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１．はじめに 

飽食のただ中で多くの日本人は、豊かで便利な食生活を享受しているが、その一方で、将来の

食料供給や食料の安全性に不安を抱いている。そんな中、現政権が TPP 交渉への参加問題を重要

政策課題として取り上げたため、農業界のみでなく消費者も食料の安全保障問題に強い関心を

示している。多くの国民は、日本が TPP 交渉に参加すれば日本経済の成長率が高まるのではない

かという期待を抱く一方で、食料自給率が一層低下して食料安全保障が脅かされるのではないか

という懸念を抱いているように思われる。 

本稿では最初に、国民は食料供給に対してどのような不安を抱いているのか、どのような対策

をとるべきと考えているかについて、世論調査を手掛かりに整理する。ついで、日本の食料自給

率がどのようにして主要先進国の中で最も低い水準へと低下したのか、食料自給率を引き上げ

ることを目指した食料・農業・農村政策の内容とその成果の検討、そして今後、食料自給率は

どのように推移するかを試算する。最後に、現在の日本の食料安全保障政策の内容を整理する

とともに TPP 交渉への参加問題について予備的考察を行う。 

 

２．アンケート調査結果に見る国民の食料供給に対する不安 

内閣府が2010年9月に実施した「食料の供給に関する特別世論調査」によると、回答者の74.9％

が現在の食料自給率は低いと、また、85.9％が日本の将来の食料供給について不安であると回答

している。こうした世論調査の結果は、回答者の日本国民の大多数は現在および将来の食料供

給について不安を感じていることを物語っている。多くの人々が日本の将来の食料供給に不安

を感じている国内的な理由としては、食料自給率が2009年には40％と1億人以上の人口を持つ主

要先進国の中では最も低い水準にあることや、国内農業生産規模が1980年代中頃以降一貫して

減尐傾向にあること、農業の担い手が高齢化するとともに農地面積が減尐して農業生産規模が

今後も縮小することが懸念されることなどが指摘できる。また、国際的な理由としては、人口

大国であるBRICｓの高い経済成長や途上国における人口爆発にともなう食料需要の増加や、砂

漠化、地球温暖化などの地球規模での環境悪化が農業生産に負の影響を与えることが予想され

ること、農業生産が異常気象や災害による被害を受ける可能性が高まっていること等が指摘で

きる。さらに、バイオエタノールの生産増加に伴い、食料（トウモロコシ、サトウキビ、大豆）

とエネルギーの競合が強まるという問題も懸念される。 

また、農産物の国際市場の不安定性に対する懸念も強まっている。2006年末頃よりトウモロ

コシ、大豆、小麦、米等の国際価格が高騰すると、多くの国々が自国の食料安全保障を確保す

るため、食料の輸出規制や輸出禁止措置を発動した。一方で、食料輸入への依存度が高い発展

途上国では食料価格の高騰と食料不足に伴う暴動が発生した。こうした出来事が、食料輸入に

大きく依存している日本の将来の食料供給に関する国民の不安感を増幅させた。 



  

つぎに、食料の生産・供給のあり方に関する国民意識の変遷を「食料の供給に関する世論調

査」の時系列データを手掛かりに見ることにする。「外国産より高くても、食料は、生産コスト

を引き下げながら、できるかぎり国内で作る方がよい」という回答を選択した割合は、1987年に

は31.9％であったが、2000年には43.6％、2010年には53.1％へと上昇している。また、「外国産よ

り高くても、尐なくとも米などの基本食料については、生産コストを引き下げながら国内で作

る方がよい」という回答を選択した割合は、1987年には39.3％、2000年には40.6％とほぼ同じ水

準であったが、2010年には37.2％と尐し低下した。この両方の回答割合を合計すると、1987年に

71.2％、2000年に84.2％と上昇しており、2010年には90.3％が国内での食料生産を望むと回答し

ている。 

他方、「外国産の方が安い食料については、輸入する方がよい」という回答割合は、1987年の

19.9％から2000年の10.5％、2010年の5.4％へと、23年間に1/3以下へと低下している。 

また、今後の食料自給率に関しては、「高めるべき」というという回答を選択した割合は、

2008年の93.3％が2010年の90.7％へと2.6ポイント低下したが、それでも9割以上の回答者が自給

率を高めるべきと答えている。他方、「高める必要はない」という回答割合は、2008年には5.1％

であったが2010年も5.8％とほぼ同じ水準であった。 

このように、世論調査の回答者の大多数は、食料は生産コストを引き下げながら、できるか

ぎり国内で生産し、食料自給率を高めることが望ましいと回答している。 

 

３．日本と先進諸国の食料自給率の長期的推移 

（１）供給熱量自給率の定義 

内閣府の「食料の供給に関する特別世論調査」で、回答者の 74.9％が現在の食料自給率は低

いと答えた。そこで本節では、日本の食料自給率がどのようなメカニズムで長期的に低下してき

たかについて考察する。 

食料自給率は、国産の食料で国内の食料消費のどの程度を賄えているかを示す指標である。

食料自給率を示す指標として、以下の3つがよく用いられる。 

① 特定の品目について、その自給度合いを示す品目別自給率（重量ベース）。 

② 基礎的な食料である穀物に着目して、その自給度合いを示す穀物自給率（重量ベース）。 

③ 各品目を、基礎的な栄養素であるエネルギー(カロリー)又は経済的価値である金額という共通   

の「ものさし」で総合化して、食料全体の総合的な自給度合を示す総合食料自給率。 

この3つの指標のうち、カロリーベースの食料自給率（供給熱量総合食料自給率）が最もよく

使用される。カロリーベースの食料自給率は、食事エネルギーの自給度を測る指標であり、国民

への食料供給熱量のうち、どれだけが国内生産によって賄われているかを表わす。カロリーベ

ースの食料自給率は以下の式で計算される。 

 

（1 人 1 日当たり国産食料供給熱量÷1 人 1 日当たり食料供給熱量）×100 

 



  

（２）主要先進国と比べた日本の食料自給率の特徴 

日本の食料自給率の動向を主要先進国と比較して、その特徴を整理してみよう。日本と主要

先進国における食料自給率の推移を 1961～65 年と 2004～2007 年という 2 期間について比較する

と以下のような点が指摘できる。オーストラリア、米国等の土地賦存条件に恵まれた大規模農

業経営の国では、2004～2007 年平均の食料自給率はそれぞれ 207％、122％で、日本の 40％と比

べきわめて高い水準にある。米国はこの 40 年余りの間に食料自給率を 4 ポイント引き上げた。

オーストラリアは、2006 年、2007 年と相次ぐ大旱魃で農業生産は大きな被害を受けたため、両

年の食料自給率はそれ以前と比べ 3 ポイント近く下落した。また、フランス、ドイツ、英国では、

2004～2007 年平均の食料自給率はそれぞれ 124％、84％、68％であった。英国は 1961～65 年平

均は 44％とヨロッパ諸国の中でも低かったがこの 40 年余りの間に食料自給率を 24 ポイント上昇

させている。さらに、地形が急峻なスイスでも 2004～2007 年平均の食料自給率は 54％で、この

40 年余りの間に 4 ポイント上昇させている。 

こうした欧米諸国とは対照的に日本と韓国の 2004～2007 年平均の食料自給率はそれぞれ 40％、

45％と低く、この 40 年余りの間にいずれも食料自給率を大幅に低下させてきた。特に日本はこ

の間に食料自給率を 34 ポイントと大幅に低下させた。 

以上の主要先進国との比較より、40 年余りの間にみられた日本の食料自給率の低下は急激な

ものであり、また、最近の食料自給率の水準は主要先進国の中では際立って低い水準にあるこ

とが指摘できる。 

 

