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巻頭言
食の多面的機能
茨城大学農学部 教授
農業の多面的機能が議論されて久しいが，食にも
多面的機能があるのではないか，と最近考えてい
る。このことを考えるきっかけになったのは，2015
年と2016年に実施したトロントでの調査である。ト
（註）
とい
ロントでは，フードポリシー・カウンシル
う組織が，食に関わる様々な問題解決（肥満やフー
ドデザートなど）に取り組んでいる。とくに力を入
れている活動のひとつに都市農業の振興がある。屋
上菜園や学校菜園，コミュニティガーデンなどで
人々が農業を行い，収穫物を分け合い，調理し，共
食することで，コミュニティのつながりが再構築さ
れていると評価されている。トロントのような大都
市では，様々な民族が互いに近接して暮らしている
が，食を通じて，出会い，互いの文化や習慣に触れ
る機会が生まれたのである。こうした活動により，
感情的なわだかまりを緩和したり，地域の犯罪率の
低下などにも一役買っているそうだ。ジョンズ・ホ
プキンス大学の研究によれば，北米では，都市にお
ける食料をめぐる様々な問題に取り組む組織とし
て，フードポリシー・カウンシルが多数設立されて
きているとのことだ。その背景には，都市問題の緩
和や肥満の改善に，食や農が貢献しうることが広く
認識されつつあるためと考えられる。
そもそも食に無縁な人々がいないことは，まちづ
くりのツールとしても食が大きな可能性をもつこ
とを意味する。じっさい，トロントのフードポリ
シー・カウンシルの初期に関わったWayne Roberts
氏は『Food for City Building』という著作を公表
しているように，食を切り口としたまちづくりがト
ロントでは取り組まれている。食をツールとした活
動には，まちづくり以外にも，教育，福祉，観光，
雇用創出などの期待も寄せられている。食はまさに
多面的機能をもつといえる。
このように食とまちづくりが接近してきたことに
よって，都市計画の分野からも積極的なアプローチ
がなされるようになってきた。都市のなかでどのよ
うに食や農を配置していくのか，その際にどのよう
な観点（環境，健康，地域活性化など）を盛り込む
べきかなどが議論されていく。都市計画と食は，こ

立川 雅司

れまでほとんど関連付け
て考えられてこなかった
が，こうした状況が変化
し つ つ あ る。 こ の こ と
は，公共的な観点を食や
農にも導入することを意
味する。従来のフードシ
ス テ ム は， 基 本 的 に 民
間事業者が経済的利益
獲得を至上目的とした
＜私＞の領域と考えられ
てきた。フードシステムに関する研究も，サプライ
チェーンの最適化や効率化，産業組織論や消費者行
動の研究などにウェイトが置かれてきたが，このこ
ともこうした＜私＞的領域において派生する事象を
分析対象とするという前提があったためと考えられ
る。
しかし，食が多面的機能をもつのであれば，フー
ドシステムを公益性や公共性という観点からも評価
する必要があるのではないだろうか。例えば，地域
振興やコミュニティ形成，格差解消，健康増進，持
続性などの公益性の観点からフードシステムを再評
価するという視点が必要となろう。究極的にはどの
ような食料供給のあり方が社会にとって望ましいの
か，多角的な価値観から評価し，実現に向けて事業
者と行政，市民が協働するということが必要であろ
う。トロントではまさにこうした取り組みが行われ
てきたと言える。
食は，社会そのものにも栄養を与え，社会を構成
する人々の関係を調節する機能があるのではない
か。食を多面的機能という観点から再評価し，食を
ツールとした様々な働きかけを通じて，よりよい地
域社会の創出ができるのではないだろうか。
註．フードポリシー・カウンシルの北米での展開に関しては，

－1－

下記を参照のこと。
Harper et al.著（加藤・立川共訳），「フードポリシー・カ
ウンシル：その経験からの示唆」，『のびゆく農業』1014号，
2014年
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民間流通制度導入後の国内産麦のフードシステムの
民間流通制度導入後の国内産麦のフードシステムの
変容に関する研究（小麦編）
変容に関する研究（小麦編）
～最新の需給事情も踏まえた今後の対応方向～
～最新の需給事情も踏まえた今後の対応方向～
企画広報室長
企画広報室長

１．はじめに
１．はじめに

民間流通制度への移行当初（2000年）は，北海
道産小麦の生産増により供給が需要を大きく上回
民間流通制度への移行当初（2000 年）は、北海道
る事態となってしまいました。ところが，平成27
産小麦の生産増により供給が需要を大きく上回る事
（2015）年産は，過去最高の生産量（全国で100万ト
態となってしまいました。ところが、平成 27（2015)
ン）にもかかわらず，需要が供給を上回る状況が続
年産は、過去最高の生産量（全国で 100 万トン）に
いています。こうした事態となった要因を，主産地
もかかわらず、需要が供給を上回る状況が続いてい
ごとに，近年の新たな動きも踏まえて解明しまし
ます。こうした事態となった要因を、主産地ごとに、
た。その中で，わが国の小麦のフードシステムにお
近年の新たな動きも踏まえて解明しました。その中
ける各主産地産の小麦の位置付けを明確化し，今
で、わが国の小麦のフードシステムにおける各主産
後，国内産小麦の需要を引き続き拡大させ，それに
地産の小麦の位置付けを明確化し、今後、国内産小
対応していくために取り組むべき中長期的な課題に
麦の需要を引き続き拡大させ、それに対応していく
ついて考察します。
ために取り組むべき中長期的な課題について考察し
２．各主産地における小麦の生産動向
ます。
民間流通制度が導入された2000年度以降，北海道
２．各主産地における小麦の生産動向
で生産されている品種が大きく変わり，北関東４県
でも長らく生産の大宗を占めていた古い品種から新
民間流通制度が導入された 2000 年度以降、北海
品種への転換が急速に進展し，新たな品種が次々に
道で生産されている品種が大きく変わり、北関東 4
導入されてきました。九州北部４県でも，古い品種
県でも長らく生産の大宗を占めていた古い品種から
が残ってはいるものの，品種転換が徐々に進展して
新品種への転換が急速に進展し、新たな品種が次々
います。
に導入されてきました。九州北部 4 県でも、古い品
特に，北海道では，中力系の「ホクシン」から「き
種が残ってはいるものの、品種転換が徐々に進展し
たほなみ」への全面転換に加えて，強力系の「ゆめ
ています。
ちから」の導入・増産，同じく強力系の「春よ恋」
特に、北海道では、中力系の「ホクシン」から「き
の増産により，外国産と品質面で遜色のない品種が
たほなみ」への全面転換に加えて、強力系の「ゆめ
中力系小麦，強力系小麦双方で揃ったことになりま
ちから」の導入・増産、同じく強力系の「春よ恋」
す（第１図）
。
の増産により、外国産と品質面で遜色のない品種が
また，九州北部４県（福岡，佐賀，大分，熊本）
中力系小麦、強力系小麦双方で揃ったことになりま
でも，中力系小麦の「チクゴイズミ」が全県で生産
す（第１図）
。
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第１図「春よ恋」
「春よ恋」、「ゆめちから」の作付面積の推移
第１図
、「ゆめちから」の作付面積
第１図
「春よ恋」,「ゆめちから」
の作付面積の推移
の推移
資料：北海道庁農産振興課調べ。
資料．北海道庁農産振興課調べ．

資料．北海道庁農産振興課調べ．
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されているのに加えて，強力系小麦において，「ミ
また、九州北部 4 県（福岡、佐賀、大分、熊本）
ナミノカオリ」が４県すべてで生産されるように
でも、中力系小麦の「チクゴイズミ」が全県で生産
なっており，中力系小麦だけでなく，強力系小麦で
されているのに加えて、強力系小麦において、
「ミナ
も品種の統一が進みつつあります。
ミノカオリ」が 4 県すべてで生産されるようになっ
北関東４県（群馬，栃木，茨城，埼玉）でも，中
ており、中力系小麦だけでなく、強力系小麦でも品
力系小麦では，全県で共通する品種として「さとの
種の統一が進みつつあります。
そら」への転換が行われました。他方で，強力系
北関東 4 県（群馬、栃木、茨城、埼玉）でも、中
小麦については，各県でそれぞれようやく生産が
力系小麦では、全県で共通する品種として「さとの
始まった段階にあり，作付品種も４県でそれぞれ異
そら」への転換が行われました。他方で、強力系小
なっている点が課題となっています。
麦については、各県でそれぞれようやく生産が始ま
３．主産地ごとに異なる国内産小麦のサプ
った段階にあり、作付品種も 4 県でそれぞれ異なっ
ライチェーンの特徴
ている点が課題となっています。
小麦のサプライチェーンでは，北海道産，九州北

３．主産地ごとに異なる国内産小麦のサプ
部４県産，北関東４県産いずれも，使用される場所
ライチェーンの特徴
や使用する実需者が異なっています。北海道産小

麦は，80％弱が北海道外（首都圏だけでなく関西
小麦のサプライチェーンでは、北海道産、九州産、
圏，中部圏も高い割合）に移送されて製粉され，主
関東産いずれも、使用される場所や使用する実需者
に大手２次加工メーカーが全国展開する製品の原料
が異なっています。北海道産小麦は、80％弱が北海
として使われています。他方で，九州北部４県産小
道外（首都圏、だけでなく関西圏、中部圏も高い割
麦の約70％が九州内で製粉され，主に九州内の中小
合）に移送されて製粉され、主に大手 2 次加工メー
２次加工メーカーによって使用されてきました。こ
カーが全国展開する製品の原料として使われていま
れらに対して，北関東４県産小麦の多くが関東内で
す。他方で、九州産小麦は、その約 70％が九州内で
製粉され，大手製粉企業を中心に外国産とブレンド
製粉され、主に九州内の中小 2 次加工メーカーによ
され，主に大手２次加工メーカーの製品の原料とし
て使われてきました。そして九州北部４県，北関東
って使用されてきました。これらに対して、関東産
４県では，地元の中小２次加工メーカーが大手との
小麦はその多くが関東内で製粉され、大手製粉企業
差別化を図るために地元産小麦の使用に積極的であ
を中心に外国産とブレンドされ、主に大手 2 次加工
り，それを地元の中小製粉企業が地元産小麦を使っ
メーカーの製品の原料として使われてきました。そ
た小麦粉を供給することで支えています。これに対
して九州、関東では、地元の中小 2 次加工メーカー
して，北海道では地元の中小製粉企業がそれぞれ北
が大手との差別化を図るために地元産小麦の使用に
海道産小麦を積極的に使用した小麦粉を製造してい
積極的であり、それを地元の中小製粉企業が地元産
ますが，販売先は北海道外のウエイトが高くなって
小麦を使った小麦粉を供給することで支えています。
います。
これに対して、北海道では地元の中小製粉企業がそ
このように，2014年時点では，国内産小麦につい
れぞれ北海道産小麦を積極的に使用した小麦粉を製
ては，主産地ごとに販売先である程度棲み分けがで
造していますが、販売先は北海道外のウエイトが高
きていました。しかし，今後，各主産地での品種転
くなっています。
換を受けて，次第に小麦の生産量が増えてくると，
このように、2014 年時点では、国内産小麦につい
国内産と外国産の競合関係が強まる中で，これまで
ては、主産地ごとに販売先である程度棲み分けがで
棲み分けていた３主産地間の競合関係も強まるもの
きていました。しかし、今後、各主産地での品種転
と考えられます。
換を受けて、次第に小麦の生産量が増えてくると、
また，こうした需要の変化に合わせて，それぞれ

