
No.103
令和３年9月

●巻 頭 言 これまでの農福連携研究、これからの農福連携研究

●研究成果

●世界の農業・農政

「ナッジ」による持続可能な消費拡大に向けた行動変容は可能か？

ブラジルにおける大豆生産：
米国・アルゼンチンとの比較から見える特色



No.No.103103No.No.103103No.103

メールマガジン
「農林水産政策研究所ニュース」のご案内

研究成果報告会・講演会の開催案内、刊行物の新刊情報など当研究所の
研究活動に関する情報をわかりやすく、タイムリーに発信しています。
ぜひ、ご登録ください。

https://www.maff.go.jp/primaff/koho/e-mag/index.html

CONTENTS

●巻頭言
これまでの農福連携研究、これからの農福連携研究
� �千葉大学　園芸学研究院　教授　吉田　行郷　　　1
●研究成果

「ナッジ」による持続可能な消費拡大に向けた行動変容は
可能か？
� �食料領域　上席主任研究官　佐々木宏樹　　　2
●世界の農業・農政

ブラジルにおける大豆生産：米国・アルゼンチンとの比較から
見える特色
� �国際領域　主任研究官　林　　瑞穂　　　6
●研究レビュー

サーキュラーエコノミーと廃棄物の削減に関する研究の動向
―フランス農業分野に着目して―
� �国際領域　研究員　戸川　律子　　　8
●農林水産政策科学研究委託事業

有機農産物及び食品の生産振興の諸条件の解明：EUの分析と
我が国への示唆
� �国立大学法人　東海国立大学機構　名古屋大学大学院
� 環境学研究科　教授　香坂　　玲　　10
●ブックレビュー

『マツタケ―不確定な時代を生きる術―』（アナ・チン著）
� �国際領域　主任研究官　須田　文明　　12



巻頭言
　2021年の３月に16年間お世話になりました農林水
産政策研究所を辞して、千葉大学で教鞭を執ること
となりました。ご縁がありまして、客員研究員とし
て、引き続き農林水産政策研究所の研究に関われる
ことになり、大変うれしく思っているところです。
　同研究所では、13年間、農福連携の研究に関わら
せていただきましたが、振り返ってみれば、チーム
で取り組む研究体制が上手く機能して、この分野で
の研究を大きく進めることができたと思っていま
す。農福連携の研究は、初代の農福連携チームの
チーム長を買って出ていただいた香月敏孝さんと最
初に学術的な研究論文を発表していただいた飯田恭
子さんと私の実質３人でスタートしました。その
後、次第にこの分野での研究を志向する研究者の参
画を得て、また、客員研究員の皆さん、連携研究ス
キームに参加していただいた研究者の皆さん、コン
サルティングフェローの行政官の皆さんにも次々に
加わっていただき、素晴らしい研究体制が構築され
て、大変心強く思っています。
　本稿では、これまでの農林水産政策研究所におけ
る農福連携の研究成果を振り返るとともに、今後、
同研究所に期待したい研究についてご紹介させてい
ただきます。
　農林水産政策研究所では、2007年度に研究チーム
を編成して、「農福連携」に関する研究を開始しまし
た。最初の研究成果では、農業に取り組んでいる複
数の障害福祉サービス事業所の事例分析から、そう
した福祉施設が、障害者の収入を高めるための就労
活動、地域の農業を守る社会貢献の活動として、次
第に農業への取組を本格化させていることを解明し
ました。また、こうした取組が、連携する農家等の
経営の安定化や発展にも寄与していることを明らか
にしました。さらに、福祉施設が農家等と密接に連
携している取組では、諸課題が解決されつつあり、
農地の活用や就労の場の拡大にも効果があることを
解明しました。他方で、福祉施設と農家等の連携の
みでは解決が難しい課題もあり、農業サイド、福祉
サイド双方で公的な支援が必要なことを提示しまし
た。当時は、農福連携への支援がほとんどない時代

でしたので、公的な支援の
必要性とその方向性を示す
ことができたことは時宜を
得ていたと思っています。
　その後、アンケート調査
結果を中心にした全国的な
動向の解明、企業による農
業分野での障害者雇用の実
態分析、先進事例の発展プ
ロセスの分析による発展段
階ごとに必要な支援の解明、地方公共団体による支
援の現状と課題、地域ごとに異なる課題と必要な支
援の解明、社会で生きづらさを抱えた人々のための
農福連携のあり方の解明にも取り組んできました。
　農林水産省の農福連携に対する最初の支援事業
は、都市農業への支援の一部でした。その担当の方
から、「農林水産政策研究所の研究成果のおかげで
この事業を創設できました」と言っていただいた時
には、本当にこの分野の研究を続けてきてよかった
と思いました。その後、農林水産省による農福連携
に対する支援は、農村地域も含む農業分野全体に広
がりました。厚生労働省にも都道府県を通じて支援
を強化していただき、現在の支援体制の原型が整い
ました。まだ地域で進捗に差がある状況ではありま
すが、そうした支援のおかげで、農業分野での障害
者の就労の場づくりはかなり進展したのではないで
しょうか。
　次に求められるのは、障害や疾患の特性から仕事
としては農作業が上手く行えない方々や、認知症の
ために仕事はできなくなってしまったものの体は動
かせる高齢者のために、日中の癒しの場として農作
業を提供する農園づくりに役立つ研究ではないかと
思っています。この研究目的のために、農林水産政
策研究所と所外の研究者が連携研究スキームで研究
を実施しています。本研究の成果を結実させて、欧
州の先駆的なケア・ファームを参考に、日本向けに
アレンジされた癒しの農園づくりに寄与していただ
ければと願っています。もちろん、客員研究員とし
て、私も関わっていけたら幸いです。

これまでの農福連携研究、これからの農福連携研究
千葉大学　園芸学研究院 教授　吉田　行郷
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研 究 成 果

「ナッジ」による持続可能な消費拡大に向けた�
行動変容は可能か？

食料領域　上席主任研究官　佐々木宏樹

１．はじめに
　現在、日本における有機農産物の生産農家は農家
全体の１％に満たない状況にありますが、持続可能
な農業を社会で根付かせるためには、環境に配慮し
た農産物の購買層を拡大することが重要です。農林
水産省は2021年５月に「化学農薬の使用量をリスク
換算で50％低減」「耕地面積に占める有機農業の面
積を25％に拡大」を盛り込んだ『みどりの食料シス
テム戦略』を打ち出しました。本戦略では、資材や
エネルギーの調達から生産、加工・流通、消費に至
る食料システムの現状把握と課題解決に向けた行動
変容が不可欠とされます。中でも、食料・農林水産
業の生産力向上と持続性の両方を目指すに当たり、
国民理解の促進と環境にやさしい持続可能な消費拡
大は大きな柱の一つに位置付けられています。
　2016年の農林水産省統計部の調査によれば、我が
国の消費者が有機農産物や特別栽培農産物等を購入
している又は購入したいと思う理由は、「安全だと
思うから」が８～９割を占める一方、「環境保全」
を理由として挙げる割合は半数以下です。この傾向
は、有機農産物の購買行動を尋ねた多くの消費者調
査においても見られます。他方、有機農業が広く普
及し、近年ではより野心的な目標を設定している欧
州における消費者の意識は我が国と大きく異なりま
す。例えば、2013年の欧州委員会の調査では、欧州
の消費者は有機農産物の選択に当たって最も環境保
全を重視しているとされています。
　このため、本研究では日本の消費者を対象に、有
機農産物の利他的な側面（環境への影響）の情報に
ついて着目し、有機栽培がもたらす環境への好影響
を消費者に分かりやすい形で情報提供することで、
どの程度我が国の消費者の実際の購買行動が変容す
るかについて実証しました。加えて、食の安全性に
ついて、科学的に確かとされる情報を提供するケー
スも設けました。そして、調査対象者の属性データ
や有機農産物の購買方法、意向と実際の購買行動の
関係性を分析することで、今後の政策展開に資する
ような基礎的情報を得ることが可能となります。
　さて、提供する情報の内容を検討するに当たって
は、「ナッジ（Nudge）」と呼ばれる行動経済学の考
え方を用いています。ナッジとは、強制によってで
はなく自発的に望ましい行動を選択するよう促す仕
掛けのことを指します。ナッジを含む行動経済学で
中心となる考え方に、「ヒューリスティック（heuristic）」
という概念があります。ヒューリスティックとは、