表 1 主要先進国の食料供給熱量自給率 （％） 

国 名 
1961～65 年

平均 

2004～07 年

平均 
両期間の差 

国民 1 人当たり農

地面積（坪） 

オーストラリア 219 207 -12 66,810 

米 国 118 122 4 4,258 

フランス 104 124 20 1,502 

ドイツ 70 84 14 624 

オランダ 68 71 3   

英 国 44 68 24 861 

スイス 50 54 4   

日 本 74 40 -34 111 

韓 国   45     

資料）農林水産省「食料需給表」各年版。  

 

（３）食料自給率と食料安全保障の関係 

日本の歴史の中で、食料自給率が 100％であった時代は鎖国制度の下で外国から食料を輸入し

ていなかった江戸時代である。食料自給率が 100％であるから食料安全保障は万全であったかと

いうとそうでもない。江戸時代には、不作で食料生産が減尐し飢饉が何度も発生して、多くの

人が栄養失調で死亡している。食料自給率が 100％であっても、食料の安全保障は確保されてい



  

なかった。食料の輸入を減らせば食料自給率は上昇するが、その結果、栄養面でバランスの取

れた食生活を犠牲にしたり、栄養不足人口を出すというのでは、そうした施策は受け入れられ

ない。 

現代の日本は食料自給率 100％を実現できるのであろうか。現在の食生活を前提とする限り、

国土の制約のため実現は難しい。日本は食料からの供給熱量の 60％を外国から輸入しているが、

これらの食料は外国の 1,245 万 ha の農地を用いて生産されている（農林水産省「2008 食料・農

業・農村白書」）。日本の農地面積の約 2.7 倍の農地で生産されているが、この農地を日本国内

で確保することは物理的に不可能である。 

農産物の輸入が途絶した場合に、現在の農地をフルに活用して供給できる食事エネルギーは１

日 1 人当たり約 2,000kcal といわれている。これは 1950 年代前半頃の食事エネルギーの水準で、

穀物、イモ類に大きく依存した食事であり、現在の食事の内容と比べ、たんぱく質、脂肪が尐

なく、貧しい内容の食事となる。栄養バランスも崩れ、健康状態に支障が出る可能性もある。

これ以上農地面積、農業従事者が減尐するとこの 2,000kcal の水準の維持さえ困難になる。日本

の食料安全保障を支える最も重要な要素である食料生産力（自給力）は、これ以上低下させるこ

とができない、危険な水準に近づいている。輸入が途絶した場合に国民を飢えさせないために、

必要最小限の農地を保全し、必要最小限の農業従事者を確保することが必要となる。最近数十

年間の農地面積の減尐傾向や、農業従事者の量的な減尐と高齢化が今後も続くと、こうした臨

界点を超えてしまう。現状程度の国内食料生産力の維持は日本の食料安全保障のために必要で

あろう。そのための施策の一つとして、米の減反政策は当面、選択性にし、長期的には廃止す

ることが望ましい。水田のフル活用を推進するとともに、米価の最低価格保障制度を導入する

ことが望ましい。 

 

４．日本の食料供給熱量自給率の長期的低下のメカニズム 

欧米の先進国の多くが食料自給率を上昇させてきたのに対し、日本の食料自給率は大幅に低

下してきた。本節では、1960～2009年の49年間の日本の食料自給率がどのようなメカニズムで

低下してきたかを考察する。 

（１）食料自給率の時期区分 

日本の食料自給率は 1960～2009 年の 49 年間に 79％から 40％に 39 ポイント低下した。年平均

0.8 ポイントの低下であった。食料自給率はこの 49 年間にコンスタントに低下したのではなく、

急激に低下した時期と、緩やかに低下した時期が交互に現れている。そこで、この 49 年間を４

期に区分して、各期における自給率低下の主要な要因と自給率低下のメカニズムについて考察

する 1）。 

第一期（1960～73 年）は、高度経済成長により国民所得が大きく増加した時期で、畜産物や油

脂類、野菜、果実の消費が大きく伸びる一方で、コメの消費が減尐した。食の洋風化と形容さ

れる食料消費構造の変化が進行して、１人１日当たり食事エネルギーの供給が年平均 21.5kcal と

大幅に増加したが、麦類、豆類、雑穀等の輸入が大幅に増加して、食料自給率の定義式の分母



  

が大きく増加したため、食料自給率は 1960 年の 79％から 1973 年の 53％へと年平均 1.8 ポイント

という速い速度で低下した。 

土地賦存条件に恵まれず、農業労賃が高い日本では飼料穀物や油糧原料の生産コストは高く、

価格競争力がないため、輸入した飼料穀物や油糧作物を使用して畜産物や油脂は生産された。

また、国の政策として飼料や油糧作物の関税率が低く設定されたことも輸入増加をもたらした

一因であった。 

第二期（1974～84 年）は、第一次オイルショックを契機に日本経済が低位安定成長に移行した

時期で、所得の増加率も低下した。所得の増加率が低下する中で 1 人 1 日当たり食事エネルギー

の伸び率も低下した。米からの供給カロリーの減尐分を畜産物、油脂類からの供給カロリーの

増加分が上回るという変化のパターンは第一期と同じだが、米からの供給カロリーの減尐や畜

産物、油脂類からの供給カロリーの増加はともに第一期を下回った。食料自給率は 1974 年の

55％から 1984 年の 53％へと微減にとどまった。 

            

　　　　　　　　　表　　期間別の食料自給率と一人一日あたり食料供給熱量
第一期

(１９６０－７３年）
第二期

(１９７４－８4年）
第三期

(１９８5－９５年）
第四期

（１９９６-２００９年）
供給熱量自給率（％） 79　→　55 55　→　53 53　→　43 42　→　40
　　年平均変化（％） -1.8 -0.2 -1.0 -0.2
食料供給熱量(kcal) 2,291　→　2,570 2,542　→　2,580 2,597　→　2,654 2,670　→　2,436
　　年平均変化(kcal) 21.5 3.8 5.7 -18
  うち  米(kcal) 1106　→　885 875　→　734 727　→　660 656　→　571
　　年平均変化(kcal) -17.0 -14.1 -6.7 -6.5
     畜産物(kcal) 90　→　253 250　→　333 318　→　400 402　→　506
　　年平均変化(kcal) 12.5 8.3 8.2 -0.7
     油脂類(kcal) 105　→　258 275　→　351 354　→　368 375　→　385
　　年平均変化(kcal) 11.8 7.6 1.4 0.8
資料：農林水産省『食料需給表』各年版  

