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畜産問題のアラカルト（2）

人ロ減少時代の畜産パラダイム転換
村田富夫＊

1．’畜産の展開過程と
人ロ減少時代への対応

　畜産部門の農家数の激減を多角的に考察するた

めに，まず畜産の展開過程と人口減少の経緯を概

観することにしょう。一畜産農家数の激減と将来予

測は，次回掲載予定一

　目本畜産は昭和30年代を起点とする高度経済成

長時代を境として，世界に類例のない発展を遂げ

てきたことは衆知の事実である。その後，目本経済

は不況と好況の変動に苛まれながらも長期的には

拡大発展を持続している。畜産部門は上記のように

高度成長時代は未曾有の拡大を続け，平成時代の

初期まで生産指数は増大（’60～’64を100として

’90～’94年は313），また農業産出額の中に占め

る畜産産出額の割合は昭和35年は18．2％であっだ

が，昭和59年には畜産産出額は32，897億円と最大

になり，畜産部門は半世紀で9．5倍まで拡大した。

畜産の農業産出額に占める割合は平成16年は

27．9％であるが，最大のシェアを占めたのは昭和

55年の3L4％であり，一時的ながら畜産は農業産

出額の三分の一を占めていた。しかしながら，昭和

59年頃を境として畜産産出額は傾向的には減少傾

向にあり，農業生産指数でも’95～799年では前期

間の313から297に低下している。

　畜産の平成時代までの拡大・発展は畜産物需要の

増大を背景として，旧農業基本法では選択的拡大

部門として位置づけられ政策的にも，生産拡大施

策，価格安定施策等の充実が図られてきたことが

大きく影響している。この時代は畜産農家数は激減

したが，一戸当たりの飼養頭羽数規模の拡大が畜

産農家数の減少をカバーし，昭和時代の末までは

家畜家禽の総飼養頭羽数の増大に寄与し，畜産の

衰退を誘発するものではなかった。しかしながら，

一戸当たりの家畜家禽の飼養頭羽数では，畜産の

先進国であると考えられる西欧諸国の規模を凌駕

することになったが，飼料自給率の低下，畜産公

＊日本獣医生命科学大学名誉教授（Tomio　Murata）

害の多発等畜産の拡大発展を阻害する要因が大き

な問題として先鋭化した。

　畜産の貿易関係では為替レートの円高基調によ

り輸入畜産物価格が割安となり，海外の安価な畜

産物が大量に輸入され，また飼料の輸入価格も国

内産の飼料より極めて安価になり，粗飼料までも

が輸入されるようになり飼料自給率は1／4（’05

年：24％）にまで低下し，10年後には35％にする目

標ではあるが土地規制の撤廃，為替レート等の制

度改革を前提としなければ実現は厳しいと考えら

れる。飼料を含めて畜産の拡大にはマイナス要因が

顕在化し，発想の転換が必要になっている。

　このように，日本畜産は20世紀の末以降傾向的

な衰退から抜け出せない状況にある。とくに，2006

年を境として人口は静止状態から減少時代に移行

するにあたって，これまでの畜産就業構造は安泰

であり，畜産物需要は維持されるとした畜産のド

グマは通用せず，日本畜産の展開を支配してきた

論理から脱皮して新しい考え方に基づく日本畜産

のパラダイム転換の時代を迎えている。

2．歴史的転換期を迎えた
　　　　人ロ減少問題

　人口減少問題は悲観的見方と楽観的見方がある

が，労働力の減少ということでは畜産就業者の不

足を招来することになる。このことは，外国人の研

修生が養豚部門等で従事しているが，労働条件，

賃金水準の面におけるトラブルが数多く発生し，

新聞等で取り上げられ大きな社会問題になってい

ることは，研修という仮面を被った労働力不足の

補充手段の一環であろう。

　いずれにしても，人口減少は目本社会が直面す

る最大の政策課題の一つであることには変わりは

なく，問題は少子化・高齢化という今まで経験した

ことのない変化にどのように立ち向かうかである。

畜産部門においても就業構造，畜産物需要にどの

ような変化が及ぶのを見定めておくことが必要に
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なる。さらに，日本は高齢化・少子化が人口減少を