人は何らかの意思決定を行う際に必ずしも合理的な
選択・行動をせず、しばしば自動的で直観的な判断
や決定に基づいて行動することを指します。そのた
め、判断結果に一定の偏り（バイアス）が生じる場
合があり、これまでの研究からは人の意思決定にお
けるバイアスには一定の法則があることが分かって
います。このため、ナッジにより「肘で突くよう
に」緩やかに介入することで、人々を望ましい方
向、例えば環境配慮型の行動、あるいは健康的な行
動へと導くことができる可能性があります。近年、
ナッジは単なる研究にとどまらず、「行動変容」に
つながる様々な政策立案の場面での応用が可能と考
えられており、また実際多くの成功事例も報告され
ています。農産物の購買・消費行動の場面でも、適
切なナッジにより、消費者の「スマート・チョイス」
に貢献することが期待されます。
　本研究のもう一つの特徴は、「ランダム化比較実
験（RCT）」と呼ばれる厳密な因果関係の検証方法
を用いて、ナッジの効果を計測したことにありま
す。本来ナッジの効果がどの程度あったのかについ
ての検証（因果推論）を行うためには、もしナッジ
を受けなかったらどうなっていたかを考える必要が
あります。同じ人について、ナッジを受けた場合と
受けなかった場合を比較することはもちろん不可能
なのですが、ナッジを受けたグループと受けなかっ
たグループにおける平均的な効果を測定することは
可能です。このようなRCTは直感的にも非常に分
かりやすい方法で、また複雑な計算によらずとも効
果を明確に測定できます。ただ、実際にRCTを実
施するには、サンプルサイズ、グループ分けの方
法、トリートメントと呼ばれる実験参加者への介入
の内容、アウトカムとなるデータのとり方など、幾
つもの工夫が必要です。以下の節では、本研究の学
術的意義、RCT実施上の工夫について説明し、分
析結果のエッセンスや政策的含意を御紹介します。
本研究の詳細は佐々木（2021）を御覧ください。

２．本研究の学術的貢献
　近年、ナッジ等の「行動インサイト」と呼ばれる
行動経済学や行動科学の洞察を用いたアプローチ
は、多くの国で公共政策の重要な一部と認識されて
きています。ナッジによって環境配慮行動（pro-
environmental behavior）を促すことを「グリーン
ナッジ」と呼ぶこともあります。欧米や日本国内の
主要学術誌に掲載された学術論文のレビューを踏ま
え、ナッジが有機農産物の購買行動に与える影響を
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RCTで検証するという本研究の学術的貢献は、大
きく以下２点に整理できます。
　① 　有機農産物の購買行動の規定要因は各国に

よって異なり、文化的・歴史的背景、国民性、
社会事情など様々な要因が影響していると考え
られますが、有機農産物の購買の背景要因に着
目したナッジ研究は国際的にも実施されていま
せん。各国の消費者アンケート結果から、大ま
かには欧州は利他的要因が、米国は自身の健康
など利己的要因が大きく影響していると推察さ
れますが、本研究は、我が国の消費者を対象
に、意思決定のバイアスを補正するような様々
なナッジの影響を実証的に検証することで行動
変容に関する洞察が期待できます。

　② 　加えて、アンケートや店舗での実験によらず、 
購買データを全国レベルで収集し、かつ実験参
加者をランダム化することで、厳密にナッジの
効果を分析する点に新規性があります。しばし
ば、購入するという「意思表明」と実際の「購
買行動」にはギャップがあることが指摘されて
います。このため、アンケートでの意向調査で
はなく購買データを用いた分析が重要です。

３．フィールド実験の実施
　今回の研究では、民間の調査会社が保有する230
万人規模のモニターの中から、ランダムに被験者を
選定し、かつ必要最低限のスクリーニングの後、実
際の購買行動を被験者自身が申告ベースで記録する
方法（日記式・パネルデータ）をとりました。現在、
有機農産物等は、インターネットを通じた購入も多
いため、店舗以外での購入も捉えることが可能で、
被験者の属性情報も収集できるこの方法は、今回の
調査に最も適していると考えられます。日記式の
データ収集はマーケティング分野で古くから用いら
れ、古典的かつ一般的な手法と言えます。一方で、
多少のバイアスが含まれる可能性があり、購買行動
を完全に捉えることが可能な手法ではないことに留
意すべきです。なお、総務省の家計調査も同様の手
法で実施されていますが、順次レシート読取機能を
備えたオンライン家計簿に移行しています。
　本研究の被験者は、まず、調査会社のモニターに
対して、調査参加の案内を配信し希望者を募りまし
た。スクリーニング後の被験者をランダムに５グ
ループに分け、有機農産物についての情報提供を行
いました。コントロール群は何の情報も付与しない
群です。トリートメント群１（T1：有機基礎情報）
は、有機農産物の定義などの一般的説明のみを提示
しました。トリートメント群２（T2：環境情報）
はT1の説明に加え、有機農産物の環境影響の側面

（具体的には生物多様性へのメリット）を説明しま
した。これは内的動機（Intrinsic Motivation）に訴
えかけるナッジです。なお、T2で付与する情報に
は、農法選択と生物多様性保全効果に関するメタ分
析の結果を念頭に置いています（第１図）。近年の
生態学分野の研究により、我が国の水田における農
法の集約度の違いと生物多様性については相当程度

定量的なデータが蓄積されており、今回は、2013－
15年に全国1,000か所以上での調査をもとに水田で
の環境保全型農業の生物多様性への影響を分析した
Katayama et al.（2019）の結果を学術的根拠とし
ました。トリートメント群３（T3：安全・安心情報）
はT1の情報に加えて、有機農産物の安全・安心の
側面を説明しました。つまり、T3は利己的な購買
動機を刺激するナッジになります。最後に、トリー
トメント群４（T4：全情報）はT1～T3の全ての情
報を含んだ群です。
　フィールド実験で対象とした調査品目は、農林水
産省統計部「生鮮野菜価格動向調査」における国産
有機栽培品の販売店舗数割合の大きい品目、さらに
総務省統計局「家計調査年報」における野菜の品目
別一人当たり年間購入量の多い品目を踏まえ、根菜
類から一つ（にんじん）、葉茎菜類から二つ（たま
ねぎ、ほうれんそう）、果菜類から一つ（トマト）、
さらに加工品から一つ（納豆）、また主食となる米
の６種類を選択しました。実験期間は、2018年９月
～12月でした。スクリーニング調査の後、３か月間
にわたり、ひと月に一回のペースで調査票を実験参
加者にオンラインで送付し、そのタイミングでナッ
ジ情報も送付しました。同時に幾つかのアンケート
の質問も送付しました。

