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BEC分類による食料品の国際貿易構造の変化

―国際貿易マトリックスによる比較分析―

大　賀　圭　治

目　　　次

はじめに―背景と課題―

１． データと方法

　（１） BEC1類食料品・飲料の4分類

　（２） 対象国・集計グループ

２． 食料品・飲料（BEC1類）構造の国際貿易の変化

　（１）食料品・飲料（BEC1類）の4分類別貿易額の推移

　（２）食料品・飲料（BEC1類）の国際貿易マトリックスの変化

３． 未加工品・産業用の食料品(BEC111類)の国際貿易マトリックスの変化

４．未加工品・消費用の食料品(BEC112類)の国際貿易マトリックスの変化

５．加工品・産業用の食料品(BEC121類)の国際貿易マトリックスの変化

６．加工品・消費用の食料品(BEC122類)の国際貿易マトリックスの変化

おわりに－まとめと残された課題―

はじめに―背景と課題―

　二国間、多国間の自由貿易協定を核とする経済連携協定が、21世紀の国際貿

易の国際的な大きな潮流となっている中で、アジア太平洋地域の経済連携がど

のように形成されていくかは、21世紀の国際的な政治・経済の方向をも左右す

る大問題である。

　本稿は大賀(2012)、大賀(2013)に引続いて、TPPをはじめとする地域的な自

由貿易協定をめぐる現状を背景として１）、アジア太平洋地域に焦点を合わせな

がら、世界の食料貿易構造を、貿易統計データを用いて、俯瞰的、総括的にと

らえることを目的としている。本稿は、24年度の報告で今後の課題とした、国
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連統計部の貿易商品データベースUNcomtrade（2014）のBEC分類により、食料品・

飲料の非加工品、加工品別に、それぞれを産業用と消費用にわけた4つのカテ

ゴリーに分類されたデータにより、国際貿易構造の変化を分析する。

　この分野では、金田（2008）および金田(2010)がBEC分類を集計した食料品

の国際貿易マトリックスに基づいた分析があり、木南ら（1996）、本間（2000）、

下渡ら（2010）も異なった方法で研究成果を発表している。これらの研究成果

を踏まえ、食料品・飲料の国際貿易構造の変化を、1999年と2012年の国際貿易

マトリックスを作成して比較分析する。

１．データと方法　

　（１）BEC１類食料品・飲料の4分類

　本稿で分析の対象とするデータは、国際連合統計部が、インターネット上で

公表している商品貿易のデータベースUNcometrade（国際連合統計部[3]）の分

類別の各国の輸入先国別輸入額のデータを集計、整理し、独自に国際貿易マト

リックスを作成したものである。

　UNcomtradeは、商品分類として、国際関税協会のHS分類（Harmonized Commodity 

Description Coding System）、国連のSITC分類（Standard International Trade 

Classification）、同じく国連のBEC分類（Broad Economic Category）の3種類の分

類で、作成、公表している。

　本稿では、関税分類に基づく輸出入統計を組替えし、産業連関的な観点から

分類したBEC分類をベースにして、以下の5項目の分類別に国際貿易マトリック

スを作成し、分析を行った２）。

　① 食料品・飲料(BEC1類)、

　② 未加工品・産業用の食料品(BEC111類)

　③ 未加工品・消費用の食料品・飲料(BEC112類)

　④ 加工品・産業用の食料品(BEC121類)

　⑤ 加工品・消費用の食料品(BEC122類)

　

　各国や国際機関の発表する輸出入統計のほとんどがHS分類によっているた
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め、食料品の貿易統計はHS分類の01類から24類までの合計を使っていることが

多い。しかし、この分類は貿易品を生産する産業分類に従った分類であり、「食

料品・飲料以外」の農業生産物も含まれ、「農産物」とすることが適切な分類

である。これに対してBEC分類ではまず、「食料品・飲料」という貿易品の用途

に従って分類し、さらに再分類では加工度および産業用と消費用という仕向先

に従って分類している。

　表1はBEC分類１類の食料品・飲料とHS分類01類-24類の分類との対応関係の

概略を示している。この表でHS01類からHS24類まで、BEC分類との対応関係の

概略を整理すると以下の通りである。

　HS01類の生きている動物は、食料品としては屠畜して肉とするためBEC111類

の未加工品・産業用とされるものの他に、BE1類以外として種畜、競走馬、ペッ
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ト類（BEC63類）がある。