経験している先進諸国に比べて時間的に遅れて社：

会問題化したが，とくに高齢化のスピードが早く

世界でもごく短期間に高齢化第△位の国になった

ことである。韓国においても目本と同様に合計特殊

出生率の低下に辛苦しているもようであるが，い

ずれにしても，高齢化諸国の前例が参考にならず，

独自の途を模索しなければならなくなっている。そ

れだけ問題が深刻化することが危惧される。

　高齢化問題は少子化問題と表裏一体のもので，

根本的には少子化の影響をいかに少なくするかが

問題である。そのためには労働力の稼働率を高める

ことが基本であり，それは女性と高齢者の就業機

会を高めることであり，外国人の労働力の活用で

あり，労働力の質の向上による実質的労働力の維

持であり，さらには経済全体の生産性や効率化の

増進により，経済的衰退を阻止すること等が基本

的要件となる。

　総入口は世界不況に見舞われた昭和5年時点で6

千445万人であったものが，静止から減少時代に移

行する平成16年には1億2千777万人となり3／4

世紀（74年）で約倍増しており，このことは昭和

時代から平成の初期までは人口増加が著しかった

ことを表している。

　就業人口は人口の増加につれて増加しているが，

農業就業人口は急速に低下しており，就業人口に

占める農業就業人口の割合は昭和5年は58．7％で

あったが平成16年には4．1％にまで激減している。

畜産部門については畜産就業者数の統計が未整備

であるので，家畜単位数で代替すれば農業就業人

口の激減に反して急速に増大しており，畜産部門

表1特定年における人口・就業状況の推移
総人口（千人）　就業人口；農業（万人）家畜単位（千）

昭和5年
昭和15年
昭和22年
昭和45年
平成2年
平成16年

［将来予測］

64、450

73，114
（71、988）

104，665

123，611

127，776

2，341；1375

3，223二1337

3，329：1622

5，109：　811

6，280：　392

6，332：　257

2260
2819
1959

（8694）

12432
（11146）

」一＿会的醐題にされ，資料：1）総理府統計局「目本の統計」

　　2）農政調査委員会編「日本の基礎統計」
　　3）農林水産省「畜産統計」

注：1）特定年は恣意的に設定
　　2）家畜単位は牛＝1，豚：1／5，

　　鶏：1／100を基礎に算出したもの。
　　3）総人口；昭和22年は昭和20年、

　　家畜単位1昭和45年は昭和46年，
