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巻頭言
　土地利用型農業において効率的・安定的な担い手
の確保のため集落を基礎とした農業者の組織作りが
進められている。特に，担い手が不足しがちな中山
間地域においては，集落営農が地域農業の維持に果
たす役割は大きい。言うまでもなく，農業集落はそ
れぞれの地勢などの自然的条件や，風習・伝統など
様々な個性を持っており，地域の実情に応じた集落
営農作りが求められている。集落営農が作られて，
稲作生産コストが低減され，また作業時間も短縮さ
れるなど，経済負担・作業負担が軽減されて一安心
する農家も多い。
　しかし，近年では，いくつかの集落営農において
は，中心的に従事する担い手の確保が難しくなって
きている。主たる従事者がいない集落営農は19％に
なる（2015年）。また，おおむね５年先を見据えた
後継者（労働力）が確保されていない集落営農は
24％にのぼる。集落営農の経営の継承問題が発生し
つつある。主たる従事者がいない集落営農の割合が
高い地域（近畿，中国など）では，組織の平均集積
面積が小さく，後継者が確保されていない割合は高
い傾向がある。こうした集落営農における担い手不
足をカバーするため，集落営農の連合体の結成や，
再編統合の動きが散見されるようになってきた。そ
んな折，統合による集落営農の解散数が2012年より
公表され始めた。それによると，年間39〜65の集落
営農が統合のために解散している。これは経営安定
対策，農地中間管理事業などへの対応とした法人化
の動きとも連動していると思われる。
　集落営農を柱として農地の集約化が進んでいる岐
阜県でも集落間の連携による集落営農の新たな胎動
が始まっている。平坦地に位置する岐阜県海津市で
は，長らく任意組織のままで活動してきた集落営農
の法人化が最近進んだ。20の集落営農のうち15が最
近法人化した。この過程で小さい集落営農が隣接す
る集落営農に統合された。但し，統合された集落営
農は一つに留まる。地域内には旧村を単位とした
200〜300ha規模の集落営農が数社，早くから法人
として活動している。これらを念頭に置き，将来的
には，JA支店を単位とした営農組織構想を検討し
ているが，一挙にそこまでいくことは現段階では難

しいようである。それぞ
れの集落営農で運営方法
には特徴があり，それを
いっぺんに統一して一つ
の組織にすることは無理
があるようだ。
　同様のことは，中山間
地域の白川町にもあては
まる。同町では経営安定
対策を契機として集落
営農の設立が大きく進
み，現在では10組織が活動している。うち６組織が
法人化した。集落営農を構成する集落数は，多くが
１集落であり，平均経営面積も約10haと決して大
きくない。それでも比較的大きい方から順に，単独
で法人化することになった。その理由は，それぞれ
の集落営農の状況が異なっていたり，独自の運営方
法があったりするためである。こうした中，いくつ
かの集落営農でオペ作業の担い手確保などの問題が
生じ，集落域を超えた集落営農間の機械の共同利用
も行われてきた。同町では谷筋に沿い集落が形成さ
れ，水田が拓かれている。農用機械を共同で利用
し，順に上手の集落から下手へと作業を進めること
が効率的であることは良く理解されている。既に，
集落間での話し合いにより，そうした試みを部分的
に実行してきている。そして旧村の領域での集落営
農の再編も視野に入れている。また，大豆について
は，既に，町全体で集落営農の協議会を結成し，大
豆コンバインの共同利用を行っている。これにより
遊休農地が相当程度解消され，大豆加工による６次
産業の発展にも繋がった。
　このように地域において，集落間連携による集落
営農の新たな展開は着実に進んでいる。そこに規模
の経済とともに，範囲の経済を上手く絡ませること
ができれば，就業条件の拡大につながっていく。そ
うした条件を探ることが，農業を基点とした地域振
興を図るためには重要であり，そのためには集落間
での実情をふまえた話し合いが着実に積み重ねられ
ることがポイントになると思われる。

集落間連携による集落営農の新たな展開
岐阜大学応用生物科学部　教授　荒井　　聡
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研 究 成 果

2025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－

食料・環境領域　主任研究官　小泉　達治・古橋　　元＊

１．はじめに
　食料輸入国である日本の食料の安定供給は，世界
の食料需給動向に大きく依存しており，世界の食料
需給について，自らの分析に基づく将来見通しを持
つことは，我が国の食料安全保障政策の重要な基
礎となります。このため，農林水産政策研究所で
は，自ら開発した「世界食料需給モデル」を用い
て，2008年度から毎年，10年後の世界の食料需給見
通しを策定・公表しています。今回は，2013年を基
準年とした「2025年における世界の食料需給見通
し」（以下，「世界食料見通し」）を2016年３月に公
表しました。本稿では，世界食料需給見通しの概要
について紹介したいと思います。なお，世界食料需
給見通しの詳細につきましては公表資料をご参照
下さい（http://www.maff.go.jp/primaff/kenkyu/
model/20160317.html）。

２．世界食料需給モデルの特徴
　世界食料需給モデルは，将来にわたる人口増加率
や経済成長率等についていくつかの前提に基づき，
価格を媒介として各品目の需要と供給が，毎年一致
する「同時方程式体系需給均衡モデル」であり，約
６千本の方程式体系から構成されています（第１
図）。耕種作物の生産量は，収穫面積と単収によっ
て決定され，そのうち単収はトレンドによって，収
穫面積は前年の当該品目および競合品目の生産者実
質価格（生産者が市場で受け取る価格に財政等の直
接的または間接的な補助を加えたもの）によって決
定されます。また，畜産物の生産量は，１頭羽当た
り生産量と飼養頭羽数から決定され，そのうち１頭
羽当たりの生産量はトレンドによって，飼養頭羽数
は前年の飼養頭羽数，当該品目および競合品目の生
産者実質価格および飼料価格によって決定されま
す。そして，国際価格は，各品目の需要と供給が一
致する点において決定されます。
　本モデルの対象品目は，耕種作物６品目（小麦，
とうもろこし，米，その他粗粒穀物，大豆，その他
油糧種子），食肉・鶏卵５品目（牛肉，豚肉，鶏肉，
羊肉，鶏卵），耕種作物の加工品４品目（大豆ミー
ル，その他のオイルミール，大豆油，その他植物
油），生乳・乳製品５品目（生乳，バター，脱脂粉

