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農業生産の価値指標と食料自給率の課題

一経済連携の拡大と農業政策の対応一

清水昂ー*

(平成 22年 11月22日受付/平成22年 12月2日受理)

要約:政策目標として食料自給率の向上を掲け、ることにより，基本法農政は統一性のとれた政策体系となっ

ている。食料自給率自体は，生産や消費の実態を表わすものではなく，熱量というひとつの清報に集約され

た指標であり，園内農業生産の価値を示す指標となる。政策目標としての食料自給率は，あくまで指針であ

り拘束力を持たない。なぜなら，計画を達成するために国家が生産及び消費にまで介入できないという限界

を持つ。その意味で，きわめて形式的かっ象徴的な存在となる O しかし，ここに基本法農政の特徴を見いだ

すことができる。すなわち，多くの協策はこの食料自給率の向上のため，整合性を持って置かれている。基

本法農政は，貿易の自由化が進展するなか，わが閣における食料の安定的供給のため国内農業生産を増大さ

せるという基本姿勢の下に， 農業を守るという立場から， これまでの EPA交渉において農産物輸入を抑制

する役割を果たしてきた。しかし，次第に経済連携もレベルを高めている。 WTOもラウンド毎に関税率を

下げ， しかも重要品位の自由度を狭めているO また，経済連携は排{也的かっ差別的効果を強めている場合も

あるO 政府も， TPPを含め高いレベ/レの経済連携の推進を打ち出した。わが国農業にとっては，これらレベ

ルの高い経済連携には対応できず，大きなダメージを被ること必主である。少なくとも TPPは，現在のわが

国農業にはそぐわない。農業も，次第に国際化の方向への対応、を余儀なくされつつあるとすれば，現状の食

料自給率を基軸とした政策体系から脱却した対応が必要となる O 自由度のある 2間間経済連携から多国間へ

の移行，特に東アジア地域での共通市場を目指した経済連携が，地域の発展と将来のわが国そして農業に

とって重要となる。

キーワード:食料自給率，基本法，貿易自崩化，経済連携

1. はじめに

f農業基本法」に代わり， 1999年lこ「食料・農業・農村基

本法J(基本法)が制定され，食料自給率を政策目標とする

ことが初めて定められた。政策自標としての食料自給率

比農業者その他の関係者が，国内農業生産の増大とその

消費に取り組む際の指針として設定されることとなった。

基本法の最大の呂的である食料の安定的供給の確保にとっ

て，食料自給率の向上及び園内農業生産の増大は，当時の

農業を取り巻く状況から，政策的にも不可欠であった。現

在においては，農業のおかれた状況は，さらに悪化すると

ともに複雑化している。

園内的には，農業者の減少と高齢化の進行，農業後継者

難，耕作放棄地の増大，生産性の低下，農業所得の減少等

により，農業生産力は低下し農業の絶対的縮小が進んでい

る。このまま推移すると，近い将来農業が大きく後退する

ことが懸念されている。農業を維持発展させ，国民に対す

る食料の安定供給を確保すること， これはわが国の長い間

の目標であった。基本法農政にもそれは引き継がれてい

る。

他方，世界的にみれば，最近の国際穀物価格は， 2008年
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水準に次ぐ高値となっている O 世界各地での大雨や干ばつ

等の異常気象の影響による収量減や禁輸措霞，投機による

ものである。また，経済発展の著しい新興国での大量輸入

もその一悶となっている。将来の食料需給のひっ迫を見越

し，国外で農地を取得する国や企業の動きも出ている。同

時に，新興国や途上国における経済発展と人口増加は，食

料需要を含め世界経済の動向に次第に影響を強めている。

経済の国際化の進展により，農業も例外なくそれに巻き

込まれてきた。 GATTウルグアイ・ラウンドに続いて， WTO 

ドーハ・ラウンドおいても，関税の削減そして撤廃に関し

て交渉が続けられている。さらに， EPA， FTP等の経済連

携協定等も広がりを見せ，国際的な潮流となっている O わ

が国も出遅れたj惑はあったが，既に 10か留を超える EPA

の締結を行ってきた， しかし，農業分野の交渉は難航する

場合が少なくなかった。国内農業への影響が大きい重要品

目については，除外や枠内税率等の措置で対応してきたた

めである O その意味では，低いレベルの経済連指であった。

経済連携協定は，本来的には WTOの補完機能を担うもの

であるが，同時に WTOの理念とは相容れない排他性や差

別化をもっO この排他性や差別化の利益は，経済連携のレ

ベルが高まるほど大きくなる。その反田，対策が不十分な
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場合は大きな打撃を受ける分野もでてくる。閤擦競争力の

ない農業の場合がそれである。

2010年 11月に， 政府は高いレベルの経済連携に積極的

に取り組んでし、く姿勢を打ち出した。「包括的経済連携協

定に関する基本方針」がそれであるoTPPも当然そこに含

まれている。こうした内からの動きは，わが国農業にとっ

てはますます厳しい状況となっている。従来もそうであっ

たが，基本法農政は，特に食料自給率の向上を強く打ち出

した致策体系をとっている O ある意味では，そうした政策

であるが故に，農業に対する外圧の影響を最小限に抑えて

きたともいえる。

将来の準備がないまま，高いレベルの経済連携に農業が

引き込まれていくことは，それだけマイナスの影響も大き

い。こうした方向が，閤際的な識流であるとしても，十分

な準備と段i詩的な対応が求められる。それと同時に政策体

系の中で，食料自給率をどのように位置づけていくかが今

後の大きな課題となる。

本揺は，基本法農政のなかの食料自給率について，それ

がどのような経緯で政策目標として位誼付けられたのか。

また，その意義及び役割と課題についても考察してし吋。

さらに，貿易自由化の勤きが国際的に大きく拡大する中

で，食料自給率向上が持つ意味及び、輸出との関係を政策体

系として考察し，わが顕農業がどのような方向に進んでい

くべきかの糸口を見いだすことが主な課題である O

2. 食料自給率変化と農業生産の実態

(1 ) 食料自給率の性質と眼界

わが国の供給熱量ベースの総合食料自給率(以下，必要

ない限り，食料自給率と呼ぶ)は， 1960年には 79%とほぼ

8害IJの水準にあったが， 1970年には 60%，そして 1975年に

は54%と， f翠か 15年の間に大きく低下することとなった

(表1)。その後， 1985年までの 10年間の食料自給率は， 53%

前後の水準で、推移してきた。しかし，その後再び食料自給

率の低下が始まり， 1985年の 53%から 2000年の 40%に

まで低下した。それ以降現在までは，ほぼ 40%の水準を維

持している。このように，食料自給率の推移からみると，

その変化は大きく 4つの局面に分けられる。①食料自給率

が大きく母下する時期，②食料自給率の低下が止まりほぼ

一定水準に留まる時期，③食料自給率が再び低下する時

期，そして④食料自給率の低下が止まり再び一定水準に

留まる時期，の 4間面である。

ところで，今用いてきた食料自給率は，供給熱量を尺震

とした食料自給率を表わすひとつの指標であるが，この尺

度が異なれば，当然その水準も異なってくる O 生産額を尺

度とした生産額ベースの総合食料自給率からその変化をみ

れば， 1965年の 86%から 1985年の 82%まで，年次によ

り変動もあるが，傾向的にはそれほど大きな低下は示して

いなし、。また， 1990年には 75%となるが，それ以降 2009

年の 70%まで，緩やかな減少を示している O この 2つの食

料自給率の推移は，かなり異なった変化を示す。しかし，

これはどちらが正し L、かという問題ではなく，尺度の違い

からくるものである O

食料自給率に関しては，語々の問題が指摘されている1)。

しかし，本稿ではこうした点には立ち入らないことにす

るO それらの指摘を理解しつつも，むしろそれぞれの食料

自給率の浮在を認め，利用していくことにする。いずれの

食料自給率札農業生産及び食料消費の実態を客観的に表

わすものではなL、。食料自給率計算に用いられるデータが

持っすべての情報は，換算に用いられる尺度に集約され，

新たなひとつの情報となる。したがって，それぞれの食料

自給率は，強い相性を持ち同時に限界を持つ。こうした食

料自給率であるが，時系列的に変化をみたり，横断面的に

・地域を比較したりする場合は，それなりに有用な指標

となる。

食料自給率は，計算された結果としての数値そのものだ

けでなく，その数値を生み出してきた農業の実態や食料需

給の中身と関連付けて観察することが大切である。そのた

めには，他の多くのデータと関連させ分析していくことが

表 1 食料自給率のJ往移と関連指襟

供給熱 1人1日
間友毘

生産額
実質農業 幾業就

!湾左65
耕地雷 作付延

ま手
蓋ベース 当たり{共

産熱量
ベース 総是主出額

総人口
業人口

歳以上
穣 面積

農家戸数
自給率 絵熱量 自給率 人口

(%) (kcal) (kcal) (~も) (億円) (千人) (万人) (%) (万ha) (万ha) (千戸)