 

第三期（1985～95 年）は、1985 年のプラザ合意後の急激な円高が進んだ時期で、農産物貿易

の自由化が進行する下で、円高で割安になった畜産物、魚介類、果実の輸入が増加した。食料

自給率は 1985 年の 53％から 95 年の 43％へと 10 年間で 10 ポイントと大きく低下した。 

この期間における１人１日当たり食事エネルギーの供給は年平均 5.7kcal の増加と低い伸びで

あった。米からの供給熱量は年平均 6.7kcal 減尐する一方で、畜産物と油脂類を合わせた供給熱

量はそれを尐し上回る 8.2kcal 増加した。食料供給熱量が緩やかに増加する中で、円高のため割

安となった外国産農産物により国産農産物が代替された結果、食料自給率が下落した。 

第四期（1996～2009 年）は、バブルが崩壊して経済は停滞し、１人１日当たり食事供給エネル

ギーは年平均 18kcal の減尐に転じた。この期間には、米からの供給カロリーも畜産物からの供給

カロリーも共に減尐した。国産農産物からの供給熱量が減尐するとともに、円高効果が薄れた

こともあり、食料輸入量の増加速度も低下した。食料自給率は 1996年の 42％から2009年の40％

へ２ポイントと緩やかに低下した。 



  

（２）経済発展と食料自給率の推移 

以上で指摘した以外の要因も食料自給率の水準に影響しているので、以下では、それらのう

ち重要度が高い幾つかの要因を取り上げる。 

１）国内農業生産に起因する要因 

 ①農作物の延べ作付面積の縮小 

高度経済成長の過程で非農業部門の土地に対する需要が強まり、農地の転用需要が増加する

とともに農地価格が上昇した。農地の転用に加え、耕作放棄地の増加、耕地利用率の低下によ

り農作物の延べ作付面積は 1960～2008 年の 48 年間に 48%と大幅に縮小した。こうした農作物の

延べ作付面積の縮小は、土地利用型農業の生産規模の減尐と国産食事エネルギーの減尐を物語

っている。 

②労賃の上昇と農業労働力の減尐 

日本は 1960 年頃に経済の転換点を経過し、賃金率が上昇するとともに農村から都市へ大量の

労働力が移動した。農業就業人口は 1960 年の 1,454 万人が 2009 年には 290 万人へと、49 年間に

5 分の 1 の水準へ激減するとともに、高齢化が進行した。農業労賃の高騰と若年労働力の農外へ

の流出は労働節約的農業技術の開発・普及を促進し、農業生産の機械化、施設化が進行した。

1960 年頃から耕耘機、1970 年頃から中型機械の普及が始り、農業機械・施設への投資額は増加

したが、農業経営規模の拡大は緩慢であったため規模の経済の発現は限られていた。機械化・

施設化は農業生産の省力化に貢献したが、農業経営規模が零細なため、労賃の上昇とともに土

地利用型農業の生産費は上昇した。円高の影響もあり、国内農産物価格と国際価格との格差が

拡大し、農産物輸入が増加する一因となった。 

③生鮮食品の生産に重点を置いた農業生産 

日本の農業生産は生鮮食品の生産に重点を置き、加工用の原料農産物の供給体制は遅れてい

た。国内農業生産が食品産業の業務用需要に的確に対応できなかったことが、食品産業が輸入

原材料の使用割合を高めた一因と考えられる。 

２）食料消費に起因する要因  

日本は、高度経済成長の結果、1968 には自由世界第 2 位の経済大国へと成長し、87 年には一

人当たり GDP で米国を抜き主要先進国の中で第 1 位となった。こうした経済成長による国民所

得の急速な増加の下で食料消費構造は大きな変化を遂げた。所得の増加につれ高価で質の高い

食品の需要が増加するとともに、食料消費の多様化、簡便化が進んだ。食事からの供給エネル

ギー1kcal 当たりの飲食費支出額は 1960～1980 年にかけて 28％増加した。 

所得の増加につれ自給品目である米が劣等財となり、一人当たり米消費量が 1962 年の 118kg

から 2009 年の 59kg へと半減した。米が日本人の主食であるという性格はこの 49 年の間に大き

く後退した。その一方で、輸入小麦で生産されるパン、麺、パスタの消費が伸びた。1950 年代

より始まった学校給食もパン食の普及と関係している。米過剰対策として実施された減反政策

で麦、大豆等の転作作物の生産が奨励されたが、転作助成金目当ての生産となり、消費者や実



  

需者のニーズに対応した品質、価格の農産物の供給とはならず、食料自給率向上への貢献も限

定的であった。 

国内農業や食品製造業が、所得の増加に伴う食の高級化、高付加価値化の進展に十分対応で

きない部分は輸入食品でまかなわれた。熱帯産農産物やワイン等高級な加工食品の輸入が増加

した。 

３）女性の社会進出に伴う食の外部化の進展 

経済発展につれ女性の社会進出が進んだ。1991 年には共働き世帯数と片働き世帯数がほぼ等

しくなり、1997 年以降は共働き世帯数が上回るようになった。このことは家庭での女性の家事

労働の機会費用を増加させ、調理のための労働時間を減尐させた。家庭で調理し、家庭で消費

する内食を減尐させる一方で、弁当、惣菜など家庭外で調理された食べ物を家庭で食事する中

食、レストランなどで食事する外食を増加させた。コンビニエンスストアーやスパーマーケッ

ト、百貨店での弁当や惣菜、冷凍調理食品の売り上げが伸びるとともに、ファーストフード店

やファミリーレストラン等での外食が 1970 年代以降急速に増加してきた。中食、外食産業では、

食材の輸入依存度が高いため、食の外部化の進展は農産物輸入の増加をもたらした。 

４）農産物輸入に起因する要因 

①円高による農産物輸入の増加 

農産物の総合輸入数量指数は、1973-74 年の世界の食料危機の時期を除き、1960 年代初頭以降

着実に増加した。特に、1985 年のプラザ合意後の急激な農産物輸入価格指数の下落期には、農

産物輸入量はそれ以前の時期を大幅に上回るスピードで増加した。特に、果実、肉類、野菜、牛

乳乳製品の輸入増加に伴いこれらの品目の自給率はプラザ合意以降顕著に低下した。              

また、急速で大幅な円高は、食品製造業の生産拠点の海外移転を押し進め、冷凍野食品等の農

産物の輸入の増加をもたらした。特に、生産コストが安い東アジアや東南アジアで生産された加

工食品の輸入が大きく伸びている。 

②農産物輸入の自由化 

日本政府は、農産物貿易に関して日米二国間交渉やGATTにおける多国間農産物貿易交渉を受

けて、農産物輸入の自由化や関税率の引き下げ等を内容とする国境調整措置の緩和を進めてき

た。1960 年の農林水産物 121 品目の輸入自由化を始めとして、63 年に砂糖、バナナ等 25 品目、

64 年にレモンの輸入が自由化された。1984 年には米国の要求に応じて牛肉とオレンジの輸入枠

を拡大し、つづいてオーストラリアに対しても牛肉輸入枠を拡大した。さらに、1988 年の「農産

物 12 品目に関する日米合意」に基づき、8 品目を 1990 年までに自由化した。また、1988 年の日

米間の協議により、1991 年から牛肉・オレンジの、1992 年からオレンジ果汁の輸入が自由化さ

れた。1993 年暮れのガット・ウルグアイ・ラウンド農業合意により、コメ以外の国家貿易品目

と 24 の輸入制限品目を関税化した。さらに、1999 年には米も関税化措置へ移行した。このよう

に約 40 年の間に農産物輸入の自由化が急速に推し進められ、日本農業は一部の農産物を除き国

際競争にさらされることになった。 



  

