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巻頭言
私は、東京で農業高校の教師をしていた時に園

芸療法を知ったことが縁で、今日まで14年間、兼
務先の淡路景観園芸学校で園芸療法を教えている。
園芸療法課程には全寮制と通学制があり、農園
芸・医療福祉・教育・心理などの分野から20歳か
ら60歳代の人々が、「好きな園芸を人の役に立て
たい」と思って学びに来る。

園芸療法は、自然景観や植物から人の五感を通
して得られる心地よい刺激や、平易な繰り返し動
作からなる園芸作業が、人のストレスを下げ、精
神や身体、そして社会的健康の改善につながるこ
とを利用した補完代替医療である。園芸療法は、
病気や障がいを選ばず、心身機能に衰えがみられ
る高齢者、精神・知的・身体の障がいがある人、
高次脳機能障害、認知症、うつ病、あるいはそれ
らの予防が必要な人など対象は広い。

世の中には植物好きの人ばかりではないと思わ
れるかもしれないが「人は自然や動植物のような
生命との結びつきを求める」という仮説がある。
“バイオフィリア仮説” といい、生命への愛、と
いう意味である。　

人の進化はアフリカのサバンナ（草原）で起き
たことは定説となっている。肉食獣の脅威が間近
に潜み、常に緊張を強いられる見通しの悪い森林
より、見通しがきいて逃げやすく、隠れ場所とな
る木々が点在するサバンナのほうが安全でストレ
スも下がるという説もある。緑の景観や植物がス
トレスを下げることは実証されている。この説で
は、勇敢に森に入る人より、サバンナを好む人が
長い年月の間により多く生き残り世界へ広まった
ので、私たち日本人も含めて世界の人々には、サ
バンナに似た広々した緑の景観を好む傾向が遺伝
的に備わっているというのである。園芸療法の基
盤には「人は誰もが自然や植物との結びつきの中
でストレスが下がる」ことがある。植物のある景
観や作業対象となる植物に向かいストレスが下が
ると、疾患や障がいがある人も、植物に関心がな
い人も楽しく作業に取り組める。　　

また、園芸は、握
る、つまむ、混ぜる、
掘 る、 切 る、 結 ぶ、
注ぐなど、生活の中
で 行 う 動 作 を 組 合
せ た 作 業 が 多 い。
こ う し た 動 作 は 手
続 き 記 憶 と し て 身
についているので、
園 芸 経 験 が な く て
も、 障 が い が あ っ
て も、 新 し い こ と
が覚えられなくても、できることが見つかりやす
い。人はチャレンジしたことがうまくできたり、
ほめられたりすると気分がよいからまた行う。こ
うして、１日の中で園芸に没頭する時間が増える
と、脳も身体も継続的に働き、精神機能や運動能
力の維持や向上につながる。

私は園芸作業中の脳活動を研究している。人は、
加齢とともに脳血流が減少し、精神機能も衰える。
ところが、自身の研究で、かん水を３か月続けた
健常高齢者は注意機能を担う脳領域に活性化がみ
られた。単純に見える園芸作業も、続けることで
脳機能に改善をもたらす可能性がある。このこと
は、精神や知的機能に障害がある人にも適用して
みたい。

そして、もう一つの研究テーマが農福連携であ
る。園芸療法には、ストレス軽減とともに社会的
健康の改善を目的とした農業就労支援も含まれる。
農園芸の各作業に必要な精神機能、運動機能の分
析や、疾患や障がいがある中でもその人ができる
こと、すなわちプラスの機能を見つけるアセスメ
ントは園芸療法のノウハウの一部である。障がい
の程度にあった難易度の作業を見つけることも可
能だ。こうした園芸療法の研究成果やノウハウは、
農福連携に携わる人にもお伝えしていきたい。成
長期にある日本の農福連携のさらなるステップ
アップにつながるのではないかと思う。

バイオフィリア、園芸療法、そして農福連携へ
兵庫県立大学専門職大学院　緑環境景観マネジメント研究科　准教授　豊田　正博
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研究課題の紹介

１．課題設定の方針

我が国の農林水産業を取り巻く環境は、農業就業
者数や農地面積の減少による農業生産基盤の脆弱化
のみならず、地域コミュニティの維持が困難になる
ことなどが懸念されるなど、依然として厳しい状況
にあります。加えて、頻発する自然災害や家畜疾
病、地球温暖化の進行、さらには新型コロナウイル
ス感染症など新たな脅威による経済環境の急激な悪
化による影響も懸念されています。このほか、国際
的にはグローバル化の一層の進展、持続可能な開発
目標（SDGs）に対する関心の高まりなど、我が国の
経済社会は新たな時代のステージを迎えています。

このような農政をめぐる時代の大きな転換点にお
いて、農林水産政策研究所は、これらに関する政策
に貢献できることを念頭に、令和２年度において
は、特に（１）主要国の農業・農政と食料需給動向、

（２）担い手の経営改善・経営継承、（３）国内への
安定供給、輸出・海外展開、（４）地域振興等の諸課
題に関して、我が国農業・農村の将来のあるべき姿
に貢献できる研究の遂行を目指します。以上の基本
的考え方に基づき、政策的優先度及び研究資源等を
考慮しつつ、当研究所において令和２年度に研究す
る課題を以下のとおり設定します。

２．令和２年度における具体的な研究課題

令和２年度の具体的な研究課題は、表のとおりで
す。以下、研究分野ごとにその内容についてご説明
します。

（１）�　主要国の農業・農政と食料需給動向に関する
研究

①�主要国の農業政策・貿易政策の変化及びそれを踏
まえた中長期的な世界食料需給に関する研究
我が国の農業政策立案や食料の安定供給確保の観

点から重要となる、アメリカ、EU、韓国、ブラジ
ル、ロシア、中国、ASEAN諸国などを対象として
専門家を配置し、農業政策・貿易政策の変化が主要

農産物の需給や関連政策に与える影響の把握・分析
を、需給モデルによる予測と連携しながら継続して
行います。また、農林水産政策研究所で開発した世
界食料需給モデルを改良・更新し、中長期的需給予
測等を、各国の分析と連携して実施し、食料需給の
構造的変化の定量的展望を行います。

