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１．はじめに 

 農業を取り巻く環境は 2006 年から 09 年にかけて激変した。米国発の世界的金融危機が発生

する直前まで、新興国の所得増大を背景にした食料需要の増加とバイオ燃料需要の急増が、穀

物を始めとする食料価格の高騰を招き、世界の各地で食料不足から暴動が起きたりした。国内

でもとうもろこしなど飼料穀物の価格が高騰し、酪農など畜産農家が大きな打撃を受けた。 

 この時期の食糧価格の高騰の原因は複合的であり、BRICs
2と呼ばれる新興国の食糧需要の増

大に、豪州などでの旱魃被害が穀物供給を縮小し、そこにオイルマネーやサブプライムローン

問題で行き場を失った投機マネーが投入された。さらにはバイオ燃料ブームでとうもろこしを

中心に食糧以外の需要が拡大し、世界の穀物市場は急騰を続けたのである。 

 その後、2008 年秋に起きたリーマンブラザースの破綻をきっかけに世界的金融不安が生じ、

その後世界各国の株価が暴落し、食料価格も落ち着きをみせたかにみえた。しかし、今また食

料価格は高騰のトレンドにあり、再び穀物をはじめとした世界の食料市場に注目が集まってい

る。穀物価格の高騰をもたらした要因が払拭したわけではなかったのである。金融危機で米国

ドルはさらに安くなり、それを補うためにドル決済している中東各国は原油価格を再び引き上

げる誘引を持ち、そのマネーはまた穀物先物市場へと還流し、また、中国をはじめとする新興

国の潜在的経済成長力は高く、好景気が持続し食料需要がさらに増加しているのである。 

 そのような中、菅総理は 2010 年 10 月 1 日の所信表明演説でＴＰＰ（環太平洋連携協定）に

言及した。ＴＰＰは質の高いＦＴＡ（自由貿易協定）であり、これに日本が参加するか否か、

賛否両面での議論が沸きあがり国民的課題となっている。農水省はＴＰＰに参加すれば、４兆

１千億円の農業生産額が失われ、コメは９割が外国産に置き換わると試算したが、果たして本

当であろうか。本稿では、日本の台所にどのように安定的に食料を供給するのか、これまでの

日本の食料政策に触れながら、日本の台所の安全・安心すなわち食料の安全保障について考え

てみる。 

 

２．食料政策の基本 

 ＴＰＰはもちろん農業だけの問題ではなく、日本の経済社会の大きな変化を誘発する問題で

あり、国民全体そして日本の国家としてのあり方を問う課題である。様々な立場から色々な形

で議論が展開されているが、政治的な分析はあるにせよ、学問的に白黒をつける問題ではない。

むしろ、これまでの日本の農政の対外政策のこれ日本農業は国際的な食料危機が叫ばれた最中

でもそうした国際市場の変動とはおよそ無縁な展開を示した。世界の各地で不足し、暴動まで
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起きたコメは減反で生産を抑制し、世界が食料難にあえいでいる中、日本では３９万ヘクター

ルもの農地が耕作放棄されている。高関税政策により日本の主要な農産物は国際市場から隔離

され、日本国内のみの都合でしか動かない。しかも、国内市場には多くの政策が介入しており、

市場価格が必ずしも国内需給を反映したものにはなっていない。 

食料価格の高騰を受け、日本の国内では食料の安定供給を不安視する声が上がり、おりしも

発生した中国からの輸入食品への毒物混入事件などもあり、輸入依存の日本の食料供給を見直

し、食料自給率の向上が唱えられたりした。実際、農水省は 10 年後に食料自給率を 50％にす

るとの目標を掲げ、政権交代した民主党は将来の穀物自給率 100％を目指すとしている。 

しかし、市場を無視して自給率の低い麦や大豆への生産誘導で数値を上げたところで、食料

の安全保障が確保されるわけでも、農業が活性化されるわけでもない。世界的食料問題から学

ぶべきは、食料の安定供給を内向きに捉えるのではなく、むしろ世界の食料需給システム安定

化のために国際間の協調を強化することであろう。同時に、日本の農業を世界に開かれたもの

にしなければならない。 

こうした新たな世界経済や国際市場の変化の下での今後の食料と日本農業のあり方を考える

必要がある。重要なことは日本の農産物の市場を国内に限定することなく、国際市場の中で生

き残る道を探ることである。日本の農業者の技術的能力は高く、国際競争力を持つにもかかわ

らず、それを発揮する場をそがれているのである。また、国際的食料不足に対しては地球規模

での農業資源の有効活用が求められているのであり、国内の農業者は国際動向に照らしいかに

対応すべきか、ビジネスチャンスを逃すべきではない。 

 