農産物の関税率も大きく引き下げられてきており、ガット・ウルグアイ・ラウンド農業合意

以前にすでに自由化されていた品目の関税率は、野菜 3％、果実６～20％と低い水準にある。大

豆、トウモロコシなどの関税率は 0％である。しかし一部に高関税品目が残っており、こんにゃ

く（1700％）、米（778％）、砂糖（328％）、バター（360％）、小麦（252％）などが高い。ま

た、牛肉（38.5％）、オレンジ（40％（季節により 20％））、加工用トマト（20％）などの関税

率も高く設定されている。日本の農産物の平均関税率は 12％で、米国の 6％、オーストラリアの

3％よりは高いものの、EU の 20％、アルゼンチンの 33％よりは低い水準にある。 

 

５．近年の食料自給率向上政策の展開と食料自給率の将来予測 

（１）最近の農政改革と食料自給率目標 

1999年に制定された食料・農業・農村基本法は、国内農業生産の縮小傾向に歯止めをかけ、

農業生産を拡大して食料自給率を向上することを基本理念の一つに掲げた。食料・農業・農村

基本法は第15条で、「食料自給率の目標は、その向上を図ることを旨とし、国内の農業生産及び

食料消費に関する指針として、農業者その他の関係者が取り組むべき課題を明らかにして定め

るものとする。」と述べている。 

この基本法の理念に基づいて2000年に策定された食料・農業・農村基本計画では、2010年ま

でに食料自給率を45％に引き上げる目標を設定した。この基本計画は、食料自給率を向上する

ためには、脂質の摂取過多の改善等適正な栄養バランスの実現を図るとともに、食品の廃棄や

食べ残しを減尐させることが重要な課題であり、消費者、食品産業の事業者その他の関係者が

これらの課題の解決に積極的に取り組む必要があるとしている。食料消費に関する課題を解決

するための施策としては、食品の衛生管理及び品質管理の高度化、食品表示の適正化等の施策

を講ずるとともに、健全な食生活に関する指針の策定、食料の消費に関する知識の普及及び情

報の提供等の施策を講ずるとした。 

一方、農業生産に関しては、麦、大豆、飼料作物等について、品質や価格面で消費者や実需

者の需要に見合った供給がなされていないので、こうした課題を解決するための施策として、

効率的かつ安定的な農業経営を育成し、これらの農業経営が生産性の高い農業を展開して、消

費者や実需者のニーズに対応した品質、価格の農産物を生産・流通する体制を確立するとして

いる。 

この基本計画に基づいて食料消費面、農業生産面で種々の施策が実施されたが、食料自給率

はその後も 40％で推移し、目標達成に向けた成果は認められなかった。この原因として、「平成

１６年度 食料自給率レポート」では、食料消費面では、食生活指針の普及定着に向けた取り組

みが国民の食生活の見直しの具体的な行動に結びつかなかったことや、国産農産物の消費拡大

対策が性別・世代別の消費動向やライフスタイルの変化等を十分に踏まえたものとなっていな

かったこと等を指摘している。また、食料生産面では、消費者や実需者のニーズが農業者に的

確に伝わっておらず、生産性の向上や品質の改善を図るための取組が不十分であったこと、効

率的な農地利用が実現しておらず、逆に不作付地・耕作放棄地が増加していたこと等を指摘し



  

ている 2）。自給率向上に向けた関係者の役割が明確でなかったこと、また、関係者の一体的な取

り組みが課題解決に向けて継続的に行われなかったことや、取組実績・効果の検証が不十分で

あったことなどを指摘した 3）。 

2005 年には新たな「食料・農業・農村基本計画」が策定され、食料自給率目標を再設定すると

ともに、その目標達成に向けて関係者が重点的に取り組むべき課題や、関係者の役割を明示す

ることになった。このために、食料自給率向上協議会が 2005 年に設立され、ここで、政府、地

方公共団体、農業者・農業団体、食品産業の事業者、消費者・消費者団体等の関係者が、食料

自給率の向上に向けて果たすべき役割に関する行動計画を作成した。工程管理により、行動計

画に基づく取組状況等について点検・検証して、計画的な取り組みを推進することとされた 4）。 

新たな基本計画は、2015 年までに食料自給率を 45％に向上させるという数値目標を設定した。

この食料自給率の数値目標の実現を目指して食料自給率向上協議会は、食料自給率向上に向け

た行動計画を策定し、実施したが、2005 年から 2009 年に至る 5 年間の食料自給率は、2006 年に

39％、2008 年に 41％となった以外はすべて 40％の水準であり、今のところ改善の兆しは見られ

ない。 

ついで、2010年に策定された食料・農業・農村基本計画は、2020年の食料自給率を50％へ引き

上げるという一段と高い数値目標を設定した。主要な対策は、以下のような内容であった。 

共通：戸別所得補償制度の導入、農業・農村の6次産業化等 

小麦：パンなどの小麦製品について、国産小麦、米粉の使用割合を1割から4割へ引上げる 

畜産物：飼料自給率を26％から38％へ引き上げる 

大豆：豆腐、納豆などについて、国産食用大豆の使用割合を3割から6割へ引き上げる 

主食用米：朝食欠食1,700万人の改善等で米の消費拡大 

その他：輸出の促進（1兆円）、油の摂りすぎの抑制 

2010 年度に実施された水田利活用自給力向上事業では、水田に麦、大豆、米粉用米、飼料用

米、飼料作物、バイオ燃料用米、WCS 用米、加工用米、ソバ、なたね等を生産する農家に、主

食用米を生産した場合と同じ水準の所得が得られるよう直接支払いを交付した。水田の二毛作

にも助成がある。この事業は、水田に主食用米以外の農産物を生産しても主食用米を生産した

場合と同じ水準の所得が得られるようにするもので、水田の有効利用による農産物の生産増加、

自給率の向上に貢献することが期待される。 

 

（２）2015 年における食料自給率と国産供給熱量の試算 

この節では、2015年における食料自給率と国産供給熱量の予備的な試算を行う。 

１）2015年における食料自給率の試算 

2015年における食料自給率は、2015年の人口予測と一人当たりの国産農産物からの供給熱量、

そして2015年における1人1日当たりの供給熱量に関する3つの仮定に基づいて行う。 

国産食料から供給される熱量は1996-2006年間の趨勢に従って推移すると仮定する。2015年の1

人1日当たりの供給熱量に関して、3つのケースを仮定した。ケースAでは、2015年の1人1日当た



  