（２）　担い手の経営改善・経営継承に関する研究
①�農業・農村コミュニティの再生に向けた地域農業・
農村社会の構造的な変化に関する研究
担い手の経営改善に資する農地の利用集積を促進

するため、農地集約度を測る指標を開発するととも
に、現地調査と統計分析とを組み合わせて実施する
ことにより、大規模個別経営の経営発展に係る課題
や農業法人等の経営の持続性の確保に向けた対応方
向を明らかにします。また、担い手が規模拡大し経
営を改善していくために必要な雇用労働力の確保等
に関し、統計の組替集計による分析、先進的な取組
事例に対する現地調査を行うことで整理し、対応方
向を明らかにします。その際、ICT等の活用により
解消できる課題とできない課題を整理し、追加で講
じるべき対応についても明らかにします。

（３）�　国内への安定供給、輸出・海外展開等に関す
る研究

①�所得向上に繫がる農林水産物・食品の輸出拡大や
食品産業の海外展開の促進に関する研究
知的財産や地域ブランドの活用の具体的取組の実

態を明らかにし、これらを通じた農林水産物の高付
加価値化、国際競争力の強化を図るための課題、対
応方向、成功条件等について解明します。
②�和食の健康有用性を踏まえた食選択に関する行動
経済学的研究
健康な食選択において、ナッジのような緩やかな

行動変容のための介入研究を、フィールド実験を通
じて行い、エビデンスを蓄積するとともに、効率的
かつ効果的な和食への誘導を可能にする政策手法に
ついて検討します。

令和２年度研究課題の紹介

企画広報室　企画科長　林　岳
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（４）　地域振興に関する研究
①�ICTや先端技術を活用した農村活性化、地域資
源・環境の保全に関する研究
ICTやバイオマス等を利活用した農村イノベー

ションにおける課題の整理や効果等、イノベーショ
ンにつながる過程を検証し、新たな農村モデルの発
展と醸成に資する方策等について検討します。ま
た、農泊地域等が農山漁村地域の活性化につながる
過程を検証し、滞在型交流が持続的かつ効果的に農
山漁村地域活性化に結びつく方策等について検討し
ます。さらに、農業・農村の生態系サービスについ
て、供給のメカニズムを解明し、その評価の精緻化
を図るとともに、評価の政策利用について検討しま
す。
②�農業・農村コミュニティの再生に向けた地域農業・
農村社会の構造的な変化に関する研究
農村地域人口と農業集落構造の変化を予測すると

ともに、人口減少と高齢化の進行によって変容する
農業集落の実態把握を行い、今後発現するであろう
地域問題に対する対応方策を検討します。

３．委託研究

当研究所では、平成21年度から大学、シンクタン
ク等の幅広い知見を利用して、新しい概念や視点を
生み出すための「農林水産政策科学研究委託事業」

（委託研究）を実施しています。今年度は、昨年度
から引き続き、「世界の有機食品市場の動向を踏ま
えた我が国の有機食品市場の見通しに関する研究」、

「『日本型持続可能な開発目標（SDGs）モデル』の構
築に資する農業分野における成長市場の創出やイノ
ベーション推進に関する研究」、「日本の食品産業の
海外展開に関する研究」の３つの研究課題を委託し

ております。

４．連携研究スキーム

当研究所では、今年度から当研究所と大学をはじ
めとした研究機関等との連携を強化しながら研究を
行っていく連携研究スキームを新たに実施します。
連携研究スキームは、農林水産省の行政部局に農林
水産政策の推進方向に対応した政策の選択肢を提言
するため、新たな研究ニーズに対応するとともに、
研究における人的交流の拡大を目的としています。
連携研究スキームにより、大学等で蓄積されている
研究の成果を効果的に活用し、大学等と質の高い研
究を連携して行うことで、研究成果を行政部局や当
研究所に着実に蓄積するとともに、人的交流によっ
て当研究所と大学等双方の研究者の質的向上を図る
ことができます。詳細については、次号でご紹介い
たします。

５．終わりに

以上、当研究所の令和２年度の研究課題について
ご説明してきました。当研究所では、昨年度から組
織の改革に取り組み、行政部局との協力・連携体制
をより強化しながら研究活動に取り組んでおりま
す。そして、今年度は新たな連携研究スキームを立
ち上げ、外部試験研究機関との連携研究を開始いた
します。

これにより、研究者の専門分野に関する知見を最
大限活用し、農林水産政策及び農業経済学をはじめ
とする学術分野の発展に貢献することを目標に研究
活動を遂行していきます。今後とも当研究所の研究
活動にご理解をいただくとともに、幅広いご指導、
ご鞭撻を賜れれば幸いに存じます。

農林水産政策研究所　令和２年度の研究課題
重点課題 具体的な政策研究課題（主要なもの）

１�　主要国の農業・農政と食料需給動向に関する研究 ●�主要国の農業政策・貿易政策の変化及びそれを踏まえた中長期的な世
界食料需給に関する研究

２�　担い手の経営改善・経営継承に関する研究 ●�農業・農村コミュニティの再生に向けた地域農業・農村社会の構造的
な変化に関する研究

３�　国内への安定供給、輸出・海外展開等に関する研究 ●�所得向上に繋がる農林水産物・食品の輸出拡大や食品産業の海外展開
の促進に関する研究

●和食の健康有用性を踏まえた食選択に関する行動経済学的研究

４�　地域振興に関する研究 ●�ICTや先端技術を活用した農村活性化、地域資源・環境の保全に関す
る研究

●�農業・農村コミュニティの再生に向けた地域農業・農村社会の構造的
な変化に関する研究（再掲）
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研 究 成 果

本記事は、新型コロナウイルス流行前に実
施した研究の成果によるものです。

１．はじめに
世界の食料需給は、新興国・途上国において総

人口の増加とともに経済成長を背景にして食料消
費量を増加させる一方で、途上国だけでなく先進
国においても農業技術の進歩等から主に単収増に
よって穀物等の生産量が増加しています。しかし、
近年、天候だけでなく疾病も含めてさまざまな要
因による世界の食料需給における不確実性は増し
ています。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、
その動向を分析しかつ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・農業政策の検
討にとって必要不可欠な基礎となっています。

