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はじめに
日本の食と農をとりまく状況は、この半世紀の間に、食料自給率が先進国の中で
最低の水準まで低下し、食生活の６割は輸入に依存する状況になっている。その輸
入は、水産物など一部の産品では新興国との間で「買い負け」が起こっており、ま
1

本稿は、拙著（食と農の「崩壊」からの脱却（農林統計協会）
）をベースに 2013 年 07 月 03 日研究会で発表し
た資料に、その後のＴＰＰに関する情報を付加してまとめたもの
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た、食料価格が高騰すると輸出国政府は自国民の生活安定のために輸出を規制し、
あるいは禁止するようになり、輸入国である日本はお金がいくらあっても買えない
状況が生まれてきた。
そうした国際環境を踏まえ、食生活の基本はやはり国内生産＝日本農業だと思っ
てみても、日本が世界の経済大国になるに伴い貿易自由化が求められ、それに対応
してきた日本農業の生産力は衰退過程に陥っている。
日本の食と農は、まさに危機的状況にあるが、そうした中で、日本は米国主導の
ＴＰＰ交渉に参加するとともに、ＴＰＰへの備えとして、米の減反政策をはじめ農
業政策における規制の緩和・撤廃を図ることにより、国際競争力を向上させ農業の
成長産業化、輸出産業化を目指そうとしている。しかし、そこにみられる考え方は、
小泉政権、第１次安倍政権時代にとられていた新自由主義に立脚したもののようで
あり、必要なセーフティネットもなくそれを実行すれば、農業の効率化ではなく、
農業の崩壊につながりかねない。もしそうなれば、安全で消費者が信頼できる食料
は安定的には供給されなくなるおそれがあり、農業の果たしている環境保全などの
多面的機能も発揮されなくなる。それは、日本人にとって重要な社会的共通資本と
もいうべき「食と農」が見捨てられることにほかならない。
もちろん、そんな事態を招いてはいけないが、だからといって、食と農が現状の
ままでよいわけではない。
本稿では、まず食料自給率の低下の要因は、高度成長期を通じて日本農業が比較
务位化したこと、自給可能な米の需要が減尐し、輸入に依存する飼料や油糧種子を
原料とする畜産や植物油脂の消費が増加するなどの食生活の大幅な変化が短期間に
起こったこと、生産面では地価の高騰と在宅兼業機会の増加によって米などの土地
利用型農業における規模拡大が停滞し、過剰生産となった米について、価格メカニ
ズムを活用するのではなく、米価の維持を前提とする減反政策がとられたこと等か
ら需要に応じた生産構造を確立することができなかったこと等によることを明らか
にする。次に、日本農業は、日本が人口減尐社会に移行し、デフレ経済に突入する
ことに伴い、
「もうからない産業」に陥るとともに、ＢＳＥや鳥インフルエンザのよ
うな人と動物との共通感染症の発生、東京電力福島第１原子力発電所の事故による
放射性物質の環境中への大量放出等に対する危機管理の失敗が日本社会にパニック
をもたらすという、パニック型危機への対応が必要な「リスク社会」となったこと
を明らかにする。そうした国内での食と農が危機的状況にある一方で、世界の食料
事情は、食料の需要面（人口、所得等）
、供給面（農地面積、単収等）
、原油価格の
動向等によって、価格水準が変動することになるが、それらに加え、米国の貿易政
策や食料戦略は、ＩＭＦ及び世界銀行の構造調整政策とあいまって、食料価格の過
度の変動が起こりやすい状況をつくりだしていることを明らかにする。更に、日本
がＧＡＴＴに加盟し、経済大国となり貿易自由化が求められる中で、米などの重要
な農産物については自由化の例外を求め、それ以外のものは自由化を行い、必要が
あれば例外を確保するために「代償」を支払っていくことを基本としてきたことを
明らかにする。また、ＷＴＯドーハ開発アジェンダが先進国と途上国との対立によ
って中断に陥ったことから、今後の国際貿易ルールのあり方を議論する場は米国や
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ＥＵが中心となった自由貿易協定（ＦＴＡ）／経済連携協定（ＥＰＡ）の場になる
可能性が大きくなってきた。そして、そこでの議論は、関税だけでなくあらゆる障
壁を対象に撤廃を含む新しいルールの構築がその対象となっていくものと見込まれ
る。今般の環太平洋パートナーシップ（ＴＰＰ）交渉は、米国の国益を実現するた
めの手段としての色彩が強いが、産業構造や国際分業のあり方の変化に規定されて
いる側面があることを明らかにする。そして最後に、日本の食と農をめぐる状況の
変化を踏まえ安全な食料が安定的に供給されるようにするために必要となる、食と
農に関する政策の改革方向とはどのようなものかを提示していきたい。
１．日本の食料・農業・農村の動向
（１） 食料自給率から見た日本農業の衰退過程
ア 日本経済の成長過程における農業の動向
まず、食料自給率という概念を押さえておくことから始めたい。これは、国内生
産量を国内消費量で割った数値であり、一般的には国内生産量が増えればその数値
は大きくなり、国内消費量が増えればその数値は小さくなるという関係にある。
図 1 食料自給率の推移は、３つの食料自給率の推移を示したものである。棒グラ
フのうち、黒い棒は「穀物自給率」を、また、灰色の棒は「カロリーベースの食料
自給率」を示している。さらに、折れ線グラフは「生産額ベースの食料自給率」を
示している。
生産額ベースの自給率の方がカロリーベースの自給率に比べ高くなっている。こ
れは、単位面積当たりカロリーの高い、例えば米やイモ類のような農産物の生産量
が減尐する一方で、カロリーは小さくとも生産額の大きい野菜や果実のような農産
物の生産量が増加したからである。
また、穀物自給率は、カロリーベースや生産額ベースの食料自給率よりも低い水
準となっている。これは、おおむね国内自給のできている米の生産量が減尐してい
るのに対して、需要が伸びている肉や乳製品のような「畜産物」はその原料となる
「飼料穀物」のほとんどを輸入に依存しているからである。
以下では、カロリーベースの食料自給率を中心に、日本農業の衰退過程を検討し
ていくこととしたい。
まず、1960 年から 2010 年の 50 年間を概観すると、食料自給率は、79%から 40%へ
とおおむね半減している。これをいくつかの時期に区分してみると次のようになっ
ている。
（ア） 相対的衰退期
日本の経済成長過程では、1955 年頃から 1973 年頃までを高度成長期と呼んでいる
が、食料自給率は 1960 年の 79%から 1973 年の 55%へと年率で 1.3%の低下を示してい
る。次に、1973 年から 1985 年頃までは高度成長期に比べると低い成長だが、現状に
比べればはるかに高い安定成長期である。この時期は、55%から 53%へと年率で 0.2%
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の低下と、成長率と同様に、自給率の低下も鈍化している。
次に、図２農業総生産額と生産農業所得・所得率の推移は、1955 年以降の農業総
生産額と生産農業所得の推移をみたものである。いわば、日本全体を１つの農家と
見た場合の農業の総売上げと経費を除いた利益（所得）の推移をみたものである。
高度成長期から安定成長期の時期は、食料自給率は 79%から 53%へ低下しているの
に対して、国内農業の生産力は実は伸びている。すなわち、1955 年の 1.7 兆円から
1984 年の 11.7 兆円へと増加している。食料自給率という「国内生産の消費量に占め
るシェア」は低下しているものの、生産額は上昇しているということで、日本農業
は「相対的な衰退」期にあったと考えている。
（イ） 絶対的衰退期
次に、安定成長期に続く時期は、プラザ合意による急速な円高が起こる 1985 年か
らバブルがはじけた 1991 年頃で、バブル経済期と呼ばれている。この時期は、食料
自給率が 53%から 46%へと年率で 1.0%の低下と、高度成長期に近い低下を示している。
バブルがはじけた後は、まず、ＧＡＴＴウルグアイ・ラウンド農業合意の実施に
伴い農産物の関税引下げが行われた時期である。1994 年から 2000 年頃までは食料自
給率が 46%から 40%へと年率 0.7%の低下を示している。バブル崩壊後の不景気を反映
し、食料自給率の低下も鈍化している。その後、日本経済は、1998 年の金融危機を
契機に、いわゆるデフレ経済に突入したといわれている。食料自給率はおおむね 40%
の水準で推移している。
バブル経済期以降の時期は、前の「相対的衰退」期とは異なって、国内生産のシ
ェアが低下するとともに、国内生産額も減尐している。現在に至るまでのこの時期
の日本農業は、
「絶対的衰退」期にあると考えている。
イ 食料自給率低下の要因
日本の食料自給率が以上のように低下してきた要因としては、２つのことをあげ
ることができる。
（ア） 経済的側面の要因
１つ目は、いわば経済的側面からのものである。高度成長期は、1960 年に策定さ
れた「所得倍増計画」で７%強の成長を予測していたが、実績は 10%を超えるものと
なった。高度成長は国民の所得水準の著しい上昇を実現し、農業部門は、その結果、
相対的な縮小がもたらされた。そのことに加え、高度成長の過程において、製造業
の生産性が農業の生産性に比べ大きく上回ったことから、農業の比較务位化が急速
に進み（図３農業と製造業との間の労働生産性成長率の格差[国際比較][1960-1980
年]）
、また、食生活面で自給可能な米の消費が減尐する一方で、大部分を輸入に頼
る飼料や油糧原料を必要とする畜産物・植物油脂の消費が増えた（図４供給熱量の
構成の変化と品目別供給熱量自給率）結果、国内生産の縮小、輸入への依存を高め
たといえる。
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（イ） 政策的側面の要因
２つ目の要因は、政策的側面からのものである。1961 年に制定された「農業基本
法」では、その目標とこれを実現するための政策が示されていたが、実際に採られ
た政策は、これとは違っていたことがあげられよう。
まず、農業基本法は、農業総生産の増大と農業の生産性と製造業の生産性の格差
の是正を図ることによって、農民の生活水準を都市勤労者と均衡できるようにする
ことを目指していた。
この目標を実現するために、高度成長による所得水準の上昇を前提に、畜産物、
果実、野菜のような需要の増大が期待される農産物は増産し、その一方で、穀物や
イモ類のような消費の減尐が予想される農産物は減産する「選択的拡大」政策を実
施することとしたのである。また、高度成長によって製造業をはじめ非農業部門の
労働機会が増大し、これに吸引されて農村部で過剰に就農していた零細な農家の離
農が期待され、これを前提に農地の流動化を図って農村に残った農家の規模拡大を
図るという、農業の構造改善を図ることとしたのである。
しかし、農工間格差の是正のために実際に行われた政策は、1962 年以降の消費減
尐にあった米をはじめとする農産物価格の引上げであった。
図５は、米の全体需給の動向（昭和 35 年～）をみたものである。高度成長期にお
いては、農工間格差の是正の観点から米の価格引上げが行われ、1962 年以降の消費
減退を促進する一方、生産者の増産意欲を刺激した結果、過剰生産を招き、政府の
保有していた過剰在庫の処理に約３兆円の財政負担を要することになった。また、
需要を上回る生産力を解消する方策として、
「価格メカニズム」を活用するのではな
く、食糧管理制度を前提に米の需給調整と価格維持を図ることとした。すなわち 1971
年以降、本格的な米の減反政策、米の生産を抑制し米に代わって小麦、大豆等の自
給率向上に資する作物の生産を奨励したものが、今日に至るまで実施されることに
なった2。
また、農業の基盤ともいうべき農地について、その５割近くが地主によって所有
されていた戦前の地主制度は、戦後の農地改革によって自作農を創出することによ
って、解体された。すなわち、農地改革においては、国が直接地主から農地を買収
し、これを小作人に売り渡すことによって、行われたのであった。農業者が農地を
所有し、家族労働によって農業を行い、収益が農家に帰属する形態を自作農主義と
いい、こうした農地改革の成果を恒久的に保存するために、1952 年に農地法が制定
された。同法の下で高度成長期には農業の生産性向上のために農業経営の規模拡大
を図ることが求められたが、高度成長期には全国総合開発計画等によってインフラ
整備・産業振興が図られ、土地利用の整序化に関する都市計画制度の不備もあって、
地価の高騰を招くとともに農地のスプロール的潰廃が進んだ。また、農村をはじめ
全国的に在宅のまま非農業への就業が可能となる兼業機会の拡大が図られた。その
2