３．食料自給率の意味と限界 

 食料価格の高騰時に多くの輸出国が輸出禁止措置をとったことで、日本など食料自給率の低

い地域では、食料輸入の安定確保に不安の声が上がった。一方、中国の輸入食品に毒物が混入

される事件などもあり、食品の安全の面からも国内産食料にシフトする動きがみられた。様々

な情報を下に消費者が判断し市場で選択することには何の異論もない。しかし、政策誘導で国

産品の保護が強化され、輸入制限の削減に後ろ向きになることは避けなければならない。以下

では、日本の政策を例に取り上げながら、食料価格の高騰時から議論されている食料安全保障

について考えてみよう。 

 日本を例にとれば食料自給率は 41％であり（2008 年）、確かに先進国の中でもっとも低い。

しかし、1960 年には 79％の高さにあったし、1970 年でも 60％の水準にあった。現在の自給率

は 1960 年の半分でしかなく、70 年と比べても 3 分の 2 であり、その低下に歯止めがかかって

いない（ここでいう自給率は「供給熱量自給率」、すなわち摂取しているカロリーの内の自給の

割合を指す）。 

 しかし、「安全と安定供給のために自給率をあげよ」というのは議論のすり替えでしかない。

消費者・国民にとって重要なのは国産か輸入の二者択一ではなく、それぞれをいかに安定的に

確保するかが問題なのである。さらに、自給率の低下そのもので食料の安全保障が脅かされて



  