このため、農林水産政策研究所では「世界食料
需給モデル」を改良・開発し、2008年度から毎年、 
10年後の世界の食料需給の動向を予測・分析し、
その結果を公表しています。今般は、2017年を基
準年（2016-18年の３か年平均）とした「2029年に
おける世界の食料需給見通し」（以下、「世界の食
料需給見通し」）を2020年４月に公表しました。
本稿では「世界の食料需給見通し」概要について
紹介します。

なお、詳細は2029年における世界の食料需給見
通し（https://www.maff.go.jp/primaff/seika/attach/
pdf/200403_2029_01.pdf）及び世界の食料需給の動向
と中長期的な見通し（https://www.maff.go.jp/
primaff/seika/attach/pdf/200403_2029_02.pdf）を参
照ください。

２．世界食料需給モデルの特徴
世界食料需給モデルは、将来にわたる総人口や

経済成長率等のマクロ指標見通しの前提に基づき、
価格を媒介として主要な穀物や畜産物等の20品目
について、それぞれの需要と供給が世界全体を一
つのマーケットとして予測目標年（2029年）まで
毎年均衡させる「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。世界食料需給モデルの予測項目は、品
目別・地域別の生産量、消費量、純輸出量（また
は純輸入量）及び品目別の国際価格（実質及び名
目）になります。上記20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）になります。

３．�「世界の食料需給見通し」における予
測結果

（１）　「世界の食料需給見通し」の概要
世界経済は2018年頃から減速感を強め、2020年

に回復基調に入ると目されるところで不透明感が
強まり停滞感が継続しています。今後は、インド、
南・東南アジア等の新興国・途上国において比較
的高い経済成長率が維持されるとみられるものの、
先進国における経済成長はまちまちであり多くの
国で鈍化する傾向が見られ、途上国においても中
国等の新興国を含めてこれまでに比べて成長がや
や鈍化するとみられることから、中期的に世界経
済はより緩やかな成長となる見込みです⑴。

このため、世界の穀物・大豆等の需要は、これま
での増加の伸びを鈍化させながらも、今後も増加
が見込まれます。その背景として、2018年から世界
経済の減速感が強まってより緩やかな成長に伴い、
同需要をやや鈍化させる傾向を強める一方で、人
口の伸びは鈍化しつつも総人口の継続的な増加、
中国等の一部の新興国及び途上国における需要の
鈍化がありつつも所得向上等に伴う新興国及び途
上国を中心とした食用需要及び飼料用需要の漸進
的な増加が、今後も見込まれるためです。一方、
供給面では、一部の品目で利潤の低下に伴って収
穫面積の減少がみられるものの、穀物・大豆等の生
産は、主に単収増によって増加することが今後も
見込まれます。その結果、穀物・大豆等の国際価格
は、資源・穀物価格高騰前の2006年以前の低い水準
には戻らないものの、弱含みの傾向をやや強めつ
つもほぼ横ばいで推移する見通しです。

（２）　「世界の食料需給見通し」の前提条件
「世界食料需給モデル」による世界の食料供給と

需要の予測は、各国の政策が現状を維持すること
や平年並みの天候を前提とする自然体の予測

（ベースライン予測）として試算を行った結果です。
また、今年度の見通しは2029年における世界の食

2029年における世界の食料需給見通し
－穀物等の国際価格はやや弱含みを強めつつほぼ横ばいの見通し－

国際領域　上席主任研究官　古橋　元
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料需給を予測したものであり、将来の総人口はア
ジア、アフリカ等の新興国・途上国を中心に増加
し、2029年 に 世 界 全 体 で84.3億 人（ 基 準 年 か ら
12.3％増加）に達し、１人当たり実質GDPは2029年
に13,249 USドル（基準年から24.4％増加）まで増加
するマクロ指標の見通しを前提としています⑴。

（３）　穀物の将来見通し
今後、世界の穀物需要について、上記に示した

緩やかな所得の向上等に伴う途上国を中心とした
食用及び飼料用需要の増加に加え、伸びは低く抑
えられるもののバイオ燃料原料用の底堅い需要も
あるため、食用及び飼料用を含む世界の穀物総消
費量が基準年の25.9億トンから2029年に30.2億ト
ンまで増加する見通しです。その結果、飼料用の
穀物消費量は、基準年から2029年までに19％と食
用等の16％に比べて高い伸び率を示します。ただ
し、10年前から現在までの伸びに比べると低下し
ています。こうした穀物需要対して世界の穀物生
産について、収穫面積は横ばいに極めて近いもの
の若干減少し、単収の上昇によって生産量が増加
する見通しです（第１図）。

（注）数字は単収（トン/ha）、円の大きさが生産量

（４）　豚肉の将来見通し
「世界の食料需給見通し」における地域別予測

結果について、誌面の都合上、豚肉のみ紹介しま
す（第２図）。現在、純輸出地域が北米と欧州と
なり、アジアが最大の純輸入地域で、中南米、オ
セアニア、アフリカは若干の純輸入地域となって
います。中東はムスリムが大半を占める地域であ
るため、豚肉の需給量が極めて少なく、アフリカ
地域の北アフリカも同様で需給量がわずかです。

アジアは、2029年に世界の生産量の57%、消費
量の63%を占める見通しで、豚肉はアジアを中心
とした品目となっています。アジアの生産量は、

今後、中国だけでなくベトナムやフィリピンにお
いても順調に増加し、経済の減速感は強まるもの
の、相対的に高い経済成長率を背景に消費量は増
加する一方、2029年におけるアジアの純輸入量は、
762万トンまで増加する見通しです。特に、アジ
アの消費量の約８割を占める中国の消費量は今後
も増加する見込みで、１人当たり消費量の伸びは
鈍化するものの、疾病等の懸念もあり生産量の追
加的な増加量を上回り、2029年の中国の純輸入量
は302万トンまで増加する見込みです。