日本農業がもうからない産業という事態に立ち至った原因の 1 つに食糧管理制度とその転換のあり方があげ
られる。米の管理制度の歴史的展開については、拙著（
『食と農の「崩壊」からの脱出』
）の「第 4 章 米の管理制
度転換のあり方」を参照されたい。
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結果、農家の農地を所有する意識は、農業の生産手段として所有することから地価
の高騰というキャピタル・ゲインを獲得するために所有することへと変化し、そう
した考えがまん延していった3。こうした政策によって、農家世帯の所得は、高度成
長期を通じて、都市勤労者世帯の所得を上回る水準を達成した（図６農家世帯と勤
労者世帯の所得比較）
。この点では、農業基本法の目標の１つは実現したともいえよ
う。
しかし、通勤兼業機会の増大とあいまって、農業の収益性の低い農家でも農地を
所有するメリットが生じてきた結果、農家の離農が意図したようには進まなくなり、
規模拡大が著しく停滞することになった。表１農家一戸当たりの平均経営規模（経
営部門別）の推移によれば、農家の耕作面積は、離農がすなわち離村を意味してい
た北海道では 1960 年の 3.54ｈａから 2010 年の 21.48ｈａへと６倍の規模拡大を実
現したが、都府県では、通勤兼業が可能であったことから、0.77ｈａから 1.42ｈａ
へと 50 年間で 1.8 倍にとどまった。また、水稲の作付面積でみると、同期間に 55.3
ａから 105.1ａへと 1.9 倍と極めて遅々とした歩みであった。
とりわけ、米は、零細・小規模農家の生産シェアが、他の作物に比べ、大きな割
合を占めており（図７品目別に見た農業産出額に占める類型別シェア）
、こうした経
営規模の零細性と、1985 年のプラザ合意を契機とする急速な円高によって、日本農
業の輸出競争力は喪失していったのである（図８主要国の農産物貿易額[2008 年]、
図９日本農業はいつからいつから世界の動きと違ってしまったのか）
。
（２） 「もうからない産業」となった日本農業（ポスト経済成長期以降）
日本経済は、高度成長終了後、1985 年の５か国首脳によるドル高是正の協調介入
のプラザ合意をきっかけに急速な円高不況にみまわれた。これは、為替取引の自由
化とあいまって国内に資金余剰をもたらし、その後の資産（土地・株式）バブルを
発生させた。90 年代初めにはそのバブル経済も崩壊した。その結果、金融機関に生
じた巨額の不良債権については、公的資金の強制注入による迅速な処理を主張する
意見もあったが、結局は先送りされたこと等から金融機関による「貸し渋り」
「貸し
はがし」を招いた。そして 90 年代後半以降、生産年齢人口がピークアウトする中で
労働者派遣法改正をはじめとする雇用流動化政策がとられた。こうしたことがあい
まって、先進国の中で唯一のデフレ状態が継続している。
こうした中で、世界的には、地球温暖化危機、エネルギー・食料危機、世界金融
危機に直面し、日本国内では、デフレ下の急速な円高、尐子高齢化、社会保障制度
の持続可能性喪失のおそれ、巨額の財政赤字への対応が喫緊の課題となっていった。
以上に加え、日本の国際競争力は著しい低下を見せている4
3

農地制度の戦後の展開については拙著の「第 5 章 優良農地はどうやって確保すべきか」を参照されたい。ま
た、農地制度と都市計画制度の歴史的展開を通じた土地制度の考察については、拙著「土地所有権の絶対性から土
地利用優先の原則への転換」
（
『土地と農業』No.44[2014 年３月]）を参照されたい。
4
例えば、スイスに本部を置く国際経営開発研究所（ＩＭＤ）が公表する国際競争力によると、日本は 1990 年の
１位から 2008 年の 22 位に後退している。
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一方、日本を取りまくアジア経済は、ＧＤＰ（名目価格ベース）では 2010 年に中
国が日本を上回っているが、ＩＭＦによると１人当たりＧＤＰ（購買力平価ベース）
では 2010 年に台湾が日本を上回り、2016 年には韓国が追い抜くと見込まれている。
21 世紀初頭までの東アジアにおいて突出していた日本経済の地位は、これからの 10
～20 年後を展望すると、日本の経済力がいくつかの国々と併存する状態へと変化す
る可能性があることを示唆している。
以上の経済環境の変化に見舞われた結果、日本農業は、国内需要の縮小と消費流
通構造の変化に伴い、農産物・食料の価格下落と売上額の減尐という「もうからな
い産業」となってしまった。
「もうからない」産業を示す指標としては、食料自給率の下落のほかに、例えば
農業の売上額の下落もあげられよう。前述の図２を見ると、日本農業の総産出額は、
高度成長期には日本経済の成長に伴い増大していったが、70 年代に入る頃には米の
過剰による減反政策もあって停滞を始めた。その頃、石油危機と狂乱物価によって
農産物価格も急上昇したが、1984 年の 11.7 兆円をピークに 90 年代から明確に減尐
傾向をたどっている。これは、90 年代に入りバブル経済が崩壊し 90 年代末にはデフ
レ経済に突入したことによるものであろう。
産出額がいわば売上に相当するのに対して、売上から生産に要した経費を除いた
ものが所得ないし利益に相当する。生産農業所得の推移を見ると、1978 年の 5.4 兆
円をピークに減尐したあと若干の増加を見せ、90 年代以降減尐傾向をたどっている。
売上が減って所得が減るのは仕方がない面もあるが、問題は所得率も減尐傾向にあ
ることである。これは、売上の減尐に対して、経費がそれほど減尐していないこと
を反映しているからである。その原因の１つは、円高基調にもかかわらず、原油高
によって生産資材価格が上昇ないし高止まりをしていることによるものである。こ
うした所得の推移を農家単位でみると、農業所得と農外所得の合計額では 1994 年を
ピークに減尐しており、その減尐の要因は農業所得よりもとりわけ 1997 年以降の農
外所得の減にあるといえる（図 10 販売農家の農業所得と農外所得の推移）
。
次に、品目別の農業産出額を主業農家・準主業農家・副業的農家別にみると、畜
産をはじめとするほとんどの品目で主業農家への生産集中（2009 年で果樹の 64％～
酪農 93％）が顕著であるのに対して、米については 40％程度にとどまっている（図
７）
。こうした特徴は、1942 年に制定された食管制度から食糧法の計画流通制度が廃
止（2003 年）された時代にかけて、政府が流通過程に介入して管理を続け、また、
1970 年代以降の米の減反政策が導入されたことがあいまって、稲作を兼業向きの作
物とし、兼業農家が滞留することのできる構造を生むことになったことに由来して
いる。
米は、食管制度によって、国の代行機関としての役割を果たしてきた地元の農協
に一定の価格で販売できたわけで、マーケティングに頭を悩ます必要もなかったし、
そうしたメカニズムは、食糧法の計画流通制度においても同様の機能を果たしてい
たといえよう。また、米価を維持する観点から行われた減反政策は現在も実施され
ているが、この減反政策も厳格に目標達成を目指すことになればなるほど、米の生
産・販売に創意・工夫を発揮しようとする経営者の芽を摘むことになった面がある
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ことは否定できないだろう。
次に、農業労働力についてみると、生産年齢（15 歳以上 65 歳未満）人口の減尐が
1995 年ごろからはじまり、その後、2000 年代後半には総人口も減尐に突入した（図
11 我が国の人口の推移と見通し）
。そうした人口構造の変化の中で、基幹的農業従事
者の年齢構成も平均で 66.1 歳となり、70 歳以上の層がピークとなるなど異常なほど
の高齢化となっている（図 12 基幹的農業従事者の年齢構成）
。こうした高齢化の姿
は、
欧米各国の農業従事者の年齢構成をみると、
65 歳以上の割合が欧米で 17％～25％
程度の水準であるのに対して、日本は 61.1％とその突出ぶりが明らかである（図 13
各国の農業従事者の年齢構成）
。
欧米各国はいまだデフレ経済に陥っておらず農業部門も投入財価格の上昇は農産
物価格への転嫁が可能である結果、収益性の確保が図られている状況にある。これ
に対して、日本はデフレ経済の下で農産物価格が下落する一方、生産資材価格が上
昇し、その影響を受け収益性が悪化している状況にある。その結果、若い人材にと
って農業は人生を賭けるだけの魅力に乏しく、その結果参入が尐ないことから、農
業部門にとどまっている高齢者のウェートが高くなっているのである。
こうした収益性の悪化は、新規参入の阻害要因にもなりかねないが、そのことに
加え農業者の農業への取組意欲を減殺し、耕作放棄地の増加（図 14 耕地面積及び耕
作放棄地の面積の推移）に結びついていると考えられる。日本の農地は、1960 年の
607 万ｈａから高度成長に伴う転用需要によって減尐を続けたが、高度成長後の急速
な円高、バブルの崩壊、デフレ経済への突入といった変化の中で、転用もさること
ながら、耕作放棄による農地面積の減尐が続き、2010 年では 459 万ｈａとなった。
このように耕作放棄地の増加は収益性の悪化によることが根底にあることに加え、
米の国内消費量の減尐に見合う生産を確保する減反政策の厳格な実施が図られてい
る一方、転作作物として振興を図っている小麦や大豆はほとんど定着を見ていない
状況にある。こうしたことも、水張水田という形の減反から遊休地化し、最終的に
耕作放棄地化していることに留意する必要がある。
以上を総括すれば、日本農業は、農業の収益性の悪化、国内生産力の減退によっ
て、日本の食料自給力が低下していくという｢負のスパイラル｣に陥っている。
（３） パニック型危機への対応が必要な「リスク社会」へ
1980 年代以降急速に進展した経済のグローバル化により、人・モノ・カネの自由
な移動が進み、食料の世界も効率化の観点から大量生産・大量輸送・大量販売が追
求されてきた。特に、食料の消費形態は、高齢化、核家族化、女性の社会進出、消
費者の簡便化志向の高まりに加え、派遣労働の合法化をはじめ雇用流動化政策の導
入等を背景として、家計においては、生鮮食品の購入から加工食品への購入へと変
化し、いわゆる内食から中食・外食への支出増加といった「食の外部化」の傾向が
強まっている。
また、貧困・格差拡大の問題が顕著になり、価格を強く志向する消費者もいれば、
安全や品質を重視する消費者もいるといった消費者の二極化が起きている。いずれ
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にしても、食料の生産と消費の関係は、食料自給率の低下により輸入食料の依存度
が増大し、素材として農産物を購入して家庭で調理することから、工場生産された
加工品を購入する形態に変化した結果、従前の「顔の見える関係」が「顔の見えな
い関係」へと大きく変化してしまった。
このように生産・流通・加工・消費の構造が大きく変わる中で食の安全をめぐっ
て、これまでの農政で十分に位置付けられてこなかった新しい問題が発生するよう
になった。農業・畜産業の大規模化・効率化、単作化とそれを支える化学肥料・農
薬の多投化等の種々の要因が重なって、Ｏ-157 や、ＢＳＥ、鳥インフルエンザとい
った人と動物との共通感染症に関する問題が頻繁に発生するようになった。またデ
フレ経済下における過当競争が一因となって生じている表示の偽装問題、さらには
東京電力福島第１原子力発電所事故による放射性物質の環境中への大量放出など、
パニックを伴うリスクに対する危機管理に失敗し、食の安全性に関する消費者の信
頼が大きく損なわれる、これまでになかった課題が次から次へと起こるようになっ
ている。
このように食と農を取り巻く現状は、生産者のみならず、消費者・国民にとって
も危機的状況にあるといって過言ではない。それではこうした状況を乗り越えるた
めにはどうしたらいいのだろうか。言い換えれば、安全で消費者に信頼される食料
を安定的に供給できる体制を確保することはどうすれば可能となるのだろうか。日
本社会は、
「大量生産、大量流通、大量販売」を前提とする経済システムの下で、消
費者の間の不安感・不信感が発生すると、それが爆発的に拡大していく「パニック
型危機」への対応が求められている。
２．世界の食料事情の動向とその要因
世界の食料価格の水準は、２度にわたる石油危機、変動相場制への移行等を契機
に大きく変動するようになったが、価格水準を左右する要因としては、食料需給、
原油価格の動向、政策的要因があげられる。
（１）食料需給
ア 需要面
（ア） 人口と所得の増加
世界人口は、1970 年の37億人から2012年の70億人へと増加し、このうち途上国は
27億人から58億人へと倍増した。また、今後は人口が農村部から都市部へ移動する
ことが見込まれ、その結果30 年後には世界の人口の61％が都市部で生活するように
なると見られている。また、途上国の所得はアジアの途上国では年率９％（2004 年
から2006 年）、サハラ以南アフリカでも年率６％（同期間）の成長をそれぞれ達成
し、2008 年以降では途上国は年率６％（世界全体で年率４％）の成長ではないかと
見られている。このような途上国における人口や所得の増加に加え、都市への人口
集中により、食料に対する需要は変化する。すなわち、食事内容は、デンプン質中
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心のものから肉や乳製品の多いものへと変化し、多様化が進むと見られている。そ
の結果、飼料穀物の需要が増加し、また、野菜、果実といった多様な食料の需要も
生み出されることが見込まれる。これらの要因は、食料価格急騰にとっては主要な
原因ではないものの、期末在庫水準の低下には一定の役割を果たしたと考えられ、
将来にわたってその役割がどうなるのかは十分に検討する必要がある。
（イ） バイオ燃料用の需要
バイオ燃料に対する需要やその生産の急速な増加は、原料となる農産物の需要や
その生産のあり方を大きく左右することになる。特に、トウモロコシを原料とする
バイオエタノールの場合が顕著である。バイオエタノール需要の増大はトウロモコ
シ需要を拡大させ、それに伴いトウモロコシ生産が増加するだけでなく、食料及び
飼料用の生産からバイオエタノール用の生産へのシフトが起こる結果、トウモロコ
シ価格は上昇することになる。トウモロコシ価格の上昇は、需要面では、途上国の
多くの人々の主食として消費されているトウモロコシからコメや小麦へと需要をシ
フトすることにつながる。また、供給面では、トウモロコシ価格の上昇によりトウ
モロコシの収益性が向上する結果、コメや小麦の生産がトウモロコシの生産へとシ
フトすることになる。このような需給両面の効果として、コメや小麦などの穀物価
格が上昇することになる。なお、バイオ燃料の需要増大による穀物価格への影響試
算（1990-2000 年のトレンドが続いた場合と2000-2007 年の実績との対比）による
と、穀物全体では30％増であるのに対し、トウモロコシで39％増、コメで21％増、
小麦で22％増とされている。
イ 供給面
（ア） 農地面積及び単位面積当たり収量の動向
食料の供給を左右する主要な要素としては、農地面積と単位面積当たりの収量（単
収）が挙げられる。このうち、農地面積は、1960年代以降、７億ｈａ 程度で推移し
ている。これは、農地開発が行われる一方で、都市化に伴うかい廃のほか、家畜の
過度の放牧や地下水の汲上げ等による塩類集積などによって世界全体では、１年間
に日本の農地面積（約460万ha）を上回る500 万ha の農地が砂漠化していることな
どによるものである。このため、世界人口が増加する中で、１人当たりの農地面積
は、1962 年の20.8ａ/人から2003年には10.7ａ/人へとほぼ半減している。
一方、単収を穀物で見ると、1960～70 年代に、高収量品種の導入や化学肥料の大
量投入などによる「緑の革命5」が起こったこともあり、1961～63 年平均の1.4トン/
ｈａ から2002～04 年平均の3.2 トン/ｈａへと2.3 倍に増加している。その結果、
需要に応じた生産量が実現したと考えられる。このように農地面積が横ばいの中で
5