　　平成16年は平成15年に該当

は人口減少とくに農業就業人口の減少に影響され

る度合いが低いと想定される。これは，畜産農家数

の激減を一戸当たりの家畜・家禽の飼養頭羽数の増

大によりカバーしてきたものと想定される。しかし

ながら，後述するように畜産農家数の激減が持続

し，総家畜家禽飼養頭羽数の傾向的減少が畜産の

衰退に結びっく危険性を孕んでいる。

　総務省統計局の「人口の推移と将来人口」によれ

ば，日本人口は昭和45年には1億人を超え，平成

16年には1億2776万人のピーク時点まで増大して，

それ以降急速に減少することが予想される。人口の

将来予測には種々問題はあるが，国立社会保障・人

口問題研究所の推計では平成60年代末には1億人

以下（平成72年：9千159万人）になり，80年後（平・

成102年16千897万人）には7千万人を割るこ

とが予想されている。これは平成時代になってから

100年問で半減（55．8％）することを意味するもの

で，総人口は昭和10年代以前に戻ることになる。

とくに，平成80年までは対前年減少率が大きくな

ることが予測されており，人口減少傾向が長期化

することが予想される。また，65歳以上（老年）人

口が実数で平成52年まで増加し，構成比では72年

の35．8％まで拡大することが危惧され，生産年齢

人口の老人扶養人口が増大し，年金を含めて老人

扶養負担の重荷から解放されないことになる。農業

部門においてはとくに高齢化が著しく，農業就業

機会の増大による高齢者の活用が焦眉の課題に

なっている。

　年齢5歳階級別人口でみると，55歳を境として

平成2～16年の期問では55歳以下では人口数が減

少する傾向がみられる。逆に55歳以上では増加し

ており，これは高齢者人口の増加が長期化し，少

子化傾向が持続することを物語っており，上記の

予測結果を補強するものであろう。

　しかるに，このような少子化・高齢化問題は唐

突に起こったものではなく，1990年頃に「一・五

七ショック」というセンセーショナルな記事が社

　　　　　　　　「少子化」に関心がもたれる

契機となった。しかし，第二次大戦後人口増加は

昭和50年頃までは100万人以上を維持していた

ものが，以後出生率の低下により人口の増加数が

減少し（昭和50年の1，367千人増加／年→55年の

906千人増加／年），傾向的にみればその時点で
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出生児数の減少による人口減は予想できたはずで

