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○ 事業の目的 

現在、平成 27年 3 月に策定予定の次期食料・農業・農村基本計画の検討と併せて、緊急

時（食料不足時）における国内農業生産による潜在的な供給能力を示す「食料自給力」の

検討が行われている。この検討の参考にすべく、海外からの食料輸入が途絶え食料が不足

した場合に、国内の農地を活用して増産や作付転換を図ることで自国民への食料（熱量）

を供給することを政府のプログラムに盛り込んでいる英国、スイス及びノルウェーの事例

について、食料安全保障の概念および定義を把握し、対応する法令について調査する。そ

して、その法令を基に、どのような食料安全保障を担保するための緊急時の生産対応プロ

グラムが作成・施行されているかを明らかにするものである。 

 

○ 調査方法 

本調査は主に緊急時における食料安全保障に対する考え方を明らかにし、それを確保す

るための法令及び施策を文献調査で詳らかにする。また、施策としての緊急時の生産対応

プログラムの内容を調査し、調査対象国間で相違点を検討する。文献調査で足りない部分

は、専門家等へのインタビューで補完する。 

 

1．文献の収集 

英国、スイス及びノルウェーの緊急時の生産対応プログラムについて、 

インターネットや海外のコンサルティング会社等を通じ、関連する文献（研究論文や政府

文書等）の収集を行った。 

 

2．現地調査 

英国、スイス及びノルウェーの緊急時の生産対応プログラムについて、現地の政府機関

や研究機関等から聞き取り調査や資料の入手を行った。 
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○ 調査対象国の比較による食料安全保障の考え方及びアプローチの相違点     

調査対象国である英国、スイス及びノルウェーの食料安全保障に関する考え方及びアプ

ローチの相違点についていくつかの傾向があることが明らかになった。（表 1参照） 

まず、食料安全保障の考え方について、英国とノルウェーは国内生産を基本としつつ、

貿易を緊急時の食料供給方法として積極的に活用することを明らかにしている。一方、ス

イスは国内生産を特に重要視していることが理解できる。そのため、国内生産や貿易の捉

え方にも違いが表れている。例えば、スイスは国内生産を担保するために、平常時から世

界市場の影響を受けないよう国内農業を保護する方針を取っている。英国やノルウェーは

国内農業を育成しつつ、EU 内外の貿易相手国を多様化することで、来るべきリスクの分散

を図っている。 

＜表 1. 欧州 3 か国の食料安全保障について＞ 

国 項目 特記すべき点 

英国 考え方 世界情勢に対応しつつ国民に十分なカロリーを供給する。

将来の食料システムの管理は国内・国際両面から行う必要

がある。 

国内生産 英国農業の潜在的カロリー供給は、相当な規模での家畜生

産の減少を仮定するならば、十分可能である。国内の食品

チェーンや供給システムの分断に備え、国民を孤立させな

いようにする必要がある。 

貿易 食料輸入に関する貿易相手国の多様化を重視。リスクの分

散に務める。緊急時に対応できるように港湾の整備を行う。 

スイス 考え方 多角的な食料の国内生産を行い、スイス国民にカロリー供

給を確保する。 

国内生産 観光産業のための景観保護を考慮しつつ、国民のためのカ

ロリー供給を確保するための農地を保全する。計量モデル

による戦略的食料供給モデルの適用。 

貿易 平常時の自由貿易による国内農業産品の生産規模縮小が起

こらないように補助を行う。輸入は国内供給を担保するた

めに制限されるべきものである。 

ノルウェー 考え方 貿易を考慮しつつ国民に十分なカロリーを提供する。 

国内生産 現在輸出している穀物・水産物を国内消費に回す。備蓄の

強化。 

貿易 穀物の輸入依存度が高いため、緊急時に輸入できる貿易相

手国の多様化による代替シナリオの準備。 
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また、特徴的なこととして、輸入の多様化をリスク分散の手段のひとつとしている英国は、

輸入のための港湾整備だけでなく国内の物資の供給手段や物流について力を入れている。

いかに遅滞なく必要な食料を国内様々な地域に住む国民に供給するかを考慮しているのが

明らかになった。 

一方、スイスは第 2 次大戦下の食料自給計画であるワーレン計画の影響を現在も受けてお

り、永世中立国である背景から緊急時のリスク分散としての貿易という選択肢については、

優先順位が低いことが明らかになった。また、食料安全保障戦略のための供給管理分配決

定サポートシステム（DDSS-ESSA）という計量モデルを導入することにより需給バランスに

対する政策の指針にしている。 

ノルウェーは歴史的に見て、穀物の輸入依存度が高く、緊急時に輸入が止まり穀物の供給

が止まるというリスクの回避を念頭に置いている。そのため、EU 諸国を中心に輸入相手先

の多様化を図っている。また想定されうる緊急時のシナリオに対応した備蓄の強化や物流

の対応力強化を図っているのが特徴である。 

 

 

○ 調査対象国の緊急時の生産対応プログラム 

詳細は、国別レポートの要約と分析に譲るが、英国、スイス及びノルウェーの緊急時の生

産対応プログラムを調査したところ、その結果は以下のとおりとなった。 

 

1．英国 

自国の食料安全保障の中で「緊急時の英国農業の生産能力」を試算しており、現状の

英国農業は緊急時においても国民に必要なエネルギーを供給できる能力を有している

と評価されている。 

 

2．スイス 

食料輸入が途絶えた場合等を想定して、供給管理分配決定サポートシステムというモ

デルによってシミュレーションを行っており、このシミュレーションによるとカロリー

の高い農産物への生産転換等により 1 人・1 日当たり 2,300 キロカロリーの確保が可能

であると試算されている。 

 

3．ノルウェー 

冷戦期においては、カロリーが最大となるように農業生産のパターンを変化させるこ

とが農業部門の不測事態対応計画に盛り込まれていたが、冷戦終結後は生産政策や貿易

政策等のポリシーミックスに重点が置かれている。 

 

 

4 
 



○国別レポートの要約と分析：英国 

英国の食料安全保障の取組 

英国における食料安全保障政策の背景 

英国の食料政策の専門家は、英国の食料システムに脆弱性をもたらす原因は、（政治的な

ものではなく）グローバリゼーションによって引き起こされる経済的又は環境的要因と考

えている。 

（経済的要因） 

• 石油等のその他の商品市場の急激な変化は農産品市場における価格変動と相関してい

る。一般的に食料価格の変動は経済的要素の変化と国内外の商品市場に関する管理体制

によって影響を受ける。 

• 世界的に見れば、食料問題は慢性的な飢餓の問題を抱えており、その生産の持続性が問

われている。 

• 食料価格に大きな影響を与える商品は石油であり、それによる価格変動は大きい。また、

石油価格変動はエネルギー、石油化学製品、肥料の価格を通じて食料生産に影響を与え

る。石油価格は他にも運搬コストに波及し、食料価格に影響を及ぼす。 

（環境的要因） 

• 干ばつ、洪水、ハリケーンなどの異常気象は該当地域の食料生産に大きな損害を与える

可能性がある。現在の気候予測モデルによると、気候変動の兆候として異常気象の頻度

及び影響は大きくなるものと推測される。  

 

英国における食料安全保障政策の特徴 

現在、英国の食料は国内外の市場と政策によって左右されており、国内供給は食料と関

連製品の貿易によって決定されている。英国の食料自給率は60％程度であって十分高いも

のと考えられているが、気候変動や世界規模の食料需要に対する政府の対応いかんによっ

ては、持続可能性は保証できない。専門家は、食料生産に関して国際市場の潮流や生産に

大きな影響を与える気候変化について適切な政策対応をする必要性を説いている。また、

食料不足よりもサプライチェーンの断絶による影響が英国の食料安全保障に大きな影響を

与えることも指摘している。 

 

したがって、食料安全保障とは、環境・食料・農村地域省（Defra）、ビジネス・イノベ
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ーション・技能省（BIS）、エネルギー・気候変動省（DECC）等の協力が求められる多面的

問題であるという認識が共有されている。環境・食料・農村地域省がリーダーシップを取

りつつ、これらの省庁が協働し、政府と協力することが求められている。ひいては、食料

安全保障コーディネーターが任命され、省庁間の調整をすることが要望されている。 

文献調査及び専門家へのインタビューによって明らかになったのは、英国の食料安全保

障に対する姿勢は、国内外における食料サプライチェーンの対応力を高めることに集約さ

れている。この点において、現状の食料輸入が英国の食料安全保障を維持する最も対応力

のある方法と認識されている。 

 

大部分の輸入食料は英国に友好的な EU 諸国から来ており、相手国の経済的利益にも貢献

している。英国は「食料安全保障は単純に、生産において自給可能になることではない」

と考えている。 実際、国内生産の増加は食料安全保障の不安定化を促し、かえって外部か

らの輸入に依存することが食料安全保障を高めている。英国上院（貴族院）委託の「食料

安全保障：2014年-2015 年レポート第 2版」では、「食料供給の多様化は、病虫害や天候被

害、その他の国内生産の阻害要因からのセーフガードになっている」と結論づけている。  

 

 

英国における緊急時の生産対応プログラム 

英国については、自国の食料安全保障の検証において、「緊急時の英国農業の潜在能力」

の試算を行っている。具体的には、図 1 のとおり、輸入が途絶えた場合に国内農業で 1 人

当たり必要エネルギーをどの程度賄えるかを複数のパターンで試算しており、全てのパタ

ーンにおいて、1 人当たり必要エネルギーを超えるという結果となっている。したがって、

現状の英国農業は緊急時においても国民に必要なエネルギーを供給できる能力を有してい

ると評価することが可能であり、この試算を行った環境・食料・農村地域省においても、

英国の食料安全保障上、国内農業の潜在能力よりも国内の食料サプライチェーンの対応能

力等が課題であると評価している。 
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＜図 1．英国農業の潜在能力＞ 

 

 

 

英国が描く食料安全保障政策の将来像 

英国の食料安全保障に関する将来的な構想は、エネルギー保障や気候変動などを含んだ

世界規模の課題に対して国際的な提携関係を築く上で主要な役割を果たすことである。食

料やエネルギーが商品化されている現状から、インドや中国といった新興国における食料

の安定的な分配を確保することが、英国における食料供給や価格の安定に影響を与えるだ

ろう。また、特に気候変動に脆弱な発展途上国における飢餓の問題については、その需要

が世界の食料市場に影響を与えるため、世界規模で取り組まねばならない問題である。 

 

英国内では、税関のある港湾や運搬に必要な道路施設まで考慮した食料サプライチェー

ンの物流管理が食料安全保障において重要である。物流は、ストライキの様な内部的な問

題だけではなく気候変動などによる港湾機能の低下といった外部的な要素による脆弱性も

指摘されている。英国政府は現在、この点について最優先で取り組んでいる。 

 

0 2000 4000 6000 8000

現在の穀物生産、園芸生産、畜産生産から

のエネルギー（飼料は現在の国産と輸入と

の混合とする） 

現在の耕作地での穀物生産からのエネル

ギー 

潜在的に耕作可能な土地での小麦生産から

のエネルギー 

潜在的に耕作可能な土地での有機的方法に

よる小麦生産からのエネルギー 

1人・１日当たりのカロリー 

英国保険省試算に

よる大人に必要な

カロリー 
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○国別レポートの要約と分析：スイス 

スイスの食料安全保障の取組 

スイスにおける食料安全保障政策の背景 

スイス国民は自国生産の食品の購入を希望している。これは実際に、2014 年夏に実施さ

れたスイス農民組合の「食料安全保障イニシアチブ」において、3 か月間という異例の早さ

でスイス国民の 1.9％にあたる 15万人の署名が集められたことからも示されている。 

政策的には、スイスの食料供給政策は密接に以下を背景としている。 

 スイス連邦共和国憲法 104a 条は農業部門が「国民に確実な食料供給」を保証する義務

を規定 

 農業政策とその目標 

 緊急時における経済政策 

 

 

スイスにおける食料安全保障政策の特徴 

平常時のスイスにおける食料供給は、国内の利用可能な農地の制約から自給生産は 50％

程度のため、輸入に大きく依存している。自給できない部分は、輸入もしくは原料を輸入

し加工することで補っている。 

緊急時、スイス国民は第 2次大戦中（1940 年‐1945年）にワーレン計画で示されたよう

に行動する意識が国民の中にあり、国民に対して、行政による呼びかけも常に行っている。

さらにスイスは漸さ進的に食料において自己依存の傾向を強めている。これは食料備蓄の

奨励や耕作可能農地の拡大、1人当たり食料消費の低下等の「年間食料維持計画」の効果で

あり、食料輸入ゼロを目標に進められている。 

スイスの農業部門は、「直接給付」と呼ばれる助成金を通じて連邦政府から支援を受け

ている。また、政府からの制約を受ける代わりに、全体で 28億スイスフランが農業者に支

給されており、1 戸当たり所得の 25％～30％相当額が分配されている。支給金額の多寡に

ついては議論が存在しており、補助金等資金援助を受け入れる代わりに政府からの様々な

制約があるため、企業家精神に乏しくなっていると主張する声もある。また、農業生産性

の低さやコスト高、輸入品への過剰な関税により、直接給付の支給があるにもかかわらず

食料価格が高いと主張する専門家もいる。しかし、依然として直接給付は農業政策におい

て重要な位置を占めている。 
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スイスにおける緊急時の生産対応プログラム 

スイスについては、食料安全保障上、国内の農業生産を重視しており、食料の輸入が途

絶した場合等を想定して、供給管理分配決定サポートシステムというモデルによって、図 2

のとおり、シミュレーションを行っている。このシミュレーションによると、半年間は備

蓄により 1人・1日当たり 3,300 キロカロリーの確保が可能であり、その後は、カロリーの

高い農産物への生産転換等により 1 人・1 日当たり 2,300 キロカロリーの確保が可能である

と試算されている。 

＜図 2．緊急時の食料供給プログラム＞ 

 

スイスが描く食料安全保障政策の将来像 

将来的なスイスの食料安全保障について、食料の安全保障と国内での食料自給を切り離

して考える必要がある。部分的輸入や他国との合意により、食料安全保障は部分的であっ

ても補完されることが可能である。ただ、緊急時の「危機的状況」については不確実であ

り、国境が完全に封鎖されるか、もしくは部分的にせよ解放されているかは予測すること

栄養計画の構想：オープン耕作地の面積増加、 

栄養レベルの減少及び準備金の導入 
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は不可能である。スイス連邦は、ヘッテンシュヴァイラー氏とフルーリー氏による実際の

調査を基に開発された計量モデルにより食料需給を予測しており、その内容はレポートと

して発表され、政策に反映されている。このモデルは適宜改訂されており、様々な状況（国

境の完全封鎖、部分封鎖、世界の市場動向等）を想定している。 

国民的にはワーレン計画からの国内自給生産に対する意識が強い一方で、食料の世界市

場を考慮した、食料安全保障のための（国内生産以外の）代替案への意識も存在する。EU

域内にある永世中立国という立場もあり、更なる国民の議論が想定される。 
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○国別レポートの要約と分析：ノルウェー 

ノルウェーの食料安全保障の取組 

ノルウェーにおける食料安全保障政策の背景 

ノルウェーは全土の 75％を占める 248,000 ㎢にあたる土地が農地として登録されて 

いる（2010 年調査）。また、189,000 戸の農家があり、全農家の 70％が各 5,000 ㎡の農

地所有の小規模農家であり、20 ㎢以上の農地を所有している農家はわずか 0.4％の 750 戸

に過ぎない状況である。しかしながら、ノルウェーの全農地の 49％をこの 750 戸の農家が

所有していることから、大規模農家が生産活動に多大な影響をもっている状況がある。 

 

また 2010 年の調査では、所有農地の中で、実際に活用されている農地は 1969 年当時に

比べて、農家 1 戸当たり約 3.5 倍の 216,000 ㎡に達している。これは新たな栽培方法、再

調整、再栽培の取組及び牧草地の増加等の影響が大きい。 

 

