
  
  世界のフードセキュリティの展開とシフトする穀物等の国

際市場構造

  誌名 開発学研究
ISSN 09189432
著者名 古橋,元

小泉,達治
草野,栄一

発行元 日本国際地域開発学会
巻/号 30巻2号
掲載ページ p. 7-19
発行年月 2019年12月

    
農林水産省 農林水産技術会議事務局筑波産学連携支援センター
Tsukuba Business-Academia Cooperation Support Center, Agriculture, Forestry and Fisheries Research Council
Secretariat

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



7
 

【シンポジウム】

世界のフードセキュリティの展開とシフトする穀物等の国際市場構造

古橋元*l• 小泉達治*2. 草野栄一*3

要 旨

2007-2008年における資源・穀物等の価格高騰を機に，再度，国際的に注目された「食料安全保障」は，農業・

農村・食料等の国際会議や主要国首脳会議等において， しばしば議論されている。「食料安全保障」については，

国際的に包括的な考え方はあるものの，各国の政策担当者や研究者にとって，議論の余地があり，輸出国や輸入国

等の立場から課題が提起されている。日本語の「食料安全保障」と英語による「フードセキュリティ」の完全な互

換性には違和感があるとの見方があり，本稿では「食料安全保障」ではなく，「フードセキュリティ」を対象とし

た。また，本稿でフードセキュリティの概念が，第 2次世界大戦終結前から国際会議等の場でどのように議論さ

れ，現在までに定義されたのか，経緯を紐解き，最近では新たに，「栄養」がフードセキュリティと併記され，気

候変動の影響や栄養不良人口の推移， SDGsへの対応等の議論について言及した。また， 2000年代から 2010年代

にかけて，穀物等の国際価格が高値圏にあった要因の一つである新興国の台頭と国際市場の構造的変化について，

穀物および大豆に注目して検討を行った。各国・地域は，新興国にシフトしつつある市場構造を背景に，多様化す

る各国・地域の食料巡る環境の中で，国際的なフードセキュリティの議論に積極的に参加・協力しつつ，それぞれ

に議論を進めてフードセキュリティを定義していくことが必要である。

【キーワード】フードセキュリティ，国際的議論，栄養， FAO, 穀物等の国際市場，新興の輸出入国

The global food security development and global grains and 

oilseeds market shifting to an emerging structure 

Gen FURUHASHI*1, Tatsuji KorzuM戸 andEiichi KUSAN0*3 

Abstract 

"Food security" has gathered people's attention in the world with a focus on the global markets of food and 

agricultural commodities again and been emphasized as a significant global issue since the years of 2007-2008 as 

the food crisis, the period of skyrocketing resource and agricultural commodities prices. "Food security" is one 

of significant issues in the world and frequently comes up to many international conferences and domestic con-

ventions on food, agriculture and rural development as a topic, however it has occasionally become a controver-

sial issue when it has been expressed on its detailed agreement clearly among stakeholders including govern-

ments and international organizations with their consensus because, for instance, governments have sometimes a 

different viewpoint and position each other, especially between exporters and importers. In this study, we sum-

marized historical activities and contestations of "Food security" along with its definition in the international 

conferences with recent discussions about it, for instance, nutrition within its definition, climate change impacts, 

changes of the undernourished people and SDGs as its targets, and examined to seek for the recent international 

tide of it in the world. 

* 2018年度秋期大会シンポジウム「途上国の食料安全保障をめぐる最新動向」

*l 農林水産政策研究所， PolicyResearch Institute, Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries. 
*2 経済協力開発機構， Tradeand Agricultural Directorate, OECD. 
*3 国際農林水産業研究センター， JapanInternational Research Center for Agricultural Sciences 
※ 本稿の見解は筆者個人のものであり，築者の属する組織の公式見解ではない。
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Additionally this study expressed the global markets and trade of agricultural commodities, mainly grains and 

oilseeds, shifting to the new market structure with emerging exporters and importers in their global agricultural 

commodity markets since the years of 2007-08. In the global markets of grains and oilseeds emerging economies 

are gaining power besides conventional exporting countries. Therefore, we examined to explore the recent trade 

structure shifting to the new global market of the commodities with emerging and conventional players based on 

trade statistics of agricultural commodities in the study. In conclusion, the concept of "Food security" should ac-

cordingly change for various circumstances of the world and regions in the shifting market structure of the agri-

cultural commodities as well. 

【Keywords】Foodsecurity, International consensus on food security, F AO, Nutrition, The global agricultural 
commodity markets, Emerging exporters and importers 