ある。世代間の人口転換が起こるのは1974年のこ

とであり，　r少子化」が問題視される十数年の前で

あり，現時点からみると30年以前のことである。

1974年の人口白書『日本人口の動向』では副題とし

てr静止人口をめざして」と謳われ，人口間題が社

会問題として取り上げられたにも関わらず，この

時点では人口過大が問題であり，今目のような人

口減少を危惧するものではなかった。これは，農業

就業人口の予測とも関連し，農家戸数の減少は高

度経済成長以降継続していたが，後継者不足r担い

手」の問題が農業政策上大きく取り上げられたのは

昭和年代末からであり，農業部門においても「担い

手」の確保問題が遅れたことは否めない事実であろ

う。とくに，社会的にみれば「出生率」の低下が予

想を越えて低下したことであり，過去の推移をr投

影」する方法では「出生率」の予測は困難であり，就

業状況，結婚状況，所得水準，価値観の変化等の

社会経済的要因を加味しなければならないだろう

が，的確なr出生率」の予測は不可能であろう。

［参考］

　国際連合では標準的な人口置換水準（Replacement一豆evel

免rtility）は女性の生涯出産数（合計特殊出生率）を2。1と

推計している。

少子化とは人口学においては，合計特殊出生率が人口

置換水準を相当長期間下まわっている状況をいう。

　目本政府は合計特殊出生率が人口置き換え水準をはる

かに下まわり，かつ，子どもの数が高齢者人口（65歳人

口）よりも少なくなった社会を「少子社会」と定義してい

る。1974年以降合計特殊出生率は2．08以下になり，目本

は1997年に少子社会に移行した。なお，人口転換は多産

少子社会から少産少死社会に移行することである。

3．人口減少の遠因と
　農業労働力の変化

　今日の人口減少は過去における急速な人口増加

によるものであり，歴史的に検討しなければその

遠因を探ることは困難であろう。

　いずれにしても，目本の人口減少が社会問題と

して大きく取りあり上げられた遠因は，明治政府

が富国強兵策の一環として徴兵制度を背景とする

兵力増強（兵員数の確保）としての「産めよ殖やせ

よ」のスローガンの基に，出生率の向上を図ったこ

とにある。とくに，目清目露戦争を契機として陸軍

兵力の増強のために子供の数を増やすことが，国

の政策と老後の不安軽減のために一般庶民の問で

も歓迎された。この当時は，子供の教育は義務教育

（尋常国民小学校6年制）までが普通であり，生活

水準も低く子供の養育費は現在考えられるような

ものではなく，出生率の増大が家族の生活費に大

きな影響をもたらすものではなかった。とくに，農

村においては多産が一般的であり，乳児の死亡率

は高かったが子供の数は3人以上が一般的であり，

家族制度にもよるが農家戸数の維持に寄与してき

た。

　1945年の第二次世界大戦の終結（敗戦）以前は前

記のようにr貧乏人子沢山の時代」と言われ，子供

は3～4人が平均で合計特殊出生率は3以上であ

り，日本人口は増加の一途を辿ってぎた。第二次世

界大戦中は一時的な出生率の低下はみられたが，

敗戦により大量の復員軍人が帰国することになり，

1950年代（出生児数：昭和20年1，902千人，25年

2，447千人，30年1，769千人）は第一次ベビーブー

ム時代（団塊世代）を迎えることになった。

　農村においては食生活の改善と労働軽減策が平

均寿命の延長に影響し，とくに農作業労働の軽減

が女性の出生率にも影響し，それ以前は稲作労働

の除草（中腰のまま手で水稲の株問に生えた草を採

る労働）労働が厳しく除草労働（weed　control）が目

本稲作の「ガン」であったものが，除草剤の普及と

農機具の改良により大幅に改善された（現在では除

草剤は使われなくなっている）。畜産部門では畦畔

堤塘の野草の鎌刈りなどによる飼料の調達，手搾

りによる搾乳労働，飼料畑の栽培と収穫労働の過

酷さ等が主婦労働の重圧として酪農発展の阻害で

あったが，畜産を含めて農業労働の軽減が昭和50

年段階までの出生児数の維持に寄与し，平均寿命

の向上をもたらし高齢化を促進することになった

と考えられる。

　目本全体として，合計特殊出生率は高度経済成

長時代の初期には2．5水準であったが，昭和40年

代末には2に近くになり，昭和49年には2．08，平

成12年には夫婦2人の人口補充が不可能である

1．36，平成17年には1．25まで低下している。いず

れにしても，昭和50年代には2を割り，出生率か

らみると前述したように人口減少時代への移行が
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30年以前から予想された事象であφた。

