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飼料米の生産を巡る諸問題[2 J 

熊津喜久雄*

3. 飼料米の生産

(1)山形県 遊佐町の飼料米生産

一方で，農家段階では早くから飼料米生産に対す

る要望が強く，畜産業とのさまざまな協力体制の確

立と新しい生産方式が探られるようになってきた.

その先駆的事例は山形県遊佐町の取組みに見る

ことができる.山形県遊佐町は 2005年 3月 28日付

けで飼料用米の生産特区，正確には構造改革特区

(食料自給率向上特区)に認定された.

遊佐町の食料自給率向上特区の概要は次のよう

になっている.

-区域の範囲:山形県飽海郡遊佐町の全域

-特区の概要農業は地域の基幹産業であるが，米

の需要は低下し水稲生産の生産調整が長期に実

施されてきた.耕作放棄されそうな農地を借り受

けて飼料用米の生産を行う主体として，消費者の

理解を得て設立された NPO法人が参入すること

により，水田の多面的機能を維持すると同時に飼

料穀物の自給率向上を図るために，飼料用米の生

産を振興し，養豚業者 ・生協団体との協同による

圏内産飼料と豚肉の生産を行い，農業生産拡大に

よる地域活性化を図る.

遊佐町の飼料用米の作付けは順調に進行し， 2005 

年6月6日付けの山形アグリネッ トの農業トピック

スは，飼料用米の直播き作業の様子を写真入りで報

じている.

このように休耕田を利用した飼料用米の生産は

部分的に行われていたが，飼料政策の中で正式に評

価されていなかったので，全国的な展開ができない

状況であった.

政府公表資料(農林水産省生産局畜産部畜産振興

課 2004)によると， r山形を中心に 1998年度は 300

haを超えた飼料用米は，畜産農家との結びつきが弱

く，大豆 ・麦の拡大に伴い減少.2003年度は 171ha 

(17都道府県) Jと記している.

この問題に関しては 1988年 6月 12日付けの農林

-東京大学名誉教授(KikuoKumazawa) 

水産省経済局長通達による「農作物共済における飼

料用米取扱要綱」がある.この要綱において「飼料

用米とは，水稲(穀実の収穫をその目的とするもの

に限る)で飼料の用に供することを目的とするもの

で、あって，かつ，米の数量調整実施要綱において生

産確定数量の外数として扱うこととされたものを

いう」とされている.

2005年 2月 28日付けの農林水産省経営局長の 46

都道府県知事宛の書類「農作物共済の水稲品質方式

にかかる平成 17年産のキログラム当たり生産金額

について」は正味 60kg当たり ，加工用米について

は l等 8，080円， 2等 7，480円， 3等 6，480円に対

し，飼料用米については 660円を示している.この

ような低価格では飼料用米の生産が行えないのは

明瞭である.すなわち，飼料用米生産に対して支払

われる補助金や各方面からの支援体制が問題にな

る.

(2)飼料米生産技術

飼料用米にとっては，多収穫生産技術の向上が最

大の課題である.一般の水稲生産技術はそのまま適

用 ・利用できるので，もっとも重要なのは，人間の

感じる味には係わらない多収穫品種の開発であろ

っ.
滝田は飼料用イネとして多収性品種「べこあお

ばJ， rクサユタカJ， rホシアオノくJなどが育成さ

れベこあおぱj は短稗 ・耐倒伏性で，いもち病

抵抗性が強く，組玄米重 90.5kg/aを示している(滝

田 2007).この場合は， 4年間平均して，窒素 1.6

kg/a (160 kg/ha)と普通栽培稲よりは 2倍近い施

肥量の下で，葉が直立し，受光体制に優れ，葉が厚

く葉身活性が高く，かっ穂や下葉の枯れ上がりが遅

く，登熟日数が長かった.

浦本ら (2007)は飼料イネ適品種のーっとして有

望視されているパングラデッシュ在来浮稲

rRayadaJが 10kg N/10aの慣行施肥で，地上部乾

物重が「日本晴J1. 1 kg/m2に対し 2kg/m2の収量

を上げたことを示している.
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中野ら (2007)は，西南暖地向け飼料イネ品種と

して育成された「タチアオノ<:J ， Iニシアオパ」に

ついて，食用品種 「ヒノヒカリ Jとの生育比較試験

を行い，乾物重， TDN値な とoの検討を行っている.

(3)飼料米の飼 養 実 績

飼料用米の飼養効果についての試験研究機関に

おける研究は，いまだ少ないようである.