I. はじめに

2007-2008年における資源・穀物等の価格高騰を機

に国際的に再度注目された「食料安全保障」は，農

業農村，開発食料，栄養等に関わる国際機関の会

議 (FAO, 枇界銀行， WHO, 国連 WTO等）や主

要国首脳会議 (G20,GSまたは G7,APEC等）な

どにおいて， しばしば議論されるテーマである。国際

的な「食料安全保障」についての包括的な考え方はあ

るものの，いまも各国の政策担当者や研究者にとって

議論の余地があり，いろいろな立場から課題が提起さ

れている。しかし，「食料安全保障」に対する各国の

思惑には差異があり，各国ともに大きな枠組みとして

国際的な議論を積極的に支持するものの，自国におけ

る具体的な「食料安全保障」に関わる政策についての

スタンスは，各国の農業・農村の現状や文化的背景等

に依る差異が生じている。そのため，「食料安全保障

はこれ自体議論の多いテーマ」（生源寺 2011) との

認識がある。また，食料安全保障の「定義と解釈がそ

の時々の政治経済構造や政策思想を反映しており」

（久野 2011)その議論と国際的なコンセンサスの意

思決定の場である国際機関や国際会合でさまざまな利

害を伴って議論が展開されていった。

是永 (2001)が「食料問題が多次元的性格をもつこ

とに対応して食料安保の課題も多次元的に存在」（是

永 2001)すると指摘するように，「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

があるわけではなく」（大賀 2010), 食料安全保障の

課題は，先進国と開発途上国，さらに先進国でも食料

の輸入国と輸出国では異なったものである。この点に

ついて是永 (2001), 大賀 (2010,2014)は，「先進輸

入国にとっての食料安全保障」，「先進輸出国にとって

の食料安全保障」，「後発途上国にとっての食料安全保

障」と整理している。

また，英語による「フードセキュリティ」と日本語

における「食料安全保障」の間の完全な互換性に違和

感があるとの見方があり，これらば注意深く扱われな

ければならない。「フードセキュリティ」の概念を敢

えて日本語にすると「食料の確保」と言えるため，

「食料の安全保障」（大賀 2002) とも表現される先進

国のフードセキュリティと，途上国のフードセキュリ

ティは区別（生源寺 2013)すべきだろう。日本では

食料安全保障とフードセキュリティが同義で使用され

ることが多いが見フードセキュリティの概念が日本

の考える「食料安全保障 2)」を包括的に含んでおり，

先進国を中心に議論される「食糧の安全保障」（土屋

1997) または日本で多く議論される「食料の安全保

障」の不足時の食料安全保障に近いと考えられる。本

稿では，「食料安全保障」ではなく，「フードセキュリ

ティ」を対象として考える。

II. フードセキュリティの定義

小泉 (2019)は， フードセキュリティの概念が第 2

次世界大戦終結前に議論されたことを示している。国

際会議で初めて公に具体的なフードセキュリティの概

念が議論されたのは第 2次世界大戦中の 1943年 5

月の米国バージニア州ホット・スプリング (Hot

Spring)で， フランクリン ・D・ルーズベスト米国大

統領が招集した会議であった。その会議で，「すべて

の人間に安定した，十分かつ適切な食料供給への欲求

(A secure, an adequate, and a suitable supply of food 

for every man)」からの解放が合意され，その対策が

議論された (Shaw 2009) 3l。第 2次大戦後米国

カナダ，アルゼンチン等が生産拡大余力を背景にした

食料援助や 1950年代以降の 20年間に欧米の西側先進

諸国を中心とする農業技術の発展，保護政策に支えら

れた農産物の増産（坪田 2007), そして 1960年代と

70年代における「緑の革命」による小麦とコメを中

心とした単収の増加をもたらす高収量品種の導入，肥

料・農薬・灌漑の適用等により，世界的な食料生産力

は増大した (FAO 1996)。しかし， 1972年に始まる

「世界食料危機」に繋がる連続した世界的な天候不良
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の影響による旧ソ連地域，アルゼンチン，豪州の不作

と米国の在庫水準の低下（坪田 2007) とともに

1973年6月の米国による大豆輸出禁止措置の発動に

より，世界の穀物等需給は短期的に逼迫基調となり，

穀物等の国際価格は 1972-1973年に高騰した（小泉

2019)。さらに， 1973年 10月第4次中東戦争勃発を

契機とする石袖価格の高騰から石油と食料供給の不安

（株田 2012)による第一次オイルショックが起こり，

1974年の米国の干ばつの発生も重なり，再び穀物等

の国際価格は高騰し，それ以降 1960年代の価格水準

には戻らなかった。こうした背景の下で， 1973年に

FAOがフードセキュリティについて食料供給と量の

安定性の観点から，「生産と価格の変動に左右される

ことなく食料消費が着実に拡大していくことに対応

し，いかなる時でも基本的食料を十分に世界的に供給

することのできること (Availabilityat all times of 

adequate world food supplies of basic foodstuffs to 

sustain a steady expansion of food consumption and 

to offset fluctuations in production and prices.)」と定

義し， 1974年に FAO主催の世界食料会議 (World

Food Summit)で提案された。これは，国際社会で

初めて決定されたフードセキュリティの定義であり，

食料増産のための農業投資や食料需給安定のための対

策も議論され，同会議に参加した各国代表らにより採

択．承認された。フードセキュリティの概念が各国及

び国際機関によってはじめて定義化されたことにな

る。国際的にフードセキュリティが具体的に定義され

たことは，その後の国際的な食料問題の対象を明確に

することにより，国際的な政策協調をより有効に実行

できる点で大きな意義があったと考えられる。ただ

し，この時点の定義は，供給量を中心としたものであ

るという課題を有していた（小泉 2019)。

その後 1983年に FAOがフードセキュリティの概

念を拡張して，脆弱性のある人々の食料供給への「ア

クセス」の考え方を組み込んだ (FAO 2003)。その

結果，フードセキュリティは食料消費と供給の両面に

注意を向けるべきであるとされ，「フードセキュリ

ティとは，すべての人々が，いかなる時でも，彼らが

必要とする基本的な食料へ物理的，経済的にアクセス

することを保障することである (Ensuringthat all 

people at all times have both physical and economic 

access to the basic food that they need.)」とされた

(FAO 1983)。さらに， 1986年に，世界銀行の「Pov-

erty and Hunger」レポートにおいて，「食料の不安定

性 (foodinsecurity)」に焦点が当てられ，構造的な

継続的貧困および低所得に繋がる「慢性的な食料の不

安定性」と自然災害や経済的破綻等と関連する「一時

的な食料の不安定性」は区別すべきとの認識が広く受

け入れられて，「フードセキュリティは，すべての人

が，いかなる時でも，活動的で健康な生活を営むため

に十分な食料にアクセスすることができること」

(World Bank 1986) と定義された。

その背景の一つとして，アマルティア・セン (1981)

は，「ベンガル飢饉 (1943年）」や「エチオピア飢饉

(1972-73年）」を考察した上で 4)' 飢餓 (Famine)

の直接の理由は供給量の問題ではなく，「交換権原」

(Exchange Entitlement)の悪化（権原の崩壊）であ

ると論じた（セン 2000)。十分な食料を手に入れて

飢餓を避ける能力を持つかどうかを左右するのは，

「権原 5)」関係全体であり 6)' 食料供給はその人の権

原関係に影響を与える多くの要因の一つにすぎないと

している (Sen 1981)。またセンは，「交換権原」を

決めるものは，市場を通じた権原関係だけではなく，

社会保障政策の一部として国家が提供する権原がある

場合，それにも依存すると論じた。この「交換権原」

の議論は，国際的なフードセキュリティの議論にも影

響を与え，フードセキュリティは，これまでの供給側

中心の視点から需要側，特に食料の物理的・経済的入

手可能性にも重点を当てたものに転換することになっ

た7)。そして， 1983年の FAO世界食料安全保障委員

会において，フードセキュリティが上記のように定義

された。この 1983年の定義では， 1974年の定義とは

異なり，供給側に加えて需要側の購買力の視点が含ま

れていることが大きな特徴である。また国家だけで

なくその構成員全員，つまり個人レベルのフードセ

キュリティが必要だと宣言したという点で重要な意味

を持っている（坪田 2007)。また， 1980年代には

FAO等の場で日本が主導して，フードセキュリティ

の議論が世界的に進んだ（大賀 2014)。これにより，

国際的なフードセキュリティについての議論は，構造

的な継続的貧困および低所得にも重点が当てられ慢性

的な貧困と飢餓の問題に対応するアプローチが模索さ

れるようになった（小泉 2019)。

その後 1996年に FAOで世界食料サミット (World

Food Summit 1996)が開催され，世界の各国首脳

や国際機関が参加して「世界食料安全保障に関する

ローマ宣言」を採択した。その際国際的なフードセ

キュリティを再定義して，「すべての人々が，いかな

る時にも，活動的で健康的な生活のために必要な食生

活のニーズと嗜好を満たすために，十分で安全かつ栄

養のある食料を入手可能な物理的および経済的なアク

セスがあるときに存在する状態」とされ，現在のフー

ドセキュリティの定義の骨格となる定義となってい

る。必要となる食料を物理的かつ経済的に充足させる

この定義に，「安全かつ栄養のある」と「嗜好を満た

す」という視点が追加され，個々の食料への精神的か

つ身体的な充足感を定義に組み込んでいる。この再定

義によって，供給巌や消費側の経済力と共に，嗜好及

び栄養面もフードセキュリティの定義として組み入れ

られたことは，大きな意義があると考えられる（坪田
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2007)。この再定義によるフードセキュリティが，現