緑の革命とは、途上国の人口増加による食料危機克服のため、高収量を実現する改良された新品種の導入、
肥料・農薬の増投、かんがいの拡大等により、コメ、小麦等の収穫量を飛躍的に向上させる農業革命のこと。メキ
シコでの人口急増に対応して小麦の単収向上による農業革命がアメリカのノーマン・ボーローグの指導の下に始ま
ったもの。
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単収の増加により生産量の増大が実現したことをもって、今後も農地面積の拡大に
よる生産増加は困難とする考えがある。こうした考えに対して、現在使用している
農地（農地面積）と使用していない農地（休耕地面積）、それに拡張可能な農地（非
農地面積）を合わせると26 億ｈａ にもなり、これは現在農地として使用している
面積を大幅に上回っていることから、農地拡張の余地は大きいとする考えもある。
すなわち、人口増加等に農地面積が追いついていないことをもって食料危機が起こ
るとする考えは、世界に休耕地があることからして誤っており、また、農地面積が
増えなかったのは穀物の単収が増加したためであるとする考えである。
また、単収の伸びについては、1960 年代の年3.0％が70 年代2.0％、80 年代1.5％
と鈍化傾向で推移している。このような単収の伸びの鈍化によって、人口の増加に
食料生産が追いつかなくなり、今後の食料危機の要因の１つとなり得るとする考え
がある。しかし、このような単収の伸びが鈍化した原因は、農業への投資が減尐し
たことによるものであるとの反論がある。すなわち、60 年代に始まった緑の革命の
成果として生産量の増加が実現した結果、安価な食料が大量に供給されたことから、
農業の収益性が低下し、単収向上をはじめとする農業への投資が大きく落ち込んで
いった。その結果、単収の伸びが70～90年代の２％から90～07年代の1.1％へと鈍化
したとの指摘である。
したがって、単収が今後どの程度向上するのかについて、単収向上と農業投資と
の関係から十分に見極める必要がある。
（イ） 世界の異常気象、地球温暖化の影響
価格上昇を左右する要因の１つとして、期末在庫の水準がある。90 年代までは相
当に高い水準にあった期末在庫が現状は歴史的に極めて低い水準となっている。例
えば、コメは90 年代末に35％程度であったものが04 年以降20％を切る水準となり、
小麦も同様に35％程度から20％前後へ、トウモロコシは30％程度から15％程度へと
いずれも大幅に低下している。
このような低下の要因は、基本的には需要に見合う生産が行われている中で、2005
年、2006 年における主要な輸出国で起きた異常気象による生産の減尐であるとされ
ている。とりわけ、オーストラリアの２年連続の大干ばつ、中・東欧の熱波、ウク
ライナ、ロシアの異常な低温が穀物の大幅減産の原因と考えられる。
最近の異常気象がいわゆる地球温暖化によるものかどうかはにわかには断定でき
ないものの、地球温暖化そのものは、長期的には、世界の食料生産に大きな影響を
与える可能性があると言われている。特に、2000 年と2080年代を比較した試算によ
ると、世界全体では生産量が3.2％減となる中で、途上国が7.7％減となる一方先進
国が7.7％増となり、現状の南北の食料需給のアンバランスはますます拡大すること
になると見られている。
（ウ） 砂漠化の進行、水資源の制約
世界では、我が国の農地面積を上回る 500 万ｈａ以上の砂漠化が毎年進行してい
る。例えば、アラル海では貯水量が約４分の１となるとともに周辺の農地に塩類集
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積が起こっており、また、サウジアラビアでは地下水が急速に涸渇した結果、小麦
生産が大幅に減尐している。また、米国ロッキー山脈の東側地域にあるオガララ帯
水層の化石地下水を利用する農業では、大規模なスプリンクラ－方式のかんがいに
よって地下水位が低下し、農業用水の汲上げができなくなっている農地が拡大して
いると言われている。しかし、このことをもって、世界中で「水問題」が深刻化し
ていることを意味するわけではなく、地域ごとに水資源量と人口の増加率との関係
を検討すべき問題であるとの指摘がある。このことに加え、オガララ帯水層の化石
地下水を利用する農業の場合、この地域の穀物面積は全米の５％を占めるに過ぎず、
地下水の涸渇防止にも十分な配慮をしていると言われているので、米国農業に大打
撃を与えることはないとの指摘にも留意すべきであろう。
（２） 原油価格の動向
最近の原油価格の動向は、2008年７月に140 ドル/バーレル台を記録し、リーマ
ン・ショック後に40 ドル/バーレルの水準に下落したが、その後100ドル/バーレル
の水準で推移している。2008年の高騰については、対立する２つの考えがある。１
つが、中国など新興国の台頭を伴った世界経済の高度成長がもたらした構造的な需
給逼迫を原因とする｢実需給逼迫説｣（マクロ経済を専門とするエコノミスト、金融
系の専門家に多い考え方）である。他方が実需給逼迫説のまん延が投機的な需要を
誘っているとする「バブル説」（石油産業の主流の見方）である。このような投機
資金による実態以上の価格高騰に加え、産油国が資源ナショナリズムの観点から油
田開発をせずにただ資源を囲い込む、この共犯関係が石油高騰をもたらしていると
の指摘もある。
ここでは、原油価格の高騰が農業生産面への制約要因、バイオ燃料への誘因とな
っている側面をみてみよう。
ア 農業生産面の制約要因
原油価格の高騰は、直接的には農産物の生産コストを上昇させ、間接的にはバイ
オ燃料市場を経由して農産物市場に影響を及ぼすことになる。この２つの要因のう
ち、生産資材（例えば肥料、農業用機械・施設の燃料）価格や輸送コストの上昇は、
農業生産コストの上昇をもたらすが、途上国においては農業生産資材の購入資金が
一般的に制約されていることから、農業生産の抑制がもたらされる場合が多いとさ
れている。
イ バイオ燃料生産への誘因
原油価格の上昇は、米国におけるバイオ燃料需要の増大にとって重要な要因とな
っている。原油価格が上昇するとガソリン価格は上昇し、その結果ガソリンに代替
するエタノールへの投資拡大、さらにはエタノールの原料であるトウモロコシの需
要増大、ひいてはトウモロコシ価格を上昇させるという関係がある。また、このよ
うなバイオ燃料の生産の増大は、米国では、1978 年以来補助金があったこと、2004
年以降原油価格が上昇基調にある一方、ドルが下落基調にあることに加え、次のよ
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うな政策上の誘因があったことによるとされている。
・ 9.11 以降の米国のエネルギー安全保障政策では、石油の中東依存からの脱却を
第１に掲げたこと
・ そのための手段の１つとして、トウモロコシを原料とするバイオエタノール等
再生可能な燃料の増強を図ることを明確に示したこと
・ それが2007 年エネルギー法により、2022年までに360 億ガロンの再生可能燃料
を導入することとなり、このうち2017 年までにトウモロコシ等を原料とするエタ
ノール150 億ガロンを調達することとされたこと
このような政府の政策意図の表明や法的枠組みの導入等制度的要因がトウモロコ
シ価格の高騰を招いている一因と考えられる。しかしながら、米国政府は、バイオ
エタノール生産について、食料価格上昇の一因であることは否定しないものの、食
料価格上昇のうち２～３％を占めるにすぎないと主張している。こうした米国政府
の主張に対し、米国農務省（ＵＳＤＡ）のエコノミストであったキース・コリンズ
（Keith Collins）は「価格上昇のトレンドを23％から35％引き上げており、バイオ
燃料は食料価格上昇の重要な要因となってきている」と指摘している。
また、国際食料政策研究所（ＩＦＰＲＩ）の推計によれば、前述のとおり、2000
年から2007 年までの穀物価格の上昇のうち、30％はバイオ燃料によるものとされ、
トウモロコシ由来のバイオエタノールでみれば、同期間のトウモロコシ価格上昇の
うち39％を占めているとされている。
さらに、2002 年から2008 年にかけての食料価格上昇のうち、70～75％はバイオ
燃料とそれに関連する期末在庫の低下、土地利用の変化、投機的活動、輸出禁止の
効果によるものとの試算もある。
以上からすると、バイオ燃料の食料価格高騰への影響は相当に大きいと考えられ
る。
（３） 政策的要因
ア ドルのタレ流しによるドル価値の変動、投機資金化
ドルの為替相場と農産物をはじめとする商品価格との間には、強い緊密関係があ
る。
ドルの価値が下落すると、米国以外の国での米国産農産物の輸入については、そ
の国の通貨で換算した価格が低下することになることから、米国産農産物への需要
が増大することになり、価格上昇をもたらすことになる。また、米国へ輸入される
原油や金属などの資源は、ドルベースで表示される価格の上昇をもたらすことにな
り、これは農業生産のコスト上昇要因となることから、農産物価格の上昇をもたら
すことになる。
また、米国の低所得者向け高金利型（サブプライム）住宅ローン問題で世界的な
金融不安が起こり、投資ファンドは金融市場から資金を引き揚げ、農産物の先物市
場に余った資金が流入したことが食料価格上昇の一因であったとされている。
さらに、今回のリーマンショックに伴う景気後退へ対応するために非伝統的な金
融政策として量的緩和政策を行ったことは、ドルの過剰な供給となってドル価値の
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下落、投機資金の増大を招き、農産物をはじめ商品価格の上昇や、価格の過度の変
動をもたらしていると考えられる。
イ ＩＭＦ及び世界銀行（以下「ＩＭＦ・世銀」
）の構造調整政策と米国の貿易政策・
食料戦略
世界の食料は、先進国、途上国の間で公平に分配されているわけではなく、いわ
ば「北（先進国）は食料過剰」であるのに対して、「南（途上国）は食料不足」の
状態にある。今後地球温暖化が進行すると、低緯度地域（途上国の多い地域）の生
産は低下し、高緯度地域（先進国が多い地域）の生産は増加する可能性が高いこと
から、食料の南北格差（「食料の偏在」）は拡大する恐れがある。
食料の偏在の問題は、比較優位の原則に則りそれぞれの国が得意な産業分野に特
化することにより解消できる問題といわれている。すなわち、南の諸国は近代化を
図るために、農業よりも工業を振興し、また、農業面では主食の穀物は先進国に任
せ、例えば熱帯産品（コーヒー、綿花等）に特化（モノカルチャー化）して、外貨
を稼ぎ、安価な食料を必要なだけ輸入することが望ましいとの考えである。こうし
た考えを背景に、ＩＭＦ・世銀といった国際機関を通じて、様々な援助が行われて
きた。
しかし、ＩＭＦ・世銀によって押し進められた政策は、2008年の食料価格の世界
的な上昇に伴う混乱を招いた一因と考えられる。
例えばメキシコでは、トウモロコシの価格急騰で主食のトルティーヤが高騰し、
その結果デモが起こった。メキシコは、そもそもトウモロコシの原産地であるのに、
なぜトウモロコシの輸入国になってしまったのか。これは、メキシコが1980 年代の
債務危機に直面した際、ＩＭＦ・世銀から資金の借り入れを行ったことに起因する
のである。ＩＭＦ・世銀、米国財務省は、メキシコ政府に対して、融資の見返りに
「自由貿易政策」を受け入れさせたのである。その中身は、高関税、規制及び援助
のような政府により遂行される政策が新自由主義の教義に照らし経済の効率性を損
なうものと見なされ、その撤廃ないし廃止が求められた。また、政府の予算は、債
務への支払いが優先され、投資的支出は削減の上、政府による融資保証、生産資材
に対する助成や農産物価格支持に伴う支出は廃止された。このようなＩＭＦ・世銀
による構造調整政策は、メキシコ国内の小農による生産体制を不安定化させること
になった。さらに、1994 年の北米自由貿易協定（ＮＡＦＴＡ）を契機に、農産物関
税の撤廃は15 年かけて行うことになっていたものの、米国産の補助金付きで安価な
トウモロコシが大量にメキシコ国内に流入した結果、メキシコは、トウモロコシの
純輸入国へと転落することになった。途上国がＩＭＦ・世銀体制と自由貿易体制の
下に置かれると、その途上国は先進国の余剰農産物のはけ口となることが一般的で
あったのである。1980 年代のブロック米国農務長官が「自給という概念は古くさい
もので、より安いコストで輸入できる米国産農産物に依存することこそが食料安全
保障をより確かなものにするのである」と発言した中に、そうした考えが示されて
いる。
また、ＩＭＦ・世銀による構造調整政策は、アフリカにおいても貧困を拡大して
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きた。例えば、マラウイの場合である。1999 年にマラウイ政府は農家に肥料とトウ
モロコシの種子を無料で配布したところ、トウモロコシが過剰生産となった。世界
銀行は、補助金が貿易を歪曲していると主張し、補助金の規模を縮小させただけで
なく、最終的には廃止させた。また、ＩＭＦは、債務解消のためとして、マラウイ
政府が備蓄用にもっていた穀物の大部分を売却させ、その収入を債務返済に充てる
こととした。しかし、売却後に食料危機が起こり、2001-2002 年には飢餓で約 1500 人
が死亡した。2005 年に再び食料危機が起こった時には、ムタリカ大統領は、ＩＭＦ・
世銀の主張には耳を貸さず、肥料補助金を再び導入し、200 万の農家が小売価格の
３分の１の水準で購入できるようにし、種子も値引きをさせた。２年連続の豊作と
なった結果、100 万トンのトウモロコシが余剰となり、南アフリカへトウモロコシを
輸出することになったとされている。
また、カリブ海のハイチの事例も同様である。ハイチは、ＩＭＦ・世銀の融資条
件として 1995 年の米国からのコメの関税率を 3％まで引き下げることを約束させら
れ、その結果、コメの国内生産が大幅に減尐し、コメの輸入に依存する構造となっ
てしまった。そこに 2008 年の各国のコメ輸出規制でコメ不足をきたし、暴動により
多数の死傷者が生じ、政権が転覆されたのであった。
そもそもＩＭＦ・世銀が推進した政策は、メキシコやマラウイの実例から明らか
なように、その国が置かれている自然的・社会的な条件を無視して、小農により維
持される生産体制から大規模な企業による農業体制へ転換を図ることにほかならな
かったと言えよう。また、そのことは、食肉や穀物のような輸出志向型農業が多国
籍企業によって経営され、また、遺伝子組換え技術の導入が可能となるように、途
上国を変えていくことにあるとされている。このような考えは、例えば「世界銀行
2008 年開発レポート」において、アフリカ農業を小規模な自給を中心とする現在の
農業から大規模な販売を中心とする農業に徹底的に転換することを求めていること
にも現れている。アフリカでは、多くの国で戦争状態が継続していることに加え、
非道な統治、農業技術の欠如、エイズのまん延といった様々な原因で食料危機が続
いている。対外債務支払いの代償として行われるＩＭＦ・世銀の構造調整政策に基
づいて、政府の制度・政策が廃止されることは、国内投資の減尐、失業の増大、社
会的なセーフティネットへの支出の削減、消費の減退と生産の低下をもたらすこと
になる。これを農業において考えると、融資保証の減額の一方で肥料の価格統制を
廃止する結果、肥料使用の減尐、生産量の低下、収入の減尐による投資の減尐、こ
れらを通じて農業生産力の脆弱化をもたらすという悪循環に陥ることを意味する。
また、このような構造調整政策と相まって事態を悪化させたのが米国の貿易政策
と攻撃的な食料戦略である。米国は、ＷＴＯルールにより正当化された補助金を使
って農産物を安価なものにし、途上国のマーケットに進出し、米国産農産物のはけ
口とする。メキシコには自由貿易政策を要求する一方で、米国産トウモロコシに補
助金を活用して安価なものとして、トウモロコシの原産国であったメキシコを米国
産トウモロコシ依存の国に変えた。また、米国産綿花の場合には、補助金の活用に
よって米国内で想定される生産コストの 20～55％の価格で輸出する結果、そのあま
りの安価の故に西アフリカ・中央アフリカの綿花農家の経営を破綻させている。
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いずれにしても、貿易自由化による関税削減と米国の攻撃的な食料戦略によって、
穀物生産を縮小する途上国が増え、世界的に穀物を輸出する国が減尐し、その結果、
需給変動に対する価格の過度の変動性、すなわち価格の高騰が起こりやすくなって
いるのである。
ウ 途上国の輸出禁止・規制の発動
輸出は、一般的に輸出国の国内価格を上昇させる要因となる。食料価格が高騰し
ている現状では、多くの途上国において、国民への影響を最小限にするため、輸出
の禁止を含めた何らかの規制措置を講じることが多い。2008 年の食料危機に際して
はアルゼンチン、ボリヴィア、カンボジア、中国、エジプト、エチオピア、インド
などの国々において、輸出に関する様々な措置が講じられた。例えば、中国ではコ
メとトウモロコシの輸出規制、インドではミルクパウダーの輸出禁止がそれぞれ行
われた。輸出規制は、国内価格の上昇を回避し、あるいは、引き下げることになる
ことから、国内消費者にとっては安定した価格で供給されることになる。
しかしながら、そのような安価な商品は、これを真に必要としている貧困層にだ
け供給されることには必ずしもならないことに加え、国内生産者にとっては、価格
の抑制の結果増産へのインセンティブがなくなることから、国際的には市場の縮小
につながり、価格の変動を大きくすることになりかねないという問題がある。ＩＦ
ＰＲＩの推計によれば、輸出禁止措置を撤廃すると、穀物価格の変動が緩和され、
30％相当の価格低下が実現するとしている。
したがって、このような政策は基本的に採るべきではないと主張する向きもある。
しかし、そもそも論としては、ＩＭＦ・世銀・米国による新自由主義的な政策が輸
出国の尐数化をもたらし、その結果ちょっとした需給の変化に対して価格が上昇し
やすくなり、高値期待から投機資金が入りやすくなり、不安心理から輸出規制が起
こりやすくなっているのであって、途上国の輸出規制等はいわば防御的である面は
否めない。ＩＭＦ・世銀の構造調整政策、米国の貿易政策と攻撃的な食料戦略のあ
り方を見直す等、途上国による輸出規制が起こらない環境をつくりだしていくこと
が先決ではないか。
３． 貿易自由化と対応方向
(１) 貿易自由化に対する日本農業の政策対応（ＧＡＴＴウルグアイ・ラウンド交
渉以前）
日本の近代成長における課題は、明治以来、経済面で欧米に追いつき追い越すこ
とであった。このことが実現するのは、1970 年代であった。その中で、農業は、前
述のとおり、高度成長期に比較务位化する過程で、その保護手段として関税等の国
境措置と価格支持政策に依存した政策体系（消費者負担型農業保護）を維持・強化
することとなった。
また、貿易と国際金融上の地位も著しく変化した。貿易収支は、1960 年代後半か
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ら完全な黒字基調となり、外貨準備も急増しはじめ、対外純資産は、60 年代後半に
は黒字になり、石油危機などによる一時的減尐はあったものの、黒字幅を次第に拡
げていった。1980 年代には大幅な貿易黒字を反映し、純資産も急増した。こうした
経過の中で、特に 1975 年から経済サミットに参加し、世界経済の成長を支える大国
として、否応なしに国際的な要求（円の切上げ、貿易の自由化、成長目標の国際公
約としての実現等）を受け入れ、国内の政策をそれにあわせて調整せざるを得なく
なった。
そこで、貿易自由化の過程における農業政策の対応のあり方をみてみよう。日本
は、1955 年にＧＡＴＴ（関税及び貿易に関する一般協定）に加入した。当時は戦後
復興から高度成長期に切り替わる頃で、日本にとっては輸出が主要関心事項であっ
た。農産物についても同様で、ＧＡＴＴ加入時には日本が関税譲許を行った品目が
248 品目であったのに対して、相手国から得た関税譲許品目は 288 品目とほぼバラン
スが取れていた。
政府は、1961 年に「貿易為替自由化計画大綱」を決定し、農産物については、米・
麦・でんぷん・主要な畜産物・果実・なたね・菓子等の加工食品の一部は、当分の
間、自由化が困難なものに分類し、それ以外の農産物については漸次、貿易自由化
を進めるとの基本方針が確立された。農業基本法に基づく農業構造の改善によって
貿易自由化への対応が可能になると考えていたのである。昭和 30 年代に自由化され
た農産物のうちで主要なものは、生鮮野菜、生糸、グレーンソルガム、大豆、粗糖、
一部の果実（バナナ、レモン）の６つであった。
次いで 1964 年にＯＥＣＤへの加盟、ＩＭＦ８条国6への移行等国際経済社会への復
帰が進み、日本の経済体制を開放体系へ移行することが国際的に義務づけられた。
1963 年からはじまったＧＡＴＴケネディラウンドは、1967 年に終結し、工業品関税
は一律 50％の関税引下げを原則に交渉が進められ、農林水産物は２国間の交渉によ
って、日本は 24 カ国と関税をめぐる合意が成立した。
この時期の農産物自由化は、当時の高度成長下で農産物需要が着実に増大してい
る中で、輸入品の増加を織り込んでも、国内総生産の増大の絵を描くことができた
という意味で、本格的な貿易自由化をソフトに吸収することができた時代であった。
続いて 1965 年以降になると、日本経済は２桁成長を続ける一方で、インフレの進
行、公害の発生等高度成長の負の側面があらわになってきた。日本の貿易収支では
黒字体質が定着する一方、米国の国際収支の悪化によって、日本に対して貿易自由
化の一層の実行、円の変動相場制への移行、輸入の増大による「ドル減らし」が要
求されるようになった。円の切上げについて、輸出産業はもとより国内のマスコミ
の論調は、円の固定相場制の維持ができなければ輸出産業が崩壊するとの恐怖感か
ら、総じて円の切り上げを回避するために輸入の増大を行うべしというものであっ
た。
6

