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巻頭言

　JST復興促進プログラム（マッチング促進）に「土
壌・栽培情報価値の可視化による精密復興農業モデ
ルの構築」（H24-H26）の課題が採択された。代表
は（株）エーディエスで，私は大学等の研究責任者
として協力することになった。舞台は福島県矢祭町
の農業法人「でんぱた」で，地元の（株）神田製作
所と（独）産業技術総合研究所がこれに加わる。震
災被害のなかで「風評被害」の克服がなかなか進ま
ず，万策尽きて記憶の薄れるのを待つしかないのか，
との嘆きも聞こえてきた。そこで，解決策を一緒に
模索することにした。
風評被害
根拠のない噂や不適切な風聞，すなわち風評によ

り，本来は無関係であるはずの人々や団体までもが
経済的な被害を受けることが問題である。本意不本
意にかかわらず，事実が正しく報道されなかったり
隠蔽されたりすると，人々がこぞって不買行動など
に動員される。嘘や煽動などで人々をよからぬ方向
に誘い出す大衆ヒステリーとも共通したところがあ
る。
ならば，事実を克明に記録して適切な判断と行動

を促す精密農業の導入が，風評被害の強力な対抗策
になるであろう。精密農業を実行するための技術は
すでに用意されている。そして，事実と道理にもと
づいて不買行動の原因を取り除くのである。
災害社会
これは，同僚の亀山純生教授が退職記念に出版し

た「災害社会・東国農民と親鸞浄土教」（農林統計
出版）のコピーである。今の社会状況を見事に表し
た言葉として感心している。本書の主題は親鸞研究
なのだが，中世前半の 12 世紀から 14 世紀の２百年
間に，38 回の飢饉や大火，地震や水害の災害があり，
それが理由で頻繁に改元までされたという記述であ
る。５年に一度の割合で大災害に見舞われたことに
なる。本書は，親鸞が天変地異に恐れおののき路頭
に迷う民衆を救うために新たな念仏浄土教を創造し
たことを，当時の歴史文脈の中から再発見するここ
ろみであり，親鸞の人間像が探求されている。
では，災害からの復興は誰が担ったのだろうか。
埼玉県深谷市に澁澤榮一記念館がある。先日訪

問した折，解説員にどちらの澁澤さんですかと質問
された。大中黒の家紋をもつ島村（伊勢崎市）の
澁澤ですと応えた。すると，「丸に違い柏」の家紋

をもつ血洗島の澁澤本家
よりも古く住み着いたに
違いないと，村々の歴史
から関連人物までを丁寧
に説明してくれた。そし
て，新田一族と鎌倉時代
の関東武士団の形成史に
まで解説が及んだ。1108
年（天仁元年）の浅間山
天仁大噴火によって火山
灰が降下して北関東一帯
が荒廃したあとに，農地
の開拓と復興を担ったのが関東武士団であり，新田
一族はその最右翼であったとのこと，鉄製農具など
の新技術が農業復興に役だったようである。新田家
の家紋は大中黒である。
　災害復興には，鎌倉時代でも，新技術と新しい担
い手が必要だったのである。
精密復興農業
　冒頭の課題概要を紹介しよう。精密農業は，土
壌・作物の空間ばらつきを克明に記録し，収益性と
環境保全を同時に達成する統合的農場マネジメント
である。災害で農地やインフラが破壊されたり未知
の耕地を管理したりするときには，従来の延長では
対応できないので，精密農業が特に有力なアプロー
チになる。その際の必須技術は精細な圃場マッピン
グ技術であり，本課題では，従来困難であった圃場
レベルの細粒化三次元 GIS 手法を開発する。続い
て，圃場 GIS に蓄積される膨大なデータを活用し，
かつ篤農のノウハウを組み込んだ農作業決定支援シ
ステムを開発する。更に，適正なシステム価格実現，
IT リテラシー涵養，実証成果の蓄積を行い，被災
地復興と農業再生に資する。
　そして，誠実な顧客との強固な信頼関係を築き，
風評被害に対抗できる多角的農業事業体の創造を夢
見ている。
　すでに実験は開始され，水田５枚 1.5ha の精細な
土壌成分分布が観測されつつある。うまくいけば，
10 成分以上の精細な土壌マップを提供できる。ま
た，ほ場や農道の放射線量も観測し，作業員の安全
を確認している。線量レベルは東京農工大学府中
キャンパスと同じであった。

精密復興農業のこころみ
東京農工大学大学院農学研究院　教授　澁澤　栄
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　去る 4 月 1 日，武本前所長の後任として，農林水
産政策研究所長を拝命いたしました。この場をお借
りして読者の皆さんに一言ご挨拶，というよりも，
まず私たち政策研の宣伝をさせてください。

（特に行政部局の皆さんへ）
私たち政策研の使命は，行政部局のニーズを受け

十分な調整を行いながら，基礎的・先導的な研究に
取り組み，その成果を適時適切に提供することです。
行政部局から研究要請されるときには，政策研に次
のような強みがあることを念頭に置いていただくと
良いのではないでしょうか。

－現場をよく知っています
現場に参りますと，生産者や業者の中には，行政

当局の人に対して精神的バリアーを張る方々がい
らっしゃいますけれども，私たち研究員に対しては，
比較的本音ベースで語っていただけることが多いよ
うです。研究調査目的の訪問だから安心なさってい
るのか，継続して訪問するので打ち解けてもらえる
のか，理由は様々でしょうが，現場の声を吸い上げ
るのに，私たちの立場は適しています。同一の生産
者・組織の変遷を，何年間にもわたって詳細にフォ
ローし，研究成果をあげたこともあります。こうし
た取組は，人事異動サイクルの短い行政部局ではな
かなかできない，私たち政策研の強みです。

－経済分析の道具を使いこなせます
　経済学には，政策を導入した場合の影響を予測す
るための産業連関表や CGE（応用一般均衡）モデル，
農産物の将来需給を予測するための需給均衡モデル
等いろいろな分析道具があり，政策研では，これら
を使いこなせる研究者がいます。関係者が合意形成

していくためには，このような科学的分析に基づい
た冷静な議論が必要な場合が多々あります。そのよ
うなときの資料づくりの支援に，政策研が力を発揮
します。

－英語以外の言語にも対応できます
複雑な国際情勢を理解して適切な国際対応を行っ

ていくためには，近年プレゼンスを高めてきた
BRICs（ブラジル，ロシア，インド，中国）の動向
も正確に把握することが重要になっています。ただ
しそのためには，英語はもちろんのことですが，ポ
ルトガル語，ロシア語，中国語等，これまでそれほ
どメジャーでなかった言語を駆使した，現地情報の
収集分析が必要でしょう。政策研には，こうしたや
や特殊な言語に精通し，それぞれの国での勤務や研
究の経験のある者がいます。加えて，多数の国際機
関や海外の大学との研究ネットワークも構築してい
ます。農林水産政策研究の分野で，これだけ多くの
国々をカバーする研究体制ができているのは，国内
では私たち政策研だけではないか，と自負していま
す。

（一般の皆さんへ）
政策研は，広く一般社会にも開かれた研究所で

す。研究成果は，できるだけ分かりやすい形で社会
に提供するように努めています。例えば，ほとんど
の研究成果は，冊子媒体だけでなく，ホームページ
上で簡単にご覧いただけますし，当所研究者による
研究成果の報告会，大学教授や外国人研究者を招い
たシンポジウム等，どなたでも自由に聴講し，議論
にも参加していただけます。また，メールマガジン
では，こうした研究成果の発信や研究会の開催等に
ついて，定期的にご連絡を差し上げております。是
非会員になってご活用ください。

就/任/挨/拶

Communication Competence（対話力）
農林水産政策研究所長　渡部　靖夫
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（ご挨拶）
私を「英語帝国主義者」と揶揄する方がいらっしゃ

いますが，それを恐れず，ある英語塾の広告にあっ
た“Communication Competence”（対話力）という
言葉をパクって，私の就任挨拶に使わせていただき
ます。

近年，自然科学，社会科学いずれの分野でも，個
人主体の研究に代わって複数研究者が協力し合う研
究の重要性が高まっています。農林水産業を巡る国
内外の諸情勢についても，急速に複雑高度化してお
り，こうした対応は大変重要だと思います。現に政
策研では，数年前に研究チーム制を導入し，研究領
域や研究室を越えた柔軟な研究体制をとってきまし
た。

しかし残念ながら，私たちの研究体制は，まだそ
の機能を十分発揮しているとはいえないかもしれま
せん。原因のひとつは，私たちの対話力の不足では
ないか，と常々反省しています。相手のいうことを
理解し，考えをまとめ，相手に打ち返す対話力は，
チームメンバー同士の意見交換のみならず，行政部
局との協議調整，成果発表会での報告等のときにも，
極めて大切だと思います。活発な対話によって，チー
ムワークのレベルは高まり，さらに行政部局のニー
ズを的確に把握し，広く社会のニーズにも即した研
究成果の発信ができるものと私は信じます。そのた
めに，今後は所員一人一人が対話力の一層の向上に
務めて参りたいと考えております。

もちろん，対話力は相互に高め合うべきものです。
所外の皆さんにも，私たちに積極的に語りかけてい
ただくようお願い申し上げます。
Let’s improve our communication competence!

渡部　靖夫　（わたなべ　やすお）

農林水産政策研究所長（Director General）
略歴：1954 年 生まれ（島根県出雲市） 

1977 年 京都大学農学部農林経済学科卒業
同年 農林省入省
1991 ～ 1994 年

OECD（経済協力開発機構）食料
農業水産局農業政策課勤務（パリ
駐在）－国際部交渉調整官，海外
情報室長を経て 2000 年より当研究
所勤務

2000 ～ 2003 年 
 海外部国際関係研究室長

2001 年 九州大学大学院農学研究院客員教授
（併任）

2004 ～ 2006 年
 国際政策部長

2006 ～ 2007 年
 玉川大学農学部非常勤講師

2008 年～
 筑波大学生物資源学類非常勤講師

2009 年～
 法政大学生命科学部兼任講師

2006 ～ 2012 年
 次長

2013 年 4 月～
 現職
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研 究 成 果

2012年のブラジル農業（大豆・トウモロコシ）

国際領域　上席主任研究官　清水　純一

１.　はじめに
2012 年は米国の穀倉地帯である中西部が半世紀

ぶりの大干ばつに襲われ，シカゴ商品取引所では
トウモロコシが 8 月 21 日に 8.3 ドル／ブッシェル，
大豆が 9 月 4 日に 17.7 ドル／ブッシェルという史
上最高値を付けました。しかし，価格はその後徐々
に下落し，2013 年 3 月下旬時点でトウモロコシが 7
ドル台前半，大豆が 14 ドル台前半というようにピー
ク時より 13 ～ 19％下落しました。

この背景には 2013 年産の南米の新穀が両作物と
も豊作だという見通しと，特にトウモロコシに関し
てはブラジルの 2012 年産が史上最大の豊作である
ことが明らかになっていたため，同国から大幅な輸
出拡大が見込まれたという事実があります。

実際，2012 年のブラジルのトウモロコシ輸出量
は 1,978 万トンと前年の 946 万トンから倍増し，初
めてアルゼンチンを抜いて，米国に次ぐ世界第 2 位
のトウモロコシ輸出国の座につきました。日本も今
まで飼料用トウモロコシは米国からの輸入が全体の
約 9 割と圧倒的な割合を占めていましたが，2012
年に限っては，月別でみたブラジルからの飼料用ト
ウモロコシ輸入が同年 11 月に史上初めて米国を上
回りました。この結果，日本における米国のシェア
は 2011 年の 87％から 2012 年には 68％へと下がり
ました。このように，米国が不作の際に代替する食
料基地として南米に対する注目度が高まっていま
す。しかし，国際農産物市場における南米の台頭は
今に始まった話ではありません。

そこで，本研究では，まず大豆とトウモロコシ
の国際市場における南米の躍進と生産量の増大の要
因を分析しました。次に，南米の中でも特に農業発
展が著しいブラジルに焦点を当て，2011/12 年度の
両作物の生産・貿易を概観するとともに，次年度の
見通しを行いました。

２.　大豆・トウモロコシ輸出における南
米の躍進
国際農産物市場における南米の台頭をみるうえ

で，典型的な例は大豆です。輸出量のシェアをみる

と，かつては米国・カナダの北米が圧倒的なシェア
を誇っていました。しかし，ブラジル・アルゼンチン・
パラグアイ・ウルグアイの南米 4 カ国のシェアが次
第に上昇し，2002/03 年度には北米を逆転し，現在
では世界の大豆輸出量の過半が南米から供給されて
います。これは非常に大きな変化です。

時期的には大豆より遅れたものの，21 世紀に入っ
てからブラジル・アルゼンチンという南米 2 カ国か
らのトウモロコシ輸出も拡大しました。1991/92 年
度には両国合計でも世界輸出量の１割にも満たな
かったシェアが 20 年後の 2011/12 年度には 33.4％
に上昇し，米国の 35.4％に拮抗するまでになってい
ます。

生産量増加の貢献度を収量と面積に分けて
1980/81 ～ 2010/11 年度の 30 年間を対象に筆者が
計算した結果では，トウモロコシの場合，単収増加

第１図　農業の全要素生産性（TFP）の年平均伸び
率（1972-2002年）

資料：Geraldo San’Ana de Camargo Barros (2012), “Agricultural 
Policy in Brazil: subsidies and investment”, Brazilian agri-
culture development and changes, EMBRAPA.