－2－

の消費動向
４．主産地産ごとに見た国内産小麦の近年
の消費動向
北海道産では、強力系小麦の増産等により、
「国内

産小麦使用」表示製品が、うどんから冷やし中華、
北海道産では，強力系小麦の増産等により，「国
ラーメン、パンへと製品の種類でも拡大しています
内産小麦使用」表示製品が，うどんから冷やし中
華，ラーメン，パンへと製品の種類でも拡大してい
(第１表)。まだ大きなシェアを占めるにはいたって
ます（第１表）。まだ大きなシェアを占めるにはい
いませんが、国内産小麦を
100％使用した食パンの
たっていませんが，国内産小麦を100％使用した食
販売額の推移をみると、新製品が登場する度に国内
パンの販売額の推移をみると，新製品が登場する度
産小麦
100％使用の食パン市場が拡大しています
に国内産小麦100％使用の食パン市場が拡大してい
（第２図）
。
ます（第２図）。
他方、九州産小麦は、独自の食感を出せる「チク
他方，九州北部４県産小麦は，独自の食感を出せ
ゴイズミ」や「ミナミノカオリ」は、九州内だけで
る「チクゴイズミ」や「ミナミノカオリ」は，九州
なく、首都圏、関西圏でも使用されるなど、国産志
内だけでなく，首都圏，関西圏でも使用されるな
向の強い消費者向け需要を確保しています。ラーメ
ど，国産志向の強い消費者向け需要を確保していま
ン用に開発された「ラー麦」の需要も着実に拡大し
す。ラーメン用に開発された「ラー麦」の需要も着
ています。
実に拡大しています。
これらに対して、関東産「さとのそら」は、単に
これらに対して，北関東４県産「さとのそら」は，
外国産小麦とのブレンドで使用されるだけでなく、
単に外国産小麦とのブレンドで使用されるだけでな
く，単独での使用の拡大も期待されています。北関
単独での使用の拡大も期待されています。関東各県
東各県で生産され始めた強力系小麦も徐々に用途が
で生産され始めた強力系小麦も徐々に用途が広がっ
広がっています。
ています。
このように，国内産小麦の積極的な利用が増加
このように、国内産小麦の積極的な利用が増加し
しているため，平成27（2015）年産が豊作にも関
ているため、平成 27 年産が豊作にも関わらず過剰
わらず過剰は発生しませんでした。その後，平成
は発生しませんでした。その後、平成 28 年産の北
28（2016）年産の北海道産，九州産小麦の不作見込
海道産、九州産小麦の不作見込みもあって、多くの
みもあって，多くの産地銘柄で，品薄感から平成29
産地銘柄で、品薄感から平成 29 年産の入札価格が
（2017）年産の入札価格が上昇しており，供給を需
上昇しており、供給を需要が上回る逆ミスマッチ状
要が上回る逆ミスマッチ状態になっています。
態になっています。

５．国内産小麦の需要拡大に向けた中長期
的な対応方向
５．国内産小麦の需要拡大に向けた中長期
的な対応方向
今後の少子・高齢化の進展により，中長期的には

小麦の全体需要の減少が見込まれる中で，日本全体
今後の少子・高齢化の進展のより、中長期的には
で，国内産小麦の需要の維持・拡大のためには，国
内産小麦の使用割合が大きい中力系小麦から小さい
小麦の全体需要の減少が見込まれる中で、日本全体
強力系小麦への転換を進める必要があります。中長
で、国内産小麦の需要の維持・拡大のためには、国
期的な視点に立てば，大手の製パンメーカーや製麺
内産小麦の使用割合が大きい中力系小麦から小さい
企業のニーズに対応するためには，北海道におい
強力系小麦への転換を進める必要があります。中長
て，強力系小麦の増産を優先させていく必要があり
期的な視点に立てば、大手の製パンメーカーや製麺
ます。その場合，根強い需要がある北海道産「きた
企業のニーズに対応するためには、北海道において、
ほなみ」の生産減少を，外国産小麦との代替ではな
強力系小麦の増産を優先させていく必要があります。
く，九州北部４県や北関東４県等での中力系小麦の
その場合、根強い需要がある北海道産「きたほなみ」
増産で埋めることができれば，国内産中力系小麦に
対する需要を拡大させられる可能性があります。そ
のためには，北海道外で使用されている「きたほな
み」と代替で使用できるような高品質の中力系小麦
の生産を北海道外の産地で拡大させることが重要で

れる可能性があります。そのためには、北海道外で
使用されている「きたほなみ」と代替で使用できる
ような高品質の中力系小麦の生産を北海道外の産地
で拡大させることが重要です。また、北海道産「ゆ
す。また，北海道産「ゆめちから」を北海道外の産
めちから」を北海道外の産地の中力系小麦とブレン
地の中力系小麦とブレンドすることで，パンや中華
ドすることで、パンや中華麺において、地元産小麦
麺において，地元産小麦を使用し，そのことを表示
を使用し、そのことを表示した製品の生産が可能に
した製品の生産が可能になりました。
なりました。
以上を踏まえれば，中長期的には日本全体で国内
以上を踏まえれば、中長期的には日本全体で国内
産小麦への需要を俯瞰して，各主産地が競合関係を
産小麦への需要を俯瞰して、各主産地が競合関係を
強めるのではなく，連携して，限られた量の国内産
強めるのではなく、連携して、限られた量の国内産
小麦をそれぞれの特性を踏まえて有効に使って需要
小麦をそれぞれの特性を踏まえて有効に使って需要
に応えていくという視点も重要になってくると考え
に応えていくという視点も重要になってくると考え
られます。
また，今後，パン用，中華麺用での国内産小麦の
られます。
積極的使用，ブレンド使用による需要の増加も期待
また、今後、パン用、中華麺用での国内産小麦の
されることから，今後は，製粉企業による，パン，
積極的使用、ブレンド使用による需要の増加も期待
中華麺での国内産小麦使用のためのⅰ）製粉技術の
されることから、今後は、
製粉企業による、パン、
向上，ⅱ）ブレンドや使用ノウハウの蓄積，ⅲ）２
中華麺での国内産小麦使用のためのⅰ）製粉技術の
次加工メーカーや外食事業者への技術サポートの充
向上、ⅱ）ブレンドや使用ノウハウの蓄積、ⅲ）2
実等も重要になってくると考えられます。
次加工メーカーや外食事業者への技術サポートの充
実等も重要になってくると考えられます。
第１表 生麺，ゆで麺（チルド）販売金額ランキン
（単位：％）
グ（首都圏，2015年）

第1表 生麺、ゆで麺（チルド）販売金額ランキング(首都圏、2015年）
販売金額
順位
1

製品の種類・製造企業の規模・産地表示

シェア
(単位：％）
10.3
販売金額
うどん大手製品（北海道産小麦使用表示あり）
3.3
製品の種類・製造企業の規模・産地表示
シェア
そば大手製品（国内産小麦使用表示なし）
2.9
10.3
焼そば大手製品（国内産小麦使用表示なし）
冷やし中華大手製品（国内産小麦使用表示なし）
2.2 3.3
うどん大手製品（北海道産小麦使用表示あり）
そば大手製品（国内産小麦使用表示なし）
ラーメン大手製品（北海道産小麦使用表示あり）
1.5 2.9
冷やし中華大手製品（国内産小麦使用表示なし）
2.2
冷やし中華大手製品（国内産小麦使用表示あり）
1.4
1.5
ラーメン大手製品（北海道産小麦使用表示あり）
うどん大手製品（国内産小麦使用表示あり）
1.4
1.4
冷やし中華大手製品（国内産小麦使用表示あり）
うどん大手製品（国内産小麦使用表示あり）
1.3 1.4
うどん大手製品（国内産小麦使用表示あり）
うどん大手製品（国内産小麦使用表示あり）
焼きうどん大手製品（国内産小麦使用表示なし）
1.2 1.3
焼きうどん大手製品（国内産小麦使用表示なし）
うどん大手製品（国内産小麦使用表示あり）
1.2 1.2
1.2
うどん大手製品（国内産小麦使用表示あり）
焼そば大手製品（国内産小麦使用表示あり）
1.2
1.2
焼そば大手製品（国内産小麦使用表示あり）
つけ麺大手製品（国内産小麦使用表示なし）
1.0 1.0
つけ麺大手製品（国内産小麦使用表示なし）
焼そば大手製品（国内産小麦使用表示なし）
1.0 1.0
焼そば大手製品（国内産小麦使用表示なし）
うどん大手製品（国内産小麦使用表示あり）
うどん大手製品（国内産小麦使用表示あり）
0.9 0.9
ラーメン大手製品（北海道産小麦使用表示あり）
ラーメン大手製品（北海道産小麦使用表示あり）
0.9 0.9
焼そば大手製品（国内産小麦使用表示なし）

順位
2
13
24
35
4
6
5
7
6
78
89
9
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15

上位15製品の売上高に占める国内産小麦使用表示のある製品
上位15製品の売上高に占める国内産小麦使用表示のある製品のシェア
のシェア

41.341.3

資料：日経メディアマーケッティング社による首都圏スーパーマーケット等108 店
資料：日経メディアマーケッティング社による首都圏スーパーマー
におけるPOS データに基づき筆者が集計。

ケット等108店におけるPOSデータに基づき筆者が集計.

円/千人

大手食品スーパーB社が国
内産小麦100％使用の新製
品をPBで発売
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また、こうした需要の変化に合わせて、それぞれ
主産地ごとに異なる形で形成されていた国内産小麦
のサプライチェーンも、より広域なものに変わって
いくことが求められると考えられます。
主産地ごとに異なる形で形成されていた国内産小麦
のサプライチェーンも，より広域なものに変わって
４．主産地産ごとに見た国内産小麦の近年
いくことが求められると考えられます。

国内産小麦100％使用の食パンの販売額の推移（首都圏）
第２図 第２図
国内産小麦100％使用の食パンの販売額の
資料：日本経済新聞デジタルメディア社による首都圏スーパーマーケットなど100店舗におけるPOSデータより筆者が集計。
推移（首都圏）
注：食パンのうち、国内産小麦を100％使用していることが明らかな製品のみ計上した。菓子パン、テーブルパンは含んで

いない。
資料：
日本経済新聞デジタルメディア社による首都圏スーパーマー
ケットなど100店舗におけるPOSデータより筆者が集計．
注．食パンのうち，国内産小麦を100％使用していることが明ら
かな製品のみ計上した．菓子パン，テーブルパンは含んで
いない．
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タイの経済思想と農業開発の新潮流


国際領域

タイの「充足経済」と農業「新理論」
タイには充足経済（セタギット・ポーピアン，英
語ではSufficiency Economy Philosophy（SEP）と
訳されている）という経済思想があります。これ
は，仏教の「中道」の考え方に基づいて，過剰な生
産と消費を戒め，ほどほどの経済活動を勧めるもの
です。昨年崩御したプミポン前国王は，長年この充
足経済を唱導してきました。この思想が経済政策に
実際に取り入れられるようになったのは，1997年の
アジア通貨危機で，タイ経済が大きな被害を受けた
ときからです。このときタイ社会は，持続可能でな
い経済成長がいかに脆いものなのかを経験しまし
た。そして，ひたすら経済成長を追及してきた姿勢
を反省し，グローバリゼーションの不安定さから国
を守り，バランスの取れた経済の必要性を認識した
と言われています。充足経済は，第８次５カ年計画
（1998年～2002年）から，国家経済開発計画に取り
入れられ，2017年からの第12次計画でも計画の基本
的な考え方に位置づけられています。また2014年か
ら2017年にかけては，充足経済に基づいた開発事業
として約290億円の資金で，全国の村で，農業協同
組合による農民の組織化や国有地の払い下げ事業な
どが実施されています。
この充足経済は抽象的な思想であることから，政
治や経済，あるいは個人から国家まで，様々な局
面，レベルにおいて適用が可能なものとされていま
す。そして農業については，前国王は，具体的な実
践モデルとして，小規模複合農業モデルである農業
「新理論」を発表しています。この「新理論」は，
農地不足，気象リスク，適切な農業技術の欠如等々
の，農業発展を阻害する多くの要因を踏まえた上
で，それぞれの農民が自らの土地を，水田，野菜・
果樹園，ため池，住宅地に，一定の割合に分割して
利用・管理するというモデルです。そうすることで，
まず食料などの必要な物資を安定的に確保して外部
の変動から身を守り，次の段階として，余剰生産物
を市場で販売することを目指すという，段階的で
リスク回避型の農業経営戦略です。この「新理論」
は，輸出作物のモノカルチャーを行っていた多くの
農民に，新たな選択肢を示したものです。現在，こ
の「新理論」農業の技術を教える研修センターが多
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く設立されており，持続的な小規模農業の考え方を
普及させています。
ただし小規模複合農業は，労働集約的で効率が悪
いことも事実です。そうした批判に対して，ここで
は新たな発展の可能性を示す１つの事例としてサン
プランモデルを紹介します。