ＩＭＦ８条国とは、国際通貨基金（ＩＭＦ）加盟国のうちで、ＩＭＦ協定第８条の規定に基づいて為替制限を撤
廃した国のこと。貿易など経常取引の支払いを制限しないこと、外国通貨間に差別を設けないこと、他の加盟国が
保有する自国通貨を相手国通貨と交換できるようにすることの３つの一般的義務を果たさなければならない国の
こと。
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そうした中で、農産物の市場開放と輸入拡大の声が大きくなっていった。この時
期は、米の過剰が顕在化し、戦後の食料供給に果たしてきた日本農業へのありがた
みが一気に薄れていった時期であるとともに、｢日本農業撤退論｣が公然と語られる
ようになった時期でもあった。
1968 年 12 月には、一層の輸入自由化を推進する旨の閣議決定が行われた。この時
点での輸入制限品目は 121 品目、うち農林水産物は 73 品目であった。米国からは、
関税の引下げ、輸入枠の拡大、貿易の自由化と広範にわたる要求があり、1970 年３
月には 1971 年末までに 60 品目の自由化を行うことが決定された。
その後、1971 年８月には、米国のニクソン大統領が、金とドルとの交換停止、10％
の輸入課徴金の賦課、30 日間の賃金物価の凍結を内容とする新経済政策を発表した。
同年 12 月には先進 10 カ国の通貨調整についての合意（スミソニアン合意）が行わ
れ、円の対ドルレートは 360 円から 308 円への切上げが決定され、貿易問題につい
ても 1972 年２月に日米間の一応の決着を見た。
農林水産物については、輸入制限品目数を 73 品目から最終的には 22 品目まで自
由化すること等が決まった。農林省としては、残る 22 品目は、
「農業生産の再編成
を進め、食料の安定供給を図っていくうえで基幹的な農産物（牛肉、乳製品、果実、
穀類、トマト製品）であるか、特定地域の農業と地域住民の生活を支えている重要
な畑作物（雑豆、落花生、こんにゃくいも）
」であり、
「これ以上の自由化は困難で
ある」と表明した。
当時の農産物供給の基本的戦略は、
「国内で供給するものは、できるだけ国内生産
で、輸入に依存せざるを得ないものについては輸入で」という二面作戦といわれて
いたが、米をはじめ日本農業にとって重要と判断される農産物を保護するために、
それ以外の農産物を譲ることはやむを得ないとの考えがその背景にあったことは想
像に難くない。そして、保護の手段は、輸入制限措置や高関税といった国境調整措
置によって実現するというものであり、財政措置によって保護するとの発想はなか
った。その結果、自給率が 80～100％という高い自給率作物として米、リンゴ、ミカ
ン、野菜、鶏卵、豚肉、鶏肉、牛乳・乳製品等、逆に 20％以下の低い自給率のもの
としてトウモロコシ、大豆、小麦、大・裸麦、チーズ等があった。
1970 年代後半になると、前述のように、日本が経済大国として認知され、国際経
済における応分の責任を分担することが求められてきた。とりわけ、経常収支黒字
国として、また、世界経済の機関車として、国内景気を刺激して高い経済成長の実
現が求められた。その当時行われていたＧＡＴＴ東京ラウンド交渉（1973～79 年）
の中で、２国間、多国間の交渉が進められていたが、特に日米農産物交渉において、
米国からは牛肉・オレンジ等の自由化が強く迫られた。農林水産省は、これ以上の
自由化はできないとする立場であったが、国内からは輸出促進の立場の経済界が農
産物市場開放を主張した。
当時の経済成長は、高度成長が終えんし、成長率が鈍化していたこともあり、賃
金の上昇が抑制される状況にあったことから、民間大手の労働組合も農産物の自由
化を要求していた。そして、この日米間の牛肉・オレンジ等の自由化問題は、ＧＡ
ＴＴウルグアイ・ラウンド農業交渉（ＵＲ農業交渉）が行われている中で、最終的
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には自由化することで 1988 年に決着した。
次に、ＵＲ農業交渉における対応をみてみよう。
(２) ＵＲ農業交渉（1986-1994）の合意と教訓
ＵＲ農業交渉においても、日本は、それまでの主張と同様、米をはじめとする重
要な農産物は自由化の例外として確保するとの基本方針に立って、食料安全保障の
観点から「基礎的食料」は、ＧＡＴＴ規則において自由化の例外に位置づけられる
ようにすべきであり、日本にとっての基礎的食料は米等であると主張していた。
しかし、ＵＲ農業合意においては、米国の主張が反映されて、農産物に関しては、
輸入制限措置などの非関税措置はすべて関税化するという「包括的関税化」が義務
付けられ、関税化の例外を主張していた日本への配慮として、関税化を先送りする
ことができる「特例措置」が認められた。そもそも包括的関税化を受け入れた場合
に輸入実績が消費量の３％未満のものは初年度３％からスタートし、最終年度５％
まで拡大していくミニマムアクセス枠の設定が義務付けられていた。特例措置の適
用は、ミニマムアクセス枠の設定が義務付けられる品目に限って認められることと
し、その場合、加重されたミニマムアクセス枠（初年度４％からスタートし、最終
年度８％まで拡大）の設定を「代償」として受け入れることが条件とされていた。
これは、実は関税化の例外を確保したのではなく、関税化の概念は受け入れ、代償
の支払いによって関税化の実施を先送りすることが認められたことにほかならなか
った。
以上のＵＲ農業交渉から得られる教訓を整理すると、
① 貿易の自由化が原則となっているＧＡＴＴ・ＷＴＯ交渉において、その例外を
求めることは極めて困難なことであること
② それでも例外を求めるとなると、膨大な代償を支払う必要があること
③ 例外を求める場合、代償を支払う覚悟と例外を選択することが日本農業を真に
守ることになるのかどうかの十分な吟味が必要であること
④ 吟味の結果、日本農業を真に守るためには原則を適用した方が適当である場合
には、原則を選択することが可能となるようにしておくこと
が重要である。
(３) ドーハ開発アジェンダ（ＤＤＡ）の評価
2001 年開始のＤＤＡは、農業のモダリティ案7（2008 年 12 月改訂版）によると、
① 「上限関税」の用語は使われていないものの、
「削減後の関税水準が 100％超の
タリフラインを有する場合、関税割当等の追加拡大等の代償を前提に維持できる」
とされ、その概念は導入されていること
7