北米は、米国及びカナダが純輸出量を増やす見
通しであるため、2029年に純輸出量は420万トン
まで増加すると見込まれます。米国、カナダの純
輸出量は2029年に259万トン、161万トンとなりま
す。中南米は基準年に純輸入地域でしたが、ブラ
ジルによる豚肉輸出の増加が見込まれ、その他の
中南米諸国も豚肉の自給度合いを高めることに
よって上昇させることによって、2029年には純輸
入から純輸出地域になり、純輸出量がわずかに32
万トンとなる見通しです。今後、豚肉の国際市場
は、中南米のブラジル、北米の米国及びカナダ、
欧州地域のEUの純輸出量の増加によって、中国
を含めたアジア諸国の追加的な純輸入量の拡大を
まかなうことが見込まれます。

以上のように、本稿では「世界の食料需給見通
し」を紹介しました。農林水産政策研究所では、
今後も、最新の統計や前提条件の下で食料需給の
動向を分析し、適時・適切な将来見通しを行って
いく予定です。

第１図　世界全体の穀物の生産量、単収、収穫面積
資料：「世界の食料需給見通し」
注：円内の数字は単収、円の大きさが生産量を表す。
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ロシアでは、2018年にプーチン大統領が打ち出した「農
業関連分野の輸出額を2024年に450億ドルにする」という
目標の達成が農政の重要課題となっていますが⑴、最重要
品目である穀物の貿易を巡って、2019年８月に「2035年ま
での穀物部門発展戦略」、2020年１月に「新食料安全保障
ドクトリン」が決定・公表され、同年４月から６月には穀
物輸出クオータが適用されました。本稿では2019年度カ
ントリーレポートからこれらの動向を紹介します⑵。

１．2019年の農水産物貿易と穀物輸出
2019年のロシアの農水産物（HS１類～24類）貿易額は、

輸出額248億ドル（前年比1.7億ドル減）、輸入額298億ドル
（同1.1億ドル増）、純輸入額51億ドル（同2.8億ドル増）で、
輸出拡大・黒字転換からは後退しました。最大の原因は穀
物（HS10類）の純輸出額の減少でした。2017年産の穀物は
史上最高の豊作で、その輸出が続いた2018年の穀物輸出
量は高水準でした。2019年の穀物輸出減はこれと比べて
の減少です。穀物の輸出拡大は、農業関連分野の輸出拡大
目標実現にとって重要ですが、毎年の作柄に大きく左右さ
れます。

２．�2035年までの穀物部門発展戦略：穀
物需給見通し
2019年８月に公表された「2035年までの穀物部門発展戦

略」（以下「戦略」）から2035年までのロシアの穀物需給見

通しを紹介します（表参照）。
見通しは基本、楽観、悲観の３つのシナリオで構成さ

れています。客観的な将来予測か、政策目標的なものかは
明確ではありませんが、楽観シナリオは、輸出拡大目標を
踏まえたものとされており、政策目標的な色彩が強いと思
われます。３シナリオは、国内消費量には大きな差がなく、
収穫量の多寡によって輸出量が変わる構成です。

国内消費量は、基本シナリオでは2035年に86.2百万トン
（対18年９百万トン増）、内訳は飼料用52.3百万トン（同5.9
百万トン増）、食用15.2百万トン（同0.2百万トン増）等とさ
れており、飼料用の増加が最も大きくなっています。

収穫量と輸出量の見通しを見てみましょう。基本シナ
リオでは、2035年の穀物収穫量を140百万トン（対18年26.7
百万トン増）としています。播種面積は50百万ha（同3.7
百万ha増）、平均単収（収穫面積ベース）は3.14トン/ha（同
0.6トン/ha増）です。2018年から2035年の穀物収穫量増加
に対する、①単収（播種面積ベース）の上昇、②播種面積
の増加の寄与率を計算すると、①が64％、②が36％とな
り、基本シナリオでは単収増加を穀物収穫量増加の主要因
としていることがわかります。基本シナリオの2035年の
穀物輸出量は55.9百万トンです。高水準だった2018年と比
べれば１百万トン増ですが、2016/17年度から2018/19年
度の平均輸出量44.2百万トンと比べれば11.7百万トン増です。

楽観シナリオの2035年の穀物収穫量は150.3百万トン
（対18年37百万トン増）です。播種面積は50百万ha、平均

質も量も：ロシアの農産物輸出促進と 
政策の基本方向

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国際領域　上席主任研究官　長友　謙治

表　2035年までの穀物部門発展戦略・需給見通し概要
（単位：百万トン）

シナリオ 2018年 2019年 2020年 2025年 2030年 2035年

収穫量
楽観 113.3 119.3 125.3 141.9 145.5 150.3
基本 113.3 108.3 110.3 116.7 124.3 140.0
悲観 113.3 107.6 108.9 114.0 121.3 125.4

輸出量
楽観 54.9 38.0 41.9 59.9 59.9 63.6
基本 54.9 24.9 30.5 34.4 39.4 55.9
悲観 54.9 25.1 29.6 33.0 37.8 39.7

国
内
消
費
量

計 基本 77.2 80.3 80.1 81.4 83.8 86.2
食用 共通 15.0 15.0 15.1 15.2 15.2 15.2
飼料用 共通 46.4 49.3 48.9 48.7 50.4 52.3

種子用
楽観 11.0 11.3 11.4 11.7 11.8 12.0
基本 11.0 10.9 10.9 11.2 11.3 11.5
悲観 11.0 10.4 10.4 10.7 10.8 11.0

その他産業加工用 共通 3.6 3.9 4.0 5.0 5.5 5.6

減耗
楽観 1.2 1.2 1.2 1.3 1.3 1.4
基本 1.2 1.2 1.2 1.3 1.4 1.6
悲観 1.2 1.2 1.2 1.3 1.4 1.4

資料：2035年までの穀物部門発展戦略から筆者作成。
注⑴　2018年は実績値。本表の数値は，原則として穀物及び大豆以外の豆類の値だが，輸出は穀物のみの値。
注⑵　国内消費量の計は筆者計算。シナリオによる違いは小さいので，基本シナリオの値のみを示した。
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単収が3.53トン/ha（同0.99トン/ha増）で、播種面積は基
本シナリオと同じですが、単収はより大幅な上昇を想定し
ています。2035年の穀物輸出量は63.6百万トン（対18年8.7
百万トン増）で、2016/17年度から2018/19年度の平均輸出
量と比べ19.4百万トン増です。