注．米国は1975-2004年の平均，原データはERS/USDA.
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第1表　大豆生産の増加要因（1980/81-2010/11年度）
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の貢献度が米国で 8 割以上，南米が 9 割以上と，両
地域とも同じ傾向を示しています。これに対し，大
豆の場合は第 1 表のように，北米はトウモロコシと
同様に収量の貢献度が 75.7％と大きく，逆に南米は
面積拡大の貢献度が 75.9％と対照的な結果になって
います。

南米農業が発展しているのは大豆やトウモロコ
シだけではありません。全般的な技術進歩の伸びに
も目を見張るものがあります。第 1 図は全要素投
入量と全産出量の比率を示す全要素生産性（TFP）
の年平均伸び率を示したものです。この図を見ると，
ブラジル，アルゼンチン，チリ，ベネズエラ，ウル
グアイは TFP の伸び率において米国を上回ってお
り，単なる面積の拡大だけでなく，技術進歩により
農業発展してきたことがわかります。なかでも，ブ
ラジルの TFP の伸びはアルゼンチンと並んで高く
なっています。

３.　2011/12年度の穀物生産と次年度見
通し
まず大豆ですが， 2011/12 年度の生産量は 6,638

万トンと前年度の 7,532 万トンと比較して 12％の減
産となりました。これは主として 2011 年末の旱ば
つにより，南部の単収が 35％低下したためです。

次にトウモロコシの生産量は 7,298 万トン（対前
年度比 27.1％増）という史上最大の豊作でした。し
かし，内訳を見ると，夏に作付けする第 1 作の生産
量は 3,387 万トンで前年度比 -3.1％とわずかに減少
しました。これに対して，大豆の収穫後に作付けす
る第 2 作は前年度より 74.1％増加して 3,911 万トン
になり，史上初めて第 1 作を上回り，結果的に合計
した生産量が史上最大になったわけです。
　この結果，不作であった 2011/12 年度の大豆の期末
在庫（2012 年 12 月末）は前年度の 302 万トンから 44
万トンと約 7 分の 1 の水準まで低下しました。トウ
モロコシは史上最大の輸出量を記録したにもかかわ
らず，期末在庫（2013 年 1 月末）は 587 万トンと前
年度の 596 万トンより若干の減少に留まりました。

　これを反映し，第 2 図のように大豆の国内価格
は 2012 年に入って急上昇し，次年度の作付面積の
基準となる大豆とトウモロコシの比価も 2012 年に
なってから上昇しました。

そのため，第 2 表のように，2012/13 年度の大豆
の作付面積は 10.7％増とこの 5 年間で最大の伸びを
示しました。これに対して，大豆と作付けする土地
で競合するトウモロコシ第 1 作の作付面積は 9.0％
減少する結果になっています。しかし，大豆の収穫
後に作付されるトウモロコシ第 2 作は逆に 15.6％と
大幅に増加し，トウモロコシ合計では 3.3％の増加
になっています。

以上のことから，国家食料供給公社の見通し
（2013 年５月現在）では，2012/13 年度の生産量は
大豆が 8,151 万トン，トウモロコシは 7,800 万トン
と両作物とも史上最大になる見通しです。昨年の夏
作の作付け時の予想では大豆の相対価格が上昇した
ため，トウモロコシ第 1 作の作付けが 2012/13 年度
では減少し，全体の生産量は微減するというもので
した。ところが現実にはトウモロコシ第 2 作の作付
け増が第 1 作の減を補ってあまりある結果になりそ
うです。大豆の裏作にあたる第 2 作は大豆の作付面
積が増えれば，こちらも増えるという補完関係にあ
ります。ブラジルのトウモロコシ生産構造がこのよ
うに変化したということを念頭において考えなけれ
ば，今後の生産動向を見誤る結果になるというのが
2012 年に得られた教訓ではないでしょうか。

第２図　大豆とトウモロコシの比価（国内平均）
資料：Agrolink (http://www.agrolink.com.br/)より作成．
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大豆 トウモロコシ 比価（右軸）

R$/60kg

大豆 トウモロコシ
第１作 第２作 合計

作付面積 伸び率 作付面積 伸び率 作付面積 伸び率 作付面積 伸び率
2008/09 23,210 8.9% 9,243 -4.1% 4,894 -4.6% 14,137 -0.3%
2009/10 23,468 1.1% 7,724 -16.4% 5,243 7.1% 12,967 -8.3%
2010/11 24,181 3.0% 7,638 -1.1% 6,168 17.7% 13,806 6.5%
2011/12 25,042 3.6% 7,559 -1.0% 7,620 23.5% 15,178 9.9%
2012/13 27,715 10.7% 6,879 -9.0% 8,807 15.6% 15,686 3.3%

資料：国家食料供給公社，2012/13年度第８回作況調査報告（2013年５月）．
注．2012/13年度は見通し．

第２表　作付面積の推移
（単位：1000ha）
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（GIS） を利用して，町内における薪の供給可能量及
び道路までの搬出コストを林小班ごとに計算しまし
た。本研究では，スギ間伐材を薪として利用するこ
とを想定しており，薪搬出コストは林小班の傾斜や
林道までの距離等をもとに算出しました。第 2 に，
西和賀町の薪利用に関する統計データ等をもとに，
町内の 31 地区（行政区）ごとに薪の需要量を推計
しました。第 3 に，町全体での薪の調達コストが最
も安くなるように，線形計画法を用いて各林小班か
ら各地区への薪の輸送量を推計しました。薪は地区
ごとに建物の中心点で消費されるものと仮定し，各
林小班から中心点までの距離をもとに薪の輸送距離
及び輸送コストを推計しています。

3．分析結果
3.1　資源利用の可能性
　解析の結果，町全体におけるスギ間伐材の供給
量は 620,198m3 であり，町全体の年間需要量である
5,407m3 に対して，十分な量が存在すると考えられ
ます。また，1 年後までに利用される林小班，2 ～
5 年後までに利用される林小班，6 ～ 10 年後までに
利用される林小班を見ると，需要地に近い場所から
利用される傾向が見られました（第 1 図）。町全体
としては薪の需要を十分に満たすだけの供給量が賦
存しているものの，地区内だけでは十分な薪が賄え
ない可能性も示唆されました。例えば 10 年後の地
区内における薪の自給率を見ると，50% 未満の地
区や 25% 未満の地区も見られます（第 2 図）。つま
り，薪の供給コストを考慮し，町内で効率的な薪利

地域内における木質バイオマス利用の多角的影響評価
－岩手県西和賀町を事例に－

食料・環境領域　研究員　國井　大輔
食料・環境領域　研究員　澤内　大輔

1．はじめに
　本研究では，岩手県西和賀町における薪ストーブ
利用を事例に，地域内での家庭による木質バイオマ
スのエネルギー利用が地域や家庭に及ぼす影響を分
析しました。西和賀町は岩手県の南西に位置してお
り，町の面積（約 59,000ha）のおよそ 9 割が森林
に覆われています。同町では，現在でも 3 割の世帯
で薪ストーブが利用されていますが，「薪ストーブ
利用世界一」を標語として掲げ，町内の 5 割の世帯
での薪ストーブ利用を目指しています（西和賀町

（2011））。
間伐材等の木質バイオマスは我が国の農山漁村

に豊富に存在していますが，薄く・広く分布してお
り，収集・運搬コストが高く，十分に利用されてい
ない状態にあります。こういった未利用バイオマス
を有効利用することで，地域振興や温室効果ガスの
排出削減等が期待されています。薪等の木質バイオ
マスに関する既存研究は，大規模な事業によるチッ
プやペレットの利用を対象にしたものが多くみられ
ます。しかし，我が国における木質バイオマスのエ
ネルギー利用は，薪や木炭が家庭で暖房等に利用さ
れてきた歴史があります。こういった小規模な木質
バイオマス利用は，地域に根ざした利用方法である
と考えられるものの，その影響を実証的に評価した
研究は見当たりません。
　そこで本研究では，西和賀町の薪ストーブ利用を
事例に，①「町内の森林を利用して，町内の薪需要
を満たすことができるか」，②「温室効果ガスをど
れだけ削減できるか」，③「家庭の暖房費を節約で
きるか」及び「町内の資金循環がどう変化するか」
という資源，環境，経済という多角的な側面からの
評価を試みました。

2．分析方法
　本研究では町の目標である，町内の 5 割の世帯で
薪ストーブが利用される状況を想定し，町内の薪利
用の状況をシミュレーションしたうえで，西和賀町
の薪利用を評価しました。
　第 1 に，西和賀町の森林簿及び地理情報システム 第１図　利用される林小班の様子

1年後までに利用
される林小班

2～5年後までに
利用される林小班

6～10年後までに
利用される林小班

10年後までに利用
されない林小班

1/25,000地形図
記載の道路

地区の建物の
中心地

No.53 6



用をするためには，地区間で協力し町全体で薪を融
通し合うシステムが必要となります。

3.2　温室効果ガス削減効果
　西和賀町の 5 割の世帯が薪ストーブを導入した場
合には，薪により代替される灯油の量は 942KL（1
世帯あたりでは 762L）と推計されました。これを
もとに薪利用による温室効果ガス排出削減量を推計
すると，町全体では年間 2,345CO2- トンの排出削減
となり，1 世帯あたりでは年間 1.9CO2- トンの排出
削減になります。この値は，一般住宅にオール電化
と太陽光発電（3kW）を同時に導入した場合の排
出削減量である年間 1.4CO2- トン（環境情報科学セ
ンター（2010））を上回っています。

3.3　家計及び地域経済への影響
　薪利用により町内で削減される灯油を貨幣換算す
ると，1 世帯あたり年間 6.4 万円（灯油価格：84 円
/L）～ 8.3 万円（同 109 円 /L）の暖房費節約とな
ります。自分の所有する山から自力で薪を調達する
家庭にとっては，この額が暖房費節約効果となりま
す。しかし例えば薪を森林組合等から購入する場合
には，1 世帯あたり約 6.3 万円の支出増となり，灯
油価格が低い場合には暖房費の節約効果は限定的に
なると考えられます。
　続いて，地域経済全体への影響として産業連関表
のデータ及び西和賀町の調査による町内での薪の購
入割合をもとに，薪を購入した場合に地域内に留ま
る資金を推計したところ，薪購入費の 70.5% が薪生
産に関わる所得等として町内に留まるものの，灯油
については，灯油購入費のうち小売業者の所得であ
る 16.5% のみが町内に留まり，残りは町外に流出す
ることが明らかになりました。本研究の場合，仮
に薪ストーブを利用するすべての家庭が薪を購入
すると，7,793 万円の支出となりますが，このうち
70.5% にあたる 5,494 万円が地域内に留まることと

なります（第 3
図）。一方，灯
油を購入する場
合 に は， そ の
費 用 7,913 万 円

（灯油価格：84
円 /L） ～ 1 億
268 万 円（ 同：
109 円 /L）のう
ちの 16.5% にあ
た る 1,306 万 円
～ 1,694 万 円 の
みが町内に留ま
ることとなりま
す。両者を比較
すると，灯油ではなく薪を利用することで，町内で
の暖房費に関係する資金循環が 3.2 倍～ 4.2 倍に増
加することが明らかになりました。

4．おわりに
　本報告は，岩手県西和賀町における薪利用を事例
に，地域内における薪利用を，資源，環境，経済と
いう 3 つの側面から評価しました。その結果，西和
賀町が町の目標である町の 5 割の世帯で薪ストーブ
を導入した場合であっても，スギの間伐材による薪
の供給量は需用量に対して十分に存在し，それを効
率的・持続的に行うためには町全体での薪供給シス
テムが必要である事がわかりました。また，灯油に
替えて薪を利用する事で温室効果ガスの排出も削減
され，その効果は一般世帯が太陽光発電等を導入す
るよりも大きいものと見込まれました。さらに，灯
油から薪への転換は，家庭の暖房費節約と，町内の
資金循環増を同時に達成しうることが明らかになり
ました。
　現在のところ，木質バイオマスの利用は大規模な
ものが注目されがちですが，小規模でも，地域の資
源を地域内で利用することは，資源の有効利用のみ
ならず，地域の環境や経済にとってもプラスになる
と考えられます。

参考文献
環境情報科学センター（2010）『平成21年度ヒートアイランド現

象による環境影響等に関する調査業務報告書』平成21年度環
境省請負業務報告書（http://www.env.go.jp/air/report/h22-
05/000.pdf [参照年月：2013年2月] ）．

西和賀町（2011）『「薪」利用最適化システム構築計画書』
（http://www.town.nishiwaga.lg. jp/index.cfm/8,10397,c,html/ 

10397/20110426-181119.pdf [参照年月：2012年8月] ）．

第２図　10年後の地域内における薪自給率
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2022年における世界の食料需給見通し
―世界食料需給モデルによる予測結果―