在のフードセキュリティの国際的な議論に繋がる土台

となっている（小泉 2019)。

また，同年の世界食料サミットにおいてフードセ

キュリティの定義に重要な 4つの要因が提示され，

「量的供給可能性 (Availability)」，「物理的・経済的

入手可能性 (Access)」，「利用可能性 (Utilization)」，

前者3要因を含む「安定性 (Stability)」として挙げ

られている。それぞれの要因について，「量的供給可

能性」が国内生産または（食料援助を含む）輸入によ

り供給される，適切な品質の食料の十分な量の確保と

して定義される。「物理的・経済的入手可能性」は，

栄養ある食事を摂取するのに適切な食料を獲得するた

めの，十分な資源（及び権利）への個々人のアクセス

が可能となることである。この権利とは，（共同資源

へのアクセス等の伝統的権利を含む）生活するコミュ

ニティにおいて与えられた法的，政治的，経済的，社

会的制度を個人が規定できる全てのコモデイティの全

体に対して定義される。また，「利用可能性」はすべ

ての物理的な必要が満たされ，栄養的に満足な状態を

達成するための，十分な食事，消潔な水，衛生，健康

管理を通じた食料の利用となり，フードセキュリティ

における非食料の投入の重要性も提示している。「安

定性」は，食料確保のために，全住民，世帯，個人が

十分な食料に．いかなる時もアクセスできなければな

らず，偶発的なショック（例えば経済的・気候的危

機）や循環的事象（例えば季節的食料不安）の結果と

して，アクセスを失うリスクにさらされるべきではな

い。この安定性の概念は，フードセキュリティの量的

供給可能性と物理的・経済的入手可能性の両要因にも

言及しうるものである (JAICA 2017, FAO 2006)。

そして，フードセキュリティの定義は，再度，若干

修正されて，物理的，経済的アクセスとともに「社会

的」アクセスが追加され (FAO 2002), コミュニ

ティの社会的な背景がフードセキュリティに含まれる

ことになった (FAO 2003)。また，食料・栄養安全

保障に関する政府間及び多数の利害関係者を最も包括

的に含むプラットホームである「世界食料安全保障委

員会 (CFS:Committee on World Food Security8l」
において，加盟国等の承誇を得て， フードセキュリ

ティに栄養の観点が統合されることになった (CFS

2009)。

一方，国連世界食糧計画 (WFF)が提示している

フードセキュリティの定義は，「すべての人々がいか

なるときでも飢餓が存在しない状態J(WFF 2009) 

であり，世界食料サミットにおける定義と比べても，

よりシンプルなものとなっている。これは， WFFが

より食糧支援の実務的な国際機関であるためと考えら

れ，飢餓のない世界を目指して活動する匡連の食糧支

援機関の飢餓に対する目標として設定されている。

m. フードセキュリティのカテゴリー

フードセキュリティの分析において．「食料の不安

定性 (foodinsecurity)」は一般に二つの側面が言及

される (FAO 2008)。それは，「慢性的食料不足

(chronic food insecurity)」と「一時的食料不足 (tran-

sitory food insecurity)」である。「慢性的食料不足」

は，長期でかつ継続的でありその期間において最低

限必要とされる食料を満たすことができない人々の食

料不足となる。この要因として，貧困および資産に乏

しく，生産的な資源へのアクセスに適していない期間

が継続したことによる。また，この「慢性的食料不

足」を克服するためには，典型的な長期の貧困対策と

しての開発が必要であり教育．生産的資源へのアク

セス等となる。

一方，「一時的食料不足」は，短期でかつ一時的で

あり，良好な栄養状態を維持するために必要な十分な

食料へのアクセスまたは生産するための能力または機

能が突然に減少することである。この要因として，食

料の供給可能性 (availability)と入手可能性 (access)

における短期のショックまたは変動によって起こり．

これらは国内または域内の生産量，食料価格．家庭の

所得における大きな変化（減少）も含まれる。また，

「一時的食料不足」は．相対的に予期できず．突然発

生する。これらに対応するためには，それぞれに相違

する機能や調整の種類が必要とされ．例えば．「世界

食糧農業情報早期警戒システム (GIEWS)9l」やセー

フティ・ネット機能等のそれぞれに適した計画やプロ

グラムが必要となる。

後発開発途上国を中心とした慢性的な食料不足と先

進国および新興国における一時的な食料不足で．それ

ぞれフードセキュリティに対する政策的なインプリ

ケーションは違ってくる。慢性的または一時的なリス

ク（株田 2012)についても食料の不安定性の二つの

側面で言及することも可能である。ただし．先進国お

よび新興国における低所得層や貧困層のフードセキュ

リティに対する政策的インプリケーションも必要に

なってくる。

また， FAOはフードセキュリティにおける貧困に

より焦点を当てた際，二つの方式からなるアプローチ

に言及している。一つはレジリエンスのあるフード・

システムを確立するための「農村開発および生産性強

化」という長期的な視点であり， もう一つは脆弱性の

あるグループヘの支援を提供するためのオプションと

して「直接かつ迅速な食料へのアクセス」という一時

的または短期的な視点である (FAO 2006)。この二

つのアプローチについて，フードセキュリティの 4つ

の要因 (Availability,Access, Utilization, Stability) 

から指標となる項目を分類して検討を行うことも可能
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となっている (Pingaliat al. 2005)。