1960 79 2，291 1，810 74，506 94，302 1，454 607 813 6，057 

1965 73 2，459 1，795 86 82，732 99，209 1，151 600 743 5，665 

1970 60 2，530 1，518 85 92，914 104，665 1，025 18 580 631 5，342 

1975 54 2，518 1，360 83 99，357 111，940 791 21 557 576 4，953 

1980 53 2，563 1，358 77 92，206 117，060 697 25 546 571 4，661 

1985 53 2，597 1，376 82 101，126 121.049 543 27 538 566 4，376 

1990 47 2，640 1，241 75 97，396 123，611 482 33 524 535 3，835 

1995 43 2，654 1，141 74 93，302 125，570 414 44 504 492 3，444 

2000 40 2，643 1，057 71 91.295 126，926 389 53 483 456 3，120 

2005 40 2，573 1，029 69 85.142 127，768 335 58 469 438 2，848 

2009 40 2，436 974 70 一 127.510 290 61 461 422 2.521 

(資料)農水省『白書参考統計表~ w食料需給表』

(注)総人口は2005年までは掴勢調査， 2009年は捻言十銭である
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求められる。食料自給率の水準が高L、か低L功〉は，相対的

な問題であり，個人的あるいは政策的な価値判断に委ねら

れよう O しかし，大切なことは，上にみてきたように，食

料自給率は万能ではなく限界があること， このことを盟解

すれば，その数値を絶対視することや数植の小さな変化や

格差にとらわれての議論が，いかに非生産的であるかに気

付くであろう O

以下，わが閣における農業乞食料自給率の変化を軸に

考察してし、く。

(2) 食料自給率変化の 4局面

a) 第 1局面

第 1局面は， 1960~1975 年である。この期間の園内総生

(GDP)は， 1960年の 16.7兆円から 1965年の 33.8兆円，

1970年の 75.3兆円，そして 1975年の 152.4兆円へと， 5年

毎に倍増してきた。同時に，食生活の内容も，高度経済成

長による所得増加によって，質量ともに大きな変化を遂げ

てきた九しかし，閣内の食料供給体制は，この大きな変化

に対応できる状態にはなく，その嵩要を賄うため輸入に多

くを依存せざるを得なかった。

先にもみたように，この期間の食料自給率.は， 1960年の

79%から 1975年の 54%へと一貫して大きく低下した。今

日までのほぼ 50年間で，食料自給率が最も低下した時代

である。米ゃいも類需要の大きな減少，他方で畜産物，油

脂類等の需要増加は，飼料用穀物や大豆の輸入量を著しく

増加させた。また小麦の輸入も大きく増加した。これらは

土地利用型作物であり，わが国の農地告IJ約と小規模経営の

下では，増大するこれら需要を満たすことはできなかっ

た。食料総需要の増大は， 1人当たりの消費拡大だけでな

く，人口増加も少なからず影響していた。人口は， この期

間に 1，764万人(19%)もの大きな増加を示した。

この期間に農業の担い手である農業就業人口は， 1，454 

万人から半減に近い 791万人へと減少し，農家の兼業化が

進んだ。兼業化率は 66%から 88%となり， とりわけ第 2

語兼業農家主容は 32%から 62%へと大きく上昇した。同時

に，離農も進み，農家数はおよそ 100万戸の減少となった。

作付面積も 237万haもの減少をしてきた。減少が大きかっ

た作物は，麦類，いも類，豆類，雑穀，それに水稲である。

特に麦類は 134万 haにも及ぶものであった。また米は，

1970年慶から始まる減反政策による 29万 haであった。

米の生産・流通は，この後大きく変わっていくことにな

る。農業生産の内容は，農業基本法が推進した食料消費の

変化に合わせた，いわゆる作自の選択的拡大を通して進ん

でいっ fこ。

農業就業人口及び作付面積の大きな減少があったにもか

かわらず，実質農業総産出額(農産物総合価格指数でデフ

レート)からみると国内農業は増大していた。しかし，供

給熱量からみると，総計としては増加していたが，そこに

占める国産の熱量は大きな減少を示していた。農業生産指

数との関係で考えると，麦，いも，米等の熱量の高い品目

の栽培は大きく減少したが，付加価値の高い園芸(野菜，

果実，花井)や畜産の比重が高まっていた。この結果，実

霊的な農業生産は増加したが，熱量的には減少することと

なった。また，畜産物の自給率計算の方法も，国産熱量を

低下させたひとつの要閣である。畜産は輸入飼料に多くを

依存しているが，国産鍋料の割合分だけが国産の熱量とし

て評価されるお。

以上のように，この局面の特徴は，国内農業生産の増大

と国産熱量供給の減少の中で，輸入急増による食料自給率

の大きな抵下であった。

b) 第 2局面

第2局器は， 1975~1985 年の 10 年間である。この期間

の食料自給率は，先の減少が止まり， 53~54% の水準に

あってほとんど変化がみられなし、。表に掲載していない年

次を含めても， 52~54% 水準の範囲にある。 1973~1974 年

の第 l 次オイルショック，そして 1979~1980年の第 2次

オイルショックは，家計の消費需要にも影響を及ぼしたのo

l人当たり供給熱量は，総計及び国産とも微増傾向にある。

留産の熱量は，先の局面では大きな低下を示したが，一転

してこの局面ではそれが止まり微増となった。これは，第

i扇面で作付額積を減少させてきた作物が， 7.対話を除くと

減少もほぼ落ち着いてきたこと，逆に麦類は転作奨励によ

り増加してきたことで，少なくともこの時期までは，水稲

の作付面積の減少を除けば，生産面的には国産熱量を大き

く低下させる要医!がなくなったためである O このことは，

作付面穣の変化からも明らかなように， 10万 haの減少に

留まっていた。

こうしたなか，農業就業人口は依然早い速震で減少し，

高齢化も徐々に進みつつあった。農業産出額はほとんど増

加が止まった状況となってきたが，傾向的には微増を示し

ていた(1980年は米の不作で低い産出額となった)。人口

もまだ 910万人と決して少なくない増加がみられた。先に

みたように， この局面では供給熱量及び国産熱量がほぼ同

じ割合でやや上向きに変化していた。このため，食料自給

としては，ほとんど変化なく一定の水準を維持すること

となった。食料自給率としてはほとんど変化がみられない

が，その裏での農業生産は，農業就業人口の減少が進みな

がらも，成長作目への転換とそのウェイトを高め，舘かで

はあるが農業生産を伸ばしていた時期である O

農産物輸入額(名自〕は， 1960年には 6千億円であった

が，その後 1975年 3.3兆円， 1985年 4.0兆円， 2000年 4.0

兆円と変化してきたが， 1980年に 4兆円を超えてから後は，

ほぼ 4兆円台を維持している。また，農業総産出額は，

1985年をピークに，その後今日に至るまで低下の一途をた

どっている。これらの点からみると，農業生産の増大にも

この局面を境に，次第に陰りが出てきた。なお，栄養的側

面からみた l人 l臼当たり撰取熱量は，既に 1970年代前

半にピーク (2，280kcal合)を迎えており，したがって，こ

の第 2崩面の食料消費は最から質，そして品目構成への変

化を求めていった時代であったといえる。

c) 第 3局面

第 3局面は， 1985~2000 年である。この 15 年間は，再び

食料自給率が低下する局面である。食料自給率は， 53%か

ら40%へと低下した(但し 1993年は米の不作で自給率は
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表 2 品目別食料自給率

年
米 小麦 大R 野菜

(%) (%) (%) (%) 