サンプランモデル
サンプランモデルはナコンパトム県で展開してい
る開発プロジェクトで，中心となっているのは，サ
ンプラン・リバーサイドというリゾートホテルで
す。このホテルは，エコツーリズムやMICE（企業
の会議や研修，国際会議や展示会，学会などのイベ
ント）を経営に積極的に取り入れています。この経
営戦略と，地元で有機農業に取り組んでいた農民と
が結びついて成立しているのがこのモデルです。
サンプランモデルでは，ホテルが農民から有機農
産物を直接購入しています。またホテルの敷地の中
に，農民が生産物を持ち込んで販売できる農民市場
を開設し，彼らの販売機会を増やしました。こうし
た，農家と消費者を直接つなぐ新しい販売チャネル
を提供することで，地元で生産される有機農産物の
バリューチェーンを構築し，地域のフードシステム
をよりバランスの取れたものに変えているとのこと
です。
事業の実施を担っているブリス財団には10人のス
タッフがいて，プロジェクト参加農家への支援を行
うとともに，未参加農家への勧誘も行っています。
農家は栽培から販売にいたる様々な活動に参加して
います。現在，11の有機農家グループが参加してい
て，国際的な有機農産物認証機関であるIFOAMの
認証を受ける準備をすすめています。
そうした農家グループの１つを紹介しておきま
す。このグループには30の農家が参加していて，
リーダーは元村長の女性です。50代以上の農家の参
加が多く，彼らの中には農薬による健康被害を受け
ている参加者が多いことから，有機農業を行うこと
は徳を積むこと（タンブン）になるとリーダーは考
えています。このグループは５年前に充足経済の研
修センターを設立し，２年前からサンプランモデル
に参加しています。リーダーによると，有機栽培
導入の理由は３つあります。第１に生産コストの削
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減，第２に農民自身の健康
大学/学校
政府/自治体
問題，そして第３に消費者
研究開発
支援
情報
資金
に安全な食品を届けたいと
いう農民の気持ちです。以
フェアトレード
前，稲作や果樹栽培で農薬
や化学肥料を大量に使用し
サンプラン・
有機農家
消費者
ていたころは，健康被害の
リゾート
問題がしばしば生じたそう
エコツーリズム
です。こうしたことがあっ
て， ５ 年 前 に， こ の 女 性
企業
マスコミ
潜在的な事業
リーダーが最初に，農薬・
振興
CSR
報道
化学肥料の使用をやめたと
資金
のことでした。
図 サンプランモデルの概要
このグループは，行政に
資料：サンプランモデルのリーフレット中の図に基づいて筆者作成．
勧められてサンプランモデ
ル に 参 加 し ま し た。 参 加
ためという側面も有り，サンプランモデルは，PPP
したことで受けられた支援として，第１にIFOAM
（国際有機農業運動連盟）の有機認証の取得費用を （官民パートナーシップ）の枠組みを有していると
言えるでしょう。その他，研究開発に関してはカセ
プロジェクトが負担してくれました。第２に参加農
サート大学やマヒドン大学などと協力関係にありま
家ということで資金の借入れができました。第３に
す。
サンプランホテルに，有機栽培した果物（グアバ）
を通年で，直接，定価で出荷できるようになりまし
サンプランモデルの含意
た。
これまでタイの農産物は国際市場で高い競争力を
彼女たちの有機農業（米，果物）の特徴は，地元
維持してきました。しかし，それが貧しい農民の生
の資源を多く利用していることです。研修センター
活福祉の向上にどれだけ結びついてきたのか，疑問
では，地元で生産されている牛乳を肥料に利用する
の残るところでもあります。このような状況下で，
農法を開発し，他の農家にも普及させました。その
現在，仏教思想に基づいた充足経済が重視されてい
他の地元の資源として，糖蜜，米ぬか，卵も肥料と
ることは注目に値します。「新理論」農業に対して
して利用しています。こうした有機農業への取組に
は，非効率的な経営モデルであるとの批判もありえ
よって，生産コストが低下し，米の単収も向上しま
ますが，ここで紹介したサンプランモデルは，小規
した。グループのリーダーは，こうした活動は充足
模農家のグループと観光セクターの事業との連携に
経済の考え方と合致していると考えています。
よる農村開発の新たな可能性を示しています。この
現在，７農家が有機認証を取得していて，11農家
事例は多くの開発のトピック（PPP，持続的開発，
が申請中です。認証を受けるためには２年間は無農
農民組織化，有機農業，高付加価値化，地産地消，
薬栽培を継続する必要があります。しかし，有機農
バリューチェーン，フェアトレード，農民市場，
法への移行時には収量の低下も生じます。そのため
MICE，エコツアー，地産地消）が取り入れられた
移行期間における所得減少への対応が課題となって
一種のショーケースとなっています。おそらく，こ
います。
の中に見られる様々な試みから，それぞれの地域で
このサンプランモデルには，リゾートホテルと有
の実践に有効なアイデアを学ぶことが重要と考えら
機農家という組み合わせに加え，官民の様々な組織
れます。
が関与しています（図）。政府機関では農業・協同
日本でも「食と農の景勝地」制度の発足など，農
組合省の農業局や普及局，土地開発局が関わってい
業と観光を連携させて，地域全体の振興につなげよ
ます。商務省はホテル内の直売市場の創設，有機農
うという動きが盛んになっています。サンプランモ
産物のプロモーション，広告宣伝に関わり，国内取
デルのように，観光セクター側からの働きかけか
引局は，このホテルと農家の間の取引の保証価格の
ら，地元の農業者との効果的な連携が生じることも
設定に関与しています。保健省も週末市場の運営で
期待されるところです。
協力しており，またホテル事業やエコツーリズムの
実施に関連しては観光関連の部局も協力していま
す。一連の政府組織の関与は，政策課題の達成の
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研究レビュー

世界食料需給見通しに関するレビュー
食料・環境領域

１．はじめに
農林水産政策研究レビューNo.72では，「2025年に
おける世界の食料需給見通し」について紹介しまし
たが，この他にも国連機関，国際機関，各国政府，
大学等の各機関が世界食料需給見通しを実施・公表
しています。本稿では，こうした各機関における世
界食料需給見通しで用いた食料需給予測モデルにつ
いてレビューを行い，こうしたモデルに共通した課
題について解説します。

２．各機関による世界食料需給見通しの概要

主任研究官

小泉

達治

して，中期的な世界の食料需給見通しを公表してい
ます。
農林水産省では，大賀圭治氏（現東京大学名誉教
授）が計量経済モデルである「世界食料需給モデ
ル」を1974年に開発しました。その後，同氏を中心
に改良が加えられ，1982年に中期的な世界食料需給
見通し結果を公表しました。1992年，1995年，1998
年には，大賀圭治氏及び小山修氏（現国立研究開
発法人国際農林水産業研究センター（JIRCAS）理
事）らが同モデルを改良したIFPSIM（International
Food Policy Simulation Model）を用いて，農林水
産省とJIRCASが共同で見通しを行いました。この
IFPSIMをベースに農林水産政策研究所では，2008
年度から世界の食料需給に関する定量的予測分析と
して，「世界食料需給モデル」を開発し，その後も
継続的に改良を行い，世界食料需給見通しを毎年公
表しています。
また，米国の大学の連合体による研究機関による
予測としては，ミズーリ大学コロンビア校及びアイ
オワ州立大学を中心とした大学や研究機関の連合組
織である食料農業政策研究所（FAPRI）が，1984
年以降，米国下院や連邦政府の委託研究として，計
量経済モデルを用いた中期的な世界の食料需給見通
しを定期的に公表しています。FAPRIでは，アイ
オワ州立大学及びミズーリ大学コロンビア校が中心
となり，世界農産物需給見通しを公表してきまし
た。このFAPRIのモデルは毎年公表される「ベー
スライン予測」（趨勢予測）を基に，農業政策のみ
ならず，環境，エネルギー分野に関連した各種政策
シナリオ分析が実施され，米国の農業政策，環境政
策，エネルギー政策の企画・立案にも活用されてき
ました。FAPRIでは，ミズーリ大学コロンビア校
が米国の食料需給見通しを担当し，アイオワ州立大
学が米国以外の世界食料需給見通しを担当しまし
た。しかし，予算の制約等の理由から，アイオワ州
立大学による世界農産物需給予測は2012年公表分が
最後となり，2013年以降は，ミズーリ大学コロンビ
ア校のみが米国の農産物需給見通し及び世界バイオ
燃料需給見通しを毎年，公表しています。

（１）中期的な世界食料需給見通し
おおむね５年から10年後の予測期間となる中期的
な世界食料需給見通しに関しては，世界の様々な
機関から公表されています。まず，米国農務省で
は，米国国内の農業政策に要する財政支出を予測す
るとともに，世界の食料需給についての中期的展
望を明らかにするため，1971年以降，計量経済モ
デルを用いた世界の食料需給見通しを発表してい
ます。1971年に公表された最初の予測では，多品
目・多数国を対象とする連立方程式需給予測モデ
ル（Grainモデル）による1980年までを対象とした
世界の食料需給見通しを行いました（大賀，1998）。
それ以降，米国農務省はGOL（Grains, Oilseed and
Livestock） モ デ ル，SWOPSIM（Static World
Policy Simulation）モデル，FAPSIM（The Food
and Agricultural Policy Simulator）モデルを開発・
使用し（小泉，2007），現在ではPEATSim（Partial
Equilibrium Agricultural Trade Simulation） モ デ
ルを用いて，米国と世界の農畜産物の需給状況，価
格等についての中期見通しを毎年，発表していま
す。
国 連 食 料 農 業 機 関（FAO）で は，1970年 を 目 標
年次とする1962年発表の最初の予測以来，計量経
済モデルを用いた世界食料需給見通しを数回にわ
たり実施してきました。また，経済協力開発機構
（OECD）は，各国の農業政策が世界の農産物需給
に与える影響について分析することを目的として，
計量経済モデルであるAGLINKモデルを用いて，
（２）長期的な世界食料需給見通し
1995年以降，定期的に世界の中期的食料需給の展望
FAOは， 世 界 の 食 料， 栄 養 不 足 等 の 諸 問 題
を公表しています。2005年以降は，OECDとFAO
を 検 討 す る た め に， 世 界 の 食 料 需 給， 栄 養 不 足
は共同で，AGLINK-COSIMOモデルを開発・活用
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人 口 等 に つ い て の2030年 及 び2050年 の 長 期 見 通
し を2006年， そ し て2012年 に 発 表 し ま し た。 ま
た，IFPRIで は，IFPSIMモ デ ル を ベ ー ス と し た
IMPACT（International Model for Policy Analysis
of Agricultural Commodities and Trade）モデルを
用いて，他の水資源モデルや作物生育モデルとリン
クした気候変動等の影響による2050年における世界
食料需給及び栄養不足人口についての見通し結果を
2010年及び2014年に公表しました。さらに，農林水
産省では，2050年の食料需給の姿を描くベースライ
ン予測を2012年６月に公表しました。
（３）各国・地域を対象とした需給見通し
各 地 域 を 対 象 と し た 需 給 見 通 し と し て は，
European Commission（欧州委員会）がEU域内の
農畜産物を対象に中期的な食料需給見通し結果を
定期的に公表しています。特にEUによる農畜産物
需給見通しでは，小麦はデュラム小麦，普通小麦
（Common Wheat）に分けられており，乳製品につ
いても生乳，バター，チーズ等７品目の需給見通し
を公表している点が，他の予測とは異なる大きな特
徴です。また，個別の国を対象とした需給見通しと
しては，豪州農業・水資源省が５年先までの世界及
び豪州の小麦，砂糖，牛肉等13品目の需給，輸出，
在庫率，国際価格，豪州からの輸出価格等を公表し
ています。そして，ブラジルでは連邦政府である農
牧供給省のほか，サンパウロ州工業連盟でもブラジ
ル国内の主要農畜産物等を対象に中期的な需給見通
しを行い，定期的に公表しています。さらに，中国
でも，農業部市場早期警戒専門委員会が中国の農畜
産品の中期見通しを2015年から公表しています。