りの供給熱量は、2006年のレベル（すなわち2,548Kcal）にとどまると仮定する。ケースBでは、

2015年の1人1日当たりの供給熱量は、新しい食料、農業、農村計画で想定されている2,480Kcal

と仮定する。ケースCでは、1996-2006年間の減尐傾向が2015年まで継続して、2,458Kcalになると

仮定する。 

表3が示しているように、2015年の食料自給率は、ケースAでは37％に、ケースBでは38%へと

低下する。ケースCでは、2006年から2015年にかけて39%にとどまると予想される。 

これらの試算結果は、国産食料から供給される熱量が1996-2006年間の趨勢に従って推移する

と仮定すると、2015年における食料自給率は39%にとどまるか尐し低下することを意味する。ま

た、2015年までに食料自給率を45%に引き上げるためには国産食料から供給される熱量がかなり

増加しなければならないことを意味する。 

 

（３）2015年における国産供給熱量の試算  

本節では、2005 年に施行された新しい食料、農業、農村基本計画が掲げた 2015 年における食

料自給率の数値目標である 45％を達成するために必要とされる国産食料からの供給熱量に関し

て 3 つの試算を行う。 

2015年に食料自給率を45％に引き上げるために必要な国産食料からの供給熱量の水準は、表3

に示された 2015 年の 1 人 1 日当たりの供給熱量に関する３つの仮定に基づいて試算した。 

表4は試算結果を示している。ケース1では、2015年に45％の食料自給率を達成するのに必要

な1日当たり国産食料からの総供給熱量は1,438億カロリーとなる。 

 

表 4 2015 年に食料自給率 45％を達成するために必要な国産食料からの供給熱量 

ケース 
2015年における 1人 1日当たり食料供給熱量の

仮定 
1 日当たり国産総供給熱量 

1 2,548Kcal  ( 2006 年水準と同じ)                    
1,438 億 Kcal  

  (ほぼ 1995 年水準)       

2 
2,480Kcal  (新しい食料・農業・農村基本

計画における予測値） 

1,400 億 Kcal  

 (ほぼ 1996 年水準) 

3 2,458Kcal  (1996-2006 年の趨勢値)    
1,387 億 Kcal   

 (ほぼ 1996 年水準)                    

注）2015 年の人口は 1 億 2540 万人と予測  

 

この1日当たり国産食料からの総供給熱量は1995年の水準に近い。ケース2では、国産食料か

らの1日当たり総供給熱量は1,400億カロリーで、1996年の水準に近い。また、ケース3では、国

産食料からの1日当たり総供給熱量は1,387億カロリーで、1996年の水準に近い。これらの試算結

果は、食料自給率を45%に引き上げるためには、2015年の国産食料からの1日当たり総供給熱量

は、ガット・ウルグアイ・ラウンド農業合意が実施に移された時期とほぼ同じ水準にあること

が必要なことを示している。1996年における延べ栽培面積は480万haであり、2005年より約10%

広い。このことは、2015年に45％の食料自給率を達成するには延べ作付面積を10%拡大できる施

策の実施が必要であることを示唆している。 



  

2010年度に導入された水田利活用自給力向上事業により、水田に麦、大豆、米粉用米、飼料

用米、飼料作物、バイオ燃料用米、WCS用米、加工用米、ソバ、なたね等が栽培され、延べ作

付面積が拡大することが期待される。 

 

６．世界の食料事情と日本の食料安全保障 

日本は1984年以降世界一の食料の純輸入国であり、その食料自給率は人口１億人以上の主要先

進国の中では最も低い。食料供給の多くを輸入食料に依存しているため、日本の将来の食料安全

保障は世界の食料需給の影響を受けやすい。 

１）近年の世界の食料事情と日本の食料安全保障問題 

農業生産は、自然条件の制約を強く受け生産量が変動しやすく、また、生産に一定の期間を

要することから、需給事情の変動に迅速に対応することが困難であるという特質を持っている。

これに加え、農産物は、基本的にはまずそれぞれの国の国内消費に仕向けられ、その余剰が輸

出に回されることから、生産量のうち輸出に回されるものの割合は概して低いという特徴があ

る。また、農産物貿易においては、尐数かつ特定の国・地域が主要な農産物の輸出について大

きな割合を占める構造になっている。このため、世界の食料需給は、主要輸出国や大消費国に

おける作柄変動等の影響を受けやすく、そもそも不安定な側面が強いが、近年、異常気象によ

る農業生産の変動の可能性が高まっていることや経済全体の先行きが不透明であること等から、

今後は、短期的な不安定性が増大すると見込まれる。さらに、開発途上国を中心とする人口増

加や畜産物の消費が増加することに伴う飼料穀物の需要の大幅な増加、世界的なバイオ燃料の

原料としての穀物等の需要が増大する一方、環境問題等農業生産の拡大の制約等により、世界

の食料需給は、中長期的にひっ迫する可能性がある。 

２）最近の世界の食料事情と将来予測 

食料の国際価格は2008年に高騰した後、いったんは下落したが、再び上昇に転じた。世界の

穀物需要は2010年に増加する一方で生産が減尐したため、穀物在庫は急激に減尐した。2010年7

月以降2011年2月に至る8カ月間に小麦、トウモロコシ、砂糖、油糧種子の国際価格は急速に上

昇した。FAOの食料価格指数は、この8カ月間連続で上昇し、2008年6月のピークを上回る水準

へと上昇した。 



  

出所）FAO: http://www.fao.org/worldfoodsituation/wfs-home/foodpricesindex/en/

FAOの食料価格指数

年

 

こうした中で、米の国際米価（タイの輸出価格）は比較的安定していたが、小麦の国際価格は、

ロシアやオーストラリアという小麦の大量生産国で干ばつのため生産が減尐したことや、ロシア

が輸出禁止措置を発動して供給量が減尐したため、2010年6月～2011年2月の間に倍以上に高騰し

た。主要穀物の輸出価格は2010年2月以来尐なくとも70％上昇した5）。最近の中東・北アフリカ

の政情不安に伴う石油価格の上昇は、すでに危機的な食料市場をさらに悪化させることが懸念さ

れる。世界の食料需給は不足基調で推移しており、将来の食料供給に対する不安感が高まってい

る。 

３）農林水産省による2020年における世界の食料需給見通し 

農林水産省が2011年2月に発表した「2020年における世界の食料需給見通し」の中で、穀物等

の需要が供給をやや上回る状態が継続するので、食料価格は2007年以前に比べ高い水準で、か

つ、上昇傾向で推移するという見通しを発表した6)。 

世界の食料需給は、中期的には人口の増加、所得水準の向上等に伴うアジアなど新興国・途上

国を中心とした食用・飼料用需要の拡大に加え、バイオ燃料原料用の農産物の需要が継続的に増

加するが、生産の増加が需要の伸びに追い付かず、期末在庫が減尐する。2020年の国際穀物価格

は2008年に比べ名目で24-35％、実質で3-14％上昇する。植物油、とうもろこし、大豆の実質価格

は、米、小麦、その他穀物より高い割合で上昇すると予測している。 



  