現在（2012 年）のノルウェーの食料自給率は熱量ベースで 43％を示している。なお、こ

れは食料輸出量が考慮されていないため、潜在的な食料自給率では 83％と高いものとなっ

ている。政府の見解では緊急時における国内の生産能力は潜在的には大きいものとの認識

がある。 

この食料自給率は、国内において高い生産性をもつノルウェー産小麦によるところが大

きい。小麦は食品として消費される他、家畜用飼料としても利用されることから、乳製品

などの多くの生産に影響を及ぼす。現在は少しずつ輸入量が増加の傾向にあり、2012 年現

在小麦全体の 22％に及ぶ。 

現状の食料消費に関しては、各食品群別の食料消費量の動向が示されている。 

 

また、現在に至るノルウェーの食料安全保障の背景において、冷戦の終結が重要な意味

を持ち、ノルウェーが通常の輸入元や輸出先と安定的な関係を確保することによって、安

全で健全な食料安全保障が確保されたという強い認識があり、その逆に戦争や災害などに

よる危機においては、国民が飢えることを意味するという強い危機意識もある。 

このため、以下の 4 つの項目が非常に重要な政策であり、また各々の政策とその組み合

わせが重要な役割を担うと考えられる。具体的な政策の取り組みについては、後述するこ

とにする。 

 

１. 代替物の消費 

２. 食料備蓄 

３. 貿易政策 

４. 生産政策 

 

 

ノルウェーにおける緊急時の生産対応プログラム 

ノルウェーについては、冷戦期において、食料安全保障が農業政策の中心的課題であり、

生命維持に不可欠な物資の輸入が困難となる事態を想定して、カロリーが最大となるよう

に農業生産のパターンを変化させることが農業部門の不測事態対応計画に盛り込まれてい

た。しかしながら、冷戦の終結により食料安全保障の前提が長期に渡る戦争等が続く事態

から平時の様々な危機的事態に移行したことから、その政策についても不測事態対応計画

による対応から生産政策や貿易政策等のポリシーミックスによる対応に変化している。 

 

    緊急時の食料供給確保に関係する現況について 

代替物の消費 

代替物の消費は、主に輸入に頼ることができない場合に、特に小麦は主要な輸入品目で

あることから重要である。また、家畜用飼料に及ぼす影響も大きく、最悪は家畜（豚や鶏）

の屠殺により、農耕飼料の消費量を抑えるとともに、農作物の内で最も重要とされる家畜
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（牛や羊）へ与える粗飼料の割合を増やすために牧草地を確保する必要がある。 

代替物の消費で非常に重要なものは穀物であり、これに代わる物が農産加工品であるが、

大麦の家畜用飼料からの転化により、多少は確保できる可能性がある。また現在、ノルウ

ェーが誇るグローバルな食品供給を図る水産物を国内に仕向けることは可能であるが、代

替物とするためには物流などの確保が生命線であるため、緊急時においては量産の加工が

期待できない。これらのことから、国民は現在とは異なる大きな食生活の変化を強いられ

ることになる。 

 

食料備蓄 

ノルウェー食料省農業管理局は食用小麦の備蓄システムの再導入を推奨している。この

備蓄システムは、①ノルウェー市場への食料供給の不足、②国内の物流欠如、③需要のシ

ョックのシナリオの下に想定されたもので、特に長期的な保存に耐えられる穀物の備蓄に

力を入れ、この備蓄のためにはノルウェーの経済力をもって高い価格のものを他国と競っ

てでも確保するという認識が強い。なお、備蓄量は 6 ヶ月分、少なくとも 103,000 トンが

想定されている。 

また国レベルの備蓄のみならず、市民準備局は家庭レベルでの備蓄の認識のためのホー

ムページやパンフレット制作により、各世帯に必需品を備える重要性の啓発活動を行い、

その重要性を説いている。 

 

貿易政策 

緊急時における食料の貿易については、各緊急性の状況にもよるところが大きいが、物

流が基本的に確保されている場合、信頼できる貿易相手先を準備しておく必要があると同

時に、現在アフリカの諸国に技術的、資金的な援助を行っていることも将来的にはノルウ

ェーにおける食料危機の際のバッファーになると期待される部分が大きい。 

 

生産政策 

食料自給率は近年下がりつつあるが、農業政策として、政府は農業生産補助金を先進国

の中では大変に手厚くし、農業支持を推進してきた状況がある。そのような中で、緊急時

等を想定し、自給率を維持するために、消費量に影響を与える食品価格の所得配分政策や

国庫歳入の確保などによる価格の安定化につとめ、生産量の増加のための新たな農地、特

に牧草地の確保が重要になる。また、農業技術の向上に力をいれ、生産性を高めていくよ

うに国として活動している。 

 

結論 

ノルウェーは、近隣 EU諸国との関係が密接であり、食料安全保障も貿易相手国との関係

性を重視し安定化させてきたという経緯がある。しかしながら、現在の食料自給率は 43％

と半分以下であり、将来的な緊急時を想定し「親密な貿易相手国からの輸入」以外の代替

案を模索している。ひとつは、緊急時の消費の代替物の想定であり、もうひとつは、備蓄

計画の復活である。また基本的な農業部門の強化も、産業振興の一環として力を入れてい

る。 

緊急時の対策として、自国生産のための農地拡大の施策と備蓄の復活、密接な関係を持

つ貿易相手国からの輸入といった多様なソースからの食料供給確保といった方針は基本的

に第 2次大戦以降変わっていない。 
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5つの文献の特色について 

英国の食料安全保障に関する考え方および取組について、2008年から2014年までの主たる5つ

の文献を基に、英国の食料安全保障の考え方を捉え分析して報告書として以下に示す。各報告書

は執筆時期の状況を反映した問題を中心に食料安全保障の概念、対応する範囲、対応策について

述べられているが、総じて、英国の食料安全保障の取組はEU及びグローバルな問題を含める形と

して論じられており、自国生産によって食料自給率を上げるだけでは、食料安全保障として機能

しないと言う見解を取っている。貿易を積極的に活用したこの食料安全保障に対する考え方は、

5つの文献での共通点として見出される一方、2014年の文献において、輸入にのみ頼ること無く

英国内の自給率にもっと真剣に取り組むべきであるという考察も加えられており、そのような結

論に至った背景に注目すべきである。 

 

英国環境食料農村地域省（DEFRA） 

変貌する世界における英国食料安全保障：DEFRAディスカッション・ペーパー（＊1） 

先ずは、2008年7月に英国環境食料農村地域省（DEFRA）により発表された、英国の自給率と現

況の環境下における英国の取組を以下に整理する。 

英国の第2次世界大戦前後からの自給率の変遷 

2008年現在、英国はすべての食品で60％の自給率を達成し、自国で生産可能な食品の74％を自

給している。この数字は歴史的に見て高いものである。（表1参照） 

 

表 1.歴史的にみた英国の自給率 

1750 年以前 ほぼ 100% (節制された生活での生産)  

1750年 – 1830 年代  90-100%程度（不作時を除く）   

1870年代 60% 程度 

1914 年 40% 程度 

1930年代 30 - 40%  

1950年代 40 - 50%  

1980年代  60 – 70%  

2000年代 60%  

 

「英国での食料自給は1980年代にピークを迎え、それ以降下り坂になった。1980年代と1990

年代の高い自給率はEUの共通農業政策が原因であり、需要に関係なく直接補助金を通じて食料生

産を高めた結果である。 

（*1）2008年7月発行 

http://www.ifr.ac.uk/waste/Reports/DEFRA-Ensuring-UK-Food-Security-in-a-changing-worl

d-170708.pdf 
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英国では、2008 年現在、市民は高い食料安全保障を享受しているが、最近の食料価格の上昇

は自給率や食料安全保障、英国の食料供給網についての議論を再燃させるものと捉えている。 世

界的需要増、気候変動、石油価格の高騰、バイオ燃料等による土地利用への圧力などが世界規模

の食料安全保障の問題を影の薄いものにしている。これらの問題は補助金による貿易障壁や米国、

EU や他の国々の保護主義政策により一層酷いものになっている。  

「食料安全保障は十分な食料が需要に見合うだけ生産されているということであり、必要な

時に食料を手にすることが出来る効率的で効果的な貿易と配分システムがあるということであ

る。」という論理が、英国の食料安全保障の根底にある。 

 

食料安全保障に対するリスク 

≪食料価格≫ 

2008年現在、エネルギー価格の高騰、作物の不作、人口増による需要の急増、バイオ燃料の

使用および禁輸などの世界規模の障害を背景にした英国の食料安全保障について議論した結果、

以上の問題は食料価格を押し上げ、食料の不足を加速させ暴動や、政治の不安定さをもたらすも

のである。さらに食料価格の高騰は発展途上国の多くの人々を貧困と飢餓に 押しやるものであ

ると結論づけている。 

拠って、食料価格の高騰は世界的な問題として、英国は G8 の要請に従いもっとも脆弱な国々

に相当額の援助を行っている。英国はアフリカの食料問題に関しても貢献している。世界の生産

が減れば価格上昇を招き、英国の消費者にも影響を及ぼすからである。 

その他に、英国政府は効果的な市場は世界規模の食料安全保障の基礎となるとの考えに拠る

ところから、ドーハ・ラウンドでの貿易交渉を通じての貿易自由化やEUの共通農業政策の改革に

よって貢献している。 世界の食料安全保障とはすべての人が十分に食べることが出来ると定義
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を英国はしている。  

≪気候変動≫ 

また、気候変動は農業生産性の向上に対する主要な障害である。「政府は率先してEUと世界

のリーダーシップを取り、気候変動に有効なR&Dや人的資本への投資を行っている。」 

国内的には、消費者の需要に対応できる生産的な農業部門が食料安全保障に必要不可欠である。

この点において、政府はR&Dに投資を行い、技術向上の援助を行い、農村振興計画の下、EUの

援助によって英国の便益を確保している。DEFRAは予算の半分を農家と食料部門の援助に費や

している。英国の農村振興計画は2007年から2013年の間、英国の農業家と農村に39億ポンドの

投資を行った。 

 

≪食料供給チェーン≫ 

英国食料安全保障に対するリスクは、食料不足よりも食料供給チェーンの予期せぬ途絶である

だろう。 

「英国は既に小売業やサプライヤーと共に食品チェーンの対応力強化を図っており、エネルギ

ー依存を減らし、食料安全保障に対するリスクとなる脆弱性を減少させている。」例えば、英国

の食品部門は緊急時に対応する柔軟性を示した例として、2007年に英国南西部のグロスターで洪

水が起こった時、スーパーマーケットは営業を続け被災者に食料を提供し続けたことがある。 

このような実績は非常に食料安全保障上重要な機能である。 

≪5つの分野の政策≫ 

食料安全保障に関する指標は、5つの分野に関して国際的な食料安全保障を検証し監視するこ

とで判別している。その分野とは、以下の通りである。 

1. 世界的な安定供給 

2. 供給元の多様化 

3. 食品チェーンの対応力 

4. 購入できる水準の価格 

5. 安全性及び信頼性  

上記の5つの分野は多面的な側面を持ちかつ、相互の関係性が強いため、以下に統括した形式で、

その取組を記述する。 

総体的には「自給のための理論を基にした 1日当たりの必須カロリーについての大まかな試算

では、英国農業は耕作地の生産だけで十分な食料を生産できる。自給率は、果実の 10％から穀

類の 100％までの範囲となっている。国内自給の尺度として食品加工と物流は含めないが、その

影響を自給の問題から分離することはできない。加工と物流を含めることで、供給元の多様化

を計り異常気象や不作、家畜の疫病のリスクに対応できるようになる。」 

・英国の食料生産と世界の増大する食料需要を満たすための安定供給  
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「国内農業は気候変動等の変化に対応する能力が必要になっている。このような能力とは、異

なった作物や品種を使用したり、不安定な市場価格や異常気象、病虫害のようなリスクに対応す

る能力を備えたりすることである。」 

・政府は小売業やサプライヤーと共に供給元の多様化と食品チェーンの対応力強化を推進 

「政策は食品チェーンの重要な要素の安定化を図っている。これには、情報伝達や運搬、エネ

ルギーのネットワークが含まれる。」  

異常気象（洪水など）の直接的または間接的な食品チェーンの途絶に関する潜在的脆弱性は、

情報技術システムの障害、燃料やエネルギー供給の分断、道路、港湾、空港など交通インフラの

機能停止である。  

DEFRA は、政府の各省庁、産業界、貿易関係者が情報を交換し政策について協議する場である、

緊急食品チェーン連絡委員会を設置し、議長を務めている。  

・エネルギー依存率が高い食品チェーンの実態と効率化の取り組み 

「現代の食品チェーンはエネルギーに多く依存している。多くは肥料の生産に必要な化石燃料

である。2020 年までに英国は使用する石油の半分とガスのほとんどを輸入することになるだろ

う。英国農業はエネルギー使用により効率的になっている。エネルギーの進化と効率性の向上に

よって、生産量は変わらないのにもかかわらず、1985 年以降英国農業のエネルギー使用は 30％

以上減少している。」 

・英国政府による将来の課題（価格の安定・安全性等）に備えるための支援の取り組み 

「DEFRAは、農業における気候変動対策として、未来の農業計画の一部として新しい事業に乗

り出した。この事業の最も重要な目的は、気候変動に対し農業を環境面と経済面で持続可能にす

ることであり、農業生態系を気候変動に対する対応力をつけ、生態系サービス（例として生物多

様性、浄水、洪水管理など）を強化することである。」 

近年の世界的な食料価格の上昇は、短期的供給と食料システムの長期的課題について各国に問

題提議をした結果になった。世界的需要の増加、気候変動、石油価格の高騰、そしてバイオ燃

料などの土地利用に対する圧力が世界の食料安全保障を弱体化させている。  

「英国が世界や国内の食料安全保障に対するもっとも重要な貢献は、繁栄し生産的な農業部門

を持ち、世界市場で取引を行い消費者のニーズにこたえることである。」英国政府は農業部門

の支援に熱心に取り組んでいる。たとえば、研究や生産技術の向上・普及に投資し、農村振興計

画の下 EU の援助により英国の便益を確保することなどでがあげられる。 

 

英国下院：環境食料農村地域委員会 

2050年までの食料供給の確保：英国が直面する課題について（*2）  

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

（*2）2009年7月発行 

URL:http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200809/cmselect/cmenvfru/213/213i.pdf 
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背景 

2009年現在、DEFRAは他省庁との調整を行い、食料政策において強いリーダーシップをとる責

任を負っている。食料経済の世界的な特質から、英国国際開発省(Dfid)との調整が必要である。

DEFRAの食料政策に関する責任は英国内にとどまるため、行政とDEFRAは食料政策において協調し、

英国全体の一貫した戦略を実施する必要がある。 

本レポートは、英国食料システムの様々な脆弱性を明らかにすることで、政府およびDEFRAが

行動可能な世界規模の背景を示している。2008年6月に行われた国連食料農業機関の「世界食料

安全保障」会議において、事務総長の潘基文は2030年までに食料生産は50％増収する必要がある

という声明を発表。 更に国連食料農業機関のジャック・ディウフ事務局長は2050年に予想され

る90億人の人口の飢えの救済として、食料生産は現在の倍の収量を達成することが必須としてい

る。 

英国政府の食料と農業に対する研究支援は最も進んでいるものの、以下の緊急の課題が存在す

る：  

「公的部門の食料と農業に関する調査のための予算増額、食料供給を担保する重要性を反映し

た調査の優先順位の確認、研究成果の適用のため橋渡し的なサービスを拡大し研究成果が埋もれ

ないようにする。DEFRAは農場と応用研究との潜在的技術ギャップについても扱い、対策を取る

必要がある。DEFRAは長期的に安定した食料供給チェーンを育成する役割を担う。」 

近年、平和な状態での経済成長のおかげで、英国の食料安全保障に関する国民の関心はあまり

ない。同様に、英国政府も食料の利用可能性について当たり前のように考えている。しかし、一

部高齢者世代にとって食料不足は記憶に新しい： 

「過去において、食料供給は英国で制限されていた。 第2次大戦の間、配給制が開始され、1954

年になるまで部分的に存続していた。」  

英国を含む先進国の間で、第2次大戦以降問題なく機能していた現在の食料システムが、もは

や持続可能ではないのではないかという懸念が広がっている。よって、食料供給と分配を安定化

するための適応策を考えねばならない。  

自給を目標とした取り組みとは 

食料安全保障について、潜在的に脆弱な世界市場に依存した現在の取り組みとは対照的に、英

国は現実的に自らの資源で食料需要を賄うことが可能であった。しかし歴史的に英国は200年以

上も厳密な意味での完全自給を達成することはなかった
 
 

