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総説

食料安全保障とは何か

一日本と世界の食料安全保障問題ー

日本農業研究所*大賀圭治

要旨

「食料安全保障J品、う政策用語は、 1970年代の世界的な食糧危機の中で使われはじめ、 1980年代にFAOなどの場で、

日本が主導して、「食料安全保障」についての論議が世界的に進み、 1996年の世界食料サミットでは「食料安全保障」が

統一テーマとなった。日本の食料安全保障は、食料自給率の低下、つまり食料供給の海外依存の深まりの下で、圏内食

料供給の維持・向上と輸入食料の安定確保を課題としている。ヨーロッパの食料輸入国も日本と同様に圏内生産の振興、

緊急時における需要管理(配給)制度などによって食料危機に対応する食料安保の態勢をとっている。アメリカやEUのよ

うな食料輸出国・地域でも、食料不足の事態に対処する手段を制度化している。食料問題が最も深刻な後発途上国の食

料問題は、貧困問題解決への国際協力のなかで取り組まれている。世界的な食料需要の増加と地球温暖化による食料・

農産物市場の不安定化に対処するため、 2011年G20カンヌ・サミットでは、作物生産予測や気象予報を改善するため、リ

モートセンシングを活用した国際ネットワーク、「世界農業地理モニタリング、イニシアティブ」の計画を進めることが決議さ

れた。このような食料安全保障の問題を解決するためのツールとして、リモートセンシングを基礎とする農業情報システム

の活用が世界的に期待されている。

キーワード:21世紀、緊急時、後発途上国、食料安全保障、先進国、日本

1.はじめに

「食料安全保障Jは、現在では食料政策にかかわる最

も重要な概念として、国際的にも認知されている。「食料

安全保障Jという用語が一般的に使われるようになったの

は比較的新しく、 1970年代以降のことである。日本は

1970年代の世界的な食糧危機の中で自国の食料政策

の重要な柱として「食料安全保障」を位置づけた。 1980

年代には FAOなどの場などで、日本が主導して、「食料

安全保障jについての論議が世界的に進み、 1996年の

世界食料サミットでは「食料安全保障」が統一テーマとな

った。

しかし、世界的なレベルでの「食料安全保障」の概念

は日本におけるそれとは必ずしも同じではない。この報

告では、世界の食料安全保障問題について概括し、食

料安全保障とは何かについて考察する。

2.日本の食料安全保障

日本で「食料の安全保障jが論議されるようになったの

*干102-0094東京都千代田区紀尾井町3番29号

(Correspondence: ohgaky3136178@Ybb.ne.jp) 

は 1972、3年の世界的食料危機の後、 1970年代中ごろ

以降のことである。日本における食料安全保障に関する

論議は、食料自給率の継続的な低下(表 1)を背景として、

1970年代はじめにおける世界的な食料需給の激動を契

機として、開始された(大賀 2010)。

日本の食料安全保障は、食料自給率の低下、言い換

えれば食料供給の海外依存の深まりと密接に関連して

おり、国内食料供給の維持・向上と輸入食料の安定確保

とし、うことに尽きるといっても過言で、はない。

2.1食料・農業・農村基本法における食料安全保障

食料安全保障は日本の食料政策の基本理念として、

1996年にそれまでの農業基本法に換えて公布、施行さ

れた食料・農業・農村基本法に以下のように明記(抜粋)

されている。

第2条(食料の安定供給の確保)

食料は、人間の生命の維持に欠くことができないもの

であり、かつ、健康で、充実した生活の基礎として重要なも

のであることにかんがみ、将来にわたって、良質な食料

が合理的な価格で安定的に供給されなければならな

し、。

2国民に対する食料の安定的な供給については、世界
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の食料の需給及び貿易が不安定な要素を有しているこ