　HS02類の肉類では、牛、豚の枝肉がBEC121類の加工品・産業用とされ、牛、豚、

羊、鶏等の部分肉、精肉、内臓はBEC122の加工品・消費用である。

　HS03類の魚介類では、生鮮魚介、塩干魚介、海草がBEC112類の未加工品・消

費用、 魚介の切り身、冷凍魚はBEC122類の加工品・消費用とされ、BEC1類以外

では金魚等鑑賞魚がBEC63類となる。

　HS04類の酪農品、鳥卵、蜂蜜等では、BEC1類の食料品・飲料で、生乳、未加

工クリーム、卵、蜂蜜はBEC112類の未加工品・消費用の食料品であり、濃縮ミ

ルク、粉乳、液卵がBEC121類の加工品・産業用の食料品、バター、チーズ、無

添加粉乳が加工品・消費用の食料品となる。

　HS05類のその他の動物性生産物はBEC1類の食料品・飲料はなく、BEC1類以外

で工業用の未加工品（BEC21類）とされている。

　HS06類の花木類も、すべてBEC1類食料品・飲料ではなく、BEC63類の観賞植

物とされる。

　HS07類の野菜では、生鮮野菜がBEC112類の未加工品・消費用であり、熱加工

など前処理された野菜はBEC122類の加工品・消費用となる。

　HS08類の果実、ナッツ類では、カカオ、ココナツ、果実の皮が未加工品・産

業用の食料品で、生鮮果実、乾燥果実は未加工品・消費用の食料品である。

　HS09類のコーヒー、茶、マテ、香辛料等は未焙煎のコーヒー豆のみが未加工

品・産業用の食料品とされ、茶葉、カカオ、マテ、香辛料は未加工品・消費用

の食料品、焙煎コーヒー豆、即席コーヒー等コーヒー製品が加工品・消費用の

食料品となっている。

　HS10類の穀物では小麦、とうもろこし等の穀物と籾、玄米が未加工品・産業

用の食料品であり、白米のみがBEC122類の加工品・消費用の食料品となっている。

　HS11類の穀物粉・粒、澱粉はほとんどすべてが加工品・産業用の食料品であ

り、粉を除く穀物の加工品のみが加工品・消費用の食料品である。BEC1類以外

に工業用澱粉がある。

　HS12類の油糧種子、飼料用わら等では大豆、菜種、落花生等の油糧種子は大

部分が未加工品・産業用の食料品であり、その他はBEC1類以外の工業用(BEC21

類)である。



－ 369 －

　HS13類のラック、ガム、樹脂等では、すべてが食料品・飲料ではなく工業用

の未加工品(BEC21類)、または工業用の加工品(BEC22類)である。

　HS14類のその他の植物性生産品も、そのすべてが食料品・飲料ではなく、工

業用加工品(BEC22類)である。

　HS15類の動植物性油脂、ろう等では、植物性油脂、動物性油脂が加工品・産

業用の食料品とされ、植物性精製油は加工品・消費用の食料品とされ、その他

に工業用の加工品(BEC22類)がある。

　HS16類の肉、魚介類の調整品では、肉、魚介類の抽出物が加工品・産業用の

食料品で、缶詰、ハム、ソーセージ等は加工品・消費用の食料品である。

　HS17類の糖類および砂糖菓子では粗糖、他の糖類、糖蜜は加工品・産業用の

食料品であり、砂糖、砂糖菓子は加工品・消費用の食料品となっている。

　HS18類のココアとその調整品ではココア豆が未加工品・産業用の食料品・飲

料で、ココアバター、ココアペースト、ココア粉が加工品・産業用の食料品で、

チョコレートのみが加工品・消費用の食料品・飲料とされている。

　HS19類の穀物、澱粉、ミルクの調整品では穀物調整品、タピオカが加工品・

産業用の食料品で、穀物粉菓子は加工品・消費用の食料品となっている。

　HS20類の野菜、果実、ナッツ等の調製品はすべてが加工品・消費用の食料品

である。

　HS21類のその他各種の調整食料品では他の食料の加工原料は、加工品・産業

用の食料品であり、その他の調整品は加工品・消費用の食料品である。

　HS22類の飲料、酒、アルコール及び食酢では、ブドウ液(飲用を除く)のみが

加工品・産業用の飲料で、ジュース、酒、食酢は加工品・消費用の食料品とさ

れ、食料品・飲料以外に工業用や燃料用のアルコール(BEC21類)がある。

　HS23類の食品工業の残渣物及び調整飼料はそのすべてがBEC21類、BEC22類、

BEC63類のいずれかとされている。

　HS24類のたばこ及びたばこ代用品もそのすべてがBEC21類、BEC22類、BEC63

類のいずれかとされている。

　以上の他、HS01類からHS24類までに含まれないものでBEC1類の食料品・飲料

とされるものとしてHS35類の変成澱粉、海苔、酵素等のうち、卵アルブミンが

BEC111類の未加工品・産業用の食料品とされ、また酵素がBEC121類の加工品・
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産業用の食料品とされている。

　（２）対象国・集計グループ

　対象国・集計グループは、日本をとりまく経済連携協定の現状を念頭に置い

て、アジア太平洋地域に焦点を当てつつ、世界の食料品貿易の構造を分析する

という目的に合わせ、以下のように世界計を含めて12の国、グループに集約し

ている３）４）。

　① 日本 

　② 中国 中国本土、香港、マカオの合計５）

　③ 韓国　

　④ ASEAN10 ASEAN参加の10カ国の合計

　⑤ ASEAN10+3 ASEAN10カ国と日本、中国、韓国の合計

　⑥ 豪＋NZ オーストラリアとニュージーランドの合計

　⑦ アメリカ＋カナダ アメリカとカナダの合計

　⑧ 中南米3国 メキシコ、チリ、ペルーの合計

　⑨ EU27 EU加盟27カ国の合計

　⑩ EU近隣4国 ノールウェー、スイス、トルコ、ロシアの合計

　⑪ その「他の国」 世界合計から⑤ASEAN10+3、⑥豪＋NZ、⑦アメリカ

　　　　　　　　　　　　＋カナダ、⑧中南米3国、⑨EU27、⑩EU近隣4国の合

　　　　　　　　　　　　計値を差し引いたもの、このグループにはインドな

　　　　　　　　　　　　どASEAN10+3以外のアジア諸国、中南米3国を除くブ

　　　　　　　　　　　　ラジルなど中南米諸国、EU27、EU近隣4国以外のヨー

　　　　　　　　　　　　ロッパ諸国、中近東諸国、アフリカ諸国などが含ま

　　　　　　　　　　　　れる。

　⑫ 世界合計

　国際貿易マトリックスの各列はその列の表頭の国の輸入を示し、各行は表側

の国の輸出を示している。つまり、各列は表頭に示された国・グループが、表

側に示された国・グループから輸入した額を示し、最下段の世界計は表頭の国・

グループの世界全体から当該品目の輸入合計となる。逆に、各行は表側に示さ

れた国・グループが表頭に示された国・グループへ輸出した額を示し、右端の

世界計は表側の国・グループからの世界全体への輸出合計を示している４）。
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２．食料品・飲料（BEC1類）構造の国際貿易の変化