1960 102 39 28 100 

1965 95 28 11 100 

1970 106 9 4 99 

1975 110 4 4 99 

1980 100 10 4 97 

1985 107 14 5 95 

1990 100 15 5 91 

1995 103 7 2 85 

2000 95 11 5 82 

2005 95 14 5 79 

2009 95 11 6 83 

(資料)農水省『食料祭給表』

37%であった)。この食料自給率の低下は， 第 l局面の低

下とは費的に異なるO すなわち，その特徴は，国内農業生

産が明らかに減少に転じ，輸入が増加したことである。農

業産出額は， 10.1兆円から 9.1兆円へと 1割の低下をした。

この農業生産の低下は，明らかに農業の絶対的線小を示す

ものである。国内農業生産の減少が，直接的に食料自給率

の低下に影響を及ぼすというパターンは，先の 2つの局面

では見られなかった。供給熱議がほぼ頭打ちとなっている

中で，国産の供給熱量は 2割強の低下をしている O すなわ

ち，単純にみれば熱量換算の国内農業生産は 2部の減少

をしたことになる O 農業産出額の減少との関係からみれ

ば，この減少の中身は，熱量の高い米や畜産物の生産減と

の関係がある。これら品目の自給率は，この第 3の局面で

最も大きく低下している(表 2)。

農業の担い手のさらなる減少と，特に高齢化が大きく進

んだ時期でもある。農業就業人口は 154万人もの減少を示

し， 2000年には 389万人となった。農業就業人口に占める

町議以上の割合は， 1985年の 27%から 2000年には 53%に

まで上昇した。農家戸数の減少も，この第 3局面が最も大

きく進み 154万戸の減少となり， 2000年には 384万戸となっ

た。作付面積は， 100万 ha以上も減少し，作付率が 100%

を割った時期である。水揺は生産調整がさらに進み，作付

面積は 56万 haの減少となった。品岳別自給率で比較的大

きな低下を示した品目は，先に指摘した畜産物とともに果

実及び野菜であり，果実は 30ポイント以上の低下を示した。

輸入農産物も品目数が増え，次第に国産農産物との競合が

強まってきた時期でもあった。なお，国内総生産の占める

農業総生産の割合は， 1960年 9.0%，1975年 3.8%，1985年

2.3%，そして 2000年日%と，経済発展とともに栢対的縮

小をしてきた。ところが， 1985年からは，相対的縮小とと

もに農業自体の後退による，今まで経験したことのない絶

対的縮小が始まることとなった。まさにこの時期は，国内

農業生産の低下と輸入増加による食料自給率低下の局面で

あった。

祭実 鶏卵
牛乳乳

牛肉 豚肉
飼料自

製品 絵芸界

(%) (%) (%) (%) (%) (%) 

100 101 89 96 96 

90 100 86 95 100 

84 97 89 90 98 38 

84 97 81 81 86 34 

81 98 82 72 87 28 

77 98 85 72 86 27 

63 98 78 51 74 26 

49 96 72 39 62 261 

44 95 68 34 57 26 

41 94 68 43 50 25 

41 96 71 43 55 25 

d) 第 4局面

2000年以降が第 4局面となる。この期間の食料自給率

は，既に広く知られているように，ほぼ 40%水準を長い間

維持している 0998年から 40%となった)。食料自給率が

ほとんど変化なく推移している状況は，現象的には第 2

面と似ている。

l人当たり供給熱量は， この局面に入り明らかに低下を

始めた。同時に，この供給熱量を構成する輸入熱量と

熱量は，ともにほぼ同じ割合で低下しているのも特徴的で

ある。輸入熱量の低下は，前の馬面まではみられなかった

初めての現象である。こうした熱量変化の状況は，食料自

給率の計算式から明らかなように，分母の供給熱量と分子

の国産熱量が，ほぼ同じ割合で低下してきた結果である。

第 2局面では，輸入及び国産の両熱量は僅かではあったが

増加する中で，食料白給率が一定水準を保持するという状

況であった。しかしこの局面ではまったく逆で，両熱量が

低下する中で，食料自給率が一定水準に留まった。

総人口は増加から停滞期に移行し，近年わが国有史以来

の人口減少という局面を迎えた。農業産出額は，前の局面

に引き続き低下の一途をたどっている O 農業生産基盤の弱

体化がさらに進み，第 3局面に現れた農業の絶対的縮小

が， この第4局詣でも進行している。農業就業人口の減少

はこの荷崩でも高く， 65歳以上の高齢化率は 2009年には

61%となっている，

3. 食料・農業・農村基本法における

食料自給率の位置づけ

(1 ) 基本法成立以前の輸入自由化の動向

わが盟が GATTに加盟し， 00際化の方向へ進み始めた

のは 1955年であった。その 5年後の 1960年には「貿易・

為替自由化計画大綱jの閣議決定がなされ，開放経済体制

への転換が大きく進むこととなった。 1962年 4月時点で

103あった農林水産物の輸入制限品目数は，同年末には 81

品目にまで減少した(表的。農産物の輸入は，食料需要の

増大と，市場開放措置によって大きく増加してきた。市場
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表 3 農林水産物の輸入制限品目数