４．フィールド実験の結果
　フィールド実験のフローを第２図にまとめまし
た。スクリーニング調査の回収数は44,012人であ
り、うち実験参加の希望者は5,086人でした。この
中で「農産物を頻繁に購入する、しばしば購入する
人」かつ「有機農産物を頻繁に購入する、ときどき
購入する、たまに購入する人」を選択したところ、
被験者は2,909人となりました。ここから2,000人を
ランダムに抽出し、400×５グループに本調査を配

 

有機農業と生物多様性の維持保全について 

有機農業は，農業の自然循環機能を大きく増進し，かつ，環境への負荷を低減するものです（「有機農業の

推進に関する法律」）． 

国際的には，国際連合⾷糧農業機関（FAO）及び世界保健機関（WHO）のコーデックス委員会（合同⾷

品規格委員会）において，1999 年「有機⽣産⾷品の⽣産，加⼯，表⽰及び販売に係るガイドライン」が採択さ

れています．有機⾷品の日本の規格（有機 JAS）は，この国際的なガイドラインに準拠して定められたものです．

このガイドラインの目的のひとつは，「各国で有機農業システムを維持・強化し，地域及び世界的な環境保全に寄

与すること」とされており，環境を保全する⽅法論の⼀つとして有機農業が国際的に位置づけられています． 

すなわち有機農業とは，生物多様性を維持・保全に寄与する農業活動であり，持続可能な社会をつくるための

一つの方法なのです．事実，日本で近年実施された⼤規模調査の結果，以下の図のように，有機栽培と⽔⽥の

⽣き物の豊かさには正の関係が観察されています． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

有機農業が環境保全に果たす役割が意識されている欧州では，消費者は，多少価格が高くとも「地球環境を

守る⼀助になれば」と判断して，有機産品を購入しています．実際，欧州委員会の 2013 年の調査においても，

有機生産物を恒常的に購入している人の購入理由は「環境を心配している」が 83％で最も高いという結果がで

ています． 

第１図　トリートメント群（T2：環境情報）への付与情報
資料：筆者作成
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信し、最終回収数は1,673サンプルとなりました。
スクリーニングから調査終了まで３か月という長期
のフィールド実験でしたが、途中の脱落者は僅か
で、８割以上の方が最後まで参加しました。
　野菜には価格の季節変動があるため、今回の
フィールド実験では時系列の購買額変化ではなく、
ナッジと購買行動の因果関係、すなわちコントロー
ル群とトリートメント群の差が最大の関心事です。
一般に、この差を因果効果、あるいは「平均処置効
果（Average Treatment Effect: ATE）」と呼びます。
このため、まずナッジ後の支出額の合計（２回目、
３回目の調査における支出額合計額）について、コ
ントロール群とトリートメント群の比較の結果を観
察しました。この差がATEを示すこととなります。
　シンプルなATEの分析結果は４点にまとめられ
ます。第１に、支出金額の標準偏差が大きく、ほと
んどのナッジについて統計学的に有意差は認められ
ませんでしたが、購買行動の変容の程度について
は、農作物の特性ごとに異なる傾向が観察されまし
た。環境ナッジについて、にんじん、たまねぎ、ほ
うれんそうには、T2の環境ナッジはコントロール
群よりも支出金額が有意に大きい結果でした。有機
やオーガニックという言葉は知っていても「有機農
業は自然の自然循環機能を大きく増進し、生物の多
様性に貢献する」ことを知らない人に対し、分かり
やすく情報提供したことで、本人の気づきが生じ、
購入につながったと考えられますが、標準偏差が大

きいため有意とはなっていません。また、環境ナッ
ジ以上にT3の安全・安心ナッジの効果が観察され、
特にほうれんそうにその傾向が強く見られました。
T3の安全・安心ナッジは、明示的に「安全・安心
である」という趣旨の情報は含んでいませんが、や
や強く作用したことは注目すべき点です。安全・安
心ナッジの効果が大きかった理由として、我が国に
おける「有機農業の食べ物の側面の認識」が強いこ
とや、自身や家族の健康といった利己的な要因が強
く影響していることが考えられます。ほうれんそう
などの葉物野菜は、皮をむかずに食すため、残留農
薬の表現により敏感に反応した可能性や、ほうれん
そうが比較的入手しやすい有機野菜であったことも
その大きな理由と推察できます。第２に、T1（有
機基礎情報）の群はほとんどコントロール群と差が
なく、単に有機農産物の定義や他の環境保全型農産
物との違いの説明を行っただけでは消費者は反応し
ませんでした。
　第３に、T4（全情報）において、T2（環境情報）
やT3（安全・安心情報）と比較して支出金額が小
さい傾向がにんじん、たまねぎ、ほうれんそうに見
られました。付与した情報量が多すぎたため消費者
が反応しなかった可能性が考えられます。先行研究
でも指摘されるようにナッジが強すぎる場合は、想
定とは逆の効果が生じる場合もあり、これに留意す
る必要性が示唆されます。
　第４に米、トマト、納豆についてはナッジの影響
が見られませんでした。米については、購入頻度や
購入量が各家庭によって大きく異なるため、１か月
ごとに購買実績を報告し、３か月間追跡するという
今回の手法ではナッジの影響を十分に捉えることが
できなかった可能性があります。トマトは、有機か
非有機よりも、鮮度、見た目、食味等の影響が大き
いため情報に反応しなかった可能性のほか、実際に
有機トマトを購入できる店舗が限られているという
理由が考えられます。加工品の代表として調査対象
とした納豆については、有機大豆の多くは輸入大豆
を使用しており、非有機であっても国産大豆を使用
した納豆の方が消費者にとって付加価値が大きいと
いうことが考えられます。また、家計の予算制約の
中で有機大豆に向ける優先順位が野菜等に比べて低
いというアンケート結果もあります。第３図に、に
んじん、たまねぎ、ほうれんそうのATEの図を掲
載しました。
　また、実験参加者の属性を考慮した分析からは、
ナッジは被験者全体に作用したのではなく、もとも
と高い価格を支払ってもよいと考えていた被験者に
対し、特に「安全・安心」ナッジが有効であり、ナッ
ジが作用するのは一部の消費者であることが示唆さ
れました。
　本研究の結果のもう一つの重要な点は、情報提供
や教育によって意識が変わったとしてもそれが必ず
しも行動に結びつくとは限らないという既往研究の
指摘を定量的に検証したことです。アンケートで回
答される態度や意向と実際の購買行動の違いについ
て検証するため、ナッジ後の有機農産物への支出額

第２図　フィールド実験のフロー
資料：筆者作成
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を被説明変数とした分析のほかに、同時に収集した
ナッジ後の今後の有機農産物の購入「意向」データ
を順序変数として、各変数との関係性を分析しまし
た。その結果、有機農産物と慣行栽培農産物の価格
を１割高までしか許容しない価格にシビアな消費者
は、アンケートでは「購買行動を拡大する」と回答
したにもかかわらず、実際には有機農産物を購入し
なかったことが分かりました。実際に、有機農産物
の購入まで至った人は、慣行栽培農産物に対して３
割高までの価格を許容するような人でした。この分
析から、有機農産物の購入「意向」と実際の購買「行
動」のギャップが改めて確認されました。