　第2章では、本稿における国際貿易マトリックスの分析にあたって、貿易全

体や食料品貿易の中での重み、位置づけを知るため、第1節で本稿での食料品・

飲料の貿易品目分類のベースとしたBEC1類全体とその4分類別貿易の推移を概

観する。第2節ではBEC1類の食料品・飲料の国際貿易マトリックスの特徴と変

化を分析する。

　（１）食料品・飲料（BEC1類）の4分類別貿易額の推移

　表2-1-1に食料品・飲料（BEC1類）とその4分類別の世界の輸入額の推移を示

し、表2-1-2に表2-1-1をベースとして計算した世界の食料品貿易額の1999年を

1とする倍率、表2-1-3に世界の食料品・飲料貿易(BEC1類)のBEC4分類別の構成

比の推移を示す。

　表2-1-1を見ると、世界の食料品・飲料の貿易額（輸入額、BEC1類）は1999

年の3,930億ドルから、2012年には1兆1,210億ドルへと2.9倍に増加し、世界貿

易総額の増加倍率3.1倍よりはわずかながら小さいが、世界の貿易総額に占め

るシェアは6.1％から5.7％へとわずかながら低下した。しかし、この間の人口

の増加倍率1.1倍や名目GDPの増加倍率2.2倍を大幅に上回る高いスピードで増
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加している。

　次章以下で分析する食料品・飲料のBECの4分類別では、この間にBEC111類の

未加工品・産業用食料品は3.2倍、BEC112類の未加工品・消費用食料品は2.4倍、

加工品・産業用食料品は3.6倍、加工品・消費用食料品は2.8倍となっている。
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このように、未加工品、加工品ともに産業用食料品の増加倍率が消費用のそれ

を上回っており、輸出国、輸入国いずれでも食料品の加工度が高まっているこ

とを示している。

　この結果、表2-1-3で世界の食料品貿易総額の中でのBEC4分類別の構成比の

変化を見ると、1999年から2012年にかけて、BEC111類の未加工品・産業用の食

料品が14.8％から16.6％へ、BEC121類の加工品・産業用の食料品は10.7％から

13.7％へとシェアを上げ、他方でBEC112類の未加工品・消費用食料品が23.4％

から19.7％へ、BEC122類の加工品・消費用食料品は51.1％から50.1％へとシェ

アを下げている。

　（２）食料品・飲料（BEC1類）の国際貿易マトリックスの変化

　この節では、次章以下において食料品・飲料の4分類別の貿易構造を分析す

るに当たって、食料品・飲料全体の貿易と比較対照するために、BEC分類1類の

食料品・飲料の国際貿易マトリックスに基づきその特徴と変化を分析する６）７）。

　表2-2-1に1999年における食料品の国際貿易マトリックスを示し、表2-2-2に

食料品の国・グループ間の輸出入額の世界合計に対するシェアを示している。

　1999年の世界の食料品貿易額は3,930億ドルに達するが、EU27の世界貿易の

シェアは輸出で42.8％、輸入で46.1％と極めて高く、うちEU27域内貿易のシェ

アは32％と世界貿易の約3分の1にも達している。食料品のグループ内貿易の世

界貿易に対するシェアは、ASEAN10+3が6.4％、アメリカ＋カナダが3.9％と比

べて、EU27の食料品のグループ内貿易のシェアの大きさが際立っている。
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　表2-2-3と表2-2-4に2012年の食料品の貿易マトリックスとその世界貿易合計

に対するシェアを示している。

　世界の食料品の貿易は2012年には1兆1,300億ドルと1999年の2.9倍になった

が、EU27のシェアは、2012年には輸出で40％、輸入で38％のシェアを占め、う

ちEU27域内が約28％と、1999年に比べてかなり低下しているものの依然として

突出したシェアを占めている。EU27に次いで、2012年において、「他の国」と

ASEAN+3が食料品貿易でそれぞれ約2割のシェアを占め、シェアを上げている。

ASEAN+3の中では日本がシェアを下げ、中国とASEAN10がシェアを上げている。
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アメリカ＋カナダは輸出、輸入ともに13％をしめ、シェアを下げている。