年 品臣数 年 品目数

1962.4 103 1972 24 

1962 81 1973 23 

1963 76 1974 22 

1964 72 1989 20 

1966 73 1990 17 

1970 58 1991 14 

1971 28 1992 12 

(資料)農水省『農林水産統計~1994年

開放には，いくつかの昂面があったo 1960年の貿易・為替

自由化計画大綱の決定に始まり， 1963年の GATT11条留

への移行，そして 1964年の IMF8条国への移行， さらに

1968年の GATTケネディ・ラウンド交渉合意に伴う自由

化に関する閣議決定等があったの。こうして， 1972年には

輸入制限品毘数は， 24品自にまで減少した。この時期以降

は，輪入枠の拡大も進められてきた。 1973年は，アメリカ

の大豆，穀物の輸出規制があり，わが国にも少なからぬ影

響を及ぼした。こうした食料の輸出規制は，食料輸入依存

疫の高いわが国にとって，圏内農業の維持強化，食料の備

蓄，安定的食料輸入，不測の事態への対応等々議論を引き

起こす契機となった。

1980年代は，農産物の輸入自由化に関し，多くの変化が

あった。 1980年代前半，アメリカの財政・貿易赤字が大き

く増加する一方， 日本や当時の西ドイツでは黒字拡大が続

いていた。アメリカの赤字拡大のため，国際的な政策協調

が実施されることとなった。それは， ドル高是正のための

プラザ合意であり，他方では不均衡貿易の是正であった。

日米の農業協議もこうした状況の中で行われ， 1988年に牛

肉，オレンジ，果汁の輸入自由化が決まった。また，アメ

リカが提訴していた 12品目(プロセスチーズ¥雑豆，でん

粉，落花生，その他)の自由化について， GATTから裁定

があり，それを受諾したのが同じく 1988年であった。この

ロ品目に対するアメリカからの白由化要求は，既に 1981

年にあり，協議を重ねていたが GATT提訴となった輸入

出由化問題である。この 12品目問題は，わが国の GATT

11条困，そして IMF8条国への移行に伴い義務付けられ

た輸入数量制限の撤麗に違反したという内容であった。

ところで，その後の農産物輸入制限品話数は， 1990年に

は17品自となった。ウルグアイ・ラウンド交渉が合意さ

れる年の， 1993年 4月時点の輸入制限品目数は，前年と悶

じ12品目であった。この輸入制限品目の他に，国家管理品

目として，米，麦等6品目が対象となっていた。これらの

残された輸入制限品目数は，先進国の中でみても決して多

い数ではなかった。 以上のように，かなりのスピードで農

産物の輸入自由化を進めてきたが，わが国にとって重要度

の高い農産物は，毘家貿易や輸入数量害IJり当てを行ってき

た。また，輸入信IJ限品目から自由化品目へ移行させる場合

も，やはり重要性の高い品目には，高い関税率を課した。

例えば，輸入白血化後の 1993年における牛肉の実行関税

率は 50%であった。逆に，園内農産物と競合しない品目

は，関税ゼロ(無税)の完全告白化品目とした。例えば，

飼料用穀物(とうもろこし，小麦，グレーンソルガム)，大

豆，なたね，コーヒー豆，カカオ豆等は無税の品自であっ

fこ6)。

GATTでは，一定の条件の下において，輸入数量制眼や

輸出補助金等の例外条項を認めてきた。国家の農業への市

場介入は，日本に限らず多くの先進国で行われてきた。農

業は食料供給という重要な役割を持つ半面で，多くの財政

的支護を必要とする厄介な産業としても扱われてきた。例

外条項を簡にした貿易制限や輸出補助金等の先進国を中心

とした国家介入は，農産物貿易摩擦を増大させていった。

この摩擦は輸入国と輸出国間だけでなく，輸出補助金をめ

ぐり輸出国間でも問題となり，儲際ルールに則った自由貿

易の維持拡大という GATTの原則を，農業にも適用すべ

きという声が次第に高まっていった。 EUは1970年代まで

は穀物純輸入自であったが， 1980年代に入ると純輸出閣と

なり，アメリカと輸出閣で競合するようになってきた九

ウルグアイ・ラウンド交渉は，こうした時代的要請もあ

り，農産物の貿易自由化に関する初めての大きなテーマと

して， 1986年に始まり協議が重ねられた。 1993年の合意に

るまでの期間をみても，農産物の貿易自由化を目指した

jレールづくりが，いかに困難な交渉であったかがうかがえ

よう O ウルグアイ・ラウンドでは，市場アクセス，園内支

持，輸出競争の 3分野における保護水準の引き下げに関し

て，多くの時間が費やされた。特に，市場アクセスに関し

ては，輸入数量制眼による非関税措量を関税化するもの

で，この関税の段階的削減が義務付けられ， 1995年から

2000年までの 6年間が実施期間として定められた。わが国

は， この包括的関税化に対し一翼して反対の姿勢を示して

きたが，結局は米(ミニマム・アクセス)を除いて関税化

を受け入れることとなった。

こうした農産物の国際貿易をめぐる大きな動きと食料輸

入依存度の高まりの中で，国内農業生産基盤の劣弱化及び

農業生産の低下が次第に鮮明になってきた。

(2) 基本法農政における政策巨標と食料自給率

経済成長による食生活の向上とともに，貿易自由化の流

れの中で，わが留農業の生産基盤は弱体化しながら，食料

の海外依存を高めてきた。食料自給率の低下，農業就業者

の減少と高齢化，耕地面積の減少，さらに農業生産の後退

や人口流出に伴う農村におけるムラ機能及び活力の低下等

が食料・農業・農村基本法制定の背景にあった。加えて，

農業・食料に対する国民の関心と期待の高まりも，食料・

農業・農村基本法の推進に活かされていくことになる。

1999年 7月に， 21世紀における食料・農業・農村に関

する施策の基本的指針として「食料・農業・農村基本法J
(基本法)が制定された。この基本法は，基本理念として①

食料の安定供給の確保(第二条)， @多面的機能の発揮(第

三条)，③農業の持続的な発展(第四条)，④農村の振興(第

五条)の 4つを掲げている。最初の基本理念である，食料

の安定供給の確保については，①良質な食料を合理的価格
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で安定的に供給，@園内農業生産の増大を基本とし，これ

に輸入及ひ、備蓄を組み合わせた食料の安定的供給，③農業

と食品産業の健全な発展，そして④不測の事態における食

料供給の確保，を主な内容としている。このように，食料

の安定供給の確保は，まず国内農業生産の増大を基本とす

ると規定している。

これらの理念、に郎した施策を総合的かっ計画的に実施す

るため，政府は「食料・農業・農村基本計画J(以下，基本

計画と呼ぶ)を定めなければならないとしている(第十五

条 l項)。そして，十五条 2項で基本計画が扱う 4つの事項

が記されており，その中のひとつが「食料自給率の目標」

である。基本計画の中に定める食料畠給率の目標について

は， 1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，農業者その他の関謀者が取り

組むべき課題を明らかにして定めるものJ(第十五条 3項)

としている。ここに，食料自給率を政策目標とすることが

規定された。食料自給率を政策目標として定めたこと，こ

れが基本法農政のおおきな特徴である。また，農産物の輸

入に関しては， 1国内生産では需要を満たすことができな

いものの安定的な輸入を確保するため必要な施策を講ず

るJ(第 18条 1項)としている。このように，輸入におい

ても閣内農産物と競合しないよう配慮した，食料自給率の

向上を中心とした政策体系となっている。

以上を整理すると，政策目標としての食料自給率は，

内農業生産と消費の指針となること，すなわち国内農業生

と消費のあり方は，食料自給率の目標値によって決めら

れてくることになる。そして，個別品毘を積み上げた総計

としての農業生産の結果は，その達成疫が食料自給率とし

て検証(評価)される体系となっている。このことは，政

策的には食料自給率が農業(食事羽生産の価値指標となっ

ていることを意味する。

基本法制定に先立ち，その準備段階として 1997年

相の諮問機関である「食料・農業・農村基本問題調査会J

(基本問題調査会)が設議された。基本問題調査会において

は， 1961年に制定された「農業基本法Jに代わる基本法の

制定に向けて，農業政策の抜本的改革が検討されることと

なった。間年 12月に中間取りまとめが提出され，そして最

終答申 (1食料・農業・農村に係る基本的な政策に関し，必

要な改革を図るための方策に関する基本事項について(答

申)J)は翌年9月に提出されたへその後，基本問題調査会

の答申を踏まえて， 1998年 12月に「農政改革大綱jと，そ

れを具体的に推進するための「農政改革プログラム」が農

水省において取りまとめられた九基本法の内容は，

問題諦査会の答申から農政改革大綱へそしてこの大綱か

ら大筋で引き継がれてきたものである。

以下，食料の安定供給及び食料自給率に関し，基本問題

謁査会と農政改革大綱でまとめられた内容の概要について

みてみる。これにより，どのような議論を経て基本法に辿

りついたのかをうかがうことができる。基本問題調査会の

最終答申における食料の安定供給に関しては，園内農業生

窟を基本とし，輸入，備蓄を適切に組み合わせていくとい

う方向で整理されている。そしてこれに加え，輸入依存度

清水

をこれ以上高めないよう，農業構造の変革等により生産性

を上げ園内農業の維持・拡大を図るべきとしている。ま

に食料自給率については，熱量ベースの食料自給率は分

かりやすく国民も受け入れやすい指標であること，さら

に，生産と消費の双方にとっての指針ともなるので，政策

目標とすべきであるとしている。このように，国内農業生

産の維持・拡大を基本として，食料自給率を政策日襟とし

て位罷付けることが議論され，まとめられている O 食料自

給率の目標値に沿って国内農業生産を増大させ，同時にそ

れを国内消費に結び、つけることで輸入を極力抑えて，食料

の安定的供給を図っていくとする考えで，この骨子は基本

法に反映されていた。さらに，食料自給率が国民にとり受

け入れやすい指撲であるということは，国民を巻き込んだ

形で食料自給率向上の致策体系を可能とした。

中間取りまとめでは議論が分かれ，両論併記で整理され

ていた問。少数意見であるが，食料の安定供給については，

国内農業生産だけでなく輸入も考慮すべきという意見，そ

して食料自給率については，政策目標とすべきでないとす

る意見もあった。この意見の蝶要は，食料自給率を致策目

標としてその達成を図ろうとすることは，国民の食生活へ

の介入であり困難である O さらに，食料自給率は食生活の

内容次第で大きく変わりやすく，また食料自給率は国内農

業生産力を示す客観的な指標ではない，とする意見であ

るO これらは，ある意味で妥当な意見ともとれるが，結果

としては先にみたように，食料自給率は政策目標として位

置付けられることとなった。

農政改革大綱における閣内農業生産の維持増大に関して

は，基本問題調査会の答申を踏まえ，国内農業生産を食料

供給の基本に位置付け，それによって，安定的な食料供給

の確保と，不測の事態における食料安全保障を確保するこ

とが政策の大きな柱となっている。基本問題調査会の答申

と比べると，食料安全保障に関する考えがより強く表現さ

れた内容となっている。また，食料自給率については，政

策目標達成のための関係者の努力喚起及び政策推進の指針

として，明確に位置付けられた。また，農政改革プログラ

ムは，基本法で策定が定められた基本計画に対応するもの

であった。

(3) 基本計画の目標達成と意義

基本法によって策定が定められた最初の基本計舗は，

2000年3月に策定された。基準年を 1997年度とし， 2010年

度を自壊とした熱量ベースの食料自給率は， 45%に設定さ

れた。また，生産額ベースでは 74%に設定された。この時

代の食料自給率は，既に 40%水準に低下していた。しか

し食料自給率向上の兆しが見られないまま， 2005年 3月

に2囲自の基本計画が策定された。基準年は 2003年度と

し，熱量ベースの食料自給率は， 2015年度を目標として再

び45%に設定された。生産額ベースの食料自給率は 76%

に設定された。生産額ベースの食料自給率は，前回の基本

計画では参考として扱われたが，今回の基本計酷から正式

に採用されることとなった。すなわち，熱量ベースの食料

自給率だけでは，農業生産の実態が十分に反映されず，そ
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れを補う目的で併記されることとなった。ほぼ 5年毎に見

