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１．自由貿易の光と影  

 自由貿易は物の輸出国にも輸入国にも、それぞれ図-１のＤの面積に相当する経済厚生の増

大を発生させ、相互にメリットを与える効果がある〔１〕。しかし、どこの国でも輸入国の

生産者は同図のＢの面積に相当する生産者余剰を失うことになるので、自由貿易に強く反対

する。現在、我が国の農業生産者（団体）が TPP に対して反対運動を展開しているが、その

根拠の一つが前記の生産者余剰の喪失に対する怒りと理解される。 

 

 

 

 前記の経済理論はあくまでも理論であり、理論と現実との間には３つのギャップがある。

第 1 は、理論の前提は貿易する両国の物の品質は同一であり、安全性は不問で、輸送中の鮮

度务化も考慮外である。しかし、現実には、食料の場合は①貿易する両国の物の品質には差

があり、②安全性確保の保障がなく、③鮮度の务化もある。④現在、米国からは BSE 問題で、

20 か月以下の牛の牛肉のみを輸入しているという問題があるが、今後、これをどう扱うのか

はかなりの難問である。  

 第２は、理論の前提は、食料安全保障を不問にしていることである。 物はいつでも、どこ

でも買えると仮定されている。しかし、現実には①食料価格は現在、供給変動等により高騰

している。②途上国の人口膨張等により調達が困難になる可能性もある。③食料自給率目標

を政府策定の基本計画の 50％から 14％に急落させてもいいのかという問題がある。 

 第３は、理論の前提は国際貿易の環境への影響を不問にしていることである。しかし、現

実には、①ＣＯ２を排出しながら食料を既に大量輸入し、②フードマイレージが長くなって

いる。③農業の多面的機能（洪水防止機能、景観形成機能など）は不要と考えていいのか。

図－１　　　自由貿易による輸出入国の経済厚生増大と問題点
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資料：甲斐諭『食農資源の経済分析』農林統計協会、2008 年より作成。 



 

 

④国際協議した生物多様性の議論をもう忘却していいのかという問題もある。  

 

２．市場開放農政の展開  

 戦後の農政は、ある意味で市場開放の歴史でもあった。図-２に示すようにケネディラウン

ド（1964-67）、東京ラウンド（1973-79）、ウルグアイラウンド（1986-95）、ドーハラウン

ド（2001-未決着）と自由貿易交渉が続き、その間に食料供給熱量自給率は 1965 年の 73％か

ら現在では 40％に低下している。 

 

 

 

 連続した自由貿易交渉の結果、我が国の農林水産物の輸入制限品目数は、図-３のように、

1962 年当時の 103 品目から現在では５品目だけとなっている（CCCN４桁分類）。 

 

 

 

 特に、1971 年には表-１に示すように前年から豚肉、ふどう、グレープフルーツ、ソーセ



 

 

ージなどの 30 品目の輸入自由化に踏み切り、輸入制限品目数は前年の 58 から 28 に激減して

いる。以上の図表からも明らかなように、政府は高度成長期以降、市場開放農政を展開して

きたと言っても過言ではない。 

 

　表-１　日本の農林水産物の輸入制限品目数の推移
（単位：品目数）

1962 103
1962 81 羊、鳥卵、卵黄、繭、生糸、食パン、真珠など
1963 76 はちみつ、落花生の粉、バナナ（生鮮）など
1966 73 ココアの粉
1970 58 豚の脂身、マーガリン、ショートニング、コーヒーなど
1971 28 豚肉、ぶどう、グレープフルーツ、ソーセージ（生鮮）など
1972 24 ハム、ベーコン、トマトピューレ、配合飼料など
1974 22 麦芽
1989 20 プロセスチーズ、トマトケチャップソース
1990 17 牛肉調製品、果汁（りんご、ぶどう）など
1991 14 牛肉、オレンジ（生鮮）など
1992 12 オレンジジュースなど
1995 5 ミルククリーム、無糖れん乳など、乾燥した豆、でんぷん粉など

資料：農林水産省大臣官房国際部資料より作成。
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 特に、1991 年に輸入自由化した牛肉の関税率がどのように変化してきたのか図-４を用い

て検討しよう。自由化直後は 70％であったが、９年後の 2000 年には 38.5％まで低下してい

る。 

 

 

 

 1991 年の牛肉の輸入自由化以降牛肉輸入量は、1971 年に自由化した豚肉同様図-５に示す

ように、急増した。しかし、2001 年に我が国において BSE 感染牛が確認されると牛肉の消

費が急減し、それに伴い牛肉の輸入量も急激に減尐した。 



 

 

 

 

