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巻頭言

　震災から一年，復興のために多くの政策提言や立
法・行政上の対応が行われてきた。被災地や支援の
人々の思いも多様であろう。このなかから異なる方
向性をもつ二つの底流を読み取ることができる。
　ひとつは営利化・市場化の政策思想である。利潤
インセンティブを原動力にして生産者を営利企業に
組織し，そのノウハウを利用して生産と消費を結ぶ
新たな回路を作り出したり，市場原理で土地流動化
を図ろうとする考え方である。この政策思想は大規
模生産技術と画一的消費への傾向と結びつく。震災
復興としては，農業の株式会社化・大規模化による
国際競争力向上の提案，沿岸漁業に企業を誘い込む
宮城県や財界の「水産特区」構想，教科書から切り
取ってきた「譲渡可能な土地開発権」構想などがあ
る。
　これに対立する底流は政策提言というより，自然
発生的な共感・連帯感や新旧のコミュニティ原理で
ある。阪神大震災以降，自発的な下からの災害支援
が大きな役割を果たすことが示され，今回の震災で
も多くのボランティアが被災地に入った。今回の震
災で特に注目すべきは，津波被害への対応や原発事
故による全村避難に際して，多くの生産・生活共同
体が示した復元力であろう。「水産特区」構想に対
して宮城県の漁協は激しい反応を示したが，既得権
益をもつ守旧派の抵抗として見ると実態を見誤る。
戦後，漁協が「海の入会権」を与えられてコモンズ
として沿岸漁業で果たしてきた重要な役割，つまり
伝統的共同体・漁業文化の維持と生態系の一定の保
全を無視するわけにはいかない。
　二つの底流は震災復興だけではなく，国際貿易，
エネルギー，農業・水産業等に関する日本の直面す
る喫緊の政策課題に関わる。さらに地球温暖化や途
上国の飢餓といったグローバルな問題にもしばしば
正反対の解答を出す。この点から見れば，震災は底
流としてあった思想的対立をわれわれ日本人に先鋭
な形で突きつけたと考えることもできよう。
　営利化・市場化の政策思想は一見するとグローバ
ル化の課題に正面から立ち向かうように見える。小

農経営やコモンズは歴史的役割を果たした過去の制
度であると論じる人もいる。しかし，立ち入って考
えてみるとまったく逆であることが多い。少なくと
も三点を指摘しなければならない。
　第一にインセンティブの問題である。経済理論は
利己的インセンティブに焦点をあてるが，制度とし
ての市場を維持するインセンティブをどこから調
達できるかという問題を解くことができない。逆
に，コモンズの理論が示すように，成員間のコミュ
ニケーションに基づいた共同体の自律と自治はイン
センティブの問題を自然に解決できる。自分たちが
作ったルールを守るのは自分たちなのだという当然
の理屈である。実際，世界各地でローカルなコモン
ズは有効で創意に満ちた解決策を提供してきた。
　第二は持続可能性の問題である。化学肥料や抗生
物質を多用する，穀物や食肉の大規模商業生産は，
環境破壊（森林伐採，生態系破壊），水や土地など
の資源の占有，地球温暖化，食品の安全性などの点
で解決困難な多くの問題を抱える（最近の国連・世
銀の報告書Achieving food security in the face of 
climate change参照）。近年，世界各地で頻発する
家畜の感染症は，大規模生産とグローバル化の深刻
な一面を表している。
　第三は世界市場の（生産と価格の）不安定性であ
る。営利化・市場化の政策思想は，自由貿易によっ
て比較優位な作物に特化して国内農業を再生しつ
つ，食料安保は輸入分散を図ることで実現できると
主張する。しかし，地球温暖化がもたらす世界農業
生産の攪乱と農産物の市場価格の騰貴・予見不可能
性はグローバルな現象であり，今後ますます深刻化
することが予想される。しかも，ランド・グラブ

（途上国農地の長期・大規模な賃貸）への批判が示
すように，自国だけに食料安保を達成すればいいと
いう考え方は次第に受け入れらなくなっている。日
本のみならずグローバルな意味で，小農経営と地産
地消の促進・刷新は最も現実的な代替案を提供する
ことができる。

市場とコミュニティ
　　　――震災復興の二つの方向

法政大学経済学部教授　　竹田　茂夫
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１．課題設定の方針
　新たな年度の開始に当たり，私たち農林水産政策
研究所が取り組む研究課題についてご紹介します。
課題の設定の在り方に関しては，外部の有識者の
方々他あるいは，省内からも指摘を受け，研究機関
として，中長期的視野をもち，“骨太の課題” に取
り組むことが重要との認識しています。他方で，政
策研究機関として当研究所は，農林水産業・農林水
産行政を巡る情勢に対応して，的確な政策研究を実
施し，客観的分析・検証に基づく課題の抽出や将来
の政策について選択肢を提示するなどの役割，すな
わち農林水産政策の企画・立案に資する研究も期待
されるため，行政部局の関心事項も踏まえる必要が
あります。
　こうしたことから，平成24年度の研究課題を設定
するに当たっては，
①　食料・農業・農村基本計画や我が国の食と農林

漁業の再生のための基本方針・行動計画を考慮し，
②　国際的な農業政策の議論や経済連携協定に関連

した国内対外対応の検討に資する課題，及び，
③　個別の政策に関する調査・分析にとどまるので

はなく，食料・農業・農村政策という制度・政策
の枠組みの検討等に資する基盤的・先導的研究，
を優先するとの方針で検討を進めました。

　個別の課題・研究項目については，研究員の専門
分野や行政部局と密接な連携をとりながらの研究も
可能であるといった当研究所の特性を考慮して，当
研究所が他の社会科学系の研究機関や大学など比べ
優位性を確保するにふさわしいと思われるものとし
て，以下のように４つの柱となる研究分野のもとに
政策研究課題を編成したところです。

２．４つの主要研究分野
　上に述べた研究分野と政策研究課題名について一
覧としてまとめた表をご覧下さい。

（１）主要国農業戦略研究
　従来から，我が国の農政や国際交渉に資するべ
く，主要国・地域の農業・貿易事情・政策等の調査・
分析を行ってきましたが，これを引き続き，EU，
カナダ，米国，南米，ASEAN諸国等主要国・地域
を対象として，各国の農業戦略の分析に焦点を当て
た調査分析を実施します。世界の食料需給の10年後
の見通しを行うために開発したモデルを用いた見通

しもこの一環として引き続き行います。
（２）農業経営・構造研究
　プロジェクト研究「農業構造の変動と地域性を踏
まえた農業生産主体の形成・再編に関する研究」の
もとで，戸別所得補償制度等の直接支払い制度が本
格的に導入されるなかでの農業の体質強化をどのよ
うに図っていくことが適当かを明らかにすべく，体
系的に検討を行います。統計データを用いたマクロ
分析や地域全体を面的に捉えたミクロ分析により戸
別所得補償制度の実施による農業構造への影響を整
理します。関係部局の関心も高い集落営農組織の法
人化・再編の方向性などにも焦点を当て，個別経営
との広域での農地の利用調整の在り方についても検
討することとしています。
　また，EUの次期CAP改革におけるグリーニング
義務の付加を通じた公共財供給の議論や，米国の農
業政策の考え方の変遷と次期農業法などについての
調査，分析を行います。

（３）食料サプライチェーン研究
　食料サプライチェーンに関するプロジェクト研究
のもとで，24年度は，６次産業化の効果の経済学的
な分析及び海外の類似施策の分析，食料安全保障の
確立に資する観点から供給不安定要因の分析等に焦
点を当てます。
　６次産業化に関しては，どのような場合に６次産
業化が有効なのか等を理論的に整理・分析し，それ
を踏まえて穀物，園芸，畜産ごとに特性を考慮した
実証的な検討を行って，バリューチェーンを連結さ
せる６次産業化の推進に向け，日本型の政策体系や
推進体制のあり方を検討します。また，高付加価値
化・ブランド化・６次産業化の推進に資する地理的
表示の保護制度を我が国に導入する意義と効果及び
導入に当たっての課題等を分析します。
　食料の供給不安定要因に関しては，東日本大震災
における食品産業の復旧過程を分析するとともに，
食の外部化の進展下での供給不安定要因を解明し，
それらを踏まえて各段階における食料供給の不安定
要因と消費者ニーズの変化に対応した安定性の高い
サプライチェーンを構築するための課題を整理しま
す。

（４）農村研究
　住民の相互扶助，自然との共存共栄等の要素の強
い農村・農業を新たな視点から見直すという観点に
立つ研究です。

平成24年度研究課題のご紹介
企画広報室企画科長　　玉井　哲也
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　生物多様性など農業・農村の持つこれまで定量化
されていない価値・機能の評価手法の開発等に関す
る研究は，生態系サービス概念を用いた評価手法や
マクロ経済学的手法を用いた評価手法等の開発を目
指し，新規に実施します。
　また，被災地域の復興過程の分析による農山漁村
の維持・再生に関する研究も新規のプロジェクト研
究として行います。東北の被災地で進められる集落
の復興に向けた取組を定点観測的な手法で分析する
など集落再興に向けた取組の実例を踏まえて，農山
漁村の維持・再生のために講ずべき対策，構築すべ
き推進体制を解明すること等を目指します。
　我が国農業分野における地球温暖化対策の評価手
法の開発等に関するプロジェクト研究も，炭素吸収
源や再生可能エネルギー生産地としての農村が対象
であり，ここに位置づけてバイオマスエネルギー導
入による影響の多角的評価等を継続して実施しま
す。

３．震災対応特別プロジェクトと委託研究
　表には，４つの主要分野以外に，震災対応特別プ
ロジェクトを挙げています。これは平成23年度から
行っていた課題を継続するものです。昨年３月11日
に東日本大震災が発生し，政策面でも震災対応・復
興対応が最重要課題となったことから，平成23年度
の研究課題は，東日本大震災への対応を最優先とす
る形で編成いたしました。その中心として設けたの
がこの特別プロジェクトです。その研究成果につい
ては，プレスリリース，研究成果報告会，関係学
会，シンポジウム等で随時発表を行ってきたところ
です。震災から１年あまりが経過しましたが，現地
での本格的な復興はまだ緒についたばかりという状
況を踏まえ，必要な追加調査・分析を行うため，平
成24年度も課題として設定しました。当研究所とし
て，引き続き，被災地の再建，復興の取組に貢献し
てまいりたいと考えています。
　また，当研究所では，平成21年度から，大学，シ
ンクタンク等の研究機関の幅広い知見を活用して研
究を進めるための枠組み「農林水産政策科学研究委
託事業」（委託研究）を設けています。テーマを設
定の上，研究課題を公募し，応募された課題提案を

外部専門家等を審査員とする審査を経て採択するも
のです。現在２つのテーマのもとで行われている委
託研究に加え，24年度には新たなテーマを設定して
課題を公募することとしています。