とにかんがみ、圏内の農業生産の増大を図ることを基本

とし、これと輸入及び備蓄とを適切に組み合わせて行わ

れなければならない。

4 国民が最低限度必要とする食料は、凶作、輸入の途

絶等の不測の要因により圏内における需給が相当の期

間著しくひっ迫し、又はひっ迫するおそれがある場合に

おいても、国民生活の安定及び国民経済の円滑な運営

表1 日本の食料自給率の推移

年度 1965 1975 

米 95 110 

小麦 28 4 

ロロロ 豆類 25 9 

目 野菜 100 99 

別 果物 90 84 

自
鶏卵 100 97 

牛乳・乳製品 86 81 
給 肉類(鯨肉を除く) 90 77 

率 砂糖類 31 15 

油脂類 31 23 

魚介類 109 102 

穀物(食用+飼料用)自給率 62 40 

主食用穀物自給率 80 69 

供給熱量総合自給率 73 54 

金額ベース総合食料自給率 86 83 

に著しい支障を生じないよう、供給の確保が図られなけ

ればならない。

第 19条(不測時における食料安全保障)

国は、第2条第4項に規定する場合において、国民が

最低限度必要とする食料の供給を確保するため必要が

あると認めるときは、食料の増産、流通の制限その他必

要な施策を講ずるものとする。

単位:%

1985 1995 2005 2011 

107 104 95 96 

14 7 14 11 

8 5 8 8 

95 85 81 76 

77 49 41 38 

98 96 94 94 

85 72 68 65 

81 57 54 54 

33 31 34 26 

32 15 13 13 

96 57 51 52 

31 30 26 28 

69 64 58 59 

53 43 40 39 

82 74 70 66 

出所)農林水産省ホームページ、食料需給インフォメーション、食料需給表

2.2食糧危機の想定

食料・農業・農村基本法における食料安全保障に関

わる条項からみると、食料安全保障「不測時」つまり「食

料危機」をどう想定するかが決定的に重要である。

この食糧危機の可能性と対応について、 2002年 3月

に策定した「不測時の食料安全保障マニュアル」では以

下のようになっている。

短期的事態として

①主要輸出国・生産国の不作

②輸出国の港湾ストライキ等による輸送障害

長期的事態として

③国際紛争等による輸入障害

④世界的な食料需給の構造的な不足

を挙げている。

対策としては、圏内の大凶作や輸入の減少等により中

長期的・全国的に食料が不足した場合の食料の増産等

による食料供給の量的な確保対策に主眼が置かれてい

る。以上の不測の事態の想定については 1970年代半ば

から2012年半ばまで変わっていない。

ところが平成 24年(2012年)9月 28日農林水産省が

決定した緊急事態食料安全保障指針は局地的・短期的

事態の想定と対応のみが示されており、長期的事態の

想定は明示されていない。それは、東日本大震災・原発

事故の教訓を踏まえて、食料の製造工程や流通の混乱、

輸送の障害等の発生による食料の地域的偏在や一部食

料の一時的不足のような局地的・短期的な緊急事態に

おける対策を整理したものとなっている(農林水産省大

臣官房食料安全保障課 2013)。



3. 世界の食料安全保障