国外品の輸入は英国の自給率を下げる要因である。何世紀も、英国民は柑橘類やバナナなど自

国で産出しない外国産品を使用してきた。しかし、英国は1960年半ば以降、国産品が自給できる

と言い難く、1980年代をピークに自給率は低下し続けることになった。 

食料安全保障に関する議論に関して、「自給」という用語はよく使用されるが、完全自給につ

いては誰も議論していない。フレンズオブアースというNGOは自給を「食料安全保障と持続可能

な環境のために求められる政策」と定義しているが、このNGOは完全自給よりむしろ「高いレベ

ルでの自給」という立場を取っている。多くの団体が完全自給に関心がないことが明らかである。

土壌協会の会長である、モンティ・ドンは「完全自給を目指すことによる利益は何もない」と述

べている。 

完全自給についての主要な議論は、完全自給を達成するための政策は逆に食料安全保障を損な
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ってしまうということである：  

「英国の自国農産物による完全自給は世界の他地域における食料を余剰させ、他の国々の利益

になるだろう。しかしこのような政策は、『すべての国が自国のために』という風潮を助長させ、

世界の食料市場を不安定化させてしまうだろう。英国は国内で生産できる食料でも完全自給を

志してはならない。完全自給は英国の食料供給を保障するどころか、危険に晒すことにもなる。」  

多くの国々が食料供給を管理下に置き、完全もしくは部分的自給出来るような体制を取っている

が、もし食料供給に何かあった時の影響は計り知れない： 

「ヒラリー・ベンは英国の小麦に病害が広まったという仮想例を使って、このような状況下で

は、貿易相手国なしに英国は危機に瀕するだろうと語った。英国食品製造業連盟の持続・競争部

門長のアンドリュー・キュイクも同様の見解を示した。彼は、もし英国が国内生産だけに集中

し貿易を無視するなら、穀物の不作時は大災害となるだろうと語っている。「供給の多様化」

はこのような状況下での対応力の主な要因となると指摘する。このような考えはDEFRAでも受け

入れられ、英国食料供給の多様化は『テロや洪水などの混乱から危険を分散するのを助けてく

れる』としている。」  

 

≪英国の食料供給の多様性と多くの輸入相手国およびＥＵとの関係≫ 

DEFRAによると、英国では、2006年に英国を含む26か国が英国の90％の食料供給を占めており、

1996年の22か国に比べ増加している。また現在は全体で34か国である。これは、英国の食料供給

の多様化を示しているものと捉えることができる。その中で、オランダは最高割合で13％の輸入

シェアを占めている。DEFRAによると大部分の食料（価格ベースで69％）は『安定的な貿易パー

トナーであるEU』から来ている。「リスク分散は単純に貿易相手国を増やすのではなく、1つの

産品をより多くの国から輸入すること」と記している。 

実際、貿易関係は危険を伴いEUとの関係がいつでも安定的であると決めつけるのは間違いであ

る。たとえば、 「英農村部の商業団体『Britain's Country Land and Business Association』

が基本的食料の不足に見舞われた際、EUの域内貿易が安定的に行われるかについて考慮すること

を求めた。そのような状況は『極めて稀である』とした上で、EUの市場が機能しないことを考え

た万が一のプランも考える必要があるとした。」
 
食料不足の時にEU加盟国が保護主義に傾く時

でも、欧州委員会はEU法を維持することを確認した： 

欧州委員会はEU市場が機能しないという事態が何を意味するかをより詳細に調査すべきであ

る。しかし貿易関係は不安定であるという事実は、多くの国々と貿易をすることでリスク分散

を図り、多くの相手国と強い繋がりを築き、万が一のプランを用意しておくということを支持

するものであるが、自給率を高めるという議論には関係がない。 
 

また自給率の議論において、本レポートは食料がどこでどのように作られたかという環境面

での重要性と消費者がその件に対して十分な情報を与えられ責任ある選択を行うことが出来る

ことの必要性について「地域生産の役割と食料について子供に教育することはDEFRAの食料戦略

と未来像に加えられるべきである。」と、言及している。 

本レポートで英国は世界のリーダーシップを取る義務があり自国の自然の持つ優位性を使っ

て食料の持続性を増大しなければならないと結論付けている。「英国は完全自給を目指すので

はないが、英国で栽培するのに適している果実や野菜、穀類などの生産は増やすべきである。」

としている。 またEU 加盟国として、EU法を維持することの意味と共存のための方法を総体的

に模索するべきと考えられる。 
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英国環境食料農村地域省（DEFRA） 

英国食料安全保障の検証：詳細分析 

2010年 1 月発行 

 

≪6 つの検証トピックス≫ 

この論文は英国の食料安全保障を検証するための指標と分析枠組みを詳述したものである。

2006年に英国環境食料農村地域省の食料安全保障に関する分析論文で提案され、2008年のディス

カッション・ペーパーで概要がまとめられた。指標はステークホルダーの協力と様々な政府機関

やDEFRAの食料政策委員会の専門家の助言によって開発された。現在と将来の英国食料安全保障

を多角的に把握するための議論が行われ、様々な実証データ、指標が示された。6つの検証トピ

ックスは以下の通り： 

検証テーマ 

 

政治的要素 技術的要素 人口的、経済的 

要素 

環境的要素 

1. 国際的調達

の可能性 

戦争、 

輸出制限、 

2 者間土地取引、 

バイオ燃料政策 

収穫増、 

投資および技

能 

世界的人口増、 

収入増、 

石油ショック 

洪水、 

干ばつ、 

動物の疾病、 

気候変動 

2. 国際的資源     

の持続性 

戦争、 

制度および政策

の失敗 

農業経営 世界的人口増、 

農地集約化 

水資源確保（砂

漠 化 、 土 壌 侵

食）、気候変動、 

生態系破壊 

3. 英国内調達

の可能性 

禁輸措置および

貿易の破綻、 

EU 域内貿易の破

綻、EU規制 

再生不能エネ

ルギーの減少、 

港湾閉鎖 

果実および野菜消

費の重要性、 

英国の競争力の急

激な低下 

動物の疾病、 

沿岸洪水、 

水資源の不足、 

生態系危機 

4. 英国食品チ

ェーンの対

応力 

ストライキ、 

反対運動、 

規制 

放 射 性 物 質  

降下、 

情報システム

の破損、 

緊急時対策 

石油危機、 

汎発性インフルエ

ンザによる欠勤、 

食物連鎖の一部集

中化、金融危機 

異常気象 

5. 家計の購買

力と利用可

能性 

計画対応制限 輸 送 手 段 の 

不足 

貧困、 

食料インフレ、 

貨幣価値の低下、 

失業 

異常気象 

6. 安 全 性 と 

信頼性 

犯罪、 

規制の失敗 

汚染 加工度の高い食品

に対する需要増、 

食品チェーンの 

複雑化 

病害虫 

 

英国の食料安全保障は入手可能性に関する要素とリスクが複雑に作用している。 DEFRAの

2008年発行「食料安全保障の確保」で著者はこう述べている： 

「食料自給は 国内の食品チェーンや供給システムの分断に備え、国民を孤立させないように

する。そして食料自給は英国での異常気象や穀物の不作、家畜の疫病のリスクに対して戦うもの
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である。英国は引き続きバランスのとれた食生活のために肥料、機械、そして一部食料の輸入に

依存するだろう。」としている、これはこれまでの報告書で論じられている、安定供給と、供給

元の多様化に共通する考え方である。 

緊急時に際しては： 

「極度の孤立（第2次大戦下で経験したような）状態では、英国農業の潜在的カロリー供給は、

相当な規模での家畜生産の減少を仮定するならば、十分可能である。」とするのが、英国の専門

家の捉え方ある。 

上記6つのテーマに関して、主要な点を記す：  

1. 国際的調達の可能性 

1と2は英国食料安全保障の国際的背景を示す。 

2. 国際的資源の持続性 

3. 英国の調達可能性 
3と4は英国内外の食品チェーンに焦点を当てている。 

 
4. 英国食品チェーンの対応力 

5. 家計の購買力と利用可能性 
5と6は消費者の視点に焦点を当てている。 

 
6. 安全性と信頼性 

 

特にテーマ3と4は、自給率に関して重要であることから、テーマ3と4に関連する内容について以

下に要約する： 

テーマ 1: 国際的調達の可能性 

「英国の食料安全保障に関する主要な課題は国際的な問題である。そして、孤立主義者的な姿

勢に対する警告である。」 

人口増、気候変動、保護主義、持続的成長の問題、十分な投資を確保すること等が課題として

挙げられる。  

英国の科学技術アドバイザーの予測プロジェクトは「将来、どのように90億人の健康的に、そ

して持続的に養っていくか？」という命題を掲げている。このプロジェクトは2050年までを予測

して、需給問題や環境、国際的な専門家による見解を参考に、食料システムについての見解を述

べている。 

テーマ 2: 国際的資源の持続性 

「英国でより頻繁に異常気象が起こることは継続性のための計画とインフラの対応力が試さ

れている（テーマ4の指標）。海岸線における洪水は港湾や農業の土地利用に影響を与えるだろ

う（テーマ3の指標）。」  

テーマ 3: 英国の調達可能性 

このテーマでは、貿易の途絶、国内農業供給の失敗、国内食品チェーンの途絶が取り上げられ

ている。自給率が高くなるとより良い安全保障になるという考えとは異なり、高い国内自給率の
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危険について言及している： 

「国内消費（非加工品）の半分が国内農業で供給されているにもかかわらず、重大なリスク

となり得る。なぜなら、 家畜の疫病、洪水、穀物の不作、放射線汚染、ボイコットなどの潜在

的リスクがあるからである。国内農業は飼料や燃料、機械、肥料の輸入に依存しているため、貿

易の途絶というリスクにさらされている。」 

「一方、英国の供給だけにすべて依存している国というのも問題がある。」英国国内の農業

が特に強いとか脆弱であるといった問題ではなく、むしろ、農業供給のリスクについての仮定（こ

れは英国だけでなくすべての国々にとって同じなのだが）食料調達の源泉が多岐にわたっている

ほど、食料安全保障にとっては良いというものである。 

2007年に、英国の90％の食料供給が25か国によってもたらされた。1993年に20か国だったころ

から見て向上している。ただし、その半分の供給量が英国国内からである。英国の次の供給国は、

オランダ、スペイン、フランス、ドイツ、そしてアイルランドといったEUの国々で密接な貿易相

手国である。  

テーマ 3.2 英国の生産能力 

「現在の自給率は英国食料自給率を示すのに不十分な指標であるが、生産能力は依然として観

測すべき指標である。また、海岸線の洪水や都市部の拡張に関する指標も食料の生産能力が失わ

れることを示す。OECDが示したように、投入要素の集約性が低い農業は、人工的な高い生産水準

を要求する必要がないので、逆に高い生産能力を維持する。」 

英国の生産能力：生産可能な土地面積（潜在的耕作地）と小麦収量の傾向 

 

緊急時、「潜在的耕作地は収穫地より安定している。」未使用地の生産のための農業用地へ

の転換は、推定上市場の示唆によって決められる。 

現在、農業用地は英国全体の土地の78％を占めている。この比率は20世紀を通じてほぼ安定的

に推移している。この農業用地の1/3が生産に使用することが出来る（潜在的耕作地）。農業用

地のうちごくわずかな部分のみが用途の変更を行うことが出来る。  

「土地の利用可能性と潜在的収量は生産能力の要素の一部でしかない。適切な資本と人的資本

も必要であり、同様に他の投入要素である肥料等が利用できることも重要である。しかし、これ

らについての統計は分析するのが難しく、往々にして誤解しやすい。例として、固定資本の低下

や労働力の減少が（再編成により）資源の効率的な使用に繋がったり、技術や生産性の向上を促

したりする。」 

土地面積推移 
 

小麦収量 
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テーマ3.5: 緊急時の英国農業の潜在能力 

重要な命題は「英国は輸入なしで自給できるだろうか？」である。歴史的に英国は第2次大戦

中ですら（輸入がなくなるという）切迫した状態になることはなかった。 

「非常時または（あり得ないことだが）貿易の可能性がなくなり英国が完全に自給しなけれ

ばならない状態について、第2次大戦下でさえこのようなシナリオが完全に関連付けられるよう

なことはなかった、ということは特筆すべき点である。今までの50年間に起こった国際的危機

に関しても、ヨーロッパとOECD諸国は食料安全保障の問題に関して問題はなかった。」 

このテーマの目的は、「極端で長期的な欧州および国際的な貿易の途絶が、英国の国民のた

めの十分な栄養のある食料を生産するのに必要な基礎的な能力を失わせることはない」という

ことを改めて示すことである。現在、英国農業はエネルギーや肥料、種子、機械の多くを輸入に

頼っている。したがって、自給は、こういった背景を考えて輸入に関する指標も含めなければな

らない。 

英国のカロリー生産の分析によると  

• カロリー生産を最大化するには、飼料を可能な限り人間に配分するため、畜産の大幅な

減産が求められる。  

• 2千百万トンの飼料が英国で年間使用されている（そのうちの半分は国内産の穀草類で

賄われている）。しかし飼料を人間の消費用穀類として使用することが、極端なシナリ

オ（食料の廃棄を減らすということを含める）において、英国の生産潜在性が国民の需

要を満たすことを示している。  

• 肥料に関しては、「窒素およびカリウムは十分なエネルギーと緑肥を与えることで十分

生産できる」。しかし、リン酸系肥料は、「英国内でリン鉱石が産出しない」ため、現

状では国内生産は困難である。 

• 疑いもなく農業用地を圧迫している市街化が土地の利用可能性に与える影響について

把握されるべきである。 

• 過去20年間、英国の農業用地は全体の2%減少した。しかし、同時期、穀物生産は上昇し

た。これは、人口増と住宅地の拡大を考慮しても、良い傾向である。 

以下の図は、英国の耕作可能な土地に基づく1人当たりカロリー生産可能量についてのシ

ナリオを示したものである。このシナリオはバランスのとれた食事を表したものではな

く、潜在的カロリー摂取量を示したものであることに注意されたい。 
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実際に、この予備的分析では、食事内容を変更すれば英国農業は国民を養えることを示してい

る。この自給レベルは1990年代半ばから実現可能であり、比較的安定的な指標である。期間を通

じて、あまり農業用地は減少していない上生産量も増加しているため、人口増加の影響は相殺さ

れるだろう。 

テーマ3.6: 英国における通関港の多様性と柔軟性 

EU内外からの輸入食料は英国の港湾、空港に到着する。したがって供給チェーンは食料の積み

荷を様々な方法で輸入する。輸入された食料だけでなく農業で使用される飼料や肥料は、間違い

なく最重要なゲートウェイである英国の通関港（91%の食料が積み下ろされる）に到着する。英

仏海峡トンネルや空港（特にヒースロー空港）は残りの部分を扱っている。 

「リスクをいくつかの港の間で分散出来ない点、そして必要に応じて港を切り替える柔軟性の

不足がある点が食料供給に支障を与えうる。」 

干満の影響を受ける大波のような地理的な特性がリスクを引き起こす。港湾の運営が食料供給

に与える影響は、貿易の混乱の長さと規模だけでなく代替港を通じて供給を行う柔軟性に左右さ

れる。このため、食料供給は通関港の多様性や港湾間での柔軟な供給のやり取り、港湾間の地理

的近さによって強化される。 

英国の関税品を扱う港湾の数と多様性を示す包括的な指標が見つからない場合、ロールオン、

ロールオフ船（ローロー船）とEUからの食料コンテナー貨物が出入りする港によって推定がなさ

れる。以下は入港についての3つの見方である： 

 

0 2000 4000 6000 8000

現在の穀物生産、園芸生産、畜産生産からの

エネルギー（飼料は現在の国産と輸入との混

合とする） 

現在の耕作地での穀物生産からのエネルギー 

潜在的に耕作可能な土地での小麦生産からの

エネルギー 

潜在的に耕作可能な土地での有機的方法によ

る小麦生産からのエネルギー 

英国農業から潜在的に生産可能なエネルギー 

英国農業生産からの潜在的可能なカロリー 1 日 1 人当たりカロリー 

英国保健省試算によ

る大人に必要なカロ

リー 
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1．バルク輸送としてEUからの食料輸入が英国に入るための港 