悲観シナリオは、経済の後退、政府の支持政策の縮小、
気象災害の頻発を前提としており、2035年の穀物収穫量
は125.4百万トン（対18年12.1百万トン増）です。2035年の
穀物輸出量は39.7百万トン（対18年15.2百万トン減）で、
2016/17年度から2018/19年度の平均輸出量と比べ4.5百万
トン減です。

３．�2035年までの穀物部門発展戦略：実
現方策
2035年見通しの実現方策から要点を抜粋しました。な

お、ロシアは穀物の輸出関税制度を維持しつつ、税額を無
税とする扱いを継続していますが、戦略には「輸出関税の
適用回避は輸出国の穀物輸出力を大幅に高める」と記述さ
れていることにも注目したいと思います。
①　穀物・豆類の播種面積構成の最適化と単収の向上
・　温暖化の進行で干ばつ等の悪影響を受ける地域の単収

維持と気象条件が改善する地域の生産振興。
・　単収の向上方策として、生産性が高く病害虫に強い品

種の導入、肥料投入量の増加、機械装備の充実を通じ
た適期の農作業実施等。2035年の穀物に対する無機肥
料総投入量は、基本シナリオ８百万トン、楽観シナリ
オ11.3百万トン（2018年と比べて３～４倍増）。

・　穀物の品質向上に係る措置として、デュラム小麦、タ
ンパク質含有率の高い普通小麦等の生産増加、高品質
小麦生産ゾーンの設定と地域クラスターの形成等。

・　播種面積の拡大については、使用されていない耕地
20.2百万haのうち使用しない期間５年未満の耕地の再利
用を想定。

②　インフラと物流の発展
・　穀物保管施設の総容量は現状156.9百万トン。当面既存

施設の稼働率向上で収穫量増加に対応できるが、農業
生産者の保管施設や拠点エレベーターの整備を促進す
る必要。2035年に確保すべき総容量は167.4百万トン。

・　海港の穀物積荷能力は現状で53.2百万トンありロシア
全体では十分だが、アゾフ・黒海水域では積出能力が飽
和する事態も生じており拡充が必要。2035年に確保す
べき港湾の能力は83.1百万トン。

③　輸出の促進
・　既に獲得した市場を品質等の問題で失わないよう検疫

や品質検査の強化が必要。
・　国内消費量が大きいが現在はロシア産穀物の輸入量が

大きくない中国、インド、アフリカ諸国、ペルシャ湾
岸諸国等向けの輸出を拡大。

４．新食料安全保障ドクトリン
2020年１月に新食料安全保障ドクトリンが公表されま

した。旧ドクトリンが制定された2010年当時は、畜産物
等の農産物の国内生産拡大と自給率向上が喫緊の課題でし

たが、これらがおおむね達成され、農産物輸出の拡大が課
題となっている現状を踏まえ、新ドクトリンが制定されま
した。旧ドクトリンでは、国内生産拡大と食料自給率向の
ために国境措置を利用する考え方を明確に打ち出していま
した。その後のロシアの農産物貿易政策は、食肉の関税割
当制度の強化、ウクライナ危機に伴う食品輸入禁止措置等
これに即する形で運用され、結果として相当の成果を上げ
ました。新ドクトリンでは代わって農産物等の貿易収支の
黒字化や輸出ポテンシャルの実現が打ち出され、食品の品
質と安全の確保が取り上げられています。特に、食料安全
保障の観点から「播種、栽培、育成目的で遺伝子組換え生
物がロシア連邦の領域に持ち込まれることの阻止」が明示
されたことに注目したいと思います。

５．穀物輸出クオータの導入
最近、新型コロナウイルス感染症流行に係る経済安定

対策の一環として、穀物等の輸出を規制する動きが出てい
ます。ロシア政府は、小麦、ライ麦、大麦、トウモロコシ
について、ユーラシア経済連合（アルメニア、ベラルーシ、
カザフスタン、キルギスタン、ロシア）域外への４月１日
から６月30日までの総輸出量を７百万トンとする輸出ク
オータを適用しました。また、ユーラシア経済連合におい
ても、４月12日から６月30日まで野菜（タマネギ、ニンニ
ク、カブ）、穀物（ライ麦、米、ソバ、キビ）、油糧種子

（大豆、ヒマワリ）、穀物の加工品（ひき割り等）の域外輸
出を禁止する措置を適用しました。

２つの措置によって、ロシアは、主要な輸出穀物であ
る小麦、大麦、トウモロコシでは国内消費量の確保を勘案
した輸出可能量の範囲内で輸出を行う一方、その他の主に
国内及び経済連合の域内で食用に消費される穀物について
は、域内への安定供給を重視する観点から一時的に輸出を
禁止したものと考えられます。

６．おわりに
ロシアが、穀物輸出の一層の拡大を目指す上で、量的

拡大だけでなく品質向上にも着目するようになったことは、
輸入小麦の品質を重視する我が国としても、注目に値する
変化と言えるでしょう。ロシアの穀物輸出については、農
産物輸出拡大方針の下、輸出制限の発動をできるだけ抑制
する方向がある一方、食料安全保障の確保が底流として伏
在しており、非常時にはこれが顔を出します。今年４月か
ら６月に適用された穀物輸出クオータは、その数量から見
て世界の穀物需給に大きな影響を及ぼすものではなかった
と思われますが、期限が切れた７月以降の動向は注視して
いく必要がありそうです。

（注）⑴�　長友謙治（2019）「ロシアの農水産物貿易政策の変
化－自給率向上から輸出促進へ－」『Primaff�Review』
No.89�（2019年５月号），農林水産政策研究所．

　　⑵�　長友謙治（2020）「第６章　ロシア－農産物の輸出促
進と政策目標－」『令和元年度カントリーレポート：米国，
EU（CAP），フランス，英国，CETA，ロシア』，農林
水産政策研究所．
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研究レビュー