政策研究調整官　株田　文博

１．はじめに
　食料需給見通し研究チームが，農林水産政策研究
所で開発した「世界食料需給モデル」を用い，2022
年における世界の食料需給見通しに関する定量的な
予測分析を行いましたので，その概要を報告いたし
ます。今年度は，特に，我が国の輸入依存度が高い
とうもろこし及び大豆の需給について，世界輸出
シェアの南米シフト，米国のバイオ燃料政策の影
響，中国の食肉・とうもろこし消費と輸入増等の分
析も踏まえて，将来の需給見通しを分析していま
す。詳細につきましては，農林水産政策研究所の
ホームページに資料を掲載しておりますので，ご参
照下さい（http://www.maff.go.jp/primaff/kenkyu/
model/index0308.html）。

２．試算の前提
　予測の前提となる人口は，国連「World Popu-
lation Prospects : the 2010 Revision」 に 基 づ き，
2022年の世界人口を78億人と推計しました。また
実 質GDPは， 世 界 銀 行「World Development In-
dicators 2012」，実質経済成長率は，IMF「World 
Economic Outlook 2012」に基づき推計し，１人当
たり実質GDPの世界平均は，2009-11年の5,955ドル
から，2022年には約32%上昇し7,879ドルになると見
込まれます。経済成長率は，新興国の減速と先進国
の復調の傾向が見られるものの，新興国・途上国の
中長期的な経済成長率は依然として先進国より高い
と見通しています。本予測結果は，これらの前提を
基に，各国の現状政策の変更がなく，今後も平年的
な気象状況が続いた場合の姿を示したものであり，

「ベースライン予測」と言われるものです。

３．世界の穀物等の需給見通し
　世界経済の成長が緩やかになった影響で，農産物
の需要の伸びは鈍化するものの，総人口の増加，所
得向上による肉類など畜産物消費量の増加に伴う飼
料向け需要の増加等を背景として，引き続き世界の
農産物の需要は増加する見通しです。

　米，小麦，とうもろこし，大麦その他粗粒穀物を
合計した「穀物」という分類で，世界全体の消費面
と生産面の動向をその要因に分解して分析します。
まず消費面では，1997-9年から2009-11年の12年間
の需要増は，約８億トン（45%増）でしたが，2022
年までの今後12年間の増加は約５億トン（20%増）
と，伸びが鈍化する見通しです。ただし，食用等
は，人口増の伸び率を若干上回る程度の17%増です
が，飼料用は28%増と，新興国・途上国における畜
産物消費増の影響が大きいと見込まれます。バイオ
エタノール原料用のとうもろこし需要は，近年の急
激な需要増が一服して，14%増と見込まれます（第
１図参照）。
　生産面では，1997-99年から2009-11年の12年間
に，生産量が45％増加しましたが，これは収穫面積
が17%広がったことと，単収が23%向上したことに
要因分解できます。今後，2022年までに，単収が鈍
化しつつも16％増，収穫面積は4％増により，生産
量が20％増加する見込みです（第２図参照）。
　なお，食料の国際価格の動向は，所得向上等によ
る各品目の消費量の増加率が異なることから，乳製
品や肉類等の畜産物や植物油の消費量の増加率が高
いことを反映して，2009-11年から2022年までの実
質価格の伸び率でみると，直接食用として消費さ
れる穀物である米（0%），小麦（4%）と比較して，
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第１図　世界の用途別穀物消費量と１人当たり年間
肉類消費量の見通し

No.53 8



相対的に需要の所得弾性値が高い，バター（33%），
脱脂粉乳（26%），肉類（5～13％），植物油（26％）
が高くなる見込みです（第３図参照）。

４．とうもろこしと大豆の需給見通し
　2012年６月以降の米国コーンベルトの高温・乾燥
の影響で，米国産とうもろこし・大豆が減産し，ブ
ラジル，アルゼンチン等の輸出が増加しました。我
が国の輸入依存度が高い飼料用とうもろこし，搾油

用大豆に関連して，2011年までの需給データに基づ
く本見通しでも，とうもろこし・大豆の輸出シェア
は，引き続き米国が低下する一方で，ブラジル及び
アルゼンチンが増大しつつ，米国，ブラジル，アル
ゼンチンの３ヵ国で約８-９割のシェアを占める寡
占化が進展する見通しです。近年，とうもろこしの
生産・輸出量が増加しているウクライナ等への投資
の多角化も重要な課題でしょう。
　とうもろこしの国際需給に近年影響を及ぼしてき
た米国のバイオエネルギー政策について，その背景
となった，①エネルギー安全保障（中東原油依存度
の低下），②環境問題（CO2削減），③農産物価格低
迷対策（農家経済悪化に伴う財政支出増の抑制），
それぞれの要因について，シェール革命等による北
米原油需給の緩和，農産物の国際価格高騰による農
家所得の飛躍的増大等により，政策推進のインセン
ティブが低下しています。民間事業ベースのバイオ
エタノール生産の収益性が悪化するとともに，政策
面でも，2011年末で税額控除等の財政的支援は廃止
され，2007年の米国エネルギー自立・安全保障法に
よる再生可能燃料基準においても，とうもろこし由
来のバイオ燃料の最低義務使用量が2015年以降は
150億ガロンで頭打ちとなっています。このため，
米国のバイオエタノール原料用とうもろこしの国内
需要の伸びが鈍化し，昨年までの見通しと比較し
て，米国のとうもろこしの輸出余力が回復する見込
みです。
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第２図　世界の穀物の生産量，単収，収穫面積の見
通し

（単位：ドル／ｔ（耕種作物），ドル／100kg（畜産物））
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第３図　世界の各品目の消費増と国際食料価格（実質価格）の見通し

①異なる各品目の消費量の増加率
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研 究 成 果

海外における農村イノベーション政策と６次産業化
－EU，フランス，韓国の事例を中心に―

井上荘太朗，須田文明，松田裕子，李　裕敬

１．はじめに
　６次産業化とは，農林漁業者が，２次産業部門，
３次産業部門に多角化することや，こうした他部門
の事業者と連携することで，地域の資源を生かした
事業を行い，農山漁村に新たな価値を生み出し，経
済を活性化しようとするものです。縮小が続くわが
国の農林漁業を，成長産業にすることが求められて
いる現在，６次産業化は大きな期待を集めています。
　６次産業化は，単に農家が加工部門や流通部門に
進出することを意味するのではありません。農家が
多角化や他部門との連携を構築することを通じて，
川上から川下までの食料供給システム全体におけ
る，情報・知識の流れが活性化され，農林漁業部門
や農山漁村における様々なイノベーション（以下で
は農村イノベーションと呼ぶ）が促進されることが
期待されているのです。
　この研究では，農村イノベーションの促進を目的
とした海外の類似政策に関する情報を収集・整理し，
わが国の６次産業化政策への含意を検討しました。
　

２．EU，フランス，韓国の類似政策
　イノベーションの促進は，特に労賃コストの高い
先進国で重視される産業政策と言えます。ヨーロッ
パでは，競争力のある知識経済の構築をうたった
2000年のリスボン戦略以降，農業政策でもイノベー
ションの促進が重視されるようになっています。こ
こでは，EUのLEADER事業とフランスの「競争力
拠点」政策を取りあげました。またわが国の農政と
も類似性の高い，韓国の関連政策も分析対象としま
した。
　まず各国の様々な政策を概観するために，横軸を
政策目的（産業競争力の強化を主な目的としている
のか，それとも地域振興を主な目的としているの
か）とし，縦軸を政策対象（個別農家または少数農
家のグループを支援対象としているのか，それと
も，「地域」または「異業種」などの広範な連携を
支援対象としているのか）とした政策マップ上に，
各政策をプロットして類型化しました（第１図）。
以下，主な注目点を紹介します。
１）EUのLEADER事業と農村アニメーター
　EUの農業政策の中で，イノベーション促進を課

題としているものとして，共通農業政策の第２の柱
である農村開発政策の中のLEADER事業（「農村経
済の振興のための活動の連携」のフランス語の頭文
字）があります。これは，地域の人的資源，天然資
源や資金を新しく結合するためのボトムアップ型の
プログラムです。この事業では，官民のパートナー
シップを強化し，事業の受け手となるローカル・ア
クション・グループを創出して，経済組織のイノ
ベーションを促進します。そして従来ではリスクが
大きいために敬遠されたような斬新なアイデアもパ
イロット・プロジェクトとして積極的に支援し，新
しい財やサービスといった製品イノベーションの実
現をはかっています。
　このLEADER事業が現在直面している課題は，
事業計画の実行・実施及び評価までを担うリージョ
ナル・マネージャーの人材不足です。そして彼・彼
女らの職業としての不安定性や報酬の低さを解決す
ることが求められています。こうした課題に応える
ために，EUでは，2013年３月から「農村アニメー
ター」の育成プログラムを発足させています。これ
は農村振興のリーダーに必要な，自然科学，社会科
学，人文科学にまたがる学際的な知識や，コミュニ
ケーションやマネジメントのスキルを包括的に教
育する大学院レベルのプログラムです。「農村アニ
メーター」という公的な資格が付与されることで，
農村に新しい職業が創出され，農村地域のリーダー
としての社会的地位が向上し，また所得も改善され
ることが期待されています。

第１図　海外の農村イノベーション政策の政策マップ 
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2）フランスの競争力拠点政策
　フランスではイノベーション促進による国際競争
力強化のために，研究開発型クラスター（拠点）の
育成を図る「競争力拠点」政策が行われています。
この政策では，研究開発のためのネットワーク形成
を推進するために，拠点認定の基準として，候補地
域の研究開発能力を重視しています（2006年に71拠
点を認定）。そして，研究開発ネットワークの構築
という経済組織のイノベーションから，競争力のあ
る製品が生み出される製品イノベーションに進展す
ることが期待されています。
　この政策の一つの特徴として，拠点認定だけでな
く，助成プロジェクトの決定にあたっても，プロ
ポーザル・コンペ方式が採用されていることがあり
ます。すなわち，中央政府は，助成を希望する拠点
のプロポーザルの中から，より高い効果の見込める
プロジェクトを選択的に採用しているのです。そし
て拠点は，中間段階で実績を評価され，低評価の場
合には，拠点指定が取り消される場合もあります。
　食料・農業部門の拠点を詳しく見ると，実際に
は，研究開発の側面が強い拠点と，むしろ地域振興
的な側面の強い拠点があります。研究開発型として
高い評価を得ている拠点は，国際的な事業にも進出
するなど活発に活動していますが，こうした拠点の
場合，地元農業との連携はほとんどありません。一
方，地域振興的な側面が強い拠点の場合，中小企業
支援政策（「企業の房」政策）や農村振興政策（「農
村優良拠点」政策）といった関連した他の政策（第
１図の左上）と補完的に連携しながら効果をあげて
いることが注目されます。

3）韓国の多様な農村イノベーション政策
　韓国は，個別経営，農村地域，食品工業団地と
いった対象の違いに対応して，様々な農村イノベー
ション政策を展開しています（第１図）。
　個別経営支援では，「農産物加工・起業支援事業」
が農村振興庁によって行われています（第１図の左
下）。地域レベルのイノベーション促進政策としては
農林水産食品部が「地域戦略食品産業育成事業」等
の政策を通じて，地域のネットワーク形成を促進し
て，地域農業クラスターを育成しています（第１図
の左上）。また海外輸出を目的とした，「国家食品ク
ラスター事業」もあります（第１図の右上）。これは
フードポリスと名付けられた大規模な食品産業の団
地を，全羅北道益山市に2012年から2015年にかけて
建設しているものです。これは，フードバレー（オ
ランダ）を参考にしたもので，特に機能性食品開発
や食品安全性研究に重点をおいた研究・開発型クラ
スターです。ただしワーヘニンゲン大学を中心とし
た食品関連の研究機関の歴史的な集積から，ある意
味，自生的に生れたフードバレーと異なり，韓国で

は，政府が国家戦略プロジェクトとして，インフラ
整備や，公的な投資支援を積極的に行っています。
　以上の三つの政策のうち，「農産物加工・起業支
援事業」は啓発型，「地域戦略食品産業育成事業」
はボトム・アップ型，「国家食品クラスター事業」
はトップ・ダウン型とそれぞれ推進方法は異なって
います。つまり韓国は様々な政策手段を駆使しなが
ら，積極的に農村イノベーションの促進に取り組ん
でいるのです。
　また人材育成の重要性も欧州の例と同様です。個
別経営支援では，普及員の調整機能の向上が，また
地域農業クラスター育成では，クラスターの計画，
運営が担える専門人材（コーディネーター）の育成
が求められています。また，フランスの事例と同様
に，関連した政策間の連携も行われています。
　