乳，チーズ，全脂粉乳）の合計20品目となります。
世界食料需給モデルの予測項目は，品目別と地域・
国別の消費量，生産量，純輸出入量および品目別の
実質・名目国際価格です。

３．見通しの前提条件
　今回の見通しにおいては，10年後を予測するとの
観点から2025年を目標年次とし，基準年次は2013年
としました。ただし，基準年である2013年の数値に
ついては，年次による異常値を平準化するために，
2012〜2014年の３年間の平均値となります。
　予測の前提として，2025年に総人口は，アジア，
アフリカ等の新興国および途上国を中心に増加して
81.4億人（13.4％増）に達し，１人当たり実質GDP
は9,848ドル（24.7％増）に増加することを見込みま
した。また，世界の経済成長については，一部の先
進国や新興国で減速感が見られますが，中期的には
今後も緩やかに成長すると見込まれることから，引
き続き新興国・途上国等の総人口の増加や経済発展
の進度が食料需要に影響を与えていくことを見込ん
でいます。

�
＊現OECD（経済協力開発機構）派遣職員。 第１図　世界食料需給モデルの概念図
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４．予測結果
　今後，農産物需要の伸びは鈍化しつ
つも，総人口の継続的な増加，所得水
準の向上等に伴う新興国および途上国
を中心とした食用・飼料用需要の増加
に加え，緩やかに増加するバイオ燃料
原料用需要の下支えもあり，世界の穀
物の需要量は28.0億トンに達する見通
しです。特に，肉類需要量の増加等か
ら飼料用の穀物需要量の増加率は24％
と食用等に比べて高い伸び率を示して
います（第２図）。一方，穀物生産量
は，収穫延べ面積の増加が0.7％の増
加にとどまるものの，単収が16.4％増
加することにより，生産量は17.2％増
加することが見込まれます。
　各品目の2025年における地域別需給
について，まず，小麦をみますと，消
費量に比べて生産量の水準が相対的に
低いアフリカ・中東等の途上国を中心
に純輸入量が増加します。一方，欧州
（ロシアを含む），北米・オセアニアで
は純輸出量が増加する見通しです。特
に北米に含まれる米国の純輸出量は若
干減少すると見込まれます。
　つぎに，米の地域別需給をみます
と，米の世界の生産量および消費量は
アジアが８割以上を占め，今後もアジ
アの需給は拡大しますが，それ以外の
地域では，特にアフリカ・中東で人口
増加に伴って，消費量が増加する傾向
となる見通しです。アフリカ・中東で
純輸入量が増加するのに対し，アジアのインド，ベ
トナム，タイを中心とした新興諸国が純輸出量を増
やし，アジアからアフリカ・中東への貿易が拡大す
る見通しです。
　とうもろこしについては，生産量および需要量
は，すべての地域で増加する見通しであり，特に，
アジアおよびアフリカにおける純輸入量の増加を，
米国とブラジルに牽引される北米および中南米によ
る純輸出量の増加がまかなう見通しとなります。
　そして，大豆の地域別需給をみると，大豆の生産
量の伸びはアジアと欧州で相対的に低く，中南米・
北米の生産量の伸びが高くなる一方で，需要量はア
ジアを中心に増加する見通しとなります。このため，
アジア（特に，中国）および欧州における純輸入量
の増加を，ブラジルおよびアルゼンチンが牽引する
中南米による純輸出量の増加でまかなう見通しです。
　さらに，肉類の需給については，肉類の中でも，
鶏肉の世界全体の生産量・消費量が牛肉の生産量・
消費量を超え，豚肉はアジアを中心に生産量・消費
量が増加し，牛肉の生産量・消費量の増加は他の肉

に比べて相対的に低い見通しとなります。特にアジ
アの肉類純輸入量の増加率は相対的に高くなると見
込まれ，中東およびアフリカにおいても肉類の純輸
入量が増加する見通しです。これらの純輸入量の増
加を，ブラジルを含む中南米および米国を含む北米
を中心とする純輸出量の増加でまかなう見通しです。
　穀物および大豆の価格は，需要が穀物等の供給を
僅かに上回る状態で，価格の伸びは緩やかに推移
し，基準年に比べて名目で26.0〜29.4％，実質で1.0
〜3.9％で上昇する見通しとなります（第１表）。ま
た，肉類の価格は名目で30.1〜37.2％，実質で3.0〜
7.8％上昇する見通しとなり，鶏肉価格の伸びが肉
類の中で一番高く，牛肉価格の伸びが最も低い見通
しとなります。
　以上のように，世界食料需給見通しの予測結果で
は，今後も穀物等の需要量が供給量を若干上回る状
態が継続しますので，穀物等の価格は横ばいに近く
緩やかな伸びで推移すると見通されますが，低かっ
た2006年以前の価格水準に近づくことはないと見込
まれます。