「牛Jについて，安田ら (2004)は，日本短角種去

勢牛を用いて，慣行肥育法で用いる配合飼料の大部

分を飼料用玄米で代替した肥育試験を行った結果，

飼料米給与区では，慣行区と比較して増体が劣った

が，枝肉格付や脂肪含量，痢のかたさなどの物理性，

遊離アミノ酸組成，脂肪酸組成，食味性では有意な

差は認められなかったこと ，また，飼料米はカルシ

ウム含量が低いため，カルシウム不足に留意する必

要があることなどを認め，飼料米を適宜の分量配合

した場合の飼料設計などについての研究の必要性

を示している.五嶋 (2007)は，日本では普から濃

厚飼料として米ぬかは重要な飼料で、あったが，現在

日本の畜産指導では脂肪が黄色になるとしてその

使用を禁じてきたことや， 30%使用しでも黄色に

なった牛はいなかったことなどを述べ，牛に対する

飼料設計に玄米使用を考慮する必要を示している.

「豚」について飼料米の肥育豚への給与は増体

が良好で皮下脂肪を改善する」として，飼料米を配

合した飼料を豚の肥育後期に給与することで日

当たり 1kgの増体が可能である 50日間の給与で

皮下脂肪は白くて硬く，また，脂肪酸組成ではオレ

イン酸割合が高くリノーノレ酸割合が低くなること

が報じられ(畜産研究情報 No.1550)，また 「コメ

給与による白くてしまりのある脂肪の豚肉の生産J

として，粉砕した玄米または白米を飼料中に 83%配

合した飼料(その他に大豆かす 15%，ビタミン ・ミ

ネラル剤 2%) を肥育豚に給与した.その結果，噌

好性は良好であり，この配合飼料を 1 日当たり 3~

3. 7 kg (コメとしては 2.5~3. 1 kg) を採食し，増

体量は約 1kg/日でありトウモロコシを原料とする

飼料と変わりなかったと報じられている(篠田

2001) • 

すでに述べたように，山形県遊佐町は積極的に飼

料米の生産に取り組んでいるが，そこで生産された

米は，提携している平田牧場で使用されている そ

の効果について，次のように報道されている(全国

農業新聞 2008年 1月 1日)

「飼料米は，遊佐町の稲作農家が 130haで「べこあ

おば」や IS99Jなどを生産.粉砕加工して，配合

飼料に1O~18%混合する.給与する豚は，同牧場の

ブランド「平牧三元豚J1万5，000頭など計2万7，000

頭だ.希少な金華豚にも与えており，意気込みがう

かがえる.肉の脂肪が白くなる，飽和脂肪酸が減る

などの効果もある.

飼料米は平田牧場が 1t当たり 4万6，000円(60kg 

当たり 2，760円) で買い取る.これとは別に，I遊

佐町プロジェクト」で稲作農家には 10a当たり 5

万 500円が補助されている.収量は 10a当たり 530

kgと多く，作りやすさなどの面からも稲作農家に十

分メリットがあるという」

「鶏」については，常盤村養鶏農業協同組合の石津

直士専務理事によると(石津 2008) トウモロコ シ

と玄米を入れ替えたところ，予想、を超える高い産卵

率を示し，卵の品質，味や色についても概ね好評で

あったという.ここでの実績については「物価の優

等生と呼ばれる鶏卵は国際競争力があり ，自給率は

95%. だが，飼料はほぼ 100%輸入に頼っており，

「勘案すれば，卵の自給率は実質1O~20% J .こう

話す日本鶏卵生産者協会では，2006年から飼料米の

実験事業を始めた.実験を行っているのは， 4万

2，000羽を飼育する青森県藤崎町の常盤村養鶏農協.

県内の西目屋村の 3戸の稲作農家と連携して， 2 ha 

で飼料米の「むつほまれJと「ベこあおぱ」を生産.

56%の玄米をそのまま配合したエサを与えている

配合割合 56%で自給率が 75%となる計算から，飼

料名は「トキワ 75J.これを 400羽に与え，卵は「玄

米玉子 75Jと名付け， 2007年 10月から販売を始め

た.鶏の産卵は順調で，ほぼ毎日産む.栄養面でも，

今までの飼料とそん色がないという.飼料米の生産

には，藤崎町が 10a当たり 6万 3，500円を助成.

同農協が 60kg当たり 3，000円で貰い取っている.