３．６次産業化への含意
　以上の海外の類似政策の整理から６次産業化に対
して得られた含意は第２図のように整理されます。
すなわち現在は，第２図左下に位置する農林漁業者
が，６次産業化の支援を受けて，異業種や地域的な
連携タイプ（第２図左上）に発展するには，農村ア
ニメーター（EUの事例）のような人材育成が重要で
す。また，フランスの「競争力拠点」政策の実施例
に見られるように，相互に補完的に働くような関連
政策の受け皿となる組織（プラットホーム）づくり
も重要です。さらに海外市場への展開（第２図右上，
輸出産業クラスター）を可能とするために，韓国で
は国家プロジェクトとしてクラスター建設を行って
います。わが国でもイノベーションを促進すること
で輸出が可能となるような製品差別化を実現するた
めには，研究開発（R&D）ネットワークの育成が期
待されるところです。また，地域農業が輸出クラス
ターまで発展することを期待するだけでなく，個別
経営の大型企業化や他分野からの企業参入（第４象
限）といった形での競争力強化も重要となるでしょう。
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政
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第２図　６次産業化に対する海外類似政策からの含意 
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はじめに
　1967年に発足したASEAN（東南アジア諸国連合）
は，冷戦期には反共主義諸国の政治的グループでし
たが，1990年代からは，経済の連合体としての性格
を強めました。現在は，2015年のASEAN経済共同
体（AEC）の発足を目指して，域内貿易自由化など，
統合のための様々な制度づくりを進めています。
　このミニシンポジウムは，AEC発足に向けた経
済統合の動きが，現在のASEAN各国の農業・農業
政策に与えている影響をテーマとして，国内外の専
門家を招いて行われました。はじめに，農林水産
政策研究所の職員から，ASEAN諸国の経済・農業
に関する基本的な情報の他，農林水産政策研究所
のASEAN関連の研究プロジェクトや国際農産物需
給予測の成果紹介が行われました。続いてASEAN
の食料輸出国の例としてタイを，輸入国の例として
マレーシアを取りあげ，農業情勢とAECの影響に
ついて，それぞれの国の専門家からお話しいただき
ました。そしてASEAN諸国の農業政策の全般的動
向についても専門家に講演をいただき，コメンテー
ターを交えて議論を行いました。
１．マレーシア（テンク・アリフ氏）

　マレーシアの経済が成
長を続ける中で，農業の
相対的な地位は低下して
います。GDPに占める農
業のシェアは，過去20年
で，ほぼ３分の１になり，
輸出に占める農業のシェ
アも数分の１に激減しま
した。
　これまで国際貿易交渉
において，マレーシアは

ケアンズグループのメンバーとして，特に農業部門
の改革と公平な競争環境を求めてきました。ASEAN
域内の農産物貿易では，マレーシアは既に92%の品目
で，関税を撤廃していて，現在でも保護されている
のは，コメ，アルコール類，タバコなどの限られた
品目です。

　貿易自由化の影響を品目別にみると，コメの場合
は，関税率は20%を上限とされましたが，関税以外
の保護政策として，輸入独占，最低保証価格，管理
価格（精米，卸売，小売の格段階），肥料補助金等
があり，政府による保護が継続していると言えま
す。タバコは耕作面積が急激に減少しましたが，鶏
肉は国内生産が持続すると見られます。果物は利益
が縮小しましたが，競争力は失われていません。唯
一，パーム油は，貿易自由化しても勝者となる品目
と予測されています。
　以上，ASEAN域内の関税はすでに撤廃されてい
ることや，非関税障壁と行政手続きによる事実上の
保護政策が存在していることを考慮すると，AEC
がマレーシア農業に与える影響は，あまりないと考
えられます。農業部門に限らないAECの全体的な
影響としては，自由化による全般的な経済厚生の
増加と海外からの直接投資の増加が期待されます。
そして後発国であるカンボジア，ラオス，ミャン
マー，ベトナム（CLMV）のASEAN地域経済への
統合が促進されると期待されます。
２．タイ（ブーンジット・ティタピワタナクン氏）
　タイは，農業部門の貿
易において圧倒的に出超
であり，その黒字は年々
拡大しています。ただ
し，過去20年間で，輸出
全体における農業のシェ
アは確実に低下してきま
した。この間，農産物輸
出の内訳では，コメや高
付加価値型の品目の割合
が増えている一方で，鶏
肉製品，熱帯産品や砂糖などの農産物が輸出上位20
品目から姿を消しています。
　近年のタイでは，政府による市場介入が，農産
物，特にコメの輸出に大きな影響を与えていること
が注目されます。担保融資制度によるコメの価格支
持は，2011年に復活しました。この制度は，形式上
は融資制度ですが，実際には，政府によるコメの高
値での買取り制度です。国内価格が高い水準で支持

ミ ニ シ ン ポ 概ジ 要ウ 紹ム 介

ASEAN経済の統合深化と農業・農業政策の変化

講演者：テンク・アリフ氏（マレーシア農業研究開発研究所経済技術管理研究センター長）
　　　　ブーンジット・ティタピワタナクン氏（タイ・カセサート大学経済学部農業・資源経済学科特別顧問）
　　　　坪田邦夫氏（明治大学農学部食料環境政策学科客員教授）
コメンテーター：小林弘明氏（千葉大学大学院園芸学研究科教授）
日　時／平成25年３月19日（火）午後１時30～５時30分
　　於／農林水産政策研究所セミナー室

国際領域　主任研究官　井上荘太朗
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際には完全自由化しているとは言えません。
　外側のヌードル・ボウルはさらに複雑です。
ASEAN+1型のFTAの場合，ASEANメンバーや
域外のFTA相手国との間で，共通の関税削減スケ
ジュールはありませんし，ASEANメンバーが域外
国と独自に締結した二国間ベースのFTAの関税削
減スケジュールも多様です。
　政府による農業保護水準を数値化したPSEをマ
レーシア，タイ，インドネシアについて比較・分析
した結果でも，これら３国の農業政策の内容が収斂
していくという動きは観察されませんでした。つま
り，多様な農業を抱えた，これら３国は，多様な農
業政策，貿易政策を採用しているというのが現状な
のです。そして2007/08年の食料価格高騰は，食料
輸出国と輸入国との間の利害の対立を顕在化しまし
た。多くのASEAN諸国は，共通農業政策指向から
後退し，国別の自給政策に逆戻りしました。
　AECを進めている実際の原動力は工業部門です。
これに対し農業部門では，ASEAN地域は域外の国
と農業貿易に関して，多くの場合補完的な関係にあ
ります。農業貿易に占める農産加工品の割合は増加
していますが，これらの加工品は，CLMV以外で
は，高度センシティブ品目にも含まれていません。
確かにコメと砂糖（国によっては乳製品も？）の
貿易自由化は難しいところですが，域外国との貿
易構造の類似性や，加工品の貿易シェアの増大と
いった状況の中で，ASEAN流の柔軟で現実的なア
プローチで合意点を見つけられると思います。ただ
し，TPP交渉で，ASEAN流がうまく働かないと，
TPPはASEANにとって，本当に難しい課題となる
でしょう。
４．コメント（小林弘明氏）
　３報告を簡単にまとめると，関税同盟を実現し
て，域内農産物の価格支持を行ったEUの共通農業
政策に比べると，ASEANの貿易自由化は不十分で
あり，各国の経済発展段階の違いも大きいので，現
段階でASEANの共通農業政策を実現することは困
難と考えられるということになるでしょう。
　食料・農業部門では2007/2008年の価格高騰で，
輸出国と輸入国の対立が顕在化し，食料安全保障に
対する意識が高まっています。またPSE分析は，途
上国では所得向上にともなって，消費者保護から農
業保護へという動きのあることを教えています。し
かし国内で価格支持を行うのであれば，関税などの
国境措置を維持せざるをえず，ASEANの関税撤廃
の方向とは矛盾します。コメ，砂糖をはじめ重要な
農産品の，非関税障壁の撤廃を含めた実質的な自由
化は，ASEAN域内ですら，当面は困難でしょう。
こうした状況ですので，マレーシアとベトナム（タ
イも？）がTPP交渉に参加していても，両国は，協
定の細部についてはあまり厳密に受けとめていない
のかもしれません。

されているため，タイ米の競争力は低下し，コメ輸
出は急減しています。そして，政府が高値で買入れ
たコメを安値で輸出すれば，WTO協定上の問題と
なるため，政府買入米在庫は急増しています。大量
の政府在庫には巨額の保管費用もかかるうえ，在庫
米の品質劣化も免れません。世界銀行は，担保融資
制度によるタイ経済の損失を約3250億円（2011/12
作物年度）と推定しています。
　その他，現在のタイ農業に大きな影響を与えてい
る課題として，労働コストの増大があります。現政
権は労働者の最低賃金を全国で一律300バーツ/日に
増額しました。このことはタイ農業の競争力を低下
させるでしょう。また灌漑が不十分なために水が不
足しており，農産物の生産拡大の制約になっていま
す。その他，非産油国であるタイでは，経済成長に
伴う，エネルギー不足が問題になっており，これも
農業生産の制約となっています。
　AECがタイの食料・農業部門に与える影響です
が，タイは食料輸出国ですから，AECによって貿
易自由化が進展しても，タイの食料安全保障には特
段，影響はしないと考えます。一方，AECが形成
されることで，タイ企業が，原材料としての農産物
や一次加工品を外国から調達することや，カンボジ
アなどの近隣国を農産物の輸出基地として活用する
ことが容易になると期待されています。
３．ASEAN諸国の農政動向（坪田邦夫氏）

　ある国が，複数のFTA
を締結すると，同一の製
品に対して，複数の関税
率や原産地規則等が適用
されうるという，スパゲ
ティ・ボウル現象あるい
はヌードル・ボウル現象
と呼ばれる状態が生じま
す。ASEAN諸 国 で は，
域内の共通効果特恵関税
により域内関税の削減・

撤廃が進められていますが，共通の域外関税はあ
りません。そして，ASEANがグループとして域外
６カ国と締結したASEAN+1型FTA（対豪州と対
ニュージーランドは，一つの協定）や，ASEANの
メンバー国が独自に結んだ二国間のFTAが同時に
多数存在しています。例えて言えば，ヌードル・ボ
ウルが二重になった状態です。
　内側のヌードル・ボウルは，ATIGA（ASEAN
物品貿易協定）に加盟しているASEAN10カ国であ
り，ここでは貿易自由化が完成しているように見え
ます。しかし，農業部門では，コメと砂糖は関税撤
廃から除外されていますし，その他の品目でも，国
家貿易，輸入ライセンス，関税割当などの非関税障
壁が各国で維持されています。またSPS制度は不統
一です。つまり，内側のヌードル・ボウルの中も実
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EU次期CAP法案の修正審議の概要と背景
－グリーニング措置の扱いをめぐって－
EU次期CAP法案の修正審議の概要と背景
－グリーニング措置の扱いをめぐって－

１．次期CAP法案

　EUでは，2014年度以降の次期CAP（共通農業政
策）法案が，2011年10月に欧州委員会から提案さ
れ，当初の予定では，2014年からの実施に間に合う
期限（2013年3月初め）までに欧州議会と農相理事
会との間の政治合意が図られることとされていまし
た。
　ところが，CAP改革の財政的裏付けともなる欧
州全体の次期中期財政フレームをめぐって，欧州首
脳理事会において議論が紛糾し，その決着が３ヵ月
遅れたことから，CAP法案の審議も連動して延期
され，現時点ではその政治決着は，2013年６月から
９月と見込まれています。このため，次期CAP改
革の2014年からの実施は見送られ，2015年から実施
される方向で調整が進められています。
　一方，CAP法案自体の審議に関しては，この３
月に，欧州議会総会，農相理事会から相次いでそれ
ぞれの法案修正意見が決定され，４月から両者の間
の政治調整が開始されます。
　ここでは，次期CAP改革の最大の課題であるグ
リーニング（環境，気候措置）を中心に，欧州議会，
農相理事会の修正意見の概要と背景を紹介します。

２．次期CAP 改革法案

　CAP制度は，二つの柱から構成されています。
　　①第１の柱：直接支払，市場措置
　　②第２の柱：農村振興政策
　第１の柱は，全額がEU予算の負担で賄われ，EU
域内に共通して適用される直接支払と市場措置で
す。
　第２の柱は，我が国でいわれる農村振興政策のみ
ならず，生産対策，経営対策，流通対策，林業対策
なども広く含む補助事業の集合体です。その財源
はEU，加盟国で共同負担し，EUの定めた大枠の下
で，加盟国が，自国の実情に即して主体的に事業の
内容，仕組みなどを定め実施するものです。

� 前国際領域　総括上席研究官　増田　敏明
国際領域　　　主任研究官　勝又健太郎

　EUは，これまで，環境保全，気候変動などの新
しい課題に対応するため，第１の柱の直接支払の受
給額を削減（モジュレーション） した額を第２の柱
に移し替えて新しい課題に対する事業の経費に充て
るなど第２の柱を拡充してきていました。
　モジュレーションの当初の考え方は，直接支払の
高額受給者から累進的な削減をして，財源を捻出す
るということでしたが，前回のCAP改革（ヘルス
チェック）の際には，この累進性の部分が農相理事
会で修正されて，削減対象から除外される下限は設
定したものの，ほぼ平均的に削減するような姿に変
更されてしまいました。また，こうして捻出した第
２の柱への移し替え額もCAP予算全体の６％にと
どまりました。
　次期CAP改革法案の主眼は，農業を通じたこう
した環境，気候に資する措置の実施を，第１の柱の
直接支払の受給者に義務づけたことにあります。
　具体的には，グリーニング条件の実施を，グリー
ニング支払と基礎支払の受給者に義務づけていま
す。これを通じて，CAPにつき，農業振興政策か
ら「公共財供給政策へのパラダイム・シフト」を図
ると説明しています。
　次期CAP法案では，直接支払は，次のように構
成されます。
　基礎支払（下の額を差し引いた残額）
　グリーニング支払 （30％）
　青年農業者支払 （ 2％）
　条件不利地域支払 （ 5％：加盟国の選択制）
　基礎支払の受給者には，気候と環境に有益なグ
リーニング条件を満たすことが義務付けられ，ま
た，この基準を満たすと，グリーニング支払が上乗
せして支払われることになります。
　直接支払は，CAP予算の４分の３を占めていま
すが，その大部分（グリーニング支払と基礎支払）
がグリーニング条件とリンクされることになれば，
従前のモジュレーションを通じた措置とは比較にな
らないほどの環境，気候措置の大幅拡大であり，欧
州委員会が，「公共財供給へのパラダイム・シフト」
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と主張していることも頷けます。

