
 

 

まえがき 

 

このカントリーレポートは，当研究所の研究者が世界の主要各国について農業・農政の分析

を行った成果を広く一般に提供するものである。 

当研究所においては，平成19（2007）年度から，単年度の「行政対応特別研究」の枠組みの

下で毎年カントリーレポートを作成・公表してきたが，平成25（2013）年度からは，研究の枠

組みが3年度にわたる「プロジェクト研究」に移行した。プロジェクト研究は，平成25（2013）

年度から平成27（2015）年度までを一期目，平成28（2016）年度から平成30（2018）年度まで

を二期目とし，令和元（2019）年度から三期目を実施している。 

これまで当研究所では，農業政策立案の観点から重要となる国・地域を対象とした農業情勢

と関連政策の分析と国際食料需給の分析を実施してきた。三期目の「主要国の農業政策・貿易

政策の変化及びそれを踏まえた中長期的な世界食料需給に関する研究」においても，これまで

に蓄積された知見を活用しながら，世界の主要国・地域の農業情勢及び関連政策の調査研究を

行っている。そして，国・地域別の知見と定量的な食料需給予測の連携を深め，より的確な需

給見通しの策定に努めている。さらに，多くの国々が共通した課題に直面するようになってい

る現状を踏まえ，各国・地域単独での分析に加えて，関連した複数国を横断する課題を設定し，

各国の政策や関連状況を比較・分析している。 

本レポートは，農林水産政策研究所における研究成果について，主として行政での活用に資

するため取りまとめた資料であり，学術的な審査を経たものではない。農林水産政策研究所で

は今後も海外農業情報の収集・分析を充実させる方針であり，広範の読者の方より，御指導・

御指摘を賜れば幸いである。 

 

 

【参考】 平成 19 年～令和２年度カントリーレポート 

（平成 19 年度） 

行政対応特別研究〔二国間〕研究資料第１号 中国，韓国 

行政対応特別研究〔二国間〕研究資料第２号 ASEAN，ベトナム 

行政対応特別研究〔二国間〕研究資料第３号 インド，サブサハラ・アフリカ 

行政対応特別研究〔二国間〕研究資料第４号 オーストラリア，アルゼンチン，EU 油糧種子政

策の展開 

 

（平成 20 年度） 

行政対応特別研究〔二国間〕研究資料第５号 中国，ベトナム 

行政対応特別研究〔二国間〕研究資料第６号 オーストラリア，アルゼンチン 

行政対応特別研究〔二国間〕研究資料第７号 米国，EU 

行政対応特別研究〔二国間〕研究資料第８号 韓国，インドネシア 

 

（平成 21 年度） 

行政対応特別研究〔二国間〕研究資料第９号 中国の食糧生産貿易と農業労働力の動向 

行政対応特別研究〔二国間〕研究資料第 10 号 中国，インド 



 

 

行政対応特別研究〔二国間〕研究資料第 11 号 オーストラリア，ニュージーランド，アルゼン

チン 

行政対応特別研究〔二国間〕研究資料第 12 号 EU，米国，ブラジル 

行政対応特別研究〔二国間〕研究資料第 13 号 韓国，タイ，ベトナム 

 

（平成 22 年度所内プロジェクトカントリーレポート） 

所内プロジェクト研究〔二国間〕研究資料第１号 アルゼンチン，インド 

所内プロジェクト研究〔二国間〕研究資料第２号 中国，タイ 

所内プロジェクト研究〔二国間〕研究資料第３号 EU，米国 

所内プロジェクト研究〔二国間〕研究資料第４号 韓国，ベトナム 
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行政対応特別研究〔主要国横断〕研究資料第１号 中国，韓国（その１） 

行政対応特別研究〔主要国横断〕研究資料第２号 タイ，ベトナム 

行政対応特別研究〔主要国横断〕研究資料第３号 米国，カナダ，ロシア及び大規模災害対策

（チェルノブイリ，ハリケーン・カトリーナ，台湾・大規模水害） 

行政対応特別研究〔主要国横断〕研究資料第４号 EU，韓国，中国，ブラジル，オーストラリ

ア 

 

（平成 24 年度行政対応特別研究カントリーレポート） 

行政対応特別研究〔主要国横断〕研究資料第１号 中国，タイ 

行政対応特別研究〔主要国横断〕研究資料第２号 ロシア，インド 

行政対応特別研究〔主要国横断〕研究資料第３号 EU，米国，中国，インドネシア，チリ 

行政対応特別研究〔主要国横断〕研究資料第４号 カナダ，フランス，ブラジル，アフリカ，

韓国，欧米国内食料援助 

 

（平成 25 年度プロジェクト研究資料） 

プロジェクト研究〔主要国農業戦略〕研究資料第１号 中国，タイ，インド，ロシア 

プロジェクト研究〔主要国農業戦略〕研究資料第２号 EU，ブラジル，メキシコ，インドネシ

ア 

プロジェクト研究〔主要国農業戦略〕研究資料第３号 アメリカ，韓国，ベトナム，アフリカ 

 