収量は 10a当たり 1tの目標に対し 970kgだったJ

と報じられている(全国農業新聞 2008年 1月 l日)• 

(4)飼料米の生 産 を求める 意 見

わが国の食料自給率を高める要としての飼料あ

るいは濃厚飼料の自給率を高めることの必要性は

各方面において認識され，その声はさらに最近にお

ける輸入飼料， トウモロコシ，ダイズなどの価格上

昇の影響を受けている畜産農家，業界にまで広がり
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つつある.

高田 (2007)は「わが国の国土条件や気候風土か

らみて，飼料穀物の自給率を高める方策は，米と麦

の飼料利用を図ることにあるJと述べ，梶井 ・河野

(h伐p://www.jacom.or.jp/2002kome/02090205.html)も，

「梶井功・ 10aで1.5 tが可能， 50万 haでは 750

万 t，それだけエサの輸入が減るわけですから自給

率は上がる.河野栄次.飼料用の米生産量をいつま

でに何十万 tにするという目標を掲げて，そこに向

けて順次必要なことをやっていく形をとればいい.

そこにコストをかける.食管会計の赤字といいます

が，その概念、はやめるべきですねJと言っている.

谷口 (2007)は飼料米生産の積極的意義を強調し，

‘転作作物に飼料米導入を主張し，飼料米は水田地帯

に適し，米は流通地域が広く，飼料稲のように，収

穫 ・ラッピング作業には早期落水 ・乾田化が必要で

あったり，サイレージ使用後のビニール処理などの

問題も生じない，食料自給率向上，環境保全，持続

的な水田利用による多面的機能の発揮の3大利益を

与えると評価している.最大の問題は 60kg当た

り1，000~2 ， 000円にしかならない価格で，採算ベー

スにのらないことだが，超多収品種の開発 ・普及，

直接支払い(産地づくり交付金の活用)が必要であ

るを述べ，すでに本格化している実験として，岩手

県大東町の中山間地 3カ所で計 10haの遊休水田活

用の飼料米を神奈川県のフリーデンが 1，000頭の豚

に給餌している例， r最先端技術を活用した農林水

産研究高度化事業」に(独)農業 ・食品産業技術総合

研究機構畜産草地研究所と 一関市およびフリーデ

ンが「多収飼料米品種を活用した高品質豚肉生産シ

ステムの確立事業J， 2006年度は「ふくひびき ・奥

羽飼 395号 ・チネリアママ」の 3品種を栽培してい

ることなどを紹介している.

市戸 (2007)も豊かな国土生産力を次世代に引き

継ぐ見地からも飼料米生産の重要性を次のように

述べているわが国の農地はとにかく水田をめざ

して開墾された.それが分化である.筆者が就職し

たころ，食料米の生産過剰段階となり，研究が着手

された「飼料イネJはコメを餌にしようとは罰

当たりな発想j と言われたもので，それも文化であ

る.現在 5，000haに拡大した稲発酵粗飼料用イネ

に加えて，筆者は飼料米も強く推奨したい.それは

前述したアメリカのトウモロコシ穀実生産に匹敵

する「農業環境 ・技術インフラ」が，生産基盤，わ

が国穀物生産に必須で、ある乾燥機，その後の貯蔵施

設，ハンドリング用具，流通システムとして日本の

稲作に，とくに飼料米生産用に存在するからであ

る」

蔦谷 (2007)は畜産を含めての水田の多角的利用

を主張し， r国内での米供給過剰現象の一方で，世

界的にはアメリカでにわかに起きてきたエタノー

ルブームにより，穀物価格が高騰している.このあ

おりで飼料穀物の大半を海外に依存しているわが

国の畜産経営は危機にひんしている.米余りによる

水田稲作の危機仁飼料穀物の低自給率による畜産

危機が，同時並行で発生しているのである.今や，

主食用の米だけを前提にした水田稲作のあり方そ

のものを見直すことが不可欠である.たとえば，水

田の畜産的利用を考えてはどうか.具体的には，畜

産飼料の自給化を図っていくために，水田を利用し

て飼料イネ(葉と茎も利用)や飼料米を生産し，放

牧もする.イネ科植物をエタノーノレ原料としてエネ

ルギ一利用することも視野に入れた，多様な利活用

を構想していくことが必要であるJと述べている.