 

• 2008年、英国の28の港が総額330万トンのEUからの食料バルク輸送を受け入れた。  

• 2008年時、EUからの食料バルク輸送が最も多い内陸港はハルとハンバー（57万トン）、

イミンガム（53.3万トン）、ベルファスト（（40.5万トン）である。  

• 全体の10%を16の小さい港湾で扱っている。  

 

２． コンテナー貨物もしくはローロー船舶としてEUからの食料輸入が英国に入るための港  
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• 各港におけるコンテナー貨物もしくはローロー船舶による食料輸入の取扱量は食料輸

入の統合量についての定数（運輸省発行の仮定に基づく）によって推計されている。  

• 2008年、英国の港湾に到着した食料輸入量は推計で1500.6万トンであった。全体の8%が

15の小さい港湾で取り扱われた。  

• ローロー船舶貨物に特化したドーバーは、2008年英国の食料輸入の26%（410万トン）を

取り扱った。イミンガム（240万トン）とロンドン（220万トン）も同様に重要な港であ

る。  

 

3．EU以外の食料輸入が英国に入るための港 

 

• 2008年、1080万トンのEU域外からの食料を40の英国の港湾が取り扱った。全体の3%が 

28の小さい港湾で取り扱われた。  

• ロンドン（300万トン）、フェリクストウ（210万トン）そしてリヴァプール（180万ト

ン）がEU以外の食料輸入が英国に入国する際に重要な港である。  

 

輸入による供給の分析 

EU域内外からの食料輸入は、多岐にわたる通関港を通っており、特に圧倒的なシェアを持つ港

はない。複数の港に同時多発的な障害があった場合のみ、英国の食料供給に実際的な影響がある

と考えられる。「食料輸入を扱う一群の港湾が存在するが、例として南東および北東地域では、

その地域的な近接性によって洪水などの非常時にリスクの分担を図ることが出来るだろう。」  

港湾の対応力は、港湾の数だけではない。港湾選択の柔軟性にとって、食料輸入できる適切に

整備された代替港を準備することが必要である。  
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「ある港の障害が起こった場合、代替港に振り分ける基準はその港のシェアの容量や形状に

依存する。その代替港の容量や形状が運搬船の種類やサイズの受け入れが可能であれば、陸揚げ

が可能になる（以下の表を参照）。」  

外観 港湾で受け入れられる船舶の種類およびその他の要素 

ローロー船舶 • 利用可能な発着枠の物理的な大きさと数（例えば波止場

の長さ） 

• 電気のコネクターと温度コントロールされている貯蔵庫

が利用できること  

• 単独のローロー船の場合、船員と機械を扱える専門家が

登録されていて、貯蔵庫が確保されている こと 

コンテナー貨物 

 

• ローロー船と同様  

• クレーンの数とサイズ  

バルク貨物 

 

• 液体バルク（オレンジジュースの様な）のための貯蔵容

量を含む、貯蔵庫の完備と収容可能容量を扱う専門家が

登録されていること  

• 食品製造のための商品にとって、代替港と加工工場まで

の距離が輸送コストと遅延を最小限にするために重要 

 

この分析は、ヨーロッパ本土の港湾を含めて、港湾の柔軟性と対応力を理解し向上させるため

に重要な示唆をしている： 

「緊急時にどの港湾間で重要な食料輸送の転換をすべきであるか、正確な検証を行うための港

湾の規模や形状についての資料、データが現在ほとんどない。明確であるのは、英国の1つまた

は複数の港が開くことが出来ない場合、食料供給チェーンに代替策が存在していることである。」 

• もし予備のコンテナーが代替港で入手不可能ならば、食物運搬がローロー式に変えら

れる。 

又は、 

• 英国での代替港でパナマックス規模の大規模撤積貨物船受け入れが出来ない場合、船

舶の積み下ろしはロッテルダムなどの北西ヨーロッパの港で行い、積み荷は内航フィ

ーダー船によって英国に詰替え輸送される。 

例として、ロンドンゲートウェイにおける港湾開発は、英国の複数の港が大規模の超パナマッ

クス規模の船舶を受け入れ可能にすることを目的としている。 これは、緊急時の際、代替のコ

ンテナーとバルクターミナル数を増やすことである。しかし、規模の経済性を追求するため船舶

の規模は大きくなり、そのような大規模船舶の入港は少なくなるかもしれない。 

港湾を通じた食料の流れについてのデータや資料の少なさや工事による港湾の容量や出荷の

変化により、英国における食料輸入についての多様性や対応力については未だ不確実性が大きい
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のが現状である。  

テーマ 4: 英国食品チェーンの対応力 

英国食品チェーンのエネルギー依存： 

食品チェーン‐生産、加工、梱包、流通、小売り、そして消費を含む‐は安定したエネルギ

ー（電気、ガス、燃料、肥料、油類）の利用に依存している。エネルギー保障は経済全体と食

料のようなエネルギー集約産業を機能させるのに必須であるため、エネルギーの供給不足や価格

高騰に脆弱である。漸進的な進歩が商品産業におけるエネルギー集約性を実質的に減少させてき

た：  

「食品製造業におけるエネルギー使用は1997年から2007年にかけて10％減少した。農業部門は

同時期約22％の減少があった。食品運搬によるエネルギー（燃料）使用は安定的ではないが、2002

年以降上昇傾向にある。英国農業におけるエネルギー消費の2/3は、肥料、トラクター、飼料な

どの間接的使用である。肥料の使用減少は全体的な削減のための重要な要素である。英国農業

のエネルギー使用の減少傾向はもっと過去に遡る。1985年から2006年の間、エネルギーの直接お

よび間接使用の合計は31％削減されている。」
 

テーマ5: 家計の購買力と利用可能性 

「食料安全保障は、結局のところ国民が食品を得て消費することである。DEFRAの2008年に発

行された食料安全保障の論文において、食料安全保障は『消費者が自らの活動的で健康な生活

のために、いつでも十分な量の安全で栄養価の高い食品を得ることが出来ること』と定義して

いる。つまり、国内において十分な食品があり、誰もが購入でき健康的な食事をすることが出来

ることを表している。このテーマにおける指標は消費者に関する成果ベースの指標である。」 

このテーマにおける課題：食品価格の高騰（エネルギーや商品供給の引き締めとほかの商品の

長期的欠乏‐他のテーマ参照）、景気停滞、失業、伝染病の拡大などによる小売商店の減少が挙

げられる。 

テーマ 6: 安全性と信頼性 

英国の食料システムに対する国民の信頼は食品の安全性の根幹である。「食品の安全性に関す

る法律は19世紀まで遡り、食品汚染やBSEや口蹄疫などの家畜の疫病は食品の安全性に対する国

民の信頼を大きく揺るがした。」  

このテーマにおける課題：食品産業の衛生基準、疫病および伝染病（特に国内農業）、複合的

な世界規模の食品チェーン、国民の食品安全に関する見解が挙げられる。 

 

テーマ1～6までの総合的な分析 

この2010年DEFRA発行の「英国食料安全保障の検証」における6つのテーマを見ると、大きく分

けて3つの視点から英国の食料安全保障を俯瞰していることがわかる。 第1の視点（テーマ1お

よび2）は、国際社会および国際市場の影響下でどのように英国民に十分な食料供給を確保する

かという命題に対するものである。第2の視点（テーマ3と4）は、限定的な輸入の制限等の障害

が起こった際に英国内外において食料供給の調整をどのように図るべきかについて論じている。

まずここでは、自国食料生産の潜在的能力の分析を行っており、次に代替的輸入相手国からの供

給にどのように対応するべきかを考察している。最後の視点（テーマ5と6）は、消費者側からの

29 
 



考察である。英国民に健康的な生活を保障するため、個々の家計へ手頃な価格で十分な食料を供

給する必要性と対策を論じている。同時に、食品の安全性を確保する重要性についての考察もな

されている。 

英国科学技術政策局 

展望：食料と農業 経営(2011) 最終報告書要約（*3） 

英国科学技術政策局による、2011年のこのレポートは、世界の低所得国から高所得国まで35

か国の400名に及ぶ専門家とステークホルダーによる包括的な議論の成果である。著者は、世界

の食料安全保障が担保されなければ英国の食料安全保障は不安定であると仮定し、2030年までの

20年間と2050年までの40年間について戦略的な展望について分析している。現在の傾向に基づき、

世界的な食料安全保障を達成するのに必要な政策が明示されている。  

変化のための相互作用的な推進力が今後40年の食料システムに収束されるだろう。将来のリスク

管理のために慎重な検証が求められる。ここにでは、特に重要な6つの推進力について挙げる： 

• 「世界の人口増。政策担当者は現在の70億の人口が2030年までに80億になり、2050年に

は90億になることを想定しなくてはならない。その増加の大部分がアフリカのような低

所得国もしくは中所得国で占められるだろう。」 

• 「1人当たりの食料需要の質的・量的変化。食事内容の変化は著しい食料システムの変

化を伴う。なぜならいくつかの食品（例えば穀物を飼料とした食肉）は、カロリーあた

り他の食品と比べて多くの投入要素が必要になる。」 

• 「将来の食料システムの管理は国内・国際両面から行う必要がある。」 

• 「気候変動。気候変動は世界レベルでの食料システムに影響を与える。」 

• 「重要な投入要素に対する競争激化。土地、水資源、エネルギーを含む。」 

• 「価値の変化および消費者の倫理的観点の変化。個人レベルの消費だけでなく、政治家、 

政策担当者に影響を与える。」 

 

食料安全保障の重要な要素は、飢餓、非持続的な食料生産、そして食料消費の変化等を含んで

いる。世界の至る所で9億2千5百万人が主要栄養素（タンパク質、炭水化物、油脂）の不足に直

面しており、飢餓は現実に存在している。またそれ以外の10億人が基礎的なビタミンやミネラル

分の欠如による「潜在的飢餓」と考えられている。現代の食料生産は、環境破壊の原因となるな

ど問題を抱えており、世界規模の食料生産能力を危険に晒している。その上、生産方法によって

気候変動や生態系破壊、土壌浸食による土砂流出、土壌肥沃度の低下、塩害等土地の品質低下な

どの原因となっている。 

本レポートは「政策担当者は政策決定をする際、従来より広い視野を持つ必要性を指摘して

おり、生産から消費までに至る世界規模の食料システムを考慮する必要」を指摘している。      

世界的視点の統合的アプローチを取ることについて： 

「本レポートは世界規模の食料安全保障に英国が貢献するための実行可能な選択肢としての

食料安全保障を認めないが、食料行政がグローバル化の恩恵を最大限に引き出し公正に分配す 

ることの重要性を強調する。たとえば、2007年‐2008年に食品価格の急騰を悪化させたような、 

世界の食料システムが相互関係であるため、良い面と悪い面が存在している： 

（*3）2011年1月発行 

URL 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/288329/11-546-future

-of-food-and-farming-report.pdf 
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「例として、ある地域の経済的障害は他地域に素早く広がるが、ある地域の供給危機は他地

域の生産者への追い風となる。世界規模の食料システムは穀倉地帯からの輸出を促進すること

により、食料生産を世界的に効率的にする。」 

本レポートでは、国際的に連携した政策の重要性が強調されている：  

「ある研究では、食料システム全般に亘る政策は不安定リスク、持続可能性、気候変動、飢餓

を考慮しなければならないと言っている。」ここでは、食料システム外の部門における政策も

食料の政策と深い連携をする必要を議論している。その部門とは、エネルギーや水の供給、土

地利用、海洋、生態系、生物多様性を示している。」 

政策担当者にとって大きな課題となるのは、以上のような全く異なる部門との協調であるが、

それは食料政策のキーとなるものである： 

「広範囲の協調が必要な理由は3つある。第1に、これら他部門は食料システム、そして食料安

全保障に極めて密接にかかわっていること。第2に、食料は人間の生存に深くかかわっているゆ

え、貧困や肉体と精神の発達、厚生、経済的移民、そして紛争に広く関わっている。そのため、

もし食料供給が不足すれば、それが主要な議題となり他の政治的議論がおろそかになる。そし

て最後に、第3として食料システムが発達すると、経済発展と世界的持続可能性に深く関与して

いるエネルギーや水の供給、土地などの部門に対する需要が高まる。一方、食料安全保障が危

機に直面すると、これら他部門の発達はより困難か不可能になる。」としている。 

本レポートが示す管理方法について：  

• 「食料安全保障は、自給率を高めるための政策ではなく、公平で機能している市場によ

って 施行される。しかし、国際システムの信頼を勝ち得るには自国民に食料を供給す

るための統治や権利、責任を放棄するのではない。」 

• 「危機の際、貿易制限を避けるためにより大きな権限が国際制度に与えられる必要があ

る。 政治的介入は経済的誘因や、価格高騰を招く貿易障壁を阻止するための罰則が含

まれるべきである。」 

著者は新しい技術の役割についても言及している。ポートフォリオ手法として潜在的な技術は

すべて選び出され、安全性や適合性が考察されている： 

• 「新しい技術（遺伝子組み換えやクローン技術、ナノテクノロジー等）は倫理的な理

由で事前に除外されるべきではないが、反対意見も考慮すべきである。」  
• 「現代技術の研究に投資することは、近い将来、食料安全保障の障害を取り除くために

必要不可欠のものである。」  

• 「新しい技術の健康と環境に対する安全性は、開発に際して厳密に精査され、決定は公

開され透明性が守られなくてはならない。」  

• 「新しい技術の採用決定は、（予防原則によってではなく）競合するリスクを背景に行

われなくてはならない。新しい技術を使わないことの潜在的費用を考慮に入れる必要が

ある。 」 

• 「新しい技術は商業的関心と食品生産者の関係性を変化させる可能性があり、食料シス

テムを管理する際に考慮しなければならない。」  

• 「食料安全保障を取り組む方法は複数存在し、既存の知識において多くは現在行われる

ことが可能である。研究対象は価値のある結果をもたらす科学技術すべてを含めなくて

はならない。特定の技術が特効薬と考えるのは馬鹿げている。」 
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英国下院‐環境食料農村地域委員会 

食料安全保障：2014年‐2015年レポート第2版（＊4） 

英国は現在、食料の自給率が68％であり高い水準を維持している。しかし、気候変動や世界市

場における食料需要の変動に対する政府の対応次第によっては、この自給率の持続は難しいだろ

う。本レポートは、食料安全保障を確保するための食料生産と供給、システムについてのもので

ある。世界市場における影響については、「世界の膨張する人口を持続的に養っていくことは大

きな課題である。重要な設問は、英国はその課題に対してどのように対応すべきか‐つまり、食

料の生産と消費においてはごく小さい部分を占めているにもかかわらず、どのような役割がある

のか‐ということである。」 

英国では、食料安全保障は少なくとも3つの管轄部署（環境・食料・農村地域省、ビジネスイ

ノベーション省、エネルギー・気候変動省）に絡む多角的な問題である。これら管轄部署が協働

しており、環境・食料・農村地域省がリーダーシップをとり政府と協力することが求められて

いる。さらに、食料安全保障調整官が管轄部署の方向性を統合するために任命されている。 

過去20年以上、英国における食料生産は減少の一途を辿ってきた。したがって以下のことが必

須である： 

「政府は国内の食料自給率の水準を、これは変動するものであるが、把握する必要がある。英

国の食料は現在保証されているが、気候変動や世界的な食料需要の変化といった将来的なリス

クに備えて輸入にすべて食料を依存することは賢い選択ではない。」 としている、これは今ま

での、供給元の多様化の認識と異なるものである。 

食料の中で、果実と野菜の自給率の低下が1番大きい。しかし、「食料安全保障は、必ずしも

単純に食料生産で自給率が高ければいいということではない。」供給の多様化が、病害虫の被

害や気候の悪影響、国内の供給阻害要因に対するセーフガードとして重要である。この自給率

低下に対して、農業者は英国農業園芸開発公社の協力のもと、果実と野菜の季節生産の拡張を

図るべきである。 

また、英国におけるスーパーマーケットは食料の適切な国内供給の点で重要な役割を果たす。

そして食品がどこの産地のものかに関して消費者が知ることは大切なことであり、消費者の選択

による健康や資源への影響は見逃すことのできないものである。 

「食事の中に含まれる様々な原料からのタンパク質には大切な役目がある。たとえば牛や羊を

英国では消費するが、その家畜は傾斜地や高地の農地を維持するのに必要な役割を果たしている。

動植物からのタンパク質の生産は土地や水の効率的な使用を促し無駄や有害物質の排出を減ら

す役割がある。」 

英国は輸入の多くをEU加盟国から得ている。元々はEU加盟国の消費者に安定的な食料を適正な値

段で供給する目的であるEUの共通農業政策(CAP)によって、多くの英国農業経営者は利益を得て

いるが、この体制は気候変動や食料の予想されている世界的需要増などの課題を解決するために

進化しなくてはならない。 よって、「英国政府はEUと様々な政策分野で食料安全保障のために

強調したアプローチを取らねばならない。特に共通農業政策の関連で政策の一貫性を保つ必要

がある。政府は食料安全保障の目的を満たすため、新しい共通農業政策によってもたらされる順

応性について着手しなければならない。」 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

（＊4）2014年7月発行 

URL: http://www.publications.parliament.uk/pa/cm201415/cmselect/cmenvfru/243/243.pdf 
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「英国も可能な限り輸出しなければならない。それら製品は英国需給の余剰であり、競争的輸