一方フードセキュリティを広義の人権の視点から

みた場合，矢口 (2000)は食料主権が「国家自らが適

切と判断する食料調達の在り方を決める権利」と述べ

ており， さらに古沢 (2007)は，食料主権が国家の果

たす役割として認識されることが多いが本来はより

深く食の尊厳性という意味を帯びているとしている。

久野 (2011)は，食料主権が 「食料への権利 lO)」と

して保障されている内容を含むとしており， フードセ

キュリティは「食料への権利」と比較すると「食料へ

の権利の完全な享受のための前提条件であるが，それ

自体は法的な概念ではなく，関係主体に法的義務を課

すことも法的権限を与えることも含んでいない」

(OHCHR-FAO 2010)とある。このように，「食料

への権利」の前提条件となるフードセキュ リティは，

国際的に各国の法的義務を負わせることができないも

のであり実現可能性は各国および国際機関の努力に

任されるという側面があることは否めない。

IV. フードセキュリティの潮流

フードセキュリティの視座に立ち FAOが 1999年

から現在まで毎年公表している "TheState of Food 

Insecurity in the World (SOFI)" において，「食料の

不安定性 (FoodInsecurity)」とのタイトルで，食料

の不安定性に焦点が当てられている。この SOFIで，

途上諸国における慢性的飢餓人口を推計して公表し始

めている。同時に，先進諸国や経済移行国における飢

餓人口を推計して，途上国だけでなく先進国および途

上国のすべての国における飢餓人口に焦点を当ててい

る。

そして，持続可能な開発目標 (SDGs)が国連サ

ミットで採択された後 2017年から SOFIの「食料

の不安定性」というタイトルは "TheState of Food 

Security and Nutrition in the World" に変わった。

また， FAOだけでなく， WFF, IFAD (国際農業開

- - -Food Security 
Nutrition Security 

? l P"cchase 、‘、
~Donation 

-------―一‘

発基金），unicef(国連児童基金）， WHOが共著とな

り11), 「食料の不安定性」について引き続き注意を喚

起するとともに， フードセキュリティと栄養改善に関

する SDGsの目標に向けて嵩いレベルの栄養不足の

様々な形態について警鐘を鳴らす役割を担うように

なった (FAO 2018)。フードセキュリティにおける

国際的議論の流れが， SDGsにおける栄養改善目標を

踏まえ，「食料の不安定性」に加えて栄養の視点を強

く意識してシフトしつつあることが分かる。SDGsに

おけるフードセキュリティの横断的なゴール達成のた

め，以下に示すような様々な指標を基に，慢性的な栄

養不足人口の削減に向けて，国際協調と協力をより進

めて，実際の行動を起こすという流れが顕在化してい

る 12)。

フードセキュリティの国際的議論における「栄養」

の視点に関しては， 2000年頃から Grosset al. (2000), 

Klennert (2005)がフードセキュリティにおける栄

養の改善について， フードセキュリティより広義にし

て栄養を加えて定義すべきとして （図 1)Food and 

Nutrition Securityの概念を提案した。フードセキュ

リティは世界，地域国，自治体，家庭までを対象と

する一方 Foodand Nutrition Securityは個人までを

対象に含めている。Weingartner(2005)は， Gross

at al. (2000), Quisumbing et al. (1995)等の定義を

基に「すべての個人がいかなる時も健康的で幸福な生

活をするために，量的，質的に，安全に，社会・文化

的として入手可能な適切な食料に入手かつアクセスで

き，満足して利用できる状態」と再定義している。ま

た， Pinstrup-Andersen(2009)は個人レベルの

Nutrition Securityが，浄水・公衆衛生等にも依存し，

フードセキュリティが必ずしも栄養改善を意味するこ

とではないと述べている。なお， フードセキュリティ

とFoodand Nutrition Securityについての議論は継

続され，国際機関等においては「フードセキュリティ J
と「Foodand Nutrition Security」は現在も併用さ

れており国際的議論においてそれぞれの対象につい

} maaifes<acioc 

} immed,a~cames 

underlymg causes 

図 1 フードセキュ リティと栄蓑セキュリティの概念

壺料 ：Gross et al. (2000) 
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てもコンセンサスは得られておらず，混乱が生じてい

る。

さらに， 2011年9月に開催された CFSのラウン

ド・テーブル会合において，多様な視点から「食料の

不安定性」および「脆弱性 (vulnerability)」を捕捉

するため，栄養を含むフードセキュリティ指標 (Food

security indicators, F AO 2015) が報告された。こ

れらの指標は，各国・地域間および長期にわたる「食

料の不安定性」の比較を可能とするものであり，今

後各国・地域による指標の利用可能性の観点から

も， より多様で実態を反映できるような指標を追加す

ることが可能になっている。また，これらの指標は先

のフードセキュリティの 4要因を基に分類されてい

る。

また， 2000年代後半以降新たに気候変動がフー

ドセキュリティに影響を与える要因の一つとして国際

社会で議論されるようになった。人類の活動によって

生じる大気中の温室効果ガスの濃度上昇は気候システ

ム全体に変化を及ぼし，気温上昇だけでなく海面上

昇降水量や降水地域の変化熱波や豪雨といった極

端な気象現象の変化等を引き起こしている。農業のよ

うに自然を対象とした産業は，気候変動により大きな

影響を受ける極めて脆弱な部門であると考えられ，気

候変動は多くの食料生産システムの生産性を低下さ

せ，フードセキュリティがすでに脅かされている現在

の状態をさらに悪化させることが国際社会において懸

念されている（小泉 2013, F AO 2016)。気候変動

が，疾病，水の安全性，衛生生計，養育に打撃を与

えることで，栄養の観点においても人々の栄養を含む

健康状態や食 生活にも弊害をもたらし (FAO

2016), その結果，人々が気候変動に適応したり，緩

和したりする能力も阻害されることも懸念されている

(IFPRI 2015, JAICAF 2017)。気候変動は，干ば

つや水害，暴風雨といった異常気象の影響を増幅さ

せ，多くの人々ーとりわけ，貧困層や弱者層ーを栄養

失調のリスクに曝すことになる (Confalonieriet al. 