世界の食糧問題に詳しい柴田は最近の著書(柴田

2007)において，東アジアの持続的発展あるいは将

来の共同体構築のための日本の役割などについて

の試案の中に「飼料用穀物需要の拡大に対応したハ

イブリッド米やコメのホールクロップ・サイレージ

(稲発酵粗飼料)の実用化」をあげている.

(5)飼料 米 生 産 と 最 近 の 農 政

日本の米過剰，水回転作，休耕田問題などと深い

関連性のある水田利用による飼料米の生産につい

ては，前々から明らかになっているように，アメリ

カから輸入されているトウモロコシに対する比較

生産費が高すぎるという理由で政府によって拒否

されてきた.食料自給率が 45%目標に対して，逆に

40%から 39%に低下してしまっている現状におい

て，飼料自給率の向上が叫ばれ，飼料自給率向上戦

略会議も設置され，さまざまな政策手法が模索され

てきたが，わずかに粗飼料 100%自給と，そのため

の国産稲わらの有効利用と稲発酵粗飼料の生産に

力が注がれるのみであった稲発酵粗飼料といえど

も，相当の栽培助成金の支給の下に成立してきた.

これとほぼ同じウエイトの助成がされれば飼料米

の栽培は可能であり，それが稲栽培農家，畜産農家
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の強い要望であることも明らかになっている.

経済のグローパリゼーションの名の干に，食 ・飼

料の輸入に関しては，まったく抵抗手段を持たず，

国際穀物メジャーの思うままにまかせることが，い

かに危険なことであるかは，近年におけるアメリカ

のエネルギー戦略，あるいはトウモロコシの食 ・飼

料的利用からアノレコール燃料原料への転換に伴う

世界的な食 ・飼料用穀物の供給不安の増大と，それ

をあおる形で金儲けに走る国際金融資本の制限の

ない投機的行動，これらに基づくわが国に輸入され

る穀物価格の上昇がもたらされていることによっ

てもわかる.

改めて，最低限わが国の主要農作物である水稲の

生産基盤の維持と不可分に結びついている飼料米

の生産体制を構築することが急務となってきてい

る.それは食料自給率の向上，食料安全保障体制の

確立と密接不可分の課題である.

一方， 2005年までの時点における政府の見解は，

次のようであると考えてよかろうトウモロコシ

やこうりゃんなどの濃厚飼料原料用の穀類を圏内

で生産することは非現実的と言わざるをえないが，

圏内での生産が可能であり 価格優位性のある飼料

作物の生産や飼料として利用可能な稲わらの活用，

野草地，林地等での放牧利用など粗飼料の生産 ・利

用拡大を通じた飼料自給率向上へ取り組むJ (釘回

2007) 

ここで言う トウモロコシに代わるものとしての

飼料米の生産が，食料安全保障に関わる重要な農業

問題として国民的に認識されはじめている.

(6)飼 料自給率向上戦 略における飼料米

食料自給率 40%の改善の重要な一環を担ってい

るのが，飼料自給率の向上である.そのため農林水

産省は，食料自給率目標実現のために「食料自給率

向上協議会J (2005年 4月)を設置したが，さらに

当面最も重要な飼料の自給率向上のために 2005年

5月 12日に飼料自給率向上戦略会議が設置された

(関連資料は h抗p://www.maff.go.jp/lin/06-siryou.

htmI) .その趣旨は食料 ・農業 ・農村基本計画J

に掲げられた飼料自給率目標の実現には，国， 地方

公共団体，農業者 ・農業団体，食品産業事業者，飼

料関係団体，消費者団体などの関係者が，有識者の

助言を得つつ，適切な役割分担の下，一体となって

取り組んで、いくことが不可欠であり， ~飼料自給率

向上に向けた行動計画』を毎年作成し，関係者一体

となった計画的な取り組みを推進することにある」

である.

そこで主要な目標となった課題は，稲発酵粗飼料

の作付拡大，国産稲わら利用拡大，放牧の推進とそ

の条件整備とさらに食品残澄飼料化も重点項目と

して取り上げられている.

2005年 5月に開催された「飼料自給率向上戦略会

議J発足に際しての報告によると， 2003年度におい

て，粗飼料については，乾草，稲わらなどが輸入さ

れ，国産は 76%であること.飼料用の稲わら需要量

は 119万tで国産は 101万t，輸入 18万tで、あった.

ちなみに国産稲わらの国内総生産量は 871万 tで，

うち 744万 tはすき込みなど，27万 tは焼却になっ

ている.