いるわけではない。安全保障を定義してから検討する必要があるが、有事に備える安全保障と、

日常の食生活を確保する安全保障では自ずと議論が異なる。 

確かに、先の穀物価格高騰期に輸出国が輸出禁止措置をとったように、自国の消費者が食料

不足に陥っているときに、海外の消費者を優先することはありえないし、短期的には今後も輸

出禁止措置がとられることはあるかもしれない。しかし、輸出禁止は自国の生産者の輸出機会

を奪い所得向上の芽を摘むものである。したがって、結果的に輸出禁止を行った国自体の経済

厚生を低下させる。輸出規制をせずに、貧困層に直接補助する政策の方が望ましい。 

一方、食料を武器として利用する可能性を主張する論者もいるが、今日では政治的に食料は

武器とはならない。かつて米国はアフガニスタンに侵攻した旧ソ連に対し制裁措置として穀物

の輸出禁止措置を講じたことがあったが、南米や他の輸出地域の輸出が増加し、また米国の穀

物も第３国経由で旧ソ連に輸送され、輸出禁止措置は期待されたほどの効果を挙げることが出

来なかった。東西冷戦が消滅した現代ではなおさら食料を武器とする可能性も必要性も低い。

むしろ、食料援助や技術協力などを通じて日常的に国際的友好関係を築いていくことの方が、

はるかに強力な武器となるであろう。 

にもかかわらず「自給率をあげよ」という声が繰り返し叫ばれる。不思議なことに、こうし

た主張は消費者からではなく、生産者から出てくることが多い。いや、正確には生産者団体で

ある。個々の生産者にとって食料・農業問題の第一の関心事は自らの経営であって、一国の食

料自給率ではない。国民に食料を供給しているという自負心と誇りはあっても、個別の農家は

食料自給率を向上させることにさほどの関心はなかろう。 

日本の食料自給率は確かに低位にあるが、その原因と向上を目指す意味を問わなければなら

ない。日本は 1960 年に貿易自由化計画大網を策定して以来、食品の多くの品目でも輸入を自由

化し、関税率を下げてきた。また、国内産と海外産があるとき、消費者や外食産業、食品産業

などは海外産の方を多く選択してきた。つまり、海外産を強制したからではなく、市場原理に

従ったことがいまの自給率の低さをもたらしたのである。また、いうまでもなく、日本は国土

の多くが山岳であり、限られた平地での農業はコスト高にならざるを得ず、比較優位の結果で

もある。 

日本の農水省が面白い算出を行っている。代表的な調理品目ごとに行ったカロリーの自給率

を計算である。たとえば、ラーメンは中華スープ、焼き豚、ねぎ、ゆで中華麺、油から成り立

っているが、カロリーの大きいゆで中華麺はすべて輸入で自給率が 0％であるため、ラーメン

全体としての自給率はわずかに 3％。同様に計算すると、カレーライスの自給率 49％、肉じゃ

がは 43％、スパゲティボンゴレは 7％だという。国民的人気のある讃岐うどんの原料はオース

トラリアン・スタンダード・ホワイトという輸入小麦である。あれだけ腰の強いうどんは国内

産の小麦では作れない。蕎麦にしてもタスマニア産の蕎麦は美味しい。美味しい和牛を育てる

ための飼料は海外産である。こうした例は枚挙にいとまがない。安価な牛丼も海外産の牛肉が

あってこそ、である。 

 



  

４．国家による食料の安全保障－スイスの例－ 

一般に、国民は自給率の低さをことさら強調されると、戦争などの有事の際に食料が安定供

給されるのだろうかと不安を覚える。ならば、不安を取り除くための対策を立て、それを国民

に周知させておく必要がある。たとえば、自給率 55％のスイスは、有事によって食料の供給危

機が起こった場合、摂取カロリーを制限しつつ、危機を乗り切るために 2 つの対策を立ててい

る。 

ひとつは配給制度の導入である。危機発生後 10 日間、国民は商店などで食料を購入すること

を禁止され、その間は家庭備蓄を切り崩す。そして、11 日目から配給を始めることになってい

る。もうひとつは、国内産の増大である。危機発生から 3 年かけて牧草地などを畑地に転換し

て農耕地を増大させ、その間は備蓄の切り崩しと友好国からの緊急輸入でしのぎ、最終的に自

給率を 100％に持っていくことにしている。土地利用から輸送に至るまで、各村、各農地にお

いて詳細で具体的な計画が立てられており、それを実行するための人員配置まで決められてい

る。違反した場合の罰則規定もある。 

こうしたマニュアルはコミュニティごとに保管され、いつでもそれを取り出して実行すれば

いいようになっている。つまり、いざというときの青写真と、それを実行するための担保措置

が整っており、行政と民間で実施可能な体制ができているのである。 

スイスでは第 2 次世界大戦中からこうした計画が策定され、その後、何度か書き換えられて

いる。これこそが真の食料安保である。もっとも、冷戦終了により不測の事態が発生する可能

性は低くなったとして、90 年を最後に新たな計画は策定されていない。これと同様の措置、対

策は多くのヨーロッパ諸国で行われている。 

日本では 2002 年 3 月に農水省が「不測時の食料安全保障マニュアル」なるものを策定し、そ

れを官邸が管理している。そのマニュアルでは、不測時のレベルが「国民が最低限必要とする

熱量（１日当たり 2020 キロカロリーと仮定）の供給が困難となるおそれがある場合」など３段

階に分けられ、備蓄の活用、輸入先の多角化・代替品の輸入の促進、緊急増産・生産転換など

によって供給を確保する、といった対策が記されている。 

 だが、それは単に青写真（考え方）を描いたものにすぎず、スイスのように実行するための

担保措置が取られていない。これでは実際に不測の事態が起きたとき、なんの役にも立たない。

本来、食料の問題は軍事やエネルギーの問題と同様、総合安全保障の一環と位置づけ、有事法

制の中に組み込むべきである。当然ながら、食料の生産や輸送には石油などのエネルギーが必

要であり、密接にリンクしている。また、緊急時の食料生産システムを具体的かつ詳細に策定

しておくべきである。 

 一方で、平時の食料供給は国際的協定で輸入の安定化を図るべきである。そのためにＦＴＡ

の推進とその活用が望まれる。ＷＴＯでは行使することが出来る輸出禁止を行なわない取組み

や、天候や農業生産に関する情報の優先的提供、協同での穀物備蓄など、取組みは様々に考え

うる。農業輸出国とのＦＴＡなしに今後の国際的経済連携は見通せない。 

 食料自給率を食料の安全保障の指標として見る事は適切ではないが、国内農業の健全性を示



  