３．グリーニングの制裁措置

　欧州委員会の原案では，グリーニング条件が履行
されない場合，グリーニング受給額の200％までを
上限として罰則として徴収するとしています。この
場合，制裁措置は「基礎支払」にまで及ぶこととな
り，グリーニング措置の実行が，「基礎支払」受給
者の義務でもあるという部分を明確に示していま
す。
　他方，この制裁措置案に対しては反対も大きく，
欧州議会の修正案では，グリーニング基準不履行の
制裁は，最大でもグリーニング受給額の100％まで
とされています。一方，農相理事会の修正案では，
グリーニング条件不履行の制裁は，最大グリーニン
グ受給額の125％までとされており，額は減らされ
たものの，欧州委員会の考え方が実現される余地を
残しています。
　仮に，欧州議会修正案のように，制裁措置が基礎
支払部分に及ぶことがないとされても，直接支払総
額の30％がグリーニングに充てられるという部分は
チャレンジされていないので，EUの政策目標に照
らせば大きな前進であり，後は，長期的なスパンで
グリーニング支払を増やしていけばよいということ
になろうと思われます。

４．グリーニング条件

【欧州委員会の原案】
　欧州委員会のCAP法案で示されているグリーニ
ング条件は，次の三つです。
①作物の多様化（３種以上の作物（３ha以上の耕

地が対象）。）
②永年性放牧地（農業経営体における既存の永年性

牧草の維持。）
③生態系重点地域の維持（支払対象面積（（2）を除

く。）の少なくとも７％を生態系重点地域（休耕
地，棚地，景観地，緩衝の畦，植林地）として維
持する。）

【欧州議会，農相理事会の修正案】
　これに対して，欧州議会の修正案では，とりわ
け，作物の多様化を小規模農業者に対して２作物に
緩和したり，生態系セットアサイドに経過措置を設

け徐々に増やしていくなどそれぞれの条件を農業者
が実行しやすいように緩和しようとしています。
① 作物の多様化 
　●10ha超30ha以下農地につき２種以上 
　●30ha超農地につき３種以上 
②2014年永年牧草地の維持 
　●加盟国，地域の永年牧草地の割合は維持 
③生態系重点地域の確保 

●適格面積10ha超の農地につき，３％（初年度），
５％（2016年度），７％（2018年度）

　農相理事会の修正案は，３条件については，基本
的に欧州議会の修正案に同調していますが，更に，

「グリーニング同等措置」として，グリーニング条
件の一つ以上と同等以上の環境，気候便益をもたら
す措置であるところの①農業-環境-気候支払（第２
の柱），水管理指令措置 ，②環境，気候に資する加
盟国，地域の環境認証制度（クロスコンプライアン
スを超える加盟国の環境法令に則した措置等）を規
定しています。

５．グリーニング支払（第１の柱）と環境・
気候支払（第２の柱）の関係

　次期CAP法案の修正をめぐる審議の中で最も注
目を集めている話題が，このグリーニング支払（第
１の柱）と環境・気候支払（第２の柱）の関係をめ
ぐるものです。
【欧州委員会の原案】
　欧州委員会の法案では，第２の柱の「農業-環境-
気候支払」は，グリーニング基準，クロスコンプラ
イアンス，国内法令基準をベースラインとして，こ
れを超えた環境保全コミットメントのみが対象とな
ると両者が区別されています。
【欧州議会農業委員会の修正案】
　これに対して，2013年２月の欧州議会農業委員会
の修正意見では，「新規措置」として，①農業-環境
支払の対象農地の自動的承認，②欧州委員会の認め
る環境認証による自動的受給，③永年作物は，土壌
保全に有益な実践を行えば受給対象とすることが，
提案されていました。この提案は，ベースラインの
考えが消えた「二重支払」になるという批判の的と
なり，環境担当，気候担当の欧州委員から，環境，
気候対策の後退になるという懸念の書簡が欧州議会
の議員に対して送付されました。
　こうした動きを受けて，３月の欧州議会総会にお
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ける修正案決定では，当初の欧州委員会原案に沿っ
たベースラインによる両者の区別に復帰させていま
す。
【農相理事会の修正案】
　ところが，農相理事会では，欧州議会農業委員会
における「二重支払」の議論を受けて，「加盟国が
ベースラインの区別があることに初めて気付いた

（欧州委員会）」ことから，むしろ，欧州議会農業委
員会の「二重支払」を容認する方向の修正意見を決
定しています。
　具体的には，第２の柱の「農業-環境-気候支払」
は，クロスコンプライアンス，国内法令基準を超え
た環境保全コミットメントを対象とし，財政規則の 
二重支払禁止規定の明示的な例外措置としていま
す。 

６．今後のCAP改革とグリーニングの扱い

　次期改革の審議については，６月から９月までに
欧州議会と農相理事会の修正意見をめぐる政治決着
が図られることとされており，この場合，2015年か
ら施行されることになります。
　以上で見てきたように，次期CAP改革における
グリーニング措置に関しては，当初の欧州委員会法
案に対して，欧州議会，農相理事会は，それぞれの
立場から支払条件の緩和を求めています。しかし，
重要なことは，グリーニング支払を直接支払総額の
30％とすること自体はチャレンジされていない点で
す。つまり，次期改革より後の累次の改革でこの割
合を徐々に増やしていく途もあり，また，今回緩和
された条件も，農業者がその履行に慣れてくるにつ
れ将来復活してくる可能性もあるということです。
　この意味で，EUは，CAPの「農業振興から公共
財供給政策へのパラダイムシフト」の第一歩を確実
に歩み始めたと言えるでしょう。

グリーニング支払基準
（第１の柱）

グリーニング同等措置
（第１の柱）

農業-環境-気候支払
（第２の柱）

グリーニングの制裁
措置

欧州委員会
提案
（2011.10）

①作物の多様化
●３ha超農地につき３種以上
②2014年永年牧草地の維持
③生態系重点地域の確保
●適格面積の７％以上

（左の３条件以外でも，野
鳥保護，有機農業につきグ
リーニング基準への適合が
認められている。）

グリーニング基準，クロスコンプラ
イアンス，国内法令基準を超えた環
境保全コミットメント

グリーニング基準を
実施しなっかた場
合，最大グリーニン
グ受給額の200％

欧州議会総
会修正案
（2013.3）

①作物の多様化
●10ha超30ha以下農地に
つき２種以上
●30ha超農地につき３種以
上
②2014年永年牧草地の維持
●加盟国，地域の永年牧草
地の割合は維持
③生態系重点地域の確保
●適格面積の10ha超の農地
につき，３％（初年度），
５％（2016年度），７％
（2018年度）

グリーニング同等措置の規
定はない。

グリーニング基準，クロスコンプラ
イアンス，国内法令基準を超えた環
境保全コミットメント（欧州委員会
原案とほぼ同じ。）
グリーニング支払対象のコミットメ
ントに対しては農村振興政策からの
支払は行われない。

［欧州議会農業委員会の段階では，「新規
措置」として，①農業-環境支払の対象農
地の自動的承認，②欧州委員会の認める
環境認証による自動的受給，③永年作物
は，土壌保全に有益な実践を行えば受給
対象とすることが，提案されていた。］

グリーニング基準を
実施しなっかた場
合，最大グリーニン
グ受給額の100％

農相理事会
修正案
（2013.3）

基本的に，上の欧州議会案
に同調。

グリーニング同等措置
グリーニング基準の一つ以
上と同等以上の環境，気候
便益をもたらす措置。
①環境支払（第２の柱），水
管理指令措置
②環境，気候に資する加盟
国，地域の環境認証制度
（クロスコンプライアンス
を超える加盟国の環境法
令に則した措置等）

クロスコンプライアンス，国内法令
基準を超えた環境保全コミットメン
ト
二重支払禁止規定の例外措置とす
る。

グリーニング基準を
実施しなっかた場
合，最大グリーニン
グ受給額の125％

欧州委員会法案，欧州議会修正案及び農相理事会修正案
グリーニング措置（第１の柱），農業-環境-気候支払（第２の柱）の関係
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　社会科学の研究は定量的研究と定性的研究とに大
別できます。前者は多数のデータと統計手法を用い
る点に，後者は少数の事例に着目し，現地調査や歴
史的資料の分析を行う点に特徴があります。農業経
済学の研究にもこれら二つのスタイルが混在してい
ますが，両者の分析方法は大きく異なるため，意思
疎通が困難な場合も少なくありません。今回紹介す
るのは，定量的研究者と定性的研究者が，それぞれ
の立場から研究の「方法論」を論じ合う大変エキサ
イティングな二冊です。
　まず定量側の視点から書かれた『社会科学のリ
サーチデザイン』（以下DSI）は，定量的研究者と
定性的研究者に対話の契機を与え，方法論の重要性
を再認識させたものとして，高い評価を受けている
図書です。同書の主張を端的に言えば，定量的研究
の方法論を定性的研究者も採用すべき，というもの
です。同書はまず，科学的研究の目的は推論にあ
る，とします。推論とは，直接的なデータを超え
て，直接には観察されない，より広範囲の何かを推
察する行為です。そして著者らは，科学の中身は主
として方法とルールであって，研究の内容・主題で
はないと言い切ります。つまり定量的研究と定性的
研究は単にスタイルを異にするだけであって，研究
の目的やとるべき方法論に本質的な違いはないとい
うのです。こうした前提の下で同書は，定性的な研
究で見過ごされがちな様々な方法論上の注意点を解
説しています。
　一方，これに対する定性的研究者からの反論書が
『社会科学の方法論争』（以下RSI）です。同書は定
量的研究の欠点や定性的研究の長所を指摘しなが
ら，定量至上主義とも言うべきDSIの姿勢を批判し
ます。例えば定量的研究で用いられる回帰分析にも
様々な問題点があることや（条件付独立，単位同質
性，欠落変数等），妥当性の高い推論を行うために
は事象に関する深い知識や理解が不可欠で，それを
解明する点に定性的研究の役割があることなどは，
もっともな主張でしょう。またDSIは推論の妥当性
を高めるために事例数を増やすことを要求します
が，事例を増やせば同質性が損なわれ，説得力が低
下する危険もあることをRSIは指摘します。こうし
たことからRSIは，定量的研究と定性的研究に優劣は
なく，多様な方法論が共存し，補い合うべきだとし
ています。

『社会科学のリサーチデザイン
　　　　　　―定性的研究における科学的推論』

（G.キング・R.O.コヘイン・S.ヴァーバ著，真渕勝監訳）

『社会科学の方法論争
　　　　　　―多様な分析道具と共通の基準』

（H.E.ブレイディ・D.コリアー編，泉川泰博・宮下明聡訳）

食料・環境領域　主任研究官　　川崎賢太郎

　両者の違いの一例をご
紹介しましょう。農家の
規模拡大の要因を知りた
いものとします。この場
合，定性的研究でよく見
られるアプローチは，一
戸ないし複数の大規模農
家に聞き取り調査を行
い，規模拡大を可能に
した要因を探ることで
す。しかしDSIは，こう
した事例の選び方では因
果関係を過小評価してし
まうこと（事例選択バイ
アス），特に事例が単一
の場合は，決して因果関
係を知り得ないことを説
明します。彼らの処方箋
は，小規模農家も含め，
偏りなく，幅広く事例を
選ぶことです。これに対
してRSIは，複数の事例
の比較によって因果関係
を考察する場合には事例
選択バイアスが問題とな
るとしつつも，単一事例
を入念に調査し，統計的
手法を用いることなく，
例えば裁判における論証のように因果関係の証拠を
論理的に積み上げるアプローチをとれば（同一事例
内・因果プロセス観察），因果関係を適切に評価で
きると反論しています。
　このように事例の選び方一つをとっても，両者の
相違は鮮明です。しかし大切なことは，定量的研究
と定性的研究の特徴を正しく理解し，よりよい方法
論を追及する姿勢です。いずれも政治学者によって
書かれた図書ですが，問題の構図は農業経済学を含
むあらゆる社会科学にあてはまります。定量的，定
性的，どちらの立場の研究者であっても，二つの異
なる視点から「方法論」を眺めてみれば，きっと新
たな発見があるはずです。これら二冊はその絶好の
機会を与えてくれることでしょう。

写真（上）
『社会科学のリサーチデザイ
ン―定性的研究における科学
的推論』
著者／G.キング・R.O.コ
ヘイン・S.ヴァーバ著，
真渕勝監訳
出版年／2004年
発行所／勁草書房

写真（下）
『社会科学の方法論争―多様
な分析道具と共通の基準』
著者／H.E.ブレイディ・
D.コリアー編，泉川泰
博・宮下明聡訳
出版年／2008年
発行所／勁草書房
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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。（平成24年度）