稲発酵粗飼料 (WCS)については 2000年度の 520

haから 2003年度には 5，200haに拡大している.中

山間地などにおける放牧も耕作放棄地未利用の野

草地・林地などで肉用牛放牧の増加していることが

報告された.

一方，濃厚飼料については，その 90%を輸入して

いるが，濃厚飼料の国内生産は非現実的でAあると考

えている(輸入濃厚飼料は 1，800万 tであり ，それ

を圏内生産するのに必要な面積は 730万 haと推定

されている).その理由は， トウモロコシの輸入価

格は 1.5万円/tであり，国内生産費の 23万円/tと

の膨大な価格差 (21.5万円/t)があることと，わが

国の湿潤な気候の条件下では，安定的なトウモロコ

シの実の生産は困難で、あると述べていた.

こうして飼料自給率を 2003年の 24%から 2015、

年度に 35%にするためには濃厚飼料自給率は 10%

から 14%へ，組飼料自給率は 76%から 100%へ高め

る生産努力目標が定められ，そのためには未耕作水

田 11万 ha，耕作放棄地 34万 haなどの利用を図り

ながら稲発酵粗飼料を含む飼料作物の作付面積を

93万 haから 110万 haへと拡大し，国産稲わらの飼

料的利用については需要量 119万tの全量を国産に

変えること，食品廃棄物の飼料化割合を 17%から

53%にすることなどが必要であるとされた.

しかし，ここではわが国で特別の助成措置などを

得ないで生産されるトウモロコシの生産費のみが

比較対照としてあげられているのみであり，飼料用

米についての検討はされていない.1980年代におい
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て転作助成金8万円/tが与えられれば農家を売り渡

し， 3万円Itであれば輸入トワモロコシと太刀打ち

できると言われていたことを想記する必要がある.

上記会議においては，濃厚飼料の圏内生産は非現

実的と 明記したことについての異論と飼料米生産

についての若干の討議がされた(第 l回飼料自給率

向上戦略会議議事録) . 

2007年(平成 19年)2月に開催された「平成 18

年度飼料自給率向上戦略会議(第 2回)Jにおける

報告においては， 2005年度においても飼料自給率は

前年と変わらず 25%にとどまり，粗飼料自給率は

76%で前年より 1%増，濃厚飼料自給率は 11%で前

年と変わらなかった.一方， 2007年度の稲発酵粗飼

、料作付面積は 5，000haに達し，国産稲わら自給率

は98.9%に達する見込みと報告されたが，飼料米な

どについてはまったくふれていない(平成 18年度

飼料白給率向上戦略会議 I第 2回).このことを問

題として意見交換などもあったが，議事録は現在ま

で未公表である.

2007年の参議院選挙後，食料 ・農業 ・農村対策に

ついての見直し機運が高まり，とくにアメリカにお

けるトウモロコシの燃料アノレコーノレ化やオースト

ラリアの干魅による小麦収量の減少などの影響に

よる輸入飼料穀物の価格上昇を受けて，飼料政策，

飼料米生産に対する考え方にも変化が認められる

ようになってきた.

2008年の年頭所感において若林農林水産大臣は

「また，米の消費の減少，輸入に多くを依存してい

る麦，大豆，飼料穀物等の国際需給 ・価格動向等を

踏まえ，米の生産調整を確実に実行し，水田におい

て自給率向上が必要な麦，大豆，飼料作物，非主食

用米等の生産を着実に定着させる取組を推進しま

すJと述べている(若林 2008) . 

さらに 2008年 2月 20日，衆議院農林水産委員会

および参議院農林水産委員会において，前会一致の

下に畜産物価格などについての決議が行われたが，

その中で「五，飼料の輸入依存体質を転換し，国産

飼料に立脚した畜産 ・酪農を確立する観点から，青

刈りトウモロコシなどの高栄養飼料作物の生産拡

大，エコフィード，未活用 ・低利用資源の利用拡大，

稲発酵粗飼料や飼料用米の利用拡大および水田 ・耕

作放棄地への放牧などの耕畜連携を強力に推進す

ること」が明記された.

2007年度の飼料用米の作付面積は 286haになる

ことが見込まれているが，飼料用米が一般的な配合

飼料の原料として広く利用されるためには，①価格

が輸入トウモロコシ価格より優位であること，②畜

産物の品質に考慮、した配合となっていること，が必

要であるとされている(農林水産省生産局畜産部

2008) . 