４．平成23年度の回顧と平成24年度への
展望

　東日本大震災から早１年が経ちました。亡くなら
れた方々に改めて心から哀悼の意を表するととも
に，すべての被災者の方々に心からお見舞い申し上
げます。
　当研究所全体として，昨年度を振り返ってみます
と，平成23年度前半には震災対応を優先事項とし，
震災対応特別プロジェクトを設けて各種研究に取り
組みました。その大きな節目として，本年１月に仙
台市内でシンポジウムを開催し，①被災地における
農漁業再編と集落コミュニティの再生，②６次産業
化の推進，③バイオマスエネルギーの導入促進など
の研究の成果を，被災地の関係者の皆様に直接お伝
えしたところです。 
　また，震災関係の研究以外にも，農業生産体質強
化に向けて農業生産主体の形成・再編に関する研究，
農業・農村活性化に向けて６次産業化についての研
究，農村地域の再生に向けた多様な主体との連携に
関する調査・分析，世界の主要国・地域の農業・貿
易・政策等に関する調査・分析などに鋭意取り組ん
で参りました。
　そして，そのような客観的・科学的な分析を行っ
た研究成果というものは，先ほど述べたシンポジウ
ムを始めとして，刊行物，研究成果報告会，プレ
スリリース，ホームページ，農林水産政策研究レ
ビューといった各種の方法により遅滞なく公表する
よう努めて参りました。
　平成24年度の研究についても，先にご説明した課
題に即し，政策・学術に貢献する成果をあげ，それ
を適時にとりまとめることを目指して参ります。そ
して，それらの成果を国民共有の資産とすべく，す
みやかな提供・公表を図ることといたします。今後
とも関係の皆様のご理解とご支援をお願いいたしま
す。

表　平成24年度の政策研究課題一覧
研　究　分　野 具　体　的　な　政　策　研　究　課　題

主要国農業戦略研究 ○世界の主要国・地域の農業，貿易を巡る事情，政策等に関する研究
農業経営・構造研究 ○農業構造の変動と地域性を踏まえた農業生産主体の形成・再編に関する研究
食料サプライチェーン研究 ○消費者ニーズの変化に対応した強固な食料サプライチェーンの構築に関する研究

農村研究
○農業・農村の持つこれまで定量化されていない価値・機能の評価手法の開発等に関する研究
○被災地域の復興過程の分析による農山漁村の維持・再生に関する研究
○我が国農業分野における地球温暖化対策の評価手法の開発等に関する研究

 震災対応特別プロジェクト ○各プロジェクト研究と連携した東日本大震災からの復興対応等の観点からの各種課題に関する研究
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研 究 成 果

地理的表示の保護制度について
－EUの地理的表示保護制度と我が国への制度の導入－

食料・環境領域　上席主任研究官　　内藤　恵久

１．はじめに

　地理的表示とは，原産地と結びついた特有の品質
や社会的評価を備えている産品について，その原産
地を特定する表示であり，代表的な例としてはパル
マハムやロックフォールチーズがあります。この地
理的表示を保護する制度については，EU等で導入
され，対象産品の価格上昇等の効果を上げており，
我が国においても，農業振興施策の一環として制度
の導入が検討されています。農林水産政策研究所で
は，地理的表示の保護制度に関して，諸外国の状況
及び我が国の実態等を分析し，我が国への制度の円
滑な導入に向け課題の整理を行ってきたところであ
り，今回その内容を報告したものです。

２．EUの保護制度の概要

　地理的表示の保護制度としては，EUの制度が歴
史と実績があることから，その内容について整理し
ました。概要としては，①品質等の特徴と原産地
が結びついている名称を登録し，保護するもので
あること，②地域との結びつきが強いPDO（保護
原産地呼称）と比較的緩やかなPGI（保護地理的表
示）があること，③登録に際し，生産地，品質・生
産基準等を定めた明細書を作成すること，④登録に

より明細書に適合しない産物についての登録名称の
使用を禁止するほか，手厚い保護が講じられている
こと，⑤商品が市場に出る前に第３者機関等が明細
書との整合性を確認すること等により品質の確保を
図っていること，⑥違反に対しては，公的管理当局
が取締り等によって実効を確保すること，等があげ
られます。この整理の中で，EUの制度が，明細書
を設定し，その適合性を公的な管理措置（第３者機
関による明細書適合のチェック，行政による取締
り）により確保することを重視した，一種の品質保
証の仕組みであることが明確となりました。なお，
登録数は約1,000であり，生産額は全体で145億ユー
ロ（2008年）となっています。

３．地理的表示保護による効果

　地理的表示保護による効果については，EU等にお
ける調査結果から，チーズのPDOで一般品の２倍程
度の価格となっているなど，販売価格の上昇が見られ
るほか，小売価格に占める農家手取り割合の上昇が見
られる等の知見が得られました。この価格上昇につい
ては，偽物・基準以下のものが排除されるとともに，
明細書の公表を通じて消費者に情報が伝達されること
や第３者機関による検査を通じて信頼性の向上が図ら
れていること等が要因として考えられます。

　このような価格上昇等の効果
のほか，地理的表示登録の効果
としては，市場シェアの拡大，
農業・農村の６次産業化等があ
げられます。例えば，仏バロニ
エ地方においては，ニヨンのオ
リーブ（PDO）を中心に，他
の地域特産品，さらにはオリー
ブの段々畑等の景観イメージを
活かしたツーリズムサービスが
統合され，共通の地域イメージ
を持つ財・サービス全体の高付
加価値化が図られています。図　プロシュート・ディ・パルマ（伊，PDO）の品質管理

EU委員会

明細書の作成

取締り

市場

製品 製品

管理当局による管理
（偽物等違反への対応）
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４．EUにおける保護要件の具体的内容

　EUの実際の登録産品について，登録要件の最
も重要な要素である地域環境と品質等のつながり

（link）について具体的に分析しました。この結果，
PDOについては自然環境との強いつながりが認め
られる一方，PGIでは評判のみによってつながりを
説明しているものが多くなっています。例えば，肉
の分野では，PDOでは，原産地の環境の特殊性が
そこで生産される餌に特徴を与え，その餌の使用と
環境に適合した独特の生産ノウハウが，産品の特徴
を生み出すといった共通点があり，一方，PGIでは
地域の環境の特殊性は強調されず，消費者調査など
によって評判を示すものが多くなっています。
　このようなEUの制度運用を踏まえ，我が国産品
への当てはめを行うと，①肉の分野では，生産地域
が必ずしも自然環境を踏まえた設定となっていない
こと，地域産の餌を使用していないことが多いこと
等からPDOには該当しにくいものが多いこと，②
味噌等の加工品については，原料が他地域産である
こと等からPDOには該当しにくく，また，PGIに該
当する場合であっても自然環境により生じる品質を
linkの内容としていないことも多いため，生産地域
の確定等に困難を生ずる例が想定されること，③果
物，野菜等においては，PDOに該当するものも多
いと考えられるものの，PGIとの区別につき運用基
準の明確化が求められること等が考えられます。

５．独自の制度による地理的表示保護と商
標との関係

　地理的表示と同一・類似の商標が既に保護されて
いるときに，その地理的表示の保護を認めるか，あ
るいは先行優先の原則により保護を認めないかに
ついては，考え方が分かれています。この問題に
関しては，先行商標がある場合にも地理的表示の
登録を可能とするEUの制度について，アメリカ等
からTRIPS協定違反であるとの申し立てがWTOに
あり，「EUの制度は商標の所有者の権利を一部制限
し，TRIPS協定第16条第１項に違反することとな
るが，同協定第17条による商標権の一部制限として
正当化される」とのパネル報告がなされています。
我が国で制度を考える際には，こういったパネル報
告の内容等も踏まえ，商標権の例外とされる産地表
示と地理的表示の類似性，登録を認めないことによ
る真正な産品への影響等も考慮し，判断していく必

要があるものと考えられます。

６．我が国への制度導入に向けて

　どのような方法により地理的表示を保護するかに
ついて，諸外国の状況を見ると，EUの保護制度を
代表とする独自の保護制度によるものと商標制度の
活用によるものに大別されます。この両者を比較し
た場合，EU型の地理的表示保護制度は，①基準の
設定，第３者機関による基準該当のチェック等を通
じた一種の品質保証の仕組みであること，②自然環
境やそれに合わせた人間の活動などを重視した制度
であること，③制度運営に当たっての行政の役割が
大きいこと，④特定の個人，団体に権利を独占させ
るものではないこと等の特徴があります。
　現在，我が国で保護制度の対象として想定されて
いる農産物，食品については，①小規模で多数の生
産者により生産されることから，品質確保の効果が
自らに帰着する一の者により生産される場合と異な
り，フリーライダーを生じやすいこと，②品質面の
ばらつきが大きく，また外観からでは品質がわかり
にくいこと，③産物の名声は特定の者により作られ
たものではなく，多数の無名の者により歴史的に形
成されたものが多いこと，等の特徴があります。ま
た，農産物等のブランド化に当たっては，その背
景，物語の重要性が指摘されます。
　このような特徴等を踏まえれば，①フリーライ
ダーを防止し，また，品質を確保・保証する仕組み
が重要であり，このため，基準（明細書）の設定と
その確保体制が必要なこと，②基準を遵守する限り，
特定の団体等の構成員でなくとも，誰もが名称を使
用できる仕組みとすること，③背景，物語性を明確
にできるよう，産品の特徴と原産地の特徴との実質
的な結びつきを重視した仕組みとすること，が必要
です。また，生産者が小規模であり，自ら権利侵害
に対処する力が弱いことから，制度の実効性確保を
権利者に委ねるのではなく，行政が制度維持に関し
て大きな役割を果たすことが望まれ，また，共通の
シンボルマーク等によって，地理的表示産品全体の
認知度を高める仕組みが望ましいと考えられます。
　以上のようなことから，我が国においても，EU
類似の保護制度を導入することが望ましいと考えら
れます。いずれにせよ，地理的表示の保護制度は，
農産物の高付加価値化，６次産業化に効果のある施
策と考えられ，現在行われている制度創設に向けた
検討が早期に進むことが期待されます。
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１．はじめに

　中国の食品工業の生産高は，中国がWTOに加盟

した直後の2002年においては１兆元をわずかに超え

る程度でしたが，2009年には約５兆元となり，７年

程度の間に５倍に増加しました。

　とりわけ，肉製品，乳製品，缶詰等の生産額が飛

躍的に増大しており，都市部を中心として食生活の

高度化と多様化が急速に進んでいます。食品の流通

も，都市部では，自由市場のほかに，スーパー，コ

ンビニ等を通じた販売が増加し，高級食材等の流通

網も整備されつつあります。

　その一方で，中国国内では残留農薬，違法添加物

使用，重金属汚染等による有害有毒食品の横行が後

を絶たず，食品安全に対する国民の不安には大きい

ものがあります。

　そこで，本稿では，まず中国の食品安全がどう

なっているのかその現状を紹介し，その上で中国政

府の食品安全に対する取組の経緯とその状況を説明

することとします。最後に，中国の食品安全の今後

の課題について述べることとします。

２．中国の食品安全の現状

　中国の食品汚染の形態としては，高毒農薬検出，

農薬超過残留，禁止飼料添加物使用，動物用医薬品

超過残留，抗生物資検出等が多く，農薬，動物用医

薬品，添加物等の乱用，違法使用がめだっていま

す。

　また，最近では，工場からの排ガス，排水等に

よって大気や土壌が汚染され，結果として汚染農産

物が生産されるという状況が拡大しています。

　とりわけ，コメについては土壌汚染により，カド

ミウム，銅，亜鉛の複合汚染が進行し，中国のコメ

の10％が基準値を超えたカドミウム汚染米になって

いると報道されています。

　このほか，経済的利益追求のために消費者の健

康，生命を無視した悪質な有害食品事件が多発して

いることも中国の食品安全面での特色です。よく知

られた有害食品としては，「ゴミ油」（下水溝等にた

まった脂っこい浮遊物から抽出した油），「赤身化剤

肉」（価格の高い赤身肉にするため出荷前に赤身化

剤を使用した肉。呼吸困難を起こし，死亡すること

もある。），「注水肉」（重量増加のために水が注入さ

れた肉），「人毛醤油」（毛髪から抽出したアミノ酸

で製造した醤油）等が挙げられます。これらはもと

より氷山の一角で，流通段階では様々な表示違反食

品，偽物食品等も横行しています。

　こうした現状に対して，中国の関係機関がハルピ

ン市民を対象として実施した意識調査によれば，中

国の食品安全問題について失望していると回答した

人が71％に及んでいます。大多数の中国人が，国内

で生産された食品に対して不安を抱いているので

す。

３．中国の食品安全への取組

　改革開放以前の社会主義計画経済時において，中

国の食料政策は基本的に品質面よりも量的な充足確

保に重点が置かれていたため，食品衛生面は軽視さ

れ，制度的整備も十分になされていませんでした。

中国で食品衛生法が制定されたのは1995年のことで

す。

　この後，2000年ごろから，各国の求める食品安全

基準を満たして食品輸出を促進することを優先的な

目的として食品安全に向けた取組が行われるように

� 国際領域　上席主任研究官　河原昌一郎

中国の食品安全問題中国の食品安全問題
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なります。中国は，各国の食品安全基準は中国の食