される 3度目の基本計画は， 2010年 3月に策定された。

基準年は 2008年度で， 2020年度を自標とする食料自給率

は，熱量ベースで 50%，生諜額ベースで 70%に設定された。

今回の基本計器における熱量ベース自給率の目標値 50%

は，前回の基本計画の目標であった 45%が，やはり達成さ

れないままの設定であった。

食料自給率は，基本法が制定された頃からほぼ 40%水

準を維持しているが，その中身は閣内農業生産が低下する

中での現象であり，既に分析したように，実質的に農業生

産が維持されているのではなく減少していた。自擦とする

食料自給率達成のためには，その基礎となる個々の品目の

目標が達成されなければならないため，品目前にも自給率

や生産量，さらに治費量の目課値も設定されている(表 4)。

基本計画では，加えて，品呂別に取り組むべき諜題も明記

されている。

食料自給率の目標値にどのような意義を持たせるかに

よって，その評価は分かれてくる。基本計画においては，

食料自給率の目標値の位寵づけを次のように記している。

「自給率は，園内の農業生産だけでなく，食料消費のあり方

によって左右されるものであることから，これらの目環

は，関係者が取り組むべき食料消費や農業生産における課

題が解決された場合に実現可能な水準として設定したもの

である 11)oJ食料自給率が食生活の内容によって変わりや

すいこと，また目標達成のため国民の食生活をコントロー

ルすることは難しいこと等の考えは，既に基本問題調査会

表 4 品目別自給率目標と算定前提の生産数量尽標

自給率(%) 生産議(万t) 消費(kg)

品目 2008年 2020年 2008年 2020年 2020年

(基準年)(目標年)(基準年)(包標年)(1人舗年)

主食用米 95 96 881 885 

米粉用米 0.1 50 

飼料用米 0.9 70 

麦 14 34 88 180 

大変舗襟麦 11 16 22 35 

そ 1;1: 21 43 2.7 5.9 

かんしょ 96 98 101 103 

ばれいしょ 76 84 274 290 

大 ヰZコム 6 17 26 60 

なたね 0.04 0.4 0.1 1.0 

野 菜 82 85 1，265 1，308 

果 実 41 41 341 340 

主主 手L 70(30) 71(47) 795 800 

牛 肉 44(12) 45(19) 52 52 

稼 肉 52(6) 55(10) 126 126 

鶏 i淘 70(8) 73(14) 138 138 

鶏 os 96(11) 96(18) 255 245 

砂 糖 38 36 94 84 

茶 94 98 9.6 9.5 

飼料作物 79 100 435 527 

(資料)農水省『食料・農業・農村基本吉十脳』平成22年3fJ

(注)1.朗料作物の単位は万TD:-Jトンであるー

2畜産物のo内の数字l士宮崎料自給率を考慮した値
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の議論の中にあった。結局，目課達成は関係者の努力次第

であり，その未達成は努力が足りなかった結果ということ

になる。あるいは，取り組むべき課題が関係者にとって難

しすぎた結果とも考えられる。食料自給率の目標値は，

態としての生産及び消費を示すものではなく，国内農業生

産増大とその国内消費の指針であり努力目標に過ぎず，そ

れ以上でも以下でもないことになる。すなわち，政策自標

としての食料自給率を達成するためには，生産及び消費の

両面において国の強いコントロールが必要となろう。しか

し，そのことは留が盟民の食生活や農家の生産活動にまで

介入することであり，不測時以外では許されざる行為であ

る。そのため，指針あるいは努力毘標に皆めざるを得ない

ことになる。農水省では，品目別に生産量，消費量に関し

て実績値との比較をすることで検証を行っている 12)。しか

し農業生産トータルとしての政策目壊である食料自給率

については，単なる指課に過ぎず，実績と呂標値の比較以

上のことは，食料自給率の性格から限界がある。このよう

に，政策目標としての食料自給率は，きわめて象徴的かっ

形式的な存在とならざるを得ない。

しかし，あえて食料自給率を政策自標とすることには，

それなりの意義があった。すなわち，農業を取り巻く内外

の厳しい状況のなか，まさに抜本的な食料農業政策が必要

となっていた。「食料自給率の向上Jを頂点に掲げた統一性

の高い基本法農政の政策体系は，農業を守り国民の食料を

安定的に供給するという立場を貫くことで，諸施策の一体

化と国民からの共感を得やすいという特徴を手ました政策体

系を形成しているとみることもできる。

4. 経済連携と農業

(1) WTOの動向

1993年同月 GATTウルグアイ・ラウンド交渉が合意

に至った。わが国の代表農産物である米のミニマムアクセ

ス(後に関税化に切り替えた)も， このときの合意事項の

ひとつであった。ウルグアイ・ラウンド農業交渉は，先進

国を中心とする補劫金付き輸出競争，さらに国内農業への

補助や関税障壁等の問題を背景として， 3分野(輪出競争，

園内支持，市場アクセス)における保護水準を引き下げる

交渉が中心であった。この時の平均関税削減率は 36%で

あった。その後 1995年 1月に GATTを引き継ぎ，それを

さらに発展させた国際機関として WTOが発足した。

GATTウルグアイ・ラウンド合意により，関税措置が

とられ，関税以外に輸入を制限するものは撤廃された。そ

の後の WTOドーハ・ラウンドにおいても，関税率引き下

げ交渉が続けられている(先進冨平均 54%の削減が見込

まれている)。

わが国においては，基本法の制定により食料自給率の目

標値を指針として，国内農業生産の増大が留られる仕組み

となっている O そして，圏内生産で需要を満たせないもの

を輸入するという基本姿勢にある。 GATTウルグアイ・

ラウンド合意までは， 日本をはじめ先進国では，農業に対

して様々な保護政策がとられてきたが，合意後は圏内支持

政策も市場アクセスと同様に，削減が義務付けられた。こ
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の対象は，いわゆる黄の政策 (AMS)で，貿易にとって最