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

鈴木宣弘・
木下順子 反面教師としての英国酪農協 農業協同組合経営実務 第67巻

第4号 2012年4月

鈴木宣弘・
木下順子 所得形成における価格交渉力の重要性 週刊農林 2012年 

4月25日号 2012年4月

河原昌一郎 中国の食品安全問題 農林水産政策研究所レビュー No.47 2012年5月

鈴木宣弘・
木下順子 食料安全保障と健全な国内農業の意義 農業協同組合経営実務 第67巻 

第5号 2012年5月

Toshitaka
Katsuki

The Reality and Challenges of Imple-
menting Farm Village Revitalizations 
in Collaborations with Diversified Or-
ganizational Entities; Japan’s Case

The 8th Forum for Agricul-
ture Policy in North East 
Asia

2012年6月

Kawasaki, Kenta-
ro, Takeshi Fujie, 
Kentaro Koito, 
Norikazu Inoue, 
Hiroki Sasaki

Conservation Auctions and Compli-
ance: Theory and Evidence from Labo-
ratory Experiments

Env i ronmenta l  and Re-
source Economics

Volume 52, 
 Issue 2 2012年6月

小林茂典 6次産業化の展開方向と課題 月刊NOSAI 第64巻 
第６号 2012年6月

高橋克也 「食の終焉―グローバル経済のもたらしたも
うひとつの危機―」(書評） フードシステム研究 第19巻 

第１号 2012年6月

長友謙治 関連資料Ⅰ食料需給に係る研究成果「ロシ
ア」 海外食料需給レポート2011 2012年6月

福田竜一 （書評）服部信司著『TPP問題と日本農業』 農業経済研究 第84巻 
第１号 2012年6月

薬師寺哲郎・
吉田行郷

食の外部化と食用農水産物の購入形態の変
化

2012年度日本フードシステム
学会大会要旨 2012年6月

薬師寺哲郎・
高橋克也　

「生鮮食料品販売店舗への距離に応じた人口
の推計―国勢調査および商業統計メッシュ
統計を利用して―」

GIS・理論と応用 20巻
１号 2012年6月

薬師寺哲郎 高齢化社会における食料消費と食料品アク
セス問題 明日の食品産業 第427号 2012年6月

吉井邦恒 アメリカ・カナダの農業保険政策（上）ア
メリカの農業保険をめぐる最近の動向 月刊NOSAI 第64巻 

第6号 2012年6月
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吉田行郷・
薬師寺哲郎

九州産小麦の需要拡大に向けた今後の対応
方向

2012年度日本フードシステム
学会大会要旨 2012年6月

吉田行郷 農業分野における障害者就労の先駆け「こ
ころみ学園」に学ぶ 農村と都市をむすぶ 第62巻 

第6号 2012年6月

香月敏孝・吉田行郷・
吉川美由紀

社会福祉法人・特例子会社等の農業分野へ
の進出の現状と課題

農林水産政策研究所研究成果
（ホームページ） 2012年7月

香月敏孝 多様な主体と連携した農村活性化の実態と
課題（韓文） 世界農業（韓国農村経済研究院） 43 2012年7月

勝又健太郎 世界農業はいま　アメリカ あおもり農業 第63巻 
第7号 2012年7月

勝又健太郎 米国FTAにおけるセンシティブ品目の輸入
急増 農林水産政策研究所レビュー No.48 2012年7月

草野拓司 （ブックレビュー）『インド農村金融論』 農林水産政策研究所レビュー No.48 2012年7月

小泉達治 ブラジルにおけるサトウキビ農業生態学的
ゾーニング制度：背景,内容,評価 農林水産政策研究 第19号 2012年7月

小泉達治 ブラジルのバイオディーゼル混合率引き上
げが世界大豆・大豆製品需給に与える影響 農林水産政策研究 第19号 2012年7月

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レビュー No.48 2012年7月

澤内大輔 ニュージーランド排出量取引制度における
農業分野の取組 農林水産政策研究 第19号 2012年7月

内藤恵久・須田文明・
羽子田知子

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

行政対応特別研究［地理的表示］
研究資料 2012年7月

内藤恵久 地理的表示の保護制度について 農業協同組合経営実務　 第67巻 
第7号 2012年7月

福田竜一 第3部Ⅴ　高齢者福祉への取組み 総研レポート　都市農協の地域
に根ざした取り組み調査 24調-no.1 2012年7月

福田竜一 第1部Ⅱ　「新しい公共」問題からみた都市
農協の地域に根ざす取り組み

総研レポート　都市農協の地域
に根ざした取り組み調査 24調-no.1 2012年7月

福田竜一 第2部Ⅳ　高齢者福祉への取組み 総研レポート　都市農協の地域
に根ざした取り組み調査 24調-no.1 2012年7月

福田竜一 第2部Ⅴ　葬祭関連事業への取組み 総研レポート　都市農協の地域
に根ざした取り組み調査 24調-no.1 2012年7月

福田竜一 第3部Ⅵ　葬祭関連事業への取組み 総研レポート　都市農協の地域
に根ざした取り組み調査 24調-no.1 2012年7月

福田竜一 第4章第4節N経営体とO経営体（F市)
 ＜Uターン＞

総研レポート　平成23年度新規
就農経営体の課題と金融に関す
る調査

24調-no.2 2012年7月

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
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福田竜一 第5章　熊本県における新規就農の概況と支
援体制

総研レポート　平成23年度新規
就農経営体の課題と金融に関す
る調査

24調-no.2 2012年7月

福田竜一 第5章第2節P経営体（A市）
総研レポート　平成23年度新規
就農経営体の課題と金融に関す
る調査

24調-no.2 2012年7月

福田竜一 第5章第3節Q経営体（M村）
総研レポート　平成23年度新規
就農経営体の課題と金融に関す
る調査

24調-no.2 2012年7月

吉井邦恒 アメリカ・カナダの農業保険政策（下）カ
ナダの農業保険をめぐる最近の動向 月刊NOSAI 第64巻 

第7号 2012年7月

吉井邦恒 アメリカおよびカナダの農業保険
平成21-23年度科学研究費補助
金（基盤研究（B））研究成果報
告書

2012年7月

吉井邦恒 農業者のリスク意識と新たな農業保険の需
要 

平成21-23年度科学研究費補助
金（基盤研究（B））研究成果報
告書

2012年7月

勝又健太郎 世界農業はいま　アメリカ 月刊農業くまもと「アグリ」 No.286 2012年8月

Junko Kinoshita, 
Nobuhiro Suzu-
ki, and Harry M. 
Kaiser

Perceived Total Demand Elasticities 
in a Product-Differentiated Oligopo-
listic Market: A Generalized Bertrand 
Model

Kozo Sasaki, ed., Food Con-
sumption: Empirical Studies 
of Japanese Dietary（Tsuku-
ba-Shobo,Tokyo）

2012年8月

清水純一 新規就農者の動向と支援
総研レポート　平成23年度新規
就農経営体の課題と金融に関す
る調査

2012年8月

清水純一 Ｃ経営体（Ｂ町）
総研レポート　平成24年度新規
就農経営体の課題と金融に関す
る調査

2012年8月

長友謙治 ロシアの穀物事情 DAIRYMAN（デーリィマン） 第62巻 
第8号 2012年8月

橋詰　登 農業集落の現状と維持・再生に向けた課題 月刊NOSAI 第64巻 
第8号 2012年8月

増田敏明 EUの直接支払と次期共通農業政策改革 青森農業ほか農業普及機関誌 746号 2012年8月

吉井邦恒
カナダにおける農業経営安定対策の変遷
―1980年代後半以降の農業政策の見直し
との関連に留意して―

行政対応特別研究 [主要国横断] 
研究資料
平成23年度カントリーレポー
ト 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）

第3号 2012年8月

吉田行郷 九州産小麦の需要に応じた生産拡大に向け
た今後の対応方向 製粉振興 No.548 2012年8月

若林剛志 第4章第2節L経営体（Y町）
総研レポート　平成23年度新規
就農経営体の課題と金融に関す
る調査

24調-No.2 2012年8月

若林剛志 第5章第4節R経営体（K市）
総研レポート　平成23年度新規
就農経営体の課題と金融に関す
る調査

24調-No.2 2012年8月

李　裕敬
韓国の作業受託型稲作経営におけるパート
ナーシップの形成条件：慶尚北道慶州市の
作業受託組織を事例に

農業経営研究 第50巻 
第2号 2012年9月

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
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江川　章 新規参入者に対する就農支援策の特徴とJA
の役割 月刊JA 第58巻 

第9号 2012年9月

江川　章 JAによる新規就農者支援の特徴と課題 農業協同組合経営実務 第67巻 
第10号 2012年9月

小野智昭 北海道南西沖地震（奥尻島） 農林水産政策研究所研究成果
（ホームページ） 2012年9月

小野智昭 北海道南西沖地震（奥尻島） 震災対応特別プロジェクト研究
資料 第1号 2012年9月

香月敏孝 雲仙普賢岳の噴火 農林水産政策研究所研究成果
（ホームページ） 2012年9月

香月敏孝 雲仙普賢岳の噴火 震災対応特別プロジェクト研究
資料 第1号 2012年9月

勝又健太郎 カントリーレポート：米国

行政対応特別研究 [主要国横断] 
研究資料
平成23年度カントリーレポー
ト 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）

第3号 2012年9月

勝又健太郎 米国の価格所得政策の変遷とその決定要因 プロジェクト研究［構造分析プ
ロ（欧米韓）］研究資料 第2号 2012年9月

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 農業経済研究 第84巻 

第2号 2012年9月

株田文博

総合討論
我が国が直面する食料のリスクと日本農
業の課題：現代日本農業のベースライン
(2)2012年度大会討論大会報告

農業経済研究 第84巻 
第2号 2012年9月

木下順子・
鈴木宣弘 EUの生乳取引市場改革 農業協同組合経営実務 第67巻 

第9号 2012年9月

鈴木宣弘・
木下順子　 食料政策と人間安全保障

岩浅昌幸・柳平彬編著『「人間の
安全保障」の諸政策』（法律文化
社）

2012年9月

澤内大輔 カナダ及びオーストラリアのカーボン・オ
フセット制度における農業分野の取組 農林水産政策研究所レビュー No.49 2012年9月

澤内大輔
カーボン・オフセット制度を利用した農業
分野の温室効果ガス排出削減：カナダ・ア
ルバータ州の取組

Techno Innovation No.84 2012年9月

杉戸克裕 昭和三陸津波 農林水産政策研究所研究成果
（ホームページ） 2012年9月

杉戸克裕 昭和三陸津波 震災対応特別プロジェクト研究
資料 第1号 2012年9月

橋詰　登 新潟県中越地震 農林水産政策研究所研究成果
（ホームページ） 2012年9月

橋詰　登 新潟県中越地震 震災対応特別プロジェクト研究
資料 第1号 2012年9月
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羽子田知子・ 
吉田行郷

大区画圃場整備を契機とした担い手の確保
に関する分析

農林水産政策研究所研究成果
（ホームページ） 2012年9月

羽子田知子・ 
吉田行郷

大区画圃場整備を契機とした担い手の確保
に関する分析

震災対応特別プロジェクト研究
資料 第1号 2012年9月

福田竜一 阪神・淡路大震災 農林水産政策研究所研究成果
（ホームページ） 2012年9月

福田竜一 阪神・淡路大震災 震災対応特別プロジェクト研究
資料 第1号 2012年9月

福田竜一　 公共体としての農協経営の存立構造分析 平成24年度　日本農業経営学会
研究大会　報告要旨 2012年9月

古橋　元 世界の食料需給 農村と都市をむすぶ 第62巻 
第9号 2012年9月

薬師寺哲郎
食の外部化の進展と小麦粉等の購入形態の
変化―小麦粉等の直接・間接の供給先はど
のように変わってきたか？―

製粉振興 第549号 2012年9月

吉井邦恒 アメリカ2012年農業法をめぐる最近の状
況 海外果樹農業ニュースレター 第9号 2012年9月

吉井邦恒 アメリカの2012年農業法をめぐる最近の
動き 農林水産政策研究所レビュー  第49号 2012年9月

吉田行郷
過去の復興事例等の分析による東日本大震
災復興への示唆～農漁業の再編と集落コ
ミュニティの再生に向けて～

農林水産政策研究所研究成果
（ホームページ） 2012年9月

吉田行郷 三宅島雄山の噴火 農林水産政策研究所研究成果
（ホームページ） 2012年9月

吉田行郷
過去の復興事例等の分析による東日本大震
災復興への示唆～農漁業の再編と集落コ
ミュニティの再生に向けて～

震災対応特別プロジェクト研究
資料 第1号 2012年9月

吉田行郷 三宅島雄山の噴火 震災対応特別プロジェクト研究
資料 第1号 2012年9月

香月敏孝・
吉田行郷・
吉川美由紀

社会福祉法人・特例子会社等の農業分野へ
の進出の現状と課題

農村活性化プロジェクト研究資
料 第5号 2012年10月

河原昌一郎 世界農業はいま　第４回中国　―食糧増産
を図る中国― あおもり農業 第63巻 

第10号 2012年10月

木下順子・  
鈴木宣弘

EU共通農業政策（CAP）の一貫性・柔軟性・
主導性 農業協同組合経営実務 第67巻 

第11号 2012年10月

内藤恵久 地理的表示の保護制度について 製粉振興　 No.550 2012年10月

薬師寺哲郎・ 
高橋克也

震災前後にみる食料品アクセス状況の変化
―食料品販売店舗まで500m以上の人口割
合―

日本フードシステム学会編『東
日本大震災とフードシステム』

（農林統計出版社）
2012年10月

吉井邦恒 アメリカ2012年農業法をめぐる動き DAIRYMAN（デーリィマン） 第63巻 
第10号 2012年10月
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吉田行郷・小野智昭・
香月敏孝・杉戸克裕・
吉井邦恒・橋詰　登・
江川　章・福田竜一・
平林光幸・鈴村源太郎・
羽子田知子