す指標としてみることは重要であろう。国内農業が比較優位の変化にあわせて構造を変えてい

けば、生産性の高い部門に生産がシフトし、また既存の分野でも効率の高い経営に農業資源が

集積され、自給率は維持・向上する。それが果たせなかった結果として日本の食料自給率の低

下があるのであり、その意味では今日の自給率が低いことはおおいに問題にすべき事態である

といってよい。要は数値としての食料自給率の追求ではなく、日本農業の体質強化を図り、そ

の結果として食料自給率の向上を目指すべきなのである。こうした根本的な対策を考慮するこ

となく、国際市場の混乱期に乗じて、生産者保護のために自給率向上を農業政策の最優先課題

とするならば、国民不在の憂うべき政策だといわざるを得ない。 

 

５．世界の台所と食料安全保障 

 食料問題は古くて新しい課題である。マルサスが『人口論』で「人口の自然増加は幾何級数

をたどるが、生活資料（食料）は算術級数で増加するに過ぎないゆえ、過剰人口による貧困の

増大は避けられない」と書いたのは 1798 年であるが、人類はそれから幾多の「成長の限界」を

乗り越え、今日６５億人を超える人口を養っている。 

 成長の限界を乗り越えてきたのはひとえに技術進歩の結果である。様々な農法の開発や農業

技術、新品種、農業機械などにより、人類は限られた地球資源を有効に活用し人口増加と豊か

さを実現してきた。今日抱える食料問題も、人類の英知を結集して解決にあたらなければなら

ない。 

 世界の台所の問題は栄養不足問題である。栄養不足問題は市場にアクセスできない貧困者の

問題であり、市場の失敗とみることができる。緊急援助の組織としてはＷＦＰ（世界食料計画）

やＦＡＯ（国連食料農業機関）などがあるものの、経済発展のための援助とともに、国際的な

社会セーフティネットの構築が求められる。これまでの援助のようにヒモ付き援助や戦略的援

助政策ではなく、世界が協調して国際的弱者を支援するシステムを早急に必要としているので

ある。 

 必要な事は国際市場をより大きくすることであり、そのためにはＷＴＯやＦＴＡを通じて国

境措置を削減・撤廃し、国内市場と国際市場を正しくリンクさせることである。世界のすべて

の市場が連動すれば、そのときこそ地球規模での効率的資源配分が実現するのであり、また、

国際価格は局所的変動に対して極度に反応することなく安定する。 

 世界の栄養不足人口の解消にむけて求められているのは、「第二の緑の革命」である。1960

年代に始まり 1980 年代まで展開された「緑の革命」では、コメや小麦の近代的高収量品種の開

発普及で多くの途上国が食糧難から解放され、特に、東南アジア地域ではコメを中心とした穀

物生産量の爆発的な増大を実現した。 

 緑の革命は多くの途上国の食料の安全保障に寄与したが、穀物価格の低下を通じ、エンゲル

係数の高い都市部の貧困層に恩恵をもたらし、また、農民の耕地拡大インセンティブを弱め森

林保全にも寄与したとされる。緑の革命では、開発された高収量品種は多様なそれぞれの地域

の環境適応性を考慮し、更なる改良が行われた。このようにして、緑の革命の成果は「国際公



  

共財」となり、国境を越えて普及していったのである。 

 国際公共財は途上国の試験研究機関によっては提供されない。実際、緑の革命を担ったのは

ロックフェラー財団やフォード財団などにより設立された国際稲研究所（IRRI）や国際小麦・

トウモロコシ改良センター（CIMMYT）といった国際研究機関であった。第二の緑の革命も農

作物の国際公共財的性質を踏まえた研究開発が必要である。第二の緑の革命を担うと期待がか

かるのが、安全性を含む遺伝子組み換え作物の研究である。 

 現在、遺伝子組み換え作物の開発普及は、モンサント、デユポン、シンジェンタといった研

究開発企業と、カーギル、バンゲ、ADM などの穀物メジャーが連携し、技術料と知的財産権

で収益を確保するビジネスモデルを構築した私企業によって行われている。しかし、それらは

先進国の生産者を対象にした技術開発が中心であり、旱魃や塩害、病虫害への対応、栄養価の

高さ、といった途上国でのニーズに対応した技術開発はほとんど行われていない。これは、地

球規模で見た場合、この分野への研究開発の過尐投資となっており、緑の革命で行われたよう

な国際公共投資の枠組みで、安全性を含む遺伝子組み換え作物の研究・開発を進める必要があ

る。 

 現在、IRRI や CIMMYT を含め、世界の１５の農業研究機関を傘下に治める国際農業研究諮

問グループ（CGIAR）は、より効率的で効果的な研究体制を確立するために、傘下研究機関全

体を見直し総合的な組織改革に着手しようとしているが、日本も政府開発援助（ODA）を強化

し、こうしたグループへの支援を通じ、第二の緑の革命の実現に積極的に寄与すべきであろう。 

 