も歪曲的な市場価格支持や不足払い等の国内支持である。

わが国は，アメリカやEUよりも早く，既に約束水準の 14%

(前減率 86%)まで削減したl九農業に対し，生産を助長す

る直接的な保護政策は， WTOでも認められなくなってお

り，国際ルールに抵触しない緑の政策や青の政策に移って

いる。貿易歪曲性がないか最小隈の政震で、ある緑の政策に

は，試験研究，基盤整備，生産に関連しない収入支持等が

対象となっている。わが圏で始まった個別所得補舘方式は

そのひとつである。

2000年3月に， WTO体制下での農業交渉がスタートし，

2001年 11月に， カタールの首都ドーハにおける WTO関

僚会議で，新ラウンドが立ち上げられた。いわゆるドー

・ラウンドである。このドーハ・ラウンドは，従来のラ

ウンドが先進国中心であったのに対し，途上国の立場を重

視した費易を通しての開発も重要課題として位置づけられ

たため， rドーハ開発アジェンダjと呼ばれる。

WTOにおいても， GATTから引き継いだ貿易の自由化

を促進する国襟ルールづ、くりを行うため，多国間貿易交渉

が行われる。しかし，加盟国が増加し途上国の経済発展

や新興閣の台頭によって，国家間やグループ間の利害関係

は棲雑に絡み合い，貿易に関する共通ルールづくりもより

多くの議論と時間を要するようになってきた。 GATTか

ら引き継いださらなる保護水準の引き下げの課題を含め，

ドーハ・ラウンドは未だ合意に至っていなし、。 ドーハ・ラ

ウンドにおいて，わが国は交渉の基本的姿勢として①農

業の多面的機能への配慮，②食料安全保障の確保，③農産

物輸出国と輸入国間のバランスのとれた貿易jレールの確

立，④途上田への開発の賞献等を掲げ，殊にそれぞれの国

の持つ，多様な農業の共蒋を強く訴えてきた。

ドーハ・ラウンドで農産物貿易に関して主要な議論と

なっているのは，ウルグアイ・ラウンドの時と伺様，市場

アクセスに関する点である。また，国内支持政策において

も，同様に削減が進められているが， この国内支持に関し

ては，特にアメリカの貿易歪曲的な層内支持である補助金

の削減が争点になっている O ところで，市場アクセスにつ

いては，一般品目の関税の削減幅や上隈，そしてそれを免

れる重要品目の数や扱いが大きな議論となっている。枠組

みでは 2004年に既に合意に至ったが，ルール作りまでに

はまだ多くの議論を残している。農業交渉で合意した枠組

みは，一般品目と重要(センシティブ)品目に分けて議論

していくこと， 一般品目では現関税が高いほど削減幅 (4

階層)を大きくすること，そして重要品目では一般品目よ

り緩やかな関税削減と関税制当拡大をセットとすること，

等であるω。この合意後既に 6年以上が経過している。議

長テキストや調停案が提出され，議論が重ねられている

が，具体的な数値が示されての議論となっているため，多

くの国・地域，またクソレーフ。間での利害対立も具体化し，

合意に至っていなL、。

一般品目の最も上の階層は，削減前の関税率 70%以上

が対象となり，その賠層での関税削減率は 70%程度にな

るとみられている。削減前の関税率が最も低い最下膳で

J青7Jく

も， 50%の関税削減率が見込まれている。一般品目の関税

削減の適用が困難な品目については，先に述べたように重

要品自とすることができるが，その対象とできる数につい

ては，一般品自の関税削減との関連もあり自由度が低いこ

とから，わが国を含め食料の輸入依存の高い固としては，

さらなる重要品目の拡大を求めている。今後の交渉にもよ

るが，仮にー殻品目のこうした大きな関説削減率と，重要

品目の対象数や取扱い方がかなり制限された形で合意がな

されるとすれば，わが国農業にとって一層厳しい状況に追

い込まれることになる。

(2) 経済連携協定の動きと農業

こうした多国間の貿易の国際ルールを決める WTOに対

し，在日を集めてきたのが FTA(自由貿易協定)や EPA

(経済連携協定)である。また最近では TPP(環太平洋パー

トナーシップ協定)の動きも注呂されている O 自由化を目

指した貿易の国際jレールを決める WTO農業交渉は，食料

純輸出国，食料純輸入国，そして発展途上国などのグルー

プ閣での利害対立も大きく，貿易ルールの大枠の決定すら

も長い年月を要するようになってきた。こうした WTOに

おける多国間での調整の難しさと煩わしい交渉を避け，実

利と即効性を求めて，上述したような経済連携(本稿では，

包括的経済連携と特に区別しないで「経済連携jを能用し

ている〉が進められてきた。 WTOの加盟国への差別なき

一律の適用と異なり， これらの経済連携においては，その

合意内容は締結当事国・地域のみに適用されることから，

双方での利害調整の交渉を直接に行えるというメリットが

あり， こうした経済連携が国際的な流れとなってきた。

FTAやEPAは， WTOの補完的役割jを担うものである。

関税の削減・撤廃(原則撤廃)による物・サービスの自由

貿易の推進を中心とした協定が FTAであり， そして物・

サーどスだけでなく投資，知的財産権の保護，人の移動，

協力等を含めた協定が EPAである。これらの経済連携は，

2宙開協定及び多国間協定があり， 現状では 2園間協定が

中心で、あるが，次第に多国間協定への動きも活発化してき

た。わが簡は， こうした経済連携への取り組みにやや出遅

れた感もあったが， 2002年にシンガポールとの閤で，最初

のEPAを締結した。その後， メキシコ， マレーシア， チ

リ，タイ，インドネシア，ブルネイ，フィリピン，スイス，

ベトナムとの間に EPA，そして ASEANとの間に包括的

経済連鴇協定 (CEP)が発効している。また，インドとの

交渉も完了している。さらに，交渉中の国・地域は，韓国

(EP A， 2004年以降中断)，湾岸協力理事会 GCC(FTA)， 

オーストラ 1)ア (EPA)である。この{也共詞研究として

は，日中韓 FTA共同研究やそンゴjレとの EPA官民共同

研究も行われている O しかし，主要貿易相手国(地域)で

あるアメリカ， EU，中国，台湾等との FTAやEPAの締

結を前提としたプロセスはまだ開始されていない。これら

4か国・地域は， わが国の賀易総額に占める順位でみると

(2009年)，上位5か閣にランクされており，きわめて強い

経済関係にある。

これまで，わが国が行ってきた経済連携において，ほと



農業生産の価値指標と食料自給率の課題 265 

んどの交渉で問題となってきたのが農業分野である。わが

留の基本的立場として特に米，小麦，乳製品，牛肉，粗糖

等の重要品告は，その保護の立場から関税削減を強く抑え

ること(数量割り当て・枠内税率)，あるいは交渉からの除

外品目として扱ってきた(表 5，表的。こうした重要品自

の例外的な扱いに対し，農業分野での様々な援助協力を行

うことで理解を求め，合意を引き出す場合もある。例えば，

インドネシアに対する農林漁業者への生活向上lこ寄与する

農林水産業への協力，タイに対する食品衛生水準の向上や

両国農協間の協力， フィリピンに対する小規模農家の生活

向上に寄与するためそれら農家の生産する果実の市場アク

セスの改善，ベトナムに対してはインドネシアと同様な協

力等が指摘できる 15)。直接的な財の貿易だけでなく， こう

した協力事業を行っていくことは，両国間の理解と協調関

係を築く上でも重要な手段となろう。こうした協力事業

は，相手国がそれを欲し期待がなければ成立しなし、。その

意味では少なくとも先進国が相手の経済連携には通用しな

いことになる。

このように，これまで行われてきた経済連携の農業分野

比関税の撤廃ないし大幅な削減という高いレベルの経済

連携からすれば，結果的には低いレベルの経済連携とな

るO 現在，交渉が難航しているオーストラリアとの EPA

表 5 日本の高関税品医

品目
関税額 従価税換算値

円/kg 呼も

精 米 341 778 

麦 55 252 

大 麦 39 256 

脱脂粉乳 21.3%+396 218 

1¥ タ 29.8%+360 360 

で ん 粉 119 583 

雑 豆 354 403 

粗 糖 71.8 328 

(資料)農水省 WWTO農業交渉の主な論点~ 2010年

表 6EPAにおける護委農産物の取扱い

締結閤
品 自

米 小麦 バター 牛肉 粗糖

シンガポール 除外 除外 除外 除外 除外

メキシコ 除外 除外 除外 関税害IJ当 除外

マレーシア 除外 除外 除外 除外 除外

チ リ徐外 徐外 除外 関税割当 除外

タ イ除外 除外 除外 除外 除外

インドネシア 除外 除外 除外 除外 除外

ブルネイ 除外 徐外 除外 除外 除外

A S E A N 除外 除外 除外 除外 徐外

フィリピン 除外 除外 除外 除外 除外

ス イ ス 除外 徐外 除外 除外 除外

ベトナム 除外 除外 除外 除外 除外

も，オーストラ 1)アが求めているのは，わが国にとっては

重要品目である牛肉，乳製品，小麦，粗糖等の市場開放で

ある。日本とすれば，米を含めたこれら重要品呂は，自由

化により大きな打撃が懸念される品呂である。そのため，

これまでの EPA交渉においても，例外品目として切り抜

けてきたという経緯がある。しかし，この交渉はこれまで

締結してきた交渉よりも，農業に関してはるかに重みを

持った内容であり，わが国にとっては今後の他国との経済

連携交渉にも大きく影響を及ぼすことになる。

ところで，アジア太平洋地域には， TPP 以外にも FTAAP

(アジア太平洋自由貿易圏構想)，中国の提案による EAFTA

(東アジア自由貿易閤構想)いわゆる ASEAN+ 3 (El . 