　グループ外との貿易では、EU27の「他の国」からの輸入が6.2％と大きく、

EU27は、開発途上国からの食料品輸出にとっての重みが大きいことを示してい

る。また、ASEAN10+3のアメリカ+カナダからの食料品の輸入が世界シェアで

4.6％、アメリカ+カナダへの輸出が世界シェアで2.0％あり、アメリカ、カナ

ダにとってASEAN10+3が食料品の市場として重要な位置を占めている。

　表2-2-5により、1999年から2012年にかけての食料品貿易額の世界のシェア

の増減を見ると、EUのシェアが輸入で6.3％減少、輸出で4.8％減少し、その

大部分の4.3％がEU27の域内貿易の減少となっており、EU27は域外との貿易の

比重が高めてきている。また、日本の食料品の輸入が世界シェアで4.7％の大

幅な減少となっており、アメリカ＋カナダからの輸入シェアの減少が1.5％、

ASEAN10+3からの輸入のシェアの減少が1.1％など全ての地域からの輸入シェア

が減少している。逆に中国は食料品の輸入でシェアを5.8％伸ばし、うち開発

途上国がその大部分を占める「他の国」からの輸入シェアの増加が2.2％、ア

メリカ+カナダからの輸入シェアの増加が1.7％などとなっている。ASEAN10+3

全体では、日本の輸入シェアの減少と中国及びASEAN10のシェアの上昇が相殺

し、食料品の輸出で2.7％、輸入で3.3％のシェアを伸ばしている。

　また、開発途上国がその大部分を占める「他の国」が食料品の輸出で2.3％、

輸入で2.5％シェアを伸ばしており、うち「他の国」相互間の貿易シェアの増



－ 376 －

加が1.8％と大部分を占めている。

　1999年から2012年の間に、食料品貿易では、EU27、日本、アメリカ＋カナダ

の先進国が輸出入シェアを減少させているのに対して、中国、ASEAN10、ブラ

ジルなど開発途上国の「他の国」などが輸出入のシェアを伸ばしている。

３．未加工品・産業用の食料品(BEC111類)の国際貿易マトリックスの変化

　第3章では食料品・飲料のうち産業用の未加工品(BEC111類)について、国際

貿易マトリックスに基づき、その特徴と変化を分析する。

　第1章の表1を見ると、BEC111の分類の未加工品・産業用に入る主なものは、

HS01類の牛、豚など生きた動物(種畜、ペット、動物園用動物等を除く)、HS10

類の穀物（米の貿易品として主流の白米を除く）、HS12類の大豆等油糧種子、

HS09類の未焙煎コーヒー豆、HS18類のココア豆などである。これらの内、とう

もろこしなど小麦以外の穀物は、「食料品」に分類されてはいるが、その貿易

の大部分は配合飼料原料となるものである。また、油糧種子の大豆も食用油の

搾油用ではあるが、重量ベースでは8割を占める搾油粕はほとんどが配合飼料

原料になる。

　未加工品・産業用の食料品の世界貿易額は、1999年の580億ドルから、2012

年には1,850億ドルへと食料品全体の倍率2.9倍を上回り、3.2倍に増加した。 

(表2-2-1、表2-2-2)。未加工品・産業用の食料品の大幅な貿易額の上昇は、と
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うもろこしなど飼料原料としての穀物および大豆など油糧種子の需要が世界的

に急増していることとともに、2008年に穀物、大豆等の国際価格が大幅に上昇

し、その後一時的に低下しながらも2000年代前半までに比べればかなり高止ま

りしている状況を反映している。この結果、未加工品・産業用食料品の食料品

全体に占めるシェアは1999年の14.8％から2012年には16.6％へと増加している

(表2-1-3)。

　表3-1に1999年における未加工品・産業用の食料品の国際貿易マトリックス

を示し、表3-2にその世界貿易合計に対するシェアを示している。

　未加工品・産業用食料品の貿易におけるEU27のシェアは、輸入では38.8％

と突出し、輸出シェアも23.5％と「他の国」の31.3％、アメリカ・カナダ

の29.7％に次いで大きなシェアを占めているが、食料品全体の輸入シェア

46.1％、輸出シェア42.8％に比べるとかなり低い。このうちEU27域内貿易のシェ

アは16.5％と食料品全体の32.1％の半分程度で、輸入の4割強、輸出の約7割を

占める。これは、EU27は穀物、油糧種子、コーヒー豆を主体とする未加工品の
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産業用食料品のうち、油糧種子、コーヒー豆については域外への依存度がかな

り高いことを反映している。

　表3-3と表3-4に2012年の未加工品・産業用の食料品の貿易マトリックスとそ

の世界貿易合計に対するシェアを示している。

　未加工品・産業用の食料品の世界貿易額は、1999年の580億ドルから、2012

年には1,850億ドルへと食料品全体の倍率2.9倍を上回り、3.2倍に増加した。

未加工品・産業用の食料品の大幅な貿易額の上昇は、2008年に穀物、大豆等の

国際価格が大幅に上昇し、その後一時的に低下しながらも2000年代前半までに

比べればかなり高止まりしている状況を反映している。

　表3-4により2012年の未加工品・産業用の食料品貿易のシェアを見ると、

2012年の穀物、油糧種子などの未加工品・産業用の食料品貿易で、ASEAN+3が

35.4％と世界最大の輸入地域となっている。これは中国が大豆の輸入をブラジ

ル等の「他の国から」大幅に増加したことを反映している。未加工品・産業用
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の食料品の輸出では、ブラジル等の開発途上国が主の「他の国」が輸出シェア