出のために生産され、結果として英国の生産増の助けになるだろう。」  

「動物性タンパク質の予想される世界的需要増は飼料価格と生産コストに影響を与えるだろう。

政府はこの件を理解しており、研究のための予算をつけている。政府は中国への豚肉とチーズの

輸出を協議し倍加させ、中国との貿易で相互依存関係を示さなければならない。」  

農業生産は極めて天候に依存しており、気候変動によりその生産の予測が難しくなり不安定

になるため、食料生産の形態は変わらなければならない。例として、2013年冬の悪天候は、サ

マーセットの農地に広範囲の水害をもたらせた。それゆえ、農業者にとって、長期の信頼できる

天気予報と被害からいち早く回復できる対応力のある生産システムが必要である。悪天候に対し

て農業者が計画を立てることを支援する技術は存在するが、まだ実用化の段階ではない。 

英国の食料戦略政策の一部として、少ない投入要素を使い、限られた土地で持続的な方法でよ

り多くの生産を行わなければならない。英国の主要な穀物である小麦は何年もの間、生産量が

増えていないことは注目に値する。結局のところ、現在の生産している食料の内容について再

考しなければならない。なぜなら、家畜や乳製品は輸入飼料に大きく依存しているからである。

新興国のインドや中国だけでなく、アジアやアフリカ、ラテンアメリカの国々によってタンパク

質の需要増が予想されるため、現在英国がラテンアメリカから輸入している大豆の供給が脅かさ

れている。英国が直面している飼料の輸入に関するリスクについて、政府は家畜と乳製品部門

の飼料に代替案を採用すべきと考えている。 

したがって、政府はEU内からより多くの飼料を調達する方法に取り組む必要がある。同時に、

政府はヘクタール当たりの増産を図るため、多くの豆類作付けの推進をすべきである。 

増加する気候変動に適応することに加えて、農業部門は気候変動の原因となる温室効果ガスの

排出削減にも取り組まねばならない。家畜生産は、温室効果ガスの40％以上の原因となっている。

ロザムステッド研究所でのさらなる研究が求められている。  

技術的に言えば、政府は技術進歩とその実用化のために、新たに1億6千万ポンドを農業戦略に

投入する。しかし、予想された6倍もの申請があり資金は十分でない怖れがある。政府は注意深

く監視し、場合によっては資金を増額する必要がある。 

多くの技術的進歩が持続的な方法で生産性向上に効果を上げている。たとえば浸水地を耕すこ

とのできる精度の高い農業技術や、ロボットを使い雑草を除草する技術などがある。現在のとこ

ろ、まだ実用化の段階ではない。 

遺伝子組み換え技術は作物に求められる特徴（例えばアブラムシの忌避性や干ばつ耐性）を

与える重要な技術である。対照的に、EUは異なった考え方をしていて、この技術の優位性を享

受することを妨げる規制をしている。消費者の遺伝子組み換えに対する懸念は残っており、政

府は食料安全に対する恐怖心を取り除くためにも科学的な方法で説明をする必要がある。この問

題に関しては、政府は穀物の認可のために科学的証拠に基づいてEUと協働する必要がある。 

英国政府は年間4億1千万ポンドを将来の農業経営のために研究費として支出している。しかし、

多くの研究が分断化されており、農家規模で持続的に調査を実行するには不十分な資金しか割

り当てられていない。家畜業と農業システムを再生し農業コミュニティーに密接した研究を行わ

なくてはならない。 

技術以外にも、現在の農業者は高齢化しており跡継ぎも少ないため、農業部門には力強い労

働力が必要である。よって、政府は新規に農業に参入する費用を軽減する取り組みをすることが

求められている。 
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英国食料安全保障に関する追加的聞き取り調査 

以下の追加的聞き取り調査は、英国食料安全保障の検証（2010）のテーマ3.5（緊急時の英国

農業の潜在能力）およびテーマ3.6（英国における通関港の多様性と柔軟性）の結論を裏づけす

るためのものである。対象者は、英国環境食料農村地域省（DEFRA）のダガルド・ストラザーン

氏（Dugald Strathearn）である。同氏は食料安全保障の政策チームリーダーである。 

英国の食品産業は市場主導である。近年では、食品産業は、特殊な状況が起こらなければ、政

府と共に食料政策で先導的な役割を果たす。また、食料はエネルギーと情報に依存しているため、

政府は洪水対策と国内輸送路の確保に取り組んできた。  

DEFRAによる最後の「英国食料安全保障の検証」は2010年に完成した。今まで、このレポート

の結論は変わっていない。一般的に、食料安全保障は5年おきに見直され、各検証は20年先を視

野に行われている。政府の現在の食料安全保障に関する焦点は、天候に脆弱な港湾の対応力につ

いてである。 

（質問および回答） 

Ｑ1．  設問にある「英国は輸入なしで自給できるだろうか？」に関して、専門家の何人かが英

国は自国民を養うための食料を生産するに十分な土地があると述べている。仮に深刻な

エネルギーや肥料、化学製品の欠乏の際、英国の自給は可能であるだろうか？ 

Ａ1． 英国は産油国であり、ノルウェーのような信頼できる輸入先も確保している。したがっ

て、自国で十分な肥料を生産できると考えている。  

 

Ｑ2．  緊急時の際、市民に対して生活に必要なカロリーを供給するため必要な食事上の変更は

何か？たとえば、食肉の制限はあるのか？ 

Ａ2．  そこまでの緊急時は想定していない。理論上、英国国民を養うために必要な穀物生産は

可能である。飼料に配分する穀物は少なくなるかもしれないが、総カロリーベースでは  

十分である。 

 

Ｑ3． 港湾が食料輸入の主要な通関地点であるが、港湾が輸入規模の増大を可能にする特別な

措置はあるか？ 

Ａ3．  現在英国では、パナマックス規模の大規模撤積貨物船の受け入れが可能である：イース

ト・アングリアのフェリクストゥやサウザンプトン、ロンドンゲートウェイでは、最大

規模の船舶を扱えるように改修された。また、運搬用トラックに積載される貯蔵および

加工用食料のための港湾設備がレイアウトされている。上記の港湾の多くはハブ港であ

る。英国で消費される食料と飲料の40%が輸入である。食料の90%が港湾を経由してくる

が、その中の70%がドーバー、フェリックストゥ、ハス、ハンバーそしてロンドンといっ

た東海岸から通関してくる。 

 

Ｑ4．  英国の港湾の中で、ドーバーが最も取扱量が多い。もしドーバーが使用できない場合、

他の港がドーバーの代替港として活用されるのか？そしてドーバーが受け入れていた量

を複数の代替港が追加を受け入れることで対応するのか？ 

Ａ4． その通り。複数の港が取扱量を増やすことで対応する。 

 

Ｑ5． 港湾にとって最も脆弱な点は何か？洪水のような自然災害、もしくは人的要素、外的要

因か？ 

Ａ5． 最も懸念される脆弱性は高潮に対するものである。1953年に数百人の犠牲者を出してい

る。これは、現在の港湾設備が完成する以前のことであるため、このような損害は起こ

らないであろう。政府は現在、高潮に対する計画を検討中である。 
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軍が介入した唯一の例は、労働争議があり港湾への燃料供給のための運搬が拒否された

時であった。政府は労働争議が延長した時のために、輸送用燃料を港湾に運ぶための軍

の運転手の追加を用意していたことがある。 

 

 

英文のサマリー（英語の原文部分は“ ”で示す） 

Ensuring the UK’s Food Security in a Changing World 

P17 July 2008 

http://www.ifr.ac.uk/waste/Reports/DEFRA-Ensuring-UK-Food-Security-in-a-changing-world-170708.pdf 

This paper discusses UK’s food security in the context of multiple global challenges, including high energy 
prices, poor harvests, rising demand from a growing population, use of biofuels and export bans. These 
developments have pushed up food prices, and with problems of scarcity, have sparked riots and instability in a 
number of countries. Furthermore, price increases are pushing millions of people in developing countries further into 
poverty and hunger.  

In the UK, citizens still enjoy a high level of food security despite recent rise in food prices, which have sparked 
discussions about self- sufficiency, food security and the resilience of our food supply network. Rising global demand, 
climate change, high oil prices and new pressures on land such as biofuels have undermined global food security. 
These pressures are compounded by trade distorting subsidies and protectionist policies imposed in the US, EU and 
other countries 

P17 The UK is more self-sufficient now than it was before and after the Second World War 

Currently the UK is 60% self-sufficient in all foods and over 74% self-sufficient in foods that can be produced in this 
country. This is relatively high by historical standards (table 1). 

Table 1. Historical British self-sufficiency ratios. 

pre – 1750  around 100% (in temperate produce)  
1750 – 1830s  around 90-100% except for poor harvests  
1870s  around 60%  
1914  around 40%  
1930s  30 - 40%  
1950s  40 - 50%  
1980s  60 – 70%  
2000s  60%  

 

“Self-sufficiency in the UK peaked in the 1980s and has since declined. The very high self-sufficiency of 
the 1980s and 1990s is attributed to the CAP and its focus on boosting food production through direct 
subsidies to producers, irrespective of demand.” 
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As a global issue, the UK has committed to a substantial aid package to help the most vulnerable countries while 
calling on the G8 to take collective action. The UK has also contributed to food issues in Africa, as a lack of global 
production will force prices to go up, ultimately affecting consumers in the UK too. 

The UK government believes that effective markets are fundamental to ensuring global food security, and as 
such has committed to continuing to liberalise markets through the Doha Development Round of trade negotiations 
and reform of the EU’s Common Agricultural Policy (CAP). The UK defines global food security as everyone having 
enough to eat. In the global context,  

“food security is about whether enough food is being produced to meet demand, and whether there are 
efficient and effective trading and distribution systems to get food to where it is needed.”  

Climate change presents a major threat towards increasing agricultural productivity. “The Government is 
taking the initiative to lead the EU and the world by investing in R&D and capacity building most susceptible to 
climate change.”  

Domestically, a thriving and productive agriculture sector that responds to the demands of consumers is 
needed for food security. In this regard, the Government invests in R&D, support on skills and ensuring the UK 
benefits from EU support under Rural Development Programmes. Defra’s spends half its research budget on 
supporting the farming and food sectors. The Rural Development Programme for England will invest £3.9 billion in 
England's farming industry and rural areas over 2007-2013. 

 

Risks to UK food security are more likely to come from sudden disruptions to supply chains than lack of food 

“The UK is already working with retailers and food suppliers to strengthen the resilience of our food chain, 
and reduce its energy dependence, so it is less vulnerable to shocks that could put food security at risk. For 
example, the food sector in the UK has demonstrated its ability and flexibility to deal effectively with 
emergencies. During the flooding in Gloucester and the South-West in 2007, supermarkets remained open 
and were able to provide food to those affected. “ 

A number of security indicators have been identified to assess and monitor food security internationally across five 
areas: global availability, diversity of supply, food chain resilience, affordability, and safety and confidence.  

“Crude calculations suggest that UK agricultural land could provide more than enough food from arable 
production in terms of our daily calorific requirements, in theory making the UK self-sufficient.  In the UK 
self-sufficiency ranges from around 10% for fresh fruit to around 100% for cereals. As a measure of 
domestic food security, self-sufficiency does not cover the processing and distribution of food. Even if it 
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were possible, self-sufficiency would not insulate us against disruptions to our domestic supply chain 
and retail distribution system. It would open up the UK to risks of adverse weather events, crop failure and 
animal disease outbreaks.” 

UK food production needs to respond to growing global demand for food  

“Domestic farming will need the capacity to respond to changes, including to climate and market changes. 
These changes will mean using different crops and varieties, and building capacity to deal with evolving 
risks and threats including volatile prices, adverse weather, and pests and disease”  

The Government is working with retailers and food suppliers to build the resilience of food supply chains.  

“UK policy focuses on ensuring that critical elements of our food supply chain work. This includes 
maintaining communication, transport and energy networks.”  

Potentially vulnerable to direct or indirect disruption, include extreme weather (e.g. flooding); IT systems failures; 
interruptions to fuel and other energy supplies; and failures in transport in transport infrastructure: roads, and port and 
airport services.  

Defra has set up and chairs the Food Chain Emergency Liaison Group, a forum at which other government 
departments, industry, and the relevant trade associations can share information and jointly consider developing 
government policy.  

The food chain is highly dependent on energy   

“The modern food chain is highly dependent on energy, mostly from fossil fuels, from the production of 
fertiliser all the way through to food preparation. By 2020 the UK will be importing the majority of its gas 
and more than half its oil. UK agriculture is becoming more efficient in its use of energy. Nevertheless, 
energy innovations and improved efficiencies have made total energy use by UK agriculture fall by over 
30% since 1985 while output has remained fairly constant.”  

The Government is also helping the food supply chain to prepare for future challenges 

“Defra has also launched a new project, as part of its Farming for the Future programme, to specifically 
address climate change adaptation by agriculture. The overarching aim of the project is to make the 
agriculture sector environmentally and economically sustainable in a changing climate; and to make 
agricultural ecosystems resilient to climate change by protecting, restoring and enhancing ecosystem 
services (e.g. biodiversity, water purification, flood management).” 

The recent increases in global food prices have, however, turned the attention of governments around the world on to 
short-term supply and long-term challenges to our food system. Rising global demand, climate change, high oil 
prices and new pressures on land such as biofuels have undermined global food security.  

“One of the most important contributions the UK can make to global and domestic food security is 
having a thriving and productive agriculture sector in the UK, operating in a global market and 
responding to what consumers want. The Government is committed to supporting the agricultural sector 
including through investment in research and development, support on skills and ensuring the UK benefits 
from EU support under Rural Development Programmes.” 

P20: Date: July 2009 

Securing food supplies up to 2050: the challenges faced by the UK 

http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200809/cmselect/cmenvfru/213/213i.pdf 

Background 

The Environment, Food and Rural Affairs Committee under the House of Commons, which oversees the work of 
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Defra, focuses primarily on the UK food system. Despite having the word “food” in its title, the Department for 
Environment, Food and Rural Affairs (Defra) regarded climate change as its principal priority. While Defra has 
neglected food policy in the past, it now has a chance to refocus its attention on this matter following the loss of most 
of its climate change responsibilities. 

In this context, Defra has a responsibility to provide strong leadership on food policy to coordinate the response from 
other departments. Given the global nature of the food economy, collaboration with the Department for International 
Development (Dfid) is needed. While Defra’s responsibility for food policy only encompasses England, the devolved 
Administrations and Defra need to act in unison on food policy and provide a coherent strategy for the UK as a 
whole. 

This report establishes the global context, in which the UK, and specifically Defra, should work under in to address 
various weaknesses in the UK food system. At the UN Food and Agriculture Organisation’s “World Food Security” 
conference in June 2008, the Secretary-General of the United Nations, Ban Ki-moon, announced that food production 
would need to increase by 50% by 2030. Furthermore, the Director-General of the Food and Agriculture Organisation, 
Jacques Diouf, stated that food production would need to double by 2050 to feed a world population of 9 billion, as 
projected. 