５．まとめと考察
　本研究の結果、ナッジは全体に作用したのではな
く、一部の層に効果が見られたという結果となりま
した。全体で見ればナッジの効果は明確に観察され
たわけではありませんが、にんじん、たまねぎ、ほ

うれんそうを対象としたナッジの効果はいずれも同
じ傾向を示しました。一般に、農産物の需要の価格
弾力性が低いことを考えれば、ナッジの効果がな
かったと結論付けるのは拙速と考えられます。環境
配慮行動といったグリーンナッジに関するシステマ
ティックレビューを行ったCarlsson et al.（2019）
では、収集した36の研究事例を見ると、統計的な有
意差が確認されたナッジであってもその効果は数％
程度であることが多いと報告されています。本研究
でも、コントロール群と比べて５～10％程度支出金
額が高いトリートメント群も観察されています。
ナッジは魔法の杖ではないため、過度な期待はでき
ませんし、持続可能な消費の促進は、生産・流通面
の政策と合わせて実施することが前提となります
が、同時に、ナッジは新たな政策手法として、僅かな
費用で効果を上げられる可能性も持っています。そ
して、効果的なナッジを期待するなら、どの層をター
ゲットとしたナッジを仕掛けるべきかも重要です。
　最後に、本研究の課題と限界を一つ挙げます。今
回の調査は３か月にわたって購買行動を観察しまし
たが、この調査期間では介入をやめた後、すなわち
ナッジの効果がどの程度継続するのかについての考
察を十分行うことができませんでした。ナッジと省
エ ネ 行 動 に 関 す る 分 析 に よ れ ば、 行 動 の 順 化

（Habituation）が生じ、ナッジの効果は長続きしな
いという指摘があります。他方、食品選択について
は、ナッジの効果が持続するという結果も報告され
ています（Kurz，2018）。食品選択は「栄養摂取」
という極めて利己的要因が強く働く購買・消費行動
であると同時に、消費のあり方によっては環境改善
にも貢献し得るため、意思決定が複雑です。有機農
産物を含めた食品の購買行動にナッジが及ぼす影響
を十分に把握するためには、今後、多様なエビデン
スを積み重ねていくことが重要です。

【引用文献】
Carlsson, F., C. Gravert, O. Johansson-Stenman and V. 

Kurz （2019） Nudging as an Environmental Policy 
Instrument, University of Gothenburg, Department of 
Economics. Working Papers in Economics 756．

　http://hdl.handle.net/2077/59896．
Katayama, N., Y. Osada, M. Mashiko, Y. G. Baba, K. 

Tanaka, Y. Kusumoto, S. Okubo, H. Ikeda, and Y. 
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える影響―オンラインによるランダム化フィールド実
験からのエビデンス―」『農林水産政策研究』34：１-40．
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第３図　ナッジ後の品目別支出金額に対する平均処
置効果の比較（にんじん、たまねぎ、ほう
れんそう）

資料：筆者作成
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ブラジルにおける大豆生産：
米国・アルゼンチンとの比較から見える特色
ブラジルにおける大豆生産：
米国・アルゼンチンとの比較から見える特色

　2018年から本格化した米中貿易摩擦を契機に、大
豆の国際市場は、ブラジルの大豆供給能力に着目し
ています。本稿は、そのブラジルの大豆生産の特色
について、2021年３月に実施した農林水産省の事業
であるグローバル・フードバリューチェーン推進官
民協議会中南米部会（１）における筆者のウェブセミ
ナー講演内容を元に、世界的な大豆生産国である米
国とアルゼンチンと比較することで言及します。

１．大豆の国際的な需給動向
　ブラジル及びアルゼンチンの大豆生産量は、2000
年頃を境に、中国を始めとするアジアの新興国の旺
盛な需要に応える形で急拡大しています。そして、
ブラジルは、2019年に１億1,427万トンの生産量を
記録し、それまで最大の生産国であった米国の生産
量を超えました（第１図）。
　米国農務省（USDA）が2021年６月に公表した
“Oilseeds: World Markets and Trade” によると、
2020/21年度における世界の大豆生産量は３億6,401
万トンで、世界最大の生産国であるブラジルがその
37.6％、次いで米国が30.9％、そしてアルゼンチン
が12.9％のシェアを有する見込みです。また、同年
の世界の輸出量は１億7,141万トンで、そのうちブ
ラジルが50.2％、米国が36.2％、アルゼンチンが
3.7％（２）を占める試算となっています。その一方で、
世界の輸入量は１億6,781万トンであり、中国がそ
のうちの59.6％を占める世界最大の大豆輸入国で
す。
　以上のとおり、大豆の国際市場、また最大の需要
国である中国にとって、ブラジルは重要な供給国の
一つであることが分かります。

２．ブラジル・米国・アルゼンチンの大豆
生産に係る収穫面積及び単収

　第２図は、世界の主要大豆生産国であるブラジ
ル、米国、アルゼンチンの大豆生産に係る収穫面積
及び単収の推移を示しています。1990年代まで、大
豆の収穫面積及び単収のいずれの面においても、米
国が優位性を維持しておりました。しかし、2000年
代以降のブラジルやアルゼンチンは、収穫面積の拡
大と単収の改善によって生産拡大を遂げており、特
にブラジルは、いずれの点においても米国に比肩す
る水準となっています。
　なお、2010年代のそれぞれの国の収穫面積及び単
収の平均について、米国が3,246万ha ・3.12t/ha、ア
ルゼンチンが1,822万ha・2.81t/haであるのに対して、
ブラジルは3,004万ha・3.04 t/haとなっています。

３．ブラジル・米国・アルゼンチンの大豆
生産及び物流に係る費用

　Rabobankの調査によると2020/21年度の大豆１ト
ンを生産するために必要な費用が、ブラジル131ド
ル、米国138ドル、アルゼンチン75ドルと一様では
ありません（３）。ここからは、生産に伴う投入財や農
地に係る費用のほか、輸出のために考慮すべき国内
物流費用に着目することで、ブラジルを始めとする
これら３か国の大豆生産における特色を整理したい
と思います。
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第１図：ブラジル・米国・アルゼンチンの大豆生産量推移
資料：FAOSTAT

第２図：ブラジル・米国・アルゼンチンの大豆生産
に係る単収及び収穫面積推移

資料：FAOSTAT
注．各国の推移を表すグラフは、左のドットから1960年代、1970

年代、1980年代、1990年代、2000年代、2010年代における大
豆生産に係る収穫面積及び単収の平均値を示しております。
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（１）除草剤・殺虫剤・肥料
　ここでは、2010年代の農業部門全体で用いる除草
剤・殺虫剤・肥料に関するFAOSTATの統計に基
づいて、上述の３か国の生産様式について触れたい
と思います。
　まず、除草剤利用についてですが、米国のみなら
ず、ブラジルやアルゼンチンにおいてもその年間の
総使用量が20万トン前後と高い利用状況となってお
ります。大豆について言えば、不耕起栽培・除草剤成
分であるグリホサートの開発・グリホサートに耐性
のある遺伝子組換え種子の開発という三つの農業技
術革新があったことに関係します。不耕起栽培で遺
伝子組換え品種を播