　出生率の減少と共に人口構造も激変することに

なり，65歳以上（老年人口）の割合は昭和40年には

6。3％であったものが，昭和50年代末には10％を超

え，平成17年には20．0％となり五人に一人は高齢

者で占められるようになっている。14～64歳の統計

上の生産人口（おおむね20歳以上が実労働人口）の

割合は人口統計では平成5年まで上昇して69．6％

となり，その後減少に転じ平成17年には66．2％に

なっている。

　年少人口（0～14歳）の割合は，昭和45年には

25．6％であったものが，平成17年には13．7％まで

減少し，少子化問題を先鋭化している。人口減少問

題は30～40年前からの問題であったが，社会的に

も政治的にもシビアな問題として認識されること

が少なかったことは平成7年（87，165千人で最大）

までは生産年齢人口は維持されていたことが，人

口問題が最近まで先鋭化してこなかった最大の要

因であると考えられる。しかし，年少人口は昭和30

年代（30年：30，！23千人）から減少に転じている。

農業・畜産部門においても社会全体の動向と期を逸

にするもので，社会全体の人口動向を把握するこ

とが畜産部門の特殊性を理解するためにも必要な

ことであろう。

4．人ロ減少を弓1き起こした
　　　　　歴史的経緯

　人口減少を引き起こした出生率の低下は，前項

でも素描しだか，これは社会生活の豊かさを可能

とした経済成長と深く関わっている。老後を子供の

世話になるという社会的風潮「貧乏人子沢山」と言

う価値観が喪失し，豊かになれば老後を子供に依

存すると言う社会的価値観が薄れ，また経済発展

により社会保障制度が充実するにつれて出生率が

低下するのは，世界の先進国共通の現象である。低

開発国においても経済発展により出生率が低下す

るのは歴史の証明する社会現象である。だからと

いって，人口減少を是認するものではないが，畜

産の将来を展望する場合にも歴史的な人口増加と

減少の論理を見極めておくことが必要である。

　このため，参考までに目本人口の歴史的推移を

辿ってみると，人口の増減は社会経済的要因との

関連性に留意する必要がある。小山修三名誉教授

（国立民俗博物館・文化人類学者）によれば，目本

人口は縄文時代の中期（紀元前3～2000年前）には

約26万人が東日本を中心として棲息していたと推

測される。（出展：発掘された古代史・日本文芸社）

　さらには，鬼頭宏（歴史・人口学者：上智大学）に

よれば，目本人口は紀元前後の弥生時代には60万

人程度，奈良時代（750年～）には急速に拡大して

450万人程度となり，さらに関が原の合戦当時
（1600年）には1，200万人程度と推定されている。

とくに，江戸時代（1700年～）には3，000万人を越

えて3，230万人程度の人口が生存していたと推測し

ている（人口から読む目本の歴史：講談社学術文

庫）。また，人口統計（人口問題研究所発行）によ

れば江戸時代中期には約100年問にわたり，人口

は停滞し，1732年には3，230万人をピークとして，

その後は1830年ごろまで約100年間にわたり僅少

な増減はあるが停滞基調にあった。

　このような人口停滞の原因は直接的には食料確

保が困難であったことによるものであり，これは

気象の異変による大飢鰹（宝暦・安永・天明の大飢

鰹）の発生が影響しており，この他江戸時代まで

は緩慢ながら農業技術とくに集約的な農業の進展

により食料の供給は傾向的には増大してきたが，

江戸時代には集約的農業技術に限界がみられ経済

的停滞も影響してか土地開発も緩慢であり，人口

の扶養力に限界がみられたことが大きな人口停滞

の原因になったと考えられる（速水融・宮本又郎r概

説17・18世紀・日本経済史」岩波書店・農業技術

は1730年頃から停滞）。

　上記のうに，江戸時代は耕地の開墾が当時とし

ては限界に達し，食糧供給の面から人口扶養力に

限界がみられ，人口停滞が生じたと考えられる。こ

の時期は鎖国時代であったから海外への移住の途

も閉ざされており，農村においては飢謹の恐怖が

常在化し，赤子の間引き（昭和初期の世界不況時代

にも東北の農村では行われていた）と言われる人

為的な人口増抑制慣習が行われていた。人口停滞あ

るいは人口減少は食糧供給，経済的貧困の要因の

他，将来にたいする「夢」がもてず，不安が潜在化

することが基本的なテーマであろう。したがって，

時代の推移により民衆の抱く将来に対する不安，

即ち価値観は変移するものであり，単なる経済的

要因のみにより出生率の向上は期待されるもので
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はないが，一義的には食糧不足が人口増加の抑制