１．はじめに
農林水産省（2017）によると、国内で農産物直売

所に取り組む事業所は23,940事業体、総販売額は
１兆790億円であり、近年においても増加傾向にあ
ります。1990年代に国内で地産地消ムーブメントが
顕在化して以来、農産物直売所はおよそ30年もの
間、生産・消費サイドの両者に受け入れられ続けて
いることが分かります。成熟しつつあるローカル
フードシステムが今後どのような方向に向かうの
か、その典型であるCSA（Community Supported 
Agriculture、地域支援型農業）や農産物直売所に関
する研究についておおむね2010年代の論文レビュー
から展望したいと思います。

２．農産物直売所の存立条件に関する分析
農産物直売所を含めたローカルフードシステムに

関する研究は、1990年代後半から2000年代にかけて
活発化しましたが、当時は統計が未整備であったた
め、全国的な動向を把握したり時系列に沿った分析
を行ったりすることは難しい状況にありました。そ
のためこれまで国内の先進事例の分析や消費特性に
関する分析、また６次産業化に関連してその意義が
検討されてきました。

近年になって統計が整備され、大橋・高橋（2017）
は、全国的な統計調査の組み替え集計によって、農
産物直売所や加工、観光農園等の農業生産関連事業
について、事業類型や立地条件と事業規模との関係
を分析しています。また、菊島（2017）は、農産物
直売所間の競合関係について、県レベルの定量的な
分析から、その立地圏域と販売金額への影響との関
係を具体的に明らかにしました。

一方、農産物直売所の機能に関しては、近年の研
究では多発する自然災害に関連したものが報告され
ています。大浦ら（2012）は、災害時の農産物直売所
の持つ機能について、東日本大震災時のPOSデータ
やヒアリング調査の結果から、調達エリアの近さに
よる食料供給面での「頑強性」、時間とともに変化す
る消費者ニーズに対応しうる「柔軟性」を持ち合わ
せていることを指摘しています。また、安江（2018）
は、震災後に開設した農産物直売所の役割として

「住民同士をつなぐ機能」の存在を指摘しています。

３．海外との比較研究からの示唆
ローカルフードシステムに関する研究のもう１つ

の傾向としては、欧米諸国、とりわけ米国のローカ
ルフード運動との比較研究が増加していることです。

日本では、1970年代に産消提携、1990年代に地産
地消ブームが活発化しました。日本国内ではCSA
の取組は限定的ですが、消費者の食の安全性への懸
念や生産者の高齢化を背景に農産物直売所が各地に
開設されました。初期は女性グループ等による簡易
な設備での運営が主流でしたが、後に農協や第３セ
クターによる大型店舗の開設が進み、学校給食への
食材供給等の販路拡大、加工や飲食、交流体験施設
等の併設による多角化が進展します（小柴，2005）。

一方、米国ではアグリビジネスの台頭によるサプ
ライチェーンの効率化が進展する一方で、その弊害
を疑問視する声が高まります。そうした中で1990年
代にローカルフード運動が活発化し、2000年代以降
も拡大します（佐藤，2019）。

日本の産消提携を参照したといわれるCSAは、
1980年代に米国で生まれ、東海岸を起点として全米
に拡大しています（大塚，2018）。2005年には1,144
組織となり（Martinez, S., et al，2010），その後も増
加しながらカナダやフランスにも波及しました（波
多野，2008）。また、ファーマーズマーケットも
1990年代に設立が活発化し、その数は1994年の
1,755か 所 か ら2009年 に は5,274か 所 に と な り

（Martinez, S., et al，2010）、その後も増加傾向にあ
ります。ファーマーズマーケットの展開の特徴は、
日本では農村部と都市部の両方に立地して生産サイ
ド中心の運営が行われているのに対し、米国では西
海岸のカリフォルニア州と東海岸諸州といった都市
近郊に立地し、品揃えや出荷基準等の運営面にも消
費者である都市住民が参加し、その意向が強く反映
されていることが報告されています（櫻井，2014）。
さらに米国ではこうしたローカルフード運動の拡大
に伴い、ローカルフードの集配拠点である「ローカ
ルフードハブ」が登場します（佐藤，2019）。

米国のローカルフードハブの先進的な取組では、
地域で生産された農産物を消費者やレストラン等の
顧客に販売したりマーケティングを行ったりするこ
とに加え、低所得層が健康的な食生活を送るために

ローカルフードシステムに関する近年の研究動向

農業・農村領域　主任研究官　　小柴　有理江
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ローカルフードにアクセスしやすい環境を整備した
り人材育成を行うなど、食の「社会的公正」に取組
んでいる点が注目されています（佐藤，2019；椿，
2019）。一般的にはローカルフード運動が普及する
につれ、その理念や「ローカル」であることの意味
が薄れていくことが懸念されますが（スクールマ
ン，2019）、米国のローカルフードハブにおける取
組は、ローカルフードシステムに地域社会の課題解
決に向けた取組を組み込むことで、その乖離を防ご
うとしています。西山（2018：14）は日本での地産
地消の取組を鮮度や安全・安心を求めるだけでは

「“ローカル” の持つ意味を矮小化している」と指摘
しています。ローカルフード運動とは食を通してコ
ミュニティを自分たちでコントロールし、よりよい
地域や社会運営を実現しようとする取組であるとし

（西山，2017）、消費者や生産者らが立場を超えて協
働でコミュニティを形成していく過程であることを
強調しています（西山，2014）。そうした土壌を形
成しうるかが今後の日本国内における取組でも問わ
れてくるでしょう。