は

種
し ゅ

し、除草剤を散布して生産を
管理するという米国的な生産様式が、1990年代にブ
ラジルやアルゼンチンに導入されました。これを契
機に、この２か国にて大豆を中心とした農産物の大
規模生産化が進展しましたので、除草剤利用は、大
豆生産量の急増と深い関係があると考えられます。
　次に、殺虫剤についてです。ブラジルと米国は、そ
れぞれの国で年間６万トンを利用する世界最大規模
の殺虫剤市場です。米国と季節が逆であり、また農業
生産の様式が類似しているブラジルは、米国と補完
的な関係にあります。2019年に筆者が聴取したブラ
ジルに進出する日系の農薬メーカーによると、米中
貿易摩擦による米国の大豆生産量の減少を背景に、
米国における殺虫剤利用が減少し、大量の殺虫剤が
ブラジル市場に出回っているという指摘があります。
　最後に、肥料である全窒素・全リン・カリウムの
利用状況についてです。米国はブラジルの２倍以上
に相当する1,100万トン以上の全窒素を利用してい
るものの、全リンやカリウムについては、ブラジル
と米国の利用量は拮抗しています。
　なお、アルゼンチンについてですが、殺虫剤の利用
はブラジルや米国で利用されている量の10％未満とい
う非常に低い状況であり、また肥料の利用は、殺虫剤
と同様にブラジルと米国を大きく下回る利用状況となっ
ております。肥沃かつ害虫が少ないアルゼンチンにお
いて、これらの投入財の利用量が少ないことにより、
生産費用を抑えることができる背景と考えられます。

（２）農地価格
　３か国の大豆主要産地における2019年の農地１
ha当たりの価格は、米国（アイオワ州）が17,939ド
ル、アルゼンチン（コルドバ州）12,000ドルである
のに対して、ブラジル（マトグロッソ州シノッピ）
は5,000ドル前後と３か国の中で最も安価です（４）。
　昨今のブラジルは、アマゾン森林破壊と農地開発
という問題で国際社会からの注目を集めています。
しかし、同国の大豆生産を支えるブラジル中西部・
北東部に位置するセラード地域は、既存の牧草地を
耕作地転用することで、大豆の作付面積を現在の
1,800万haから２倍程度に拡張できる余地を有して
います。このように、耕作地の拡大余地が限定的で
ある米国やアルゼンチンと比較し、ブラジルはいま
だ農地フロンティアがある状況と考えられます。

（３）物流費用
　2018年の大豆生産地から輸出港までの大豆１トン

当たりの国内輸送費用は、ブラジルが88ドル、米国
が20ドル、アルゼンチンが16ドルです（５）。
　河川輸送を用いる米国や輸送距離が短いアルゼン
チンと比較すると、ブラジルの国内輸送費用は、生
産地から輸出港までの距離が1,000キロ以上と長距
離であり、また輸送の過半以上をトラックによる運
搬に依拠していることから、大きく劣後しています。

４．おわりに
　以上のように、米国及びアルゼンチン（６）の大豆生
産と比較することで、ブラジルの特色を示してきま
した。ブラジルは、ブラジルコスト（７）の一つである
物流費用の高さというボトルネックがあるものの、
米国的な生産様式を取り入れることでその生産性を
米国水準にまで引き上げたほか、農地に係る費用が
安いこともあり、国際的な大豆市場における競争力
を確保してきました。
　また、その弱点である物流についても、ブラジル
のボルソナーロ現政権は、北部の国道163号線の舗
装完了をさせるほか、鉄道や道路などの運営権を民
間に与えるコンセッションを行うことで、改善に努
めております。
　しかし、ブラジルは、耕作地の拡大余地があると
はいえ、農地開発に伴う環境問題について国際社会
からの注目を集めていますので、この動向について
引き続き注視していきたいと思います。

（１）途上国や新興国等でのフードバリューチェーン構築を通じ、
我が国の食産業の海外展開を推進することを目的として、
官民連携の下、グローバル・フードバリューチェーン推進
官民協議会が2014年に発足しました。本件は、その枠組み
における中南米地域の取組です。

　　https://gfvc-latinamerica.jp/aboutgfvcla（2021年 ７ 月16日
参照）。

（２）2020/21年度の輸出において、パラグアイが世界シェア
3.9％を有しているため、アルゼンチンは世界第４位の輸出
国です。なお、アルゼンチンは、大豆加工品の輸出におい
て世界最大の国であり、大豆かす41.3％、大豆油49.7％の
シェアを有しています。

（３）Sociedade Nacional de Agricultura （2020）“Nos próximos 
dez anos a produção de soja irá crescer mais no Brasil do 
que nos Estados Unidos e na Argentina”．

　　https://www.sna.agr.br/nos-proximos-dez-anos-a-producao-
de-soja-vai-crescer-mais-no-brasil-do-que-nos-eua-e-na-
argentina/（2021年７月８日参照）。

（４）IEG/FNP （2019）“Agrianual 2020： Anuário da 
Agricultura Brasileira”，IEG/FNP.

（５）Associação Brasileira dos Produtores de Soja （2018）
“Infraestrutura e Logística do Brasil: O Estado da Arte e 
Desenvolvimentos Recentes”，Associação Brasileira dos 
Produtores de Soja.

（６）大豆生産や物流に必要な費用が低いため優位性を有するア
ルゼンチンは、大豆輸出の際に賦課される輸出税という政
策的なボトルネックがあります。

（７）ブラジルコストは、複雑な税制や労務問題などのブラジル
で事業を行う上で企業が直面する問題を意味しており、そ
の中に非効率な物流インフラが含まれています。
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研究レビュー

サーキュラーエコノミーと廃棄物の削減に関する研究の動向
―フランス農業分野に着目して―

国際領域　研究員　戸川　律子

１．はじめに
　欧州連合（EU）は、2015年に、サーキュラーエ
コノミー（循環経済）を欧州の成長戦略達成のため
の新たな経済モデルの一つとして位置付け、具体的
な行動計画と目標（循環経済パッケージ）を発表し
ました。サーキュラーエコノミーは、これまでの環
境政策に経済性を加味したEUの産業変革の基盤と
なる新しい概念です。EU加盟国は、各国独自の戦
略を打ち出し、大量生産・大量消費・大量廃棄の一
方通行型の「線形経済」から、資源の効率的な利用
が付加価値を生み出す「循環経済」への移行を進め
ています。本稿では、欧州最大の農業国であるフラ
ンスを取り上げ、同国のサーキュラーエコノミー政
策への移行と廃棄物削減の推進についての経緯を概
観し、農業分野の動向について考察します。

２．環境政策からサーキュラーエコノミー政
策への移行、そして廃棄物削減の推進へ

　フランスは、1992年の欧州共通農業改革における
環境保全を目的とした措置（規則2078/92）に基づ
き、環境政策を強化し「持続可能な農業」を目指し
てきました。その後、2012年に社会党政権に交代
し、社会連帯経済によるエコロジーとエコノミーの
両立を可能としたパフォーマンスのよい農業（アグ
ロエコロジー）を目指し、具体的方策の検討が開始
されます。
　ル・フォル農林水産大臣（当時）は、2012年12月18
日に全国会議「他の方法で生産しましょう（Produisons 
autrement）」を開催し、環境政策からアグロエコ
ロジー政策への移行を明確化しました。地域レベル
で は、「 持 続 可 能 な 農 業 の た め の 地 域 計 画