While government supported research into food and farming is still among the most advanced, the UK should 
recognize an urgent need to:  

“increase the budget for public-sector food and farming research; ensure that research priorities reflect the 
importance of securing food supplies; and increase translational services and research so that research does 
not “sit on the shelf” once it has been completed. Defra must also act to address the potential skills gap in 
farming and in applied research. Defra has a role to play in fostering long-term, stable relationships in the 
food supply chain.” 

In recent history, with peaceful conditions and economic growth, there has been little concern from the public on the 
security of the UK’s food supplies. As well, the UK Government has also seemed to take the availability of food 
largely for granted. Yet, some of the older generation can recall periods of food scarcity:  

“Food supplies have been restricted in the UK within living memory—the rationing introduced during the 
Second World War continued in limited form until 1954.”  

There is growing concern in UK and other developed countries that the current food system, which has worked so 
well since the end of the Second World War, is not sustainable. It must therefore adapt if it is to ensure food supplies 
and distribution.  

The self-sufficient approach? This report devotes a section on self-sufficiency. 

In contrast to the current approach to food security, which relies on potentially vulnerable global markets, the UK 
could realistically supply all its food needs from its own resources. Yet, historically “the countries of the UK have 
not been self-sufficient—in the strict sense of the term—for more than 200 years.”  

The import of non-indigenous food is one part of the UK’s falling self-sufficiency. Over the centuries, people in the 
UK have adopted foreign foods, including citrus fruits and bananas, that are not grown domestically. However, the 
UK is also far from being self-sufficient in indigenous products, with rates falling consistently since the mid-1990s. 

In discussions pertaining to food security, the term “self-sufficient” is frequently used; however, no one has argued 
for total self-sufficiency. The NGO, Friends of the Earth, defines self-sufficiency as “a desirable policy goal for food 
security and environmental sustainability”, but it supported “high self-sufficiency” rather than total self-sufficiency. 
Others were clear in their dismissal of total self-sufficiency. Monty Don, the President of the Soil Association further 
adds, “I do not think there is any benefit in trying to be 100% self-sufficient.” 

The principal argument against a policy of total self-sufficiency, is that a policy of total self-sufficiency would 
conversely lead to less food security:  

“It could be argued that a UK totally self-sufficient in indigenous food stuffs would free up commodities 
elsewhere in the world, to the benefit of other countries. However, such a policy might be seen to exemplify 
an “every country for itself” approach—an attitude that is already leading to so-called land-grabbing and 
would be likely to destabilise the global market in food. The UK should not aim to be self- sufficient, 
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even in indigenous food stuffs. Total self-sufficiency would make the UK’s food supplies less secure 
rather than more secure.”  

While most of the country’s food supply would be under its own control, under total, or near total, self-sufficiency, 
the consequences if something were to happen to that food supply would be immense: 

“Hillary Benn gave the hypothetical example of what would happen if a disease affected the UK wheat crop. 
He stated that, in such circumstances, without trading relationships with other countries, the UK would in 
be trouble. Andrew Kuyk, Director of Sustainability and Competitiveness at the Food and Drink Federation, 
made a similar point. He commented that if the UK refocused solely on domestic production and 
ignored external trade, there could be a ‘cataclysmic event’ such as a major crop failure. He argued 
that ‘diversity of supply’ was the ‘key to resilience in those circumstances’.  This point of view was 
shared by Defra, which stated that the diversity of the UK’s food supply ‘helps to spread risks from 
potential disruptions such as terrorism or floods’.”  

Defra has noted in 2006, that 26 countries, including the UK, accounted for 90% of the UK’s food supplies, up from 
22 countries in 1996, and that, currently, 34 countries each supply the UK with at least 0.5% of its food imports.  

“The Netherlands accounts for the highest share with 13%. Defra commented that ‘the vast majority of our 
food (69% in value)’ comes from ‘our stable trading partners in the European Union.’ It should be noted 
that risk is spread not simply by having trading relationships with a number of different countries, 
but by ensuring that each commodity comes from a number of different countries.” 

Indeed, trading relationships themselves can be a source of risk and there is no guarantee that EU trading 
relationships will always be stable. For example,  

“the Country Land and Business Association (CLA) asked to consider whether intra-EU trade would 
continue to operate smoothly in the event of severe shortages of basic food stuffs. It conceded that such 
shortages were ‘somewhat unlikely’, but suggested that there might be a need to consider contingency 
plans for dealing with the breakdown of the single market”.  

In the scenario that EU countries attempted to take protectionist action in a time of severe food shortages, the 
European Commission would ensure that the rules of the single market were upheld: 

“The Commission should investigate further what means would be at its disposal in the unlikely event of a 
breakdown of the single market. However, the fact that trading relationships are fragile is an argument 
in favour of spreading the risk by having relationships with multiple countries, working to build 
strong relationships, and having contingency plans, not an argument in favour of self-sufficiency.” 

In addition, to the issue of self-sufficiency, this report also touched upon the need to consider the environmental 
consequences of where and how food is produced, and for consumers to be provided with sufficient 
information to enable them to make responsible choices. “The role of local and home production, and of educating 
children about food, should be included in Defra’s vision and strategy for food.” 

The report concludes that the UK has a duty to take global leadership and make the most of its natural advantages for 
increasing certain types of food sustainably. “The UK should not attempt to be totally self-sufficient, but it should 
aim to increase its production of those fruit, vegetables and cereals that are suited to being grown here.” 

Defra 

Ensuring the UK’s Food Security in a Changing World: A Defra Discussion Paper 

P24 Defra 
UK Food Security Assessment: Detailed Analysis 
January 2010 
This paper details a framework of indicators and analysis for assessing UK food security. First proposed in Defra’s 
2006 analytical paper on food security, and outlined in Defra’s 2008 discussion paper, the indicators have developed 
through stakeholder engagement and have benefited from expert input from various Government departments and 
Defra’s Council of food policy advisers. This discussion sets out the various dimensions of how we understand UK 
food security, and then brings together a range of evidence, many in classic indicator form, to inform and 
communicate an assessment of UK food security now and over the next decade. Six main assessment themes were 
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identified and summarized as follows: 

 

 

The UK’s food security involves a complex set of factors and risks affecting availability, affordability and 
accessibility. For this reason, the discussions around food security have shifted away from a simple focus upon trends 
in domestic agricultural self-sufficiency. In Defra’s 2008 paper Ensuring Food Security, the authors state: 

 “Even if it were possible, self- sufficiency would not insulate us against disruptions to our domestic 
supply chain and retail distribution system. It would open up the UK to risks of adverse weather events, 
crop failure and animal disease outbreaks. We would continue to depend on imported fertilisers, machinery 
and certain foods for a balanced diet”. 

In regard to emergency scenarios, this assessment also notes: 
“In the unlikely event of extreme isolation (as nearly occurred at times during the Second World War), the 
overall calorific potential of UK agriculture would be more than sufficient, assuming a very substantial 
reduction in livestock production” 

Among the six themes, we summarize the principal findings and key points in each of theme.  

1. Global availability Themes 1 and 2 provide the global context to UK food 
security 

 
2. Global resource sustainability 

3. UK availability and access Themes 3 and 4 focus in upon the UK supply chain 
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4. UK food chain resilience  

5. Household food security 
Themes 5 and 6 focus upon the consumer perspective 

 
6. Safety and confidence 

 

Of particular importance are themes 3 and 4, which have greater relevance to self-sufficiency. Relevant sub-themes 
are summarized below. 

Theme 1: Global availability 

“ ‘The principal food security challenge for the UK is a global one’, and it warns against taking an 
isolationist approach.” 

The types of challenges addressed include demographic change, climate change, third country protectionism, 
sustainable productivity growth, and ensuring adequate investments.  

The UK Chief Scientific Adviser‟s Foresight project which addresses the question "How can a future global 
population of 9 billion people all be fed healthily and sustainably?" The project looks out to 2050 and takes a global 
view of the food system, considering issues of demand, supply and the environment and drawing on a wide range of 
international expertise 

P24: Theme 2: Global resource sustainability 

“More frequent extreme weather events in the UK will test business continuity planning and infrastructure 
resilience (theme 4 indicators). Coastal flooding can affect ports and agricultural land use (theme 3 
indicators).” 

Theme 3: Diversity of UK food supply 
Under this theme, breakdowns in trade, domestic agricultural supply failures, disruptions to the domestic food chain 
disruption to ports and shipping are addressed. In contrast to notions that greater self-sufficiency will lead to better 
security, the dangers of high domestic sufficiency are identified here: 

“Whilst around half domestic consumption (in unprocessed terms) is supplied by domestic 
agriculture, this itself can be a significant source of risk because of the potential for domestic animal 
disease, floods, crop failures, radioactive fallouts, boycotts and so on. Domestic agriculture is also exposed 
to breakdowns in trade as it is itself dependent upon imports of feed, fuel, machinery and fertiliser.” 

“On the other hand, were another single country to have the sort of overall market share supplied by 
UK producers that could raise concerns. That is not to say that domestic agricultural supply is any more 
or any less vulnerable than the production of other individual countries. Rather, on the assumption that the 
risks to the agriculture supply of each country, including the UK, are broadly the same, then the more 
diverse are our sources of accessible supply, the better for food security.” 

In 2007, 25 countries together accounted for 90% of UK food supply, up from 20 countries in 1993. Just over half 
of this was supplied domestically within the UK. After the UK, the leading suppliers were the Netherlands, Spain, 
France, Germany and Ireland, all members of the EU and close trading partners.  

Theme 3.2: UK production capability 

“Whilst current self-sufficiency levels are poor indicators of UK food security, capability remains 
relevant to monitor. This is also linked to concerns that coastal inundations and urban expansion will 
irreversibly erode our ability to produce food. As the OECD points out, a low-input extensive agriculture 
maintains productive capability without necessarily requiring artificially high levels of current production.” 

 
In the case of emergencies, “potential area is much more stable than harvested area.” The conversion of unused 
land into functional agricultural land to step up production would presumably be driven by market signals.  

41 
 



Currently, agricultural land currently makes up around 78% of total land area in the UK. This percentage has been 

fairly constant over the latter part of the 20
th 

century through to the present. Currently, over a third of this area could 
be put into production (potential area). Only a small proportion of agricultural land changes use in any given year.  

“Land availability and yield potential are not the only elements of capability. Adequate physical and human 
capital are also needed, as is access to other inputs such as fertilisers. However, statistics on these are more 
difficult to interpret and, as indicators, could be misleading. For instance, a decline in the fixed capital stock 
or labour force may simply reflect more efficient use of resources (through restructuring) or improvements 
in technology and productivity.” 

Theme 3.5: Potential of UK agriculture in emergencies. 

“In the face of an extreme event, or set of events (however unlikely) that forced the UK to feed itself 
totally from its own resources, without any possibility for trade. It is important to note that even in 
the Second World War this scenario did not fully pertain. Despite a range of international crises in the 
last fifty years, Europe, and OECD countries generally, have been remarkably free from food security 
problems. But in short, “Could the UK feed itself without imports?” 

Maximising calorie production would require a dramatic reduction in livestock production with all crop production 
used for human food where possible instead of animal feed.  

With 21 million tonnes of animal feed used annually in the UK (of which around one half is primarily home grown 
cereals), the use of crops for human consumption rather than animal feed would suggest that the productive 
potential of the UK is likely to exceed the needs of the national population, particularly if this extreme scenario 
included a reduction in the level of food waste.  

Theme 3.6: Diversity and flexibility of entry ports into the UK 

Food, as well as feed and 42ocused42er inputs to domestic agriculture, from overseas is enabled by the UK‟s 
international gateways. The following focuses on UK sea ports which are by far the most important gateways. 
91% of food imports arrive by ship, while the Channel Tunnel and airports, particularly Heathrow, handle the 
remainder of the UK‟s food imports. 

Theme 4: Food chain resilience  
Energy dependency of the UK food chain: 

The food chain – which includes the production, processing, packaging, distribution, transport, retailing and 
consumption of food – depends on reliable access to energy: electricity, gas, fuel, fertilizer and oil. Energy security 
is vital to the functioning of the whole economy and energy intensive industries like food are vulnerable to energy 
supply disruptions and/or higher energy prices. Incremental improvements have led to substantial decrease in energy 
intensity in the food industry:  

“In absolute terms energy use in the food manufacturing sector fell by 10% from 1997 to 2007; the 
agricultural sector saw a fall of around 22% over the same period. The energy (fuel) used in food transport 
has been less stable but seems to be on a rising trend since 2002. Around two-thirds of energy consumption 
in UK agriculture is in the form of indirect inputs such as fertilizer, tractors and animal feed. Reduced 
fertilizer use is a key driver of the overall decline. The downward trend in energy use in UK agriculture 
goes back further. Between 1985 (when figures begin) and 2006, total direct and indirect energy use in 
agriculture fell by 31%, although most of this reduction occurred since 1997.”

  

Theme 5: Household food security 

“Food security is ultimately about people acquiring and consuming food. Defra’s 2008 Food security paper, 
defines food security as “consumers having access at all times to sufficient, safe and nutritious food 
for an active and healthy life at affordable prices.” Given that there is enough food in the country 
everyone should be able to access and afford a healthy diet. The indicators in this theme are largely 
outcome-based and focused upon consumers.” 

The types of challenges and threats addressed by this theme: Rising food prices (the consequence of tighter supplies 
of energy and commodities or other prolonged supply disruptions – see earlier themes), economic recession and 
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unemployment, widespread closure of food stores e.g. because of pandemi   

Theme 6: Safety and confidence 

Public confidence in the UK food system rests primarily on food safety. “Legislation on food safety goes back to the 
nineteenth century, and contamination incidents as well as animal disease outbreaks such as BSE and Foot and Mouth 
have previously shaken public confidence in food safety.”  

Types of challenges and threats addressed by this theme: standards of hygiene      
and diseases esp. in domestic agriculture, complex and global supply chains, and public perception of food safety. 

House of Commons: Environment, Food and Rural Affairs Committee 

UK Government Office for Science 

Foresight. The Future of Food and Farming (2011) Final Project Report 

The Future of Food and Farming: Challenges and choices for global sustainability 

Date: January 2011 

P32:https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/288329/11-546-future-of-food-an
d-farming-report.pdf 

This report from UK’s Government Office for Science is a result of comprehensive discussions between 400 leading 
experts and stakeholders in food security from about 35 low-, middle- and high-income countries across the world. 
The authors assume that UK’s food security will be vulnerable unless global food security can be ensured and their 
analysis takes a long-term, strategic outlook at likely challenges over the next 20 years to 2030 and the next 40 years 
to 2050. Based on current trends, the types of policies that are relevant to achieve global food security are identified.  

Interacting drivers of change will converge in the food system over the next 40 years. Careful assessment is essential 
if future risks managed. Six particularly important drivers are outlined here: 

• “Global population increases. Policy-makers should assume that today’s population of about seven billion 
is most likely to rise to around eight billion by 2030 and probably to over nine billion by 2050. Most of 
these increases will occur in low- and middle-income countries; for example those in Africa. 

• Changes in the size and nature of per capita demand. Dietary changes are very significant for the 
future food system because, per calorie, some food items (such as grain-fed meat) require 
considerably more resources to produce than others. 

• Future governance of the food system at both national and international levels. 
• Climate change. This will interact with the global food system 
• Competition for key resources, including land, water, and energy. 
• Changes in values and ethical stances of consumers. These will have a major influence on politicians and 

policy makers, as well as on patterns of consumption in individuals.” 

The key challenges in food security include hunger, unsustainable patterns of food production, and changing profiles 
in food consumption. To date, hunger remains widespread with 925 million people around the world lacking access to 
sufficient major macronutrients (carbohydrates, fats and protein). Another billion are thought to suffer from ‘hidden 
hunger’, in which essential vitamins and minerals are missing from their diet. Modern production of food faces 
various problems, including practices that degrade the environment and compromise the world’s capacity to produce 
food. Furthermore, the industrial nature of production contributes to climate change, destruction of biodiversity, soil 
loss due to erosion, loss of soil fertility, salination and other forms of degradation. 

This report suggests the “need for policy-makers to take a much broader perspective than hitherto when making 
the choices before them – they need to consider the global food system from production to plate.” Taking a 
globalized, integrated approach: 

“This Report rejects food self-sufficiency as a viable option for nations to contribute to global food 
security, but stresses the importance of crafting food system governance to maximise the benefits of 
globalisation and to ensure that they are distributed fairly. For example, it is important to avoid the 
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introduction of export bans at time of food stress, something that almost certainly exacerbated the 2007 – 
2008 food price spike.” 