モダリティとは、もともとは「様式を有すること」の意味であるが、市場アクセス、国内支持、輸出に関する
規律のそれぞれの分野について、各国に共通に適用される取決めを指すもの
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② 関税削減方式は、関税率の水準の高いものほど削減率が大きくなる「階層方式」
を採用していること
③ 関税削減率の緩和を認める「重要品目」の数は、タリフライン数で４％、条件
付き・代償ありで２％の追加が可能とされていること
など、関税に関する分野では日本にとって厳しい内容のものが日本以外の主要国の
間ではかなりの程度合意に近づいていた。
関税に関するモダリティの考え方は、自由化（関税の撤廃ないし大幅な削減）を
原則に、それを直ちに実施できない場合には、
「代償」の支払いを条件に原則の実施
の先送りを認めようとするものであった。そこにあるのは、ＵＲ農業合意で示され
た方向性を更に推し進めるものであったといえる。
しかし、ＤＤＡは、農業交渉の中の「開発途上国が使用できるセーフガード」の
発動要件に関する米国とインド・中国との対立によって 2008 年以降中断に陥り、
2011
年末のＷＴＯ閣僚会議において「一括合意は難しい」と総括された。その後、2013
年末のＷＴＯ閣僚会議もＤＤＡの崩壊は避けたものの、貿易円滑化・食糧支援・開
発の３分野合意にとどまった。
(４) 多国間主義と地域経済統合との関係
ＤＤＡ交渉の停滞は、ますますＦＴＡ/ＥＰＡへの傾斜を強めていくと見込まれ
るが、それは産業構造と国際分業のあり方の変化に規定されている面があると考え
られる。そこで、まずＷＴＯとＦＴＡ／ＥＰＡの関係からみていこう。
ア ＷＴＯとＦＴＡ／ＥＰＡの関係
ＷＴＯは、透明性、無差別、互恵の原則を通じて、世界貿易に予測可能性を与え、
互いの譲歩による自由化と紛争解決のための開かれた場を提供するものである。そ
の原則が「最恵国待遇8」と「内国民待遇9」であるのに対して、ＷＴＯの最恵国待遇
の例外として認められるＦＴＡ／ＥＰＡは、
① ＦＴＡ／ＥＰＡ形成前よりも域外に対して関税等の障壁を高めないこと
② 域内での障壁を実質上すべての貿易（日本では輸出入往復で 90％以上）で撤廃
すること
③ 関税等の障壁の撤廃は原則 10 年以内とすること
を満たしていなければならないとされている。
ＷＴＯによる多国間主義と最恵国待遇の例外として認められるＦＴＡ/ＥＰＡに
よる地域経済統合について、日本の対応は、ＷＴＯを中心とする多角的な自由貿易
体制の維持強化が基本であり、ＦＴＡ/ＥＰＡはそれを補完するものと位置づけてき
た。
8

最恵国待遇（Most Favored Nations: ＭＦＮ）とは、ある国の産品に利益、特権等を認める場合には他のすべ
ての加盟国における同種の産品に対して認めなければならないとするもの
9
内国民待遇（National Treatment: ＮＴ）とは、輸入品に適用される待遇は、国境措置である関税を除き、同
種の国内産品に対するものと差別的であってはならないとするもの
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欧米では、ＧＡＴＴ・ＷＴＯによる多角的交渉の遅れと行き詰まりを理由として、
1990 年代からＦＴＡ/ＥＰＡに積極的に取り組んできた。これに対して、東アジア地
域での取り組みは 2000 年代に入ってから増えている。これは、ＤＤＡの行き詰まり
を一因としている（2002 年日本・シンガポールＥＰＡが嚆矢）
。
イ すべての物品・サービスを対象に、関税その他の障壁を撤廃することを目指す
新たなタイプのＦＴＡ/ＥＰＡの登場
ＦＴＡ/ＥＰＡのうち米国が主導するＴＰＰは、ＷＴＯに比べて広範囲の事項（投
資、競争政策、電子商取引、環境、労働等）をカバーし、ＷＴＯの最恵国待遇を上
回る自由化を達成する（ＷＴＯプラス）ことを目指しているとされている。
ＴＰＰのような新たなタイプのＦＴＡ/ＥＰＡの登場は、以下の理由によると考え
られる。
① 世界経済のグローバル化、企業の多国籍化、ものづくりの技術変化（インテグ
ラル型からモジュラー型へ）の下で、
「生産ネットワーク（サプライチェーン）
」
の国際化が急速に進行していること
② 生産と消費の国境を超えた分離というそれまでの「分業」の形態から、個々の
生産工程や調達・販売工程が最適立地になるよう国境を超えて分散する「分業」
の形態へと、
「国際分業」のあり方が変化してきたこと
③ 「国際分業」のあり方が変化してくると、それに対応する政策手段が異なって
くること。すなわち、前者の場合は、関税引下げ、非関税措置の撤廃が中心であ
るのに対して、後者の場合は、貿易自由化、貿易円滑化、知的所有権保護、投資
の自由化・円滑化、競争政策等が中心になってくる。
したがって、国際分業のあり方の変化に応じて、ＷＴＯが多国間通商交渉（ラウ
ンド）において新たな分野を取り込むことができなければ、新たなタイプ（すべて
の物品・サービスを対象に、関税その他の障壁を撤廃することを目指す）のＦＴＡ/
ＥＰＡが中心的役割を果たすことになる可能性が大なのである。
４. ＴＰＰ（環太平洋パートナーシップ）とそれへの対応のあり方
（１）ＴＰＰは米国の考える「公正貿易」によって米国の国益（輸出増加と雇用拡
大）を実現するための手段
米国からすれば、米国経済の金融資本主義化の下で、競争力のある分野が農業の
ほかには、金融をはじめとするサービス、投資等であるのに、これらの分野につい
てＧＡＴＴ・ＷＴＯの場で米国の望むようなルール化ができなかったことから、前
述のとおり、米国は 1990 年代からＦＴＡ/ＥＰＡに積極的に取り組んできた。
ＴＰＰ交渉は、2006 年に発効したチリ・シンガポール・ニュージーランド・ブル
ネイの 4 か国による「環太平洋戦略的経済連携協定（オリジナルＴＰＰ）
」に米国が
参加したことによって、オリジナルＴＰＰでは対象となっていなかった「金融」
「投
資」を加えることに成功した。これによって、米国の望む交渉の枠組みが出来上が
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った。
[ＴＰＰ関連年表]
2006 年５月オリジナルＴＰＰ（チリ、シンガポール、ニュージーランド、ブルネイ）発効
2008 年３月米国ブッシュ政権が TPP 交渉参加を決定
2009 年 11 月米国オバマ大統領来日時にＴＰＰ参加を表明
2010 年３月オリジナルＴＰＰに米国、豪州、ペルー、ベトナムを加えた８カ国で政府間交渉開
始
2010 年 10 月マレーシアが交渉参加。計９カ国
2010 年 10 月菅首相所信表明演説でＴＰＰ協定交渉等への参加検討を表明
2010 年 11 月菅首相ＡＰＥＣ首脳会議（横浜）でＴＰＰ交渉参加に向け関係国との協議に着手す
ると正式に
表明。カナダ・メキシコも交渉開始に向けた協議開始の意向表明
2011 年１月ＴＰＰに関する日米事務レベル協議開始、菅首相ダボス会議で「第三の開国」表明
2011 年１月オバマ大統領、一般教書演説で、
「2014 年までに輸出を倍増する目標を設定する」
と国民に約束
2011 年 11 月野田首相ＡＰＥＣ首脳会議（ホノルル）において「ＴＰＰ交渉参加に向けて関係国
との協議に入る」ことを表明
2011 年 11 月 TPP 交渉参加国首脳による「ＴＰＰの輪郭」の公表
2012 年 10 月メキシコ・カナダが交渉参加。計 11 ヵ国に
2013 年２月日米首脳の共同ステートメントにおいて、日本には一定の農産物の、米国には一定
の工業品の、２国間貿易上のセンシティビティがあることを認識していること、すべての物品
を交渉の対象とすること、日本は、2011 年 11 月の「ＴＰＰの輪郭」に規定している包括的で、
高い水準の協定を目指すことを表明
2013 年３月 15 日安倍首相はＴＰＰ交渉参加を決断し、その旨関係国に通知したと発表
2013 年４月 12 日日米事前協議の合意
2013 年４月 20 日ＴＰＰ交渉参加国が交渉参加を表明した日本との二国間協議の終了したこと
を確認
2013 年４月 24 日オバマ政権、TPP 交渉への日本参加を連邦議会に通報
2013 年７月 15 日～25 日ＴＰＰマレーシア会合（23 日から日本の初参加）[秘密保持契約]
2013 年８月 22 日・23 日ＴＰＰ閣僚会合、24 日～31 日ＴＰＰブルネイ会合
2013 年 10 月８日ＴＰＰ首脳会合（インドネシア・バリ島）[米国オバマ大統領欠席、大筋合意
至らず、包括的でバランスの取れた地域協定を年内妥結]
2013 年 12 月７～９日ＴＰＰ閣僚会合（シンガポール）[年内妥結断念]
2014 年１月９日米国政府の通商権限を強化する「大統領貿易促進権限（ＴＰＡ）
」法案、連邦議
会に提出

（２）日本にとっての重要性は何か
ＴＰＰは、極めて高いレベルの関税撤廃を目指す「物品市場アクセス」をはじめ
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とする包括的な 21 の分野10について、交渉を行っていくものである。
このうち、関税撤廃について、これまでのＦＴＡ/ＥＰＡについてみれば、米国や
ＥＵの締結しているそれは、95％以上の自由化率であるのに対して、日本の場合は
85％程度の水準になっている。日本の自由化率の水準は、これまでのＦＴＡ/ＥＰＡ
においても低すぎる内容であった。
こうした状況を踏まえて、ＴＰＰに関するマスコミ報道は、日本にとっては農業
問題が重要だとの印象を与えている。ＴＰＰでは関税撤廃が原則とされる以上、農
産物関税の撤廃は日本農業にとって重要な問題であることは事実であるものの、日
本経済に占める農業の地位を考えると、経済全体への影響は関税撤廃の問題よりも
非関税措置の取り扱いや米国の関心事項である「金融」
「投資」の取り扱いの方が重
要である。
すなわち、ＴＰＰとは、関税撤廃の問題もさることながら、非関税措置や「金融」
「投資」について、日本の国益にとって都合のいいルールは何で、それを交渉で勝
ち取ることができるかどうかの問題と認識すべきであろう。
（３）ＴＰＰ交渉において日本は国益を守れるのか
ＴＰＰは「多数国間の交渉」であり、
「すべてが米国の主張通りに進むわけでもな
かろう」との楽観的な主張があったが、2013 年４月の日米事前協議結果をみると、
日本の置かれている状況は極めて厳しいことを理解すべきである。
第１に、事前協議は日本側が「ＴＰＰ交渉への参加の入場料」という「一方的な
譲歩」をしただけで米国側から一切の譲歩を得ていないことがあげられる。すなわ
ち、2011 年 11 月 12 日のＴＰＰ交渉参加国首脳が合意した「ＴＰＰの概要」におけ
る「すべての物品・サービスの貿易・投資に対する関税その他の障壁を撤廃する」
ことなどを達成することが確認されたこと、佐々江駐米大使とマランティスＵＳＴ
Ｒ代表代行との往復書簡において、
「日本の一定の農産物、米国の一定の工業品とい
う２国間貿易におけるセンシティビティのあることを認識する」ことは記述されて
いるが、
「重要農産物の関税撤廃の例外」を確保する手がかりとはなっていないこと、
日本側の一方的な譲歩内容は、自動車、日本郵政のかんぽ生命に関して極めて具体
的なもの11であることである。
10

（１）物品市場アクセス（作業部会として農業、繊維・衣料品、工業）
、
（２）現産地規則、
（３）貿易円滑化、

（４）ＳＰＳ（衛生動植物検疫）
、
（５）ＴＢＴ（貿易の技術的障害）
、
（６）貿易救済（セーフガード等）
、
（７）政
府調達、
（８）知的財産、
（９）競争政策、
（10）サービス（越境サービス）
、
（11）サービス（一時的入国）
、
（12）
サービス（金融サービス）
、
（13）サービス（電気通信）
、
（14）電子商取引、
（15）投資、
（16）環境、
（17）労働、
（18）制度的事項、
（19）紛争解決、
（20）協力、
（21）分野横断的事項
11