図 農林水産省による世界の食料需給見通し

注：点線は実質価格、実践は名目価格を表す。
出所：農林水産省「2020年における世界の食料需給見通し」2011年

 

 

７．日本の食料安全保障政策 

（１）日本に起こりうる食料危機 

世界の食料需給は、中長期的にひっ迫する可能性があるという指摘が増えている。本節では、

日本に起こりうる食料危機の内容とその対策について取り上げる。日本に起こりうる食料危機

は、平和時の危機、政治的・経済的な危機、軍事的な危機の三つに分類することができる。 

１）平和時の食料危機 

近年、地球温暖化等により異常気象が発生し、干ばつや洪水等により農業生産が被害を受けて

不作となり、農産物価格が高騰する問題が注目を浴びている。アジア・モンスーンの異常化やエ

ルニーニョ現象等により世界的な食料需給のバランスが一時的に崩れ、食料価格が急上昇する

現象もこうした事例に含まれる。1993 年に発生した米騒動も、冷夏、長雨という異常気象によ

り引き起こされた凶作であった。2006 年、2007 年の旱魃でオーストラリアの小麦生産は大幅に

減尐し、2008 年の世界穀物価格高騰の一因となった。 

日本は世界有数の債権国であり、海上輸送手段を多く持っているので、こうした平和時の食料

危機は心理的な不安感を与えることはあっても大量の栄養不足人口が発生するという危機的状

況にはいたらなかった。平和時の食料への対策としては、将来予想される状況を考慮して適切な

食料備蓄を維持して国内価格の安定化を図ることが必要である。 

適切な食料備蓄量はどのように考えればよいのであろうか。食料備蓄量が多ければ、食料パニ

ック発生のリスクを回避できる確率は高くなるが、備蓄コストは多くなる。食料備蓄には、金利、

保管費用、保険料を含む流通諸経費等のコストがかかる。さらに、保管中に食料の品質が低下

した場合には、購入価格と販売価格の差額で表される資本ロスが発生する。逆に、食料備蓄量



  

が尐なければ備蓄コストは尐なくてすむが、備蓄量不足による追加的緊急輸入の発生確率は高

まる。 

今後の食料備蓄の適正水準については、世界の穀物在庫率が近年低下傾向にあり、地球環境の

破壊の農業生産への負の影響が懸念され、WTO 体制の下で農産物貿易が拡大しているといった

事情を考慮すると、表 5 が示している現在の農産物の備蓄水準をさらに引き上げる必要があるよ

うに思われる。 

表 5 農産物の備蓄 

品 目 概    要 

米 100 万トン程度 

食糧用小麦 輸入麦の年間需要の約 2.3 か月分（ 100 万トン

程度） 

食品用大豆 年間需要の約 2 週間分（4.3 万トン） 

飼料穀物 配合飼料主原料の年間需要の約 1 か月（95 万

トン） 

 

食料備蓄は公的な備蓄に加え、各家庭で備蓄を保有することも必要である。また、各国が食料

備蓄を保有するとともに、地域で共同備蓄を保有して、大規模災害等の不測の事態が発生した時

に使用することも食料安全保障にとって有効な方策である。2004 年 4 月から始まった東アジア緊

急米備蓄パイロット・プロジェクトは、東アジア地域（アセアン 10 ヵ国、日本、中国、韓国）

における食料安全保障の強化と貧困の撲滅を目的とし、大規模災害等の緊急時に備えるものであ

る。事業経費は、日本のみが 6 年間で総額約 4 億円（約 351 万ドル）を拠出している。  

２）政治的・経済的危機 

政治的・経済的危機は、食料を国際戦略の武器として用いることにより発生する。米国は 1980

～81 年に、ロシアのアフガニスタン進攻に対する制裁措置としてロシアへの穀物輸出を禁止し

た。食料供給を輸入に大きく依存する日本は食料が武器として使われることを回避しなければ

ならない。その対策としては農産物輸出国と友好関係を維持するとともに、政治・経済の全般

にわたり国際協調に沿って行動することにより、日本に対して食料の禁輸措置がとられないよ

うな国際政治環境を作ることが有効であろう。 

さらに、農林水産省の「農林水産分野におけるアジア諸国との EPA 推進について」（2004 年）

で述べられているように、アジアにおける EPA の取組みを積極的に推進することにより、日本を

含むアジアにおける食料安全保障や食の安全・安心を確保するという視点も重要である。日本が

持っている先進的な農業技術を活用して、アジアを中心とする諸国と Win-Win の関係を構築した

り、「三方よし」の考え方で、アジアにおける食料安全保障や食の安全・安心を確保するという

視点も重要である。 

３）軍事的危機 

東西の冷戦構造が崩壊した今、世界的な規模の戦争が勃発する可能性は小さいが、アジアや北

アフリカ、中東には政治的・軍事的緊張が存在している。このため、海上輸送が全面的に途絶す

るなどの軍事的な危機が発生した場合への対応策を立てておくことは重要であろう。短期的対



  

策としては、緊急対策用の食料備蓄を国内に保管しておき、緊急事態発生と同時に食料の配給

制をスタ－トさせるための行政および法制面の準備をしておくことが必要である。しかし、食

料備蓄は一度だけ利用できるものであり、一度使えば払底してしまう。危機が継続する場合に

は備蓄だけでは不十分であるので、中期的対策としては、最低限必要な栄養水準を確保するの

に必要な農産物を国内で生産できるような潜在的な能力を確保しておくことは国民の安心につ

ながる。種子や生産資材（特に石油）の備蓄、土地資源、水資源の保全、労働力の動員計画を作

成しておき、緊急時に最低限必要な食料を国内で生産する準備をしておくことが必要となる。

スイスの食料安全保障政策にみられるように、危機の発生とともに最低限必要な食料の国内供

給ができるように、農業生産を迅速に転換する計画を作成しておくことが必要である 7）。 

 

（２）日本の食料安全保障政策の現状 － 不測時の食料安全保障マニュアル ー 

不測時の食料安全保障対策として政府は「不測時の食料安全保障マニュアル」を制定している。

このマニュアルは、不測の要因により食料の供給に影響が及ぶおそれのある事態に的確に対処

するため、政府として講ずべき対策の基本的な内容、根拠法令、実施手順等を示している。 

このマニュアルでは、日本の食料供給に影響を及ぼす恐れのある事態を、影響の深刻度によ

り3つのレベルを設定し、それぞれのレベルに応じた対策を整理している8）。 

① レベル0：事態の推移いかんによっては、特定の品目の需給がひっ迫して、食生活に重大な影

響が生じる可能性がある場合をレベル0としている。これは、レベル1 以降の事態に発展する

恐れがある場合であり、国内や主要輸出国において大不作が予測されたり、主要輸出国にお

ける突発的な事件・事故等による貿易等の混乱が予想されるような事態が含まれる。この対

策として、情報の収集・分析・提供や、備蓄の活用と輸入の確保、関係者の取組みの促進、

価格動向などの調査・監視が行われる。 

② レベル 1：国民が最低限度必要とする熱量の供給は可能と見込まれるものの、特定の品目の

需給がひっ迫することにより、食生活に重大な影響が生じるおそれがある場合をレベル 1とし

ている。これは、特定の品目の供給が平時の供給を 2割以上下回ると予測される場合である。

米の大不作の発生（例：1993 年の米不足）や主要輸出国における輸出規制の実施（例：1973

年の大豆の価格高騰）が該当する。この対策として、緊急の増産、適正な流通の確保、標準価

格の設定など価格の規制が取られる。 

③ レベル 2：国民が最低限度必要とする熱量の供給が困難となるおそれがある場合をレベル 2

としている。全ての食料の供給が概ね 2 割減尐して、1 人 1 日当たり供給熱量が 2,000kcal を下

回ると予測される場合。この対策として、1 人 1 日当たり 2,000 kcal を国内生産で確保するた

め、農地以外の土地の農業への最大利用、熱量効率の良い作物への生産転換、農業生産に必要

な石油の優先的割当が行われる。その一方で、食料の配給や価格統制を実施する内容となって

いる。  

 