 続いて 2003 年 5 月にカナダ産牛肉、同年 12 月には米国産牛肉の輸入が、両国において BSE

感染牛が確認されたために、停止された。2005 年 12 月には食品安全委員会からの答申を踏

まえ、米国・カナダ政府との間において、牛肉等の輸入条件について合意され、輸入が再開

された。しかし、20 か月以下の牛の牛肉しか輸入できないこともあり、両国からの輸入量は

伸び悩んでいる。我が国に牛肉をより多く輸出したい両国は、この輸入条件の撤廃を求めて

きているのも事実である。 

一方、我が国における牛肉の生産は自由化後低迷していることを図-６は示している。その

結果、2009 年の牛肉の重量ベースの自給率は 43％になっている。しかし、我が国の牛肉は大

量の輸入穀物で肥育され、付加価値の高い牛肉として生産されているために、給与した穀物

まで遡って計算した牛肉の供給熱量ベースの自給率は 11％に過ぎない。 

 

 



 

 

３．最近の農業情勢とＴＰＰの影響   

 我が国は、前述のように市場開放農政を展開してきた結果、農産物の平均関税率は図-７に

示すように 11.7％であり、世界的にみて低水準にあることが分かる。我が国は、世に喧伝さ

れているように閉鎖的農政が展開されてきた訳ではない。 

 

 

  

 その証左を図-８は示している。我が国は先進国の中でも最大の農産物の純輸入国である。 

 

 

 

 農業生産の実態を図-９からみると、農業総産出額は 1984 年の 11.7 兆円から 2008 年には

8.5 兆円に減尐している。その主因は米の生産額の 3.9 兆円から 1.9 兆円への半減である。畜

産物も 3.3 兆円から 2.6 兆円に減尐している。 



 

 

 

 

 農業生産の減尐を引き起こした最大の要因は図-10 に示すように農業純生産の減尐であり、

農業純生産が 1990 年の 6.1 兆円から 2007 年には 3.3 兆円に急減している。この農業所得の

急減が農家の生産意欲を喪失させたものと理解される。 

 

 

 

 その背景には、図-11 に示すように国民の食生活における米離れも指摘しなければならな

い。モンスーンアジアに属する我が国で最も生産しやすい米の消費量が減尐し、海外の乾燥

地で生産しやすい飼料を大量に輸入して生産する畜産物の消費量が増えている。同様に海外

の乾燥地で生産される大豆などを搾油して生産される油脂類の消費量も増加している。畜産

物と油脂類の消費量増加と米消費量の減尐が食料自給率減尐に大きく影響している。 



 

 

 

 

 TPP 参加に対して賛否が世論を二分しているが、高関税により農業保護をしている作目は

多くはない。図-12 に示すように米、小麦、牛乳・乳製品、牛肉、粗糖であり、野菜の関税

は３％に過ぎない。 

 

 

 

 従って、我が国が TPP に参加した場合、高関税品目で農業を保護していた作目で被害が甚

大となる。農林水産省推計による図-13 によれば、農業生産減尐額は 4.1 兆円であるが、その

48％は米であり、豚肉、牛乳・乳製品、牛肉、鶏肉、鶏卵の減尐額は 42％である。TPP 参加

による農業被害の 90％は米と畜産である。ちなみに九州は畜産の大産地であり、その分 TPP

の影響も大きいと言えよう。 



 

 

 

 

 牛肉の影響は大別して図-14 のように、２つに分割される。第１は、輸入牛肉と競合する

可能性のある品質の牛肉が価格の相違によって代替される。その金額が約 3,700 億円である。

第２は、輸入牛肉との競合が小さいと考えられる高級品の価格下落による 800 億円である。

両方合わせて 4,500 億円の被害になる。 

 

 

 

４．内外競争力格差の発生要因   

 なぜ、米と畜産で被害が発生するのか、牛肉を事例に検討してみよう。 

 牛肉の内外競争力格差の発生要因は３つ考えられる。第 1 は、農地面積の格差による生産

費格差である。表-２に示すように農家１戸当たり農地面積は我が国が約２ha であるのに対

して、米国は約 200ha、豪州は約 3,000ha である。農家１戸当たり農地面積は、米国が我が国



 

 

の約 100 倍、豪州は約 1,500 倍である。この農地面積格差は一朝一夕には克服できない大問

題である。 

 

表-２　主要国の１戸当たり農地面積

日本 米国 豪州

(2007年) （2007年） 平均 ドイツ フランス イギリス （2007年）

1.9 198.1 13.5 45.7 55.8 58.8 3,023.7

資料：農林水産省資料より作成。

ＥＵ（２７か国：２００７年）

（単位：ha)

 

  