1996年 11月にローマで開催された世界食料会議(食

料サミット)は、世界の首脳間で食料安全保障問題が話

し合われた最初のもので、あった。同会議において、食料

安全保障は、中長期的な面と短期的な面の両面の問題

があるとして検討され、最終的には「すべての人の食料

安全保障を達成し、また 2015年までに現在の栄養不足

人口を半減することを目標jとして、「世界食料安全保障

のためのローマ宣言」が取りまとめられた。

中長期的には家庭、園、地域及ひ、地球レベルで、の十

分な食料供給を求め、短期的には緊急事態に備えた食

料需給の充足をはかることとし、そのための行動計画とし

て、生産、貿易、備蓄を効果的に組み合わせていくことと

された。その後の世界の食料事情は、地域により大きな

差異が生じ、食料安全保障の考え方にも、その重点、の置

き方に差が生ずるにいたっている。

確かに、 1996年のFAO世界食料サミットで採択された

行動計画では、その冒頭で食料安全保障は、「全ての人

が、いかなる時にも、活動的で健康的な生活のために噌

好に合致した、十分な安全で栄養のある食料を物理的、

経済的に手に入れられる」ことと定義されている(国際連

合食糧農業機関 1997)。しかし、「食料安全保障」の内容

については国際的に必ずしもコンセンサスがあるわけで、

はない。

食料安全保障の課題は、先進国と開発途上国、さらに

先進国の中でも食料輸入固と輪出国ではかなり異なった

ものである。農林統計協会(2001)はこの点について以

下のように整理している。

3.1 先進輪入国にとっての食料安全保障

食料の重要部分を輸入に依存することにともなう国民

の食料不安への対応が国家的課題となっている先進諸

国として、我が国のほかにスイス、ドイツ、北欧諸国(フィ

ンランド、スウェーデン、ノノレウェー)などがある。

これらのヨーロッパ諸国は、中立主義を国是としてきた

諸国か、ドイツのように東西の軍事的ブロックの対立に分

断されてきた国であり、緊急時における食料供給の確保

が国家的な課題とされてきた。冷戦体制の崩壊とともに

その課題は徐々に変化を遂げつつあるが、しかし現在な

お、圏内生産の振興、安定的な輸入の確保、備蓄の充

実、緊急時における需要管理(配給)制度などの手段に

よって食料危機に対応する食料安保の態勢を維持して

いる。陸続きで国境を接する大陸欧州、|国家のこうした歴

史的経験から、周りを海で固まれるなど地政学的条件の
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異なる我が国が、何を学ぶべきかは単純ではないが、学

ぶべき点は多いと考えられる。

1億を超える人口を持つ日本の食料自給率が長期的

に低下し今日供給熱量ベースで 40%となった事実は、

日本国内の多くの人々に食料不安を引き起こしている。

豊かな食生活を享受する先進諸国の中にあって、食料

自立を達成した欧米諸国との対比における資源小国日

本の特殊な状況が日本的な食料安保の課題を提起して

いる。

3.2先進輸出国にとっての食料安全保障

アメリカや EUのような食料輸出国・地域でも、食料不

足の事態に対処する手段を制度化している。アメリカが

「国家緊急時における禁輸」を規定した輸出管理法を有

し、連邦政府が自国の安全保障のための食料を確保す

る権限を持っている。また、 EUの共通農業政策(CAP)