中・韓)，そして日本の提案による CEPEA(東アジア包括

的経済連携構想)いわゆる ASEAN+6(日・中・韓.EP • 
. NZ)等が 2005年以降に立ちあげられ， 日本も加わり

研究や議論が進められている。わが閣としては，その立地

的条件からしても，東アジア習での経済連携，すなわち

ASEAN十3やASEAN十6の構想を，中心となって実現す

る方向で検討してLぺ必要があろう。特に，アメリカ圏や

ヨーロッパ園に対し，アジア留としての経済連携は遅れて

いる。経涛的水準も欧米に比し低位にある国が多い。財-

サーどスの交易だけでなく，広く操々な協力の可能性も残

されており，東アジア圏としての発展にも質献もできる。

東アジア圏の農業はその気候風土からも，欧米とは大きく

異なる。それぞれの園における農業のあり方や農産物貿易

に関しでも，共通した認識に立って議論ができょう。もち

ろん，わが国の農業保護の立場からだけの発想であっては

ならないし，まずは信頼関係が大切であるO そのためにも，

既に発効している EPAに対しての責任ある対応と関係の

強化が，そして未締結国とはその交渉を進めていくことが

求められる。

地域経済連携を推し進めた典型的な剖は， EUであるo

EUはEEC，ECを経て経詩間盟を深めて今日に至ってお

り，域内での農産物交易は盛んで，多くの国において輸出

入とも大きくなっており，交易を通して経済活動領域を拡

大してきた(表 7参照)0EUとは様々な点で条件が異なる

が，東アジア習における共通市場を考えていくことが，長

期的にみたわが摺及び、東アジア地域における安定的発展の

ひとつの方向と考える。

(3) 経済連携と差別化

ウルグアイ・ラウンドの時代も， FTA及びその地経済

連携は，多角的自由貿易体制の整合性確保のための手段と

して積極的に議論され推進されてきた。しかし半面で， こ

れら経済連携は，締結国が WTO交渉で自己グループの利

益のため強い発言力や決定力を持つこと，加盟していない

地の園・地域に対し差別化や排他性があること等が開題に

された時期もあった。しかし，そうした議論とは裏腹に，

EPAやFTAはじめその他の経済連携は明らかに拡大し

ており，締結さ当事国間のメリットだけでなく，むしろ差別

化や排他性の持つメリットを積極的に享受する場合もあ

(資料)内閣府『包括的連携に関する打合せ資料~2010年10月 る。
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排他的かつ差別的なj7IJとして，最近日本の製造業界(特

に，自動車，家電)で懸念されているのは，韓国と EUとの

間で倍ばれた FTA(署名 2010年 2月，発効 2011年 7月)

である。現在の EUにおける関税率は，例えば乗用車 10%，

薄型テレビ 14%，液晶テザィスプレイ 14%，電子レンジ 5%

等である。 FTAが発効されれば，近い将来に関税率はゼロ

となる。技術，品質差がほとんどない製品の場合， 日本の

企業にとり輸出競争では明らかに不利な立場に立たされる

ことになる。まさに韓国と EUの FTAの発効は， 日本を

含め EUとFTAあるいは他の経済連携協定を結んでいな

い国・地域に対しては排他的となる。また韓国の企業に

とっては，日本をはじめそれら製品の輸出競争国に対して

は，差別化を図ったことになる。

もちろん， こうした経済連携は両当事国・地域にとって

競合する部分も少なくなL、。例えば，車や繊維等において

は，その生産の比重が大きい EUの関係国からは，韓国か

らの輸入増による打撃が懸念されている。また，韓国にお

いても日本同操，農業は貿易自由化に対し大きな課題、を抱

えている。この EUとの FTAで， マイナスの影響を大き

く受けるのが農業である。韓国にとって重要農産物である

米，とうがらし，ニンニク，たまねぎ等 10品目は，重要品

目として関税撤廃の対象外とされ，また豚肉，鶏肉，酪農

品，冷凍サパ等は，関税撤廃まで 5~15 年の猶予期聞が設

けられた。他方で， EUからの輸入拡大が予想される品目

は，豚肉，鶏肉，チーズ，ワイン，ジュース，果実等であり，

国内農産物やその加工品との競'合が懸念されている。しか

し， こうした点は既に織り込み済みで，経済全体として利

をとったことは明らかである。韓国に限らず，水準の高い

経済連携協定に取り組もうとすれば， ~'，.J ~、部分でこうした

問題は必ず起こり得る O そうした部分をどうフォローしケ

アしていくかの早期からの十分な対策が必要となる。

わが国においては，最近急速に経済連携協定に関する議

論が高まってきている。この直接の契機と考えられるのが，

韓国の動きである O 韓国は， EUとの FTA締結以前に，既

にアメリカとの間で FTAに署名 (2007年 4月〕している。

このアメリカとの FTAは， 車と農業が争点となっていた

が，一応の合意に至った。しかし，その後の経済金融危機

によるアメリカにおける自動車産業の再建問題，他方韓国

では米は除外したもののその他農産物への打撃が懸念され

ることから，批准が遅れているともいわれている。このア

メリカとの FTAも， 韓国農業の将来にとって非常に大き

なダメージがあるとの研究もある 1630 ともあれ， こうした

韓国の動きに対し，わが国の産業界や政府が敏感に反応を

始めた。

5. 経済連携協定と農政の対応

ーまとめにかえて-

2010年 11月に閣議決定された「包括的経済連携協定に

関する基本方針J17) (以下，基本方針と呼ぶ)が公表される

と，直ちに大きな議論を呼び起こした。農家・農業団体や

国会議員のなかで‘も少なからぬ反対意見が出たため，政府

は実施を半年ほど先延ばしすると発表した。この基本方針

清水

の骨子を整理すると，以下の通りである。①世界の潮流か

らみて，遜色のない高いレベルの経済連携を推進する。②

わが国の主要な貿易相手国や地域及び経済的，外交戦略的

観点から重要と判断した国・地域との包括的経済連携強化

を目指す。③EPAや経済連携において， 重要品目につい

ては配慮を行いつつすべての品目を自由化交渉の対象とす

る。④TPPに関しては，情報収集を進めながら対応してい

くが，国内環境整備を進め早急に関係固との協議に入る。

⑤高いレベルの経済連携強化に向けて「国を聞く」という

観点から，農業分野，人の移動分野，規制制度改革分野の

適切な園内改革を先行的に推進する。

このように，産業的には農業へのマイナスの影響が指摘

され，その抜本的国内対策の検討についても他の個所で触

れている。果たして，+分な対策が可能なのであろうか。

今までも，農業に対しては多額の財政的支出や補助金等を

投入してきた。また， GATTウルクアイ・ラウンド合意に

よる関税化措置の対策費として 5年間で 6兆円の財政的

支出がなされた。ところが，既に食料自給率の変化から農

業の実態を検討してきたように，農業の生産基盤は劣弱化

が進み，農業は明らかに絶対的縮小産業と化してしまっ

fニ。

TPPはEPAや FTAと異なり，全品目例外なき関税撤

廃が原則であり，それが実行されれば特に農業分野は大き

な打撃を受けることは必至である。政府の包括的経済連携

協の基本方針に対して，経済団体からは，農業への影響に

対する懸念が主たる要因と考えるが，TPPへの参加判断

が遅れると，わが国が不在のままアジア太平洋地域の貿

易・投資ルール作りが進み，国益を損ねかねないので，一

刻も早い政治決断を行うべきである， とする意見が，基本

指針の発表直後に出されたlB)o また，経産省では経済連携

が締結されない場合の国失試算を，他方農水省では逆に締

結された場合の農業の損失試算について公表している。農

水省試算では主要 19品目を対象に，世界が完全な関税撤

廃の状況にあるという前提で，農業生産額が毎年 4.1兆円

の減少， 農業の多面的機能の喪失が 3.7兆円，食料自給率

は40%から 14%にまで低下，そして就業機会の減少は 340

万人になるとしている O 他方，経産省、の推計は， 日本がい

ずれの経済連携も締結せず，韓国がアメリカ，中国， EUと

それぞれ FTAを締結， そして対象は自動車・電気電子・

機械産業とし， 2020年に日本商品が市場シェアを失うこと

による関連産業を含めた影響は， 実質 GDPで1.53%の減

少，金額で 10.5兆円のマイナス，また雇用は 81.2万人が減

少するとしている IYJ。

生産基盤が弱体化し農業生産は減少しているわが国農業

にとって，経済連携のレベルが上がるほど打撃は大きくな

る。また，これまでの， EPAや FTAの交渉に際しては，

経済連携による農業への影響，そしてそのために必要な講

ずべき対策等については，特に広く議論されてこなかっ

た。別の言い方をすれば，その必要がなかったともいえる。

食料自給率の向上のため，国内農業生産の増大を図るとい

う基本法のまさに基本的な立場から，重要品目の除外，害iJ

当数量・枠内税率といった方法で重要な農産物の開放は可
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能な限り抑制してきた。このように，これまでの交渉にお