で39.0％と最大の輸出地域となり、アメリカ＋カナダが25.9％のシェアでその

後に続いている。EU27は未加工品・産業用の食料品の貿易では、輸入シェアが

31.1％、うち域内貿易シェアが14.9％と減少しており、特に域外との貿易取引

のシェアの減少が著しい。

　輸出では「他の国」が39.0％、アメリカ＋カナダが25.9％、EU27が19.2％、

オーストラリア＋NZが6.0％、ASEAN+3が5.2％のシェアで、ASEAN+3の域内貿易

は2.0％を占めるに過ぎない。EU27は、輸入で31.1％、輸出で19.2％のシェア、

うち域内貿易が14.9％のシェアを占めているがシェアは1999年に比べればかな

り低下している。

　表3-5により、1999年から2012年にかけての未加工品・産業用の食料品貿易

額の世界のシェアの増減を見ると、中国の輸入シェアが17.7％と大幅に増加し、

うち「他の国」からのシェアが10.1％増加、アメリカ＋カナダからのシェア

が8.3％増加していることが際立った変化である。次いでEU27の輸入シェアが 

7.7％減少し、うち｢他の国｣からの輸入シェアの減少が4.1％、アメリカ＋カナ

ダからの輸入シェアの減少が2.7％となっている。日本も輸入シェアの減少が

3.9％、うちアメリカ＋カナダからの輸入シェアの減少が2.3％である。

　輸出シェアでは「他の国」が7.6％増加し、うち中国へ10.1％増加、EU27へ

4.1％減少している。EU27は輸出シェアで4.3％の減少で、うちEU域内がシェア

1.7％減、「他の国」へシェア1.3％減である。アメリカ＋カナダも輸出シェア

が3.7％減少し、うち中国へはシェア8.3％の増加、「他の国」へシェア3.7％の
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減少、EU27へシェア2.6％の減少、日本へシェア2.3％の減少などが主だった変

化である。

　未加工品・産業用食料品の国際貿易は、飼料用を含む穀物、大豆等油糧種子

及びコーヒー豆が主体となっており、その世界的な需給に左右されている。未

加工品・産業用食料品の国際貿易構造は、21世紀に入り、配合飼料、食用油、コー

ヒー、ココア等の需要の増大に対応した加工原料として需要の増大と国際価格

の上昇を反映して、大きな変化を遂げてきた。特に人口大国である中国を先頭

とするアジアの開発途上国の急速な経済成長を背景とする食生活の変化に伴う

食料需要構造の変化による大豆を主体とする油糧種子の急激な輸入増加に対応

して、ブラジルを先頭とする開発途上国が輸出を大幅に拡大し、世界的な貿易

構造が大きく変貌したことが特徴と言える。

 ４．未加工品・消費用の食料品(BEC112類)の国際貿易マトリックス

　　 の変化

　第4章では未加工品・消費用食料品(BEC112類)について、国際貿易マトリッ

クスに基づき、その特徴と変化を分析する。

　第1章の表1を見ると、BEC112の分類に入る主なものは、HS03類の生鮮及び

塩干の魚介、HS04類の生乳、HS07類の生鮮野菜、HS08類の生鮮及び乾燥果実、

HS09類の茶葉、香辛料等である。

　未加工品・消費用食料品(BEC112類)の世界貿易額は1999年の920億ドルから

2012年には2,210億ドルへと食料品全体の倍率2.9倍は下回るものの2.4倍に増

加した (表2-1-1、表2-2-2)。この結果、未加工品・消費用食料品の食料品全

体の貿易に占めるシェアは1999年の23.4％から2012年には19.76％へと傾向的

に減少している(表2-1-3)。食料品全体の世界貿易額の中でのシェアの縮小は、

食料品貿易の中で、加工食品・飲料の原料（BEC111類およびBEC121類）の増加

が相対的に大きいことによるものである。

　表4-1に1999年における未加工品・消費用の食料品の国際貿易マトリックス

を示し、表4-2にその世界貿易合計に対するシェアを示している。

　1999年の未加工品・消費用食料品の貿易額920億ドルの中で、EU27は、輸入

では49.9％と世界貿易の半分、輸出で33.4％と世界貿易の約3分の1と圧倒的な
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シェアを占めている。このうちEU27域内貿易のシェアは29.6％でEU27の輸入の

約6割が域内から、輸出の約9割は域内向けとなっている。未加工品・消費用食

料品の輸入ではEU27に次いでASEAN+3が18.7％、うちグループ内が8.7％のシェ

アで、次にアメリカ＋カナダが輸入シェアが18.0％で、うち域内から2.2％で

ある。次が「他の国｣が8.8％の輸入シェアで、うちグループ内の「他の国」か

ら4.4％を輸入している。

　表4-3に2012年における未加工品・消費用食料品の国際貿易マトリックスを

示し、表4-4にその世界貿易合計に対するシェアを示している。

　2012年の未加工品・消費用食料品の世界貿易2,200億ドルの半分近くの

44.7％をEU27が輸入し、うちEU27域内から26.3％、「他の国」から10.0％、近

隣4国から3.2％を輸入している。次いでASEAN+3が未加工品・消費用食料品の

世界の貿易額の18.1％を輸入し、うちASEAN+3から9.3％、アメリカ+カナダか
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ら3.1％を輸入している。その次にアメリカ+カナダが16.6％を輸入し、うち中

南米3国から5.7％、｢他の国｣から4.2％、アメリカ＋カナダのグループ内から

3.7％を輸入している。次いで「他の国」が未加工品・消費用食料品の世界の

貿易額の11.8％を輸入しており、うち「他の国」グループ内から5.1％のシェア

を輸入している。

　2012年における未加工品・消費用食料品の輸出ではEU27が世界全体の

30.9％、次いでブラジル、インドなど開発途上国の多くを含む｢他の国｣が

24.6％、ASEAN10+3が16.0％、うちASEAN10が9.0％、中国が6.2％を輸出し、次

いでアメリカ＋カナダが10.8％、中南米3国が9.2％の輸出を担っている。

　未加工品・消費用食料品の国際貿易では魚介類、野菜、果物などの生鮮品が

主であることから、総じてグループ内貿易あるいはアメリカ、カナダと中南米
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諸国との貿易などのように近隣地域との貿易のウエイトが高いといえる。