第２図　穀物需要量と１人当たり年間肉類需要量

第１表　主要品目別に見た基準年の価格と目標年の価格
（単位：ドル／トン（耕種作物），ドル／100kg（畜産物））

品　　目 基準年
（2012－14年）

の価格

2025年（目標年）
実質価格 名目価格

増減率（％） 増減率（％）
小麦 262 267 2.0 332 27.0
とうもろこし 250 256 2.3 319 27.4
米 509 514 1.0 640 26.0
その他穀物 197 201 2.2 256 29.8
大豆 510 530 3.9 660 29.4
植物油 1,028 1,173 14.1 1,475 43.4
牛肉 438 451 3.0 601 37.2
豚肉 200 209 4.5 260 30.1
鶏肉 227 244 7.8 304 34.2
バター 393 541 37.8 666 69.7
脱脂粉乳 394 488 23.8 600 52.4
チーズ 437 455 4.0 560 28.1
注．目標年における名目価格については，小麦，とうもろこし，大豆，植物油の
うち大豆油，豚肉，鶏肉は米国のCPI，その他穀物，その他植物油はカナダ
のCPI，米はタイのCPI，牛肉は豪州のCPI，乳製品はニュージーランドの
CPI（いずれもIMFによる）を基に算出している．

144 152

1,176

1,394
1,641

670

817

1,012

33

38

41

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

0

1,000

2,000

3,000

2000-2002年 2012-14年 2025年

（5kg増）

（3kg増）

18.5億トン

23.5億トン

28.0億トン

（5.1億トン増）

（4.5億トン増）

（22%増）

（19%増）
（18%増）

（24%増） 飼
料
用

食
用
等

（kg/人/年）

穀物需要量（左目盛り）

１人当たり年間肉類需要量（右目盛り）

（6%増）

バイオエタノール
原料用

（百万トン）

－3－ No.72 2016.7



研 究 成 果

EUの新共通農業政策（CAP）改革の
概要と実施状況

国際領域　主任研究官　勝又健太郎

１．はじめに

　新CAP改革（2014-2020年）は，第一の柱（直接
支払い等）と第二の柱（農村振興政策）という二柱
立てとそれに基づく国別予算枠の配分という従来か
らの仕組みを維持した上で，①加盟国間・農業者
間の公平化，②EU全体の優先政策である環境保全
のための措置と財源の確保を図るとともに，③加盟
国ごとの事情に対応するために弾力的な仕組みを導
入するという観点から行われました。本稿では，新
CAP改革の概要について直接支払いを中心に整理
し，主要な農業生産国であるフランス，主要な農産
物輸出国であるデンマーク，条件不利地域の多いス
コットランドやフィンランドにおける実施状況につ
いて各国の特徴を把握します。

２．新CAP改革の概要

（１）加盟国間の予算配分の平準化
　直接支払いのha当たりの平均単価がEU全体の平
均（約270ユーロ）の90％に満たない加盟国につい
ては，当該差額分の３分の１を増額する（ただし，
最低水準は196ユーロとする）ように加盟国間の配
分を2020年までに徐々に調整することとしました。

（２）予算執行の弾力化
　加盟国により第一の柱と第二の柱のどちらを重視
していくのか意向が異なるため，各柱の予算枠の
15％を上限として両柱間で財源を移譲できることと
しました（直接支払いの平均単価がEU全体の平均
の90％に満たない加盟国にあっては，第二の柱の
25％まで第一の柱への移譲が可能）。

（３）直接支払いの見直し
　直接支払いのうちデカップル支払いについては，
従来通りに支給される基礎支払いと一定の要件を満
たした場合に支給される上乗せ支払いに分割する形
で再構成されました。
　基礎支払いについては，各加盟国において農業者
間の支払単価の平準化を行うとともに，支給額が
150,000ユーロより多い場合は，その超過額の少な
くとも５％を減額することとしました（下記の再分
配支払いに直接支払いに係る予算の５％以上充当す

る場合，当該措置は免除）。
　上乗せ支払いには，以下のとおり実施が義務なも
のと任意なものが二つずつあります。
　①グリーン化支払い（義務）：基礎支払いの受給
者には気候と環境に有益な措置が義務づけられ，当
該措置を実施した場合に支給，②青年農業者支払い
（義務）：40歳以下の農業者の経営立上げに対して
５年間支給，③自然制約地域支払い（任意）：山岳
地域等の自然制約に直面している地域の農業者に支
給，④再分配支払い（任意）：各農業者の所有する
30ha又は各国の平均規模以下の農地に対して支給。
　また，カップル支払いについては，経済的，社会
的，環境上の観点から重要で，生産維持が困難な特
定の品目等に認められ，実施は任意となりました。
　各加盟国はグリーン化支払いに直接支払いの財源
の30％を義務的に充当することとされましたが，こ
れは，財源確保するために，直接支払いに環境保
全等の公共財供給を促進するという機能を与えて，
EU全体の優先政策に適合させることにより直接支
払いを正当化する必要があったためです。新たな直
接支払い（グリーン化，青年農業者，自然制約地域
支払い）が導入され，第一の柱が第二の柱における
環境，新規就農者，条件不利地域対策を補完する役
割も担うこととなったほか，任意的な支払制度の導
入等により加盟国の裁量の幅が大きくなりました。

３．新CAPの実施状況

　2015年が実質的に実施初年度であり，運用上の課
題等は今後明らかになってくると考えられますが，
フランス，デンマーク，スコットランド，フィンラ
ンドにおける新CAPの実施については制度設計に
各国の特徴が見られました（次頁の表）（注）。

（１）フランス
　平均規模（52ha）以下の農地に対して再分配支
払いが実施されます。カップル支払いに直接支払い
に係る予算枠の15％（EU規則で原則的に認められ
た最大値）を充当し，従来よりも拡充することとし
ており，その84％は畜産部門に向けられています。
これにより，経営部門間では，支払単価の高い耕種
部門から低い畜産部門，特に粗放的な草地畜産に，
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また地域間では，北部の大規模耕作地帯から小農の
多い中山間地域等に所得移転がなされ，経営規模・
部門や地域間の直接支払いの支給額の格差の縮小が
見込まれます。また，第二の柱については，条件不
利地域補償金の支払単価の引上げ等充実化されると
いう点が特徴的です。
　経営の規模や部門が多様であり，地域による違い
も顕著なフランス農業の多様な要請にきめ細かく対
応するために，直接支払いの支給額の格差是正を一
定の限度内で段階的に図ったためと考えられます。