Due to the interconnected nature of the global food system, there are both advantages and disadvantages:  

“For example, economic disruptions in one geographical region can quickly be transmitted to others, 
but supply shocks in one region can be compensated for by producers elsewhere. A globalised food 
system also improves the global efficiency of food production by allowing bread-basket regions to export 
food to less favoured regions.” 

In this Report, the importance of interconnected policy-making in strongly emphasized:  

“Other studies have stated that policy in all areas of the food system should consider the implications for 
volatility, sustainability, climate change and hunger. Here it is argued that policy in other sectors outside 
the food system also needs to be developed in much closer conjunction with that for food. These areas 
include energy, water supply, land use, the sea, ecosystem services and biodiversity.” 

While there will be major challenge for policy-makers, coordinating efforts among these different sectors will be key 
for successful implementation of food polices: 

“There are three reasons why broad coordination is needed. First, these other areas will crucially affect the 
food system and therefore food security. Secondly, food is such a critical necessity for human existence, 
with broad implications for poverty, physical and mental development, wellbeing, economic migration and 
conflict, that if supply is threatened, it will come to dominate policy agendas and prevent progress in 
other areas. And, thirdly, as the food system grows, it will place increasing demands on areas such as 
energy, water supply and land – which in turn are closely linked with economic development and 
global sustainability. Progress in such areas would be made much more difficult or impossible if food 
security were to be threatened.” 

Findings on governance. This report suggests that:  

• “Food security is best served by fair and fully functioning markets and not by policies to promote 
self-sufficiency. However, placing trust in the international system does not mean relinquishing a 
country’s sovereignty, rights and responsibilities to provide food for its population. 

• Greater powers need to be given to international institutions to prevent trade restrictions at times of crisis. 
Interventions should include economic incentives and penalties designed to stop the erection of trade 
barriers that exacerbate price rises.” 

The authors also examine the role of new technologies. A portfolio approach that puts all potential technologies, 
while considering their safety and appropriateness, on even footing is emphasized: 

• “New technologies (such as the genetic modification of living organisms and the use of cloned livestock 
and nanotechnology) should not be excluded a priori on ethical or moral grounds, though there is a need to 
respect the opinions of people who take a contrary view.  

• Investment in research on modern technologies is essential in the light of the magnitude of the challenges 
for food security in the coming decades.  

• The human and environmental safety of any new technology needs to be rigorously established before its 
deployment, with open and transparent decision-making.  

• Decisions about the acceptability of new technologies need to be made in the context of competing risks 
(rather than by simplistic versions of the precautionary principle); the potential costs of not utilising new 
technology must be taken into account.  

• New technologies may alter the relationship between commercial interests and food producers, and this 
should be taken into account when designing governance of the food system.  

• There are multiple approaches to addressing food security, and much can be done today with existing 
knowledge. Research portfolios need to include all areas of science and technology that can make a 
valuable impact – any claims that a single or particular new technology is a panacea are foolish.” 
 

Date: July 2014 
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Food security Second Report of Session 2014–15 
P35: URL: http://www.publications.parliament.uk/pa/cm201415/cmselect/cmenvfru/243/243.pdf 
The UK currently enjoys a high level of food security with 68% of its food produced domestically. However, this 
level of self-sufficiency is not sustainable unless the Government plans for climate change and the changing global 
demand for food. This report focuses on food production, supply and the systems needed to ensure food security. In 
the global context: 

“There is a significant challenge to feed a growing global population in a sustainable manner. The key 
question for us, is how the UK responds to that challenge—that is, what role it plays in global markets 
given that it is both a small part of the global food.” 

In the UK, food security is a multidimensional issue, requiring oversight from at least three departments—Defra, BIS, 
DECC. While these departments communicate and work together amongst each other to some degree, the experts 
recommends greater collaboration with the Government, identifying Defra as the lead Department. Furthermore, a 
Food Security Coordinator should be appointed to align the directions of the departments better. 

Over the last 20 years, food production has steadily declined in the UK. Therefore, it is imperative that: 

“the Government keeps track of levels of self-sufficiency in indigenous products—which will vary from 
time to time. While the UK may be food secure at present, it would be unwise to allow a situation to 
arise in which we were almost entirely dependent on food imports given future challenges to food 
production arising from climate change and changing global demands.”  

Among the different types of food, self-sufficiency of fruit and vegetables has fallen the most. However, “food 
security is not simply about becoming more self-sufficient in food production.” A diversity of supply is an 
important safeguard against diseases, severe weather or other domestic supply disruptions. To address these 
declines, farmers should seek to extend the seasonal production of fresh fruit and vegetables in coordination 
with the Agricultural and Horticultural Development Board.  

In addition, supermarkets in the UK play an important role in ensuring proper food distribution across the country. 
Furthermore, consumers should be educated on where their food comes from, and the health and resource impacts 
that their choices create: 

“There is an important role for protein from a variety of sources in our diet, and some of the animals we 
consume—for example, cattle and sheep—also play a vital role in ensuring our hillsides and upland farms 
remain viable. The production of protein, whether from animals or plants, must make efficient use of land 
and water, and discourage waste and reduce harmful emissions.” 

UK gets much of its imported food from other EU member states. As part of the CAP, which was originally intended 
to ensure EU consumers have access to stable food supplies at reasonable prices, many UK farmers receive support 
from the EU, but this regime must evolve in order to meet the challenge of climate change and projected increases in 
global demand for food and potential supply disruptions. Thus,  

“The UK Government must ensure a joined-up approach to food security within the EU across 
different policy areas, and particularly in relation to the CAP, to ensure policy coherence. The 
Government should set out how it will use the flexibility provided by the new CAP agreement to help meet 
the objective of food security.” 

As such, “the UK should also export where possible, those products which are surplus to demand in the UK 
and can be produced competitively for export, as this will help boost our production:”  

“the potential impact of projected rising trends in global demand for animal protein on the price of animal 
feeds and the cost of production. The Government is aware of this issue and has funded some research in 
this area. The Government must redouble its efforts to negotiate the export of products such as pigmeat and 
cheese to China and demonstrate reciprocity in trade.”  

Likewise patterns of food production must change as agricultural output is extremely weather dependent and 
climate change is expected to become bring more unpredictable and volatile weather. For example, storms in 
winter of 2013 led to extensive flooding of agricultural land in Somerset. Thus, farmers need better longer-term 
weather forecasts, and resilient production systems to be able to recover from such events. The technology to assist 
farmers in planning for bad weather conditions is available, but not yet commercialized. 
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As a part of the strategy to address UK’s food challenges, more food should be produced on a finite amount of land 
with fewer inputs in a sustainable way. It is noted that for UK’s staple crop, wheat, yield levels have not increased 
for many years. Ultimately, the type of food we produce must also be reconsidered as the livestock and dairy 
produce is heavily dependent on imported soybean for animal feed. Anticipated increases in the demand for 
protein from emerging economies in India, China and other parts of Asia, Africa and South America, threaten the 
supply of soybean, which today is imported from South America. Due to the risks that UK face in its animal feed 
imports, the Government should put in place a plan for alternative animal feed for the livestock and dairy 
sectors. 

Thus, the Government should focus on developing ways to source more animal feed from within the EU. At the same 
time, the Government must promote the growth of more legumes to ensure greater output per hectare. 

In addition to adapting to the growing effects of climate change, the agriculture sector should also lower the 
greenhouse gas emissions that underlie climate change. Livestock production contributes more than 40% of these. 
More research like that being carried out at Rothampsted Research is needed.  

Technology-wise, the Government’s new £160 million AgriTech Strategy to support collaborative research and 
development and ensure that technological ideas are translated into practice. However, the funding may be 
insufficient— the first round of bids was six-fold oversubscribed. The Government must monitor this and, if 
necessary, identify additional funding sources. 

There are many technological developments that could help improve productivity in a sustainable manner. Precision 
farming technology, for example to be able to plough water-logged fields, or to use robots and scanning technologies 
to detect and remove weeds in a field. At present much of this research is not reaching the field. 

GM technology has been identified as an important method to impart desirable traits in plants—such as 
aphid- repellence, or drought resistance. In contrast, the EU has different perspectives and its regulations 
hamper the UK from taking advantage of this technology. Consumer concerns about GM remains and the 
Government must address these concerns, using science to counter food safety fears. The Government should also 
continue to work within the EU to encourage a more evidence-based approach to the licensing of crops. 

The Government spends £410 million annually on agri–food research to develop future farming systems. However, 
much of this research is fragmented, and there is insufficient funding for farm-scale research that can carry 
out investigations in a sustained manner, replicating livestock and farming systems and bringing research closer to 
the farming community. 

In addition to technology, a vibrant labor force in the farming sector is needed as the current generation of 
farmers are aging with fewer heirs interested in staying in agriculture. Thus, the Government should thus work 
with industry to help with the costs associated with entry into farming. 
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I. 関連情報 

スイスは少ない耕作地や人口増加、高い生活水準といったまさに日本と同様の状況にあり、国

民は自給率が 50％から 60％であることを憂慮している。 

Ａ．スイス国憲法 

スイス国憲法 104条 a はスイス連邦に「国民に対し信頼できる食料対策」のために農業部門

を有する義務を課している。 

 

104 条 農業 

スイス連邦は、持続的かつ市場を優先した政策に基づき、以下のような農業部門の基本的寄与を

保証する： 

a.      国民に対し信頼できる食料対策;  

 

b.     自然資源の保護と田園地域の維持; 

 

c.     居住人口の分散化 

 

農業部門で期待される自助的対策に付随して、自由経済の逸脱により、必要に応じてスイス連邦

は土地を耕作する農家を保護する。 

スイス連邦は、農業部門がその多岐にわたる義務を満たすように対策を講じるものとする。特に

以下の権限と義務において講じられる: 

a. 

環境保護的な要求を満たしている場合、農業労働に対する公正で適切な報酬として直接

的な補助金により、農業による収入を補てんする。 

b. 

環境と家畜に対し敬意を払い、自然に近い形での生産方法が、経済的に有益であるのな

ら、優先的に奨励する。 

c. 

食品の原産地証明、品質証明、生産方法の明記、そして加工方法の明記を法制化する。 

d. 

農薬、化学薬品、その他補助薬品の過剰な使用による弊害から環境を保護する。 

e. 

判断により、農業研究、カウンセリング、教育、投資支援を奨励すること。 

f. 

判断により、農業における所有権の保護を法制化する。 

これらの目的のため、スイス連邦は農業部門専用のファンドと一般的な連邦ファンドを提供する。 

Ｂ．ワーレン計画 

ワーレン計画は未だにスイスの研究者、政治家によく知られ言及されることが多い。それは、第

2 次大戦中、チューリッヒの連邦農業試験場の所長であり、連邦事務所で穀物についての公開講

義を担当していた F.T.ワーレンによって策定された自給計画である。その計画が当時、スイス

の最適な地域に実際に適用されていたなら、飢饉や貧困、環境破壊を克服できたかもしれないと、

今でも考えられている。 
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ワーレン計画とは: 

1. 備蓄の消費管理を厳しくすることにより、備蓄をできるだけ持続させる。 

2. リサイクルと製品の代替化を含むすべての資源の最適使用を行う。また、すべての空閑

地の利用。 

3. スイス経済にとって最も有用な生産を行い、最適化する。 

4. 基本的に食物生産は人力で行う。 

ワーレン計画の目的は、穀物についての知識の強化によって農業生産の増加がスイスを食料の自

給自足国家になることである。 

- 牧草地は農地と工業化された農業用地となった。 

- 1940年に 183 000ヘクタール だった農地が 1945 年には 352 000ヘクタールになっ

た。 (スイスの国土の 12.5％である 500 000ヘクタールが農地転用可能と予想され

ていた) 

- 1940年に 52％だった自給率が 1945年には 59％になった（73％まで上昇したとする

説もある） 

ワーレン計画の重要性：少なくとも 30 万ヘクタールが戦時中に農地転用されたことである。 

都市型農業、社会的統合と協力、連帯と対応力によって、この結果がもたらされた。また、国土

の地域ごとに標高、地質、土壌の特徴などが調べられ広範な分析がなされた。 

この計画では、20名以上の従業員のある会社は、従業員 1人当たり 2 アール（100平方メートル）

の耕作を義務付けられた。 

ワーレン計画は 1946年に中止された。 

 

 

Ｃ．2014 – 2017  次期農業計画 

スイス連邦評議会は 2014 年から 2017 年にのための農業政策へのメッセージを打ち出し

た。、この方針の主題は、スイスの農業競争力を向上させることが目的で農業従事者によっ

て提供されるサービスを向上させ、追加市場にアクセスするために、農業、社会と農業生産

における資源の有効利用のために、山岳地帯の森林などを農地に転換していくなど環境への悪

影響を最小減に配慮しつつ農業の生産性の安定と向上を打ち出している。 
 

 

表 1：2014年－2017年農業政策の目標 

領域 観点 2007 年－2009 年の状況 2017 年の目標 

経済 生産性 毎年 2.1％増 毎年 2.1％増 

資本更新 30 年 30 年 

社会 農業部門所得 毎年 0.7％減 毎年 0.5％減以下に 

抑制 

食料供給の確保 総生産 24,200TJ 24,500TJ 
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純生産 21,500TJ 22,100TJ 

永住地における 

農地 

毎年 1,900ha減 毎年 1,000ha 減以下

に抑制 

自然遺産、 

環境 

窒素効率 29％ 33％ 

リン効率 59％ 68％ 

アンモニア排出 48,600tN 41,000tN 

ESA＊規模 低地において 60,000ha 低 地 に お い て

65,000ha 

ESAの質 接続地の 36％ 

高品質地の 27％ 

接続地の 50％ 

高品質地の 40％ 

農地 山岳地帯におけ

る農地 

毎年 1,400ha減 農 地 の た め に   

森林 20％減 

動物保護 ROEL**参加比率 72％ 80％ 

*ESAとは環境上の休耕地のこと    ** ROELとは家畜の定期的な戸外運動 のこと。 

 

2014-2017 次期農業計画における食料供給の確保：論点 

 

平常時、市場を通じて（国内生産と輸入によって）国民への食料供給を確保することが出来る。

食料は基本的に民間部門の関連事項である。戦時下では、食料供給の確保は担保出来ない恐れが

あり、これは安全保障の問題となる。したがって、戦時下において食料確保は公的部門の関連事

項となる。連邦政府は危機下において食料供給の確保のための対策を講じる。この対策は、ひと

つは短期的な国内経済的供給戦略であり（例えば、義務的備蓄から放出）、一方で長期的な農業

政策を含む対策である。社会奉仕活動は、食料生産規模（例えばインフラ、知識、技術など）を

維持する目的がある。このような備えは、食料不足時に農業生産を迅速に適応させることが出来

る。連邦議会によって提案された食料供給確保のための支払いは保証されているため、農業部門

の生産規模は平常時同様に確保される。しかしながら食料供給の確保のための支払いは、様々な

理由によって複数のステークホルダーから非難を受けている。そのひとつである農業者団体は畜

産物への支払いにリンクしたより高額な食料供給確保のため補助金の支払いを要求している。 

一方、経済団体及び環境団体は基本的に食料供給確保の支払いに疑問を呈し、減額を求めている。 

 

このような議論に対し、連邦議会はその提案の中で中庸な見解を取っている。畜産物への支払

いを食料供給確保のための支払いに近づけることが議論のポイントであり、バランスのとれた牧

畜と食料供給のための生産が、現在の農業システムにおいて農業者が集約的農法を導入するため

の必要条件となるだろう。食料確保のためのファンドの増加に反対する意見は、本来の目的であ

る食料確保に対して正反対の効果を持つ。食料供給確保のためのファンドを削減することは市場

の規制撤廃を進めるうえで逆行しており、新しい技術を採用することに障害となる。 

 

136億 7千万スイスフランが 2014年から 2017年までの 4年間に 3つの農業分野での対策に使

用されることが決定されている。毎年 34 億 2 千万フランが前年に対して支払われる。この資金

のうち 82％が直接払いのためのもので、残りは生産と販売に 13％、福祉等に 5％に割り振られ

る。直接支払いのうち 40％を占める補助金が食料供給確保のために使われる。この数字は 2014

年から 2017 年を通じて変動しない。 
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Ｄ．スイス食料安全保障イニシアチブ 