2007) とされている。また，貧しい農村コミュニティ

における栄養失調の大きな原因である季節的な供給不

足やアクセス難にも追い打ちをかけ，生計基盤の安定

性や家族間の食料分配にも影響を及ぼすことで，特に

乳幼児と女性の栄養状態を悪化させる危険性がある

(Wijesinha-Bettoni et al. 2013)。加えて，気候変動下

では主要な作物の栄養価が低下すると考えられている

(FAO 2016)。

ただし，気候変動によるフードセキュリティヘの影

響は上記のように一義的ではなく多面的であり，短期

的なものでもない。また，気候変動による影響は，各

国におけるさまざまな政策，市場構造，自然資源を含

む環境によって条件が変わり，貧困・農村・農業等が

フードセキュリティに間接的・直接的に関わる部分に

ついても，消耗の程度を左右する。これらの要因が

フードセキュリティに与える影響を個別に把握するこ

とが，対策のスタートラインとならざるを得ない

(FAO 2016)。しかし，これは複雑な行程であり，

必ずしも解決の可能性が同じ方向性を持つとは限らな

い。さらに，これらの要因は複雑さの一因ともなって

いるように，国や地域によって異なり一様ではない。

そのため，気候農業，食料，栄養改善に向けた各国

の政策は，類別しつつ，可能な限り整合的に統合して

一体的に取り組む必要があるだろう。

次に，持続可能な開発目標 (SDGs) は， ミレニア

ム開発目標 (MDGs)13lの2015年までに 1990年比

で飢餓人口を半減する等の 8の目標を引き継ぎ， 2015

年9月の国連サミットで採択された「持続可能な開発

のための 2030アジェンダ」で示された 2016年から

2030年までの国際目標である。 SDGsは世界の飢餓を

終わらせ，食料の安定的確保と栄養改善を達成すると

ともに，持続可能な農業を推進することを目指す 17

の目標とそれぞれの目標下にある合計 169のターゲッ

トから構成されている。

FAO事務局長JoseGraziano da Silva (当時）は，

2018年 10月の国際会議の場で「フードセキュリティ

と栄養 (Foodsecurity and nutrition)」を政治の重要

課題に置くように訴えた 14)。このように，フードセ

キュリティである状態に「栄養」の視点を強く組み込

むことが現在の潮流となっており， SDGsにおける

フードセキュリティと栄養に関わる多様なゴールを目

指すことによって，具体的なフードセキュリティの状

態を実現することが国際的なフードセキュリティのコ

ンセンサスとなっている。

FAOはフードセキュリティの視点からも MDGsへ

の貢献において， 目標 1の「極度の貧困と飢餓の撲

滅」に最も貢献すべきと考え，次いで目標 3の「ジェ

ンダー平等の推進と女性の地位向上」， 目標 7の「環

境の持続可能性確保」， 目標 8の「開発のためのグ

ローバルなパートナーシップの推進」に貢献すべきと

位置づけている。その上で，その他の目標も飢餓の撲

滅により貢献していくと考えている。そして， MDGs

を引き継ぎ発展させた SDGsにおいて， FAOは目標

2の「飢餓ゼロ (Zerohunger)」への貢献，さらに目

標 5の「ジェンダー平等の実現 (Genderequality)」，

目標 6の「安全な水と衛生 (Cleanwater and sanita-

tion)」， 目標 12の「責任ある生産と消費 (Responsi-

ble consumption and production)」， 目標 14の「水産

の命の保護と利用 (Lifebelow water)」， 目標 15の

「土地の命の保護と再生 (Lifeon land)」に貢献する

ため，これらの目標にまたがる 21の指標の検証，調

整および報告等を行うとしている (FAO 2017)。

SDGsにおいて FAOはより具体的な目標への行動と

報告が求められるようになっている。
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また.SGDsとは別の視点で， FAOが毎年公表す

るSOFIにおいて， 2005年から公表している惟界の

栄養不足人口 (undernourishedpeople)は，フード

セキュリテイや開発等の国際会議や主要国首脳会議等

において多々言及され，貧困や栄養不足についての認

識を深めるのに寄与している 15)。FAOによると，栄

養不足人口は（図 2),2005年以降減少傾向が続いて

きたが,2014年から増加する傾向を示して 2017年に

8億 1,170万人と推計されている (FAO 2019)。世

界の人口に占める栄養不足人口の割合は， 1990-1992

年の 18.6%から 2015年には 10.6%に低下したものの，

2017年には 10.8%とわずかに上昇している。世界で

は現在．世界の 9人に 1人が飢えに苦しむ状況にあ

る。このうち．特に重要なのはサブサハラ・アフリカ

では全人口の 23.2%とほぼ4人に 1人が飢餓に苦しむ

状態にある点である。このため， SDGsの飢餓ゼロの

目標に向けて．より一層各国と国際協調による対策

を講じる必要がある。一方，世界では成人の肥満も深

刻化しており,2017年に世界の成人の 8人に 1人が

肥満の状態であると FAO(2018) は推計している。

肥満と都市部の貧困による栄養不足等は，先進国の日

本でも近年顕在化しつつある課題である。現在，世界

の多くの国で栄養不足と肥満が同時に起こっているこ

とから, FAOはこれまでの食料の「量の確保」だけ

でなく，栄養面の「質の確保」にも取り組んでいく必

要があると提言し，国際機関や各国と連携して．栄養

や保健衛生における取組を強化することが求められ

る。

一方で， 2007-2008年における資源および穀物等の

価格高騰を受けて， 2009年 11月に「フードセキュリ

ティに関する枇界サミット (WorldSummit on Food 

Security)」が開催され．「持続可能な世界の食料安全

（単位： 100万人）

保障のためのローマ 5原則」が参加国から承認され

た。サミットでは，資源・農産物価格の高騰の諸要因

や途上国での「ランド・グラブ 16)」とも言われた農

地への投資を含む過度な内外企業等による農業投資に

対して．各国協調および調整すること，フードセキュ

リティを通じた栄養・貧困・途上国等への配慮と先進

国を含む各国の努力が示されたが，具体的なフードセ

キュリティヘの効果は十分とはいえなかった 17)。た

だし，このサミットを通じてフードセキュリティにお

ける栄養についての重要性の認識がさらに深まり多

くの国際会議等で "Foodand Nutrition Security"に

ついて多く言及されることになった (OECD 2013)。

V. 新興国にシフトする国際食料需給とコモ

ディティ市場

フードセキュリティについて考える際， しばしば食

料と人口の関係を規定したマルサスの「人口論」が言

及される。その有名な命題は「人口は等比数列的に増

大し，生存資材（食料等）は等差数列的にのみ増え

る」というものである。ただし，現在において，その

前提となる資源としての土地および技術の制約が大き

く変容している。土地制約はある程度前提として継続

されつつあるものの，技術制約は「ハーバー・ボッ

シュ法」等による天然ガスを原料とした多くのエネル

ギー投入を基に窒素固定して製造された肥料や品種改

良・遺伝子組み換え技術による高収量品種の投入等を

背景に，次々と乗り越えられているように見え，穀物

を含む食料の生産量は増大している。超長期的な農業

生産の持続可能性はまだ議論の余地はあるものの．今

後中期的には土地及び技術制約は，現在のところそれ

ほど大きな課題とはなっていない（農林水産政策研究

所 2019,USDA ERS 2019, OECD-F AO 2018)。
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世界の食料需給において，中期的に農産物の生産星

増加の可能性がある現在において， 2007-2008年の穀

物・資源等価格の高騰とそれ以降における穀物等の国

際市場の変化について検討したい。当時の農産物等の

価格高騰は，複合要因が重ね合わさ って起こったと考

えられている (Peterset al 2009)。その主な要因は，

以下のように列挙できる。すなわち，中国を含む多く

の新興国・経済移行国等における穀物 ・畜産需要の増

加，豪州の 2年連続干ばつとロシアを含む欧州での干

ばつによる穀物生産量の急減，エネルギー価格の急騰

を背景に農業資材等を含む農産物生産コストの増加，

トウモロコシや植物油等を原料とするバイオ燃料政策

実施による需要の増加，継続的なドル安傾向， さらに

穀物等の輸出国および輸入国における貿易制限を含む

自国の供給を優先する政策変更，継続的な穀物等在庫

の低下傾向金融・コモディティ市場への投機資金の

流入等である (Tadesseet al. 2014, Trostlea et al. 