品を貿易上差別するものだとして，「緑色貿易障壁」

と呼んで攻撃しましたが，一方で，自国の輸出食品

の品質向上に努力を傾注します。このため，2002年

に輸出食品生産企業の管理強化のための規則が定め

られるとともに，輸出入検査を行う国家品質監督検

査検疫総局（質検総局）の急速な体制整備が図られ

ました。

　このように，中国の食品安全の取組においては，

まず輸出食品に特別の扱いがなされ，輸出食品の品

質向上が先行しました。その一方で，国内の食品安

全への取組は遅れ，不十分なまま取り残されること

となりました。国内での食品安全の検査は，主とし

て衛生部および農業部において行われていますが，

検査体制の整備が十分に進んでいるとは言えませ

ん。

　こうした中で，食品安全水準の向上のためには，

中国でも食品安全のための基本法が必要だとの認識

が高まり，2009年２月に「食品安全法」が制定され

ました。同法に基づいた現在の中国の食品安全制度

の実施体制は第１図のとおりです。この中で，食品

安全委員会は，中国の食品安全行政の最高国家指導

機関であり，同委員会主任は国務院副総理が兼務し

ています。

４．中国の食品安全の課題

　中国では，農薬等の違法使用，有毒物混入等を防

止するために食品生産，流通の各段階での的確な取

締りが求められており，また，農業生産環境の保全

のために工場排水・排ガス等の適切な規制が必要と

なっていますが，こうした課題もさることながら，

中国の食品安全で最も重要な問題は企業モラルの問

題と言って過言ではありません。社会的影響の大き

い多くの有害食品事件は，企業モラルの欠如からも

たらされています。

　よく言われるとおり，企業モラルを維持して食品

の安全を確保するためには，政府の指導，消費者の

監視そして企業の自覚という３つの要素が三位一体

的に機能することが必要とされますが，中国では，

政府と企業が共産党の指導下で一体となっているこ

とが多いため，企業に対する政府の指導が厳正に行

われないということが起こり得ます。また，消費者

が企業を批判する自由にも，実質的に一定の

制約があります。こうしたことから，中国の

食品企業は，モラルハザードに陥り易いので

す。

　中国で，今後，食品安全水準を向上させる

ためには，行政と企業の分離，的確な検査監

督，適正な社会的監視等がその前提として求

められることとなるでしょう。中国の食品安

全問題は中国の体制の問題でもあるのです。
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第１図　中国の食品安全制度の実施体制
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１．はじめに

　我が国の食料はカロリーベースで60％を海外に依
存しています。このため，我が国が，必要な食料を
量的にも質的にも安定的に確保するためには，国際
食料市場において，安定的に輸入を行うことが重要
となります。
　このための条件は何かを明らかにするために，本
研究では，アジアを中心とした世界の食料事情を踏
まえ，食料調達に当たる企業の行動や食品関連企業
の海外投資の効果等を分析することとし，①海外で
食料調達に当たる企業の戦略や，国内企業が海外に
進出する際の要因や条件，現地における事業展開の
差異などが，日本の食料安定供給にどのように寄与
するのか，②海外からの食料輸入が，国内の農業生
産基盤や食品製造業にどのような影響を与えるのか
を検討し，我が国が安定的な食料確保のために採る
べき方策を様々な角度から検討することを目的とし
ています。

２．研究成果の概要

　研究では，まず，日本の商社の役割と海外進出企
業に焦点を当て，商社の食料関連投資の特徴を明ら
かにしました。その上で，計量経済学的分析手法を
用いて，海外進出の要因を探りました。また，日本
にとって重要な中国の動向や，国際市場での価格伝
達と市場構造，さらには韓国を例に海外農業投資の
有効性，そして，日本の国内生産への輸入食料の変
化の影響をシミュレーションで分析しました。
　研究全体を通じて浮かび上がってきたことは，国
際市場の機能をいかに効率的に活用するか，そして

国際市場の不備をいかに補って食料輸入を安定化す
るかという課題です。2006-08年の穀物価格高騰に
見られたように，国際食料市場は常に変動リスクを
伴っています。他方で，食料を扱う経済主体にとっ
て，その変動は同時にビジネスチャンスでもあり，
実際，日本の商社は，かつて日本への輸入を主体に
食料調達を行っていたものが，今日では新興国，特
に中国の市場成長に歩を合わせ，輸出国から直接，
中国への食料調達に力点を移しつつあります。
　しかし，日本の市場に魅力がなくなったわけでは
ありません。多くの商社は国内にスーパーやコンビ
ニなどのサプライ・チェーンを確立しており，不安
定な新興市場よりは確実な販売量を確保できるとい
う利点があります。これからの流通業は，生産から
加工・流通，国内販売まで国際的に一貫したシステ
ムのもとに統合が進むと思われます。このようなシ
ステムこそ，国際化の中で安定的に食料を国内の消
費者に届けるために必要なインフラなのです。
　このシステムは何も日本の関連企業だけで完結す
る必要はありません。多国間のジョイント・ベン
チャーでネットワークを形成することも可能であ
り，その方が発展性があります。実際，韓国は生産
のための海外農業投資を行っても，独自のルートを
持たないため，生産物の販売は現地企業に任せるし
かなく，国際的な流通展開に限界を感じています。
中国に進出した日本の食品企業も，日本への流通は
日本の商社に任せれば済みましたが，拡大する中国
市場への参入には，中国国内流通の壁が立ちはだ
かっているようです。
　したがって今後の安定的食料確保は，こうした国
際的ネットワークをいかに張り巡らすかが重要にな

農林水産政策科学研究委託事業

「安定的な食料輸入を確保するための諸方策に関する
経済学的研究」

東京大学教授　　本間　正義

　農林水産政策研究所では，新たな視点や長期的視野に立った政策研究を推進するため，大学，シンク
タンク等の研究機関の幅広い知見を活用する提案公募型の研究委託事業を行っています。
　今回は，その中から，「我が国が必要な食料を量的にも質的にも安定的に確保するための戦略とその
採用の条件」について検討を行った研究について紹介します。
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ります。そのために必要な政策は，情報インフラの
整備にとどまらず，海外進出を求める中小企業の技
術支援，資金提供から人材育成まで，様々な段階で
施されることが求められています。
　次に，本研究での価格伝達の分析では，日本の大
豆市場においては，米国が日本に市場支配力を行使
していることを明らかにしました。これは日本が米
国に独占的利潤を搾取されているということではな
く，安定的な数量や一定の品質の確保など，他の便
益を享受する見返りとしての利潤供与と見なすこと
ができます。日本にとって，重要なのは低価格ある
いは競争価格の実現ではなく，むしろ必要とする非
価格的要因の確保であると思われます。
　また，中国での食料ビジネスの分析においては，
日本の食品企業と台湾企業との合弁やコラボレー
ションの例がみられ，言語や文化と言った非経済的
要因から，優秀な人材の確保，現地政策の熟知など
経済要因に至るまで，パートナーとの相互補完がビ
ジネス成功のための条件であることが明らかになり
ました。
　さらに，韓国での海外農業開発に関する調査・分
析の結果からは，韓国が海外での農業生産を，必ず
しも自国の食料の安定供給や安全保障のためとせ
ず，むしろビジネスチャンスとしてとらえて海外農
業投資を行っていることが明らかになりました。食
料不足期には，生産国が輸出制限を行うというリス
クがあり，輸入先として無力であることを考えれば
当然の帰結と考えられます。日本もこれに学び，有
事への備えではなく，平時の食料輸入先の分散化と
して，海外農業投資も有効であることは認識してお
く必要があるでしょう。我が国の海外農業投資の例
としては，ブラジル・セラード開発があります。こ
こで実績を示し，実際に大豆輸入の安定供給に寄与
してきました。現地調査を行ったＭ社の例に見られ
るように，投資国の利益だけでなく，現地への投資
利益の還元や地元経済の活性化・経済発展に寄与す
るという形での海外農業投資が望ましい姿です。こ
のように考えた時，日本も海外農業投資を安定的食
料確保の一環として排除すべきではなく，途上国の
貧困削減への有効性と合わせて再考する必要がある
のではないでしょうか。

３．政策的インプリケーション

　以上のような研究の結果を踏まえると，我が国の

安定的な食料輸入を確保するためには，次のような
方策が提示できます。

（１）　国際食料市場の情報ネットワークを整備し，
市場動向の予測能力を高めること。

（２）　価格以外の品質やサービスに関する評価シス
テムを確立し，輸入食品に対する国民の認識を
高め，かつ輸出国にフィードバックすること。

（３）　食料安全保障策を有事法制とともに整備し，
様々な食品の供給リスクに対応する方策を確立
しておくこと。

（４）　商社をはじめとし，食料調達に関わる民間企
業との連携を図り，輸出国での食料調達ビジネ
スの障壁の除去に努めること。

（５）　輸出禁止措置がとられないように，国際貿易
交渉で主張し続けるとともに，国際協力を進
め，また関係国との連携を図ること。

（６）　商社等が関わる食料のサプライ・チェーンや，
川上から川下までのフード・チェーンに着目し，
食料の国際流通を把握しながら，チェーンが切
れた場合の方策を構築しておくこと。