３．世界食料需給見通しに関する課題
これまで各機関による中・長期的な需給見通しに
ついて紹介しましたが，一部を除き，モデルの構造
が公表されていません。また，各機関の見通しの目
的や前提条件，基準年，基準年データ，予測対象年
等が異なるため，各機関の見通し結果を比較する
ことは容易ではありません。そうした前提の上で
はありますが，当研究所のネットワークを通じて
USDA，OECD-FAO，IFPRI等 の 担 当 者 と 行 っ た
意見交換も踏まえながら，各機関の見通し結果を考
察すると，以下の共通する課題があると考えます。
第１に，各機関の世界食料需給見通しは，いずれ
も現行の単収の伸びが継続し，収穫面積の拡大に特
段の制約がないことを前提としていることです。第
２に，前提条件として，予測期間中における各国
政府の政策変更等は考慮していないことです。第
３に，いずれの予測もマクロ経済前提として，人
口，国際原油価格予測データを外部の機関による予

測データに依存していることです。なお，経済成長
率について，OECD-FAOは独自の予測データも活
用していますが，それ以外は外部の機関による予測
データに依存しています。第４に，中期的な食料需
給見通しでは天候が平年並みに推移することを前提
としており，気候変動による特段の影響を設定して
いませんが，長期的な食料需給見通しでは，外部か
らの気候変動予測データを設定して予測を行ってい
ることです。経済成長率，国際原油価格データは基
準年の変動があるため，どの時点のデータを外生変
数として使用したか，どの機関による予測データを
使用したかで食料需給見通し結果は大きく異なりま
す。また，気候変動予測データでもどの全球気候モ
デル（Global Climate Model）を使用し，そのうち，
どの代表濃度経路シナリオ（RCPシナリオ）
，社会
経済シナリオ（SSPシナリオ）等を使用したかによ
り食料需給見通し結果は大きく異なります。
こうした世界食料需給モデルに基づく将来見通し
は，ありうべき事態を想定することを通して，食料
価格の乱高下を招くような要因については，事前に
予測を行い，その予測が「現実とならない」ように
未然に対策を講じるためにも極めて重要です。ただ
し，世界食料需給見通しに用いた計量経済学的手法
は，程度の差はあれ現実社会の単純化であり，単純
化によって捨象された部分は予測に反映されず，過
去に見られなかった行動パターンは予測され難く，
数量化の困難な要因も多い（大賀，1998）のが現状
です。このため，前提と異なるような不測の事態
（政策の変更，異常気象の頻発，紛争の勃発等）が
発生した場合には，予測とは異なる結果が生じるこ
とも想定されます。
こうした限界を補完するためにも，計量経済学的
なモデルによる予測だけでなく，定性的な世界食料
需給動向分析や各種先行研究，衛星情報の活用等に
よるモニタリングも組み合わせて，世界の食料需給
についての将来の見通しや分析を行っていくことが
必要です。また，計量経済モデルそのものについて
も，予測限界の克服に向けて，個別に不確定要素を
分析し，こうした成果をモデルに組み込んでいく不
断の努力も必要です。このためにも，農林水産政策
研究所では，中期的な世界食料需給の見通し精度を
高めるべく，モデルの改良を常に行っています。
【引用文献】

大賀圭治（1998）
『2020年世界食料需給予測』，農山漁村文化協会。
小泉達治（2007）「米国農務省における穀物等中期需給予測の概
要」，『食料と安全』第５巻第８号，全国瑞穂食糧検査協会，
42-47頁。
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シンポジウム概要紹介
北東アジア農政研究フォーラム

第11回国際シンポジウムについて
北東アジア農政研究フォーラム（FANEA）

れ，来年度は日本（東京もしくはその近郊）で開催
し，「農村地域の活性化～地方創生に向けて～」を
統一テーマに，「農業・農村の構造変化と担い手問
題」と「農産物のマーケティング」の２つのセッショ
ンを設けることに決定しました。また，３研究機関
の国際共同研究の実施について，継続して検討・調
整することとなりました。

北東アジア地域（日本・中国・韓国）は自然・社
会条件に共通点が多く，経済がグローバル化する中
で，食料・農業・農村問題にも共通点が存在しま
す。こうしたことを踏まえ，農林水産政策研究所
は，中国農業科学院農業経済発展研究所（IAED/
CAAS: Institute of Agricultural Economics and
シンポジウムの概要
Development, Chinese Academy of Agricultural
Sciences）及び韓国農村経済研究院（KREI: Korea
今回のシンポジウムは「農業政策の評価」と「条
Rural Economic Institute） と と も に， 北 東 ア
件不利地域の発展」という２つのセッションに分
ジ ア 農 政 研 究 フ ォ ー ラ ム（FANEA: Forum for
けて行われました。開会式では中国CAASの張慧杰
Agricultural policy research in North East Asia） （ZHANG Huijie）国際協力局副局長，中国IAEDの
を2003年に設立し，研究活動の連携を図っていま
王所長，日本の政策研の別所所長，韓国KREIの金
す。この活動の一環として，統一テーマを設定して
院長の順番で挨拶しました。日本の政策研の別所所
最新の研究成果を報告・討議する国際シンポジウム
長は，日中韓３か国の農業政策研究機関の連携を深
を，３機関の持ち回りにより，ほぼ年１回のペース
めることにより，今後の研究水準の向上と農業・農
で開催しています。
村の発展に貢献できると，FANEA国際シンポジウ
2016年12月８日（木）に，中華人民共和国北京
ムの意義を強調しました。
市において，「条件不利地域の発展と農業政策の評
価」をテーマに，第11回国際シンポジウムが開催さ
セッションⅠ「農業政策の評価」
れました。農林水産政策研究所（以下，政策研）か
セッションⅠは，日本の政策研の別所所長が座長
らは，別所智博所長他５名（橋詰登，河原昌一郎， となり，報告・討議が行われました。
福田竜一，吉田行郷，上林篤幸）が参加し，韓国か
まず，韓国KREIの金彌卜（KIM Mee-Bok）氏か
らはKREIの金昌吉（KIM Chang-Gil）院長他５名， ら「韓国の農業政策の評価」というタイトルで，韓
中国からはIAEDの王東陽（WANG Dongyang）所
国政府の業績評価管理システムに基づく施策の評価
長他多数が参加しました。
や，公共投資の定量的評価について報告がありまし
た。
日中韓所長会議
次に，日本の政策研から橋詰総括上席研究官が
シンポジウムに先立つ12月７日（水）午後，日中
「日本における農村政策の体系化と施策展開－中山
韓３研究機関の所長会議が開催されました。次回の
間直接支払制度に焦点をあてて－」というタイトル
第12回国際シンポジウムについて意見交換が行わ
で報告を行い，これからの農村政策は，関連予算の

シンポジウム会場の北京湖北ホテル・ロビーにて
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企画広報室

拡充とそのための客観的評価手法の開発や省庁間の
連携により，事業や施策をより実効性のあるものに
充実していくことが重要等の指摘を行いました。
続いて，中国IAED の李先徳（LI Xiande）氏か
ら「中国における大麦産業政策に関する分析」とい
うタイトルで，大麦はチベットなど辺境地域を中心
とした重要作物であり，また中国におけるビールの
消費量の急増に伴いその原料としての需要が急増し
ているので，消費量の増加に追いつかない分は輸入
に依存し，自給割合が急速に低下しているという旨
の報告がありました。
その後，韓国KREIの朴文浩（PARK Moon-Ho）
氏，日本の政策研の河原企画官，中国IAEDの李寧
輝（LI Ninghui）氏の３人を討議者としてセッショ
ンⅠの討議が行われました。河原企画官は，日本の
報告の要点を確認した上
で，韓国，中国の報告に
適宜コメントを行いまし
た。特に，韓国の報告に
対しては，我が国におけ
る政策評価制度の概要を
紹介するとともに，政策
評価の具体化に向けて目
標年度の設定と客観的指
標が重要である等の指摘
河原昌一郎企画官
を行いました。
セッションⅡ「条件不利地域の発展」
午後のセッションⅡは，韓国KREIの金院長が座
長となり，報告・討議が行われました。
まず，日本の政策研から福田主任研究官が「農村
再生を目指す広域地域組織の現状とその意義－住
民主導による地域マネジメントの可能性－」につ
い て， 主 に 日 本 に お け
る 広 域 地 域 組 織（BCO:
Broad Community
Organization）が農村社
会に果たしている多様な
役割および重要な活動に
関する報告を行いました。
次に，中国IAEDの呂
開宇（LYU Kaiyu）氏 か
ら，「中国西部の少数民
族の貧困に関する研究」
福田竜一主任研究官

交流情報課長

上野

忠義

について報告されまし
た。なお，この報告に関
連して中国の討議者であ
る李芸（LI Yun）氏から，
中国の国土は広大であ
り，チベットや新彊ウイ
グル地区では国家防衛の
観点からなるべく人に住
んでいてもらいたいが，
一般的に地域村落を維持
吉田行郷企画広報室長
するのに行政コストがか
かるので，むしろ，なくなってくれた方がよい村落
も多いとの発言もありました。
続いて，韓国KREIの鄭道採（CHUNG Do-Chai）
氏から，「韓国農村地域の社会的・経済的変化とそ
の政策対応」と題して，韓国の農村社会の変貌に関
する報告が行われました。
その後，日本の政策研の吉田企画広報室長，中
国IAEDの李芸氏，韓国KREIの朴時炫（PARK SiHyun）氏の３人を討議者としてセッションⅡの討議
が行われました。討議の中で吉田企画広報室長は，
農村地域の活性化に向けての参考として，我が国に
おける農福連携による地域興しの取組事例を紹介す
るとともに，日本は水田の水利用に伴う共同作業を
基礎とするので，地縁で農村コミュニティを維持す
る組織や集落営農組織も比較的立ち上げやすいが，
韓国の農村では，地縁より血縁をより重視するの
で，そうした組織を立ち上げづらいのではないか等
の指摘を行いました。これに対して韓国からは，30
年くらい前から血縁に基礎を置く社会から変化しつ
つあり，農村の活性化のためにはバリューチェーン
や特産食品の確立が重要になってきているとの返答
がありました。
なお，セッションⅡのテーマの「条件不利地域の
発展」については，日中韓の３研究機関の共同研究
となっており，研究成果を一冊の報告書にまとめま
した。
今回のシンポジウムの報告や討議を通じて，３か
国の農業・農村の現状に違いはあるものの，農村に
おける高齢化や過疎化等は３か国共通の大きな問題
であると認識されました。FANEAの活動を通じて
互いの国の経験を共有し，問題の解決策を共に考え
れば，より良い政策の立案に資するものと期待され
ます。
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６次産業化のさらなる推進に向けて
～高知市土佐山地域のゆずを活用した取組を事例に～
政策研究調整官