農業組合 

農業組合は 2014年 7月までに 15万人の署名を集め食料安全保障のイニシアチブ(*1)に着手す

ることを求めており、その嘆願に明確な反応が示されるものと推測されている。 

食料安全保障のイニシアチブの論点は以下の通り：  

- スイス農業の目標と役割は、食料生産かそれとも景観保護か？ 

- 多角的で長期にわたる国内生産を行い、スイス国民に食料供給を確保することは重

要である。従って、食料自給率は低下させるべきではなく、食料輸入は国内供給を

担保するために制限されるべきものである。  

- 農地の減少に歯止めをかけるための施策を行うべきである。 

- 多角的で長期にわたる国内食料生産は品質重視であるべきである。 

- 農業部門での管理コストを減少させるべきである。（より良い体制にするためのコス

トカット） 

- 投資や経営計画、安全保障に関する法整備により農業に企業家精神をもたらせるこ

とは重要である。 

2014 年 1 月発行の小冊子「食料安全保障と国内生産」は食料の国内生産の保護と消費を訴える

ものである。 

スイス国民が生産し消費している食品内訳（2011 年調査）  

食品 消費 輸入 （％） 自給率（％） 

牛乳・乳製品 210万トン 0％（国内生産は 240

万トン） 

118％ 

精肉 42 万トン 20％ 80％ 

シリアル類 79.8万トン 45％ 55％ 

糖類 31.3万トン 6％ 94％ 

魚類 6.3万トン 97％ 3％ 

果実類 95 万トン 60％ 40％ 

酒類 77.4万トン 85％ 15％ 

じゃがいも 36.4万トン 6％ 94％ 

  

2011年、スイス国民 1 人当たり 703 ㎏の食品を消費している。（廃棄物を含む）この内訳は、393

㎏は国内生産で賄われており、385㎏は輸入に頼っている。自給率は 56％である。BFS 提供（*2） 

 

（*1）スイス食料安全保障イニシアチブ：ASSAF - Association Suisse pour un secteur 

agroalimentaire fort-スイス大規模食品加工業者連盟による活動。 

（*2）ドイツ連邦統計局 Bundesamt für Statistik: Statistik Schweiz   
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Ｅ．食料供給モデル算出方法と考察 

2011 年、経済供給局の食料部の責任者であったゲロルド・レッチャーは輸入に依存する食料

供給モデルはスイスの食料安全保障にとってリスク（チェルノブイリ原発事故、家畜の病気、通

称禁止措置等）が高いと指摘した。  

 

ヘッテンシュヴァイラー氏とフルーリー氏によって 2007 年に行われたサーベイ調査（参照：

付属書類 農業の食料安全保障における役割に対する評価。）によってスイスの食料安全保障シ

ステムの状態が示されたが、これは直近の研究とほぼ同じである。 

スイスでは、経済供給局が国家危機において戦略的計画と供給の責を担っている。また、官民の

技術者を統合し食料安全保障を行うプロジェクト委員会も経済供給局に含まれる。 

ここでは、スイスの食料供給を担保する方法を、リスク分析、目標の設定、そして実行方法とい

う 3つの要素からなる戦略によって明確にする。 

 

このシステムは最低半年間、貯蔵可能食料（シリアル、米、糖類、油類、コーヒー）を 100％

の供給を可能にする義務的備蓄を基礎としている。（1 人当たり 1 日 3300 キロカロリーとする） 

この期間（半年）後は、少ないレベルの食料、つまり国民 1 人当たり 1日 2300キロカロリーの

消費を想定している。  

従って、食料危機が継続すると需給のバランスをとるために、配給制をとる必要性がある。 

フライブルグ大学のコンピューターサイエンス学部が開発した、食料安全保障戦略のための供

給管理分配決定サポートシステム（DDSS-ESSA）というモデルによってシミュレーションがなさ

れている。 

以下はその全体像である：（モデル：現状データ入力） 

 

ユーザーインタフェース 
 
 

データベース

選択 
仮説  シ

ナリオ 
戦略的 意

思決定 
運用のため

の判断 

結果レポート 

データベース、既存

データ登録 

農業統計 

貿易統計 

専門家 

解決策：食料不足

の極小化 

食用野菜          
培養栽培(36) 自由在庫 

畜産生産(45) 義務的在庫 

輸出入 加工/利用食料または飼料 

食料、備蓄、食料配給 

戦略的意思

決定 
仮説シナリ

オ 
運用のため

の判断 
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特徴的なのは、スイスの食料危機に対する視点が第 2 次大戦の経験と未だに深い繋がりがある

ことである。近隣諸国を含む戦争が起こった場合、専門家は「危機」か「通常」の 2者択一的な

思考に囚われていると言える。これはエネルギー危機やパンデミック（伝染病の危機）への対処

でも同様である。 

しかしながら、食料危機は、より狡猾な潜行性を持って現実になることが予測される。たとえ

ば、2007年と 2008年に食料輸出は制限されたため、食料価格が高騰し国民の 1部（低所得者層）

に供給することが困難になった。このような場合、連邦政府はどのような対策を、どのようなタ

イミングで行えばよいのだろうか？この状況は、スイス連邦憲法の供給についての条文 30「供

給量が十分である時に限り、価格変動によって被った被害の補償に対する手段を講じない」とあ

るため、細心の注意が必要である。なぜなら、価格の上昇が一過性のものか継続的なものかを判

断するのは難しいからである。 

現在の DDSS- ESSA モデルには、十分な供給量を判断する情報が欠けており、同様に金融的情

報も欠落している。もし、政治的な理由で現在の DDSS- ESSA モデルが継続するならば、スイス

の農業研究は概念的な研究（序数的および基数的危機について等）に固執してしまうだろうとの

専門家の見方がある。 

 

結論 

前述した点は、スイス連邦が日本と同様に、戦争や紛争等の通常の食料輸入を阻害する危機を

考慮した食料安全保障を念頭に置いていることを示している。農業者は国民同様、農業食料自給

に関心がある。 

したがって、様々な要素、例えば生態系の保全強化、自然資源保護、気候変動対策、食品安全

対策、食品市場の健全化（自由競争）そして地方経済の活性化など考慮しなければならないこと
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は多いが、食料安全保障をどの様な状況下で展開するかに焦点をあてた場合、複雑に絡み合う各

要素を如何に捉えて、食料安全保障を推し進めて行くかが今後の重要な課題と考える。 

 

付属書類: 農業の食料安全保障における役割に対する評価 
 
Mr Hättenschwiller and Flury in 2007: evaluation of agriculture’s contribution to food security, 
OECD, Paris 
(http://books.google.es/books?id=ccrVAgAAQBAJ&pg=PA191&dq=H%C3%A4ttenschwiler
+and+Flury+:+evaluation+of+agriculture%E2%80%99s+contribution+to+food+security&hl=f
r&sa=X&ei=eYY2VKORDuHd7QbkyIDIBA&ved=0CCQQ6AEwAA#v=onepage&q=H%C3%
A4ttenschwiler%20and%20Flury%20%3A%20evaluation%20of%20agriculture%E2%80%9
9s%20contribution%20to%20food%20security&f=false) 
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参考としたフランス語・ドイツ語の原文（主要部分） 

Ｂ．ワーレン計画の参考文献 

http://cargocollective.com/jaderudler/Plan-d-autosuffisance-alimentaire-Wahlen-CH 
Plan d'autosuffisance alimentaire Wahlen (CH)  
a. Présentation 
 
Le plan Wahlen est présenté directement au public le 15 novembre 1940, alors que 
Friedrich Wahlen est chef de la production agricole et de l'économie domestique à 
l'Office fédéral de guerre pour l'alimentation. 
 
“Pour y arriver, il formula quatre exigences fondamentales: stricte gestion des réserves, utilisation de 
toutes les possibilités de terres ouvertes, récupération, enfin mise à profit systématique des moyens de 
production, par exemple de la main-d'œuvre "en limitant sans distinction toutes les activités n'ayant 
pas un intérêt vital".”  
[Dictionnaire historique de la Suisse] 
 
Pour Wahlen, le plan était l'amorce de la future politique agricole : il visait à long terme, 
bien au-delà des années de guerre, la mise en place d'une stratégie pour assainir et 
moderniser l'agriculture. Dans la presse, on pouvait lire un autre son de cloche :  
 
“[Le plan Wahlen] modifiera profondément notre agriculture. Elle s'adaptera à des conditions 
nouvelles, mais il faut qu'elle le fasse de manière telle que le retour à une « économie de paix » 
rencontre le moins d'obstacles possible, pour elle et pour le pays.”  
[B.L., 1941] 
 
Plusieurs limites ont été rencontrées :  
 
“Une certaine opposition dans les régions d'élevage, l'épuisement des sols et le manque de 
main-d'œuvre, l'absence de chômage et la possibilité d'importer en dépit des blocus furent les raisons 
principales du ralentissement du plan, après la cinquième étape en 1942.”  
[Dictionnaire historique de la Suisse] 
 
Si bien qu’en 1946, soit quelques mois après la fin de la Guerre, le plan est arrêté et 
l’agriculture retrouve le statut qu’elle avait auparavant. 
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Ｃ．2014 – 2017  次期農業計画の参考原文 
Disposizioni d’esecuzione sulla Politica 
agricola 2014–2017 
Alla luce della chiara posizione del 
Parlamento a favore della revisione 
della legge sull’agricoltura, la cosiddetta 
Politica agricola 2014–2017 e del 
fallimento del referendum, il Consiglio 
federale ha varato le rispettive 
disposizioni d’esecuzione. Le modifiche 
degli atti normativi entreranno in 
vigore il 1° gennaio 2014. L’articolo 
illustra l’elemento cardine, vale a dire il 
disciplinamento dei nuovi strumenti 
dei pagamenti diretti, nonché le 
interazioni tra le modifiche d’ordinanza 
e gli adeguamenti della legge. 
Numerose nuove disposizioni contenute 
nella legge sono direttamente 
applicabili senza dover essere disciplinate 
a livello d’ordinanza. 
 
New regulation on the Swiss agricultural 
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policy for 2014–2017 
Since the Swiss parliament voted 
overwhelmingly in favour of the revised 
Federal Act on Agriculture, the so-called 
Agriculture Policy for 2014–2017, and too 
few signatures in favour of a referendum 
against the policy were collected, the 
Federal Council has now drawn up 
provisions for implementation. The 
modified decrees will come into force on 
1st January 2014. This article outlines the 
key points, the regulations concerning 
the new tools for direct payments, and 
demonstrates how the changes to the 
regulation relate to the modifications of 
the law. In addition, many provisions in 
the revised Act can be applied without 
the need for implementing regulations. 
Key words: agricultural policy 2014–2017, 
legislation, direct payments, market 
subsidies, reform of agricultural policy 
 
 
LA SECURITE ALIMENTAIRE 
Est-ce que j’ai l’assurance de pouvoir 
m’approvisionner, a l’avenir, en denrees alimentaires 
en quantite suffisante? 
Les denrees alimentaires que je consomme 
sont-elles de qualite et bonnes pour ma sante? 
Est-ce que je sais comment les denrees alimentaires 
que je consomme ont ete produites? 
Ces interrogations relevent de la securite alimentaire 
qui comporte des aspects qualitatifs et quantitatifs. 
 
 
Grâce à son savoir-faire, l’agriculture suisse contribue 
à assurer la sécurité alimentaire du pays en fournissant 
des denrees alimentaires indigenes de qualite. 
Pour assurer cette mission, d’ailleurs inscrite dans la 
Constitution, elle doit pouvoir maintenir sa capacite 
de production qui depend, en particulier, des terres 
cultivables a sa disposition. Celles-ci sont en effet en 
diminution constante sous la pression des projets de 
construction mais egalement de projets pour la protection 
de la nature et des eaux. L’objectif d’un taux 
d’auto-approvisionnement aussi élevé que possible 
est de garantir aux consommateurs suisses la possibilite 
de se fournir en produits de proximite, ou de se 
tourner vers des circuits courts de distribution, 
garants de la fraicheur et de la qualite des produits. 
DEFINITION DE LA SECURITE ALIMENTAIRE 
Selon l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation 
et l’agriculture (FAO), ≪La securite alimentaire 
existe lorsque tous les etres humains ont, a tout 
moment, la possibilite physique, sociale et economique 
de se procurer une nourriture suffisante, saine 
et nutritive leur permettant de satisfaire leurs besoins 
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et preferences alimentaires pour mener une vie saine 
et active≫. 
 
 

Ｅ．食料供給算出方法と考察の参考文献 
Agrarwirtschaft Pius Hättenschwiler1 und Christian Flury2 
1Universität Freiburg, CH-1700 Freiburg 
2Flury&Giuliani GmbH, CH-8006 Zürich 
Auskünfte: Pius Hättenschwiler, E-Mail: pius.haettenschwiler@unifr.ch, Tel. +41 26 300 83 25, Fax +41 
26 300 97 26 
AGRARForschung 14 (11-12): 554-559, 2007 
Beitrag der Landwirtschaft zur 
Ernährungssicherung 
Zusammenfassung 
Die Schweizer Landwirtschaft leistet neben anderen multifunktionalen Leistungen 
einen Beitrag zur sicheren Versorgung der Bevölkerung mit Nahrungsmitteln. In 
Krisensituationen hängt die Versorgung nicht primär von der Inlandproduktion, sondern 
von den in den Pflichtlagern und in der Versorgungskette verfügbaren Lebensmitteln 
ab. Für eine mittel- und langfristige Sicherung ist hingegen die Erhaltung des Produktionspotenzials 
massgeblich. Unter den heutigen Rahmenbedingungen ist die Ernährungssicherheit 
langfristig gewährleistet. Geht man dagegen von einer Inlandproduktion 
unter Weltmarktbedingungen aus, so verschlechtert sich die Versorgungssicherheit im 
Vergleich zur heutigen Situation jedoch deutlich. 
 
A quel point la securite alimentaire est-elle 
garantie? 
 
Sécurité alimentaire dans l’espace germanophone 
Suisse 
Le systeme suisse de securite alimentaire n’a pratiquement 
pas change depuis sa description par Hattenschwiler 
et Flury (2007). Au sein de l’administration federale, 
la responsabilite de la planification strategique et de 
l’approvisionnement du pays lors d’une crise appartient 
a l’Office federal pour l’approvisionnement economique 
du pays (OFAE). Cette organisation comprend un comite 
de projet sur la securite alimentaire reunissant des 
acteurs de l’economie privee ainsi que des collaborateurs 
de l’administration federale. Le systeme consiste 
essentiellement a prevoir d’importantes reserves obligatoires 
de denrees alimentaires durables (cereales, riz, 
 
sucre, huiles alimentaires, cafe) permettant d’approvisionner 
le marche a 100 % pendant au moins 6 mois 
(3300 kcal par personne et par jour). Ensuite, il faut s’attendre 
a ce que la population soit approvisionnee a un 
niveau inferieur, de l’ordre de 2300 kcal par personne et 
par jour (OFAG 2000). Si, apres 6 mois, la crise perdure au 
point que les mesures prises pour agir sur l’offre ne suffisent 
plus a assurer l’approvisionnement du marche, des 
mesures agissant sur la demande comme le rationnement 
des denrees alimentaires permettent un certain 
equilibre entre l’offre et la demande. La simulation des 
mesures adequates est effectuee a l’aide d’un modele 
(DDSS-ESSA), qui peut etre utilise non seulement par des 
responsables competents, mais aussi par un certain 
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nombre de ≪super users≫ parmi les parties prenantes 
concernees dans l’industrie agro-alimentaire. 
Le modele DDSS-ESSA (Distributed Decision Support 
System de la strategie de securite alimentaire pour 
le controle de l’offre) a ete developpe par le Departement 
d’informatique de l’Universite de Fribourg. Ayant 
souvent servi d’exemple d’application dans le cadre de 
l’enseignement, il est conforme aux principes de base 
de la programmation et de la sauvegarde des donnees. 
Un systeme d’aide a la decision (SAD) aide les decideurs 
responsables, a repondre a des questions complexes le 
plus rapidement possible et de maniere transparente 
 

Source :  
 
This document whose English Summary is reported afterwards presents a modelling 
system for policy makers in case of crisis, the DDSS-ESSA: 
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