水田地帯における地域農業の担い手と構造
変化―富山県及び佐賀県を事例として― 構造分析プロジェクト研究資料 第1号 2012年10月

井上荘太朗 世界農業はいま～ASEAN諸国の米を巡る状
況～ あおもり農業 第63巻 

第11号 2012年11月

上林篤幸 OECD-FAO　農業見通し　2012-2021 
の概要（穀物部分） 製粉振興 第551号 2012年11月

河原昌一郎 中国の三農問題と飼料需給問題（セミナー
概要紹介） 農林水産政策研究所レビュー No.50 2012年11月

河原昌一郎 世界農業はいま―中国― 月刊農業くまもと「アグリ」 No.289 2012年11月

木下順子 英国における生乳取引制度の変遷と生産者
組織の役割 農林水産政策研究所レビュー No.50 2012年11月

鈴木宣弘・  
木下順子

海外の農業政策を知り，日本農業のこれか
らを考える（１） 農業協同組合経営実務 第67巻 

第12号 2012年11月

Trung, N., 
K.Yoshii & T. Oya-
ma

Investigating the recent changes of 
Japan’s food self-sufficiency ratio

World Congress of Adminis-
trative & Political Science 
2012

2012年11月

平林光幸・
小野智昭

秋田県平地水田地帯における農業構造変動
と担い手の存在形態

2012年度農業問題研究学会秋
季大会  個別報告要旨 2012年11月

吉田行郷 内麦需要拡大への課題 米麦日報 第13609号 
～13620号 2012年11月

井上荘太朗 世界農業はいま―ASEAN諸国の米を巡る状
況― 月刊農業くまもと「アグリ」 第25巻 

12号 2012年12月

井上荘太朗 世界農業はいま　ASEAN 農業普及 第64巻 
第12号 2012年12月

井上荘太朗・
須田文明・
後藤一寿

南仏の香水・香料クラスターPASSの成果
と含意 フードシステム研究 第19巻 

第3号 2012年12月

小野智昭・吉田行郷・
香月敏孝・橋詰　登・ 
杉戸克裕

水田農業における組織経営体の実態と構造変
化－富山県と佐賀県の旧村を事例として－

2012年度日本農業経済学会論
文集 2012年12月

鎌田　譲・ 
薬師寺哲郎

東日本大震災における水産加工業に被災状
況と復旧の要因分析

2012年度日本農業経済学会論
文集 2012年12月

河原昌一郎 世界農業はいま―中国―食糧増産を図る中
国 農業普及 第64巻 

第12号 2012年12月

鈴木宣弘・  
木下順子

海外の農業政策を知り，日本農業のこれか
らを考える―日本農業過保護論の間違い

【２】―
農業協同組合経営実務 第67巻 

第13号 2012年12月

小柴有理江・ 
大仲克俊

北陸地域の農業構造変動―農地流動化の進
展と農業経営体の展開

安藤光義編著『農業構造変動の
地域分析―2010年センサス分
析と地域の実態調査』（農山漁村
文化協会）

2012年12月
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須田文明・
井上荘太朗・
後藤一寿

フランスにおける地域競争力政策の展開 フードシステム研究 第19巻 
第3号 2012年12月

長友謙治 ロシアの農業と農政 農業普及 第64巻 
第12号 2012年12月

長友謙治 ロシアの農業と農政 あおもり農業 第63巻 
第12号 2012年12月

橋詰　登
集落営農展開下の農業構造と担い手形成の
地域性―2010年農業センサスの分析から
―

安藤光義編著『農業構造変動の
地域分析―2010年センサス分
析と地域の実態調査』（農山漁村
文化協会）

2012年12月

林　　岳

生物多様性保全型農業への転換がもたらす
経済コベネフィットの評価―兵庫県豊岡市
におけるコウノトリ育む農法を事例として
―

地域学研究 42巻 
3号 2012年12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論
文集 2012年12月

薬師寺哲郎 高齢化社会における食料品アクセス問題―
その現状と解決への課題― 製粉振興 第552号 2012年12月

薬師寺哲郎・ 
吉田行郷

食の外部化と食用農水産物の購入形態の変
化―産業連関表を利用した食品工業の分類
方法の検討とその応用―

フードシステム研究 第19巻 
第3号 2012年12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論
文集 2012年12月

上林篤幸
世界農業と農産物市場の動向－世界農業お
よび農産物市場のこれまでの歩みとこれか
らの方向－

土地改良 280号 2013年1月

木下順子
農業協同組合：求められる使命（第22回）
海外の農業政策を知り、日本農業のこれか
らを考える：日本農業過保護論の間違い（3）

農業協同組合経営実務 第68巻 
第1号 2013年1月

木下順子 書評：荒幡克己著『米生産調整の経済分析』 農林水産政策研究所レビュー No.51 2013年1月

草野拓司 （世界の農業・農政）インドにおける飼料穀
物消費の動向と展望 農林水産政策研究所レビュー No.51 2013年1月

清水純一 21世紀におけるブラジル農業の発展 農村と都市をむすぶ 第63巻 
第1号 2013年1月

鈴木宣弘・ 
木下順子

海外の農業政策を知り，日本農業のこれか
らを考える－日本農業過保護論の間違い

【３】－
農業協同組合経営実務 1月号 2013年1月

長友謙治 ロシアの農業と農政 月刊農業くまもと「アグリ」 第26巻 
第1号 2013年1月

橋詰　登 日本農業・農村の現状と課題―農業センサ
スから―

寺西俊一・石田信隆編著『農林
水産業の未来をひらく』（中央経
済社）

2013年1月

橋詰　登 （座長解題）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 第44巻 

第2号 2013年1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 第44巻 

第2号 2013年1月
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増田敏明 次期CAP法案―「公共財供給政策」へのパ
ラダイムシフトと政治調整― 農業 No.1568 2013年1月

吉田行郷 国内産小麦の需要拡大に向けた今後の対応
方向 農林水産政策研究所レビュー No.51 2013年1月

江川　章 農家以外の農業事業体の動向とその特徴 農業構造分析プロジェクト研究
資料 第3号 2013年2月

小野智昭 水田農業における担い手形成と農地集積 農業構造分析プロジェクト研究
資料 第3号 2013年2月

鈴木宣弘・  
木下順子 ここが間違っている，日本の農業問題

 鈴木宣弘・木下順子著『ここが
間違っている!日本の農業問題 』

（家の光協会）
2013年2月

小柴有理江 大規模組織経営体による農地集積の進展と
経営展開―富山県砺波市を事例として―

地域政策研究（高崎経済大学地
域政策学会）

第15巻 
第3号 2013年2月

橋詰　登 2010年農業センサス分析の視点 農業構造分析プロジェクト研究
資料 第3号 2013年2月

橋詰　登 2010年農業センサスにみる構造変動と展
開方向

農業構造分析プロジェクト研究
資料 第3号 2013年2月

橋詰　登 集落営農展開下での農地利用の変化と地域
性

農業構造分析プロジェクト研究
資料 第3号 2013年2月

橋詰　登 農業地域類型別にみた構造変化とその特徴 農業構造分析プロジェクト研究
資料 第3号 2013年2月

平林光幸 都府県における大規模農家の動向と特徴 農業構造分析プロジェクト研究
資料 第3号 2013年2月

平林光幸 統計分析に見る大規模農家の動向とその特
徴－都府県15ha以上農家に焦点を当てて－

地域政策研究（高崎経済大学地
域政策学会）

第15巻 
第3号 2013年2月

松久　勉 最近の販売農家の世帯員・農業労働力の動
向

農業構造分析プロジェクト研究
資料 第3号 2013年2月

松久　勉 農業センサスにおける農業雇用労働力の存
在形態

農業構造分析プロジェクト研究
資料 第3号 2013年2月

吉田行郷 特例子会社による農業分野への進出の現状
と課題

農林水産政策研究所ホームペー
ジ 2013年2月

會田陽久 韓国の農業と化学肥料の需給と肥料産業 肥料時報 4号 2013年3月

井上荘太朗 カントリーレポート　―タイ―

行政対応特別研究［主要国横断］
研究資料
平成24年度カントリーレポート
　　中国・タイ

第1号 2013年3月

井上荘太朗 アジア太平洋地域における貿易とFTAネッ
トワーク

早稲田大学日米研究機構『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』2012年度農
林中央金庫研究委託事業報告書

2013年3月

小野智昭 後期高齢農家の農業労働力と農業リタイア
年齢に関する一考察

2012年度日本農業経済学会大
会要旨 2013年3月
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鎌田　譲 北海道稲作における規模の経済性―食管法
廃止以降を対象に― フロンティア農業経済研究 2013年3月

鎌田　譲 中食市場における製品差別化の実証分析―
量販店を対象に―

2012年度日本農業経済学会大
会要旨 2013年3月

河原昌一郎 世界農業はいま④中国―食糧増産を図る中
国― 農業いばらき 2013年

3月号 2013年3月

河原昌一郎 カントリーレポート　―中国―

行政対応特別研究［主要国横断］
研究資料
平成24年度カントリーレポート
　　中国・タイ

第1号 2013年3月

河原昌一郎 中国の飼料需給問題

行政対応特別研究［主要国横断］
研究資料
平成24年度カントリーレポート
　　中国・タイ

第1号 2013年3月

草野拓司 カントリーレポート：インド

行政対応特別研究［主要国横断］
研究資料
平成24年度カントリーレポート
　　ロシア、インド

第2号 2013年3月

清水純一 国際価格高騰のなかで輸出増大をうかがう
南米地域

農業と経済　2013年4月　臨
時増刊号

第79巻 
第3号 2013年3月

武田公子・横山壽一・
久保美由紀・小柴有理江・
神崎淳子

過疎集落の生活実態にみる政策課題―珠洲
市内三集落調査より―

金沢大学環日本海域環境研究セ
ンター『日本海域研究』 第44号 2013年3月

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

農林水産政策研究 第20号 2013年3月

長友謙治 第２部　穀物輸出国となったロシアと今後
の課題

平成23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

2013年3月

長友謙治 第１章　カントリーレポート：ロシア・CIS
諸国

行政対応特別研究［主要国横断］
研究資料
平成24年度カントリーレポート
　　ロシア、インド

第2号 2013年3月

平林光幸・ 
小野智昭

東北地域における近年新たに設立された集
落営農組織の特徴と展望―秋田県X地区を事
例に―

日本農業経済学会個別報告要旨 2013年3月

増田敏明 次期CAP法案の審議状況―「公共財供給政
策」への転換をめぐって―

プロジェクト研究[構造分析プロ
（欧米韓）]研究資料 第1号 2013年3月

吉井邦恒 フランスの作物保険制度 プロジェクト研究[構造分析プロ
（欧米韓）]研究資料 第1号 2013年3月

吉井邦恒 EUの農業保険等に関する現地調査から上：
フランスの作物保険制度 月刊NOSAI 第65巻 

第3号 2013年3月

吉田行郷 北海道産小麦と九州産小麦とで異なる需要
拡大に向けた対応方向 製粉振興 No.555 2013年3月

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
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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

井上荘太朗 アジア太平洋地域における貿易とFTAネッ
トワーク 早稲田大学日米研究機構研究会 2012年4月27日

株田文博 世界食料需給の構造変化：将来見通し 全農山形生産資材大会講演 2012年5月22日

増田敏明 次期共通農業政策改革法案
―公共財供給へのパラダイムシフト― 農林水産政策研究所研究成果報告会 2012年5月29日

食料品アクセス問題
研究チーム 食料品アクセス問題の可視化 第8回GISコミュニティーフォーラム 2012年5月31日

食料品アクセス問題
研究チーム 震災前後の食料品アクセス状況の変化 第8回GISコミュニティーフォーラム 2012年5月31日

薬師寺哲郎 高齢化社会における食料をめぐる諸問題 日本加工食品卸協会特別講演会 2012年6月15日

井上荘太朗・
須田文明・
後藤一寿

南仏の香水・香料クラスターPASSの成果
と含意

2012年度日本フードシステム学会大会　個
別報告 2012年6月17日

後藤一寿・
井上荘太朗・
須田文明

フランスにおけるフードクラスターの展開
とVITAGORAの活動

2012年度日本フードシステム学会大会　個
別報告 2012年6月17日

須田文明・
井上荘太朗・
後藤一寿

フランスにおける地域競争力政策の展開 2012年度日本フードシステム学会大会　個
別報告 2012年6月17日

薬師寺哲郎・
吉田行郷

食の外部化と食用農水産物の購入形態の変
化―産業連関表を利用した食品工業の分類
方法の検討とその応用―

2012年度日本フードシステム学会大会　個
別報告 2012年6月17日

吉田行郷・
薬師寺哲郎

九州産小麦の需要拡大に向けた今後の対応
方向

2012年度日本フードシステム学会大会　個
別報告 2012年6月17日

長友謙治 ロシアの農業・農政―穀物を中心として― 農林水産政策研究所研究成果報告会 2012年6月19日

吉井邦恒 収入保険及び戸別所得補償制度について 北海道農政部農業経営課 2012年6月22日

須田文明 規格による統治について 東京大学経済学研究科政治経済学ワーク
ショップ 2012年6月30日

香月敏孝 障害者施設における農業活動の実態と課題 農業と福祉の連携に関するセミナー（農林水
産政策研究所） 2012年7月3日

吉田行郷
特例子会社の農業分野への進出の現状と課
題～社会福祉法人等の進出との比較分析結
果から～

農業と福祉の連携に関するセミナー（農林水
産政策研究所） 2012年7月3日

平林光幸 水田農業の構造変動と大規模水田経営の動
向～新潟県長岡市越路地区を事例に～

2012年度日本地域政策学会全国大会　農業・
農村分科会報告 2012年7月15日

澤内大輔 カナダ及びオーストラリアのカーボン・オ
フセット制度における農業分野の取組 農林水産政策研究所研究成果報告会 2012年7月17日
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草野拓司 インドの農村金融に関する研究 資源経済論研究会（明治大学農学部資源経済
論研究室） 2012年7月18日