久保田

純

報告者：農林水産政策研究所 食料・環境領域 上席主任研究官 小林 茂典
土佐山ファクトリー協同組合 理事長 宮地 正忠氏
旭食品株式会社 主任研究員 窪添 真史氏
日時：平成28年11月29日（火）14時～16時 場所：農林水産政策研究所セミナー室
６次産業化については，平成23年３月に施行され
た「地域資源を活用した農林漁業者等による新事業
の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する
法律」に基づき，2201（平成29年２月13日現在）の
総合化事業計画が認定されており，地域ごとの特徴
等を踏まえながら，全国各地で様々な取組が行われ
ています。
農林水産政策研究所では，地域ぐるみの６次産業
化の取組を中心に，主に農業者・農村サイドにメ
リットをもたらす連携等のあり方や，取組内容を全
国的に広げていくための調査・分析を行っています。

はじめに
平成28年11月29日のセミナー・研究成果報告会で
は，６次産業化の取組の事業規模拡大や事業活動の
面的広がり等をいかにして図るか，という観点か
ら，①当研究所から，我が国の流通システムの特徴
を踏まえたバリューチェーンの形成と，高知市土
佐山地域のゆずを活用した６次産業化の取組につい
て，②旭食品（株）から同社の事業展開の特徴と６
次産業化への取組について，③旭フレッシュ（株），
JA高知市，土佐山ゆず生産組合が共同出資し，設
立した土佐山ファクトリー協同組合からは，ゆずの
加工残渣を活用した新商品開発と再資源化の取組に
ついて，報告がなされました。本稿では，その概要
を紹介します。
報告①

農林水産政策研究所食料・環境領域
上席主任研究官 小林茂典

６次産業化の取組には，農林漁業者が自ら農林水
産物の加工や販売などに取り
組む多角化タイプや農林漁業
者が加工・販売業者と連携（農
商工連携）して取り組む連携タ
イプなどがありますが，事業
規模の拡大や活動の面的広が
り等を図るためには，農業を
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ベースに製造業や卸・小売業，飲食サービス業，観
光業等と連携した垂直的な事業活動の「複合体」の
形成を目指すことが重要です。このような複合体の
形成に向け，関係者間での課題や目標の共有，資源
の相互活用，相互交流等を行いながら，信頼関係・
協調関係を強めていくことが大切です。また，この
複合体は，流通システムの観点からいえば，農業サ
イドが主導的ないしは関与の度合いを高めながら付
加価値を形成し，消費者・実需者につながっていく
という点で「川上主導型バリューチェーン」の構築
に向けた取組として把握することができます。
６次産業化は，地域の自然，歴史，文化等に根ざ
した資源を活用した事業展開を行うものであり，地
域資源は容易に代替できない，資源量に制約がある
等の理由により「小売主導型流通システム」に見ら
れるような高い頻度の商品の入れ替えには適合しに
くいと言う性質があります。また，小売主導型流通
システムにおいては，商品の企画・価格設定等が小
売主導で行われるため，バリューチェーンの中で創
出された付加価値の配分が農業・農村サイドの所得
増大に繋がらないケースや，農業者が単なる原料
供給者としての役割に終始している事例も見受け
られます。農業・農村サイドの所得増大に繋がる６
次産業化の取組を進めるためには，「川上主導型バ
リューチェーン」の構築が必要ですが，従来の６次
産業化の取組においては，消費者ニーズの収集力や
商品販売力等が課題となっています。
加工食品卸売業との連携による６次産業化の推進
は，このような課題の解決のための一つの選択肢と
言えます。加工食品卸売業は，「川中」に位置して
いることから，供給サイド，実需サイドの双方にバ
ランスのとれた商品の企画・開発が可能であるほか，
小売業よりも商品の品揃えが豊富で需要喚起の可能
性を有する多様な商品供給が可能であるといえま
す。こうした点も念頭におきながら，従来型の卸売
機能に加え，自ら加工品を開発・生産したり，産地
への生産支援や売り場提案等の小売支援などの「中
間流通機能」を有する加工食品卸売業者と連携した
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報告③

○ 「中間流通機能活用型」の６次産業化の概念図
○ 中間流通機能活用型流通システムの概念図
シーズ情報

ニーズ情報

土佐山ファクトリー協同組合理事長
宮地正忠氏

高知県はゆず生産で作付面
積，生産量とも日本一であり，
地
農林漁業者
農林漁業者
小売業者
加工食品卸等
加工食品卸等
土佐山地域を含む高知市は県
域 〈1.5次加工等の多角化
資
販路開拓・拡大
内では作付面積，生産量も５
「中間流通機能」
連携
源
・加工機能
ズ
・生産支援（産地支援・共同
位です。土佐山地域と旭食品
開発等）
・小売支援（売り場提案等）
（株）との関係は，1989年から
生産・供給
始まり，当初はゆずの原料果汁
900kgを購入し，ゆずポン酢の生産販売を始めまし
たが，保管技術の向上を行った結果，現在では170
「中間流通機能活用型」の６次産業化の取組が求め
㌧になっています。この間，2006年，2007年と２年
られています。
連続してゆずの不作が続きポン酢生産に不足を来す
具体的な事例として，高知市土佐山地域における
状況になったことを受け，2008年には高知市，土佐
ゆずを活用した６次産業化の取組では，2008年に土
山ゆず生産組合との間で「パートナーズ協定」を締
佐山ゆず生産組合，旭食品（株），高知市の三者間
で「パートナーズ協定」を締結しました。これは， 結し，その後５年間，毎年100万円を高知市に助成
し，土佐山ゆず生産組合での苗木購入や技術講習会
生産者にとってはゆずの安定生産が所得向上のため
の開催に役立ててもらうなど，生産体制を長期的に
には不可欠，同社にとってはゆず果汁の安定的確保
サポートし，ゆず生産の安定確保に尽力していま
が必要，行政にとっては同地域の振興・活性化が急
す。また，若い社員に生産農家で収穫体験を積ませる
務，という理由から，同地域のゆずの生産振興・安
など，
生産現場まで踏み込んだ取組も行っています。
定化が必要という３者の共通認識の醸成・課題の共
ゆずは，青果物として流通するのは約３割で，加
有が図られたことを背景として締結されたもので
工品には青果品以外を使用して生産しています。毎
す。この協定により，同地域におけるゆずの生産振
日20㌧～40㌧を処理しますが，82％が皮，種，袋等
興と生産基盤の強化が図られ，2008年と比べると組
の絞りかす（残渣）となって発生し，これらは従来，
合員数は126人から201人へ，作付面積は52haから
58haへと増加しています。６次産業化の推進には， 産業廃棄物として処分していました。ゆず加工品の
生産は順調に増産していましたが，加工残渣の処分
地域資源，様々な活動，主体の組み合わせによる相
も増大したため，残渣の中の半分を占める皮の活用
乗効果を高めるための多様な連携を促進させる仕組
策として，新たなバイオプラントを設置し，ゆずオ
みづくりが重要です。
イルやフローラルウオーターなどの高付加価値の新
商品の開発や肥飼料として農家に還元する循環シス
報告② 旭食品株式会社主任研究員 窪添真史氏
テムも構築しています。
今後は，高齢化する農家の後継者問題，販路の拡
旭食品（株）は，関東から九州を地盤とした食品
大，新商品の開発や農商工連携による所得や雇用の
企業であり，子会社としてゆず加工等を行う旭フ
確保，地域活性化等が課題となっています。
レッシュ（株）があります。
食を通じて「人と地域」を大きく育てる企業へ成
事業連携
事業連携
長していくことを目標としており，2016年４月，本
「川上と川下が連携する６次産業化の取り組み」
「川上と川下が連携する６次産業化の取り組み」
社に新たに六次産業推進部と地産外商推進課を発足
させました。六次産業推進部では，六次産業化へ向
流通・
搾汁
加工
販売
けた企画・投資の検討，地域活性化への仕組み作り
生産
ＪＡ高知市
旭フレッ
旭フレッ
果汁
（生産組
等を担当しており，地産外商推
シュ㈱
柚子生産
シュ㈱
合）
組合
旭食品㈱
精油精製
進課では高知県商材の外商，全
残渣有効活用
事業
果皮残渣
国の地域商材の発掘，提案を担
バイオマス再
資源化装置
土佐山ファクト
当し，この両部署の連携のほ
出資
出資
リー協同組合
か，行政とも連携して取り組む
注．セミナーの資料は農林水産政策研究所のホームページをご
0
こととしています。
覧ください。
・販路等の受け皿
・課題・目標等の共有
・商品の企画 等

消
費
者
ニ

http://www.maff.go.jp/primaff/koho/seminar/2016/index.
html
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米国農務省による世界食料需給見通し
食料・環境領域

主任研究官

講師：セス・メイヤー氏（Dr. Seth Meyer）
米国農務省チーフエコノミスト室世界農業見通し諮問委員会議長
（USDA, Chairman, World Agricultural Outlook Board）
日時：平成28年12月21日（水）14時～16時
場所：農林水産政策研究所セミナー室
はじめに
米国農務省では，短期的な米国および世界の食料
需給見通しを毎月，公表しています。そして，米国
の農業政策に要するコスト及び米国における中期的
な農産物貿易動向を予測するために，米国農産物市
場を中心に中期的な食料需給見通しも公表していま
す。本セミナーでは，米国農務省チーフエコノミス
ト室世界農業見通し諮問委員会議長セス・メイヤー
博士をお招きし，短期及び中期における世界食料需
給見通し等について講演いただきました。以下，メ
イヤー博士からの講演概要を紹介します。

米国農務省チーフエコノミスト室の役割と
世界食料需給見通し

小泉

達治

室には，他にも気候変動，エネルギー，リスクマ
ネージメント等の専門室も設置されており，それぞ
れの専門的立場から農務長官に対して政策的助言を
行います。「世界農産物需給見通し」の作成におい
ては，各国・地域の米国大使館からのアタッシェレ
ポート，米国・世界における気象と作物に与える影
響，リモートセンシング，経済動向分析等から総合
的に分析を行った上で見通しを行っています。
最近の世界の経済情勢をみてみると，2014年夏以
降，ドル高が続いており，米国の農産物輸出に不
利，ブラジルの農産物輸出にとって有利な状況と
なっています。また，世界の小麦，とうもこし，大
豆生産は，2012/13年度以降，増加傾向にあり，い
ずれも過去最高値を更新しています。こうした状況
下，世界の主要農産物期末在庫量は依然として高
い水準にあります。このため，農産物実質価格は，
1950年からの長期的傾向をみても下落傾向にあり，
現在から2025年にかけて，農産物実質価格は下落傾
向で推移するものと見込んでいます（第１図）。
また，こうした農産物価格下落により，米国の主

米国農務省チーフエコノミストは，農務次官の下
に置かれ，農業市場の見通し，米国農業・農村に関
する政策について農務長官に助言を行うことを主な
職務としています。このポストの特徴は，他の農務
省幹部ポストのように政治任用ポストではないこと
です。このため，これまでも政権
が交代し，長官や次官等の幹部が
2005=100
2005=100
異動しても，チーフエコノミスト
800
800
は留任してきました。チーフエコ
Corn
700
700
ノミスト室には，メイヤー博士
Soybeans
が議長を務める世界農業見通し
600
600
Rice
委員会（The World Agricultural
500
500
Wheat
Outlook Board）が設置されてい
400
400
ます。同委員会は，農務省の農畜
300
300
産物に関するすべての需給・貿易
データ，短期見通し値，中期見通
200
200
し値等についてレビューを行い，
100
100
USDAとして，齟齬がないように
0
0
見解を統一します。また，同委員
1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025
会は毎月，「世界農産物需給見通
第１図 国際穀物等価格の推移（指数：2005年＝100）
し 」（World Agricultural Supply
and Demand Estimates Report）
資料：USDA-OCE, Early-Release Tables from USDA Agricultural Projections to 2026.
等も刊行しています。さらに，同
https://www.usda.gov/oce/commodity/projections/
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要農産物の作付面積は，現在から2025年にかけて減
少していくことが見込まれています。このため，米
国の小麦輸出量は伸び悩む一方，ロシア，ウクライ
ナ等の旧ソ連諸国の輸出量が増大する見込みです。
また，とうもろこしについても，米国は世界最大の
とうもろこし輸出国であるものの，世界のとうもろ
こし輸出量に占める割合は減少傾向にあります。特
に，ブラジルにおけるとうもろこし生産は中西部を
中心に大豆の裏作としてのとうもろこし生産量が増
加しており，総生産量・輸出量も増加しています。
このため，ブラジルのみならずアルゼンチンや旧ソ
連地域からもとうもろこし輸出量が増大するため，
米国との競争が激化することが見込まれます。米国
は，2012年に米国中西部における歴史的な干ばつに
よる減産から回復しているものの，80～90年代に有
していたレベルの世界輸出シェアを回復することは
難しい状況にあります。また，米国と中国における
大豆国内価格をとうもろこし国内価格で割った価格
比の推移をみてみますと，2015年夏以降はこの価格
比が上昇しており，米国及び中国でも大豆作付けの
経済インセンティブが増加しています。
大豆については，中国を中心に需要量が増加傾向
にあり，2025年にかけても同国を中心に需要量が増
加するものと見込んでいます。また，世界大豆生産
量及び輸出量でも，ブラジル及びアルゼンチンと
いった南米産の割合が増加しており，2025年にかけ
てもこの傾向が続くものと見込んでいます。