  

（３）EPA と日本の食料安全保障 

日本政府は 1990 年代までは GATT による多角的貿易体制を重視し、EU、NAFTA 等の地域主

義的傾向を批判してきた。しかし、世界で FTA の締結数が増加する中で、2000 年頃より方針を

転換し、FTA を推進するようになった。2004 年の「農林水産分野におけるアジア諸国との EPA

推進について」の中で農林水産省は、アジアにおける EPA の取組みを積極的に推進することによ

り、「我が国を含むアジアにおける食料安全保障や食の安全・安心の確保、農林業・食品産業の

共存・共栄の実現、農山漁村の発展を図る」とした。さらに、「国内における農業生産を基本に、

食料の輸入、備蓄をバランスよく組み合わせることが重要であり、EPA を通じ、輸入先国におけ

る生産の安定を図るとともに、輸出規制、輸出税といった阻害要因の除去等に努め、食料輸入の

安定化・多元化を図る。」と述べ、日本の食料安全保障をアジア諸国との EPA 推進により実現す

ることを目指して以下の方針を示した 9）。 

1） 安全・安心な食料の輸入を確保するため、EPA を通じ、我が国の食品安全基準、動植物衛

生基準等が輸入先国に的確に理解・遵守されるよう努めるとともに、アジアの衛生水準の

向上に貢献する。 

2） EPA を通じ、原材料供給の安定化を図るとともに、食品企業が進出する相手国における公

正な競争条件の確保に努める。 

3） EPA を通じ、相手国の農林漁業者の所得向上につながる市場アクセスの改善や原産地規

則の設定に併せ、農林漁業協力等を適切に行い、農山漁村地域の生活水準や福祉の向上、

農林漁業労働者の権利の増進に努める。 

4） EPA を通じ、我が国で育成された植物品種などについての知的財産権の保護や、相手国の

輸出補助金の撤廃による公正な競争条件の確保に努める。 

 

８．TPP と日本の食料安全保障 

（１）日本がこれまで締結した FTA と EPA 

日本はこれまでシンガポール、メキシコ、ASEAN など 11 の国・地域と FTA を締結し、イン

ド、ペルーとの FTA に合意した。いずれの FTA においても、日本にとって重要な農産物は国境

措置の廃止から除外している。特に、こんにゃく（1,700％）、米（778％）、砂糖（328％）、バ

ター（360％）、小麦（252％）などは高い関税率により国内生産が保護されている。さらに、現

在、オーストラリア、GCC（湾岸協力会議、アラブ首長国連合、バーレン、クウェート、オマー

ン、カタール、サウジアラビア）と FTA 交渉が実施されている。農産物の重要品目の国境措置の

廃止除外が認められない可能性の高いオーストラリアとの交渉は難航している 10)。 

 

（２）日本の TPP（環太平洋連携協定）交渉への参加問題 

2010 年 10 月の臨時国会の所信表明演説で管首相は「TPP 交渉への参加を検討しアジア太平洋

自由貿易圏（FTAAP）の構築を目指す」と述べた。TPP 協定（P4 協定）は、ニュージーランド、

シンガポール、チリ、ブルネイの 4 か国による協定で、2006 年に発効している。2008 年に米国



  

が TPP 参加に向けた交渉開始を表明し、現在は米国、オーストラリア、ペルー、ベトナム、マ

レーシアを加えた 9 カ国が交渉に参加している。2011 年 11 月の APEC 首脳会議で妥結すること

を目指して現在進められている交渉は、P4 協定の拡大版という性格を持っており、高レベルの

関税撤廃が行われる可能性が高い。米国が主導して進められている交渉は、ゆくゆくは、APEC

諸国（米国を含む）の広域的な自由貿易圏である FTAAP を構築することを最終的な実現目標に

据えている。 

日本は、新 TPP 締結へ向けて交渉を進めている 9 カ国のうち米国、オーストラリア、ニュー

ジーランドを除いた 6カ国とはすでに FTAを締結している。従って、TPP交渉への日本の参加は、

実質的には日米、日豪の FTA 締結という意味合いが強い。 

TPP は、加盟国間の関税を撤廃し、サービス貿易、政府調達、競争、知的財産権、人の移動等

の取り決めを含んだ FTA（自由貿易協定）の一つである。TPP は日本がこれまで締結してきた FTA

とは異なり、原則として食料農産物を含むすべての品目の関税撤廃を短期間に実施することを

内容としている。農業に関しては、TPP 交渉中の 9 カ国には米国、オーストラリアという農業の

国際競争力の強い国が含まれているので、もし、こうした国との農産物貿易で重要品目の関税

を撤廃することになれば日本農業が受けるダメージは甚大であると予想される。このため農業

界からは、日本の TPP 交渉参加へ反対する意見が相次いでいる。 

現在進められている TPP の交渉内容に関する情報は不十分であるので、TPP 交渉の内容を把握

し、仮に日本が参加するとした時の条件を明確にする必要がある。特に、どの程度の自由化率

（96％以上の可能性がある）を求められるのか、日本がこれまで締結した FTA で例外扱いにして

きた重要品目の関税をどの程度削減・撤廃しなくてはならないかを明確にする必要がある。 

 

（３）国境措置撤廃による農産物生産等への影響に関する農林水産省の試算 

農林水産省は 2010 年 10 月に、19 品目（関税率 10％以上、生産額 10 億円以上）を対象に、①

輸入品と競合する品目は全て輸入品に置き換わる、②競合しない品目は安価な輸入品の流通によ

り価格が低下する、という前提を置いて、TPP 参加の日本農業に対する影響を試算した。 

   試算の結果は、農業生産額は4兆5千億円減尐し（5割減尐）、食料自給率は13％に低下する。

その結果、GDPは8兆4千億円（関連産業を含む）減尐し、就業機会は350万人減尐する。さらに、

農業の多面的機能は３兆７千億円程度喪失するという厳しい内容である。もしこのような事態に

なるとすれば日本の食料安全保障は危機的な状況になる。 

この農林水産省の試算は、そのタイトルに「国境措置撤廃による農産物生産等への影響に関す

る試算」とあるように、TPP の影響を試算した内容というよりは、全ての農産物の国境措置を全

世界に対して撤廃し、なんらの対策も講じない時の影響を試算したものである。従ってこの試算

は、農産物貿易を完全自由化し、国による保護政策を導入しないという極端な前提条件に基づ

く試算結果であり、日本が TPP に加盟した場合の農業生産への影響よりも過大な影響を試算す

る内容となっている。 



  