（PRAD）」がこれまでの環境政策と収益性の高い農
業とを結び付け、新たな方向性と優先行動を決定し
ました。そして、2013年には、サーキュラーエコノ
ミーの発展において不可欠なステークホルダー（地
方自治体、経済運営者、研究技術機関及び公的機
関）を組織化するためのサーキュラーエコノミー研
究所が設立されました。
　他方、2015年９月に国連首脳会議で採択された

「持続可能な開発目標」に、2030年までに廃棄量半
減等の目標（目標12）が掲げられたことを契機とし

て、フランスは世界に先んじて、2016年２月11日
「食品廃棄禁止法（Galot法）」を制定しました。同
法では、面積が400m²を超える大型小売業を対象と
して、賞味期限等による廃棄を禁止し、食料援助団
体との提携による寄付あるいは肥料・堆肥への再利
用等を義務付けました。フランス環境・エネルギー
管理庁の調査（ADEME，2016）によれば、フラン
スの食品廃棄量は年間一人当たり150kg（そのうち
７kgは未開封）、フランスの全温室効果ガス排出量

（CO2換算）の３％を占めています。その一方で、
2017年には550万人が食料援助を受け、800万人が経
済的な理由で食料不安に陥りました。さらに、フラ
ンスは原材料の輸入依存の問題を抱えており、原材
料産業の供給量50％が再生材料です（Ministère de 
la Transition écologique et solidaire, 2018）。しか
し、Bigotらの調査（Bigot et al.，2014）によれば、
フランスの一般廃棄物の回収率は39％であり、ドイ
ツ（65％）やベルギー（50％）などの近隣諸国より
もはるかに低い率でした。また、ペットボトルの回
収率は、北欧諸国が90％以上であるのに対し、フラ
ンスは55％でした。そして、フランスのプラスチッ
クのリサイクル率は20％で、EU平均（30％）より
も低く、EUプラスチック戦略の目標達成が困難と
される結果でした。こうした状況から、サーキュ
ラーエコノミーの下で廃棄物削減を強化するため
に、2018年４月、具体的な50の対策を示したロード
マップ（FREC）を発表しました。したがって、フ
ランスのFRECは、生産・消費・廃棄物管理・ステー
クホルダーの四つの分野の動員を掲げています。
　以上、一連の施策及び現状を踏まえ、フランス政
府は、廃棄物の発生抑制とともに資源の有効利用に
よる最適化を重視したサーキュラーエコノミー政策
の総合的かつ一体的な実施を実現するために、2020 
年２月、「廃棄に対する闘い及び循環経済に関する
法律（AGEC法）」の制定に至りました。

３．農業分野におけるサーキュラーエコノミー
　農業分野におけるFRECは、マクロン政権発足直
後2017年11月に開催された食料全体会議（ÉGA）
のワークショップ３「サーキュラーエコノミーと生
物経済」が基盤となっています。
　農業分野の廃棄物管理については、大きく二つに
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区別することができます。一つは、農業の生産資材
です。非生分解性のプラスチックフィルムや育苗ト
レイ、マルチなどの利用によりマイクロプラスチッ
クが土壌に残存し、生態系や人体に悪影響を及ぼす
ことへの懸念から、その適正処理が求められていま
す。もう一つは、食品廃棄物です。食品廃棄物につ
いては、上述のように、消費者、食品流通業が問題
のターゲットとされていますが、生産段階での食品
廃棄量が32％に及びます（ADEME，2016）。しか
し、品目によって廃棄量や生産流通方法が異なるた
め、要因となるサプライチェーンの特定及び廃棄量
の定量化はされていませんでした。そこで注目され
たのがAugeらの研究（Auge et al.，2018）です。
主要な４セクター（野菜・果物・穀類・家畜）を対
象として、生産から消費の段階における生産物の質
量と食品廃棄量の割合を測定し、それらを「回避
可」と「不可避」に選別し、経済的及び環境的に定
量化しました。この方法論は、スイスの研究グルー
プによって提唱され、「回避可」の余地があると判
断された場合、「潜在的回避可」という概念を導入
し、回避の可能性を最大限引き出したことが注目さ
れました（MAA，2019b: 15）。それ以前のフラン
スでは、廃棄の大部分は生産過剰が要因と考えられ
ており、生産量の多い穀類等の専門農業が廃棄削減
の対象とされていました。しかし同研究により、廃
棄量を割合に換算すれば、穀類等の廃棄量は生産量
の５％に過ぎず、むしろ野菜と果物の廃棄量が生産
量の10％以上に及び、その廃棄による経済的損失が
大きいことが確認されました。また同時に、野菜と
果物の廃棄による温室効果ガス排出量は少なく、環
境コストが低いことも明らかにされました（第１図
参照）。
　こうした廃棄を生み出すメカニズムの理解は、ス
テークホルダーに改善につながる新たな行動を導き
ます。例えば、野菜と果物は腐敗しやすい性格上、
輸送中の衝撃等のリスクが軽減される地産地消が販

売手段に適すること、学校給食での果物廃棄は、果
物のみ提供時間を15時に変更したことで完食された
こと、野菜の収穫は早期に行うと水の利用と害虫の
被害が少なく効率的になることなど、これまでの慣
行が見直されています。

４．おわりに
　農業がサーキュラーエコノミーの原点となり、革
新的な方法で農村地域の社会的構造を再現化すると
いう動きに触発され、非農家出身の新規農業就業者
の増加が報告されています（Morel，2019）。それら
は、1.5ha以下の小さな農地で、有機農法による数種
類の野菜を生産し、地産地消を行っているという特
徴があります。近年、農地の減少と集約化が同時に
進行しているフランスの現状に反して、増加を続け
ているマイクロ農業者とサーキュラーエコノミーの
ダイナミクスとの関わりが注目されています。

【文献リスト】
ADEME（2016）État des lieux des masses de gaspillages  

alimentaires et de sa gestion aux différentes étapes de 
la chaîne alimentaire.

Auge Marine, Conil Catherine, Dameron Vincent, 
Gouthiere Laurence, Martin Sarah and Redlingschöfer 
Barbara （2018） Potentiels et leviers de réduction de 
pertes et gaspillages en production agricole, ADEME.

Beretta Claudio, Stoessel Franziska, Baier Urs and 
Hellweg Stefanie （2013） Quantifying food losses and 
the potential for reduction in Switzerland, Waste 
Management, 33： 764-773．

Bigot Régis, Hoibian Sandra and la collaboration d’Emilie 
Daudey （2014）Évolutions du comportement des 
Français face au développement de l’économie 
circulaire, ADEME.

Galot Guillaume （2015） Lutte contre le gaspillage 
alimentaire : propositions pour une politique publique.

Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation : MAA 
（2019a） Le programme national pour l’alimentation 
territoires en action 2019-2023．

Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation : MAA 
（2019b） Volet agricole de la feuille de route économie 
circulaire, février. 

Ministère de la Transition écologique et solidaire （2018）
50 mesures pour une économie 100％ circulaire, avril.