米国のバイオエタノール政策と農家経済
つぎに，米国及び世界の農産物需給に依然として
大きな影響を与えている米国のバイオエタノール政
策・需給について説明します。米国におけるバイオ
エタノールマージンについては，2014夏以降，下
落傾向にあったものの，2016年６月以降は，原料
価格であるとうもろこし価格の下落により，改善
しています。これを受けて，バイオエタノール生
産量も増加傾向にあります。ただし，「再生可能エ
ネルギー基準」が，150億ガロン（5,670万キロリッ
トル）を上限としていること，ガソリン混合上限
の「壁」（ブレンドウォール）等といった制約要因
から，バイオエタノール需要量の伸びが抑制されて
います。このため，米国農務省では米国におけると
うもろこし由来のバイオエタノール需要量は現在か
ら2025年にかけて，ほぼ横ばいで推移するものと見
込んでいます。また，「2007年エネルギー自立・安
全保障法」で決定された各年の「再生可能エネル
ギー基準」については，毎年，EPA（環境保護局）
が，生産技術水準等を勘案しながら次年度の基準量

を決定します。しかし，セルロースの基準等は当初
の設定量に比べて，毎年，下方修正されています。
その一方，バイオディーゼルについては当初の設定
量に比べて，EPAの決定量が上回っています。こ
れは，2007年時点ではバイオディーゼルはそれほど
普及しないと想定していたものの，実際には想定以
上に普及したことを意味します。なお，米国におけ
るバイオディーゼルの原材料は，ほとんどが大豆油
であり，菜種油等のその他植物油もわずかに使用さ
れています。以上のように，国際穀物等価格が軟調
に推移していることから，米国の農家収入は下落基
調にあり，Real（実質）及びNominal（名目）とも，
2009年以降で最も低い水準にあります。

おわりに
最近の米国を中心とする世界の農産物生産量の記
録的な増産は，農産物在庫量の増大をもたらしてい
ます。一方，世界経済の減速は，農産物需要量増加
にも影響しています。このため，主要穀物等の国際
価格は，2012年以降，軟調に推移しています。世界
の農産物需要において，中国の穀物等需要量は今後
も世界の需要量を牽引する重要な要因です。そし
て，最近の米国ドル高は，米国と競合する農産物輸
出国との競争を激化させています。なお，今回報告
させていただいた情報は，2016年２月公表の中期的
な見通しである「米国農務省農業見通し」及び同年
12月９日公表の短期的な見通しである「世界農産物
需給見通し」に基づいています。米国農務省では，
短期的な世界農産物需給見通しを毎月，公表すると
ともに，毎年２月にも中期的な見通しを公表します
ので，最新の見通しについては，米国農務省のHP
をご覧ください。

注．セミナーの資料は農林水産政策研究所のホームページをご
覧ください。
http://www.maff.go.jp/primaff/koho/seminar/2016/index.
html
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デンマークにおけるバイオガス政策とプラントの普及
国際領域

研究員

浅井

真康

講師：リッケ・リュベック氏（Dr.Rikke Lybaek）
デンマーク・ロスキレ大学・准教授
日時：平成29年１月11日（水）14時～16時
場所：農林水産政策研究所セミナー室
世界有数の豚肉・乳製品の輸出国として発展を遂

が一般的です。デンマークでは，1970～80年代にか

げてきたデンマークは，その一方で，大量に排出さ

けて北海のガス・油田が開発され，この天然ガス

れる家畜排せつ物を有効利用するためにバイオガス

を有効利用するために分散型CHPと地域暖房施設，

生産技術の開発を進め，畜産農家を中心にバイオガ

そしてそれらを結ぶガスパイプラインが全国に建設

スプラントが採用されてきました。特に大規模な集

されました。これら旧来の熱電併給システムを近年

中型バイオガスプラントは，地域のエネルギー安全

になってバイオマス併用方式へと転換してきたこと

保障を高め，雇用の創出による地域活性化，さらに

が，分散型CHPや地域暖房を核とするバイオガス

家畜排せつ物の適正管理や温室効果ガス排出削減に

プラントの普及につながる一因であったとされてい

よる環境保全等に大きく貢献しています。

ます。

そこで，デンマークにおけるバイオガス関連の政

2014年の時点で，デンマーク国内には158のバイ

策動向や普及課題について研究されているロスキレ

オガスプラントが稼働しており，これらプラントの

大学のリッケ・リュベック准教授を招聘し，近年の

エネルギー総生産量は約5.5PJでした。この７割を

取組や課題，将来の展望等についてご報告いただき

占める４PJは，家畜排せつ物を主原料とした30基

ました。以下，その概要を紹介いたします。

の集中型バイオガスプラントと49基の個別型バイオ
ガスプラントで生産されています。しかし，バイオ

デンマークにおけるバイオガスプラント

ガス生産の原料となる家畜排せつ物は，全国で排

デンマークにおいてバイオガスプラントの開発と

出された家畜排せつ物のおよそ６％と言われていま

利用が積極的に進められ始めたのは1970年代です。

す。仮に全国の家畜排せつ物をすべて有効に利用で

オイルショックに直面していた当時，最も主流だっ

きたとすると，およそ40PJのエネルギーが生産で

たのは農家規模の個別型バイオガスプラントでし

き，これは全エネルギー消費量の５％を占めます。

た。石油の代替燃料として，畜産農家は自家農場の

この値を達成するためには，50基の新たな集中型バ

家畜排せつ物から生産したバイオガスを燃焼させて

イオガスプラントの建設が必要になると試算されて

発電に利用し，またその発生熱を冬季暖房として活

います。

用しました。
他方，1984年には国内初の集中型バイオガスプラ

バイオガス部門の発展に向けた課題

ントが建設されます。集約的な畜産業の発展に平行

バイオガス部門がもたらす恩恵は多様であり，国

する形で，農業活動による水質汚濁が表面化し，厳

内のみならず欧州連合（EU）全体が掲げる持続的

格な環境規制が実施され始めた頃でした。以降，面

な発展目標への貢献も大きく期待されています。し

積あたりの家畜排せつ物投入量の制限や家畜排せつ

かし，バイオガス部門発展の障壁となりうる課題も

物の肥効率向上義務，悪臭問題などを改善する手段

多数指摘されています。例えば「産業有機廃棄物の

として，複数の畜産農家が組合を設立し，共同の集

代替バイオマス」，「市場の拡大」，「住民の反対」，

中型バイオガスプラントの建設が進められます。

「ファイナンスの問題」の４つが挙げられます。
まず「産業有機廃棄物の代替バイオマス」ですが，

集中型バイオガスプラントで生産されたバイオガ
スは主にCHP（Combined heat and power plant：

従来のバイオガスプラントでは，ガス生産量を向上

熱電併給発電所）の燃料として利用され，電気は電

させる（つまりバイオガスプラントの経済性を向上

力会社に，余熱は近くの地域暖房会社に販売するの

する）ためにタンパク質を多く含んだ産業有機廃棄
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物（食肉加工や魚の残渣等）が家畜排せつ物に加え

の単価増額が行われまし

て利用されています。しかし，国内の産業有機廃棄

た。また天然ガス配給網

物の多くは，すでに稼働中のバイオガスプラントへ

へ精製したバイオガスの

供給されており，新しいバイオガスプラントに配給

配給が可能となり，天然

できるものが限られてきています。家畜排せつ物の

ガス供給会社といったエ

嫌気性消化によるバイオガス生産を今後も増やして

ネルギー企業のバイオガ

いく上では，起動力となりうる新たなバイオマスの

ス部門参入への大きな足

確保が必要です。そこで，麦稈や菜種の茎，環境規

がかりとなっています。
他方，気候変動緩和や

制で栽培が義務付けられているカバークロップ等，
新たな農業バイオマスの利用とそのための技術開発

環境保全活動における自

が進められています。

治体レベルの活動が求められる中で，これまでバイ

「バイオガス市場の拡大」には，未開発の地域に

オガスプラント建設に関して行政手続きを請け負う

おいて地域暖房や大規模CHPでのバイオガス利用

等のどちらかと言えば受け身であった自治体が主導

を増やし，再生可能エネルギーを供給できる地域を

となり，EU助成金を援用しながら地域内の未活用

拡大していく必要があります。そのためには，例え

バイオマスを利用したバイオガス生産に取り組む動

ば，自治体主導のバイオガスパイプラインの設置

きが出てきています。例えば，コペンハーゲン近郊

や，精製したバイオガスを公共交通機関に利用する

のソルロー市は，夏場に打ち上げられ悪臭を放って

等の取組が必要です。

いた海草（アマモ）を原料とするバイオガスプラン

他方，大規模な集中型バイオガスプラントを建設

トを地元大学との共同プロジェクトで建設し，多様

する際の障壁となるのが，「住民の反対」です。悪

な利害関係者との調整を図りながら持続可能な地域

臭，運搬トラックの集中による粉じんや騒音，また

発展を目指す取組としてEU内でも注目を集めてい

巨大バイオガスプラントによる景観破壊等への危惧

ます。

が，地域住民の反対の声へとつながります。そこで

つまり，エネルギー企業や自治体といった新たな

バイオガスプラント建設を進める主体と地域住民と

主体が従来の農家間レベルでのバイオガス生産に参

の話し合い，および調整役の存在（多くの場合が自

入することで，エネルギー配給網の拡張や自治体レ

治体）が必要となります。

ベルでの未利用資源のエネルギー化等が実施され，

最後の「ファイナンスの問題」について，従来，
バイオガス部門を引率してきたのは個々の畜産農家
や農業協同組合等の農業部門でした。しかし，2008
年の経済危機以降，多くの農家が融資を受けること

より広域的で持続可能なバイオガス生産システムの
構築が進められていると見ることができます。

おわりに

が困難となっており，高額な建設費を要する新たな

これまで主に畜産農家を中心に発展してきたバイ

バイオガスプラントの導入を妨げています。そのた

オガス部門ですが，経済危機やバイオガス増産政策

め，エネルギー企業（例えば天然ガス供給会社）の

を受けて，ここ数年でバイオガス生産を巡る状況に

ような，高い投資力と最新技術を有する新しい主体

大きな変化が生じてきています。多様な利害関係者

の参入が必要となっています。

の参加が増える中で，いかにそれぞれが何らかの利
益を得られるような体系を作っていくかが成功の鍵

近年のバイオガス増産政策と新たな取組

といえます。

デンマーク政府は，2050年以後のエネルギー供給

セミナー参加者の中からは，日本においてもデン

のすべて（電力，暖房，給湯，商工業，輸送）を再

マークと同様の課題を抱えているという声もありま

生可能エネルギーでまかなうという「エネルギー戦

した。農林水産政策研究所では，今後も両国の取組

略2050」を2011年に国民に示しました。化石燃料依

に注視し，比較研究等を行いながら，持続可能なバ

存からの脱却を目指す上でもバイオガス部門の貢献

イオガス生産システムの構築に向けた政策提案を

が期待されており，バイオガス増産政策が実施され

行っていきたいと考えています。

ています。例えば，2012年に結ばれた「エネルギー
2020合意書」では，バイオガス施設建設費の補助金
引き上げやバイオマス由来エネルギー固定買取制度

注．セミナーの資料は農林水産政策研究所のホームページをご
覧ください。
http://www.maff.go.jp/primaff/koho/seminar/2016/index.
html
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ミクロネシア連邦での素晴らしき日々
政策研究調査官