菅政権は、P4 協定をベースにして新 TPP、さらには FTAAP へと進展する大きな流れに米国と

ともに参加することで、日本経済の復活を図ろうとする成長戦略を打ち出している。この農林水

産省の試算は、TPP というよりは FTAAP、さらには世界に対する日本の食料・農産物市場を完全

に解放した時の日本農業への影響を試算したという性格を持っている。 

日本はこれまで 11 の国・地域と FTA を締結し、インド、ペルーとの FTA に合意した。これ

まで日本が締結している FTA は ASEAN が中心であった。これまでの FTA では農林水産物の重

要品目の国境措置の撤廃を除外してきたが、TPP では重要農産物を含め例外なく関税が撤廃され

る（もしくは例外品目がわずかなものしか認められない）可能性が高い。日本が TPP に参加する

ことは、これまで農産物の取り扱いに関して対立していたため FTA の締結が困難であった米国、

オーストラリア、ニュージーランドと FTA を締結することと等しい。TPP 交渉参加国には、米

国、オーストラリア、ニュージーランド、ベトナム、チリ等の農産物輸出国が多く、農産物を

含めた例外のない関税撤廃が求められる可能性が高く、既往 FTA のように重要品目の国境措置

の撤廃をすべて除外することは難しいと予想される。 

また日本が TPP に参加し、重要農産物を含め例外なく国境措置を撤廃することになれば、既

往 FTA の内容も見直して、重要農産物の関税を全部ないし一部撤廃する可能性が出てくる。TPP

に参加するとこれまで例外扱いにしていた重要品目の関税を撤廃しなくてはならなくなるため、

TPP 参加は日本の農林水産業に大きな影響を与えることになろう 11）。 

管首相は、日本農業の潜在力を引き出す大胆な政策対応を先行的に推進するならば、食料自給

率の向上や国内農業・農村の振興を支える強い農業の実現も、こうした平成の開国たる TPP への

参加と両立が可能であると強調した。しかし、1961 年の農業基本法制定以来の 50 年間の農業構

造政策の歴史が物語っているように、中・短期的にこうしたシナリオの実現は容易ではないと

予想される。 

人口大国である日本は世界最大の農産物純輸入国であるが、今後不安定性が高まることが予想

される国際市場からの食料調達への依存を過度に高めることは食料安全保障を損なうことが懸

念される。日本としては一定程度の食料生産を国内で維持していくことが望ましいが、TPPに参

加して農産物の関税が撤廃されると、輸入が増大して日本国内の食料生産が大きく減尐する可能

性が高い。TPPへの性急な参加は望ましくないが、仮に日本がTPP交渉に参加するにしても、現状

程度の国内食料生産を確保する条件を整備することが必要である。 

 

９．おわり 

（１）日本の食料自給率の低下と将来展望 

奇跡的な高度経済成長による所得の大幅な増加により食生活が洋風化、簡便化、高度化してき

たことが食料自給率低下の一つの原因をなしている。増加する畜産物、油脂類の需要を満たすた

めに飼料や油糧作物の輸入が増加した。また、中食、外食という食の外部化に対応して、外国か

ら食料・農産物が輸入されたことが食料自給率を低下させた。さらに、ドルに対して 4 倍以上に

円高が進行したことに伴う農産物・食料の内外価格差が形成され、相対的に安価になった農産



  

物・食料の輸入が増加した。また、農産物・食料の貿易自由化にともなう農産物輸入の増加が食

料自給率を低下させた。 

韓国も日本とよく似ており、この半世紀の間に同じようなスピードで食料自給率を低下させて

きた。日本、韓国という土地賦存条件や鉱物資源に恵まれない国が NICｓ型の経済成長を遂げた

結果として、農業の国際競争力を低下させ、農産物貿易自由化の進展につれ食料自給率を低下さ

せてきたという特徴がある。 

食料自給率を引き上げるための政策的な努力にもかかわらず過去 10 年以上にわたり食料自給

率は向上しなかった。国産食料から供給される熱量が 1996-2006 年間の趨勢に従って推移すると

仮定すると、2015 年における食料自給率は 39%にとどまるか尐し低下すると予想される。また、

2015 年までに食料自給率を 45%に引き上げるためには国産食料から供給される熱量がかなり増

加しなければならない。延べ作付面積を 10％程度拡大することが必要となろう。2010 年度に実

施された水田利活用自給力向上事業では、水田に主食用米以外の作物を生産した場合に、主食用

米を生産した場合と同じ水準の所得が得られるよう直接支払いを交付した。この事業の成果に関

するデータはまだ得られないが、延べ作付面積の拡大による食料自給率を向上させる効果が期待

される。食料自給率を引き上げるためには、国内農業生産の拡大に加えて食品の廃棄を減らすこ

とも必要である。 

1990 年代中頃以降農業部門の交易条件が悪化してきているので、この悪化部分を補填する政策

を導入することも必要である。 

 

（２）日本の食料安全保障 

グローバル化時代における日本の食料安全保障は、国内における食料自給力の維持・増加を基

本に、食料の安定的輸入、適切な備蓄をバランスよく組み合わせることが重要である。EPA を通

じ、日本の農産物の輸入先国における生産の安定を図るとともに、輸出規制、輸出税といった

阻害要因の除去等に努め、食料輸入の安定化・多元化を図ることが望ましい。 

1）国内生産に関する施策 

  国家がコントロールする農業から産業として自立した農業へ転換して、農業者や地域の主体

性と創意工夫が発揮できる環境を整備する。 

  農業・農村の 6 次産業化を推進して、農業とその関連産業からの所得で家計費が賄えるよう

な条件を整備する。 

2）食料備蓄 

家庭、基礎自治体、広域自治体、国、北東アジアでの備蓄等重層的な備蓄体制の整備を進め

る。 

3）食料輸入 

輸入先の分散、長期契約による安定的な輸入、開発輸入。 

 



  

（３）TPP 交渉参加問題 

日本が TPP に参加した場合には、米国、オーストラリア、ニュージーランドという産物輸出国

に農産物の重要品目を除外をするだけでなく、既往の 6 カ国の FTA を修正して農産物の重要品目

の除外を迫られることになる。さらに将来、TPP が核になって FTAAP へと進展することになれ

ばより多くの国に対して農産物の重要品目を除外することになる。現在進められている TPP の

交渉内容に関する情報は不十分であるので、TPP 交渉の内容の把握と、TPP へ加盟した場合に日

本への予想される影響を十分検討することが望まれる。特に、TPP でどの程度の自由化率（96％

以上の可能性がある）を求められるか明確にする必要がある。TPP への性急な参加は控えた方が

賢明と思われる。 
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