以上のように、ローカルフードシステムの拡大と
ともに、その社会的な意義や役割が再考されていま
す。国内でも農産物直売所で地域の高齢者等の買い
物を支援する取組などは行われていますが（片岡，
2018）、それもごく一部の事例にとどまっています。
他方で坂本・ブリスレン（2016）が指摘するように、
事業運営と社会貢献的な事業の両立は容易ではな
く、それらはローカルフードシステムの担い手の健
全な経営の上に成り立ちます。そのためにも前半で
レビューしたような、ローカルフードシステムの現
状とビジネスとしての競争環境や存立条件の把握と
いった俯瞰的、定量的な分析も欠かせず、その両側
面から研究を蓄積し、議論を深めていくことが求め
られます。
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フードシステムとは、食料となる農水産物が生産
され、消費者にわたるまでの食料・食品の流れのこ
とをさします。こうしたフードシステムは非常に複
雑で、グローバルに拡大しており、かつ品目ごとに
異なる特徴があり、その全体像を学ぶことは、ます
ます難しくなっています。そうした中で、放送大学
の教材として執筆された本書は、１冊でフードシス
テムについて幅広い知識を学ぶことができる貴重な
書籍です。平易な言葉で書かれていますが、編者の
新山陽子氏をはじめとして、フードシステム研究で
活躍する研究者らによって書かれているため内容は
本格的で、自分の未知の分野を学ぶ際に、章末の先
行研究のリストがとても参考になります。

全体を紹介することは紙幅上難しいので、フード
システム全体の分析枠組みを示した「第１章　フー
ドシステムをどのようにとらえるか（新山陽子）」
と、筆者の関心から、「第13章　食生活と健康、食
文化（工藤春代）」について紹介したいと思います。

まず、第１章では、フードシステムを「食料品の
生産・供給・消費の流れに沿った、それらをめぐる
諸要素と諸産業の相互依存的な関係の連鎖」と定義
しています。そして、フードシステムは複雑な構造
を持つため、全体を一括して総合的に説明する理論
を持つことは難しいため、全体をいくつかの「副構
造」に分割してとらえることが現実的として、５つ
の副構造をあげています。

具体的には、①「連鎖構造（垂直的構造）」（川上
から川下への流れに沿って、多段階の産業が相互に
連関、例：ある事業者が川上の事業者から原料を仕
入れて、さらに川下の事業者に製品を販売する流れ
の中で生じる価格形成や品質の調整など）、②「競
争構造（水平的構造）」（各産業内部での様々な事業
者による競争関係、例：ブランドや企業の数、生産
シェアの集中の状態、製品差別化の状態など）、③

「企業構造・行動」（それぞれの産業を構成する事業
者は意思を持ち、その行動がフードシステムの変化
の契機となる）に加え、④「企業結合構造」、⑤「消
費者の状態」が５つの主要な副構造とされていま
す。さらに、フードシステムに外部から影響を与え

る「基礎条件」として、
商品特性、制度・慣習・
ルール・文化、公共政策・
中央政府・地方行政、社
会的な技術条件、社会的
な市場条件、国際的な貿
易ルールが示されていま
す。

こうした枠組みを踏まえ、その後の各章は、農業
から小売業までの各産業（第２～８章）、消費者の
状態（第９章）を段階別に論じ、「垂直的な関係」に
ついて、第４章（農業経営の存続）、第10章（価格の
形成、品質の調整）で論じ、「基礎条件」である政策
や制度を第11章（食品安全）、第14章（貿易）、第15
章（世界の食料・農業の政策と制度）で論じ、また
今日的な課題として、食品廃棄（第12章）、食生活・
食文化（第13章）なども取り上げています。

なかでも、第13章では、現在の食事内容のパター
ンについて統計的に把握した興味深い研究が紹介さ
れています。インターネット調査から、調査日とし
た一日の食事について、主食、おかず・鍋物、汁物、
飲み物、乳製品、お菓子・デザート、果物、サプリ
メント・栄養補助食品にわけ、その組み合わせの主
要なパターンの割合を年代（20代～40代）・子供の有
無別に示しています。そして、いわゆる「日本型食
生活」に近いと考えられる「主食おかず汁物型」「主
食おかず型」「主食汁物型」の合計の割合が、朝食で
はおよそ２割、夕食ではおよそ半数を占めているも
のの、年代や世帯の特徴によって、その割合が異な
ることを示しています。そして、こうした消費者の
食生活が、自身の健康だけでなく、他のフードシス
テムの段階や、自給率や食文化にも影響を与えるこ
とを指摘しています。

いずれの章も興味深い内容ですので、研究者はも
ちろん、幅広い方に、ぜひ読んでいただきたいで
す。

『フードシステムと日本農業』
新山　陽子　編著

食料領域　主任研究官　　大橋　めぐみ
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戸川　律子
（とがわ　りっこ）

農林水産政策研究所研究員
国際領域

●専門分野
社会学（社会システム、連帯
経済、食育、食文化、地域資
源、健康栄養政策、環境問題）

●略歴
大阪府出身。2007年フランス高等師範学校留学後、
大阪府立大学博士課程修了（博士（言語文化学））。
2018年京都大学特定研究員。2020年モンペリエ農
業技術高等学校招聘研究員、同年４月より現職。

●これまでの研究はどのようなものですか？
これまでの研究は主にフランスをフィールドとし

て、歴史的・政策的・経営的視点を踏まえながら、
社会学的アプローチによって、４つの課題に取り組
んできました。

第一が「公共政策における食育と食文化の遺産化
に関する研究」です。フランスは欧州最大の農業国
であり、自国の料理も国際的知名度が高いです。食
文化をユネスコ無形文化遺産として登録した後、フ
ランスが採択した横断的な食政策と食育を分析し、
どのようにして食文化の継承と同一性の認識を与え
ているのかについて研究しました。

第二は「ワインの地理的表示とマーケティングに
よる真正性の形成に関する研究」です。EPA・FTA
の現状をみれば、国内外において商品のアイデン
ティティを保護することは重要です。フランスは世
界に先駆けて原産地統制呼称に取り組んできまし
た。それゆえ、最も厳格な地理的表示（AOP）を取
得しているEUワインの約３割がフランス産です。
しかし、他にもI.G.Pなどの地理的表示や地理とは
無縁の品質表示が存在し、かえって消費者の選択を
困難にさせているという問題がおこっています。日
本の農林水産物・食品の輸出が期待される中、その
ような観点から、地理的表示とともに他との差別化
を可能にするマーケティングについて考察しまし
た。

第三は「小規模農家のイノベーションと消費者の
環境志向に関する研究」です。フランスでは環境問
題を背景に、食料市場のグローバル化によるサプラ
イチェーンが見直され、地産地消の動きが活発化し
ています。小規模農家と市民をつなぐ様々な提携シ

