7-en

○実質農業産出額（総産出）は1990年代以降減少しているが、その理由は総投入が減少し続けているため。
○総投入が大幅に減少しているほどには総産出が減少していないのは、全要素生産性の伸びが貢献。
○今後も労働投入が増加に転じることは期待できず、労働力不足を補完するためには今後も全要素生産性が伸びていくこと

が求められるが、それには技術進歩に結び付く関連投資が必要（スマート農業の推進）。
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資料：企業物価指数〔2015年基準〕・円ドル為替レート（日本銀行）、消費者物価指数〔2020年基準〕（総務省）
注：円ドル為替レートは「東京市場 スポット 17時時点/月中平均」

※2022年9月まで

物価と為替

･円高基調（円安に振れた時期も）
･デフレの長期継続：

消費者物価が上がらない
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資料：UN Comtrade 注：BEC11類「食料・飲料」（一次） BEC12類「食料・飲料（加工）」の値

わが国の食料輸入動向

･円高、貿易自由化もあって食料輸入増
･デフレ下で（製品価格が上がらず）安い原料（一次加工品、調整品）を求めた
･90年代以降に展開した多様で豊かな食の背景
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資料：農林水産省「農林漁業及び関連産業を中心とした産業連関表」「食料需給表」

（兆円） （兆cal）

飲食料の最終消費額（実質：2015年基準）

1995年以降下がった理由は？
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資料：農林水産省「農林漁業及び関連産業を中心とした産業連関表」「食料需給表」

飲食費変化の要因分解（年平均変化率）

90年代後半は食品単価の下落

00年代後半は
栄養摂取量の低下
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資料：農林水産省「食料需給表」、厚生労働省「国民健康・栄養調査」

カロリー摂取動向（1人1日当たり）
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※ 「食料需給表」では生産・貿易等統計により、年マクロベースで把握。
「国民健康・栄養調査」では11月に実施する消費者調査により、日ミクロベースで把握。

資料：農林水産省「食料需給表」、厚生労働省「国民健康・栄養調査」

供給と摂取の違い（1人1日当たりのｇ数）2019年の値

37

食料需給表
国民健康・
栄養調査

比率

A B A/B

米 160.5 301.4 0.53

米以外穀類 119.8 109.3 1.10

いも類 62.4 50.2 1.24

砂糖類 48.8 6.3 7.75

豆類 25.2 60.6 0.42

野菜 282.0 269.8 1.05

果実 126.6 96.4 1.31

魚介類 121.7 64.1 1.90

肉類 138.7 103.0 1.35

卵類 56.5 40.4 1.40

乳類 261.0 131.2 1.99

油脂類 55.6 11.2 4.96



資料：農林水産省「食料需給表」、厚生労働省「国民健康・栄養調査」

たんぱく質消費動向（1人1日当たり）
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資料：農林水産省「食料需給表」、厚生労働省「国民健康・栄養調査」

脂質消費動向（1人1日当たり）
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資料：厚生労働省「国民健康・栄養調査」 ※調査方法や栄養成分表の変更が推計値に与える影響に注意

栄養素摂取の推移（1995年=1とする指数）

40

90年代後半～00年代は
すべての栄養摂取が低下

90年代前半まではメリハリのある
栄養摂取の変化

10年代には栄養摂取が
増加傾向に転換
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• プレサミット 2021年7月26～28日

• メインサミット 2021年9月23～24日

• 国連事務総長の議長サマリー・行動宣言

• 包摂的で変革的な食料システムは、飢餓の撲滅を達成するための進歩
を育む

• 人々、地球、繁栄のための解決策に焦点を当てた、「人々のサミット」

• 食料システムの変革

• 人々の栄養、健康、幸福に貢献し、自然の回復及び保護に貢献し、
気候に中立で、地域状況に適応し、人間らしい仕事と包摂的な経済
力を提供する形態の、人口増加に対応可能な食料供給に焦点が当
てられている

• 2030年のSDGs達成に向けた、食料システム変革のためのさらなる前進

• 全ての人々への栄養の供給

• ネイチャーベースの解決策の推進

• 公平な生計、ディーセントワーク及び力のあるコミュニティの推進

• 脆弱性、ショック、ストレスに対する強靭性の構築

• 実施手段の支援

https://www.un.org/en/food-systems-summit/

国連食料システムサミット2021
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• 1996年世界食糧サミット（ローマ）

（World Food Summit: WFS）

※世界的な穀物価格が急騰した2008年に臨時の食糧サミット開催

• 2000年国連ミレニアム・サミット（ニューヨーク）

ミレニアム開発目標

（Millennium Development Goals: MDGs）
目標1 極度の貧困と飢餓の撲滅

 1990年と比較して1日の収入が1米ドル未満※の人口比率
を2015年までに半減させる。

 1990年と比較して飢餓に苦しむ人口の割合を2015年までに
半減させる。

※現在の国際的な貧困基準（extreme poverty line）は1日当たり1.25ドル（2005年
購買力平価レート）、1.90ドル（2011年購買力平価レート）

食糧サミットとミレニアム・サミット
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出典：FAO The State of Food Insecurity in the World 2015

ミレニアム開発目標は
ほぼ達成（MDGs）

↓
持続可能な開発目標

（SDGs）へ

栄養不足人口（人数）
栄養不足人口（比率）

（百万人） （％）

SDGｓ策定の背景
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出典：FAO The State of Food Security and Nutrition in the World 2022 (Figure 2)

栄養不足人口の動向

SDGs時代になって以降、栄養不足人口が減っていない

コロナによってさらに悪化
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資料：World Population Prospects 2022

世界の人口（国連推計）
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資料：World Population Prospects 2022（中位推計）