日本側の一方的譲歩の内容は、例えば米国製輸入自動車の簡易認証枠（車種別台数）を 2.5 倍（5,000 台←2,000
台）に拡大、米国製自動車輸入関税撤廃は米韓ＦＴＡで与えられた期間（乗用車５年、貨物自動車 10 年）をこえ
るものであり、ＴＰＰ交渉における自動車以外の品目における最長期間に従って撤廃し、その最終時点で延期する
こともあり得ること、日本郵政のかんぽ生命によるがん保険・医療保険の新商品・改良商品の販売を、最低でも数
年間、そして日本郵政において適切に機能する事業管理システムが現実になるまでは認めないこと
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第２に、今後ＴＰＰ交渉そのもので極めて不利な交渉を余儀なくされるだけでな
く、米国のさらなる要求を受け入れるため自動車と非関税措置12の領域に関して、日
米２国間並行交渉の設置が義務付けられたことである。この点は、例えば食の安全
に関してこれまでの米国の種々の要求を実現する場として活用される恐れがあるこ
とを意味する。これまでの米国からの要求とは、以下のような事項である13。
まず、ＢＳＥ（米国産牛肉の条件緩和）についてである。米国からは米国産牛肉
のＢＳＥ検査条件の緩和要求がなされていたところ、日本政府は 2013 年２月以降Ｂ
ＳＥ検査の対象月齢は、それまでの 21 か月齢を 30 か月齢以上に緩和した14。なお、
国産牛は、2013 年４月に 30 か月齢以上に緩和され、さらに７月から 48 か月齢以上
に緩和されている。もしかしたら、国産牛と同じ扱いにせよとの要求が出てくるか
もしれない。
次に、遺伝子組換え（ＧＭ）農産物の食品表示問題である。これは、ＧＭは安全
なのかどうかという問題に関係する。現在は、実質的同等性15により安全性を審査す
ることとなっており、実際の審査は、食品安全委員会と厚生労働省で行っている。
しかし、メーカー提出のデータを使って「主要成分の比較」
「既知のアレルゲン（ア
レルギーの原因となる物質）との相同性（形態や遺伝子が共通の祖先に由来するこ
と）の比較」
「人工胃液・腸液による分解性」などが評価されるだけで、動物実験は
ほとんど行われていないのが現状であり、また、長期的摂取の影響は全く調べられ
ていない。こうした状況においては、最終的に消費者の選択に委ねざるを得ないと
考えられる。その手段として想定されるのが表示である。この表示問題について、
米国は科学的に安全だと認められたものは、遺伝子組換えであることを表示させる
ことに反対している。これは、消費者に遺伝子組み換え食品が安全でないかのよう
な不安をもたらすからだとしている。一方、日本では、全原材料中で重量が上位３
品目までで、かつ、５％以上の混入があるＧＭ作物については「遺伝子組換えであ
る」という表示義務があり、また、
「遺伝子組み換えでない」という任意表示も認め
られている。今回の事前協議の結果は、米国は、ＧＭ作物・食品の安全性評価の緩
和や環境影響評価の簡素化、表示制度の撤廃を強力に求めることのできる「２国間
協議の場」を得たことを意味するのである。
また、食品添加物・残留農薬問題についてである。ＳＰＳ（衛生・動植物検疫に
関する基準）では、ＷＴＯ加盟国に対し、食品の安全性や動植物の健康への影響を
評価する場合に、ＷＴＯが定めた国際規格に基づくことを求めている。ただし、各
12

非関税措置に関して義務付けられたのは、a 保険：日本郵政（かんぽ生命）との同等の競争条件 b 透明性：
各省庁の審議会の委員をはじめ、パブリックコメントへの意見など利害関係者（米国企業）の参加 c 投資：日本企
業に対するＭ＆Ａをより容易にするための措置 d 知的財産権：著作権、特許権等の長期化の保護強化 e その他（セ
ーフガード、政府調達、競争政策、国際急送便、衛生動植物検疫措置）f 両国で合意された事項の追加
13
以下の記述は、鈴木宣弘『食の戦争』
（2013）文春新書によっている。
14

これは、2011 年 11 月のＡＰＥＣ首脳会合（ハワイ）に出席した当時の野田首相が「ＴＰＰ交渉参加に向け
て関係国との協議に入る」旨の表明を行った前月（10 月）に、緩和を検討すると表明。いわばＴＰＰ交渉参加へ
の事前の入場料を払ったようなもの
15
導入する遺伝子が産出するタンパク質の安全性を確認し、また組換え農産物と元の農産物とを比較して成分、
形態、生態的特質において変化がなければ安全性は元の農産物と同等という概念
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国の置かれている自然条件や食生活の違いも勘案して、科学的根拠に基づいて、各
国がＳＰＳ基準よりも厳しい独自の基準を採用することも認めている。しかし、ポ
ストハーベスト（収穫後散布）農薬については、日本の基準は厳しすぎるので、緩
和するよう米国から求められている。また、これらポストハーベスト農薬は、現在、
日本では食品添加物に分類されるため食品パッケージに表示することが義務付けら
れている。米国からは、表示の義務付けは輸入食品の販売を不利にするとして、こ
れらを食品添加物から表示義務のない残留農薬に変更することも要求している。日
米２国間並行協議ではこれらのことも対象となり得るのである。
第３に、日本が正式に参加するまでに決まったことは事前に内容を見ることがで
きないし、決められたことに追加・削除等の修正要求はできないこととされたこと
である。
第４に、こうした米国側に全面的に屈服したともいうべき日米事前協議の内容と
それを受け入れた外交交渉のプロセスを正確に国民に情報提供していないことに加
え、交渉参加後は、秘密保持契約に基づく「守秘義務」を理由に主権者である国民
に対してさえ、情報提供を拒んでいることである。
以上の問題点を踏まえると、日本側の交渉能力は大丈夫かとの不安感・不信感を
抱かざるを得ない。そもそもこの 20 年間、金融と投資の分野の交渉16で日本は米国
に負け続けてきたとの指摘があること、オバマ大統領が 2011 年の一般教書で国民に
約束した「2014 年までに輸出を倍増する目標」を実現するには、ＴＰＰという舞台
に日本を引き込むことが必要十分条件であり、ＴＰＰ交渉への日本の参加表明は米
国の想定したシナリオ通りであったことを認識すべきである。こうしたことからす
れば、ＴＰＰ交渉に当たっては、関税措置への対応のみならず、非関税措置への対
応（金融、投資、ＩＳＤ条項等）について日本の国益を確保する観点からどのよう
な戦略を構築し、どのように対応していくのかについて、事前に国民に説明し、そ
の合意を取り付けていく必要があると考えられる。
５．食料・農業・農村の再生への道
(１) 日本経済のグローバル化の下での課題
日本経済のグローバル化が進展していく中で、日本農業が存続していくためには、
「負のスパイラル」から脱却するとともに、
「もうかる産業」に転換していくことが
重要であり、その前提として日本経済そのものがデフレから脱却する必要があるこ
とは言うまでもない。そのデフレ脱却のための政策がアベノミクスとされている。
ア アベノミクス
アベノミクスとは、大胆な金融緩和、機動的な財政出動、規制緩和を中心とした
16

例えば 1989～90 年の「日米構造協議」
、1994～96 年の「日米保険協議」
、2001 年の「日米投資イニシアティブ」
、

2002 年の「日米接続料協議」
、2005 年の「簡易保険市場の開放」
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成長戦略によって日本経済の長期停滞からの脱却を図ることを目指すものとされる。
特に、新成長戦略では、2012 年の年間１人当たり国民所得 384 万円を年率３％引
上げ、10 年後に年間所得を 150 万円増やすこと、農産物輸出を１兆円に増やし、農
地の集約化・大規模化を進め、６次産業化を進めることで、10 年後に農業・農村全
体の所得を倍増すること、2020 年までにインフラ輸出を現在の３倍の 30 兆円にする
こと、電力システム改革や環境アセスメントの運用見直しで電力投資を 30 兆円増や
すこと等を通じて、
設備投資を 70 兆円規模にすること等の数値目標を列挙している。
こうした数値目標のうち、特に農林水産分野に関していえば、2012 年 12 月の総選
挙で自民党はＴＰＰ交渉参加６原則17を掲げたが、日米事前協議の合意をみると、前
述のとおり、日本は米国から何の譲歩もとることができない中で、ＴＰＰ交渉に参
加することになった。それで今後 10 年間で農業・農村全体の所得を倍増することが
できるのであろうか。すなわち、担い手への農地集積等による競争力強化、農商工
連携による６次産業化の推進、農産物等の輸出促進等で、今後 10 年間で農業・農村
全体の所得を倍増することとしているのだが、その際のＴＰＰによる悪影響をどの
ように除去・相殺するのかがわからないのである。
イ 農業を「もうかる産業」へ
次に、農業を「もうかる産業」に転換していくためには、日本の食と農の危機的
状況を乗り越える上で必要な新しい食料・農業・農村政策の考え方に転換する必要
があるが、筆者は、その転換の切り口として、３つの座標軸18を措定している。
すなわち、第１の座標軸は、農村地域の経済社会システムに関するもので、これ
までの｢集中・メインフレーム型｣から｢地域分散・ネットワーク型｣へ転換すること
である。第２の座標軸は、農業経営のプロトタイプに関するもので、大規模効率化
を追求する「プロダクト・アウト型」から消費者ニーズにかなった生産を行う「マ
ーケット・イン型」への転換である。最後の座標軸は、日本経済はますます国際化
が進展していく中での農業保護のあり方に関するもので、これまでの｢消費者負担
型｣から｢納税者負担型｣へ転換することである。
これらの座標軸を措定するのは、次の理由からである。時代的背景の変化を考察
すると、まず、人口が増え経済成長があった時代から、尐子高齢化と人口減尐が起
きてデフレ経済の時代になったことがあげられる。そうした時代変化の過程におい
て食生活も大きく変わり、主食といわれた米の消費が減尐し、家庭内で素材を調理
して消費する「内食」から、食堂やレストランで食事をとる「外食」や調理食品（加
工食品）を購入して消費する「中食」へと変化が進んだ。そして、多角的貿易シス
17