は、境界価権が域内価格を上回るような場合、輸出関税

を賦課する仕組みを有している。 1970年代半ばや 1996

年のように内外価格差が逆転する場合、 CAPの国境価

格調整メカニズムが逆に働き、輸出関税(1980年代まで

は輸出課徴金)によって域内価格の安定化か図られる。

何年の経験では、それは輸出禁止的な高関税で、これ

により投機的な輸出を抑制しつつ、別途アフリカなどの

伝統的輸出国には無税による輸出を認める特恵制度と

して機能した。食料の安定供給に対する国家責任は、世

界で最も供給条件に恵まれた国家・地域でも厳存してい

るのである。

3.3後発途上国にとっての食料安全保障

発展途上国の中には、農業発展による食料自給力の

向上あるいは経済発展による食料輸入の増加により食

料問題の解決に向かいつつある諸国も存在するが、食

料問題が最も深刻なのは、後発途上国(LDC、国連指定

では 48カ国)を中心とする最貧の低所得国である。その

多くはアフリカに位置し、人口爆発、資源的制約経済発

展の挫折のなかで、危機的な食料不足に見舞われ、無

償の食料援助に頼りがちである。しかし、食料援助は一

時的な緩和策でしかない。アフリカに特殊な関係をもっ

EUおよびその加盟国は、アフリカとの国際協力におい

て、食料援助よりも農業発展と経済発展にもとづく持続

性のある解決策を追求している。後発途上国の食料問

題は、食料・農業という部門的なアプローチを越えた貧

困問題解決への国際協力のなかで取り組まれる傾向に

ある。
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3.4食料安全保障の課題

食料安保が世界的次元で取り組むべき課題であること

は、 1996年のFAO世界食料サミットで採択された行動計

画で明示された。そこでは、一方において、「農業の多

面的機能的な性格を考慮しつつ、生産力の高い地域及

び低い地域において持続可能な食料、農業、漁業、林

業及び農村開発政策と行動を追求する」こと、他方にお

いて「食料、農産物貿易及び全般的貿易政策が、公正

かっ市場指向的な世界の貿易システムを通じて、世界

の食料安全保障の促進に資することを確保するよう努力

する」ことが植われた。「農業の多面的機能に配慮したす

べての諸国における持続的な農業発展jの命題と「公正

かっ市場指向的な世界の貿易システムJの命題とは、抽

象的には相互補完的なものとして理解できる。

前者は食料輸入国によって、後者は食料輸出国によ

って強調される。このように、国際的な食料安保論は、主

要国の食料・農業戦略の差異を大きく反映して、論争的

な性格を持たざるをえない。

世界の食料需給は、 1990年代以降、東西冷戦構造の

崩壊に伴い世界的な商品市場の一環に最終的に組み

込まれ、構造的に変化した。また、人類の歴史において

初めて、経済成長にとって「緑の惑星Jの限界、つまり人

類の活動に対する地球環境の制約が明らかlこなってき

ており、世界の食料需給の構造はさらに大きく変化する

とみられる。

1994年のGA甘・ウルグアイ・ラウンドの農業交渉の合

意によって、理念としての自由主義市場経済原則は全

商品に及ぶものとして全世界で承認され、全世界単一の

自由主義世界市場が成立し、世界的な農業保護の削減

と食料部門への投資の停滞が続いた。

2000年代に入るとこうした保護削減と投資の停滞のた

め食料生産の増加が、中国、インド、ブラジルなどの新

興国を先頭とする経済成長による食料需要とバイオ燃料

用需要が加わった旺盛な増加傾向に追い付かず、世界

的な需給がひっ迫基調を強めている。また、各国の市場

志向的な政策により短期の需給調整機能を持つ穀物等

の在庫水準が低下しているため、国際市場の不安定性

も高まると考えられる。

世界食料会議で取り上げられ、国連ミレニアム・サッミ

トでも目標とされた 2015年までの栄養不足人口の半減

については、アフリカにおいてはその人口割合がむしろ

増えている状況にあり、まずこの問題への取り組みが最

優先となっている。しかし、アジアにおいては、その人口

割合は順調に減少しており、生産拡大の方向をとりつつ

も、緊急時の食料需給問題への取り組みが求められる状

況となっている。