（７）　海外農業開発は今後も検討に値するが，日本
だけで完結するのではなく，多国間での共同事
業として行うことが望ましく，そのための政府
間協力を進めること。

（８）　食料調達ビジネスは国民の食料安全保障を
担っており，公共的側面があることを，国民の
認識として共有すること。

４．おわりに

　食料ビジネスがグローバル化し，食料調達のため
に海外に進出した理由は，日本への食料供給であっ
たとしても，国際市場の拡大に伴い様々なビジネス
チャンスが生まれ，日本への食料調達はビジネスの
一つに過ぎないものとなったという現実がありま
す。しかし，多くの国民にとっては，食料は他の財
とは異なり，生命を繋ぐ財として特別な価値を持つ
ものです。その国民の意識を食料ビジネスに携わる
企業に正確に伝え，食料輸入が，国内供給の不足分
を補うものではなく，むしろ我々が食する過半を担
う重要な役割であることへの認識を高め，いかに国
民の食料安全保障に役立っているかを誇りにもって
ほしいと思います。このような民間の公共意識が食
料安全保障を支えていくと考えています。
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　人口減少時代を迎え，我が国の経済社会は大きく
変化し，農業・農村を取り巻く環境やニーズも変化
すると考えられます。人口減少時代の農業・農村を
取り巻く環境とニーズの変化の内容，また，それら
を踏まえ，農業・農村を振興していく際の新たな方
向・視点について，明らかにするため，松谷明彦氏
をお招きして，２月13日（月）に，セミナーを開催
しました。以下，その概要を紹介します。
１．報告（松谷明彦氏）

（１）人口の減少・高齢化
　日本の人口は，江戸時代には3000万人強でした
が，現在は１億２千８百万人弱と４倍以上に膨れあ
がっています。特に戦後の増加は急速で，人類史
上，あまり経験のないものです。しかし，これから
は，それと同じスピードで，人口が減っていくこと
になります。人口が戦争や飢餓等で一時的に減った
国はありますが，100年200年にもわたって継続して
減少する国は日本だけです。この人口の減少に加え
て，日本では恐ろしいばかりのスピードで高齢化が
進むことになります。

は逆に中高年がずっと多くの割合を占めるようにな
ります。高齢になると作業能率が低下しますので，
労働力が高齢化しますと，日本全体としてみると，
コストが上昇し国際競争力を失ってしまうことにな
ります。このため，これからは60歳を越えたあたり
から大量の失業者が発生すると考えられます。今
後，これらの人たちをどこで吸収するのかが大きな
問題となります。
　三つ目は，人口の地域間移動の状況が今までと変
わってくることです。現在の東京圏では30代の人の
割合が最も高く，若い人の方がお年寄りも多いとい
う構造になっています。島根県では，東京圏と全く
異なる形になっています。このことから，東京圏で
は財政事情はよいが島根県では苦しいということ分
かります。何故なら，一番お金が使われるのは高齢
者対策で，また，高齢者は一般に働いておらず税金
も払っていないためです。今後も東京圏への一極集
中の傾向が続いたとしても，20～30年後には，東京
圏はものすごく高齢化し，島根県とほとんど同じ状
況になります。現在の若い人がその頃には高齢者に
なる一方で，仮に若い人を中心とした人口流入が続

人口減少時代の農業・農村

セ ミ ナ ー 概 要 紹 介

講師／松谷明彦氏（農林水産政策研究所客員研究員，政策研究大学院大学名誉教授・国際
都市研究学院理事長）

日時／平成24年２月13日（月）14時～16時
場所／農林水産政策研究所セミナー室

政策研究調整官　中山　雅章

第１図　日本総人口と人口高齢化率の実績と予測
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第２図　地域別年齢階級別人口構造（2005年）
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第３図　地域別年齢階級別人口構造（2035年）
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（２）人口減少時代に生じる大きな変化
　人口減少時代に生じる大きな変化の一つ目は，貯
蓄率が低下するということです。国民貯蓄率は1990
年頃から急速に低下し始め，これからもどんどん下
がっていきます。下がるのは，働く人の割合が減っ
ていくためです。国全体でみると，貯蓄で，家を建
てたり，橋・道路を造ったり，外国からモノを買っ
たりしていますが，貯蓄率が下がると，これらのこ
とが出来なくなります。農業に即して考えれば，こ
れまでのように外国から野放図に食料を買うことが
できなくなります。
　二つ目は，労働力が高齢化することです。労働力
の年齢構成をみると，1980年頃までは若い人がかな
りの割合を占めていましたが，現在では中高年も高
い割合を占めるように変化し，今後は，1980年頃と
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物に特化する必要があります。
　人口減少社会で起きるいま一つの変化は，少し暗
い話ですが，みんな貧乏になることです。寿命が延
び収入のない期間が延びていくので，生涯を通じた
平均年収は必ず落ちることになります。しかし，貧
乏になるが，必ずしもその人の人生が悲惨なものに
なるとは限りません。お金で買える幸せを追求し続
けるのではなく，お金で買えない幸せもあわせて追
求するとすれば，人生を豊かにできますし，おそら
くそうする人が増えてくると考えられます。このこ
とは，消費行動や食料消費に大きな影響を与えると
考えられます。例えば，今は中食，ちょっと前は外
食が発展し，なるべく食事を作るのに時間をかけな
い方向でしたが，これにはものすごくお金がかかり
ます。これからは，お金があまりかからない内食が
どんどん増えてくるのではないかと考えます。内食
が中心となり自分で食事を作るとなると，もっと美
味しいものを食べたくなり，食材への関心が高まる
でしょうが，そうなると，必ずしもブランド指向や
安ければいいといった方向ではなく，「日常的な食
材で本当に美味しいもの」こそが求められるように
なるのではないでしょうか。従って，農産物全体の
品質向上，レベルアップが求められるようになるの
ではないかと考えられます。
　最後に言いたい変化としては，これから都市には
住みたくないという人がどんどん出てくる可能性が
あるということです。都市というのは，すべて人工
構造物で出来ており，人工構造物は間断なくメンテ
ナンスや立て替えないと良好な状態は維持できませ
ん。しかし，それをやる余力が都市になくなってく
るのです。都市はどんどん劣化し，住みづらく，危
険になっていきます。ところが，カントリーサイド

（農村）はそうではありません。カントリーサイド
もコンクリートで固められているところもあります
が，７，８割方は自然が残っています。ここは放っ
ておいても自然に戻るだけであり，危険になる訳で
はありません。都市の方が利便性が高いので住んで
いる人も，都市に住むことのマイナスが大きくなっ
てくると，自分の居場所を農村に求める動きが強ま
るのではないかと考えられます。
　農業・農村の再生，農業・農村をどうするかは，
昔からのテーマですが，これからはそれに人口の減
少・高齢化という新しい動きを加えて考える必要が
あります。人口の減少・高齢化は，働き手が少なく
なる等農業・農村に厳しい面がある一方，農業・農
村にとって歓迎すべき環境変化もあって，その環境
変化に農業・農村が適切に対応していけば，今まで
になかったような農業・農村の豊かさが生まれてく
るのではないかと思います。人口の減少・高齢化と
いう変化を，あまり悲観的にマイナスとして捉え
ず，むしろプラスとしで捉えることは，都市では難
しいが農村では可能ではないかと考えています。
２．質疑
　報告の後，一般参加者から，①人口減少時代にお
ける地域別経済環境や財政環境の変化，②人口の地
域間移動の促進策，③人口をコントロールする施策
の効果とその是非等についての質問があり，松谷明
彦氏から，将来の東京圏での経済・財政環境の悪化
の状況，日本のものづくり技術を活かした地域振興
策，シカゴを例に取った都市と周辺農村とのコミュ
ニティづくり，産児制限とその将来への影響等につ
いて，説明がなされました。

注：講演資料につきましては，こちらをご覧下さい。
　http://www.maff.go.jp/primaff/meeting/kaisai/

pdf/120213.pdf

いたとしても，日本全体で若い人が
激減するため，東京圏への流入数が
大幅に減少してしまうためです。こ
の結果，東京も今の島根県のように
財政事情が悪くなり，行政サービス
の水準を下げて財政支出を切るか増
税を行うしかなくなります。このた
め，東京に住むことはやめようとい
う動きが出てくると考えられます。
戦後一貫して地方から大都市へ人口
が移動していましたが，人口減少時
代になると，人口構造の変化による
財政事情の変化を受け，１極集中が
弱まり，場合によっては逆転する動

きも出てく可能性があります。
（３）人口減少時代における変化への農業・農村の

対応
　人口減少時代には，貯蓄率が低下して，今のよう
には外国から食料を買えなくなるので，自給率を上
げなくてはなりません。また，高齢化した労働力，
都市から地方へ戻ってくる人や地方に残る人を，地
方の２次産業や３次産業で吸収するのは困難です
が，逆にこれらの人は農業にとっては非常に有望な
労働力です。だから今後の農業・農村の発展方向は，
農村の人口扶養力を高めることを考えるべきでしょ
う。そのためには，農産物の生産，加工，流通の全
体で生じる付加価値のできるだけ多くの割合が農
家・農村に落ちるように，農業のやり方，農産物の
流通のあり方を変えなければなりません。少量多品
種生産のため流通マージンが高く農家・農村段階に
帰属する付加価値の割合が低い園芸作物を生産する
よりも，流通段階であまり力を入れなくて済む穀物
の生産を増やした方が農村に落ちるお金の割合が高
くなると考えられます。現在の小麦の自給率は10％
程度ですが，これを20％，30％へと上げるのは，気
候的な問題はありますが，技術的には十分可能であ
ると思います。そしてその程度自給率を上げただけ
でも，現状と比較すれば，農村にとっては極めて大
きな収入となり，人口扶養力もかなり上昇すること
が期待できます。
　一方で，農村は近くの都市をもっと大事にすべ
きでしょう。農産物を近くの地方都市ではなく，東
京に売ろうしている農村が多い。そのため農村とす
ぐ隣の地方都市は意外と疎遠というところも随分と
見受けられます。地方の都市には，その地域特有の
文化があり，そういう文化の中で好まれる食材が存
在します。この都市で好まれる食材を近くの農村で
作って売るという，関係を築けば，販売も安定する
し，間に業者が入らないので高くも売れます。東京
ばかり見ないで，地元の都市に売り込んでいくこと
も大切です。
　人口減少時代の大きな変化として，終身雇用，年
功賃金制がなくなるとともに，消費構造が多様化す
ることが考えられます。人口構造がピラミッド状で
あれば，終身雇用と年功序列制はうまく機能します
が，逆ピラミッド状態では成立するはずもありませ
ん。終身雇用，年功序列制により，現在，日本人は
皆よく似たライフスタイルを持ち，同じような商品
タイプに消費が集中しがちでブームもおこりやすく
なっています。農産物も食品も同じようなタイプの
商品に消費が集中していますが，これからは，そう
した均一的な消費構造ではなく，だんだん分散化し
ていくと考えられます。全国的な売れ筋のものを作
るのではなく，自分はどういったタイプの作物を
ターゲットするのかを考える必要があります。ま
た，生産コストを考えると，あれもこれもというわ
けにはいかないでしょう。幾つか少数のタイプの作
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　農林水産政策研究所では，2012年３月７日（水）
に，農林水産政策研究所セミナー室において，農林
水産政策科学研究委託事業に取りくむ，学習院女子
大学・岩手大学・東京大学の研究チーム（以下，「研
究チーム」）とともに，セミナー「わが国における
今後の農業環境・資源保全政策を考える」を開催し
ましたので，概要をご紹介します。発表資料につい
ては，農林水産政策研究所のホームページに掲載し
ておりますので，ご参照下さい。

