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As a trial to estimate food demand and supply on the basis of various aspects， we ca1culated the 

food self-sufficiency ratio based on vitamin C， an essential nutrient. We ca1culated the amount of 

vitamin C supplied from each food group according to the ca1culation method of the Food Balance 

Sheet developed by the Ministry of Agriculture， Forestry， and Fisheries. The result shows that the 

major sources of vitamin C are fruits and vegetables， particularly citrus fruits. For each food group， 

we divided the amounts of vitamin C into the amounts of vitamin C in domestic foods and the 

amounts of vitamin C in imported foods. The result shows that the total amount of vitamin C 

obtained from domestic foods has been decreasing over the last 30 years and we were not able to 

provide the recommended dietary allowance of vitamin C from domestic foods in 2001. The food se旺-

sufficiency ratio based on vitamin C in 2001 was less than 70%. In spite of出e decrease in the 

amount of vitamin C obtained from domestic fruits， the total amount of vitamin C obtained from all 

fruits has been increasing over the last 30 years because of the increase in the amount of imported 

fruits. This is also one of the reasons we have increased our dependence on vitamin C obtained from 

imported foods and the food self-su任iciencyratio based on vitamin C has decreased in ]apan. As a 

result of ca1culating the food self司 sufficiencyratio based on vitamin C as an essential nutrient， for 

providing the recommended dietary allowance of vitamin C obtained from domestic foods for all 

]apanese， it is very important to increase both production and consumption of domestic fresh fruits. 

1.食料需給における多面的な評価の必要性

日本の食料自給率がカロリーベースで40%にまで下が

り，先進諸国のなかでも最低といわれている。世界人口

の増加に伴い地球全体では食料は不足しており，各国と

も食料自給率を高める諸施策を行っている。日本でも食

料自給率の向上とともに食料廃棄率の低下を主眼として

2005年に「食育基本法」が制定された。

(Received Feb. 7， 2007 ; Acc巴pted]un. 14， 2007) 

農林水産省総合食料局がまとめた「日本人の食卓の現

実~食料自給率と食料安全保障-J (2002年度版)0によ

ると，食料自給率とは 『国内の食料消費について国産で

どの程度賄えているかを示す指標』と説明されている。

通常 I我が国の食料自給率jとして示されているものは，

カロリーベースの食料自給率(供給熱量総合食料自給

率)である。これは，もっとも基礎的な栄養素であるエ
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ネルギー(カロリー)に着目し，国民に供給されている

食料について，各品目の熱量合計のうち，国産で賄われ

た割合を示したものである。食料全体の自給度合いを示

すうえでわかりやすい指標として利用され，農業生産 ・

食生活上重要な役割を有しているが，必ずしもすべての

食品を適切に評価できるわけではない。人間にはカ ロリ

ーだけではなく，ビタミンやミネラルなど体内で合成で

きないため食品から摂取しなければならない必須な栄養

成分が多く存在する。カロリーベースでは，カロリーは

低いがビタミンやミネラルなどの重要な供給源である野

菜や果物を過小に評価するという欠点がある。食料 ・農

業 ・農村基本計画では，金額ベースの食料自給率を参考

として示しているように，日本の食料の消費・生産につ

いての評価は，カロリーベースの食料自給率だけでなく，

その他の指標を組み合わせて多面的な評価を行うことが

重要である。

2. ビタミンC供給における果実の貢献度

そこで，栄養補助剤などからの需要が増え，また輸入

量もビタミン類の中では第 1位のビタミンC')に注目し，

新たな指標として，各種栄養成分における食料自給率に

よる評価方法を試み，ビタミンCベースの食料自給率を

試算した。ビタミンCは，厚生労働省による国民栄養調

査結果勺こ掲載されている「各栄養素(三大栄養素，ビ

タミン， ミネラル)の食品群別摂取構成比Jによると，

果実の占める割合が大きい栄養素であり，食品全体の中

で果実はビタミンCの主要な摂取源の一つである。

一方，各食品群から供給されるビタミンCの合計のう

ち，国産品で賄われた量と輸入品で賄われた量について

は明らかではない。そこで国産品および輸入品からの供

給量を農林水産省食料需給表4)を元に計算し，ビタミン

Cベースの食料自給率(以下，ビタミンC自給率)を算

出した。さらに，果実がビタミンC供給源として占めて

いる割合を国産品と輸入品とに分けた場合についても算

出した。以上の試算により，ビタミンCの供給源が日本

ではどの食品にどのような形で依存しているか，さらに，

その中で果実全体だけでなく国産果実と輸入果実に分け

た場合についても貢献度を明らかにした。

( 18 ) 