（平成 26 年度プロジェクト研究資料） 

プロジェクト研究〔主要国農業戦略〕研究資料第４号 タイ，オーストラリア，中国 

プロジェクト研究〔主要国農業戦略〕研究資料第５号 米国，WTO，ロシア 

プロジェクト研究〔主要国農業戦略〕研究資料第６号 EU（フランス，デンマーク） 

プロジェクト研究〔主要国農業戦略〕研究資料第７号 インド，アルゼンチン，ベトナム，イ

ンドネシア 

プロジェクト研究〔主要国農業戦略〕研究資料第８号 米国農業法，ブラジル，韓国，欧州酪

農 



 

 

 

（平成 27 年度プロジェクト研究資料） 

プロジェクト研究〔主要国農業戦略〕研究資料第９号 総括編，食料需給分析編 

プロジェクト研究〔主要国農業戦略〕研究資料第10号 EU（CAP 改革, フランス，スコット

ランド, デンマーク, フィンランド, 酪農） 

プロジェクト研究〔主要国農業戦略〕研究資料第11号 中国，インド，インドネシア，中南米，

アフリカ 

プロジェクト研究〔主要国農業戦略〕研究資料第12号 タイ，ベトナム，ミャンマー，オース

トラリア，ロシア，ブラジル 

プロジェクト研究〔主要国農業戦略〕研究資料第13号 米国，フランス，韓国，GMO（米国，

EU） 

 

（平成 28 年度プロジェクト研究資料） 

プロジェクト研究〔主要国農業戦略横断・総合〕研究資料第１号 総論，横断的・地域的研究，

需給見通し 

プロジェクト研究〔主要国農業戦略横断・総合〕研究資料第２号 米国（農業支援政策，SNAP

制度），EU（価格所得政策とCAP簡素化，酪農，農業リスク管理，フランス），韓国，台

湾  

プロジェクト研究〔主要国農業戦略横断・総合〕研究資料第３号 タイ，ベトナム，オースト

ラリア，ロシア  

プロジェクト研究〔主要国農業戦略横断・総合〕研究資料第４号 中国，インド，インドネシ

ア，メキシコ，ケニア 

 

（平成 29 年度プロジェクト研究資料） 

プロジェクト研究〔主要国農業戦略横断・総合〕研究資料第５号 横断的・地域的研究，需給

見通し 

プロジェクト研究〔主要国農業戦略横断・総合〕研究資料第６号 米国（米国農業法，農業経

営の安定化と農業保険，SNAP-Ed），EU（CAP 農村振興政策，フランス，英国），韓

国，台湾 

プロジェクト研究〔主要国農業戦略横断・総合〕研究資料第７号 タイ，ベトナム，オースト

ラリア，ロシア，ブラジル 

プロジェクト研究〔主要国農業戦略横断・総合〕研究資料第８号 中国，インド，インドネシ

ア，メキシコ，アフリカ，フィリピン 

 

（平成 30 年度プロジェクト研究資料） 

プロジェクト研究〔主要国農業戦略横断・総合〕研究資料第９号 横断的・地域的研究，需給

見通し 

プロジェクト研究〔主要国農業戦略横断・総合〕研究資料第 10 号 米国，カナダ，EU（条件

不利地域における農業政策，共通農業政策（CAP）の変遷における政治的要因等の検討，

ドイツ，フランス，英国），ロシア 



 

 

プロジェクト研究〔主要国農業戦略横断・総合〕研究資料第 11 号 中国，韓国，台湾，インド

ネシア，フィリピン，タイ，インド，アフリカ 

プロジェクト研究〔主要国農業戦略横断・総合〕研究資料第 12 号 メキシコ，ブラジル，アル

ゼンチン，オーストラリア 

 

（令和元年度プロジェクト研究資料） 

プロジェクト研究［主要国農業政策・貿易政策］研究資料 第１号 米国，EU（CAP），フラ

ンス，英国，CETA，ロシア 

プロジェクト研究［主要国農業政策・貿易政策］研究資料 第２号 中国，台湾，ベトナム，

アフリカ（ケニア） 

プロジェクト研究［主要国農業政策・貿易政策］研究資料 第３号 ブラジル，メキシコ，ア

ルゼンチン，ウルグアイ，オーストラリア 

プロジェクト研究［主要国農業政策・貿易政策］研究資料 第４号 横断的・地域的研究，世

界食料需給分析 

 

（令和２年度プロジェクト研究資料） 

プロジェクト研究［主要国農業政策・貿易政策］研究資料 第５号 EU（農産物貿易政策等，

持続可能性確保と経済復興・成長に向けた取組，フランス），英国，ロシア 

プロジェクト研究［主要国農業政策・貿易政策］研究資料 第６号 タイ，ベトナム，インド

ネシア，韓国，中国 

プロジェクト研究［主要国農業政策・貿易政策］研究資料 第７号 ブラジル，アルゼンチン，

パラグアイ，オーストラリア 

プロジェクト研究［主要国農業政策・貿易政策］研究資料 第８号 横断的・地域的研究，世

界食料需給分析 
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