（２）デンマーク
　畜産業（養豚や酪農）が盛んな主要な輸出国です。
小さな国内市場だけでは農業の成長に限界があるこ
とから農業を輸出産業として発展させるために，大
規模経営を行える農家だけが生き残れる構造政策を
進めてきた結果であると考えられます。また，1970
年代以降の集約的農業の発展で畜産業による環境汚
染がもたらされたこと等から環境や気候への影響を
抑えた農業の促進が図られています。
　このため，農業環境支払いの充実を目的として第
一の柱から第二の柱への財源移譲の割合が５〜７％
と比較的高く，また，カップル支払いは，生産費の
高騰により経営困難が深刻になっている肉牛部門の
みに実施し，直接支払いに係る予算枠に占める割合
が2.8％と比較的低いです。また，第二の柱につい
ては，予算の約75％が環境保全や気候変動緩和に関
する取り組みに投入されるとともに有機農業への支
援が大きいことが特徴的です。

（３）スコットランド
　農用地の50％強を野草放牧地が占めており，農用
地の90％弱が条件不利地域です。また，農業生産額
の60％を畜産が占め，牛の70％，羊の85％が条件不
利地域にいます。
　このため，条件不利地域対策の充実を図るため，
第一の柱から第二の柱へ9.5％が財源移譲されると
ともに，第二の柱の予算の30％が条件不利地域対策
に充てられます。また，条件不利地域の主部門であ

る肉牛と羊に対して，カップル支払いが実施されま
す（予算枠に占める割合は10％）。なおCAPの予算
枠は英国全体に対して設定され，スコットランドに
は，従来の実績を踏まえ，第一の柱は英国全体の
16％，第二の柱は18.5％が配分されています。

（４）フィンランド
　欧州でも最北の農業地域であり，平均収量は中央
ヨーロッパに比べて半分程度であり，寒冷地のため
に生産コストが高く，また国境を接していたソ連に
対する安全保障の観点から，家族経営を基盤とする
農家を国土に広く定着させ，食料自給を維持するた
めに手厚い農家保護政策が継続されてきました。
　このため，直接支払い（第一の柱），条件不利地域
支払い・環境支払い（第二の柱）に加えて，自国予
算による北部地域助成，南部地域助成等により重層
的に農家の所得補償を行っています（2015年度の自
国予算による補助金追加分は全体の約20％）。また，
カップル支払いは，肉牛，酪農を対象として，予算
枠の20％まで充当できることを欧州委員会より特例
的に承認されました（2020年には18％まで減少）。

４．まとめ

　以上のように各国の裁量に基づいた新CAPの制
度設計により，①フランスは経営部門・地域等の多
様性を考慮しつつ，直接支払いの支給額の格差縮小
を段階的に図る，②デンマークは輸出指向型の大規
模畜産のウェイトが高く，第二の柱の環境保全対策
の取り組みを強化する，③スコットランドは農用地
の大半が条件不利地域にあり，第二の柱で条件不利
地域対策を充実する，④フィンランドは全土が条件
不利地域に該当し，独自の予算措置を追加して手厚
く保護する，という特徴が見られました。
（注）フランス，デンマークの実施状況は当研究所「平成26年度

カントリーレポート　EU（フランス，デンマーク）」（原口

和夫，浅井真康著）を，スコットランド，フィンランドの

実施状況は「平成27年度カントリーレポート　EU（１）（近

刊）」（同上著）を参照。

表　新CAPの実施状況（％は予算枠内のシェア）
フランス デンマーク スコットランド フィンランド

二柱間の予算移譲 第一柱→第二柱
2015年以降：3.3％

第一柱→第二柱
2015年：５％
2016年：６％
2017－19年：７％

第一柱→第二柱
9.5％ なし

基礎支払い 2015年49％→2018年34％
再分配支払いの拡大に応じ縮小 64％ 58％ 49％

再分配支払い 平均規模（52ha）まで。予算枠を
順次拡大（2015年５％→2018年20％） なし なし なし

グリーン化支払い 30％ 30％ 30％ 30％
青年農業者支払い １％ 1.7％ ２％ １％
自然制約地域支払い なし 0.3％（小島嶼） なし なし

カップル支払い 15％（予算の84％は畜産向け） 2.8％（肉牛部門のみ） 10％（肉牛と羊） 2015年20％→2020年18％
（予算の53％が肉牛，30％が酪農）
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　2015年３月，農林水産政策研究所は世界有数の農
産物輸出国であるデンマークから農業アドバイザー
を招聘し，デンマークの普及システムについて講演
会を開催しました。そこで農業の国際競争力の強化
を図る上で，農家をサポートする民間のアドバイザー
が重要な役割を果たしていることを学びました（１）。
　本稿では，競争力重視のデンマークとは対極とも
言える農業保護重視のフィンランドに着目し，欧州
最北の農業を支える普及システムの役割について報
告します。なお本報告は2015年12月に現地で行った
聞き取り調査の成果に基づいています。