　表4-5に、1999年から2012年にかけての世界の未加工品・消費用食料品の貿

易額のシェアの増減を示している。

　これを見ると、輸入面では、EU27が未加工品・消費用食料品の世界貿易での

シェアを5.2％下げ、うち域内から輸入シェアの減が3.2％であるが、他の地域

からの輸入シェアも総じて下がっている。ASEAN10+3の輸入シェアは日本の輸

入シェアが6.1％下がったため、中国の輸入シェアの3.3％増、ASEAN10の1.4％

増によっても相殺できず、0.6％の減少となっている。次いで「他の国」が輸

入シェアを3.0％上げており、うち「他の国」内から0.8％のシェアの増加、

ASEAN10+3から0.7％のシェアを増やしている。また、EU近隣4国も輸入シェア

を3.8％増加させており、「他の国」も輸入シェアを3.0％増やしている。

　輸出面では、EU27が輸出シェアを2.5％下げているが、うちEU27域内貿易の

シェアの減少が大部分の3.2％となっている。ASEAN10+3は輸出シェアを2.0％

伸ばしているが、「他の国」への輸出シェアの0.7％増、ASEAN10+3グループ内

の中国への1.4％、ASEAN10への1.1％のシェアの増に対して、日本への輸出シェ

アの2.3％減が目立っている。また、「他の国」が輸出シェアを2.7％下げてい

るが、EU27への輸出シェア2.0％減、アメリカ＋カナダへの輸出シェア1.7％減、

EU近隣4国への輸出シェア1.4％増などが相殺した結果である。

　1999年から2012年の間にEU27の域内貿易が支配的という未加工品・消費用食

料品の国際貿易の構造に大きな変化はなかったが、輸出入両面でEU27とアメリ
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カ+カナダが輸入シェアを下げる一方、ASEAN+3、「他の国」、EU近隣4国などのシェ

アが上がっている。魚介類、野菜、果実が主とするBEC112類の未加工品・消費

用食料品については、熱帯果実など地域性のある生産物を主に貿易するという

構造には大きな変化はなく、総じてEU27、日本、アメリカ＋カナダなど先進地

域が純輸入地域で輸出入両面で貿易シェアを下げ、他方、中国、ASEAN10、中

南米3国、EU近隣4国、「他の国」などはBEC112類の未加工品・消費用食料品の

純輸出地域で輸出入両面で貿易シェアを上げている。

　

５．加工品・産業用の食料品(BEC121類)の国際貿易マトリックスの変化

　第5章では加工品・産業用食料品(BEC121類)について、国際貿易マトリック

スに基づき、その特徴と変化を分析する。

　BEC121の分類に入るものは、HS02類の牛、豚の枝肉から始まって、HS23類の

ぬか、ふすままで、HS2桁分類で10の類にまたがる広範な貿易品を含んでいる（表

1）。この中で世界貿易額の上で主要な貿易品としては、HS02類の牛、豚の枝肉、

HS11類の小麦粉、でんぷん、HS15類の植物性油脂、HS17類の粗糖、HS18類の穀

物粉調製品、タピオカなどであるが、貿易額で大きなウエイトを占める主な品

目としては牛、豚の枝肉、粗糖、粉乳、小麦粉がある。加工品・産業用の食料

品とは、加工品ではあるが、最終消費のためにはさらに加工を要するという意

味で半加工食料品といえる。以下、この章ではBEC121類の食料品を半加工食料

品と言うことにする。

　半加工食料品(BEC121類)の世界貿易額は1999年の420億ドルから2012年には

1,520億ドルへと食料品全体の倍率2.9倍をかなり上回り、4分類の中で最大の

伸びを示し、3.6倍に増加した (表2-1-1、表2-2-2)。この結果、半加工食料品

の食料品全体の貿易に占めるシェアは1999年の10.7％から2012年には13.6％へ

と傾向的に増加してきたが、2012年でも、食料品全体の世界貿易額に占める食

料品4分類別のシェアでは最小である(表2-1-3)。

　表5-1に1999年における半加工食料品の国際貿易マトリックスを示し、表5-2

にその世界貿易合計に対するシェアを示している。

　1999年の半加工食料品の貿易において、EU27は、輸入で39.0％、輸出で
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39.6％と世界貿易の約4割を占め、輸出入がほぼ均衡している。このうちEU27

域内貿易のシェアは28.4％でEU27の輸出入の約7割が域内貿易となっている。

　1999年における半加工食料品の輸入シェアでは、EU27に次いで「他の国」が

24.7％ (うち域内から8.5％ )、ASEAN+10が16.6％（うち域内6.6％）、アメリカ

＋カナダ8.8％ (うち域内2.8％ )、EU近隣4国7.2％などとなっている。輸出面

ではEU27に次いで「他の国」が23.1％、ASEAN+3が20.0％、アメリカ＋カナダ

が9.9％、オーストラリア＋NZが5.2％となっている。

　表5-3に2012年における半加工食料品の国際貿易マトリックスを示し、表5-4

にその世界貿易合計に対するシェアを示している。

　2012年の半加工食料品の貿易を輸入面からみると、EU27が世界貿易の32.3％

と約3分の1を輸入し、EU27域内から21.7％、「他の国」から4.8％、ASEAN+3か

ら4.6％を輸入している。次に、「他の国」が世界貿易の26.9％を輸入し、うち「他

の国」域内からとASEAN+3 からいずれも10.4％、EU27から3.3％を輸入している。
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その次にASEAN+3が世界貿易の24.7％を輸入し、うちASEAN+3域内から12.9％、