草野

拓司

講師：坂井 眞樹氏（前 駐ミクロネシア連邦日本国特命全権大使）
日時：平成29年１月18日（水）16時～17時30分
場所：農林水産政策研究所セミナー室
ミクロネシア連邦は第二次世界大戦終結までの30
年間，我が国による委任統治下にありました。現在
でも多くの日本語が現地語の中で使用され，人口の
約２割が日本人の血を引くとも言われます。また，
日系人大統領を輩出するなど，我が国との強い絆で
結ばれています。最大の援助供与国である米国との
関係も強固なものとなっています。
このたび，2014年から2016年までの２年間，駐ミ
クロネシア連邦日本国特命全権大使を務められてい
た坂井眞樹氏より「ミクロネシア連邦での素晴らし
き日々」と題して講演いただきました。当日の講演
概要を紹介します。

Development Partners（ 与 え る 者 と 与
えられる者との対等の開発パートナー）
米国を始め多くの国や国際機関が援助を展開する
この国でよく聞かれる言葉です。与える者と与えら
れる者との上下関係ではなく対等の立場で成長を目
指す，耳障りの良いこの言葉には実は深刻な問題が
隠されています。1986年に独立して以降，道路，電
力，上下水道や医療教育分野で多額の援助が行われ
ていますが，こうした基礎的分野のレベルは依然と
して低く，米国の信託統治時代に整備された道路等
のインフラは更新期を迎え劣化が進んでいます。独
立国家である以上国づくりの責任を負うのはミク
ロネシア連邦の指導者たちですが，Development
Partnersという言葉の陰に隠れてこうした現実を直
視しようとしない，また援助側も指摘しないので
す。
いくら援助で道路，電力といったインフラを整備
しても，自分たちの力でメインテナンスを行い運営
することができなければ，老朽化すれば一から援助
で作り直すという同じことの繰り返しに終わりま
す。ミクロネシア連邦は言葉も文化も異なり，東西
3000キロ以上隔たった独立性の高い４州で構成され
ており，国家運営が大変難しい国です。そういう困
難はあっても，国や州の運営はミクロネシア人が責
任を持って進めなければなりません。そして，それ
を担う人材の育成は，ミクロネシア連邦の人々の自
覚と努力なくしては決して実現できないのです。
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国内人口10万，GDP300億円のこの国で多くの
国，国際機関，NGOが実に多様な援助を展開して
います。その全容は連邦政府を含め誰も把握してお
らず，Development Partnersの数が多すぎて連携
を取ることは容易ではありません。米国による財政
援助が開発計画の策定，更新を要件としていること
から，インフラ整備，産業育成等に関するあまたの
計画が作成されてきましたが，現実を見ればインフ
ラの劣化と入漁料収入への依存が続くだけで何も実
現していません。経済開発に関する計画では広大な
排他的経済水域を活用した漁業振興がメインに据え
られますが，太平洋島嶼国で展開される巻き網漁業
は大型魚槽を持つ大規模漁船を要し，搭載したヘリ
コプターを使って魚群を追う高度なスキルを必要と
するものです。主要漁獲物であるカツオの太宗は鰹
節や缶詰の原料となり高い付加価値は望めない，重
量にして半分程度になる残さは安価な魚粉に加工す
るしかなく，島嶼国で現地加工しても消費地まで赤
字を覚悟で輸送するしかありません。当地に１年程
度滞在しただけで開発計画を書く米豪のコンサルタ
ントや時折訪問するだけの国際機関のエコノミスト
にこうした話をしても，理解ができないか具体策は
実態に応じて現場で考える必要があるといったコメ
ントが返ってくるだけで，役に立たない計画が積み
上げられ何の手も打たれないままに沿岸資源が枯渇
していきます。人材不足はミクロネシア連邦に限っ
た話ではないのです。
在任中，多くのDevelopment Partnersの中で日
本がリーダーシップを取ってミクロネシア連邦の
人々の生活の向上と連邦や州の政府の人材育成を進
めることができる分野として，廃棄物処理リサイク
ルを援助の重点分野としました。JPRISM（JICAが
太平洋島嶼国で展開している廃棄物処理プロジェク
ト）の専門家が数か月に一度程度ですが４州を訪問
しダンプサイトの整備やごみの収集方法について技
術指導を行っています。これに呼応する形でノンプ
ロ無償や草の根事業でごみ収集車やダンプサイト用
のエクスカベータを供与し，できるだけ丁寧なト
レーニングを実施しました。海辺や森への投棄を根
絶し，ごみの収集システムを築き上げるためには地
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域住民の理解と協力が必要であることから，伝統的
リーダーに住民の意識向上を図ってもらうよう働き
かけました。
最初は日本大使が地域住民の生活に関与しようと
していることに驚かれましたが，輸入されるペット
ボトルやプラスチック容器は200年たっても分解し
ない，このままでは美しい島もごみで埋もれてしま
うことを粘り強く説明して理解を得ました。空き缶
やペットボトルのリサイクルは緒に就いたところで
州によって進捗状況はかなり異なっています。ポン
ペイ州ではデポジットの徴収が販売時点で行われる
こととされているため，未納が多くあってリファン
ドに必要な資金が常に不足しシステムが機能してい
ません。100％徴収できるよう輸入時点での課金に
変更するための改正案を作って知事や州議会議員に
州法の改正を働きかけました。離任する数日前に
ピーターソン州知事が州議会で可決し知事が署名し
て成立した改正法を大使館に持ってきてくれまし
た。万事ゆっくり進むこの国で１年余りで法改正が
できたことに驚くとともに大きな満足感を覚えまし
た。

Subsistence Affluence
（自給自足の豊かさ）
市場経済の導入により希薄化したとは言え，自給
自足の豊かさを意味するこの言葉がこの国の原点で
あり，人々の生活を支えその優しさを生み出してい
ます。赤道に近い強烈な日差しの下でヤム，タロイ
モ，パンの実が稔り地先で獲れる魚も豊富で，こう
した自然の恵みを平等に分け合うことで，ミクロネ
シアの人々は平和な暮らしを営んできました。狭い
地域で自己完結的な生活が可能なことから，各コ
ミュニティの独立性は高く，人口３万人程度のポ
ンペイ島では５つの市が残されており独自の憲法を
持ち毎年自分たちのコミュニティの建国記念日を
祝っています。各コミュニティの伝統的リーダーは
人々の上に君臨する王ではなく，Sakauセレモニー
（Sakauとは胡椒科の木の根を砕いて作る沈静効果
を持つ飲み物。重要な行事で必ず行われるセレモ
ニー）を主宰し権威に基づいて収穫物を住民に平等
に分配する司祭であり，彼らを精神的な支柱として
人々は日々の生活を営んできたのです。
こうした伝統社会も米国の財政援助で公務員に給
与が支給され消費経済が形成されるとともに大きく
変容していますが，Subsistence Affluenceに支えら
れた伝統社会はまだまだ人々の生活に力強く息づい
ています。肉体的あるいは精神的なハンディキャッ
プを負った人も大家族制の下で誰かが面倒を見るの
です。今後予想される米国の財政援助の減少は人々
の生活に少なからぬ影響を与えるでしょうが，彼ら
がこうしたやさしさを失わないでいてほしいと願い
ます。

そして援助する側に立
つできる限り多くの人々
がSubsistence Affluence
に支えられた伝統社会
の素晴らしさを理解し，
まっとうな方法で外貨を
獲得する手段が入漁料
以外には存在しないこ
の国において一般的な
経済開発理論が通用し
ないこと，Subsistence
Affluenceをフルに活用し伝統社会と折り合いをつ
けた形でしか真の意味での社会の発展や人々の生活
の向上を図ることができないことをわかってもらい
たいと願っています。

Water Salute（放水での見送り）
離 任 の 日， 空 港 で はKalahngan Oh Kaselehlie
Ambassador Masaki Sakai（ありがとう，また会い
ましょう）と書かれた垂れ幕が私達夫婦を迎えてく
れました。そして，伝統的リーダーが私達を送る
Sakauセレモニーを主宰してくれました。最後に，
Water Saluteが待っていました。搭乗した飛行機が
滑走路に向かう際，２台の消防車による放水が行わ
れました。ミクロネシア連邦が国として私達を暖か
く送ってくれていることに感激し，苦労も多かった
が２年間頑張ってきてよかったという思いがこみ上
げてきました。

米国および中国との関係
米国との関係では，自由連合協定が大きく影響し
ます。同協定にあるコンパクト援助は2023年分まで
のため，それまでに基金を積んでその運用益で対応
しようとしてきました。実際それなりに運用益が出
ているものの，予定通りにはいっていません。一方
で，米国議会における島嶼国への関心が低い中，今
後の援助について米国にどう働きかけられるかが重
要となっています。
近年，中国の影響力が高まっています。留学生の
数では，日本より中国へ留学する学生が多く，帰国
した学生は既に州政府などで働き出しています。ま
た中国は，パイロット育成，体育館建設，ごみト
ラックの援助など様々な分野で積極的な援助を展開
しています。この先も我が国が米国に次ぐ地位を確
保できるかどうか，予断を許しません。
注．セミナーの資料は農林水産政策研究所のホームページをご
覧ください。
http://www.maff.go.jp/primaff/koho/seminar/2016/index.
html
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『シリーズ田園回帰５
ローカルに生きる ソーシャルに働く
―新しい仕事を創る若者たち』
松永桂子，尾野寛明編著

農業・農村領域

主任研究官

本書は，「田園回帰」シリーズの第５巻であり，
地域での仕事おこしや働き方に焦点を当てた巻と
なっています。ただし，いわゆる起業や地域づくり
の指南書ではなく，地域で実際に起業したり，その
サポートを行っている実践者が自ら記した文章の掲
載を中心として，その体験や思いを描出することに
重きを置いています。そうしたことを通じて，「田
園回帰」した若者の今日的な価値観や職業観を掘り
下げ，地域における「個」の存在や「公」のあり方
を問い直すことを意図しています。
本書は４部構成になっています。まず，序章で
は，若者の「ローカル志向」の今日的な特徴につい
て，編者が試論的に解説を行っています。都市から
地方へ向かう若者が増加する背景として，①地域課
題にコミットしたい個人の存在，②IT技術の進歩
等による都市と農村のフラット化，これに加えて
③「クリエイティブ・クラス」に象徴されるよう
な，必ずしも大企業志向でない，個人ベースのなり
わいづくりのムーブメントがあることに注目してい
ます。とりわけ３点目に関しては，評者の理解です
が，農山村での暮らしを自身のクリエイティビティ
を高める場として積極的に評価し，それが移住や
「継業」につながり，オリジナリティを高めた強固
な「個」が形成され，個人同士や「公」との新たな
関係を構築しつつあることを示唆しているように捉
えられます。
次に第Ⅰ部では，大学の建築系の研究室による取
組を紹介しています。研究室が手がける古民家再生
プロジェクトを紹介しつつ，そこで育まれた学生の
職業観や卒業生の起業事例も紹介されています。経
済成長を知らない20代，30代の若者が，大企業で働
くことをキャリアの面で一種のリスクと捉え，自ら
手の届く範囲で完結する仕事を堅実に起こそうとし
ていることが印象的です。
第Ⅱ部では，地域づくり活動を行う若者を支援す
る中間支援組織の活動に焦点を当てています。島根
県で活動するNPOの事例を取り上げ，状況に応じ
て変化していく活動のプロセスや行政との関係性に
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小柴有理江
『シリーズ田園回帰５
ローカルに生きる
ソーシャルに働く
―新しい仕事を創る若者たち』