吉井邦恒・
勝又健太郎

・アメリカ2012年農業法をめぐる最近の
状況
・米国農業法における経営安定政策（セー
フティネット）の変遷と決定要因

農林水産政策研究所研究成果報告会 2012年7月24日

清水純一 世界農産物貿易に占めるブラジルの比重と
セラード農業開発の貢献 第5回ProSAVANA-JBM勉強会（JICA) 2012年7月31日

Takashi Hayashi, 
Mitasu Yamamo-
to

Is Japanese agriculture improving its 
eco-efficiency? -An application of the 
System of Environmental and Eco-
nomic Accounting (SEEA)-

International Conference of Agricultural 
Economicsts 2012年8月23日

吉井邦恒 米の収入変動緩和対策の効果に関する予備
的分析―東北地方の事例を中心に― 第48回東北農業経済学会 2012年8月25日

吉田行郷
過去の復興事例等の分析による東日本大震
災復興への示唆～農漁業の再編と集落コ
ミュニティの再生に向けて～

農林水産政策研究所研究成果報告会 2012年9月4日

株田文博 世界食料需給の構造変化と日本のフードシ
ステムの課題 関東農林水産関連企業環境対策協議会講演 2012年9月13日

福田竜一 公共体としての農協経営の存立構造分析 平成24年度日本農業経営学会研究大会　個別
報告会 2012年9月22日

若林剛志 カンボジア南部における養鶏の動向 平成24年度日本農業経営学会研究大会　個別
報告会 2012年9月22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 2012年9月26日

河原昌一郎 中国の食品安全問題 農林水産政策研究所研究成果発表会 2012年10月2日

香月敏孝 障がい者就農支援―全国の取り組みから―
平成24年度群馬県就労支援ネットワーク強
化・充実事業講演会・セミナー（社会福祉法
人明清会）

2012年10月17日

長友謙治 ロシアの穀物輸出増加の要因と今後の課題
―生産面を中心として―

2012 年度比較経済体制学会 第11回秋期大
会 2012年10月20日

鎌田　譲 東日本大震災における食品産業の操業再開
に関する分析 第62回地域農林経済学会大会 2012年10月21日

澤内大輔・
國井大輔

家庭における木質バイオマス利用のGISを用
いた影響評価：岩手県西和賀町での事例分
析

第62回地域農林経済学会大会 2012年10月21日

吉田行郷
国内産小麦の需要拡大に向けた今後の対応
方向～北海道産小麦と九州産小麦の比較分
析から～

農林水産政策研究所研究成果報告会 2012年11月6日

Fumihiro Kabuta
Policy Planning,  Monitoring & Evalua-
tion in Japan-Policy for Food, Agricul-
ture & Rural Areas

5th International Conference on “Ren-
ovation in Planning, Monitoring and 
Evaluation in the Agriculture and Rural 
Development Sector”(Organized by 
Ministry of Agriculture and Rural Devel-
opment, Vietnam)

2012年11月14日

吉井邦恒 農業経営安定対策をめぐる話題 北海道農政部農業経営課 2012年11月21日

講演者 講演演題 講演会名（主催者） 講演開催年月日
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小野　智昭
集落営農進展地域における農地流動化と受
け手の将来動向―富山県と佐賀県の旧村を
事例として―

2012年度農業問題研究学会秋季大会　個別
報告 2012年11月23日

小柴有理江 農産物直売所と地域農業 2012年度農業問題研究学会秋季大会　ミニ
シンポジウム 2012年11月23日

平林光幸・
小野智昭

秋田県平地水田地帯における農業構造の変
動と担い手の存立形態

2012年度農業問題研究学会秋季大会　個別
報告 2012年11月23日

清水純一 日本の食糧安保の観点からみたラテンアメ
リカ

ラテンアメリカ協会・海外投融資財団主催セ
ミナー『ラテンアメリカにおける食糧ビジネ
ス-日本にとっての食糧安保の観点からのラテ
ンアメリカの可能性-』

2012年11月28日

澤内大輔・
國井大輔

家庭における木質バイオマス利用の効果分
析 平成24年度農林水産政策研究所シンポジウム 2012年11月29日

Trung, N., K.Yoshii 
& T. Oyama

Investigating the recent changes of 
Japan’s food self-sufficiency ratio

World Congress of Administrative & Po-
litical Science 2012 2012年11月30日

會田陽久 韓国の農業と化学肥料の需給と肥料産業 肥料経済研究会（肥料経済研究所） 2012年12月6日

松田裕子 EU加盟国における地理的表示保護制度の運
用と活用 農林水産政策研究所研究成果報告会 2012年12月18日

草野拓司 インドにおける飼料穀物消費の動向と展望 資源経済論研究会（明治大学農学部資源経済
論研究室） 2012年12月19日

吉田行郷
国内産小麦の需要拡大に向けた今後の対応
方向～北海道産小麦と九州産小麦の比較分
析から～

民間流通連絡協議会作業チーム会合 2013年1月21日

香月敏孝 多様な主体と連携した農村活性化の実態と
課題 愛媛農協懇話会 2013年1月22日

吉田行郷 障害者就労における農業分野への期待／特
例子会社の農業分野への進出の現状と課題 兵庫県特例子会社設置促進連絡会議 2013年1月24日

平林光幸・
小野智昭

花巻市笹間地区における水田農業の現状と
展望―農業構造の変化と担い手確保に向け
た課題―

笹間地区営農再生対策会議 2013年1月29日

會田陽久 TPPと農業を巡る情勢―論点の比較― 九州沖縄農業試験研究推進会議水田作推進部
会 2013年2月1日

内藤恵久　 地域ブランドの保護と地理的表示の保護制
度 高知県土佐市知的財産セミナー 2013年2月1日

清水純一 2012年のブラジル農業 農林水産政策研究所研究成果報告会 2013年2月19日

香月敏孝 直売所総論―農産物直売所の実態と展開方
向を中心に―

高度水産販売技術者活動支援事業講演会（愛
媛県八幡浜市） 2013年2月26日

國井大輔・ 
澤内大輔

地域内における木質バイオマス利用の多角
的影響評価：岩手県西和賀町を事例に 農林水産政策研究所研究成果報告会 2013年3月5日

株田文博 2022年における世界の食料需給見通し 農林水産政策研究所研究成果報告会 2013年3月8日

講演者 講演演題 講演会名（主催者） 講演開催年月日
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株田文博 中長期的な世界の食料需給見通しと北海道
農業

平成24年度北海道農業試験研究推進会議本会
議 2013年3月12日

井上荘太朗・
須田文明・松田裕子・
李　裕敬

海外における農村イノベーション政策と6次
産業化～EU，フランス，韓国の事例を中心
に～

農林水産政策研究所研究成果報告会 2013年3月15日

井上荘太朗・
古橋　元

政策研におけるASEAN関連研究，ASEAN
の経済・農業の概要

農林水産政策研究所ミニシンポジウム「ASE-
AN経済の統合深化と農業・農業政策の変化」 2013年3月19日

林　　岳・澤内大輔・
國井大輔

西和賀町での薪ストーブ利用促進の効果分
析

西和賀町・農林水産政策研究所との地域活性
化情報交換会 2013年3月22日

川崎賢太郎 農産物の等級に関する計量経済分析 TEA会 2013年3月28日

小野智昭 後期高齢農家の農業労働力と農業リタイア
年齢に関する一考察 2013年度日本農業経済学会大会 2013年3月30日

鎌田　譲 中食市場における製品差別化の実証分析―
量販店を対象に― 2013年度日本農業経済学会大会　個別報告 2013年3月30日

國井大輔・
米澤千夏

メタン発酵による消化液の液肥利用が周辺
水域に及ぼす影響の評価 2013年度日本農業経済学会大会 2013年3月30日

高橋義文・
國井大輔

家畜糞尿の液肥利用とメタン発酵利用がも
たらす温室効果ガスの排出削減効果 2013年度日本農業経済学会大会 2013年3月30日

橋詰　登
日本における中山間地域農業の現状と課題
―中山間直接支払制度の今後のあり方を視
野に―

2013年度日本農業経済学会大会　特別セッ
ション 2013年3月30日

若林剛志 農村住民の借入先変更に関する考察 2013年度日本農業経済学会大会　ポスター
報告 2013年3月30日

平林光幸・
小野智昭

東北地域における近年設立された集落営農
組織の特徴と展望―秋田県X地区における集
落営農組織を事例に―

2013年度日本農業経済学会大会　個別報告 2013年3月31日

講演者 講演演題 講演会名（主催者） 講演開催年月日
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農林水産政策研究に関連する学会等の紹介
（2013年6月～7月開催）

開　催　大　会　等 主　　催 開　催　日　時 開　催　場　所

日本マーケティング・サイエンス学会 
第93回研究大会

日本マーケティン
グ・サイエンス学
会

2013年6月8日（土） 
～ 9日（日） 長崎大学

CES Conferennce 2013 Canadian 
Evaluation Society

2013年6月9日（日） 
～12日（水） Halifax, Nova Scotia

アジア政経学会2013年度全国大会 アジア政経学会 2013年6月15日（土）
～16日（日） 立教大学池袋キャンパス

2013年度日本フードシステム学会大会 日本フードシステ
ム学会

2013年6月15日（土）
～16日（日） 筑波大学

総合観光学会　2012年春季大会
（第24回大会） 総合観光学会 2013年6月22日（土） 

～23日（日） 日本大学商学部

日本経済学会2013年度春季大会 日本経済学会 2013年6月22日（土） 
～23日（日） 富山大学

日本農業市場学会2013年度大会 日本農業市場学会 2013年6月29日（土）
～30日（日） 新潟大学農学部

第12回全国研究大会 日本地域政策学会 2013年7月6日（土） 
～7日（日） 龍谷大学

最近の刊行物
構造分析プロジェクト【統計分析】研究資料

第3号 2013年2月 集落営農展開下の農業構造 
― 2010年農業センサス分析 ―

行政対応特別研究［主要国横断］研究資料
第1号 2013年３月 平成24年度カントリーレポート　中国，タイ

行政対応特別研究［主要国横断］研究資料
第2号 2013年３月 平成24年度カントリーレポート　ロシア，インド

プロジェクト研究［構造分析プロ（欧米韓）］研究資料
第１号 2013年３月 平成24年度　欧米の価格・所得政策と韓国のFTA国内対策

行政対応特別研究資料
2013年３月 平成23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
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農林水産政策研究に関連する学会等の紹介
（2013年6月～7月開催）

開　催　大　会　等 主　　催 開　催　日　時 開　催　場　所

日本マーケティング・サイエンス学会 
第93回研究大会

日本マーケティン
グ・サイエンス学
会

2013年6月8日（土） 
～ 9日（日） 長崎大学

CES Conferennce 2013 Canadian 
Evaluation Society

2013年6月9日（日） 
～12日（水） Halifax, Nova Scotia

アジア政経学会2013年度全国大会 アジア政経学会 2013年6月15日（土）
～16日（日） 立教大学池袋キャンパス

2013年度日本フードシステム学会大会 日本フードシステ
ム学会

2013年6月15日（土）
～16日（日） 筑波大学

総合観光学会　2012年春季大会
（第24回大会） 総合観光学会 2013年6月22日（土） 

～23日（日） 日本大学商学部

日本経済学会2013年度春季大会 日本経済学会 2013年6月22日（土） 
～23日（日） 富山大学

日本農業市場学会2013年度大会 日本農業市場学会 2013年6月29日（土）
～30日（日） 新潟大学農学部

第12回全国研究大会 日本地域政策学会 2013年7月6日（土） 
～7日（日） 龍谷大学

最近の刊行物
構造分析プロジェクト【統計分析】研究資料

第3号 2013年2月 集落営農展開下の農業構造 
― 2010年農業センサス分析 ―

行政対応特別研究［主要国横断］研究資料
第1号 2013年３月 平成24年度カントリーレポート　中国，タイ

行政対応特別研究［主要国横断］研究資料
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