１．セミナーの趣旨

　まずはじめに，岩手大学准教
授・木下幸雄氏から，本セミナー
の趣旨説明がありました。研究
チームでは，平成21～23年度に，

「農業分野における資源・環境保
全のための総合的政策の構築にかかわる研究＊１」に取
り組んできました。農村資源や環境の保全は，持続可
能な農業生産システムを構築するために重要ですが，
その保全手法は十分に開発されていません。研究で
は，従来の公的規制や補助金の手法だけでなく，その
短所を補完する可能性のある「市場的な手法」も検討
に値するとして，これらを含めた総合的な農業環境・
資源政策の確立に向けた施策の分析枠組みを提案する
ことを目的としています。本セミナーでは，研究チー
ムが行った市場的手法を取り入れた農村環境・資源保
全の社会実験の結果をご紹介するとともに，豪・米の
市場的な手法導入の先駆的ケースの経験に学び，ディ
スカッションを通じて農業環境・資源保全政策を広角
的に検討したいと述べられました。

２．講演

（１）革新的な農業環境政策に向けて
　講演では，まず，東京大学助教・高橋大輔氏か

ら，研究チームが，滋賀県にお
ける農業用水の節水行為（農業
用水の利用を少なくすること
で，琵琶湖に流入する農業系の
汚濁負荷を低減）を題材に行っ
た，集団的オークションを取り

入れた環境支払いの社会実験の結果について説明が
ありました。これは，滋賀県において，農業用水の
節水行為（田越し灌漑，排水路の堰上げ）について，
それを実施したい者が，自ら，受給を希望する単価
と実施面積を申請し，研究チームが，予算の範囲内
で対象面積を最大にするという観点から落札者を決
定するという擬似的オークションの実験です。オー
クションへの参加形態（個人又は集団），単価設定
に対する参加者の考え方等本実験を通じて，①オー
クション型環境支払いの対象はレファランスレベル

（農家と社会の責任の分界点）を越えた保全活動と
すること，②資源管理組織を単位とした参加を許容
し，市場的手法と資源管理の集合行為を両立させな
がらオークション型環境支払いを行うこと，③価格
設定の方式は単一価格設定が望ましいことなどの知
見が得られたと報告されました。

（２）豪州における農業環境政策：水資源の場合
　次に，豪州ラトローブ大学教授のリン・クレーズ
氏から，豪州の水利改革等について説明がありまし
た。1980年代以降，生物種の危機等から，環境・水
を保全する必要が認識され始め，豪政府は水利改革
に取り組んできました。豪州政府評議会は，2004年
に，「全国水イニシアティブ」
として，環境用水を明記した水
利計画を策定しましたが，ここ
で過剰な水利権配分への対応が
迫られました。これには，①行
政的運用で取水権を変更，②政

セミナー「わが国における今後の
農業環境・資源保全政策を考える」

日時／平成24年３月７日（水）午後１時30分～５時
　於／農林水産政策研究所セミナー室

セ ミ ナ ー 概 要 紹 介

 
＊１　本研究については，http://www.maff.go.jp/primaff/koho/seika/review/pdf/primaffreview2012-45-8.pdfをご参照下さい。
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き続きかんがい区に属し，スポット価格で水利権を
買ってかんがいを続けています。また，水利権の販
売収入の使用法を見ると，多くの農家が農機具購入，
借金返済，農地購入等を行っており，農業を続けて
いくために被益していることがわかります。
　豪州の例から学ぶべき点として，市場メカニズム
は，農業と環境に効率的な成果をもたらすことから，
農家が市場に対応できるように，政府は価格を始めと
する情報を適切に発信することが必要であり，また，
環境的な便益評価の手法を開発し，科学的な評価を確
立すること等が重要であることが示唆されました。

（３）米国における資源保全主体としてのかんがい
区の挑戦

　米国グレン・コルサかんがい区副理事長のサン
ディ・ウイラード・デン氏からは，かんがい区にお
いて取り組んでいる環境保全のための水利権の移転
の取組について説明がありました。この地域には，

多くの希少動植物種が生息して
おり，環境保全の必要がありま
す。また，土地条件から水の集
まらない南部の人口密集地など
も水を必要としており，水を必
要とすることろに運ばなければ
なりません。そのために，市場

メカニズムによる配分として，作物ごとの蒸発散量
（ETAW）を基準に，休耕や転作によって水を捻出
し，その対価を得る試みを行っています。その際，
本かんがい区では，いくつかのルールを定めてきま
した。例えば，余剰水をリースする際には，水の買
い手に，①集水域内の他の農業者，②州や連邦省庁
等の環境用水の利用者，③北部の利用者，④南部の
利用者の優先順位付けをしました。
　地域内には，複数の水利用があり，多くの規制が
あります。環境を保全し，水という資源を市場的な
方法で有効に配分・利用していくためには，①関係

者の意見を統合し，それぞれのニーズを充足，②科
学的な知見を得る研究資金の提供，③関係機関の協
力体制の構築，④生息する種やETAW等の科学的知
見をわかりやすく提供することがポイントであり，
関係者のコンセンサスを得るためには，段階的な手
段を持っておくことが必要であると指摘しました。

３．コメント

　これらの講演に対し，岩手県
胆沢平野土地改良区理事長の及
川正和氏からは，「胆沢平野土
地改良区再生基本構想」の中で，
土地改良区が中心的な役割を果
たしながら，組合員や地域住民と協働し，農村の景
観や自然環境の保全活動に取り組んでいる実践例が
紹介されました。農業の営みによって支えられてき
た胆沢平野の景観を守るためには，農家の経費的，
体力的負担が増大し，公共財として政策的な支援が
不可欠であると訴えられました。

　当研究所・林岳主任研究官か
らは，①資源の有効利用を阻害
する一因となる「既得権化」に
対しては，権利の保有にコスト
がかかる仕組みもあるのではな
いか，②市場的手法を導入して
も，やはり，農家の協調行動が

重要であり，この２者をいかに融合させていくかが
重要ではないか等についてコメントがありました。

４．パネルディスカッション

　講演を受け，学習院女子大学
教授・荘林幹太郎氏の司会で，
パネルディスカッションを行い
ました。
　農業環境・資源保全にかかる
コストは誰が負担すべきかを判
断するためには，受益者が誰かを見極める必要があ
ること，農家の行為がどのような環境改善に結びつ
くのか，因果関係や便益を科学的に評価するための
サイエンスが必要であること，政策検討の順位付け
をし，適正な資源配分の手法として効率的な市場的
手法をまず検討すべきなど，活発な意見交換が行わ
れました。
 （文責　政策研究調査官　羽子田知子）

府によるインフラ整備，③水利権
売買市場の導入という解決策が考
えられましたが，豪では③で対応
しました。かんがいネットワーク
の中の人は，水利権を売った人の
代わりにネットワークの運営コス
トの負担が増すこと，また，農村
の社会構造が破壊されることへの
懸念を持っていましたが，実際に
は，水利権の売り手の60％は，引
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　2012年３月７日，北京にある中国農業部農村経済
研究センター（RCRE）において，当研究所武本所
長とRCRE宋主任との間で，両研究所の研究交流に
関する覚書が締結されました。
　RCREは，中国農業部の直属の研究機関で，農村
経済政策，農村発展戦略等に関する研究，政策提言
等を行うこととされており，まさに中国における当
研究所のカウンターパートとでも言うべき組織です。
　RCREは1990年７月に設立されましたが，その前
身は中国国務院農村発展研究センターであり，全国
の主要地区に試験区または定点観測点を有し，土地
制度改革等の中国の重要な農村政策の立案に大きな
役割を果たしてきたとされています。
　RERCの職員数は，研究および管理部門を含めて
80人程度ということであり，組織の規模も当研究所

� 国際領域　上席主任研究官　河原昌一郎

中国農業部農村経済研究センターと
研究交流に関する覚書を締結

と大きく変わりません。
　当研究所とRCREとの間では，従来から，研究者
の招聘等の一定の交流が行われてきました。今回の
覚書は，そうしたこれまでの交流を基礎としつつ，
両研究所間の共同研究，セミナーの共同開催，研究
員の相互訪問等について，研究所レベルで互恵の原
則に基づいて互い協力し，交流のより一層の緊密化
を図ろうというものです。
　中国の農村は，現在，経済発展とともに急速な変
貌を遂げつつあり，我が国においてもこうした状況
を的確に把握していくことが求められています。一
方で，日本農村のこれまでの経験が中国の農村政策
の参考になることも少なくありません。今回の覚書
は，こうした日中双方の研究ニーズに応えるものと
もなっています。

覚書締結後，握手を交わす当研究所武本所長（左）とRCRE宋主任（右）
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　物語は，1900年秋ギリシア，ペロポネソス半島と

クレタ島の間にある小島，アンティキテラ島で，海

綿採りのダイバーが古代ギリシアの沈没船を見つけ

るところから始まります。ギリシア政府の海軍を動

員してまでの作業により，ブロンズ，大理石，陶器

の美術工芸品が引き上げられ，その中に，ギリシア

文字の書かれた錆びた歯車のようなものが出てきま

す。時計？計算機？これが謎の中心アンティキテラ

の機械です。本書第１ページにこの機械がアテネ国

立考古学博物館に展示されている様子が掲載されて

います。この機械の奥には美しいアンフォラ（大き

な陶器の壺）が写っています。この機械，メカニカ

ルな美しさはあるものの確かに異質です。

　謎解きの中心人物は，プライスというイギリス人

科学者，ライトというイギリスの学芸員助手，ブ

ロムリーというオーストラリアの科学者。３人は

別々に，Ｘ線写真をていねいに読み解き，仮説をた

て，実証してみるという粘り強い作業のすえ，真相

に近づいて行く・・・。ただし，これには研究を支

える技術の限界がありました。最後は，21世紀には

いり，ドキュメンタリーフィルムの製作をしていた

イギリス人フリースが，Ｘ線CTスキャンシステム

開発チームを動員して解明を進めます。最古のコ

ンピューターか？本書を読む限り，副題のSolving 

The Mystery of The World’s First Computerとい

うのは大げさな感じがします。真相は解明できたの

かについても，まだ，眠っている真実があるように

思います。とはいうものの，私たちの先祖が素朴な

『アンティキテラ
古代ギリシアのコンピュータ』

ジョー・マーチャント 著・木村博江 訳
2011年11月　文春文庫

専門スタッフ職（食料・環境領域）　廣川　　治

農耕生活をしていたこ

ろ（本書ではアンティ

キテラの機械の製作年

代について，紀元前２世紀と推定されていることを

考古学の発達の歴史と合わせて紹介しています）の

ギリシアの科学技術の高さには驚かされるばかりで

す。

　本書の楽しさの一つは，歯車の謎について数学的

な解説をしているところですが，プライス，ライ

ト，ブロムリー３名の個性豊かな人間ドラマも読み

どころです。学芸員助手という恵まれない環境で研

究を続けたライトに同情。

　また，20世紀初頭の海綿採りの話，歯車の開発の

歴史，古代の天文学を支えた技術，沈没船と古代

ローマの歴史のかかわり（ポンペイウスのギリシア

美術の略奪など）と興味尽きないサイドストーリー

の豊富さも魅力です。アクアラングの発明者ジャッ

ク・クストーもカリプソ号ともども沈没船の再調査

に登場しますし，何かと問題の多いスイス人作家デ

ニケン（訳文のまま）がアンティキテラの機械を宇

宙人の遺物だとしたことにも触れています。本書の

最後尾では，この時代を先取りした技術が，開発さ

れた地で忘れ去られた後，イスラム世界で継承され

ていたことに触れています。組み合わせた歯車に動

力をつけた精緻な機械，時計です。時計といえば，

今日，我が国の得意技術。2000年の時を経て追いつ

くことができたようです。

『アンティキテラ
古代ギリシアのコンピュータ』

著書／ジョー・マーチャント
訳者／木村博江
出版年月／2011年11月
発行所／文春文庫
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　「研究活動一覧」は，当所研究員の研究活動と研究内容
や関心分野を，読者の皆様に提供することを目的として
います。研究内容の詳細につきましては，直接担当研究
員までお問い合わせください。