さらには減少要因と考えられる。

　しだかって，このような人口の推移は農業生産

と密接な関連性があり，近代までは農業生産力が

人口数を規定する最大の要因であり，農業生産力

の動向は人口の動向から類推可能でもある。しかし

ながら，畜産との関連で考察すれば畜産物は人口

扶養力が耕作物よりも劣り，オリジナルカロリー

が畜産物摂取により1／7になることは常識となっ

ており，人口と畜産物摂取とは耕種作物とは異な

り，畜産物摂取は農産物供給が輸入を含めて潤沢

でなければ実現されないことになる。したがって，

後述するように畜産の振興と人口の増減とは関連

性は低いと考えられる。しかしなから，畜産物の生

産は家畜家禽の飼料生産力により規定されるもの

であり，そういう意味からすると畜産も農業生産

力に規定されるものとして考察する必要がある。

　西洋農業では「家畜なければ農業なし」と言われ

るが，これは家畜の土地肥沃効果（厩肥）を重視し

たものであるとしても，歴史的には小麦の生産力

が気候条件からして低く，広大な土地資源を利用

した畜産物の生産が人口数の推移と大きく関わっ

てきた。これは，三圃式農法から穀草式農法に移行

し，さらに農業革命をもたらした輪栽式農法への

変遷と人口の推移は密接な関連性を有しており，

西洋においては人口問題は畜産生産を考慮しなけ

れば歴史的な理解は困難であろう。このように，目

本の畜産は歴史的に人口問題と無関係に展開した

ことは目本畜産がr根無し畜産」あるいはr空中畜

産」と椰楡される背景にもなっている。

5．人ロ静止・減少時代の
　　　日本農業と畜産

　農業部門における高齢化（老人：65歳以上）現象

を農林業センサスからみると，農家人口に占める

割合では1990年では19．5％であったものが，2005

年には31．6％になり農家人口のうち三分の一弱は

65歳以上が占めていることになる。

　農家戸数に占める高齢専業農家の割合では，昭

和50年には3．4％と極く低比率であった。これは昭

和50年では65歳以上人口が／千万人以下であり，

年齢3区分の構成割合で7．9％と1割以下で，高齢

化が深刻な社会問題化していない時期であったこ

表2農業労働力の高齢化（単位二千戸，％〉

農家戸数専業農家数　高齢専業農家数

　　日召不060　　　　4，376　　　626（14．3）　　　　　237（　5．4）

　　平成2　3、385　473（15．9）　　！55（5．2）
　　平成12　　3、120　426（18．2）　　227（9．7）
　　　　17　　　　　　　　　　　．　　　　　　　13．
　　　　括弧の数値は一家戸数に対する割合
　　資料1農業センサス

とが影響している。しかし，高齢者による専業農家

数はその後急速に増大して，平成17年には昭和50

年の1．5倍となり，農家数に占める割合も13．1％

と1割を越え，専業農家では57．7％の割合で専業

農家の半数以上は高齢専業農家で占められている

ことになる。

　65歳以上の総人口では平成16年は24，876千人と

なり昭和50年の2．8倍となり，年齢3区分でみた

老年人口（65歳以上）の割合は！9、5％となっている。

このことからみても，農業部門の高齢化率は極め

て高く，専業的に高齢者が職業として農業に専従

している割合であるので，専業農家の高齢化のも

つ意味は極めて深刻である。このように，農業分野

において高齢化の度合いはますます上昇しており，

労働力不足の観点からすれば高齢者の活用が要請

されるところであるが，労働効率の低下が危惧さ

れるところである。

　農業経営者にいても，高齢化現象が著しく平成

16年において59．O％と6割り近くは60歳以上であ

り，65歳以上でも45．6％を占めている。一般企業

においては社長職にあるものの年齢は経験豊かな

高齢の者が多いとしても，管理労働であり肉体労

働が中心である農業労働とは質的に異なる。また，

最近では若年齢層の経営者が続出する傾向にある。

農業の場合は畜産業を含めて肉体労働の比率が高

く，高齢者が担う分野は限定されると考えられる。

表3農業経営者と農業後継者（2004年）

［農業経営者］

　40～49歳　　　　　　　　　　　　12．6％
　50～59歳　　　　　　　　　　　26．6％
　60歳以上　　　　　　　　　　　5g．0％

［農業後継者の有無と就業状況］

　同居農業後継者がいる農家　　　　52．9％
　　うち農業が主　　　　　　　　6．9％
　　〃　他産業が主　　　　　　　　34．2％
　　〃　他産業のみ従事　　　　　　8．6％
　　〃　仕事に従事しない　　　　　3．2％

資料：農林水産統計「農業構造動態調査1
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高齢者の肉体労働の効率は若年齢者より低下し，