 第２は、自然条件の相違から発生する競争力格差である。米国でも豪州でも肥育を営むフ

ィードロットは乾燥地に立地している。乾燥地に立地しているフィードロットでは数千頭か

ら数万頭を屋外で肥育しており、畜舎の償却費などが不要となっている。一方、我が国の肥

育牛経営では雤や雪から牛を守るために、畜舎の建設が必要であり、その分コストアップに

なっている。 

 第３は、頭数規模の相違から発生する競争力格差である。我が国の繁殖牛経営はもちろん、

肥育牛経営も個人経営が多く、資本力に制約があるために尐頭数経営が一般的である。一方、

米国でも豪州でもフィードロットは企業が経営しており、資本力が豊かである。多国籍企業

が経営している場合もある。特に、米国では食肉処理加工業は寡占企業で占められており、

上位４社で 83％の食肉が処理されている〔１〕 

 この３つの格差要因を短期間に克服することは非常に困難であり、TPP 参加により関税が

なくなれば、内外格差が小売価格に直接影響する。 

 

５．日本畜産の今後の課題 

 我が国の畜産の今後の課題を５点指摘したい。第１の課題は、ブランド化による競争力の

強化である〔２〕。ブランド化されていない普通の農産物は完全競争市場下で販売され、価

格は平均総費用曲線の最低点で決まるが、ブランド化し、自分の商品の需要曲線を斜めに傾

斜させ、需要曲線を平均総費用より上に設定できれば、一時期、超過利潤を発生させること

ができる。 

  

  



 

 

 

 

 しかし、現在のようなデフレ経済の下では、多くの消費者は図-16 のように経済性を志向

しているので、高価格を維持していくことは困難であろう。また、多くの産地がブランド化

をするので、自分の商品の需要曲線が左にシフトし、超過利潤は消失するであろう。農産物

の特定のブランド化を永続させるのは産業構造上、困難である。 

 

 

 

第２の課題は、直売所や民宿における直接販売いわゆる６次産業化である〔３〕〔４〕。

最近、一部の肥育経営者は食肉販売の許可を得て、精肉にして牛肉を販売している方が増え

ている。また、自分で育てた肥育牛の牛肉を主要な食材にして焼肉民宿を営む方もいる。い

 

資料：甲斐諭「牛肉のブランド化の理論と実態」『国産牛肉産地ブラ

ンド化に関する優良事例調査報告Ⅱ』日本食肉消費総合センター、

2010 年。 



 

 

ずれも付加価値をつけて販売しており、生産と加工と販売を一体化した６次産業化の努力を

している。 

第３の課題は、安全性の発信である。日本では、200１年の国内での BSE 感染牛確認を契

機に、2003 年に「牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法」（通称：

牛肉トレーサビリティ法）を制定し、国産の全ての牛には 10 桁の個体識別番号をつけて、ど

の農家で生まれ、どこで肥育され、どこでと畜解体されたかが瞬時にトレースできるように

なっている。 

このようなシステムを構築している国は TPP 参加国にはない。しかし、我が国の牛肉の安

全性確保システムを理解している国民も尐ないので、もう尐し情報の発信が必要である。 

第４の課題は、グローカル資源利用による多頭化と低コスト化である〔４〕。大分県の酪

農経営者の中には、オーストラリアから初妊牛を輸入し、大分県の焼酎粕とアメリカから輸

入した乾草およびベトナムから輸入したサトウキビの搾り粕を混合してエコフィード（食品

残渣飼料）を製造し、それを飼料にして、搾乳牛と肉用牛を含めて 4,850 頭を飼養（預託を

含む）し、日本屈指の多頭酪農経営に成長して、低コスト化に成功している事例がある。  

また、福岡県の肥育牛経営者の中には、オーストラリアの自家直営牧場から肥育もと牛を

導入し、福岡県内の食品工場からのエコフィードを混合し、さらに地元の農協と連携して飼

料稲を生産・利用し、約 4,000 頭を飼養して、生協や量販店に牛肉を直接販売することによ

り、日本屈指の多頭肉牛経営に成長し、安全性確保と低コスト化に成功している事例がある。 

両経営とも地元のローカルなエコフィードとグローバルな資源を利用したグローカル資源

活用型大規模低コスト経営であり、高く評価できよう。 

 第５の課題は、欧州で導入されている畜産部門における直接所得補償制度の創設である。

従来のように高関税を含めた価格政策で農家を保護するのではなく、財政から直接農家に金

を渡し、所得を補償する制度の創設である。欧州では直接所得補償をする代わりに農家には

環境保全などの義務が課せられている。我が国農業の多面的機能を維持するためにもこのよ

うな制度の創設が望まれる。 

 しかし、これにはかなりの財源が必要であり、TPP に参加して関税収入がなくなれば、直

接所得補償の財源確保がさらに困難になろう。 

 

６．結論 

 以上の議論を要約し、結論としたい。 

①TPP 参加により豪州、米国、ニュージーランドからの畜産物輸入が増加するであろう。  

 ②TPP 参加により日本畜産は深刻な影響を受けるであろう。   

 ③内外競争力格差を解消しようとしても、それは容易ではない。 

④ブランド化、直接販売、安全性発信、低コスト化、直接所得補償制度の創設などが、  

日本畜産の今後の課題である。 
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