2011)。

これらの複合要因が 2007-2008年の同時期に生じた

ことによって（図 3)' 穀物等においても急激な価格

高騰が起こったと考えられる。特に，穀物等の国際市

場については， シカゴ商品取引所の先物価格で小麦が

2008年 2月 27日に最高値を付け， コメはタイ国家貿

易取引委員会公表の FOB価格で同じ 2008年 5月21

日に最高値を付けた（農林水産省 2018)。IMFIn-

ternational Financial Statistics (IMF IFS) の月平均

の各コモデイティ指標価格によれば，小麦の月平均価

格は 2008年 3月に 403.8ドル ／トンで最高値圏とな

り， トウモロコシも同統計において 2008年 6月に

287.1ドル ／トンで当時における最高値圏となった

（単位 USD/トン orバレル）

750 
700 
650 
600 
550 

（ただし，現在の最高値圏は米国が高温・乾燥による

天候不良で半世紀ぶりの単収減とな った 2012年 7月

の 333.0ドル ／トンである ）。大豆は 同統計における

2008年 7月に 554.2ドル ／トンで当時における最高値

圏となった（ただし，現在の最高値圏はトウモロコシ

と同じ要因で 2012年 8月の 622.9ドル ／トンである）。

また， コメの国際指標の月平均価格において， タイの

国家貿易取引委員会公示の WhiteRice 100 % Grade 

B輸出価格が 2008年 5月に 989.6ドル ／トンとなっ

て史上最高値圏となった。

トウモロコシ・大豆は 2008年に高値圏で推移した

後シカゴ商品取引所の先物価格の最高値は米国の高

温・乾燥による天候不良によって半世紀ぶりの単収減

が生じた 2012年夏となった（農林水産省 2018)。一

方で， 2011-2012年に原油の WTI先物価格が IMF

International Financial Statisticsの月次平均値によれ

ば90-110ドル ／バレルの高値圏で推移していた点に

ついても留意する必要がある。穀物等の価格高騰の背

景となった天候不良に関しては， 2007-2008年にロシ

ア・ヨーロッパ東部等での干ばつ， ヨーロッパ西部で

の長雨等， 2006-2007年の豪州の 2年連続の干ばつ，

そして， 2010年にロシアで干ばつによる穀物輸出の

禁止， 2011-2012年米国の半世紀ぶりの高温と乾燥に

よる不作が発生していた。

2007-2008年以降， 2000年代から 2010年代を通じ

て農産物が相対的に高い価格で推移した結果，農地だ

けでなく農業部門への投資が継続され 16)' 高収量品

種を含めた技術の普及が進み，生産量の拡大と供給増

をもたらし， 2014年以降各国において穀物等の在

庫の積み上げが課題となった。ただし，それぞれの品

.・・・・ ........................................................... ............... ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・-' ． 
········ ~ ·. ● ● ● ● ● ....... . 
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図3 穀物等及び原油の国際価格

賓料： IMF (2019) 
注 小麦は米国 HRW(Hard Red Winter)カンザスシティ価格 (USD/トン） トウモロコシは米国 No.2

Yellowのメキシコ I弯FOB価格 (USD/トン）．コメはタイ梢米 5%プロークン輸出価格 (USD/トン） 大

豆は米国大豆のシカゴ先物価格 (USD/トン）．原池は WTI(West Texas Intermediate)先物価格 (USD/
バレル）。
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目が相対的に高値圏で推移していた理由は同ーではな

い。

2007-2008年の資源及び穀物等価格の高騰期を含む

2000年代から 2010年代にかけて，穀物等の国際価格

が高値圏にあった要因の一つである中国を含む多くの

新興国等における農産物需要の増加と，新興の穀物等

の輸出国の台頭といった国際市場の構造的変化につい

て主要穀物および大豆に注目して OECD/FAO (2017) 

の観測値データベースを用いて考えてみたい。まず，

トウモロコシの国際貿易市場では（表 1)' 世界の貿

易量（輸出量）が2000年に 7,371万トンから 2017年

には 1億 4,206万トンで 2倍程度まで拡大している。

トウモロコシ主要輸出国は， 2000年にアメリカが

67%で圧倒的シェアを占め，アルゼンチンが 14%,

中国が 10%, 南アフリカとブラジルが2%となってい

た。 2017年に，アメリカが37%で世界最大の輸出国

を維持したものの，世界シェアは半分程度まで下が

り，ブラジルが21%, アルゼンチンとウクライナが

それぞれ 13%, ロシアが4%となり，アルゼンチンを

除き，新興の 3カ国が輸出国として台頭している。一

方で， トウモロコシ主要輸入国は， 2000年に日本が

21%, 韓国が 11%, メキシコが8%,エジプトが6%,

カナダが4%となり，米国の輸出先が上位になってい

る。 2017年は， EUが 11%, メキシコと日本がそれ

ぞれ 10%, 韓国とエジプトがそれぞれ7%, ベトナム

が 6%となり，加盟国を 28カ国まで増やした EUで

輸入が増加し，相対的に日本と韓国のシェアが下が

り，アジアの新興国が輸入を増やしている。なお，台

湾は主要な輸入国であり， 2000年に 500万トンの輸

入量で，それ以降減少傾向にあり， 2016年に 440万

トンとなっている。また， 2017年の中国によるトウ

モロコシ輸入は 3%と限定的である 18¥
小麦の国際貿易市場は（表2), 2000年に 1億トン

の貿易量（輸出量）から 2017年には 1億 7,618万ト

ンで 1.8倍程度まで拡大している。その中で小麦の主

要輸出国は， 2000年に米国が世界一のシェアで 29%

となり，伝統的な輸出国のカナダが 17%, 豪州が

16%, EUが 15%, アルゼンチンが 11%と続き，

2017年にロシアが恨界最大のシェアで 20%となり，

次いで EUが 16%, 米国が 15%, カナダが 13%, 豪

州とウクライナがそれぞれ9%, アルゼンチンが6%

となり，伝統的輸出国に加えて，ロシア，ウクライナ

が主要輸出国となっている。カザフスタンの 4%を加

えると新興の輸出国として旧ソ連圏が34%と米国の 2

倍以上のシェアとなる。一方で，小麦の主要輸入国

は， 2000年にブラジルが8%, エジプトと日本とイラ

ンがそれぞれ6%, メキシコと韓国がそれぞれ3%に

なっている。 2017年にはエジプトとインドネシアが

7%, ブラジルが4%, ナイジェリアとメキシコ， ト

ルコおよび日本と韓国，フィリピン，ベトナムがそれ

表 1 とうもろこし貿易量の上位輸出入国

Exports Imports 

2000年 2017年 2000年 2017年

1位 米国 米国 1位日本 EU 
2位 アルゼンチン ブラジル 2位韓国 日本

3位 中国 アルゼンチン 3位メキシコ メキシコ

4位 ブラジル ウクライナ 4位エジプト 韓国

5位 南アフリカ ロシア 5位 EU エジプト

6位カナダ ベトナム

7位マレーシア イラン

世界貿易量

(1,000トン） 73,713 142,055 77,187 141,710 

資料： OECD/FAO (2017) 