今後は適切な労働分担が可能なような労働組織の

構築が必要となっている。これは農業後継者の問題

でもあり，同居者に後継者がいなレ，・農家が47．1％

あり，半数近くは後継者不足が深刻であることに

なる。農業が「主」である同居農業者がいる農家の

割合は6，9％に過ぎない。

　上記のように，人口減少時代への移行に先行し

て農業人口の減少が激化しており，併行して農業

就業者の高齢化は顕著である。畜産部門においても

後述するように畜産農家数の減少と高齢化傾向は

農業部門の中でも際立った特徴を有している。

　重複することになるが，農業就業者人口の推移

を素描すれば，目本経済が高度成長時代を迎える

昭和30年代においては，昭和36年に旧農業基本法

が施行され，農家戸数は総世帯数の3割（29％）を占

めており，総人口のうち農業人口は、36．5％，総就

業者のうち農業就業者は26．8％のシェアであった。

このように高度経済成長期以前は農業就業構造の

面からみると，農業は全就業者の三分の一程度の

比率であった。しかし，目本経済が飛躍的に拡大発

展する高度経済成長時代から国内総生産に占める

農業総生産の割合は1割以下（昭和35年度：9％）で

あり，その後減少の坂道を転げ落ちるように平成

15年度には1．1％となり，平成16年度は統計数値は

計上されなくなっている。

　総人口は平成16年度の127，776万人まで増加を

続け，その後静止人口さらには減少時代を迎える

ことになるが，総就業者数は平成9年度に6千

557万人と最大になり，それ以降は漸減する傾向

にある。一方農業就業者数は昭和35年度は1千196

万人であり，その後激減しており平成16年度は

257万人まで落ちこんでいる。したがって，上述の

表4　農業総生産・戸数・人口・就業者

ように農業就業者数の割合は26．8％から4．1％にま

で低下したことになる。

　さらに，農業就業者数の減少と呼応して農業就

業構造も脆弱化している。それは，高齢者数の構成

割合が増大したことであり，前述のように昭和55

年は農業者数の24．5％と四分の一程度であったも

のが，平成10年代には5割を超えて平成16年には

57％が65歳以上の高齢者で農業就業者は占められ，

目本農業は老人により支えられる産業となってい

る。

6．農業部門の年齢構成
　　からみた国際比較

　農業さらには畜産就業人口を考察するための比

較として，年齢構成の国際比較から検討してみよ

う。目本については65歳以上の人口構成は前述の

ように16．7％（1999）であるのに対して，イギリスは

15．7％（1996），ドイツは15，7％（1996），フランスは

14．5％（1993），アメリカ合衆国は12．7％（1997）と65

歳以上の人口比率は10％を越えているが，開発途

上国などは65歳以上の人口比率は数％に止まって

いる。これは，当然ながら出生率の高低と死亡率の

高低によるものである。目本の特殊性は現状では世

界の中で最も65歳以上人口の割合が高い老人国に

属するが，1950年（昭和25年）段階では4．5％であ

り，世界の開発途上国と同水準であった。したがっ

て，当時の14歳以下（年少人口）の割合は35、4％

であり，インド（37．4％：195／），韓国（4L4％：1955）

と同水準であり，就業以前の子供の割合が多かっ

たが，日本はその後急速に高齢者の比率が多く

なったことが特異な現象である。これは，高度経済

成長を契機として所得水準が上昇し，前述のよう

に少子高齢化現象が急速に進んだことであること

　は衆知の事実である。

　　ところで，このような人口構成の変化は経済成

鞭「一長につれて都市労働者（商工業労働者）の増加に
S．35

40
45
50
55

60

H，2
　7
　12
　16

1，493

2，284

3，131

5，854

6，007

7，517

7，701

6，766

5，522

622　　　　　6，057
1，018　　　　　5，665

1，511　　5，342
3，326　　　　　4，953

4，007　　　　4，661

4，027　　4，376
4，190　　3，835
3，919　　　　3，444

3，971　　　　3，120

4　574　　　　　2　934

34，411

30，083

26，282

23，197

21，366

19，839

17，296

15，084

10，467

9400

1，196
981
811
588
506
444
392
327
288
257

資料：食料・農業・農村白書参考統計表

注：年度は35～601昭和，2～16；平成

より引き起こされることになり，農村における農

業労働の減少をもたらし，これは当然ながら第一

次産業就業者の減少をもたらすことになる。たと

えば，総理府統計局の報告では1920年（大正9年）

には第一次産業就業者の就業者総数に占める割合

は53、8％と半数以上であったが，1960年（昭和35

年）の高度経済成長に移行する時点では減少して
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32．7％と約三分の一を占めていた。それが，1985