Morel Kevin （2019） Les Projets néo-paysans de micro-
fermes en France : quelles visions et quelles pratiques 
agricoles alternatives ? CNRS: 659-675．

岩波祐子（2019）「フランス・イタリアの食品ロス削減法」
『立法と調査』416 ：３-18．

須田文明（2021）「プロジェクトとしての都市食料主権」
岩手県立大学総合政策学会『総合政策』22：51-69．

日本貿易振興機構貿易制度課（2016）「EU のサーキュ
ラー・エコノミー に関する調査報告書」．

三輪和宏（2021）「【フランス】浪費に対する闘い及び循
環経済に関する法律の制定」国立国会図書館立法考査
局『外国の立法』．287（２）：12-15．

第１図　主要４セクターの生産段階の廃棄による影響
資料：Auge et al.（2018）より筆者作成。
注．左側の棒グラフは、主要４セクターの廃棄による温室効果

ガス排出量（CO2変換）を示す。右側の棒グラフは、主要４
セクターの廃棄量にかかる経済的損失額を示す。野菜と果
物は生鮮のみを対象とし、家畜は、タマゴ、牛乳を含む。
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１．はじめに
　EUにおいて有機農業が徐々に拡大している。そ
の要因はどこにあるのか。本研究委託事業では、
EU諸国でこれまで推進された有機農業政策を参照
し、我が国の有機農業の推進に貢献する政策的な示
唆の抽出を行った。「日本人は『環境にいい』では
買わないぞ。単に欧州の移植や真似では有機は広が
らない。」と、故・原洋之介 東京大学名誉教授から
冒頭で重い宿題をいただいた。それから約２年半に
及ぶ調査期間中、EUでは2020年に「農場から食卓
まで戦略」が策定され、我が国では2021年に「みど
りの食料システム戦略」が決定され、有機を取り巻
く状況は変化した。結果、EU及び我が国の有機農
業政策についてタイムリーな調査や議論をする機会
に恵まれた。同時に、新型コロナウィルスの感染拡
大という想定外の事態の中、EU諸国及び、我が国
での調査内容の多くをオンラインで実施するという
調査方法の変更にも直面した。このような調査の結
果について報告書を基に以下で述べていきたい。

２．EU諸国の有機関連政策・制度のリスト化
　現在のEU調査対象国の有機農業政策の最大の特
徴は、アクションプランの採用である。アクション
プランでは、高い有機農業面積シェア目標を設定、
それを実現するために、有機農業技術の研究・普及、
マーケット整備、消費者の啓発という川上・川下を
対象とした総合的な政策の柔軟な推進を目指してい
る。農家への直接支払いは、有機農業はEUの共通農
業政策での第二の柱（農村振興）の「グリーニング支
払い」の一部であり、農村開発計画予算を含めてメ
ンバー国の中央・地方政策の裁量による支援の対象
にもなっている。これらの川上・川下を対象とした
総合的な支援への政策的な展開は、アジェンダ2000
の政策改革、それに基づく共通農業政策の改革が深
く関与している。この政策展開により、政策の時系
列類型が川上・川下のそれぞれで基盤となる政策に
よって推進された初期型から中期型へ変化した。
　近年では、環境問題（生物多様性の減少や気候変
動等）を背景としてさらに高い有機面積シェア目標

が設定され、それを実現するための政策として公共
調達、人の雇用を含むモデル地域、自治体間ネット
ワークが導入されている。EUの最新の政策として
は、欧州グリーンディールの一環である農場から食
卓まで戦略の策定があり、有機農業の農地面積シェ
アを最低25％にする目標の達成を目指している。

３．EUにおける有機産品・食品の供給側
の参入条件の解明

　2019年度に、EUの調査対象４か国の生産者の側
から有機農業拡大の要因を探るべく、酪農・畜産物、
野菜、果樹等の生産者に聞取りを行った。その他に
イタリアにおける生産者を含む組織による有機農業
振興、フランスにおける有機認証の運用等について
の調査も実施した。生産者が有機農業に参入する条
件としては、有機認証に対する価格へのプレミアム

（オーストリアの小麦で16－17％）の獲得、低価格で
の販売を防ぐための販路の確保が挙げられる。その
ため、信頼を得ている近隣の消費者に直販するケー
スが多い。一方、スーパーマーケットでの販売は有
機農産物の低価格化の不安を引き起すが、ドイツで
は過度の低価格を押さえる契約をスーパーと有機の
農業団体が結ぶことで生産者の負担を軽減してい
た。消費者に対する研究では信頼度の高い認証に対
して支払意思額が高まる傾向があるという調査結果
もあり、ドイツ国内の厳格な有機農業団体を介した
スーパーの参入は生産者、スーパーの双方にとって
プラスとなる流通の拡大方法であったと推察される。
一方で、地域認証や製品の質が重視されるワインや
チーズでは必ずしも有機認証が価格プレミアムを産
み出さないなど、品目による差も見られた。また、有
機認証は、費用や書類作成の負担から、小規模で労
働力不足の生産者には取得が困難だと推察された。
　EUにおける主要な補助として、転換・維持払い
が挙げられ、利用農地に対する有機農業面積シェア
が急増している現在でも、品目を問わず有効な政策
になっている。牛舎や加工所の建設に対しては投資
補助が活用されていた。現在、気候変動、生物多様
性保全に対応した取組への支払いも一層行われるべ

有機農産物及び食品の生産振興の諸条件の解明：� �
EUの分析と我が国への示唆
研究総括者　国立大学法人　東海国立大学機構 名古屋大学大学院　環境学研究科　教授 香坂　玲

　農林水産政策研究所では、新たな視点や長期的な視野に立った政策研究を推進するため、大学、シン
クタンク等の研究機関の幅広い知見を活用した提案公募型の研究委託事業を行っています。
　今回は、その中から「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」に取り組んだ研究課題について、その概要を紹介します。
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きだという主張も存在する。

４．EUと比較した我が国の有機産品・食
品の供給側の参入条件の解明

　有機産品及び食品の生産拡大に必要な我が国特有
の諸条件を解明するために、品目（酪農・畜産物・
米・野菜から各一品）、茶の輸出振興、学校給食等
の政策分野について、関連する地域においてオンラ
インを含む聞取り調査を実施した。生産者への聞取
りでは、生産拡大への課題としては、除草などでの
労働力確保、収量の安定化が挙げられた。新規就農
者にとっては技術習得及び販路と収益の確保が課題
となっている。一方で、有機農産物の流通の拡大に
伴って、生産開始後間もない早い段階から大手流通
に出荷する生産者が出現している。
　大都市圏の政令市においては、消費者を対象とし
た川下を支援する政策への関心が比較的高かった。
　消費者についての既存研究は有機農産物の支払意
思額の算出が中心であり、流通拡大、消費者の環境
への意識を反映した提案を可能にする研究が望まれ
る。有機茶、有機酒が輸出産品として注目されてい
るが、有機茶は生産拡大に伴う供給過剰、有機酒は
原料の有機米の高価格を価格に転嫁しにくくなって
いるという課題を抱えていた。

５．我が国の有機産品・食品の生産振興の
諸条件を踏まえた普及策の提言

　EUにおける有機農業政策は、2000年代中盤より、
EU、国、州、都市・地方の各領域において川上・
川下両方を対象として多様・多層的に展開されてい
る。我が国の近年の有機農業政策も総合的でメ
ニューの充実が図られてきている。これらの政策の
知名度向上が重要となる。このような政策的な状況
における示唆としては、（１）川上・川下をつなげ
るコーディネーター等の人的資本を投入するネット
ワーク化の積極的な運用、（２）生産技術の向上及
び、政策効果を実証する科学的エビデンスの収集を
目的とする研究開発の推進、（３）持続的な有機農
業の拡大を支援するための認証の改善が挙げられ
る。EUにおける有機農業政策の発展段階を参照し
た政策提案においても、技術普及及び研究開発が政
策的示唆としてまず挙げられる。消費者の有機農産
物に対する認識、アクセスを向上させる政策も必要
となる。また、消費者の環境に対する規範意識が向
上することにより、有機農産物の消費を拡大させる
可能性もある。さらに、EUでの農場から食卓まで
戦略の推進など最新のグローバルな政策環境の変化
に対応する政策立案、運用、研究が求められる。