成の手引きに準拠して作成されている。食料需給表にあ

る供給量の数値は，食料消費量全体を表すもので，経口

摂取量だけでなく調理加工等による損失量，食べ残しロ

ス等を含むものである。したがって，食料需給表にある

供給量の数値は，実際の摂取量や栄養状態を正確に推定

するものではない。本報の目的は，国民の栄養状態を把

握することではなく，国内の農業生産と食料消費の関係

をカロリー以外の栄養成分で評価することであるため，

計算は食料需給表の方法に従った。

まず各品目について 1人 1日あたりのビタミンC供給

量を算出し，次に(国内生産量一輸出量): (輸入量)の

比で比例配分し，ビタミンCについて国産品由来および

輸入品由来の量を算出した。この両者について各品目か

ら計算された数値を積算し，ビタミンCベースの自給率

を算出した。尚，果汁などの加工品も果実類という 一つ

の範時に含まれるとみなし，食料需給表の計算上で利用

されている生来換算数を利用して生果に換算した。

2.計算対象とした食品群

厚生労働省による国民栄養調査結果では，栄養素等食

品群別摂取量の項で，摂取源の食品群として(調理加工

食品類を除く)17食品群を採用している。ビタミンCの

主要な摂取源は，果実類，野菜類，いも類および晴好飲

料類内の小区分の緑茶類で，これら 4群で摂取量の 9割

以上を占めた (Fig.1)。ビタミンCを含む品目がない穀

類，砂糖・甘味料類，油脂類，卵類は計算対象から除外

した。また，豆類も全項目についてTrと表示され，含

有量は微量と推定されるので，計算対象から除外した。

また，種実類のくりは果実類の中に含めて計算した。種

実類(くりを除く)，肉類加工品，菓子類，調味料・香
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(National statistics， from 1975 to 2000) 

This figure has been generated from data in the report “Survey on 

Health and Nutrition of National Public". from the Health Service 

Bureau. Ministry of Health. Labor and Welfare 

1 .計 算 方法

農林水産省統計部による統計表5)と食料需給表ぺ 果樹

花き課による調査資料6) 財務省による貿易統計ぺ厚生

労働省による国民栄養調査3) 総務省による国勢調査ペ

五訂日本食品標準成分表9) 日園連による果樹統計川こ

記載されている数値を基に計算を行った。

算出を行った年度は，農林水産省総合食料局がまとめ

た「日本人の食卓の現実~食料自給率と食料安全保障-J
(2002年度版)1)に合わせ， 1970年， 1980年， 1990年， 2001 

年の 4年度について約10年間隔で算出した。

農林水産省による食料需給表勺まFAOの食料需給表作

法方

40 
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辛料類については，酸化防止剤として使用されている添