年段階では一割を切り，1995年（平成7年）には6．0％

になり，急速な第一次産業労働者の減少がみられ，

鉱山労働者の激減があったが，おもに農業部門の

労働力の減少によりもたらされたものである。

7．農業就業人ロの推移と
　　　労働力構造の変化

　農業就業人口とは総務省r労働力調査」によれば，

15歳以上の世帯員のうち，毎月の末日に終わる1

週問に1時間以上仕事に従事し，農業を主な仕事

とした人をいうと定義されている。

　これまでと重複することになるが，日本経済が

高度成長する起点となる昭和35年度（1960）からの

農業就業人口の推移をみれば，人口の激減が特徴

的であることは説明を要しない事実であろう。これ

は，当然ながら，目本経済の高度成長により国民

所得が急速に拡大し，食料需要の増大と構造変化

によるものであることは，前記の通りである。

　農業就業人口の推移を素描すれば，昭和35年度

は！，196万人であったが，昭和末の63年には419

万人まで減少している。これは，27年間で三分の一

（35，0％）にまで減少したことになる。年率0．96％の

減少率。

　平成時代になってからは，平成元年（1989）は408

万人であったが，平成16年には257万人まで減少

しており，この間15年で63％になっている。年

0．98％の減少率である。昭和時代の年減少率より若

干ながら平成時代の減少率が大きくなっているこ

とは，農業就業人口の今後における人口減少速度

はむしろ加速することを意味するものであろう。

　農業就業人口構造を65歳以上人口の占める割合

でみると，昭和45年度には12．1％であったものが，

63年には25．1％となり四分の一は老齢者で占めら

れるようになった。さらに，平成！6年度には46。3％

が65歳以上人口で占められ，農業人口は半分が老

人により占められる就業構成になっている。

　農業就業人口の前年度（同期）減少率は，経済の

盛衰とおおむね傾向が一致しており，農業入口は

経済による影響力が大きいことが類推される。この

ほか，65歳以上の農業人口は昭和44年から49年ま

では対前年では減少しているが，これは日本の就

業人口の絶対値の減少によるものであり，平成12

年度以降は老齢人口の割合が低下しているにも関

わらず，65歳以上人口の対前年比がマイナスに

なっているのは，老齢者を含めて農業就業者数の

絶対数が枯渇化の方向に向かっていることが危惧

される。

農業畜産情報

健康志向に対応メグミルク

　ブランド強化へ　主力牛乳を一本化　日本ミル

クコミュニティ（メグミルク）は東京都内で2月21

日，2007年度春季の新商品発表会を開いた。rメグ

ミルク」ブランドの確立と，健康志向に対応する商

品開発が主なテーマ。牛乳やヨーグルト，野菜

ジュースなど今春の新商品37品目を発表した。

　牛乳では，主力のrメグミルク」と高付加価値商

品r牛乳が好きな人のメグミルク」の2商品を，rメ

グミルク牛乳」に一本化。手ごろな価格で搾りたて

の新鮮なおいしい牛乳を実現させる。．同社はr現状

（2商品の売り上げ）より5～10％上乗せしたい」と意

気込む。ヨーグルト部門は，「ヨープレイト」ブラ

ンドから「メグミルク」ブランドヘ新展開する。原

料や健康への機能性，食感など個性ある新商品を発

売。競合の激しいフルーツヨーグルト市場で他社と

差別化していく。
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