3.5アジアの食料安全保障

アジアにおける食料安全保障は、まずその人口増加

率を超える食料の増産、特に食料不足地域における増

産で、あったが、稲麦を中心とした「緑の革命」の地域的拡

大が大きな役割をはたしている。「緑の革命jはまず人口

の多いインドネシア、中国で、ついで、インドで、さらに最

近ではパンク守ラデ、シュ、パキスタンにも波及してきた。

アジアの農業の特徴は、多数の小農により生産の大

部分が支えられており、また、この小農層に栄養不足人

口、かつ貧困人口が集中している点であり、この農業生

産を拡大することが、食料安全保障の基本であった。そ

の課題への取り組み等農業の多面的な機能を重視した

食料の生産、供給体制の確立が求められている。

アジアにおいては、特に東アジアを中心に緊急時の

食料安全保障の問題も強く意識されている。すでに2003

年の ASEAN+3(日中韓)の農相会議において、東アジ

アの食料安全保障の重要性の確認と食料安全保障に関

する枠組みを構築することを合意している。

多収種子を使い、肥料を多投する「緑の革命」は、ア

ジアの食料安全保障問題解決に多大な貢献をしたが、

同時に天候不順による不作や自然災害について、種々

の問題も提起することとなった。一つは、栽培地、水資源

の問題であり、また環境との調和の問題で、あった。さらに、

アジア各国において経済の発展に伴って都市部を中心

に穀物ばかりでなくより多様な食料消費が拡大してして

傾向にあり、流通・加工を含めたこのような需要への対応

がもとめられている。

それぞれの地域にあった生産の推進、環境に配慮し

た持続的な生産方式、女性問題を含む農村閑早期の警

報や対策が、また病害虫については、発生の早期の情

況把握や近隣国への情報提供体制の確立が求められ

ているほか、地域全体での生産状況の把握と情報の共

有化のための基礎として、統一的な統計制度の整備、さ

らには、緊急時に備えての各国の備蓄、その備蓄運用

の共通システムの構築が求められている。また、最近で

は、地震等特定地域の危機的状況に対応するための援

助体制のあり方にも関心が高くなっている。

4. 21世紀の食料安全保障

国際食料市場は、 21世紀に入り、逼迫基調を強め、不

安定性が高まっている(図 1)。

2008年の前半に、小麦、米、とうもろこし、大豆など基礎



的食料の国際価格は史上最高価格にまで高騰した。こ

れら食料の国際価格は 2008年後半には下落したが、

2013年秋現在でも食料危機前の 2006年の価格に比べ

て、大豆 2.6倍、とうもろこし 2.2倍、小麦1.7倍、米1.4

倍と高水準にあり、投機資金の流入により、再度上昇す

る可能性もある。

なお、図 lの折れ線は注lにあるように各月の第1金曜

日(米は第1水曜日)の価格の変化を示しており、図中に

示した最高価格が各月の他の日に記録された場合(確

率的には20分の 19程度)には図の折れ線グラフ上には

現れていなし、ことに注意を要する。
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図 1近年の穀物、大豆の国際価格の推移

出所 農林水産省ホームページ、食料需給インフォメー

〉〆ヨーノ

j主1各月第 1金曜日(米は第 1水曜日)に加え、直近の

最終金曜日(米は最終水濯自の価格)を記載。

j主 2過去最高価格については、米はタイ国家貿易取引

委員会の公表する価格の最高価格、米以外はシカゴ商

品取引所の全ての取引日における期近価格(セツルメン

ト)の最高価格。

注 3・図中の倍率は 2006年秋頃と比較した直近の価格

水準。

開発途上国のいくつかの国で圏内食料価格の安定化

のため食料輸出制限や禁止措置が導入され、食料輸入

国では社会不安をもたらすなど、食料価格の高騰は多く

の国を揺るがした。

東アジアの地域において最も重要な農産物である米

の国際価格は 2007年末から 2008年前半に暴騰し、食

料安全保障問題は緊急に取り組む必要のある問題とし

て多くの国の首脳によって認識された。前述のように
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ASEAN首脳会議では、 すでに 2003年から東アジアの