「他の国」から4.5％、アメリカ+カナダから2.6％、オーストラリア＋NZから2.5％

を輸入している。次いでアメリカ+カナダが7.3％を輸入し、うちASEAN+3から

2.4％、アメリカ＋カナダ域内から2.0％を輸入している。

　2012年における半加工食料品の輸出ではASEAN10+3が31.5％、うちASEAN10が

30.0％を輸出し、輸出相手としては域内へ12.9％、「他の国」10.1％、次いで

EU27が世界全体の29.6％を輸出し、ブラジル、インドなど開発途上国の多くを

含む｢他の国｣が23.5％、次いでアメリカ＋カナダが8.1％の輸出をしている。

　表5-5に、1999年から2012年にかけての世界の半加工食料品の貿易額のシェ

アの増減を示している。

　これを見ると、輸入面の貿易シェアの変化では、ASEAN10+3の半加工食料品

の輸入シェアが8.2％増と大幅に伸び、うちASEAN10域内からの輸入シェアの増

加が6.5％でほとんどを占める。EU27は輸入シェアを6.7％下げ、うち域内から
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輸入シェアが6.7％減、「他の国」からのシェアが1.1％減となっているほかほ

とんどすべての国・地域からの輸入シェアを減らしている。ついで輸入シェ

アの変化が大きいのはEU近隣4国が2.5％減、｢他の国｣が2.2％増となっている。

アメリカ＋カナダの輸入シェアは1.5％減で、うち域内取引の減が0.8％と過半

を占める。

　輸出面の貿易シェアの変化では、ASEAN10+3が輸出シェアを11.6％増と大幅

に伸ばしているが、その大部分の11.4％のシェア増加はASEAN10によるもので

ある。このASEAN10＋3の輸出シェアの増加のうち、グループ内の中国へ3.5％

のシェア増、ASEAN10へ2.7％増を含めグループ内へのシェア6.4％増、「他の国」

へ3.5％のシェア増となっている。EU27は輸出シェアを10.0％下げているが、

うちEU27域内貿易が6.7％減と3分の2を占め、｢他の国｣へのシェア1.9％減、近

隣4国へのシェア0.7％減なっている。また、アメリカ＋カナダの輸出シェアも

1.8％減となっている。

　1999年から2012年の間に、半加工食料品の国際貿易の大半はEU27、「他の国」、

ASEAN+3という三つのグループによって担われるという基本構造に変化はな

かった。しかし、この間に、半加工品の国際貿易は、ASEAN+3が躍進し、他方

EU27が大幅に後退するとともに、グループ内あるいは域内貿易の比重がEU、「他

の国」では下がり、ASEAN+3では逆に上がるという特徴が見られる。こうした

変化は、この間に、BEC121類の半加工品の貿易で大きな比重を占める粗糖、糖

蜜のタイ、フィリピンからの輸出が世界中の輸入国に対して大幅に伸び、他方、
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伝統的にEUが域内貿易を中心に大きな比重を占めている小麦粉、粉乳などの半

加工食料品の貿易が停滞あるいは縮小したことによるものと考えらる。

６．加工品・消費用の食料品(BEC122類)の国際貿易マトリックスの変化

　第6章では加工品・消費用食料品(BEC122類)について、国際貿易マトリック

スに基づき、その特徴と変化を分析する。

　第1章の表1を見ると、BEC122の分類に入るものは、HS02類の牛、豚、鶏、羊

等の部分肉、内臓、HS03類の魚介の切り身、冷凍魚介、HS04類のバター、チー

ズ、無添加粉乳等、HS07類の熱加工野菜、前処理野菜、HS08類の焙煎コーヒー

豆、コーヒー製品、HS10類の白米、HS11類の加工した穀物（粉を除く）、HS15

類の植物性精製油、HS16類の肉類、魚介類の加工品、HS17類の精製糖、砂糖菓子、

HS18類のチョコレート、HS19類の穀物粉菓子、HS20類の野菜、果実、ナッツ等

の加工品、HS21類のその他の調整食料、HS22類のジュース、酒・アルコール類、

食酢とHS分類で15の類におよび、極めて広範な食料品と飲料が含まれ、しかも

そのほとんどが世界の貿易額で見てもかなりのウエイトを占めている。

　加工品・消費用食料品(BEC122類)は、最終消費用の加工食品・飲料というこ

ともできるので第6章以下では加工品・消費用食料品(BEC122類)という用語と

ともに加工食品・飲料という用語を同じ意味で用いる。

　加工食品・飲料の世界貿易額は1999年の2,010億ドルから2012年には5,620

億ドルへと食料品全体の倍率2.9倍とほぼ同じ2.8倍に増加した (表2-1-1、表

2-2-2)。この結果、加工食品・飲料の食料品全体の世界貿易に占めるシェアは

1999年の51.1％から2012年には50.1％へと、ほぼ半分でほとんど変化していな

い (表2-1-3)。

　表6-1に1999年における加工食品・飲料の国際貿易マトリックスを示し、表

6-2にその世界貿易合計に対するシェアを示している。

　1999年の国・グループ間の貿易額の世界合計に対する比率をみると、輸入で

はEU27が48.0％と突出している。EU27は、輸出でも53.3％と世界貿易の過半を

占め、うちEU27の域内貿易のシェアは38.5％と輸入で約8割、輸出で約7割が域

内貿易となっている。1999年における加工食品・飲料の輸入シェアでは、EU27
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に次いで、ASEAN+3が18.8％ (うちグループ内6.2％ )、アメリカ＋カナダが