ついても詳しく述べら
れています。
編著者／松永桂子，尾野寛明
出版年／2016
第Ⅲ部は，ソーシャ
発行所／農山漁村文化協会
ルビジネスや地域に根
ざした産業にかかわる領域での起業家個人を取り上
げています。廃校を利用した書店兼カフェ，若者の
自立支援を行う山村シェアハウス，東日本大震災の
被災地における手仕事を生かした仕事おこし，自然
放牧を行う酪農といったような取組が幅広く取り上
げられています。いずれも起業に際する思いやビジ
ネスの実際，地域とのかかわりについて，起業者自
らの言葉で率直に綴られています。編者の解説にも
あるように，こうした人々はすべてを地域に捧げる
のではなく，第一に技術やビジネスをベースとした
個の存在があり，それを応用して地域とのかかわり
を作っていくという流れが特徴です。そうであるか
らこそ，「選ぶ地域」と表現されるように，受け入
れる地域側もどんな人に入ってきてほしいか，地域
のビジョンを持つことが今後ますます重要になると
考えられます。
第Ⅳ部では，住民や起業家が集まるコミュニティ
の場づくりに焦点を当てています。徳島県のサテラ
イトオフィスのような農山村での動きに加え，都市
部でも同様の動きがあることを紹介し，こうした取
組が普遍性を帯びていることを示唆しています。
終章は，自らも島根県でネット古書店を営む編者
によって締めくくられています。「ローカル志向」
の若者たちは，地域の人々の役に立ちたいとの純粋
な思いで，本業に加えて，地域の活動に取り組んで
おり，それゆえに，都市との対抗でない，無理をし
ない地域づくりが必要であると強調しています。
このように本書は，実践者の「生の声」に触れる
ことで田園回帰の本質に迫ろうとしています。現段
階では，個別の取組について「安易な類型化は避け
る」としているため，本書は様々な論点を含んでい
ますが，それが個人ベースでの田園回帰の多様性を
表しており，今後のさらなる事実の積み上げにも期
待が集まるものと思います。
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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
発表誌等
（単行本の場合は発行所名も記入）

巻・号

発表年月

米国農業法における経営安定政策の変遷とその
背景

プロジェクト研究「主要国農業戦
略」研究資料 平成27年度 カン
トリーレポート ： 米国，フラン
ス，韓国，GMO（米国，EU）

第13号

2016年３月

勝又健太郎

米国の農業分野のWTO紛争と対応戦略

プロジェクト研究「主要国農業戦
略」研究資料 平成27年度 カン
トリーレポート ： 米国，フラン
ス，韓国，GMO（米国，EU）

第13号

2016年３月

鈴木栄次

米国における遺伝子組換え作物の生産状況，規
則状況等について

プロジェクト研究「主要国農業戦
略」研究資料 平成27年度 カン
トリーレポート ： 米国，フラン
ス，韓国，GMO（米国，EU）

第13号

2016年３月

鈴木栄次

EUにおける遺伝子組換え作物の規則状況等につ
いて

プロジェクト研究「主要国農業戦
略」研究資料 平成27年度 カン
トリーレポート ： 米国，フラン
ス，韓国，GMO（米国，EU）

第13号

2016年３月

須田文明

フランスの新農業基本法制定とその背景

プロジェクト研究「主要国農業戦
略」研究資料 平成27年度 カン
トリーレポート ： 米国，フラン
ス，韓国，GMO（米国，EU）

第13号

2016年３月

樋口倫生

韓国のFTA国内対策

プロジェクト研究「主要国農業戦
略」研究資料 平成27年度 カン
トリーレポート ： 米国，フラン
ス，韓国，GMO（米国，EU）

第13号

2016年３月

吉井邦恒

アメリカ2014年農業法に基づく農業経営安定
対策の実施状況

プロジェクト研究「主要国農業戦
略」研究資料 平成27年度 カン
トリーレポート ： 米国，フラン
ス，韓国，GMO（米国，EU）

第13号

2016年３月

2025年における世界の食料需給見通し

農業

No.1612

2016年５月

木下順子

EU（欧州連合）の酪農政策－生乳クォータ制度
廃止と「酪農パッケージ」の概要－

農業

No.1614

2016年７月

小泉達治

気候変動と世界の食料安全保障－その影響と軽
減に向けた取り組み－

農業

No.1617

2016年10月

井上荘太朗

大型FTAの形成と東南アジア諸国の経済と農業

国際農林業協力

第39巻
第２号

2016年11月

井上荘太朗

タイ：政治に攪乱される米産業の発展

農業と経済

第82巻
第11号

2016年11月

木下順子

欧州における酪農協の概況

農業

No.1618

2016年11月

著者名（共著者を含む）

勝又健太郎

小泉達治・古橋

元

表

題
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著者名（共著者を含む）

表

発表誌等
（単行本の場合は発行所名も記入）

題

巻・号

発表年月

No.1619

2016年12月

浅井真康

フィンランドにおける農村振興政策－LEADER
を中心として－

農業

池川真里亜

東アジアにおける家庭用冷蔵庫の普及と日系冷
凍食品企業の立地国選択

農業経済研究

第88巻
第３号

2016年12月

伊藤紀子

農民の生計における市場経済的行為とモラル・
エコノミー的行為：ケニアの灌漑事業区への入
植者とその息子たちの事例分析

アフリカ研究

No.90

2016年12月

清水純一

世界のダイズ貿易の変化とブラジル－日本の
ODAが果たした役割－

ARDEC : world agriculture now

第55号

2016年12月

勝又健太郎

米国とブラジルのWTO綿花補助金紛争の結末と
将来の農業支援政策の行方

農業

No.1621

2017年１月

河原昌一郎

中国農村の土地制度と土地流動化

農林水産政策研究所レビュー

No.75

2017年１月

玉井哲也

オーストラリアの農業競争力白書と北部開発白
書

農林水産政策研究所レビュー

No.75

2017年１月

内藤恵久・古城大亮・
渡邉桃代

逐条解説

大成出版社

橋詰

中山間地域問題

農林水産政策研究所レビュー

No.75

2017年１月

吉井邦恒

農業経営の安定化と農業保険―アメリカ・カナ
ダの事例研究―

北海道自治体学会

No.78

2017年１月

吉田行郷

農林水産政策研究叢書第11号
『民間流通制度導入後の国内産麦のフードシステ
ムの変容に関する研究』

No.75

2017年１月

吉田行郷

農業と福祉の連携による農業・農村の活性化（そ
の３）

アグリビジネス経営塾

No.719

2017年１月

吉田行郷

農業と福祉の連携による農業・農村の活性化（そ
の４）

アグリビジネス経営塾

No.722

2017年２月

登

農業協同組合法

2017年１月

News letter

農林水産政策研究所レビュー

② 口頭発表および講演
講演者

講演会名（主催者）

講演演題

講演開催年月日

玉木志穂・大浦裕二・
八木浩平・山本淳子

家庭内での総菜のアレンジに関する研究

日本農村生活学会平成28年度大会

2016年10月16日

山口美輪・高橋克也・
大橋めぐみ・菊島良介・
薬師寺哲郎

山村地域の高齢者における食料品アクセスと栄
養素摂取量との関連

日本公衆衛生学会

2016年10月27日

大橋めぐみ・高橋克也・
菊島良介・山口美輪・
薬師寺哲郎

地方都市中心市街地の女性高齢者における食料
品アクセスの変化とその影響

日本公衆衛生学会

2016年10月27日

菊島良介・高橋克也・
大橋めぐみ・山口美輪・
薬師寺哲郎

食料品アクセス問題と健康・栄養－大規模個票
データを用いた分析－

日本公衆衛生学会

2016年10月27日
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講演者

講演会名（主催者）

講演演題

八木浩平・菊島良介

農産物ブランドに対する購買行動の規定要因－
『地域ブランド戦略サーベィ2013』の一般化積
率法による分析－

講演開催年月日

第66回地域農林経済学会大会

2016年10月29日

内藤恵久

国際ルールと国内ルールとの接点－農産物・食
品の地理的表示保護を巡るアプローチの相違－

第２回ORIS国際シンポジウム「グローバリゼーショ
ンの進展と新しい世界ルール作り)」（早稲田大学地
域・地域間研究機構）

2016年11月24日

吉田行郷

はじめよう農福連携！～全国で広がる農福連携
の取り組み～

大阪府ハートフルアグリセミナー

2016年12月３日

吉田行郷

進む農業分野での障害者就労～全国各地での取
り組みから学ぶ～

山梨県農福連携研修会

2016年12月６日

伊藤紀子

Market Economic Behavior and Moral
Economic Behavior in Farmers’ Livelihoods:
The Case Study of the Irrigation Scheme
Area in Kenya

2016年度アフリカ・モラル・エコノミー研究会
個別報告

2016年12月11日

吉田行郷

民間流通制度導入後の国内産麦のフードシステ
ムの変容に関する研究（小麦編）～最新の需給
事情も踏まえた今後の対応方向～

研究成果報告会（農林水産政策研究所）

2016年12月20日

吉井邦恒

農業収入保険の仕組みと運用－アメリカの事例
を中心として－

国立国会図書館説明聴取会

2017年１月18日

吉田行郷

進む農業分野での障害者就労～全国各地での取
り組みから学ぶ～

平成28年度障害者アグリ就労推進研修会

2017年１月19日

吉田行郷

はじめよう農福連携！～全国で広がる農業分野
での障害者就労～

中国四国ブロック農福連携推進セミナー

2017年１月20日

農林水産政策研究に関連する学会等の紹介

（2017年４月～５月開催）
開

催

大

会

等

農村計画学会2017年度春期大会

主

催

農村計画学会
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開

催

日

時

開

催

場

所

2017年4月15日（土） 東京大学農学部弥生講堂
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最近の刊行物
プロジェクト研究［主要国農業戦略］研究資料
第13号

2016年3月

平成27年度カントリーレポート：米国，フランス，韓国，GMO（米国，EU）

農林水産政策研究
第26号

2017年2月 【調査・資料】
福田竜一
地域再生を担う集落連携型地域組織の現状分析―山口県「手づくり自治区」を対象とし
て―
＜論文概略＞
本稿では，山口県の集落連携型地域組織を現地調査に基づき分析し，その実態と取組
みの成果と課題を明らかにしました。その結果，組織に対する住民の承認と信任を獲得
することが取組みの成果をあげる上で重要であること等を指摘しました。
なお本稿は，農林水産研究所プロジェクト研究「被災地域の復興過程等の分析による
農山漁村の維持・再生に関する研究（研究実施期間平成24～26年度）の成果の一部です。
農村再生プロジェクト(集落再生)研究資料「農村の再生・活性化に向けた新たな取組の
現状と課題－平成24～26年度「農村集落の維持・再生に関する研究」報告書－」には
その成果がまとめられていますので，そちらもご参照ください。
http://www.maff.go.jp/primaff/koho/seika/project/noson_saisei.html
【調査・資料】
八木浩平・薬師寺哲郎
延長産業連関表を用いた食用農水産物の最終購入形態の推計―延長産業連関表の部門細
分・非競争輸入型化とその利用―
＜論文概略＞
本稿では産業連関表を用いて，外食や中食の利用拡大といった最終的な購入形態の変
化が食用農水産物需要へ及ぼす影響を，国産・輸入別に推計しました。具体的には，そ
う菜・すし・弁当や医療・社会福祉等向けの国産食用農水産物需要の拡大等を確認しま
した。
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