世界と途上国の人口の推移と予測（中位推計）

2086年がピーク

2100年までには
ピークに至らない
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資料：World Population Prospects 2022（中位推計）

地域別にみた人口の推移と予測（実数）

アジアの飢餓は深刻だが、
2050年ごろに人口が
減少し始めるので、改善するか？

アフリカは
人口が増え続けるので
飢餓の拡大が懸念される
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出典：環境省「環境白書・循環型社会白書・生物多様性白書（平成29年版）」

「気候変動」「生物圏の一体性」「土地利用変化」「生物地球化学的循環」
については、人間が安全に活動できる境界を越えるレベルに達していると指摘。

地球の限界（プラネタリー・バウンダリー）

農業が問題
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食料生産における窒素循環（世界計）

出典: Smil, Vaclav (2001) Enriching the Earth, The MIT Press, p.157
※1990年代半ばの1年間の窒素含有量（窒素換算百万トン）

栽培植物
由来 21

※うち半分は
化学肥料から

の窒素

種子
3

非食用作物
60

食用作物
23

牧草
10

廃棄
3

飼料向け残渣
3

廃棄
1

植物性食料
16

水産食料
1.5

動物性食料
9

食料
25

飼料で
飼育された
動物性食料

5

放牧 肥育
小売

加工・保管

作物
60

放牧地で
飼育された
動物性食料

2.5

飼料用作物
20畜産物は迂回生産

stockとしての
意義はあるが
無駄が多い
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動物性食料を生産するには……

注：アメリカの事例
出典: Smil, Vaclav (2001) Enriching the Earth The MIT Press, p.165

可食部1kgを
生産するために
必要な穀物

タンパク質変換率
穀物→畜産物の
タンパク質残存率

牛乳 1.1 kg 30%

卵 2.8 kg 30%

鶏肉 4.5 kg 20%

豚肉 7.3 kg 10%

牛肉 20.0 kg 15%

養殖魚（鮭） 1.4 kg 40%

牛肉生産は、熱量供給の面でも
タンパク質の生産の面でも特に非効率
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飼料の内訳

資料: FAOSTAT

1961(旧推計) 2010(旧推計) 2010(新推計) 2019(新推計)

百万トン ％ 百万トン ％ 百万トン ％ 百万トン ％

トウモロコシ 147 26.3 467 33.3 482 43.1 674 47.6

小麦 19 3.5 107 7.6 107 9.6 129 9.1

大麦 44 7.8 86 6.1 85 7.6 89 6.3

ソルガム 16 2.9 27 1.9 25 2.3 20 1.4

米 5 0.8 33 2.4 33 3.0 32 2.3

その他穀物 58 10.4 39 2.8 38 3.4 42 3.0

キャッサバ 16 2.9 74 5.3 79 7.1 90 6.3

イモ類 83 14.8 81 5.8 76 6.8 77 5.4

砂糖類 22 3.9 37 2.6 39 3.5 87 6.1

ホエイ 92 16.4 74 5.3 22 2.0 28 2.0

魚類 9 1.7 22 1.6 22 1.9 23 1.6

大豆かす 13 2.4 166 11.9 n.a. -- n.a. --

その他 35 6.3 187 13.4 109 9.8 125 8.9

合計 560 100.0 1401 100.0 1117 100.0 1415 100.0
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1トンのタンパク質を生産するには……

植物性食品 動物性食品

土地利用：耕地・牧草地（ha）
淡水消費：天水・灌漑（1,000m3）
農業生産・土地利用変化による温暖化ガス排出量（CO2換算トン）

小麦 米 ﾄｳﾓﾛｺｼ 豆 いも 養殖
魚

卵 豚 家禽
肉

酪農
品

牛肉

出典: IFPRI Global Food Policy Report 2016, p.71

畜産物生産では、
（飼料を介して）
間接的に
多くの土地と水を
必要とする。

牛肉はGHG排出が
著しく多い
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人類

家畜

野生種

現在10万年前

バ
イ
オ
マ
ス
量
（
ギ
ガ
ト
ン
：
炭
素
）

出典：Yinon M. Bar-On et al. ‘The biomass distribution on Earth’, PNAS 115(25), 2018, 
Fig. S5 (Supplementary Information Appendix)

地球上の哺乳類生息状況の推定（バイオマス炭素量による把握）

人類は自らが増える
とともに、
自分たちにとって
都合の良い
種だけを増やして、
生物多様性を
著しく低下させた
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生産増産

環境悪化食料保障
好転

環境改善

生産抑制

食料保障
悪化

食
料
問
題

環
境
問
題

食料問題と環境問題のジレンマ
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環境改善

生産抑制

食料保障
好転

フードシステム効率化

食料保障と環境改善を両立させるには（１）

生産を抑制しても
食料問題を起こさないようにするには？
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環境改善

食料保障
好転

環境対策技術

生産増産

食料保障と環境改善を両立させるには（２）

生産を増やしても
環境問題を起こさないようにするには？
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• 複雑化する食料問題

• 食料生産は確実に増加

• （しかし）飢餓・栄養不足人口の再増加という実態

• 人口成長が続き、栄養不足悪化への懸念

• ローカルな環境問題：増産による資源枯渇、化学物質多投

• 地球環境問題＝温暖化ガス排出：食料消費構成に起因

• 食料増産で対応すべきなのか？

• 食料システム不全がもたらす食料保障上の問題

• 持続可能な社会を実現しながら食料問題を解決

→農業を超えた食料システム全体の改善が必要

• 持続可能な社会を実現する駆動力としての食行動の変容への期待

→ 倫理的消費への期待

• 食料システムの効率性改善の一環で食品ロスの削減のため、情報技術の
活用の検討

食料問題まとめ

2050年（タンパク質危機）までに
解決できるか？

←ジレンマ
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