食料安全保障政策の枠組みと行動計画に取り組んでき

た。この中で東アジア諸国は、農業の多面的な機能を

重視した食料の生産、供給体制の確立を図ってしも。

21世紀入ってからの、世界的な食料需給市場の構造

変化の最大の要因は、世界のバイオ燃料政策の影響が

ある。バイオ燃料政策はアメリカだけではなく東アジアに

おいても積極的に展開されている。中国では、 2002年か

らガソリンにバイオエタノール 10%を混合したガソホール

の普及とトウモロコシを主たる原料にバイオエタノールを

生産する政策を推進しており、現在のところバイオエタノ

ール政策は 5省で実施されてしもが、今後全国的な普

及を図ってし、くことが考えられている。この他にもタイ、マ

レーシア、インドネシア等でも、キャッサパ、サトウキビ、

ノ号ームなどを原料とするバイオ燃料の導入が進められて

いる(大賀 2008，小泉 2009)。これらの政策は、食料問

題だけではなく、地球規模のエネルギー問題や環境問

題と切り離して論ずることはできず、これらの問題と一体

化して政策のあり方を検討する必要がある。

世界的な食料危機とその背景にある食料需給構造の

変化を目の当たりにして、世界の多くの首脳は食料安全

保障に対する関心を高め、世界的な食料需給市場の構

造的変化への対応策を求めている。

特に、 2010年 10月第 l回APEC食料安全保障担当

大臣会合APECの食料安全保障に関する新潟宣言では、

世界的な食料供給構造の変化に対応して、気候変動と

環境ストレスに耐えられる食料供給システムを構築し、食

料供給の変動を最ノlイヒする能力の強化が課題となり、長

期的な食料安全保障の確保に向けた農業投資の強化

が確認されている(農林水産省 2010)。

2008年における食料価格高騰の直接的な原因は穀

物市場への投機資金の急激な流入によるものであるが、

世界的なバイオ燃料需要の増大が基底として大きな要

因となっている。また、 BRICsなどの新興国の所得増大

やアフリカなどの開発途上国の人口の増加を背景とした

食料需要の継続的な増加に対して、過去の数十年にわ

たり食料生産への投資が停滞したことにある。

5. おわりにーリモートセンシングへの期待

2011年 G20カンヌ・サミットで、は、作物生産予測や気

象予報を改善するため、最新のツーノレ、特にリモートセ

ンシングを用い、世界的に食料・農産物市場の不安定化

に対処するための農業市場情報システム(AMIS)の立

ち上げが決議された(外務省 2011)。その一環として作
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物生産予測や気象予報を改善するため、地球観測に関

する政府開会合を通じて地理情報に基づく農業生産モ

ニタリングに関する自主的な国際ネットワーク、「世界農

業地理モニタリングpイニシアティブ1の計画が進められる

ことになっている(外務省 2011)。

天候不順による不作や自然災害については、その早

期の警報や対策が、また病害虫については、発生の早

期の情況把握や近隣国への'情報提供の体制確立が求

められており、リモートセンシングを基礎とする農業情報

システムに対する期待は大きい。
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Review article 

明司1atis Food Security? : Food Security Issues in Japan and World 
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Summaη 

The policy term “Food Security" has been used since a worldwide food crises in early 1970s. In 1980s Japanese Government 

led the discussion on food security in the int巴mationalorganizations such as F AO. Food secぽitybecame the main theme of 

血e1996 world food summit.百lefood secぽ ityfor Japan means main句泊 stablefood supply both企omdomestic production 

飢 dimpo此 underthe declining加 ndof food self-sufficiency and deepening dependence on food import. Not only Japan but 

also European food importing countries are promoting domestic food production and prep副ng伽 controlling(rationing) 

national food demand in emergency cぉe.Even food exporting countries such as the Unit巴dStates have legal system for a 

food shortage emergency. Securing food is the most important interestお>rpeople in developing countries especial in the least 

developed coun仕ies.Food sec町 ity凶仕1巴 developingcoun仕iesis closely linked with pove均reradication in recent years. 

Securing enough food supply against ever rising food demand in the world and overcoming food market price instability 

under仕leglobal warming trend， th巴2011G20 Cannes Summit decided to promote吐leGroup on E紅也 Observationsled 

Initiative for GLOBAL AG阻 CULTURALMONITO町NG(GEO・GL品11)"， which was an international network凶 ing

remote sensing， to improve a prediction of agricu1tural production and a weather forecast.百lewhole world is eagerly waited 

for practical use of agricu1tural information sy取 mbased on remote sens泊g
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