いては，基本法の政策体系からすれば，農産物輸入を極力

抑えるように交渉を行ってきたとしても何ら問題はなく，

むしろ当然であったといえる。

したがって，仮に，高いレベルの経済連携が推進され，

それに関連した対応策がとられるとすれば，現行の農業政

策の要である基本法との調整が必要となってこよう O 基本

法農政においては，食料自給率向上のために，器内農業生

産の増大とその国内消費が対の関係を持って推進される体

系になっており，この関係を断ち切る農産物輸入の増加は

原則的に相容れないことになる O すなわち，現状の基本法

をそのまま残し，高いレベルの経済連携を行うことは，農

産物輸入の増加を許容することであり，それは国内農業生

産の増大とその消費との関係及びそれを規定する政策目標

としての食料自給率向上の存在意義を失うことを意味し，

基本法の理念，農政の体系，そして施策内容との矛盾を拡

大させることになる。それはまた，農業切り捨て論にも通

ずる。

圏内食料消費が一定で，輸出はなく，国産及び輸入の割

合も一定のまま推移しているとすれば，輸入の増大は供給

過剰となり，価格の下落を引き起こし，やがて国内農業の

衰退へとつながる。この回避は，基本的には輸入を規制す

ることができないとすれば，輸出を行うことが残された道

となる。輸入の増加に見合って輸出が行われれば，食料自

給率は不変となる。もちろん，職人品との競合に打ち勝つ

場合もあろうが，それはここでは捨象しておく。また，問

時に園内生産量も増大したとすれば，輸出をさらに増大さ

せる必要がある O この場合の金料自給率は向上する。国内

農業にマイナスの影響を及ぼすよりレベルの高い経済連携

が行われる場合， この単純明快な輸出の増進が可能か否か

にすべての農業の将来がかかってくる O

しかし国際的な環境からすれば，既に触れたように，

現状では経済連携は低いレベルにあるとしても， WTOで

はラウンド毎に関税率の削減は進み，また重要品目に関し

でも自由度は狭められている。この水準が貿易のボーダー

となる。そのため経済連携は，その水準と問じかそれ以上

の自由化となる O この意味でも，経済連携のレベルは向上

してLぺ。したがって，その方向での対応が急がれねばな

らなし、。キーポイントは輸出の増進である。この単純な論

理であるが，この達成を可能とする対芯策が行われないと

すれば，農業は直接に大きな打撃を被ることになるO 経済

連携のレベルは別にしても，農業へのダメージの対芯策や

国内農業の生産講造の強化及び生産性を高める政策は，輪

出の増進と対応付けることが必要となってくる O 施策の結

果が輸出の増進となって表れてこなければならない。単な

る指針や目標であってはならないし，関係者は主体的に取

り組まねばならない。これはきわめて蔽しい条件である

が，農産物輸出が増進されない限り，明らかに農業は後退

し，衰退していくことになる。

ここで， r閣内農業生産の増大Jr食料自給率の向上Jr輸
入の増大Jr輸出の増進Jという 4つの概念を考えてみよ

う。輪入の増大は避けられないという前提に立ち，輸出を

強く意識するとすれば，模式的には，圏内農業生産の増大

→輸出の増進→輸入の増大→食料自給率の向上=食料の安

定供給の確保，という流れが考えられる。この場合，国内

農業生産によって国内消費用とともに輸出用も生産される

ので，一体的に扱うことも場合によっては必要となろう。

食料自給率は国内食料消費(輸入+国産の消費)が一定と

すれば，居内農業生産と輸出に依存してくる。上の摸式で

は，食料自給率は結果として付いてくる考え方であり，体

系の中心は輸出を含めた閣内農業生産に置かれているO 境

基本法と関様に，食料自給率の向上を政策体系の中転に据

えることは，経済連携のレベルが高まっていく中で，その

理由は論理的にはきわめて乏しい。

国内農業生産や輸出入の価値表示は，一般的には量自や

価額を価値指標として表示される。現基本法農政では，政

策体系的には食料自給率が国内農業生産の価値指標となっ

ている。輸出の増進にも力を入れていくとすれば，輸出入

との関係で捉える純輸入額や純輸入割合の指標が有用であ

る(表 7)。それらは輸出増進の指標になる。しかもわが国

のブランドでもある安心・安全・高品賞等の付加価値も価

格に反映されてくる。農産物貿易で入超となるのは，わが

閣の場合避けられないとしても，形式的には輸入を極力抑

えた食料自給率向上に傾倒していては，純輸入額の低減は

不可能である。

その可能性を求めるとすればやはり， EAFT A (ASEAN 

÷のあるいは CEPEA(ASEAN + 6)の東アジア圏の経清

表 7 主要国の農産物輸出入

農産物 農産物 純韓入 純輸入

輸入額 輸出額 額 割合
国

(A) (B) (C=A-B) (D=C/A) 

({意ドル)(億ドル)({意ドjレ) (%) 

アメリカ 747 927 ム 180 ム 24

カ ナ ダ 224 295 ム 71 ム 32

E U - 27 4.050 3.940 110 3 

フランス 445 588 ム 143 ム 32

ド イ ツ 703 575 128 18 

イタリア 396 316 80 20 

イギリス 535 229 306 57 

ロ 〉ノ ア 245 77 168 69 

オーストラリ 78 236 ム 158 ム 203

中 国 480 277 203 42 

韓 国 149 26 123 83 

イ 、ノ ド 78 167 ム 89 ム 114

タ イ 52 179 ム 127 ム 244

ブラジル 58 428 ム 370 ム 638

日 本 460 23 437 95 

(資料)農水省『第81次農林水産省統計表

(平成20-21年)~

(注)原資料はFAOSTAT2007年
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連携を実現させ，共通市場の整備を行うことである O これ

により，加盟国相互の連携と協力により，相互の立場も理

解，調整しながら交易量を増加させていくことである。ま

た，物財の交易だけでなく，様々な協力関係やその他事業

も深く関わった形で展開されよう。これに対して， TPPは

輸出大国向きの経済連携であり， EAFTAや CEPEAより

もはるかに高いレベルの経済連携のため，国際競争力のな

いわが留農業には向かず，また共通市場を築くのにも適し

ていない。 TPPに比べれば， EPAや FTAは農業にははる

かに優しい経済連携である。策アジア圏構想、を含め，こう

したところから準備をしつつ徐々に進めていくことが今の

わが国農業にとっては必要となる。

中長期的にみれば，世界の食料需要は大きな増加が見込

まれている。人口の増加及び途上国や新興国における経済

発展は，直接的な食料消費増大の要国である。さらに，食

料との競合ではバイオ燃料がある。逆に食料生産に対する

マイナスの要因としては，地球温暖化に起因する異常気象

を原因とする不安定な食料生産，水やエネルギー資源の制

約や高騰による不安定な食料生産等がある。こうした地球

規模での食料需給のひっ迫は，食料輸出の可能性を広げ，

食料需給不均衡の緩和にも貢献する。とはいえ，その実現

までの道のりは厳しい。同時にこうした状況は，食料輸入

依存度の高いわが閣にとっては，食料安全保障にも関係し

てくる。不測の事態に備えることは大切であるが，平時の

農業のあり方こそが大切である。基本は，農業の担い手の

確保育成及び農地の有効活用が図られる平時の農業の確立

である。食料安全保障もこの上に成り立つものであり，逆

であっては主体性をもった鍵全な農業経営者の確保育成は

望めなし、。この逆こそまさに不測時で，生産と消費の計画

的な国家管理の下でのコントロールが必要となる。

ともあれ，わが留の農業の実態から考えれば，非常に厳

しい状況の中で選択を迫られている。ただ明らかなこと

は， 2盟関の EPAや FTAとともに，それをさらに進めた

東アジアでの経済連携との関わりを深めることは，経済的

清水

効果はもちろん，国家間の協調や政治的役割としても重要

となっている。しかし，基本的に重要な点は，交易を通し

て，双方の生産者，消費者がメリッ卜を享受できる jレール

の整備であり，貿易体制である。
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農業生援の価値指標と食料自給率の課題
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Expansion of Economic Partnerships and the Correspondence 

of Agricultural Policy 
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Summary : The food self引 lfIIciencyrate which is the target of the policy is an indicator of domestic 

agricultural pr・oductionand food consumption. However， the target does not have legal force to farmers 

and consumers because the government cannot control consumers' everyday diets and farmers' farm 

managements with authority. This means that the food self引 lffici巴ncyrate as a target is symbolic， as 

a feature of the agricultural policy of the Basic Law. Japanese agriculture will move more towards 

internationalization， when thinking from the environment surrounding Japan. Therefore， agricultural 

policy center・ingon the food self引 lfficiencyrate must change and become free of the food self-

sufficiency supr巴mepolicy. At present， the agriculture of Japan cannot respond to high level eco-

nomic partnerships including TPP. It is necessary to advance gradually from low level economic 

partnerships. The promotion of economic partnerships aimed at a common market covering the East 

Asia area is an especially important matter. This common market will bring about economic devel-

opment of the East Asia area， and will also be useful for the agricultur巴 ofJapan. 

Key words : food self-sufficiency rate， the Basic Law， trade liberalization， economic partnerships 
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