加物のアスコルビン酸由来であるため，計算対象から除

去した。2001年度国民栄養調査によると，微量であるが

ビタミンCを含む藻類，魚介類，牛乳，きのこ類等の多

くの食品群はいずれも，日本人 1人 1日あたりビタミン

C摂取量の約 1%を占めるにすぎず，貢献度は低いため

計算対象から除外した。尚，食料需給表の計算方法と同

様に，工業的に合成された食品添加物に由来する栄養成

分は考慮に入れないこととした。以上より，果実類，野

菜類，いも類，緑茶類の 4食品群をピタミンC供給源と

して計算した。

3.果実類と野菜類の採用品目について

(1 )果実類 農林水産省統計表に国内生産量が独立

した品目として記載されている19品目 (みかん(うん し

ゅうみかん)，りんご，なつみかん，いよかん，はっき

く，日本なし，西洋なし，かき，びわ，もも，すもも，

おうとう，うめ，ぶどう，くり，パイナップル，キウイ

フルーツ，バナナ，スイー トアーモンド)を採用 した。

囲内生産量ではこれらの品目の占める割合は99%以上，

輸入生鮮果実では約98%である。このため，その他国産

果実，熱帯果実，ナッツ類については，囲内生産量およ

び輸入量に占める割合がきわめて小さいため計算対象か

ら除外した。カンキツ類は主要な果実でビタミンCが高

含有であるため，農林水産統計には含まない国産のカン

キツ類(具体的には，清見・不知火等のタンゴール類，

柚・かぽす等の香酸カンキツ類等)と輸入量が多いカン

キツ類 3品目(ネーブルオレンジ，レモン，グレープフ

ルーツ)も計算対象に含めた。その他の国産カンキツ類

のビタミンC含量には，国産カンキツとして代表的なう

んしゅうみかんの数値を利用した。また，本報ではいち

ご，すいか，メ ロンの 3品目は果実類に含めて計算した。

(2 )野菜類 野菜類では農林水産省統計表に国内生

産量が記載されている25品目(果菜類 9品目，葉菜類 9

品目，根菜類 7品目)を採用した。具体的には，果菜類

として，きゅうり ・かぼちゃ・なす・トマト ・ピーマ

ン・スイートコーン・さやいんげん ・さやえんどう・え

だまめの 9品目，葉菜類として，はくさい ・キャベツ ・

ほうれんそう・セルリー ・カリフラワー ・ブロッコリ

ー・レタス・ねぎ・たまねぎの 9品目，根菜類として，

だいこん・かぶ ・にんじん・ごぼう ・れんこん ・さとい

も・やまのいもの 7品目を計算対象とした。

( 3 )いも類と緑茶類 いも類は，かんしょ(さつま

いも)，ばれいしょ(じゃがいも)の 2品目とした。そ

の他のいも類は含有量，消費量からみて，貢献度は低い

ため除外した。

緑茶類は，農林水産省統計表にある粗茶生産量の数値

を圏内生産量として計算した。

結果および考察

1.国産品からのビタミンC供給量は減少している

成人 1人1日あたりのビタミンC摂取推奨量は100mg1
J)

とされている。1970年では国産品のみで摂取推奨量の

90%以上を供給できていたが， 2001年度の供給量は摂取

推奨量の約70%に落ち込んだ。食品群別では，いも類で

増減があって横ばいである他は，果実類・野菜類・緑茶

類のすべてが30年間で減少傾向であった (Table 1)。

国産品からのビタミンC供給量で各食品群が占める割合

は，高いほうから野菜類，果実類，いも類，緑茶類の順

番であり，野菜類は横ばい状態であるが，果実類は減少

傾向であった (Table1 )。

2.果実類全体からのビタミンC供給量は増加傾向であ

る

国産果実からのビタミンC供給量は過去30年間で減少

している (Table1 )が，輸入果実からの供給量も加え

ると果実類全体では増加した (Fig.2)o2001年では 1人

1日あたりの果実類全体からのビタミンC供給量は35mg

を超え，果実類全体で成人 1人1日あたり摂取推奨量100

mgの 1/3以上を供給できていたが，半分は輸入果実由

来で，輸入品への依存度が高かった (Fig.2)。果実類は

1992年にオレンジ果汁の輸入が自由化されたことで，す

べての生鮮果実と加工品が輸入自由化品目となっている。

3.果実類の中でカンキツ類はビタミンCの主要な供給

源である

国産果実では，ビタミンC供給に貢献度の高い樹種か

ら順番にあげると，みかん・かき・いちご ・カ ンキツ類

であった。カンキツ類とはなつみかん ・いよかん ・はっ

さく ・その他国産カンキツ(具体的には不知火・清見や

香酸カンキツなど)の総和である。カンキツ類とかき以

外では，いちご ・すいか ・メロンなどの果実的野菜から

の供給が多かった。

Table 1 Vitamin C supplies from domestic foods per person per day (National) 

Year 1970 1980 1990 2001 

Fruits 25.6 (28.1%) 25.1 (29.5%) 20.0 (24.6%) 16.2 (23.4%) 

Vegetables 45.3 (49.7%) 38.8 (45.5%) 38.6 (47.4%) 32.5 (47.1%) 

Potatoes 14.3 (15.6%) 15.2 (17.8%) 17.6 (21. 7%) 15.4 (22.3%) 

Green tea 6. 1 (6.7%) 6.1 (7.1%) 5.2 (6.4%) 5.0 (7.2%) 

Total 91. 3 85.1 81. 3 69.0 

unit : mg 
( ) in table shows ratio of vitamin C supply in each year 
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• Imported fruits 

口Domesticfruits 

Fig.2 Vitamin C supplies from fruits per person per day 

(National) 