表 2 小麦貿易量の上位輸出入国

Exports Imports 

2000年 2017年 2000年 2017年

1位 米国 ロシア 1位ブラジル エジプト

2位 カナダ EU 2位イラン インドネシア

3位 豪州 米国 3位日本 プラジル

4位 EU カナダ 4位エジプト 日本

5位 アルゼンチン ウクライナ 5位インドネシア フィリピン

6位 カザフスタン豪州 6位 EU トルコ

7位 インド アルゼンチン 7位輯目 ベトナム

8位 トルコ カザフスタン 8位フィリビン メキシコ

9位メキシコ ナイジェリア

世界貿易量

(1,000トン） 100,015 176,175 101,332 170,687 

資料： OECD/FAO (2017) 

ぞれ3%となり，中東とアジアにおける新興国および

途上国の輸入国が増加している。

また，大豆の国際貿易市場は（表 3), 2000年に

5,046万トンの貿易量（輸出量）から 2017年には 1億

4,769万トンで市場規模が3倍程度まで急拡大してい

る。その中で大豆の主要輸出国は， 2000年に米国が

54%でトウモロコシと同様に圧倒的な市場シェアを占

め，ブラジルが31%, アルゼンチンが8%, パラグア

イが5%であった。 2017年には，ブラジルが42%で

世界最大のシェアを占め，次いで米国が 39%, アル

ゼンチンが7%, パラグアイとカナダがそれぞれ4%

となっている。輸出量は米国も拡大しており， 2017

年には 2000年に比べて 2倍以上の 5,768万トンに達

しているが，それ以上にブラジルの伸びが大きくブラ

ジルが国際大豆市場のシェアを拡大している。一方

で，大豆の主要輸入国は， 2000年に EUが 32%, 中

国が26%, 日本が8%, メキシコが7%, 韓国が3%

であった。 2017年には中国が63%で圧倒的な輸入

シェアを占め，次いで EUが 9%, メキシコが3%,

日本とタイとインドネシアがそれぞれ 2%となり，ブ

ラジル・米国の輸出量の多くを中国が輸入するという

構図となっている。メキシコ， 日本等の伝統的な輸入

国の輸入市場におけるシェアは低下し，中国に加え，

アジアの新興国が新たに輸入国として台頭している。

コメの国際貿易市場は（表 4), 2000年に 2,365万
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表 3 大豆貿易量の上位輸出入国

Exports Imports 

2000年 2017年 2000年 2017年

1位 米国 プラジル 1位 EU 中国

2位 プラジル 米国 2位中国 EU 
3位 アルゼンチン アルゼンチン 3位日本 メキシコ

4位 パラグアイ パラグアイ 4位メキシコ 8本
5位 カナダ カナダ 5位韓国 タイ

6位タイ インドネシア

世界貿易量

(1,000トン） 50,458 147,687 51,300 150,892 

資料： OECD/FAO (2017) 

表4 コメ貿易量の上位輸出入国

Exports Imports 

2000年 2017年 2000年 2017年

1位 タイ タイ 1位インドネシア 中国

2位 ベトナム インド 2位ナイジェリア ナイジェリア

3位 米国 ベトナム 3位フィリビン フィリピン

4位 中国 パキスタン 4位サウジアラビアイラン

5位 パキスタン米匡l 5位イラン EU 
6位 インド 中匡l 6位メキシコ サウジアラビア

7位 豪州 プラジル

泄界貿易籠

(1,000トン） 23,649 45,606 23,976 47,650 

資料： OECD/FAO (2017) 