フィンランドの農業について
　フィンランドは北緯60度から70度に位置し，国土
の約1/4は北極圏にあります。国土面積は，33.8万
km2ほどで総人口は547万人です。これは日本とほ
ぼ同じ大きさの国土に北海道と同程度の人々が住ん
でいることを意味します。国土の86％は森林に覆わ
れ，農地は全体の7.6％です。欧州最北の農業地域
であり，平均収量も中央ヨーロッパの半分ほどし
かありません。寒冷地のために生産コストが高く，
加えて1995年のEU加盟によって安価な国外農産物
の流入が増加し，この20年間で４万戸以上の農家
（EU加盟前の40％に相当）が離農しました。
　しかしながら，国境を接していたソ連に対する安
全保障の観点から，家族経営を基盤とする農家を国
土に広く定着させ，食料自給を維持する政策が継続
されてきました。共通農業政策（CAP）下に組み
込まれた現在でもEU予算の直接支払いや自国予算
を組み合わせた条件不利地域支払い等によって手厚
い農業保護を実施しています。その結果，主要農産
物の自給率は総じて高い値を達成しています。
　現在，全国の農家はおよそ56,000戸で，その70％
を耕種農家が占め，栽培環境の良い南部と中部に集
中しています。他方，農産物総売り上げに着目する
と，現在でも酪農を中心とする畜産が全体の80％近
くを占めています。フィンランド農業の特徴は農家
の多くが森林を所有していることです。農家１戸あ
たりの平均農地面積が41ha（2014年）であるのに
対して平均所有森林面積は52haでした。多くの農
家が農村部に点在しており，農家同士の交流が希薄
化していることが問題視されています。また農林業

� 国際領域　研究員　浅井　真康

に加え多角的な経営を行っている農家が多く，その
多くが宿泊施設や観光等のサービス産業に従事して
いることも特徴です。欧州経済の停滞とともにEU
および国内予算に占める農業部門への支援額が縮小
傾向にある中，フィンランドにおいても，僻地の農
業活動を支えつつ，競争力の強化や多角的なビジネ
ス展開に伴う地域振興が重要課題であり，それを支
える普及システムが注目されています。

フィンランドのアドバイザリーサービス
　フィンランドの普及システムについては，国内で
最も古くかつ最も大きな普及団体であるProAgria
の活動を中心に説明していきます。ProAgriaは過
去200年以上にわたって農業普及活動を行ってきた
団体で，現在でも全国農家の７割以上がProAgria
を利用しています。ヘルシンキ郊外の本部と全国に
設置された11の地方センターとが連携を取り合う形
で組織化されています。全国の従業員数は1,300人
を超え，このうちの670名ほどが農業アドバイザー
として全国に均等に配置された地方事務所で働いて
います。
　ProAgriaの特徴は，デンマークと同様に農家を
中心とした会員によって所有される民間の非営利団
体であるという点です。実際，団体運営費用の６割
近くは農家が支払うコンサルティング料で賄われて
います（２）。コンサルティング内容は，作付けや飼
料管理といった生産に直接関わるアドバイスから，
会計簿記の記入や補助金申請の手助け，また経営診
断や投資，相続等まで多岐に渡り，専門的立場から
助言を行っています。また，農産物の作付け計画や
簿記に関するソフトウェアの開発も担い，利用者へ
ライセンス販売も行っています。コンサルティング
料は内容によって異なりますが，例えば経営診断の
アドバイス料は１時間あたり80ユーロ，作付け計画
に対しては初めの１時間は165ユーロ，それ以降は
追加的に１時間あたり69ユーロとなっています。

アドバイザリーサービスの利用促進・内容
向上に向けた取組
　デンマークでは2002年まで運営のほとんどが公費
で賄われていましたが，その後３年をかけて民営化
が進められ，現在，普及活動への公的支援は一切

フィンランドの普及システムフィンランドの普及システム
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ありません。一方，フィンランドのProAgriaでは，
上記の農家が支払うコンサルティング料に加えて，
運営費用の14％は国からの助成金で賄われていま
す。この助成金は，北部等の僻地かつ劣勢環境にお
かれた農家に対する均一なサービスの提供，環境へ
の負荷が少ない農業技術の普及といった明確な用途
に活用されます。
　一方，この助成額は年々減少傾向にあり，その代
わりにアドバイザリーサービスを利用する農家へ利
用料の補助が出されるという形へとシフトしつつあ
ります。具体的には，2014年のCAP改革に合わせ
て，アドバイザーサービスを利用した農家に対し
て，１シーズンに支払うコンサルティング料のうち
最大1,500ユーロまでの補助金が支給されることに
なりました。
　フィンランド政府は，持続的な農業活動を支援
する上でのアドバイザリーサービスの重要性を認
識し，補助金を通じてその利用を後押しし，環境
負荷の少ない農業技術の円滑な普及や農家の競争
力向上を促しています。また，フィンランドには
ProAgria以外にも複数の民間普及団体が存在して
いますが，この補助金の導入によって，クライアン
ト獲得に向けた普及団体間での競争が増し，より良
いサービス提供の向上も期待されます。

普及部門におけるIT化
　現在，ProAgriaはコンサルティング業務の電子
化（e-service）に力を注いでいます。具体的には，
クライアントである農業者がオンライン上でアドバ
イザーと連絡を取り，メールやテレビ電話等を通じ
てアドバイスを受けるというものです。なお，フィ
ンランドでは国内すべての圃場の航空写真が電子情
報化されており，CAP直接支払いの受給申請もオ
ンライン上で可能となっています。このようなIT
システムが発展した理由には，多くの農家が農村部
に点在し，特に僻地の農家にとっては，書類提出の
ために役所へ出向くことやアドバイザーが駐在する
事務所への移動が大きな負担になっていたことが挙
げられます。圃場情報や申請書類が電子化されるこ

とで，農家とアドバイザーが遠隔地にあっても情報
の共有化が可能となり，またアーカイブ化されるこ
とで過去の実績に遡ったより実践的なアドバイスが
可能となりました。ProAgriaはこのような全国の
顧客データを取りまとめ，さらに独自に分析を行う
ことでより包括的なコンサルティングの提供ができ
るようになると考えています。