ＴＰＰ交渉参加６原則とは、①政府が「聖域なき関税撤廃」を前提にする限り、交渉参加に反対する、②自由
貿易の理念に反する自動車等の工業製品の数値目標は受け入れない、③国民皆保険制度を守る、④食の安全安心の
基準を守る、⑤国の主権を損なうようなＩＤＳ条項は合意しない、⑥政府調達・金融サービス等は、わが国の特性
を踏まえる
18
筆者は、拙著（食と農の「崩壊」からの脱出）において、政策の基本的な枠組み・概念を「パラダイム」とい
う用語を使い、枠組み・概念を特徴づけるものを「座標軸」という用語を使っている。そして、座標軸におけるベ
クトルの変化を踏まえて、政策の基本的枠組み・概念の転換の必要性を判断し、このことを「パラダイム・シフト」
と呼んでいる
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テムはＧＡＴＴからＷＴＯへと進化し、産業構造と国際分業のあり方等の変化に伴
い、新たなＦＴＡ／ＥＰＡへの取り組みがみられる等グローバリゼーションが進行
していくとともに、関税による農業保護の形態をいつまでも維持することができる
かどうか不確実となっている。その一方で、国際的な食料危機が起きたり食料価格
の変動が大きくなり、ＢＳＥ問題や口蹄疫対応でみられた食の安全に対する不安
感・不信感が消費者の間でパニック的に伝染し、急激に拡大していく新たなリスク
が発生したりするようになった。さらに、人口減尐による国内需要が減尐している
状況においては、内需とともに、成長するアジアをはじめとする外需を取り込んで
いくことが必要であり、その場合、輸出先の市場開放との関係で、自国の市場を開
いていく覚悟も必要となっている。
以前の経済社会システムにおいては通用した政策であったとしても、その考え方
をそのままで新しい時代に適用すると、かえって食や農に破壊的作用をもたらすよ
うになってきた。パラダイム・シフトが求められているという意味で、農業政策を
根本理念から考え直さなければならないのである。
（２） ３つの座標軸
新しい食料・農業・農村政策へ転換する切り口としての座標軸は、前述のとおり、
地域経済システムのあり方に関する「集中・メインフレーム型システムから地域分
散・ネットワーク型システムへの転換」
、農業経営のプロトタイプに関する「プロダ
クト・アウト型経営からマーケット・イン型経営への転換」
、農業保護に関する「消
費者負担型保護から納税者負担型保護への転換」である。
ア 地域経済システムのあり方
重化学工業、原子力発電や大規模火力発電、農業における大規模効率化路線に代
表されるように、大規模化による効率化とコスト削減を通じて、大量生産、大量流
通、大量販売に適合した経済システムを「集中・メインフレーム型システム」と呼
んでいる。集中・メインフレーム型システムは、人口が増加し経済が成長している
場合には効率的であるものの、人口が減尐し、経済が停滞している場合にはリスク
が高くなり、必ずしも効率的とはいえなくなる。とりわけ、東日本大震災によって
効率性を重視した集中・メインフレーム型サプライチェーンでは、リダンダンシー
（余裕）の欠如によって、供給がストップしてしまうという脆弱性がはっきりした。
一方で、コンピューターの大容量化・高速化・小型化を前提とする「総記録技術」
が確立されたことから、小規模で分散していてもネットワークで結びつくことで、
安定・効率化が実現したといえる。これが、地域分散・ネットワーク型システムで
あり、次の「経営のプロトタイプ」にも関係するマーケット・イン型経営の前提条
件になる。
すでに「大規模量販店」に比べて「ＰＯＳ」でネットワーク化されたコンビニの
方が多様で変化する消費者ニーズに対応する上で効率的であることが明らかになっ
てきている。また、不安定電力とされる「再生可能エネルギー」をＩＴ技術の活用
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によってスマート化する（地域分散・ネットワーク型システム）ことで、安定供給
を確保されるようになってきている。
イ 農業経営のプロトタイプ
生産されたものは必ず売れることを前提に、生産サイドの大規模化・効率化を追
求する「プロダクト・アウト型経営」は、供給が需要を上回ると、作ったものが必
ずしも売れるとは限らなくなることに加え、デフレ経済下で農産物価格が下落する
一方で資源価格の高騰している局面では赤字が増えるだけである。
このような経済環境においては、消費者・実需者ニーズを把握して「売れる」も
のづくりへ転換していくことが必要になってくる。これが、
「マーケット・イン型経
営」である。
消費者・実需者ニーズにかなった商品が売れるためには、必要なロット・品質・
価格を実現することが重要である。具体的な対応としては、消費者ニーズにかなっ
た商品を提供するために、個々の経営が規模拡大しつつ加工・販売部門を取り込む
方向（融合化）がある。また、消費地市場のニーズに対応したロット・品質・価格
をそろえた商品を安定的に供給するために必要な供給量を確保するために地域を一
つの「産地」として捉え、
「コーディネーター」によって連携された、生産、加工、
販売の各経営があたかも一つの「経営体」のように産地を経営する方向とがあり得
る。後者のケースが農山漁村の６次産業化と呼ぶべきものである。
ウ 農業保護のあり方
国内農業の保護手段として、関税等の国境措置と価格支持政策に依存した政策体
系を「消費者負担型」農業保護と呼んでいる。
高度成長期を経て、日本は経済面で大国と位置づけられ、国際社会で応分の責任
を果たすことが求められる一方、貿易黒字の恒常化に伴い、米国等から農産物自由
化を強く要請された。これに対して、農業政策は日本農業の果たす食料安全保障、
多面的機能を根拠に自由化の例外を求めた。ＵＲ農業交渉の教訓を踏まえれば、自
由化が原則となった時に、その例外を求めることは極めて困難であること、それで
も例外を求めると膨大な代償を払う覚悟が必要となる。さらに、好むと好まざると
にかかわらず、ＴＰＰが象徴する「すべての物品を交渉の対象とし、関税撤廃をは
じめ高水準で包括的な協定を実現すること」が今後のＦＴＡ/ＥＰＡのプロトタイプ
となる可能性が大であることである。
また、日本経済がデフレから脱却していくためには、縮小していく内需だけに依
存するわけにはいかないから、成長するアジアをはじめとする外需の確保が必要不
可欠となってくる。
以上を踏まえれば、国内農業の保護手段としては、市場メカニズムを前提に直接
支払等の財政措置（納税者負担型）に転換することが必要なのである。
（３） 食料・農業・農村政策のパラダイム・シフト
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人口減尐社会・デフレ経済が進行する一方で、グローバル化が進展することを前
提に、食と農の危機的状況からの脱出を図るためには、３つの座標軸を踏まえて、
現行の食料・農業・農村政策の新たな政策体系へのパラダイム・シフトが必要とな
ってくる。その基本的方向は次のとおりである。
ア 「マーケット・イン型」経営への転換
（ア） 顧客志向型経営への支援
顧客志向型経営とは、消費者・実需者のニーズを把握してそれに基づき生産の手
配をし、必要な時期に必要な量の商品・サービスを合理的な価格で提供することの
できる主体である。日本経済の成長を図るためには成長する地域の果実を取り込ん
でいくことが求められるが、その場合、現実に輸出ができるかどうかは輸出先のニ
ーズにかなった商品等を安定的に生産していく能力を有する顧客指向型経営がどの
程度存在しているかにかかっている。その意味で当該顧客指向型経営の期待される
役割は大きいのである。
政策の対象を、単なる生産者ではなく経営者に置くとした場合、経営者としての
｢意欲と能力｣があるかどうかで判断することが必要となる。その手法として例えば、
前述のコーディネーターを含め、経営面での｢能力｣を第３者に評価してもらって、
一定の｢格付け｣をしてもらうということも１つの方法である。あるいは、経営戦略
の策定段階、実施段階、経営戦略の修正段階等の各段階に応じて、上記の第３者に
経営に関する評価を行ってもらい、それに基づき経営に対する支援策を修正決定し
ていくシステムを構築することも考えられる。また、
「意欲と能力」をもった経営者
が経営と技術の革新を主導していけるよう、そうした経営者を対象とする教育・研
修等の支援策を講ずることが必要であり、特に経営を単位とする「所得保険」また
は｢収入保険｣を導入すべきであろう。
（イ） 減反政策の廃止に向けた制度の見直し
米の減反政策については、経営にとってどの作物をどれだけ作付し、どのように
売っていくかは優れて経営判断の内容であって、政府が米の需給の均衡を図る観点
からとはいえ、経営者に代わって経営判断を行うようなことは見直していく必要が
ある。この点については、国内生産力の維持・向上の観点から米の減反政策の廃止
に向けた選択的な生産調整に転換していくことが重要である。具体的な制度設計に
当たっては、例えば、米の需給均衡価格が実現する状態を減反政策の廃止時期とし
た場合に、その廃止の時期、それに至るスケジュール、段取り、経過的にとる措置
（緩やかな選択的生産調整と需給均衡水準に向けて価格が低下することに対する助
成措置）を明らかにすることが重要である。
（ウ） 農業分野への意欲と能力のある人材の参入促進と、その一環として自然人
と法人とを同一のルールで規律する農地制度への転換
農業経営の手段である農地について、農地所有者が自ら耕作して経営を行うか、
他者に耕作させて経営を行うか、あるいは他者に経営を任せるかは経営判断に関わ
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る問題であるから、どういう経営方式が最適かを国が判断するのではなく、経営者
に任せるべきである。
また、６次産業化が本格化すれば、農産物を単に作って出荷するだけでなく、そ
れを販売したり加工したりすることも含めた新たなビジネスに取り組んでいくこと
になり、それに必要な資金を広く調達していかなければならなくなる。
以上の考え方を前提として、農業・農村の活性化を図っていくため、農地の所有
権や賃借権等の農地を使用収益する権原には効果的に利用する義務を負う形に改革
し、自然人たる農業者と株式会社一般を含む法人との規制のレベルを同一にした上
で、多様な人材の参入と外部からの資金調達の可能性を拡大していくべきであろう。
イ 農山漁村の６次産業化
デフレに対抗し、経営リスクを分散するためには、消費者・実需者のニーズにか
なった商品を生産して販売する（
「顧客志向型経営」
）ことが基本であるが、その場
合、第１次産業（農林水産業生産）
、第２次産業（農林水産加工）
、第３次産業（流
通やサービス化）を融合・連携させた新たな業態を、｢点｣としてではなく、｢面｣と
して創出させるのが「農山漁村の６次産業化」である。
また、こうした経営体は、流通過程における｢中抜き｣を防ぎ、直接販売し、ある
いは、必要に応じて加工したものを販売するものであり、こうした方法を採ること
によって、農山漁村サイドに帰属する付加価値部分を増やしていくのである。その
場合、農山漁村に存在する「地域資源」
（衣食住の原料となる農林水産物のほかに、
バイオマス・小水力・太陽光（熱）
・風力・地熱等のエネルギー資源に加え、景観等
が含まれる）を活用して、顧客ニーズにかなった新しいビジネスを創出し、
「地産地
消」と地域間のネットワークの形成を通じて、
「雇用と所得」を確保することが重要
となってくる。
こうした農村地域における取組を促進するため、固定価格買取制度の活用などの
支援措置に加え、米の減反政策の廃止に向けた取組や農地所有者等には効果的に利
用する義務を賦課する等、制度のあり方を見直し、農村地域における土地の農業的
利用と非農業的利用を計画的に推進するとともに、特に離農者の定住を確保するた
めの生産・生活・環境基盤を計画的に整備する農村計画制度を構築していくべきで
ある。
ウ 食品の安全性向上と消費者の信頼確保
技術革新は日本農業の成長にとって今後とも重要かつ必須の要素である。そのよ
うな役割を果たしていくためには、技術革新における国・地方公共団体・民間の連
携のあり方を見直していくとともに、技術革新を現場で担っていく主体としてマー
ケット・イン型経営の誕生が何よりも重要である。
現場での多様な取り組みによって、
「高品質（食味・外観等）
」
「安全・信頼」
「環
境適合性」という日本産農産物への内外の高い評価が形成されている。このような
日本産農産物に対する評価は、日本産農産物がいわば他にマネすることの難しいイ
ンテグラル型（擦り合わせ型）アーキテクチュアを体現していることにほかならず、
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こうした技術を生み出すものづくり組織能力が構築されている結果と考えられる。
そして、こうした日本産農産物は、消費者・実需者からの厳しい注文に対して、
開発された新たな技術をマーケット・イン型の経営が生産現場に適応し得るように
適宜改良し、適切に対応してきたからではないかと考えられる。
以上を踏まえ、今後とも「高品質」
「安全・信頼」
「環境適合性」という価値を重
視し、
① ＥＵが戦略的に行ってきた食品に関する国際的な品質規格・基準の設定に対す
る取組
② 商品としての差別化、事業としての異質化への取組を強化する観点から、食品
の安全性の向上や消費者の信頼確保を図るために必要な食品表示（地理的表示を
含む）
、トレ－サビリティへの取組
③ 東日本大震災の被災地を食料生産地域として再生するため、独立行政法人・大
学・民間企業と被災地の県・公設試験場に加え、現地の農業法人等が協力体制を
構築し、現地にとって最適化された技術を開発するなど、ボトムアップ・ネット
ワーク型試験研究・普及体制への再構築
④ 例えば医福食農連携構築に向けた他産業分野で開発された技術の導入
を促進していくことが重要である。
また、以上の方向は、特に多発する傾向のあるパニック型の危機の発生を防ぎ、
内需のみならず外需を獲得していくために重要であることに加え、とりわけ大震災
からの復旧と復興を図る上で必要となる高品質で安全な国産農林水産物への信頼を
再構築することにつながるのである。
エ 消費者負担型保護（関税・価格支持政策中心）から納税者負担型保護（直接支
払等財政中心）への転換
人口減尐とデフレ経済下で内需が縮小する中で、食料・農業・農村の成長のため
には、前述のとおり東アジアをはじめとする成長地域との結びつきを図っていくこ
とが重要である。このため、食料・農業・農村の役割の発揮を確保しつつ、内需の
みならず外需も取り込めるように、現行の農業保護のあり方を転換することが不可
欠である。すなわち、消費者負担型保護から納税者負担型保護へと徐々に転換する
とともに「価格低下」のメリットは消費者に還元し、経営に関する必要な支援は「意
欲と能力のある経営体」に対して実施するとの政策体系に転換することが重要であ
る。
関税を中心とする消費者負担型保護に代えて納税者負担型保護として「直接支払
い」を実施することとした場合、その具体的な制度設計に当たっては、まず、
「水田・
畑作経営所得安定対策」や｢農業者戸別所得補償制度｣における実践によって得られ
た知見・経験を総括することが重要である。
また、この保護措置のあり方は、食料安全保障と多面的機能という農業生産活動
と結合して生ずる「外部経済効果」に着目して実施されるものであること、農地（及
びそれと不可分の水利施設を含む）には公共性の発揮が期待されていることに加え、
ＷＴＯ農業協定の趣旨に十分に留意したものとすることが必要である。
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以上の観点から、新たな直接支払制度は、農地を対象に実施することとし、その
際、日本における農地の保有状況が分散錯圃状態であることから連たん化によって
農地の面的な利用集積を進め、効率的な生産が確保されるような単価構造とする。
また、外部性の発揮が効率的に行われている状況を納税者に還元するために、単価
水準をはじめ制度のあり方は定期的に見直しを行うこととする。
以上の制度設計に併せて、納税者・国民の理解と共感を得るため、次の課題への
対応を行っていく必要がある。すなわち、
① 関税撤廃までの移行期間と「農業保護」のコストとの関係をどのように考える
か
② 日本経済全体及び農業以外のどの部門にどの程度のメリットが生じるのか
③ メリットの生じる部門から政策的な所得移転を農業部門に行う場合、所得移転
の内容はどのようなものが適当なのか
④ 所得移転政策を講ずることとした場合、その財源をどのように確保し、プライ
マリーバランスの黒字化、国債残高の引下げを図るという財政改革の道筋とその
関係をどのように整理するのか
といった課題である。これらの課題について、政府は、国会をはじめ広く国民に情
報を提供し、国民的議論を通じて具体的な選択を行っていくべきである。
なお、ここでＴＰＰを念頭に置いた日本農業の保護のあり方について、考え方を
整理しておこう。
まず、ＴＰＰ交渉への参加に当たり関税撤廃した場合の経済効果に関する議論が
行われた。その中で、政府統一試算（平成 25 年 3 月 15 日）によると、日本経済全
体では、ＧＤＰが 0.66％、3.2 兆円の増加、農林水産物生産額は 3.0 兆円の減尐と
されている。この政府統一試算に対して、
「農林水産物生産額の 3.0 兆円は過大であ
り、本来考慮すべき付加価値としてはさらに過大」で、
「農業部門の損失は１兆円程
度ではないか」との指摘もある。一方、
「ＴＰＰ参加交渉からの即時脱退を求める大
学教員の会」は、農林水産物生産額は 3.5 兆円の減尐、全産業では 10.5 兆円の減尐、
雇用は全産業で約 190 万人（農林水産業で約 146 万人）の雇用減、ＧＤＰは 1.0％、
約 4.8 兆円の減尐（2013 年 5 月 22 日）としている。
いずれにしても、農産物関税の撤廃の場合には、相当程度の悪影響が農業分野に
生じることは確かである。
ＴＰＰ交渉に参加した日本は、
「すべての物品を交渉の対象とすること、高水準で
包括的な協定を実現すること」を約束19した以上、代償を支払わずに重要農産物の「関
税撤廃の例外」を確保することは極めて困難である。もちろん交渉である以上、
「関
税撤廃の例外」の実現が 100％不可能というわけではないものの、交渉相手国に受け
入れてもらうためには、ＵＲ農業合意における米の包括的関税化の例外措置がいか
に高いものについたかに思いを致せば、膨大な代償を支払わせられることを覚悟す
る必要がある。
19