トンの貿易量（輸出量）から 2017年には 4,561万ト

ンまで拡大している。他の主要穀物に比べて相対的に

規模の小さいコメの貿易市場だがそれでも 2000年

から現在にかけて 2倍程度まで拡大している。コメの

主要輸出国は， 2000年にタイが 29%で世界の 1/3の

シェアを占め，次いでベトナムが 15%, 米国が 11%,

中国とパキスタンがそれぞれ 10%, インドが 7%,豪

州が 3%であった。 2017年にインドとタイがそれぞれ

23%の輸出シェアとなり，ベトナムが 14%, パキス

タンが 9%, 米国が 7%となった。コメの中心的な国

際市場は依然としてアジアでありさら貿易量は拡大

して，ベトナムとパキスタンはシェアを維持しつつ，

インドが食料安全保障食料法 (NFSA) の下で国内供

給を優先しながらも過剰分を輸出に回して，タイとと

もに世界上位のシェアを占めている。一方で，コメの

主要輸入国は， 2000年にインドネシアが 6%, ナイ

ジェリアが 5%, フィリピンとサウジアラビアとイラ

ンがそれぞれ4%, ブラジルとメキシコと日本がそれ

ぞれ 3%であった。 2017年には，中国が 12%, ナイ

ジェリアが 6%, フィリピンとイランと EUがそれぞ

れ3%を占めている。コメの輸入市場では突出した輸

入国はないものの 19)' アフリカ地域は 2017年に輸入

市場で 34%のシェアを占め，中東とともに輸入量が

年々増加し，今後も継続的に輸入量が増えると考えら

れている（農林水産政策研究所 2019, USDA ERS 

2019, OECD-F AO 2018)。

これまで伝統的に欧米中心だった穀物等の輸出市場

における従来の主要輸出国の相対的な地位は，近年で

は低下し，新興国・途上国が主要輸出国として台頭し

てきている。また，新興国・途上国は相対的に高い経

済成長を背景に，穀物等の輸入市場でも存在感を増し

ている。中国では，国内の自給政策主導によって一時

期，穀物等の輸出国だったが， 2010年前後に輸入国

に転じた。米国は， トウモロコシ・大豆の輸出市場で

圧倒的なシェアを占めていたが，ブラジル等の南米諸

国が台頭してアジアの新興国による新規需要である追

加的な輸入量をまかなう構造が定着しつつある。この

ように，穀物・大豆だけではなくグローバルに幅広い

農産物・畜産物の輸出および輸入市場で新興国・途上

国が重要な地位を占める構造となってきている。

VI. おわりに

世界の食料需給について，世界的に人口の伸び率が

鈍化しつつも継続的な総人口の増加と新興国・途上国

の「食の高度化」の進展により，世界の穀物等の需要

は増加し続けている。一方，世界の穀物等の供給は，

価格変動による不安定性 (volatility) を内包しつつ過

去 10年の瀾価格の水準に従って供給量も増加し， と

きに供給過剰となりながらも増加を続けている。その

中で，穀物等の貿易量も同様に拡大しているが，その

主要輸出国は偏在化して，かつ集中する傾向を強め，

輸入国も相対的に偏在化が進んでいる。このように先

進国と途上国という枠組みだけでは，捉えきれない各

国の食料需給および貿易構造の変化の中で，始永

(2001), 大賀 (2010, 2014) らが提案している「先進

輸入国にとっての食料安全保障」，「先進輸出国にとっ

ての食料安全保障」，「後発途上国にとっての食料安全

保障（特に後発途上国の輸入国）」に加えて，途上国

（新興国・中進国を含む）の輸出国等に広がる格差の

中で多様なフードセキュリティについても検討が必要

であろう。

変化してシフトする食料需給構造を背景に，多様化

する各国・地域の食料巡る環境の中で，様々な農業・

農村・経済等の状況を持つそれぞれの国がフードセ

キュリティに関する考え方を，国際的な定義に合わせ

るというよりも，国際的な目標 (SDGs等）と自国の

現状の両方を考慮しつつ，各国・地域における農業及

び農村，マクロおよびマイクロ経済の様々な背景とそ

れらの発展と成長に伴って，国際的なフードセキュリ

ティの議論に積極的に参加・協力しつつ，各国・地域

がそれぞれに議論を進めてフードセキュリティを定義

していくことが必要である。

国際的なフードセキュリティの議論の方阿性は，

SDGsと結びつくことで，飢餓人ロ・栄養不足人口の

数値化と削減目標化となって，各国・地域に協力を迫

る勢いとなっている。日本も先進国として SDGs達成
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に積極的に関与しつつも，途上国に偏りがちなフード

セキュリティとバランスさせながら，中間層が減少し

て生活保護家庭が増えているともいわれる日本の社会

的変化による国内の貧困および栄養不足人口への対策

に備える必要性が生じている。また途上国には，アジ

ア諸国のようにフードセキュリティと貧固対策に加え

て，食料自給率を農産物生産振興政策及び貿易政策と

リンクさせて (Furuhashiand Gay 2017), 議論す

る傾向が強い。ただし，フードセキュリティの国際的

なコンセンサス形成に関しては，フードセキュリティ

とFoodand Nutrition Securityの併用が継続する議

論の集約をサポートしつつ，国際的議論の展開を軸

に，各国の農業・農村およびその文化的背景に配慮し

て，一部にフードセキュリティを名目にして貿易の対

立を拡大させないメカニズムを持つ WTO等の国際的

貿易）レールを維持しつつ，各国における政策的な自由

度を容認した政策的含意が必要である。

（注）

1)食料自給率を，食料の安全保障を直接表す指標にすることは

適当とは言えない（本間 2010) との指摘もある。

2) 日本の食料安全保障とは，主に，国民が最低限度必要とする

食料が，不測の要因により国内の需給が相当の期間逼迫する

場合又はそのおそれのある場合国民生活の安定及び経済

等に支障が生じないように，食料供給の確保が図られるため

の政策（輸入及び備蓄を含む）やその機動的な発動のあり方

を検討し（食料の増産及び流通の制限を含む），不測時に備え

ること等を意味している（農林水産省 2019)。食料・農業・

農村基本法（平成 11年法律第 106号）は，食料安全保障に関

して「食料は人間の生命の維持に欠くことができないもので

あるだけでなく，健康で充実した生活の基礎として重要なも

のである。全ての国民が，将来にわたって良質な食料を合理

的な価格で入手できるようにすることは，国の基本的な責務

である（一部抜粋）。」と述べている。

3)この会議では国連食糧農業機関 (FAO)の創設が決定され

た。

4)権原アプローチとして，誰がどのようにして食料への権原を

喪失するかに浩目する。

5)権原は本来，法律用語で「ある行為が正当なものとされる法

律上の原因」であるが（セン 2000), 経済的な状況における

本来の原因という意味として捉える。

6)権原関係全体とは，食料総供給量の減少だけでなく購買力，

雇用制度・社会保障・相互扶助等の在り方としてセンは捉え

た。

7)飢餓が一時的な供給側による要因だけでなく，需要側の構造

的かつ広範な社会的な多くの要因があるという Senの「権原」

の考え方は，当時の経済学者等の中でも広く理解されつつあ

る考え方であり， Senの積極的な行動によって政策担当者を

含めて理解が広がった (Shaw 2007)。

8) CFSは1970年代の食料危機を受け，世界の食料安全保障に

関する政策のレビューとフォローアップを行うために FAOに

設置された国際組織である。

9) GIEWS (the Global Information and Early Warning System 

on Food and Agriculture)は1975年から FAOが運営してい

る重要な機能の一つであり，食糧・農業の課題に関わる早期

警戒情報を提供している (Rashid 2009)。

10)食料への権利： "諸個人が適切な食料およびフードセキュリ

ティ（食料安全保障）への持続的享受に必要な資源にアクセ

スする権限を有していること”及び“国家がすべての人の食

料への権限を実現する法的義務を負う＂等を国際法の下に保

障する概念（久野 2011, OHCHR-F AO 2010)。

11) 2009年版から WFPがSOFIの共同執筆となり， 2011年版

から IFADも加わっている。

12) フードセキュリティをめぐる課題の一つに「ジェンダー」

があり，ジェンダー不平等を背景に食料不足の影響が一般的

に男性より女性により大きく現れるといわれ，ジェンダー問

題が主流化 (mainstreaming) している（武藤 2018)。

13) MDGsは，開発分野における国際社会に共通する目標とし

て2000年9月に開催された国連ミレニアム・サミットで採択

された。 MDGsは貧困と飢餓の撲滅等， 2015年までに達成す

べき 8の目標として掲げられた。

14) Global Parliamentary Summit against Hunger and Malnu-

trition, Oct 29, 2018, F AO Tweeter, (Accessed: 7 December 

2019). 

15)栄養不足人口とは別に， IFPRIによって推計されている世

界飢餓指数 (GHI:Global Hunger Index)があり，世界・地

域・国レベル（非先進国）で，不十分な食料供給 (Inadequate

food supply)・子どもの低栄養 (Childundernutrition)・子ど

もの死亡率 (Childmortality)等を基に点数化したもので，

Doris Wiesmann, Lioba Weingartner, Iris Schoningerによっ

て独自に GHIの概念が作られた (IFPRI 2017)。

16)「ランド・グラプ (Landgrubbing)」といわれた先進国およ

び新興国による後発途上国等での過度の農地等購入•利用は，

国際会議やサミットで国際的な課題とされ，「責任ある農業投

資原則 (PRAI,注 17)」を策定する機運が醸成された。

17) 2009年 7月の GSラクイラ・サミットで「責任ある農業投

資」のコンセプトを日本が提案した。これは，投資受入国の

政府・小農を含めた現地の人々• 投資家の三者間の利益の調

和と最大化を目指し， FAO・IFAD・UNCTAD(国連貿易開

発会議）• 世界銀行の 4つの国際機関が5つの原則を柱とする

「責任ある農業投資原則 (PRAI: the Principles for Responsi-

ble Agricultural Investment)」として策定した（外務省 2018)。

18) 2000年の EUの値は，現在の加盟国を基に集計している

(OECD-FAO 2018)。

19)近年， 300万トンを超えるコメ及び小麦の輸入量を継続して

いる中国は国内の最低購入価格等の農業政策に強くリンク

して，穀物等の国内在庫量と輸出入量をそれぞれ制限しつつ，

管理している。
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