おわりに
　フィンランドは生産環境に恵まれず，デンマーク
のように畜産業に特化し，輸出国として発展するに
は大きな制約がありました。しかしながら，歴史的
な背景により農業者への手厚い保護が行われ，民間
のアドバイザリーサービスに関しても全国で均一な
サービスを提供するために国からの助成が用いられ
る等の工夫が見られました。今後もサービス利用補
助金の開始やIT化等を通じて，持続的な農業活動
の実施を支えることが期待されています。
　その一方で，現地アドバイザーの「フィンランド
農家は技術的には成熟しているが，大規模少数化が
進むことで孤立化が進んでいる。よって農家同士の
ネットワーク確立が重要」という言葉が印象的でし
た。実際，グループ講習を開催する等，農家同士が知
見を出し合い，ともに経営向上を目指す場を提供す
ることもアドバイザーの大切な役割になっています。
　これまでフィンランドの農業や普及システムにス
ポットを当てた国内の報告はほとんどありませんで
した。しかし，例えば，我が国の中山間地における
農業振興を考察する際には，本報告が明らかにした
ようなフィンランドの知見は大いに参考になると考
えます。

注⑴講演会の詳細については農林水産政策研究所レビューNo.65
（2015年５月29日）に掲載された記事「デンマークの最先端
農業と普及システム」をご覧ください。

　⑵2013年度の収入内訳は，57％がコンサルティング料，18％
は研究プロジェクト助成金，14％は国の助成金，11％はそ
の他でした。

写真１　ヘルシンキ郊外のProAgria本部
資料：ProAgriaのJussi�Juhola氏より提供．

写真２　グループ講習の様子
資料：ProAgriaのHannu�Haapala氏より提供．
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農林水産政策研究所研究員
国際領域
●専門分野
開発経済学，地域研究

●略歴
石川県出身。東京大学大学院経済学研究科修了。日本学
術振興会特別研究員（DC2,�RPD）等を経て平成28年４
月より現職。博士（経済学）。

⃝これまでの研究はどのようなものですか？
　アジアやアフリカで農村調査をしてきました。多
くの途上国農村では，生活費が高騰し，伝統的な農
業・牧畜業で生計を立てることが難しくなっていま
す。そこで住民が，非農業活動や出稼ぎ，コミュニ
ティでの相互扶助を実践し，なんとか生活している
という，グローバル化の中での生き残り戦略を肌で
感じながら研究をしてきました。

⃝現在の研究はどのようなものですか？
　現在の課題は，「アジアやアフリカにおける食料
需給や農業政策に関する研究」です。具体的には，
インドネシアやケニアを主な対象国とし，主食等を
自給するためにどのような政策がとられ，近年の農
業がどのように変化しているのかを明らかにしま
す。インドネシアでは，増加する人口に安定的に主
食を供給するため，一部の米を輸入しています。農
業が高付加価値化し，パーム油の輸出が増加する中
で，環境問題も深刻化しています。他方，ケニアで
は旱魃が起きる度に貧しい人々の食料が不足し，国
際機関からトウモロコシの提供を受けています。同
時に，一部の豊かな人々の米の消費が増え，米が大
量に輸入されています。長期的には，これらの国
と，先進国日本とが共有する課題として，食料を必
要に応じて輸入しながらも自国農業の国際競争力・
自給力を高めるような政策形成に貢献する研究を行
いたいです。

⃝今後の抱負は？
　ASEAN経済共同体の発足（2015年），「TICAD・
アフリカ会議Ⅵ」（2016年）を機にインドネシアや
ケニアへの関心が一層高まる中，ニーズに合った研
究を深めたいと思います。これまでの経験を生か
し，政策の影響を大きく受ける農村住民の「現場の
声」を理解し，広く発信していきたいと考えていま
す。

⃝これまでの研究はどのようなものですか？
　学部時代から食（消費）と農（生産）の適切な「つ
ながり」の構築を問題意識として抱き，様々な研究
を行ってきました。具体的には「栄養素から見た需
給構造の変遷」，「生産者の意識構造」，「生協産直や
農産物直売所の持続的展開」をテーマにした研究で
す。GISや空間計量経済学の手法を適用し，情報の
可視化や波及効果のような空間的な相互作用の把握
にも取り組みました。生産者に対する選択実験型ア
ンケートや農産物直売所の実態調査も実施しました。

⃝現在の研究はどのようなものですか？
　１つ目は，食料品アクセス問題に関する研究で
す。近年，高齢化の進展や食料品店の減少を背景と
する食料品アクセス問題が取り沙汰されています。
これらに対応した望ましいサプライチェーンの在り
方を検討するため，全国規模の個票データを用い
て，食料品店へのアクセスが困難であることが栄養
摂取や健康に与える影響を分析し，現状把握に努め
ています。
　２つ目は，生産者の農産物出荷先に関する研究で
す。食と農の距離拡大が指摘され，解消するための
試みが全国各地で実践されています。消費者と生産
者の相互理解を深めるための取組が，生産者の農産
物出荷先選択や農産物販売額へ与える影響を検討し
ています。

⃝今後の抱負は？
　アンケートデータなどの統計分析が研究の中心に
なると思われますが，現場感覚を大切にして社会的
意義のある実証経済学の研究を目指します。人々の
気持ちをおもんぱかる優しさ・謙虚さを失わず，粘
り強く確かな分析を行いたいと思います。そして，
研究の面白さ・それが持つ政策的インプリケーショ
ンをより多くの人と共有できるように，分かりやす
く伝える力を備えた研究者を目標とし研究に励みた
いです。