2013 年２月 22 日の日米首脳の共同ステートメント、同年４月 12 日付けの佐々江駐米日本大使とマランティス

ＵＳＴＲ代表代行との往復書簡
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したがって、衆参の農林水産委員会の決議や自民党の決議を踏まえて「重要農産
物５項目の関税撤廃の例外」を求める道を選択するのか、それとも「関税撤廃の例
外」を求めるのではなく、日本農業存続にとって必要な措置として「財政措置」を
講じていくのか、その選択肢を農業者をはじめ国民にきちんと説明することが何よ
りも重要ではないかと考えられる。その場合、関税撤廃という「最悪の事態」を受
け入れることとした場合に関して、品目ごとの関税撤廃に向けてのスケジュールと
品目ごと及び農業全体への影響のあり方、品目ごと及び農業全体の効率性の向上の
程度と消費者・実需者のニーズにかなう高付加価値型農産物への生産転換のスピー
ド等を勘案しつつ、日本農業の生産能力の維持・向上に必要な措置（財政措置を含
む）はこれを講じていくという戦略的シナリオを示すことが必要不可欠である。な
お、関税撤廃を契機に市場メカニズムを働かせれば、農業が大規模化して効率性を
高められるのでやっていけるはずだといった「精神論」が行き交っているが、それ
相応の納税者負担による農業保護を講ずることなしに、関税撤廃を行えば、取り返
しのつかない状況を生む危険性があることは言うまでもない。
おわりに
人口減尐社会とデフレ経済が進行しつつある日本は、ＷＴＯからＦＴＡ／ＥＰＡ
へその主役の後退があるとしても引き続きグローバル化が進展していく中で、食と
農の危機的状況が深化していく恐れがある。そうした認識を前提に危機的状況から
の脱出を図るためには、地域分散・ネットワーク型の経済システムへの転換、マー
ケット・イン型の農業経営の創出、納税者負担型農業保護への選択という３つの座
標軸に沿って、現行政策のパラダイム・シフトを実行していく必要があることを明
らかにした。
とりわけ食と農の危機的状況をもたらした主要な原因の１つは、減反政策をはじ
めとする米政策のあり方であることを明らかにしその改革の基本的方向を提示した
ところであるが、昨年 12 月に米政策の見直し案が決定された。
そこで、最後に政府の見直し案ついて、現時点での評価を行うこととしたい。
昨年 12 月に決定された「農林水産業・地域の活力創造プラン」では、
「強い農林
水産業」
「美しく活力のある農山漁村」に向けて、新たな農業・農村政策として、経
営所得安定対策の見直し、水田フル活用と米政策の見直し、日本型直接支払制度の
創設、農地中間管理機構の創設の 4 つの改革が明示された。これら４つの改革によ
って今回の米の新政策は成り立っており、そのコアの 1 つは生産調整の見直しにほ
かならない。
（１） 米の生産調整の評価
米の生産調整とは、米価の安定のために主食用米の需要量の減尐に応じて生産量
を減らす政策であり、主食用米の減産という意味で、
「減反政策」といえる。その減
反政策による米価を安定させる効果は、後述のように低下している一方で、個々の
生産者が創意工夫を発揮することが著しく制約され、減反政策への参加に対する補
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助金の支給もあって零細な稲作構造が温存される等、水田農業の衰退を招いたと考
えられる。こうした点を踏まえると、その功罪は罪の方が大きいといわざるを得な
い。
したがって、減反政策の廃止は、水田農業の衰退からの転換を図る前提条件とし
て、妥当な政策選択と言えよう。
それでは、減反廃止は、どのような状況になれば行えるのか。
例えば「政府の生産数量目標の配分という生産者の経営判断を制約する規制を廃
止し、コメの直接支払交付金という減反参加のメリット措置を廃止すれば、採算の
取れない小規模農家がコメ作りから撤退し、余った農地を集積した大規模農家や企
業による自由な米生産が実現する。その結果コスト削減や競争力の強化が図られ、
環太平洋連携協定（ＴＰＰ）の備えにもなる」といった単純な市場原理主義に立つ
議論は論外である。確かに生産者の主体的な判断によって、需要の変化・価格の変
動に機動的に対応し得る生産構造になっていることが前提であるが、そうした状況
に至るまでには、一定の時間がかかることに加え、米価は需給均衡価格水準に向か
って低下していくことになるので、それにどうやって政策的に対応するかが重要と
なってくる。
（２） 今回の減反見直しは、そもそも減反廃止なのかどうか
今回の改革方向は、消費の減尐している主食用米の生産を減らし、潜在的に 450
万トン以上の需要が見込まれる飼料用米等の生産を増やすことによって、主食用米
の価格水準を維持することにしている。以上を踏まえると、今回の改革は、減反廃
止ではなく、本質的に減反の維持にほかならない。
したがって、減反の維持を前提に生産者や集荷業者が取り組む以上、５年後に彼
らの経営判断や販売戦略に基づき需要に応じた米生産を推進していくという意味の
減反廃止の前提条件が成立することはないから、減反を廃止することは困難であろ
う。
（３） 今回の見直しで米価は上がるのか
減反の維持であり、飼料用米へのインセンティブをつけて主食用米の米価維持を
図ることとしていることから、
「減反の強化につながり、米価の引上げが起こる」と
の意見もある。
こうした米価引上げの主張が成立するためには、米の需要に見合う生産が行われ
れば米価は必ず安定し、飼料用米等の需要が確実に見込まれ、飼料用米等が主食用
米マーケットに横流れしないことが担保されることが前提となる。
しかし、米価水準を決定するのは、米の需給というよりは消費者の購買力（賃金
水準）
、米と代替関係にある食料（パン、麺等）の価格水準の動向であり、現下の経
済状況では米価は引き続き下落傾向をたどると考えられる。仮に人為的に価格を吊
り上げれば、需要がトレンド以上に縮小し、過剰在庫が積みあがることになる。減
反政策は、もはや期待されるほどの価格安定機能を持たないのである。
また、飼料用米のマクロの需要量が仮に政府によって示されたとしても、そのこ
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とから個別のビジネスレベルの必要生産量は決められない。また、飼料用米は主食
用米の品種でも補助金の対象とされているので、横流れのリスクは非常に高いとい
えよう。
したがって、主食用の米価は、上昇よりもむしろ下落、場合によっては暴落が起
こるとみるべきではないだろうか。
（４） 構造改革が進まない恐れ
小規模・零細な農家の自由意思による農地の貸出しを前提とし、借り手の意向を
踏まえて利用権を設定するという農地中間管理事業の趣旨を踏まえると、米価の下
落予想の中では大規模農家は当面様子見となる可能性があることから、大規模農家
等への農地集約化は思ったようには進まないだろう。
また、今回の改革では米の直接支払交付金の単価を半減（7.5 千円／10ａ）し、そ
の結果生じる余裕財源を農地中間管理事業における農地の出し手への補助金、飼料
用米等の取組へのインセンティブ、日本型直接支払にシフトするので、結局は大規
模農家に支払われていた交付金の一部が小規模・零細農家等へ移転することになり
かねない。
そのことに加え、これまでの米の直接支払交付金（1.5 万円／10ａ）は大規模農家
にとっては「利潤」の保証を意味していたことから規模拡大への強いインセンティ
ブとなっていたのに対して、その単価が半減することで規模拡大の機運がそがれる
ことになる。
以上の理由から構造改革が進まない中で、稲作を担っている農家の大宗は赤字で
も稲作を継続している階層であり、今後とも短期的な価格変化には反応せず米の生
産を続けていく可能性がある。一方で、2018 年には直接支払交付金が廃止されるこ
とが決まっている以上、米の生産・販売を主とする大規模農家等を中心に、主食用
米市場における顧客確保の観点から生き残りをかけた主食用米の増産が行われる可
能性が大きいと考えるべきであろう。その結果は、米価の下落、ないしは暴落につ
ながる。
（５） 改革を進めるための政策の組み合わせ
では、どうすべきなのか。それは、
① 10 年間で担い手に農地を現状の５割から８割へとその集積を図るためには、価
格変動に反応しない小規模農家の経営資源（農地等）が相対的に大規模な農家等
にスムーズに移転し得るようなシステム（例えば必要な場合には強制的に利用権
を設定）を構築し、
② 米の生産者が経営資源を弾力的に組み替えられる経営能力を形成できるように
し、
③ 農地の出し手となる離農者が地域で定住できるよう６次産業化を展開する
等必要な環境を整えることであり、そのためには一定の時間とコストがかかること
を認識すべきである。
併せて、減反廃止に向けて選択的な生産調整を採用し、市場メカニズムを効かせ
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つつ米価の水準を需給均衡水準まで次第に低下させていくこととし、その過程では
直接支払等のセーフティネットを用意することが必要になってくる。
要するに、今回の米新政策は、改革に必要な政策体系になっているかどうかが問
われているのであり、不足するものがあれば見直しを行う必要があるといえよう。
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表 1 農家一戸当たりの平均経営規模(経営部門別)の推移
昭35

経営耕地
(ha)

経
営
部
門
別
（
全
国
）

40

50

60

平７

12

17

22

規模
拡大率（倍）

全 国

0.88

0.91

0.97

1.05

(1.50)

(1.60)

(1.76)

(1.96)

北海道

3.54

4.09

6.76

9.28

(13.95)

(15.98)

(18.68)

(21.48)

都府県

0.77

0.79

0.80

0.83

(1.15)

(1.21)

(1.30)

(1.42)

1.8

水 稲（ａ）

55.3

57.5

60.1

60.8

(85.2)

(84.2)

(96.1)

(105.1)

1.9

乳用牛（頭）

2.0

3.4

11.2

25.6

44.0

52.5

59.7

67.8

33.9

肉用牛（頭）

1.2

1.3

3.9

8.7

17.5

24.2

30.7

38.9

32.4

養 豚（頭）

2.4

5.7

34.4

129.0

545.2

838.1

1,095.0

1,436.7

598.6
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-
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資料：農林水産省「農林業センサス」、「畜産統計」、「家畜の飼養動向」、「畜産物流通統計」
注１：水稲の平成７年以前は水稲を収穫した農家または販売農家の数値であり、12年以降は販売目的で水稲を作付けした販売農家の数値。
注２：採卵鶏の平成7年の数値は成鶏めす羽数「300羽未満」の飼養者を除き、平成10年以降は成鶏めす羽数「1000羽未満」の飼養者を除く。
注３：（ ）内の数値は販売農家（経営耕地面積30ａ以上又は農産物販売金額50万円以上の農家）の数値。
注４：養豚、採卵鶏の平成17年は16年の数値、平成22年は21年の数値である。
注５：ブロイラーの平成22年は21年の数値である。
注６：規模拡大率は、平成22年の昭和35年（採卵鶏、ブロイラーは昭和40年）に対する倍率。
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農業 構成比
産出額 （％）
（千億円）

品目

米

32

30

麦 類
豆 類
いも類
工芸農作物

1
1
2
4

1
1
2
4

野 菜

24

23

果 樹

9

9

花 き

4

4

酪 農

7

7

肥育牛

4

4

5

5

鶏(卵含む)

豚

7

7

その他

4

3

品目

主業農家
39％

準主業農家
27％

71
73

副業的農家
34％

13
12

81
79

81

16
14

10
12

69

17
83

93

麦 類
豆 類
いも類
工芸農作物

1
1
2
2

1
1
2
3

83
81
81
77

野 菜

20

25

80

果 樹

7

8

6

花 き

3

4

32

酪 農

7

9

肥育牛

4 3

91
86

22

14
11

5
6

準主業農家
26％

18

7

94

主業農家
38％

米

9
9

12

農業 構成比
産出額 （％）
（千億円）

4
8

4

6

豚

5

6

その他

10

12

副業的農家
36％

7
7

8

9
12
11
15

9

9

64

15
78

11

21
11

10

93

4 4

89
90

7
5

図7 品目別に見た農業産出額に占める類型別シェア
資料：農林水産省｢生産農業所得統計｣、｢農林業センサス｣、「農業経営動向統計」、「経営形態別経営統計(個別経営)」
注１：主副業別シェアについては、「農林業センサス」、「農業経営動向統計」、 ｢経営形態別経営統計(個別経営)｣より推計。
注２：「その他」には、農業産出額のシェアの小さい複数の品目が含まれるため、主副業別シェアは示していない。
注３：農業産出額、構成比、主副業別シェアの数字については、四捨五入の関係でそれぞれの品目の和が100％にならない場合がある。
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図8

農産物輸出高
１アメリカ、２オランダ、 ３ドイツ
日本は世界51位
8

図9 日本農業はいつから世界の動きと違ってしまったのか？

日本は1970年前後から世界の潮流から離れていった
9
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図10 販売農家の農業所得と農外所得の推移
資料：農林水産省「農業経営統計調査」
注：平成16年から農業経営関与者（経営主夫婦及び年間60日以上農業に従事する世帯員）に限定して経営
収支等を把握する調査体型に見直したことから平成15年以前の結果とは接続しない。
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図11 我が国の人口の推移と見通し
資料：少子化社会白書（2009年版
注１：実績値（1920～2008年）は総務省「国勢調査」、「人口推計（各年10月1日現在推計人口）」、
推計値（2009～2055年）は国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（2006年12
月推計）」
の中位推計による。
注２：1941～1943年は、1940年と1944年の年齢3区分別人口を中間補間した。1946～1971年は沖
縄県を含まない
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昭和一桁世代
（1925～1934年）

70
基幹的農業
従事者数

60

59万人

平均年齢
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50
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75歳以上

図12 基幹的農業従事者の年齢構成
資料：農林水産省｢農林業センサス｣
注：平成22年については概数値

（用語の解説）
基幹的農業従事者：自営農業に主として従事した15歳以上の世帯員（農業就業人口）のうち、普段の主な状態が「主に仕事
（農業）」である者.主に家事や育児を行う主婦や学生等を含まない。
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米
55-64歳
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65歳以上

図13 各国の農業従事者の年齢構成
※出典：英仏独は、EUROSTAT(2005)：農業に従事した世帯員
米は、米国農務省「センサス(2007)」：主に従事した世帯員
日は、農林水産省「2010年農林業センサス(概数値)」：基幹的農
業従事者
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図14 耕地面積及び耕作放棄地の面積の推移
資料：農林水産省「耕地及び作付面積統計」、「農林業センサス」
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