６．台所の安全・安心のための国内政策 

 国内の食料の安全保障のためには国内農業の体質強化が不可欠であるが、そのための戦略と

して、農地の有効活用と農業投資を重点的に行なう地域を特定し、日本の食料基地を形成する

ことが望ましい。大規模な農地の集積を行い高度な技術体系を導入し、低コスト高品質な生産

システムを確立する。また、国際市場に迅速に対応するマーケティング機能を強化する。やが

ては輸出基地ともなる日本の食料基地を構築すべきである。 

 食料基地を構築するためには、大規模な農業経営を育成しなければならない。現在約 460 万

へクタールの農地の３分の１にあたる 150 万ヘクタールを食料基地としてインフラ整備や環境

対策を重点化し、100 ヘクタール規模の農業経営を展開する経営体を１万程度育成するという

のは一つの案であろう。食料基地の発意は市町村またはその連合体が行なうが、そこで行なわ

れる農業の経営形態は自由であり、他産業からの新規参入や経営参加を促す。 

 食料基地は「経済特区」とし、農地法など現在の農地規制の適用除外とする。農地の所有・

利用ともに自由な権利移動を可能とする一方で、持続的な農業を展開するため一定期間（例え

ば 30 年）は農地以外への転用を完全禁止し、転用期待による農地所有を排除する。また、コメ

などの生産調整への参加・不参加も自由とする。さらに、食料基地における農地には耕作放棄

の禁止など農地の適正利用義務を課す必要がある。 

 一方、農業を支援する政策手段として、現在の補助金制度を改め、経営支援は全面的に融資



  