① 研究論文および雑誌記事等

著者名（共著者を含む） 表　　　題 発表誌等
（単行本の場合は発行所名も記入） 巻・号 発表年月

吉井邦恒 カナダの農業保険をめぐる最近の動向につ
いて 月刊NOSAI 63巻４号 2011年４月

株田文博
食料貿易の三極化傾向が引き続き拡大する
－畜産物，乳製品の国際価格は上昇基調で
推移－

デーリィマン 第61巻５号 2011年５月

清水純一 ブラジルの食料需給と農産物貿易 農林水産政策研究所レビュー 第41号 2011年５月

高橋克也 「これからの「正義」の話をしよう－いま
を生き延びるための哲学－」（書評） 農林水産政策研究所レビュー 第41号 2011年５月

橋詰　登 水田農業の構造変化とその地域性に関する
統計分析 農林水産政策研究所レビュー 第41号 2011年５月

吉田行郷 水田営農の構造変化と地域性に関する現地
調査結果に基づく分析 農林水産政策研究所レビュー 第41号 2011年５月

須田文明 作物遺伝資源をめぐる管理の多様性 池上・原山編著「食と農のいま」
（ナカニシヤ出版） 2011年６月

橋詰　登 農地の所有・利用構造の変化と地域性－統
計にみる1990年以降の農地利用の動き－

原田純孝編著『地域農業の再
生と農地制度』（農山漁村文化
協会）

2011年６月

吉田行郷 多様な展開を見せる集落営農 全国農業新聞 農声 2011年６月24日

株田文博 2020年の世界食料需給はタイトに 日本政策金融公庫
AFCフォーラム 第59巻４号 2011年７月

小泉達治 FAPRIによる世界の農産物需給予測の概
要～世界小麦需給予測を中心に～ 製粉振興 No.535 2011年７月

高橋克也 米粉用米の実需の現状と課題
農林中金総合研究所・総研レ
ポート『米粉・飼料米・水田
放牧を巡る最近の動向』

22基礎研
No.4 2011年７月

高橋克也 「食と農の安全・安心と農学の課題」コメ
ント

東北大学大学院農学研究科公
開シンポジウム記録 2011年７月

増田敏明，
勝又健太郎 「EUの価格所得政策と農業の構造」 農林水産政策研究所レビュー 第42号 2011年７月

吉田行郷 小麦の国際価格変動下における国内産小麦
需要の変化について 農林水産政策研究所レビュー 第42号 2011年７月

（平成23年度）
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著者名（共著者を含む） 表　　　題 発表誌等
（単行本の場合は発行所名も記入） 巻・号 発表年月

Yoshii. K, and T.
Oyama

Applying Mathematical Programming 
Food Supply Model for Improving 
Japan’s Food Self-Sufficiency Ratio

Lecture Notes in Operations 
R e s e a r c h （ I S O R A ： 
International Symposium 
on Operations Research 
and Its Applications）

No.14 2011年８月

増田敏明 「EU共通農業政策－ドーハ・ラウンドと次
期改革－」

所内プロジェクト［二国間］
研究資料
平成22年度カントリーレポー
ト　EU，米国

第３号 2011年８月

松田裕子 世界の農政　最新事情　欧州連合（EU） 全国農業新聞 2011年８月26日

吉田行郷 北海道産小麦のサプライチェーンにおける
需要拡大に向けた課題 製粉振興 No.536 2011年８月

株田文博 世界の食料需給の中長期的な見通し （社）地域環境資源センター　
バイオエタノール通信 2011 No.7 2011年９月

鎌田　譲 酪農における規模拡大と労働制約及び潜在
価格の変化 農林業問題研究 第47巻

第２号 2011年９月

食料品アクセス研
究チーム

食料品アクセス問題の現状と対応方向
－フードデザート問題をめぐって－ 農林水産政策研究所レビュー 第43号 2011年９月

震災対応プロジェ
クトチーム

東日本大震災の復興に向けたプロジェクト
研究の推進について 農林水産政策研究所レビュー 第43号 2011年９月

須田文明 美食的イメージを支える制度：フランス
AOCの場合 食料と安全 ９月号 2011年９月

高橋克也 「東アジアにおける食のリスクと安全確保」
（書評） 農業経済研究 83巻２号 2011年９月

増田敏明 「次期CAP改革－チオロシュ農業委員によ
る公共財供給へのパラダイムシフト－」

構造分析プロジェクト（欧米
韓）研究資料 第１号 2011年９月

矢部光保・
林　　岳

生きものブランド米における生物多様性の
価値形成

九州大学大学院農学研究院学
芸雑誌

第66巻
第２号 2011年９月

江川　章 「独立就農者」の育成が農業人材確保のカ
ギ AFC　Ｆorum 59巻７号 2011年10月

清水純一 ブラジル産トウモロコシの拡大過程
清水達也編『変容する途上国
のトウモロコシ需給－市場の
統合と分離－』（アジア経済研
究所）

アジア経済研
究所研究双書，

No.596
2011年10月

株田文博 2020年における世界の食料需給の見通し （財）肥料経済研究所　季刊肥
料時報 2011 No.2 2011年11月

澤内大輔 国内クレジット制度による農家の省エネル
ギー機器への投資促進効果 農林水産政策研究所レビュー 第44号 2011年11月

吉井邦恒 アメリカ2012年農業法をめぐる最近の状
況 農林水産政策研究所レビュー 第44号 2011年11月

吉田行郷 小麦の国際価格動向とその影響 農業と経済 第77巻
第11号 2011年11月
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著者名（共著者を含む） 表　　　題 発表誌等
（単行本の場合は発行所名も記入） 巻・号 発表年月

吉田行郷
指定障害者支援施設こころみ学園（社会福
祉法人こころみる会）－ココ・ファーム・
ワイナリーとの有機的な結び付きによるワ
イン用ぶどうの生産－

農林水産政策研究所研究成果
（ホームページ） 2011年11月

飯田恭子，香月敏
孝，吉田行郷，小
林茂典，出田安利，
松島浩道

農業分野における障害者就労と農村活性化
に関する研究

2011年度日本農業経済学会
論文集 2011年12月

江川　章 ＪＡによる新規就農支援の取り組みと課題 月刊JA 第682号 2011年12月

株田文博・
吉田泰治

将来の食料需要増のアジア太平洋諸国の貿
易・産業への影響－アジア国際産業連関表
によるフードシステム産業の分析－

フードシステム研究 第18巻３号 2011年12月

小泉達治・
澤内大輔

ブラジルのサトウキビ増産に伴う土地利用
変化への影響 フードシステム研究 第18巻３号 2011年12月

澤内大輔
食料品製造業における温室効果ガス排出の
特徴：算定・報告・公表制度データによる
基礎的検討

フードシステム研究 第18巻３号 2011年12月

澤内大輔・
桟敷孝浩

排出量取引制度下における省エネルギー機
器投資の経済性評価：バラ切花農家による
ヒートポンプ導入のリアル・オプション分
析

2011年度日本農業経済学会
論文集 2011年12月

須田文明 ガイドブックによる嗜好的評価の学習と
コーディネーション フードシステム研究 第18巻３号 2011年12月

高橋克也 食品安全・安心問題の政策革新
－フードシステム視点からの実証と検討－ 政策研究大学院大学博士論文 2011年12月

高橋克也 食品アクセス問題とは何か－その実態と求
められる対策－ 『クリンネス』 第313号 2011年12月

松久　勉
農業雇用者の就業実態
－総務省「就業構造基本調査」の組替集計
から－

2011年度日本農業経済学会
論文集 2011年12月

吉田行郷 小麦の国際価格の高騰・急落を経た国内産
小麦需要の変化

2011年度日本農業経済学会
論文集 2011年12月

飯田恭子・香月敏
孝・吉田行郷・小
林茂典・出田安利・
松島浩道

福祉施設における農業分野の障害者就労の
実態と課題

2011年度日本農業経済学会
論文集 2011年12月

小野智昭 「戸別所得補償モデル対策」実施の影響　
座長解題 農業問題研究 第43巻

第２号 2012年１月

食料品アクセス問
題研究チーム

GISによる食料品アクセス問題についての
可視化と解決方策の提言 ArcGIS事例集 CaseStudies Vol.8 2012年１月

橋詰　登 中山間地域における農業振興型市町村第三
セクターが抱える課題と支援方策 農林水産政策研究所レビュー 第45号 2012年１月

増田敏明・
勝又健太郎

「次期CAP改革法案
－直接支払による公共財供給へ－」 農林水産政策研究所レビュー 第45号 2012年１月

薬師寺哲郎 様変わりする食料消費への対応が課題 AFCフォーラム 第59巻
第10号 2012年１月
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著者名（共著者を含む） 表　　　題 発表誌等
（単行本の場合は発行所名も記入） 巻・号 発表年月

薬師寺哲郎 食料・農業 統計でみる日本　2012
（（財）日本統計協会） 2012年１月

上林篤幸
農産物各品目の今後10年間の世界的な需
給および価格の見通し－「OECD-FAO農
業見通し　2011-2020」の概要

「明日の食品産業」
（（財）食品産業センター刊）

2012年
1，2月号 2012年１月

江川　章 中山間地域の農業振興に取り組む市町村第
三セクターの現状と課題

農村活性化プロジェクト研究
資料 『中山間地域の農業振興
に取り組む市町村第三セク
ターの現状と課題』

第４号 2012年２月

須田文明 地理的表示と６次産業化：フランスのバロ
ニエ地方の事例から Techno Innovation No.81 2012年２月

橋詰　登 農業振興型市町村第三セクターの特徴－郵
送調査の二次分析から－

農村活性化プロジェクト研究
資料 『中山間地域の農業振興
に取り組む市町村第三セク
ターの現状と課題』

第４号 2012年２月

橋詰　登
作業受託から借地経営に展開した「担い手
型農業公社」の現状と課題－（有）ＫＨ町
公社（広島県ＫＨ町）の事例－

農村活性化プロジェクト研究
資料 『中山間地域の農業振興
に取り組む市町村第三セク
ターの現状と課題』

第４号 2012年２月

橋詰　登 中山間地域の農業振興に取り組む市町村第
三セクターの現状と課題

農村活性化プロジェクト研究
資料 『中山間地域の農業振興
に取り組む市町村第三セク
ターの現状と課題』

第４号 2012年２月

吉井邦恒 北米における農業経営政策の展開
日本農業経営学会編『農業経
営研究の軌跡と展望』（農林統
計出版）

2012年２月

小野智昭
水田農業における地域農業の担い手と構
造変化～富山県と佐賀県の旧村を事例と
して～

農林水産政策研究所レビュー 第46号 2012年３月

小野智昭，吉田行
郷，香月敏孝，橋
詰登

水田地帯における地域農業の担い手と構
造変化－富山県と佐賀県の古村を事例と
して－

2012年度日本農業経済学会
大会報告要旨 2012年３月

長友謙治 ロシアの穀物を巡る状況 農林水産政策研究所レビュー 第46号 2012年３月

橋詰　登
近年の農業構造変化の特徴と展開方向
－2010年センサスの分析から－【座長解
題】

農業問題研究学会2012年度
春季大会報告予稿集 2012年３月

平林光幸 家族経営の動向と特徴－都府県における上
層農家を中心に－

農業問題研究学会春季大会シ
ンポジウム（大会テーマ：近
年の農業構造変化の特徴と展
開方向－2010年センサスの
分析から－）

2012年３月

薬師寺哲郎・
吉田行郷

産業連関表からみた食用農水産物・食料品
の商業マージン率の動向

2012年度日本農業経済学会
大会報告要旨 2012年３月

吉田泰治・
株田文博

フードシステムの成長がアジア諸国の経済
に与える影響分析－アジア国際産業連関表
による分析－

九州大学大学院農学研究院学
芸雑誌 第67巻1号 2012年３月

吉田行郷・
薬師寺哲郎

北海道産小麦の需要拡大に向けた今後の対
応方向

2012年度日本農業経済学会
大会報告要旨 2012年３月

吉井邦恒
米国の政府支払プログラムの支払対象要
件 と 支 払 限 度 ―Actively Engaged in 
Farmingルールを中心に―

構造分析プロジェクト（欧米
韓）研究資料 第１号 2012年３月
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② 口頭発表および講演