菊島　良介
（きくしま　りょうすけ）

農林水産政策研究所研究員
食料・環境領域
●専門分野
農業経済学（フードシステム，産直・
農産物直売所，空間計量経済学）

●略歴
栃木県出身。2011年３月東京大学修士（農学），2015年
３月東京大学博士（農学）。東京大学大学院農学生命科
学研究科　農学研究員を経て，2016年４月より現職。
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⃝これまでの研究はどのようなものですか？
　学生時代は，主にアジアにおける日系食品企業の
海外進出要因に関する研究に取り組みました。特
に，日系冷凍食品企業の立地選択行動を分析対象と
し，年代による立地選択要因の変化や，現地市場の
需要力に着目して，定量的な分析を行ってきまし
た。
　アジア圏における日系食品企業は，1985年のプラ
ザ合意から1990年代中ごろまでの期間には，それま
で日本国内で行っていた労働集約的な業務を，よ
り低廉な労働力を求めて中国やASEAN諸国を中心
に移行し，最終生産品は日本へ逆輸入するといっ
た，「垂直型」の生産活動を行っていました。しか
し2000年代に入ると，アジア諸国の経済成長ととも
に各国内で賃金が高騰し，それまでのような「垂直
型」生産活動で利潤を上げることが難しくなってき
ました。一方で，アジア諸国内の購買力の増加に着
目し，現地市場やその周辺国市場の獲得を目的とし
た，「水平型」生産活動にシフトしてきています。
　以上は現地調査，ヒアリング調査，および計量分
析から明らかになったことですが，同時に「水平
型」生産活動を行う上で，多くの障壁や課題が存在
することもまた事実です。ヒアリング調査により明
らかになった，アジア現地市場獲得を目指す日系食
品企業が直面する課題として，食文化の違いや消費
者ニーズの把握の困難性，冷蔵庫の未普及，進出先
でのコールドチェーンの未整備等が重要な情報とな
ることに注目し，分析に取り組んできました。

⃝今後の抱負は何ですか？
　需要が拡大を続けるアジア市場において，供給国
としての新たな「日本の立ち位置」と，日本が果た
すべき役割を意識しながら，日本産農林水産物・食
品の輸出拡大に向けて，モデル構築などの定量的な
手法と，現地調査などの定性的な手法の，両面から
アプローチする研究を行っていきたいと思っていま
す。

⃝現在取り組んでいる主な研究テーマ
　学生時代は，主に実態調査に基づきながら，労働
市場の地域性と農業構造，そして地域農業システム
に関する研究に取り組んできました。

⃝具体的にはどのような研究ですか？
　日本の農業は，いわゆる構造問題と呼ばれる大規
模経営体の形成・担い手の育成が課題となってきま
した。ところで日本の農地の多くは個々の農家が所
有していますが，農家の大多数は兼業に取り組んで
います。とはいえ，一口に兼業農家の方といって
も，兼業に集中し，農地の多くを貸し出す方もいれ
ば，兼業しながら農業を継続し続けるケースもあり
ます。ただ，ある地域の農家がどのような行動を取
る傾向にあるかは，農家世帯員が勤めることが可能
な農外就業先がその地域でどの程度展開しているの
か，ということが重要になってきます。そして兼業
機会が豊富で，農地を貸し出す農家が多い地域であ
れば，こうした農地を集める大規模な経営体が形成
されやすくなります。このように，農家の行動は農
外就業先との関係から決まるところが大きいため，
私は各地域の農外労働市場に着目しながら農業構造
を分析するという研究に取り組んできました。また
農業は地域性の強い産業であることから，担い手育
成のための地域独自の農業政策や支援制度といった
地域農業システムの取り組みにも着目し，フィール
ドワークからその実態や農業構造との関係につきま
しても研究を進めてきました。

⃝今後の抱負は？
　地域ごとに異なる労働市場と農業構造の関係性を
実態調査研究から明らかにするとともに，統計分析
を通じ全国的な動向をとらえることによって，より
よい農業政策や地域性に即した農業システム作りの
提案に取り組んでいきたいと考えています。

池川真里亜
（いけがわ　まりあ）

農林水産政策研究所研究員
食料・環境領域
●専門分野
新経済地理学，空間計量経済学

●略歴
茨城県出身。2014年３月筑波大学修士（学術），2016年
３月筑波大学博士（学術）。2016年４月より現職。

曲木　若葉
（まがき　わかば）

農林水産政策研究所研究員
農業・農村領域
●専門分野
農業経済学（農業構造問題，地域
労働市場論，地域農業システム論）

●略歴
東京都出身。2016年３月東京農工大学大学院連合農学研
究科博士課程修了。2015年度日本学術振興会特別研究員
（DC2）。2016年４月より現職。博士（農学）。
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　農村振興にかかる問題については，先進各国は同
様の現象を共有しているように思われます。西欧各
国では，70〜80年代から農村への人口移動が指摘さ
れていますが，フランスの近年の研究によると，こ
うした農村への人口流入は，若年層によるものであ
り，彼らは，都市に就業先を持ちながら，都市部で
は住居を持てず，住居費用の安価な周辺農村部に居
住し，毎朝，都市部へと自動車通勤することになり
ます。農村部への人口流入は，必ずしも田園生活を
享受しようというロマンチックな動機だけに基づ
くのでなく，こうした現象は多くの論者によって，
「隔離ségrégation」という表現で，批判的に指摘さ
れるようになりました。もちろん，こうした人口増
を当て込んで，農地の都市化を待つ人たちもおり
（「宝くじに当たる」という表現がよく使われます），
その多くは元農業者の子息です。小規模面積の農地
を所有し，その農作業はすべて農作業請負会社に委
託しているので，「幽霊経営者」と皮肉を込めて呼
ばれます。こうした農村の都市化の問題，優良農地
の浸食の問題が，フランスでの近年の政策課題の重
要な一つをなしています。
　このような状況もある農村をどのように振興して
いくのか，本書は，具体的な事例に基づいた研究成
果の集成です。その手法もエンジニア科学，農学，
社会科学などの学際的な手法に基づいており，「研
究＝教育・訓練＝行動」というアプローチを基本と
しています。
　さて，本書の構成ですが，第一部は地域振興に資
する研究アプローチの提示がなされます。１章は
「アクター＝研究者のパートナーシップの支援」，２
章は「研究＝教育・訓練＝行動」，研究者の調査・
分析と現場アクターの知識・能力の向上，そして実
際への課題の取り組みを，並行して，有機的に連携
しつつ進めていくものです。３章は「Thau地方に
おける地域エンジニアリング」，４章は「地域ガバ
ナンス実施のためのガイドブックの構築」，５章は
「共有された地域診断手法」に当てられています。
いずれも地域での経験を踏まえ，かなり理論的にま
とめられ，ガイドブックや診断手法のように，ここ
で採用されているアプローチは，別のコンテキスト