制度とすることが考えられよう。大型融資制度を設け、生産刺激的、規模拡大的誘引のある政

策を導入する。特に計画達成度の高い優秀な経営者には一部または全額融資返済免除措置を設

け、経営意欲を高める。融資の資格審査は経営計画の観点で金融機関が行なう。ただし、この

政策はＷＴＯで削減対象の（「黄色」の）国内助成政策であるため期間限定の措置とする。 

 食料需要の拡大やバイオ燃料需要の増大が日本農業の成長可能性を広げる一方で、国民の間

では食料価格の変動とともに食料の安定供給に対する不安が広がっている。さらに輪をかける

ように、日本の食料自給率の低さが問題とされ、国内農業強化への関心が高まっている。食料

自給率は生産と消費活動の結果であり、それ自体を目的化する必要はないとも言えるが、国内

生産体制の強化と生産性の向上は国民の要求に合致する。そのためには小手先の政策ではなく、

大胆かつ抜本的な制度改革が必要である。 

 日本農業の最大の問題は農地の集積が進んでいないことである。統計的には、認定農業者な

ど地域農業を支える農家への農地集積は 220 万ヘクタールを超えるが、その多くは分散された

ままで耕作されており、耕作面積は増えても作業能率が悪く生産性は上がらない。経営規模

10ha 以上の米作経営では単位面積当たり生産費はむしろ上昇する傾向すら見られる。経営規模

は 60ha あってもそれが 180 ヶ所に分散されているような例もみられる。規模拡大のメリットを

生かすには交換分合などにより農地の整理統合と集約化を必要とする。 

 農地流動化は賃貸借によって進められてきたが、それは戦後の農地改革の成果を守るために

制定された「農地法」の適用除外を可能にする別の法律によって、いわばバイパス的に処理さ

れてきた。農地貸借はそれによって一定の増加を見たが、十分な農地集積が実現しているわけ

ではない。そもそも農地法による農地貸借の統制は現実のニーズに反していると衆目が一致し

ているにもかかわらず、農地法の根幹をそのままにしてあるところに矛盾が生じる。 

 上で述べた「食料基地」構想は、農地の利用自由化とともに、農業投資を重点的に行なう地

域を特定し、日本の食料基地を形成するアイデアである。行政区にこだわらず、大規模に農地

の集積を行ない、２１世紀型のより高度な技術体系による生産システムを導入する。このよう

な食料供給基地はさらには国際動向に対応する供給体制の確立につながる。食料供給基地はや

がて輸出食料基地となっていくことが期待されよう。 

 さらに、農業政策の手段としてこれまでの補助金による誘導政策から脱却し、融資を主体に

農業者の自由な経営マインドを生かし、効率化や規模拡大のインセンティブを引き出す政策に

切り替える必要がある。これまでも政策金融で融資は農政の手段として用いられてきたが、利

子や返済期間の優遇だけでなく、もっとメリハリの利いた政策展開が必要である。融資を受け

る農業者には経営計画を審査するだけでなく、計画目標の達成度に応じて融資返済免除措置を

設けるとか、計画する経営内容に応じて利子率の優遇に差をつけるとか、構造改革の推進に合

致した経営計画にはより多くの支援を行なうべきである。 

 

７．食料安全保障政策の確立のために－むすび－ 

 国民に対して食料の安定供給を確保するために、食料の安全保障は日常の安定供給と有事の



  

際の対応は区別して考えることが重要である。日常の食料の安定供給はリスクに応じた国内生

産と輸入、備蓄の組み合わせで達成すべきであるが、食の安全・安心対策も含まれる。また、

有事を究極の危機として、様々な危機に応じた食料安全保障対策を確立し、実効性のあるもの

として国民に示すべきである。 

 食料の安全保障を検討することは国民全体の課題であり、農業振興のみで解決できるもので

はない。食の安全安心を含め、消費者の視点が不可欠である。また、食料に限った単独の安全

保障は成立せず、エネルギーや運輸・流通さらには国民生活一般とのかかわりで議論する必要

がある。そのため食料安全保障を含む国民の経済的安全保障対策を総合的に検討する機関を、

首相官邸に独立して設置すべきである。 

 昨今の食料価格変動を受け、国民には食料の安定供給への不安が広がっている。国内生産の

効率化や経営努力で国内生産の増加を実現することは望ましいが、食料自給率を向上させるこ

とは容易ではない。食料の安全保障は日常の安定供給と有事の際の対応は区別して考える必要

がある。日常の食料の安定供給は需要に見合った国内生産の拡大・効率化と、輸入相手国との

友好関係の確立、輸入先の分散によるリスク対策などを組み合わせで達成されるが、有事を究

極のリスク対策として、様々な危機に対応した食料安全保障対策を確立し、実効性のあるもの

として国民に示す必要がある。 

 食料の安全保障は多くの側面をもち、様々なリスクを想定した対応策が検討されなければな

らない。日常の食料の安定供給から、食の安全安心の確保、そして究極の有事における食料確

保まで幅広い。単に国内の農業生産振興ではなく、国民の要求に合った食料安全保障制度を確

立するために、内閣総理大臣の下、省庁横断的かつ機能的な組織で国民の経済的安全保障の確

立に向け取り組むべきであろう。これまでも、総合安全保障の検討や国家安全保障会議に関す

る法案などがとりざたされたこともあったが、食料など国民の経済生活を中心にすえた議論で

はなかった。 

 農水省は「不測時の食料安全保障マニュアル」を 2002 年に作成し、官邸がそれを管理してい

るが、それを実行する担保措置はなにも策定されていない。マニュアルでは不測時のレベルを

「国民が最低限必要とする熱量（一日一人当たり 2020 キロカロリー）の供給が困難となる場合」

など３段階に分け、備蓄の活用、輸入先の多角化、緊急増産・生産転換などによって供給を確

保するとしているが、具体性に欠ける。 

 本来、不測時の食料問題は軍事やエネルギーと同様に、総合安全保障の一環と位置づけ、有

事法制の中にその対応を組み込むべきである。その意味では、武力攻撃事態のみを想定する現

状の国民保護計画は不十分である。当然ながら、食料の生産や輸送には石油などのエネルギー

が必要であり、その配分を含め緊急時の食料生産システムを具体的かつ詳細に策定し、国民に

提示しておくことが求められる。 

 