講演者 講演演題 講演会名（主催者） 講演開催年月日

小林茂典 農業の６次産業化の展開方向と課題 農林水産政策研究所定例研究会 2011年４月12日

橋詰　登 近年の農業構造変化の特徴と地域性－農業
センサス等の分析から－ 農林水産政策研究所研究成果報告会 2011年５月17日

吉田行郷 主要水田作地域における近年の農業構造変
化の特徴と地域性について 農林水産政策研究所研究成果報告会 2011年５月31日

清水純一 ブラジル産トウモロコシの拡大過程と今後
の見通し 日本ラテンアメリカ学会 2011年６月５日

清水純一 ブラジルの食料需給 農林水産政策研究所研究成果報告会 2011年６月７日

澤内大輔・
桟敷孝浩

排出量取引制度下における省エネルギー機
器投資の経済性評価

2011年度日本農業経済学会　ポスター報
告 2011年６月11日

鎌田　譲 米の需要構造変化と北海道産米の契約生産
に関する実証的研究 農林水産政策研究所定例研究会 2011年６月14日

玉井哲也 オーストラリアの貿易戦略とその動向－農
産物輸出に着目して－

早稲田大学日米研究機構研究会「農業・食
料の世界的枠組み形成と国際交渉にかかわ
る研究」第２回研究会（早稲田大学）

2011年６月17日

薬師寺哲郎・
高橋克也

食料品アクセスに関する住民の意識（食料
品アクセス問題１）－食料品の買い物にお
ける不便や苦労の現状－

2011年度日本フードシステム学会大会個
別報告 2011年６月19日

高橋克也・
薬師寺哲郎

食料品アクセスに関する市町村の意識（食
料品アクセス問題２）－対策の重要度と重
視する対策－

2011年度日本フードシステム学会大会個
別報告 2011年６月19日

薬師寺哲郎・
高橋克也

震災前後の食料品アクセス状況の変化（食
料品アクセス問題３）－メッシュデータを
利用した店舗までの距離に応じた人口割合
等の推計－

2011年度日本フードシステム学会大会東
日本大震災関連特別セッション 2011年６月19日

小泉達治・
澤内大輔

ブラジルのサトウキビ増産に伴う土地利用
変化の影響

2011年度日本フードシステム学会大会　
個別報告 2011年６月19日

小野智昭 2010年秋大会ミニシンポの成果から 農業問題研究学会2011年度春季大会 2011年６月19日

株田文博・
吉田泰治

将来の食料需要増のアジア太平洋諸国の貿
易・産業構造への影響－食品産業等を中心
にアジア国際産業連関表による分析－

2011年度日本フードシステム学会大会個
別報告 2011年６月19日

澤内大輔
食料品製造業における温室効果ガス排出の
特徴：算定・報告・公表制度データによる
実証分析

2011年度日本フードシステム学会大会　
個別報告 2011年６月19日

小泉達治・
澤内大輔

ブラジルのサトウキビ増産に伴う土地利用
変化の影響

2011年度日本フードシステム学会大会　
個別報告 2011年６月19日

吉田行郷 小麦の国際価格変動下における国内産小麦
需要の変化について 農林水産政策研究所研究成果報告会 2011年６月21日

内藤恵久 地理的表示の保護制度について－我が国の
農業施策としての地理的表示－

知的財産学会　企画セッション「地理的表
示に関する知財戦略とそのための基盤整備」
の中での発表

2011年６月25日
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講演者 講演演題 講演会名（主催者） 講演開催年月日

平林光幸 大規模水田作経営の存立構造とその特徴 農林水産政策研究所定例研究会 2011年６月28日

Takashi Hayashi Environmental Co-Benefit of Domestic 
Rice Feed Consumption in Japan

22th Pac i f ic  Regiona l  Sc ience 
Confrence 2011年７月４日

吉井邦恒 米国の価格所得政策に関するデータ分析
－生産費・販売価格・政府支払い－ 農林水産政策研究所研究成果報告会 2011年７月５日

増田敏明 「EU共通農業政策の価格所得政策」 農林水産政策研究所研究成果報告会 2011年７月５日

松田裕子 東日本大震災後の日本農業と農政
ドイツ連邦ヨハン・ハインリヒ・フォン・
チューネン研究所（連邦農林省直属の研究
所）

2011年７月６日

林　　岳 国民の豊かさ指標と農業・農村における評
価 農林水産政策研究所定例研究会 2011年７月12日

内藤恵久 地理的表示の保護制度に関する現状と課題 鹿児島県黒豚生産者協議会技術研修会 2011年７月13日

高橋克也 「食と農の安全・安心と農学の課題」コメ
ント

東北大学大学院農学研究科公開シンポジウ
ム 2011年７月22日

薬師寺哲郎・
高橋克也

食料品アクセス問題の現状と対応方向－い
わゆるフードデザート問題をめぐって－ 農林水産政策研究所研究成果報告会 2011年８月２日

株田文博 2020年における世界の食料需給の見通し （財）肥料経済研究所　平成23年度第２回
セミナー 2011年８月10日

松田裕子 EU直接支払の構造と機能 農林水産政策研究所定例研究会 2011年８月23日

Yoshii. K, and T. 
Oyama

Applying Mathematical Programming 
Food Supply Model for Improving 
Japan’s Food Self-Sufficiency Ratio

The 10th International Symposium 
o n  O p e r a t i o n s  R e s e a r c h  a n d 
its Appl icat ions in engineer ing, 
technology and management （ISORA 
2011）, Dunhuang, China 

2011年８月28日

林　　岳
国際バイオエネルギー・パートナーシップ

（GBEP）のバイオマスエネルギーの持続
可能性指標 

農林水産政策研究所研究成果報告会 2011年８月30日

福田竜一 農業法人制度改革による地域農業の枠組み
変化と農協の対応 第47回東北農業経済学会秋田大会 2011年９月３日

吉井邦恒
農業者のリスク意識と保険需要に関するア
ンケート分析－東北地方の調査結果を中心
に－

第47回東北農業経済学会秋田大会 2011年９月３日

澤内大輔 農業分野におけるカーボン・オフセット制
度の比較分析 環境科学会2011年会（環境科学会） 2011年９月８日

内藤恵久
地理的表示の保護制度について－EUの地
理的表示保護制度と日本における今後の展
開－

東京工業大学「食の未来創成研究会」での
発表 2011年９月９日

小林茂典 業務・加工用生鮮野菜の動向と今後の展開
方向

平成23年度農産物流通研究会（農業開発研
修センター） 2011年９月15日
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講演者 講演演題 講演会名（主催者） 講演開催年月日

吉田行郷 過去の復興事例等の分析による東日本大震
災への含意 庶務課長会議報告（大臣官房秘書課） 2011年９月16日

薬師寺哲郎 高齢化社会と食料供給－食料消費，食料品
アクセス，サプライチェーン－ 食品産業中央協議会専門委員等意見交換会 2011年９月16日

吉井邦恒 アメリカ2012年農業法をめぐる最近の状
況 農林水産政策研究所研究成果報告会 2011年９月20日

吉田行郷 近年における国内産小麦需要の変化につい
て 日本食糧協会講演会 2011年９月26日

吉井邦恒 アメリカの農業政策 東北大学大学院農学研究科 2011年９月27日

小林茂典 加工・業務用野菜の需要動向 平成23年度野菜茶業研究会（野菜茶業研究
所） 2011年９月28日

林　　岳 生物多様性配慮型農業生産がもたらす経済
コベネフィットの評価 日本地域学会2011年大会 2011年10月９日

吉田行郷 国内産大麦・はだか麦の需給に関する研究 農林水産政策研究所定例研究会報告 2011年10月11日

吉井邦恒 各国の農業保険制度について 経営局・諸外国における農業保険等に係る
勉強会 2011年10月14日

吉井邦恒 インデックス保険について 経営局・諸外国における農業保険等に係る
勉強会 2011年10月14日

小林茂典 加工・業務用野菜の需要動向 平成23年度農政課題解決研修会（野菜茶業
研究所） 2011年10月14日

宮石幸雄 農業投資のマクロ経済効果　概論 行政技術研修（経済）（農村振興局） 2011年10月20日

高橋克也 食品アクセス問題とは何か－その実態と求
められる対策－ 省内ミニ報告会 2011年10月20日

福田竜一 国際経済学　概論 行政技術研修（経済）（農村振興局） 2011年10月20日

株田文博 国際経済学　世界食料需給 行政技術研修（経済）（農村振興局） 2011年10月20日

薬師寺哲郎 食をめぐる情勢等について－高齢化社会に
おける食料をめぐる諸問題－ 定時総会講話会（全国油脂販売業者連合会） 2011年10月20日

薬師寺哲郎 産業連関分析入門 行政技術研修（経済）（農村振興局） 2011年10月21日

會田陽久 ミクロ経済学 行政技術研修（経済）（農村振興局） 2011年
10月21日，24日

鎌田　譲 ミクロ経済学 行政技術研修（経済）（農村振興局） 2011年
10月21日，24日

江川　章 農業金融論 行政技術研修（経済）（農村振興局） 2011年10月24日
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講演者 講演演題 講演会名（主催者） 講演開催年月日