６．関連する業績
　本研究委託事業より、関連図書及び、論文を発表
した。『有機農業で変わる食と暮らし』は、独・仏・

墺での調査結果から、我が国における有機農業振興
に貢献すると推察される特徴的な政策や取組を紹介
した一般向けの図書である［１］。EUでの有機農業政
策の調査に関連して、政策の展開と農業環境政策の
補完性［２］、仏における有機認証の歴史的展開と現
状［３］に関する論文を発表した。また、仏を中心に
EUにおけるコロナ禍での食料品の購入動向、政策
的な対応［４］、仏の農業経営継承［５］についての結果も
発表している。
　我が国における有機農業振興に関連しては、政令
市の推進の現状［６］、有機日本酒生産［７］に関する調査
結果、及び、有機農業の歴史的な発展のレビュー［８］

についての論文を発表した。

書籍
［１］香坂玲、石井圭一（2021）『有機農業で変わる食と

暮らし―ヨーロッパの現場から』岩波ブックレット．
論文

［２］石井圭一（2021）「CAP改革と環境農業政策 の展開、 
有機農業の振興」『農業と経済』87（３）：３-11．

［３］石井圭一（2021）「有機農業の歴史性と検査認証制
度はどのように両立するか？：フランスにおける経験
から」『有機農業研究』13（１）：31-42．

［４］石井圭一（2021）「ヨーロッパに見るコロナ禍の農業・
食料事情」『日本農業年報』66：35-44．

［５］石井圭一（2021）「フランスの農業経営継承をめぐ
る課題と対策」『農業法研究』56：52-68．

［６］Yoshitaka Miyake, Yuta Uchiyama, and Ryo 
Kohsaka.（2020）“Status and trends of urban organic 
agricultural policy in Japan: the survey on ordinance 
designated cities” Organic Agriculture 10: 497-508．

［７］Yoshitaka Miyake and Ryo Kohsaka.（2020）“Will 
organic sake intoxicate consumers? Procurements of 
rice as bottlenecks and comparative procurement 
strategies by four brewers in Japan” Journal of Ethnic 
Foods 7: 30．

［８］Yoshitaka Miyake and Ryo Kohsaka.（2020）
“History, ethnicity, and policy analysis of organic 
farming in Japan: when “nature” was detached from 
organic” Journal of Ethnic Foods 7: 20.

【写真】
左：有機の給食の様子（ウィーン市提供）
右： 香坂玲、石井圭一『有機農業で変わる食と暮らし―ヨーロッ

パの現場から』（岩波ブックレット）表紙
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　本書の英語原版の出版年は2015年です。題名と副
題を直訳すれば「世界の終わりでのキノコ：資本主
義的廃墟における生命の可能性について」です。も
ちろん本書は、今、私たちが生きているパンデミッ
ク禍を予告していたわけではありません。しかし本
書は、この１年半以上におよぶ（拙稿執筆時点では出
口さえ見通せない）体験から何を学び取ったらいい
のか、そのヒントを評者に示してくれたように思い
ます。中国系米国人の人類学者である著者は、マツ
タケを求めて米国オレゴン州から日本、カナダ、中
国、フィンランドへと旅をします。本書はわくわくす
るような民族誌的記述と、かなり難解な反資本主義
的フェミニズム論の記述が入り組んでいますが、私
の理解できる限りでの本書のさわりを紹介します。
　「第１章」では、1989年のオレゴン州での天然林
の伐採について、環境保護団体と伐採企業との間の
対立が語られています。同年には、「白い黄金」（も
ちろん日本への輸出用）たるマツタケを求めて、森
林を渉猟する人々の群れが見られましたが、こうし
た人々は、「白人労働者の雇用」と「環境」をめぐ
る対立からは抜け落ちていたようです。もっとも

「21世紀になると『仕事か環境か』という発想自体
が説得力を失った。もはや米国には20世紀的な意味
での職などなくなっていた」とのことです。今じゃ
日本だって同じだ、と評者は暗澹たる気持ちになり
ました。
　マツタケ狩りたちの多くは悲惨な戦争体験を背
負っています（「第５章」及び「第６章」）。白人の
場合、ベトナム戦争の帰還兵でトラウマのために社
会に適応できず、また東南アジアの難民も戦火を逃
れて米国にやってきた人々、若しくはその子供たち
です。彼らの多くは「労働」を拒否する人たちで、
マツタケ狩りは労働とは見なされていないようで
す。マツタケ狩りやバイヤーたちが集うキャンプは
まさに、彼らがとりつかれている自由、「フリーダ
ム」を交換し合う劇場となっているようです。
　「第７章」では、オレゴン州で最初に「マツタケ
狂い」になった日本人たちについて語られます。
1882年－1907年の間に日本人は米国に渡り、定着し
て農業を行い、シーズンごとにマツタケ狩りを行っ

『マツタケ
―不確定な時代を生きる術―』
アナ・チン 著（赤嶺　淳訳）

国際領域　主任研究官　須田　文明

ていたようです。やが
て戦争とともに公民権
を停止され、強制収容
所に収容されます。日
系米国人は強制収容所
で同化を教えられまし
た。東南アジアの難民たちは新自由主義的多文化主
義の時代に米国人になったのに対して、日系人の米
国への同化は、ニューディールから20世紀前半まで
の福祉国家の政治文化の下で進みました。こうした
こともあり日系人は比較的安定した職業に就くこと
ができたようです。日系米国人が最初に商売として
マツタケ狩りを始めましたが、1980年代後半には白
人と東南アジア系のマツタケ狩りにとって代わりま
した。今では、日系人は売るためにではなく、友人
と家族のために狩っているとのことです。
　「第16章」は科学としての「マツタケ学」の国際
比較がなされています。科学は普遍的であり、なぜ
一国主義的な「マツタケ学」が存在するのかが論じ
られます。この学問は国家の支援する林学研究機関
と結び付いているので一国主義的だというのです。
例えば日本の里山では人為的攪

か く

乱
ら ん

が少なすぎること
がマツタケ山を脅威にさらしたのに対し、米国では
過度の人為的攪乱が種を絶滅に追いやったそうで
す。中国雲南省には米国の森林保全専門家がやって
きており、米国流のマツタケ学が影響力を持ってい
ます。今の中国では、若く野心的な研究者は日本語
の文献を読むことはなく、日本語文献に依拠すれ
ば、英語の読めない時代遅れの年老いた科学者との
評価を下されるのだそうです。
　著者は最後の「第４部」の導入部で、「潜在的コ
モンズ」について書いています。それは人間だけの
ものではなく、生態系を形成する絡まりあいだそう
です。またそれは制度化できないそうです。評者は
コモンズをうまく制度に乗せることで社会経済理論
の刷新を考えていたのですが、自らの思い上がりを
見事にたしなめられました。本書の著者は、それよ
りも複数種の暮らしからなる潜在的コモンズに「気
づく術」を勧めます。ここでは難解な理論的部分は
紹介できませんでしたが是非一読してください。

『マツタケ
―不確定な時代を生きる術―』
著者／アナ・チン
出版年／2019年
発行所／みすず書房
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