このように飼料米生産支援に関する一定の変化

が現れ， 2008年度産においては，飼料米の増産は「栽

培しやすい米での転作を推進する事で水回の有効

活用を図るとともに，食料自給率の向上につなげ

る」ものとして，新たに転作を拡大する農家に緊急

一時金として 10a当たり 5万円を支払う(地域水

田農業活性化緊急対策)ことや，産地作り交付金(埼

玉県では 10a当たり 3万円)を充てたり，畜産・

酪農の政策価格関連対策として l万3，000円を充て

ることなどが報じられている(農業共済新聞 2008). 

2008年(平成 20年)3月に開催された「平成 19

年度飼料自給率向上戦略会議」において，はじめて

飼料米が国の公的発表文書に記載された.平成 20

年度飼料自給率向上行動計画の中における項目「稲

wcs作付面積の拡大j において，平成 21年度稲

wcs作付目標 8，000haに加えて「飼料用米のモデ

ル実証による利活用体制の構築」が記載された.し

かし，ここでは試験栽培的側面のみが強調され，実

際栽培目標などは明記されていない.国内外におけ

る経済的，政治的情勢を伺っているようである.一

方で，各地の動きは積極的であり「産地づくり交付

金j などを利用した栽培が広がりつつある.問題は

長期的な栽培目標面積の設定とそれを可能にする

永続的財政支援である.

しかし，いずれも当面の畜産飼料穀物価格の国際

的高騰に対する当面の措置というところが感じら

れる.輸入トウモロコシなどの価格動向に影響を受

けることなく，飼料米などの飼料穀物の生産が持続

的に発展するためには，より広い，より深い根拠に

基づいた構想，農業の多面的機能の発揮，農耕地土

壌生産力の維持，耕地面積の増大と作付率の増大，

真の耕畜連携による有機物循環の完成と環境浄

化・保全などの評価と結びついた問題であることを

認識することが必要となる.
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おわりに

飼料米の生産問題は以上のように，わが国農業の

置かれている諸種の困難性， 桂楕の打破と結びつい

ている.とくに重要なのは国際貿易とくに米国との

関係であ り， 一部財界における経済至上主義，圏内

農業蔑視あるいは軽視であろう.飼料米生産の意義

について改めて強調する必要があろう .

わが国で飼料米の栽培をすることの意義は次の

ような点にある

①飼料米の栽培は食料自給率の向上，食料安全保障

上重要である.

②飼料米の栽培は水田農業の維持に役立つ.アジア

モンスーン地帯において最も適している水稲栽

培の基礎となる水田土壌を生産性の高い状態に

維持するためには，水稲栽培を継続するのが最も

効果的である.

③水田栽培に適する飼料作物は水稲以外には存在

せず，飼料米栽培に対しては，食料米栽培の技

術 ・機械 ・設備などがそのまま利用できる.

④高収量性の飼料米が存在し，かっ，それを食用米

と識別することが可能であり，不正混合や表示を

発見 ・防止することが可能である.

⑤差しあたり 40万ha程度の耕作放棄地相当の水回

がすべて飼料米生産に利用され，10 t/haの収量

を得たとすると 400万 tの飼料米が得られるが，

これは現在輸入されている飼料用トウモロコシ

1，200万 tの一部にしかならないが，圏内飼料価

格の変動に対する緩衝あるいは安全保障に役立

イコ.

⑥50~80 万円 /ha程度の助成が必要であるとしても ，

2 ， 000~3 ， 000 億円程度にとどまり ， しかもこれは

圏内消費に廻され内需の振興とくに農村地域の

振興に役立つものである.

⑦40万 haの耕地が有機物循環系に加わり，水回全

域での耕畜連関の確立とともに，農耕地に対する

有機物還元体系が確立し，バイオマス循環がより

円滑に進み，環境保全に役立つ.

③水田を中心とした生産資材の供給増加に伴い，関

連産業が活気づく .

⑨休耕回 ・荒廃回の減少は景観保全，生物多様性の

維持，文化の継承などの農業の多面的機能の発現

に寄与する.

⑩さらに必要とあらば，バイオマス系液体燃料の資

源として，玄米 ・稲わらともどもきわめて有効に

利用することもできる.

⑪予想される世界の食料不足時代において，自然条

件に恵まれたわが国が耕地面積並びに耕地利用

率を増大させ，米 ・麦 ・大豆 ・菜種 ・飼料作物な

どの栽培能力を全開させ，食料自給率を向上させ

ることは世界平和維持に対する大きな寄与とな

る.
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