樋口倫生 農業投資のマクロ経済効果　生産関数分析 行政技術研修（経済）（農村振興局） 2011年10月25日

吉井邦恒 農業者のリスク意識と新たな 農業保険の
需要について 農林水産政策研究所定例研究会 2011年10月25日

林　　岳 マクロ経済学 行政技術研修（経済）（農村振興局） 2011年
10月25日-28日

澤内大輔 環境経済学 行政技術研修（経済）（農村振興局） 2011年
10月27-28日

上林篤幸 国際経済学　貿易理論 行政技術研修（経済）（農村振興局） 2011年10月27日

福田竜一 国際経済学　貿易理論 行政技術研修（経済）（農村振興局） 2011年10月27日

河原昌一郎 国際経済学　概論 行政技術研修（経済）（農村振興局） 2011年10月28日

吉田行郷 主要水田作地域における 近年の農業構造
変化の特徴と地域性について 日本農業研究所研究会報告 2011年10月31日

澤内大輔 国内クレジット制度による農家の省エネル
ギー機器への投資促進効果 農林水産政策研究所研究成果報告会 2011年11月１日

林　　岳 環境経済統合勘定による農業の環境効率性
および資源効率性の評価 農林水産政策研究所定例研究会 2011年11月８日

小林茂典 最近の輸入野菜の流通・消費の動向 平成23年度経営研修会（全国中央市場青果
卸売協会） 2011年11月11日

小野智昭
水田農業における地域農業の担い手と構
造変化－富山県と佐賀県の旧村を事例と
して－ 

農林水産政策研究所研究成果報告会 2011年11月15日

内藤恵久 地理的表示の保護制度について－EUの地
理的表示保護と日本における今後の展開－ 中央大学における講義 2011年11月15日

橋詰　登 加速する日本農業の構造変化 一橋大学特別講義（自然資源経済論Ｃ） 2011年11月16日

林　　岳 Piloting study of GBEP indicators in 
Kyoto, Japan

Global Bioenergy Partnership （GBEP） 
1st Working Group on Capacity 
Building

2011年11月16日

香月敏孝 障害者施設における農業活動の実態と課題 農業と福祉の連携をめざして（社会福祉法
人わかば会） 2011年11月20日

松田裕子 EU直接支払と農地の特質に関する経済分
析（第10回日本農学進歩賞受賞講演） 財団法人　日本農学会 2011年11月21日

高橋克也 自治体から観た食料品アクセスの実態と対
応 中央大学企業研究所公開研究会 2011年11月24日

薬師寺哲郎 食料品店と消費者の距離を中心とした食料
品アクセス問題 公開研究会（中央大学企業研究所） 2011年11月24日
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講演者 講演演題 講演会名（主催者） 講演開催年月日

橋詰　登 中山間地域の農業振興に取り組む市町村第
三セクターの現状と課題 農林水産政策研究所研究成果報告会 2011年11月29日

薬師寺哲郎 フードシステム論 高崎経済大学地域政策学部
2011年11月-
2011年12月

土曜日５回

長友謙治 ロシアの穀物 庶務課長会議 2011年12月９日

高橋克也 食料品アクセス問題の現状と対応（解題） フードシステム学会特別研究会 2011年12月10日

薬師寺哲郎 食料品アクセス問題の現状分析 日本フードシステム学会第２回特別研究会
『食料品アクセス問題の現状と対応』 2011年12月10日

吉井邦恒 TPPの国内農産物生産に与える影響試算
を考える

日本オペレーションズ・リサーチ学会「政
治と社会と行政のOR」 研究部会 2011年12月16日

玉井哲也 オーストラリアの農業政策の特徴と近年の
論点 大洋州経済学会第41回大会 2011年12月17日

小林茂典 ６次産業化の展開方向と課題 農林水産政策研究所研究成果報告会 2011年12月20日

吉井邦恒 農業保険をめぐるトピックス 全国農業共済協会・農業共済事業運営検討
会 2012年１月18日

吉田行郷 農漁業再編と集落コミュニティの再生～過
去の災害復興事例から学ぶ～

東北農政局・農林水産政策研究所シンポジ
ウム「東北地域の農山漁村の復興・活性化
に向けて」

2012年１月22日

林　　岳 木質バイオマスエネルギー導入の効果とそ
の評価 農林水産政策研究所シンポジウム 2012年１月22日

小林茂典 ６次産業化の展開方向と課題 農林水産政策研究所シンポジウム 2012年１月22日

長友謙治 ロシアの穀物生産・輸出増加の要因と今後
の課題 農林水産政策研究所定例研究会 2012年１月24日

松田裕子 ポスト2013CAP改革における EU直接支
払の課題 －支払の根拠と対象の明確化－ 省内ミニ報告会 2012年１月26日

内藤恵久
地理的表示の保護制度について－EUの地
理的表示保護制度と我が国への制度の導
入－

農林水産政策研究所研究成果報告会 2012年１月31日

内藤恵久 地理的表示の保護制度について 食の地方主権実行委員会（帯広）における
セミナー 2012年２月20日

株田文博・
古橋　元

2021年における世界の食料需給見通しに
ついて－世界食料需給モデルによる予測結
果－

農林水産政策研究所研究成果報告会 2012年２月21日

吉田行郷 農漁業再編と集落コミュニティの再生～過
去の災害復興事例から学ぶ～ 一般財団法人浩志会勉強会 2012年２月28日

小林茂典 野菜の用途別需要の動向と対応課題 農林水産政策研究所研究成果報告会 2012年３月６日
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講演者 講演演題 講演会名（主催者） 講演開催年月日

小林茂典 加工・業務用野菜への取組の要点 加工・業務用野菜生産拡大セミナー（野菜
ビジネス協議会） 2012年３月９日

林　　岳
環境経済統合勘定（SEEA）と持続可能経
済福祉指標（ISEW）の政策利用への適用
可能性

上智大学「幸福度および持続可能性指標に
関するワークショップ」 2012年３月13日

平林光幸 旧越路町法人の現状と到達点～過去の調査
結果との比較を通じて～ 水田経営の現状と移行（JA越後さんとう） 2012年３月15日

小林茂典 野菜の用途別需要の動向と対応課題 第15回野菜需給協議会（農畜産業振興機構） 2012年３月16日

鎌田　譲 東日本大震災における水産加工業の被災状
況と復旧に関する調査・分析 農林水産政策研究所定例研究会 2012年３月21日

Takashi Hayashi Local biodiversity conservation policy 
and its economic impact

The Economics of Ecosystem and 
Biodiversity （TEEB） Conference 2012年３月21日

橋詰　登
近年の農業構造変化の特徴と展開方向－
2010年センサスの分析から－【座長解
題】

農業問題研究学会2012年度春季大会 2012年３月28日

平林光幸 家族経営の動向と特徴－都府県における上
層農家を中心に－

農業問題研究学会春季大会シンポジウム（大
会テーマ：近年の農業構造変化の特徴と展
開方向－2010年センサスの分析から－（農
業問題研究学会）

2012年３月28日

株田文博 食料の量的リスクと課題－国内外の食料安
全保障概念と対応策の系譜を踏まえて－

2012年度　日本農業経済学会大会シンポ
ジウム 2012年３月29日

吉田行郷 北海道産小麦の需要拡大に向けた今後の対
応方向 日本農業経済学会2012年度大会 2012年３月30日

小野智昭・吉田行
郷・香月敏孝・橋
詰登

水田地帯における域農業の担い手と構造変
化－富山県と佐賀の旧村を事例して－ 日本農業経済学会201２年度大会 2012年３月30日

鎌田　譲・
薬師寺哲郎

東日本大震災における水産加工業の被災状
況と復旧の要因分析 日本農業経済学会2012年度大会 2012年３月30日

高岸陽一郎
中山間地域における子ども宿泊体験の多様
性と民泊がもたらす効果－和歌山県日置川
地域における取組を事例として－

日本農業経済学会2012年度大会 　 個 別 報
告 2012年３月30日

松田裕子
ＥＵにおけるSPS受給権の功罪
―ドイツにおける2005年度の運用に焦点
を当てた制度研究―

日本農業経済学会2012年度大会 2012年３月30日
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農林水産政策研究に関連する学会等の紹介
（2012年６月～７月開催）

最近の刊行物
行政対応特別研究［主要国横断］研究資料

第１号（2012年３月） 平成23年度カントリーレポート　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（2012年３月） 平成23年度カントリーレポート　タイ，ベトナム

プロジェクト研究［構造分析プロ（欧米韓）］研究資料
第１号（2012年３月） 欧米の価格・所得政策と韓国のFTA国内対策

世界食料プロジェクト研究資料
第３号（2012年３月） 平成22年度世界の食料需給の中長期的な見通しに関する研究

研究報告書

開　催　大　会　等 主　　催 開　催　日　時 開　催　場　所

総合観光学会　2012年春季大会
第22回全国学術研究大会 総合観光学会 2012年6月9日（土）

～10日（日） 日本大学

日本フードシステム学会　2012年度大会 日本フードシステ
ム学会

2012年6月16日（土）
～17日（日） 日本大学生物資源科学部

日本経済学会2012年度春季大会 日本経済学会 2012年6月23日（土）
～24日（日） 北海道大学

日本マーケティングサイエンス学会
第91回研究大会

日本マーケティン
グサイエンス学会

2012年6月23日（土）
～24日（日） 名古屋大学

国際産業連関分析学会（IIOA）
ブラティスラバ（スロバキア）大会

国際産業連関分析
学会（IIOA）

2012年6月26日（火）
～29日（金）

ブラティスラバ
スロバキア

日本農業市場学会2012年度大会 日本農業市場学会 2012年7月7日（土）
～8日（日）

広島大学
（東広島キャンパス）

第11回全国研究大会 日本地域政策学会 2012年7月14日（土）
～15日（日） 常磐大学

75th Annual Meeting of the Rural Sociological 
Society in conjunction with the Community 
Development Society

RSS&CDS 2012年7月26日（木）
～29日（日） パルマ―ハウスシカゴ
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		文字エンコーディング		合格		確実な文字エンコーディングの指定

		タグ付きマルチメディア		合格		すべてのマルチメディアオブジェクトがタグ付けされている

		画面のちらつき		合格		ページで画面のちらつきが発生しない

		スクリプト		合格		アクセシブルではないスクリプトなし

		時間制限のある応答		合格		ページが時間制限のある応答を必要としない

		ナビゲーションリンク		合格		ナビゲーションリンクが繰り返し使用されていない

		フォーム



		ルール名		ステータス		説明

		タグ付きフォームフィールド		合格		すべてのフォームフィールドがタグ付けされている

		フィールドの説明		合格		すべてのフォームフィールドに説明がある

		代替テキスト



		ルール名		ステータス		説明

		図の代替テキスト		不合格		図に代替テキストが必要

		ネストされた代替テキスト		不合格		読み上げられない代替テキスト

		コンテンツに関連付けられている		不合格		代替テキストはいくつかのコンテンツに関連付けられている必要がある

		注釈を隠している		不合格		代替テキストが注釈を隠していない

		その他の要素の代替テキスト		不合格		代替テキストが必要なその他の要素

		テーブル



		ルール名		ステータス		説明

		行		不合格		TR が Table、THead、TBody または TFoot の子である必要がある

		TH と TD		不合格		TH と TD が TR の子である必要がある

		ヘッダー		不合格		テーブルにヘッダーが必要

		規則性		不合格		テーブル内の各行の列数と各列の行数が同じである必要がある

		概要		スキップ		テーブルに概要が必要

		箇条書き



		ルール名		ステータス		説明

		箇条書き項目		不合格		LI は L の子である必要がある

		Lbl と LBody		不合格		Lbl と LBody は LI の子である必要がある

		見出し



		ルール名		ステータス		説明

		適切なネスト		不合格		適切なネスト






先頭に戻る