ステムが生まれ、地域の連帯経済の一つとして拡が
りを見せています。

第四は「伝統的薬用植物の市場と国内栽培の重要
性に関する研究」です。様々な地域に健康と結びつ
いた草花を食用とする伝統的な習慣や慣習がありま
す。なかでも経済自由化により短期間で地域に変化
がもたらされ、伝統的な慣習が失われつつあるラオ
スを事例として調べました。

●今後の抱負はなんですか？
COVID-19は世界的流行を引き起こしました。こ

れらの影響を契機とした国際状況の変化ならびに社
会の要請を注視しながら、これまでに行ってきた研
究を基盤として、より広い視野をもって研究する必
要性を深く感じています。今後は多くの関係者と積
極的に連携し、時代の変化に対応できる適時的確な
研究成果の発信を目指したいと思います。

伊藤　暢宏
（いとう　のぶひろ）

農林水産政策研究所研究員
食料領域

●専門分野
農業経済学（フードシステム
論、食料消費行動）

●略歴
三重県出身。2019年３月東京大学大学院修了（博士
（農学））。同年、東京大学農学特定研究員、明治大学
兼任講師等を経て、2020年４月より現職。

●これまでの研究はどのようなものですか？
これまで、「消費者の食料消費行動」について、消

費者のアンケートデータや購買データ等を用いて
様々な角度から研究してきました。特に、中心的な
課題としてきたのは、食品事業者や農業者が消費者
と直接的な交流の機会を持つことで、その後の消費
者の意識や行動がどのように変化するのかについて
です。食品の生産・流通について分業が進んでいる
ことは消費者が多種多様の食品を選択して楽しむこ
とができますが、一方では消費者が生産現場の様子
や工夫を知ることが困難な場合があります。例え
ば、農業者が生産時に工夫を行い良質な食品を生産
していても、その情報が消費者の元に届いていない
可能性があり、そうした生産者が持続的に生産活動

研究者紹介
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を続けることを難しくしてしまいます。そのため、
消費者が農業体験や工場見学など直接生産現場に赴
いて生産者と交流することによって、消費者行動が
どのように変化するのかについて研究してきました。

また、最近は消費者の米消費や小売店の販売行動
との関係についての研究にも取り組んでいます。日
本農業にとって米は大きな割合を占めている一方、
その消費は年々落ち込んでいます。これは米の産地
や品種が多種多様であることに加え、小売店では
セール品として扱ったり、ブランド米として売り出
したりすることもあります。このように、以前にも
増して米に関する消費者行動は複雑になってきてい
ます。消費者がすべての商品に目を配った上で購買
できておらず、ある一定の商品群の中から選んでい
ることなど、消費者の米購買行動について基礎的な
ところから丁寧に明らかにしています。

●今後の抱負はなんですか？
今後も、食料消費行動を明らかにする研究を進め

ることを通じて、食料・農業・農村が直面している
課題に挑戦していきたいと思っています。また、消
費者の視点から研究を進める上でも、農業や食品産
業の現場の理解は不可欠であると考えており、これ
らの関連分野及び現場から多くのことを学んでいき
たいと思います。そして、政策的・学術的、そして
実践的な研究を行い、研究成果を広く社会に理解し
ていただけるような研究者を目指します。

楠戸　建
（くすど　たける）
農林水産政策研究所研究員
農業・農村領域

●専門分野
応用計量経済学、環境経済学、
欠測のあるデータの分析

●略歴
岡山県出身。2019年３月九州大学大学院生物資源環
境科学府博士後期課程修了（博士（農学））。
福岡県農業大学校非常勤講師、東京農工大学特任助教
を経て、2020年４月より現職。

●これまでの研究はどのようなものですか？
より良い政策決定や意志決定を行うために、確固

とした根拠に基づいて意志決定を行うこと（エビデ
ンスに基づく政策決定）が強く求められています。

この実現のためには、意志決定の根拠として拠って
立つ論理を明確にし、これに即してデータ等の証拠
を可能な限り収集することが必要であり、そのため
に様々な手法を用いて研究がなされています。

この中で、新たな政策や、これまで市場に存在し
なかった新しい財・サービス（例えば、環境保全型
農産物）などを市場に導入する際に、その導入がど
のように評価され、受け入れられるかを考えるに
は、既存のデータからだけでは十分に検証できない
ことが多く、アンケートなどを用いて事前に情報を
得る必要があります。

一方で、アンケート調査などを行う場合には、調
査対象者が限られた時間と情報の中で回答を行うこ
とから、様々な偏り（バイアス）がその評価に影響
を与えうるとも指摘されています。より良い意志決
定を行うために、根拠として利用可能なデータを収
集するという目的からすれば、アンケート調査に
よって得られるデータを根拠として利用可能なもの
に近づけることも有効な方策と考えられます。この
点から、アンケート調査の各段階で生じる「欠測
データ」が政策の事前評価や、新たな財の潜在市場
規模など、知りたい情報の推論に関してどのように
バイアスを与えているかという課題について、例え
ば、どのような人がアンケートに回答する傾向があ
るのかなど、欠測が発生するメカニズムを理解し、
それを考慮した上で分析を行うことで、バイアスを
補正し、得られる情報をより意志決定の根拠として
利用可能なものに近づけるという研究を行ってきま
した。

●今後の抱負はなんですか？
上でも挙げた通り、より良い政策決定を行うため

には、これまでの政策の結果を含めた既存データの
分析に加え、アンケートや介入実験などを行うこと
で、次の政策決定に役立つデータを収集していくこ
とが必要とされています。さらにその政策決定がな
されたのちには、その政策から得られた情報を生か
しながら、さらに次の政策決定をより良いものにし
ていく・・・といったサイクルを積み重ねていくこ
とが重要だと考えております。このようなサイクル
を、関係するすべての方々のお力添えを頂きつつ、
わが国、ひいては世界の農林水産業の持続的な発展
に向けて進めていくための寄与ができる研究者を目
指して、研究を進めて参る所存です。
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