輸入果実では，貢献度の高い樹種から順番にあげると，

レモン(ライムを含む)・ネーブルオレンジ・グレープ

フルーツ ・バナナであった。カンキツ類の占める割合が

高く， レモン (ライ ムを含む)・ネーブルオレンジ・グ

レープフルーツだけで輸入果実由来ビタミンC供給量の

約 8割を占めていた。輸入果実内 4位のバナナは，生鮮

果実に限定すると輸入量は l位で輸入生鮮果実の 5割以

上を占めているため，重量あたりのビタミンC含量は可

食音sI00gあたり 16mg9lで、多くはないが，ビタミンC供給

量としてはグレープフルーツ並の貢献度であった。 りん

ごからの供給は，国産品では主に生鮮品由来であるが，

輸入品では濃縮果汁由来であった (Table2)。

4. 2001年度のビタミンCベースの自給率は 7割を下回

っている

2001年度では，国産品と輸入品の両方を合計すると成

人 1人 1日あたりのビタミンC摂取推奨量100mg!1lを満た

していた (Table3)。総供給量の 3割以上を輸入品に

依存していて，ビタミンCベースの自給率としては 7割

を下回っていた。

もっとも貢献度が高かった食品群は野菜類で，その内

の8割以上は国産野菜であった。果実類は野菜類に次い

で貢献度が高く，総供給量の1/3以上を占めていたが，

果実類の半分以上は輸入果実であった。

各々の食品群毎にビタミンC供給量について国産品と

輸入品の比率を比較すると，果実類のみが輸入品の比率

が高く， 60%程度を輸入に依存していた。野菜類，いも

類，緑茶類では約1/6が輸入品由来であった。

円高や輸入自由化，さらに，濃縮・還元技術の発達に

より輸入量が増加 している果汁瓜叫の影響を受け，国産

果実からのビタミンC供給は輸入果実にシェアを奪われ

VOL. 33 NO.4 2007 ( 20 ) 

Table 2 Vitamin C supplies from fruits per person 

per day by commodity (National. in 2001) 

Domestic fruits 

Citrus unshiu 

Persimmon 

Strawberry 

Citrus 

Watermelon 

Apple 

Melon 

Others (Domestic) 

Total (Domestic) 

umt.皿g

5.96 

2.86 

2.35 

2.03 

0.63 

0.61 

0.57 

1.16 

16.16 

Imported仕uits

Lemon and Lime 

Navel orange 

Grapefruits 

Banana 

Pineapple 

Apple 

Kiwi fruit 

Others (Imported) 

Total (Imported) 

10.08 

4.69 

1. 86 

1. 64 

0.77 

0.46 

0.38 

1. 01 

20.89 

Table 3 Vitamin C supplies per person per day 

(National. in 2001) 

Food 

group 

Fruits 

Vegetables 

Potatoes 

Green tea 

Total 

unit:皿g

Domestic 

16.2 (16.1%) 

32.5 (32.4%) 

15.4 (15.3%) 

5.0 (5.0%) 

Imported 

20.9 (20.8%) 

6.4 (6.4%) 

3.1 (3.1%) 

1. 0 (1.0%) 

Total 

37.0 (36.9%) 

38.9 (38.7%) 

18.5 (18.4%) 

6.0 (6.0%) 

69.0 (68.8%)・31.4(31.2%) 100.4** 

( ) in table shows ratio of vitamin C supply to aggregate 
supply 

・Foodself-su任iciencyratio based on vitamin C. 
・・Aggregatesupply 

る形で減少しているが，この減少以上に輸入果汁からの

供給が増加しているため，果実類全体としてのビタミン

Cの供給は増加していた。国産生鮮果実の消費減少と手

軽に摂取できる果汁飲料を好む簡便化志向が，ビタミン

C供給の海外依存増加，すなわち，ビタミンC自給率低

下の一因になったと考えられる。

要 約

農林水産省の食料需給表の計算方法に従いビタミンC

の食品群別供給量を求め，各種食品の貢献度を計算した

結果，野菜類と果実類の貢献度が高く，果実類の中では

特にカンキツ類からの供給量が多いことがわかった。さ

らに各種統計資料から国産品由来と輸入品由来の内訳を

計算した結果，国産品からのビタミンC供給量は30年間

で減少しており，日本は2001年度ではビタミンCの成人

1人 1日あたり摂取推奨量100mgを国産農産物だけで供

給できておらず，ビタミンCベースの自給率は2001年度

では 7割を下回っていた。一方，国産果実からのビタミ

ンC供給量は減少しているにもかかわらず，輸入果実が

増加しているため，果実類全体からのビタミンC供給量

は30年間で増加してきた。このことは，日本でビタミン

C供給の海外依存度が増加し，ビタミンCベースの自給
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率が低下したことの一因でもあった。栄養成分の一つで

あるビタミンCベースで自給率を計算した結果，食料安

全保障の点から考えると，国民全体に摂取推奨量を賄え

る分だけを国産品から確保するためには，国産生鮮果実

の生産と消費の両方の拡大を実現することがきわめて重

要であることがわかった。
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