『地域振興のためのパートナーシップ』
アンドレ・トール，ドミニック・ヴォレ共編著

 
国際領域　上席主任研究官　須田　文明

にも容易に移転可能な
ように叙述されていま
す。
　第二部は，部門的争
点に向けられた手法と
題され，農業や森林部
門について，より実践的な勧告がなされています。
６章は「ブルゴーニュの持続的農業のための蛋白作
物部門の潜在力」，７章は，「乳業者に適用された早
期シグナル戦略システム®3SP」であり，酪農家の
意思決定支援ツールを紹介しています。８章は「森
林政策と土地利用計画の分析手法」で，1999年と
2009年のハリケーンに見舞われた森林地帯で，都市
化圧力のある地方（ランドの県）を事例に，地域振
興と森林部門をよりよく管理するための手法が紹介
されています。９章は「資源アプローチ」と題し
て，VercorsのブルーチーズとArdècheの栗という
二つの地理的表示産品（欧州のPDO登録）を事例
に，差別化・種別化の戦略として，可能な限りのア
クターを動員して地域の特有の魅力の発掘・顕在化・
強化を図るための資源アプローチの手法を論じてい
ます。
　第三部は地域的争点全体への対応に資する動員
可能な戦略的手法を取り上げています。10章は
「Grand�Clement地区における地域整合性スキーム
SCOTの参加型手法」について扱っています。2000
年に制定されたSCOTは土地利用計画化の主軸と考
えられており，その主たるイノベーティブな特徴
は，都市計画の作成から修正，フォローアップまで
を担う公的機関（この場合，市町村ではなく広域行
政圏）がすべての計画・実施・関係者の結節点とな
ることです。11章は「ライフサイクル分析による地
域メタン化プロジェクトの環境評価」，12章は「飲
料水取水地帯におけるシナリオ共同構築」，13章は
「地域アニメーションによる景観の公共政策の実施
をいかに支援するか」です。
　本書の各章の題目を見ても，フランスが，我が国
と多くの共通問題に直面していることがうかがえま
す。また，研究者と地域振興アクターとが協力して
課題に取り組んでいる姿が見えてくることと思います。

『Partenariats pour le 
 développement territorial』

著者／André Torre, Dominique Vollet
出版年／2016年
発行所／QUAE
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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 アメリカの農業保険の最近の動向 月刊NOSAI 第68巻
第４号 2016年４月

上林篤幸 「USDA（米国農務省）2025年農業見通し」の
概要（小麦について） 製粉振興 第582巻

５月号 2016年５月

吉井邦恒 アメリカ2014年農業法に基づく農業保険の拡
充 月刊NOSAI 第68巻

第５号 2016年５月

田中淳志 大学生による農山村・農林業体験活動の動向と
体験前後の変化 農林水産政策研究所レビュー No.71 2016年５月

國井大輔・林　　岳・
澤内大輔

木質エネルギー利用による森林管理や地域経済
への影響評価　―岩手県西和賀町を事例に― 農林水産政策研究所レビュー No.71 2016年５月

八木浩平 くだものマーケティング講座（48）「食の外部化」
の進展と果物（一） 果実日本 第71巻

５号 2016年５月

三澤とあ子 近年の消費者ニーズに合わせた国産果物の提供 果実日本 第71巻
６号 2016年６月

八木浩平 くだものマーケティング講座（49）生鮮果物と
カットフルーツに関する消費者の意識構造（二） 果実日本 第71巻

６号 2016年６月

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

勝又健太郎・原口和夫・
浅井真康

EUの新共通農業政策（CAP）改革の概要と実施
状況 研究成果報告会（農林水産政策研究所） 2016年５月26日
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農林水産政策研究に関連する学会等の紹介
（2016年８月～９月開催）

開　催　大　会　等 主　　催 開　催　日　時 開　催　場　所

RSS 2016 Annual Meeting Rural Sociological 
Society

2016年８月７日（日） 
～10日（水）

Tront Marriott Downtown 
Eaton Centre

2016年東北農業経済学会・青森大会 東北農業経済学会 2016年８月25日（木） 
～27日（土） 弘前大学

2016年応用生態工学会第20回大会
（東京大会） 応用生態工学会 2016年９月２日（金） 

～５日（月） 東京大学農学部キャンパス

平成28度日本水産学会秋季大会 日本水産学会 2016年９月８日（木） 
～11日（日） 近畿大学農学部

環境経済・政策学会2016年大会 環 境 経 済・ 政 策
学会

2016年９月10日（土） 
～11日（日）

青山学院大学青山キャン
パス

日本オペレーションズ・リサーチ学会
2016年秋季研究発表会

日本オペレーション
ズ・リサーチ学会

2016年９月15日（木） 
～16日（金） 山形大学小白川キャンパス

平成28年度日本農業経営学会研究大会 日本農業経営学会 2016年９月15日（木） 
～18日（日） 京都大学農学部

日本南アジア学会第29回全国大会 日本南アジア学会 2016年９月24日（土） 
～25日（日） 神戸市外国語大学

日本地理学会2016年秋季学術大会 日本地理学会 2016年９月30日（金） 
～10月２日（日） 東北大学川内北キャンパス
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