14.9％ (うち域内4.3％ )、「他の国」が12.0％ (うちグループ内3.7％ )、EU近

隣4国が3.3％ (うち域内0.1％ )などとなっている。輸出面ではEU27に次いでア

メリカ＋カナダが13.4％，「他の国」が11.7％、ASEAN+3が10.6％、オーストラ

リア＋NZが4.8％となっている。

　表6-3に2012年における加工食品・飲料の国際貿易マトリックスを示し、表

6-4にその世界貿易合計に対するシェアを示している。

　2012年の加工食品・飲料の貿易を輸入面からみると、EU27が世界貿易の

43.0％を輸入し、うちEU27域内から34.4％、「他の国」から3.4％、EU近隣4国

から1.7％、ASEAN+3から1.6％を輸入している。次に、ASEAN+3が世界貿易の

18.5％うちASEAN+3グループ内から6.0％と約3分の1を輸入し、次いで「他の国」

が世界貿易の14.5％を輸入し、うち「他の国」域内から5.6％、EU27から3.9％

を輸入している。その次にアメリカ＋カナダが世界貿易の14.2％を輸入し、う

ち域内から4.1％、EU27から3.7％、ASEAN+3から2.2％を輸入している。
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　2012年における加工食品・飲料の輸出では、EU27が49.3％と世界貿易の約半

分を占め、うち域内貿易が34.4％、「他の国」へ3.9％、アメリカ＋カナダへ3.7％、

ASEAN+3へ3.6％、EU近隣4国へ3.0％を輸出している。次いでブラジル、インド

など開発途上国の多くを含む｢他の国｣の輸出シェアが14.5％でうち「他の国」

グループ内へ5.6％、EU27へ3.4％、ASEAN+3へ2.0％のシェアの輸出をしている。

次いでASEAN+3が12.3％のシェアを輸出し、うちASEAN+3域内へ6％、アメリカ

＋カナダへ2.2％を輸出し、次いでアメリカ＋カナダが世界シェアの11.5％、

うちアメリカ＋カナダ域内へ4.1％、ASEAN+3へ3.3％を輸出している。

　表6-5に、1999年から2012年にかけての世界の加工食品・飲料の貿易額のシェ

アの増減を示している。

　これを見ると、輸入面の貿易シェアの変化では、EU27が輸入シェアを5.0％

下げ、うち域内から輸入シェアが4.1％減である。ASEAN10+3の加工食品・飲

料の輸入シェアはわずか0.3％の減であるが、日本の4.4％減と中国の2.5％増、

ASEAN10の1.1％増が相殺した結果である。次いで他の国のシェアが2.5％増で、
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うち｢他の国｣からのシェアが2.0％増、次いでEU近隣4国のシェアが2.1％増で

ある。輸出面から見た変化では、EU27の輸出シェアが3.9％減、うちEU域内へ

の輸出シェアが4.1％減、｢他の国｣のシェアが2.8％増、うち「他の国」の輸出

シェア2.0％増、アメリカ＋カナダの輸出シェアが1.9％減、うち日本への輸出

シェア1.7％減、ASEAN10+3の輸出シェア1.3％増等が主な変化である。

　1999年から2012年の間に、加工食品・飲料の国際貿易は、域内貿易が7割以

上を占めるEUが世界の貿易の約半分を占め、残り半分の貿易市場を、ASEAN+3、

「他の国」、アメリカ＋カナダが分け合うという構造に大きな変化は見られな

かった。しかし、この間に、加工食品・飲料の国際貿易は、EU27、アメリカ＋

カナダ、日本などが輸出入の貿易シェアを下げ、他方、中国、ASEAN10、ブラ

ジル、インドなど「他の国」、EU近隣4国が貿易シェアを拡大している。加工食品・

飲料の貿易ではグループ内あるいは域内貿易の比重には大きな変化は見られな

い。加工食品・飲料の貿易構造は、第2、4、5章で見てきたように、原料とし

ての未加工及び、半加工の食料品との関係で変化が進んでいると考えられる。

おわりに－まとめと残された課題―

　本稿では、国連商品貿易データベースUNvomtradeを利用して、貿易総額、

BEC1類の食料品・飲料全体と、これを未加工品・産業用(BEC111類)、未加工品・

消費用(BEC112類)、加工品・産業用(BEC121類)、加工品・消費用(BEC122類)の

4分類したものについて1999年と2012年の国際貿易マトリックスを作成し、こ

れを基に、世界の食料品貿易構造の特徴と変化を分析した。
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　分析結果の要点は下のとおりである。

　(1) 世界の食料品・飲料の貿易額（輸入額、BEC1類））は、1999年から2012

年の間に、世界貿易額総額の増加倍率3.1倍に比べわずかにおよばないが、2.9

倍に増加し、世界の貿易総額に占めるシェアは6.1％から5.7％へと低下した。

　(2) 食料品貿易全体の中で、加工品・消費用の食料品のシェアが約半分を占

めている中で、未加工品、加工品ともに産業用の食料品の増加率が消費用のそ

れを上回っており、食料品の世界貿易の中で、加工食品の貿易が圧倒的なウエ

イトを占めるとともに、その原料として未加工、半加工の食料品の貿易が急速

に伸びていることを示している。。

　(3) 世界の食料品の貿易の中で、EU27のシェアは、2012年において輸出で

39.8％、輸入で38.0％を占め、うちEU27域内が約27.8％と、1999年に比べてか

なり低下しているものの依然として突出したシェアを占めている。EU27に次い

で、2012年において、「他の国」とASEAN+3が食料品貿易でそれぞれ約2割のシェ

アを占め、シェアを上げている。ASEAN+3の中では日本がシェアを下げ、中国

とASEAN10がシェアを上げている。アメリカ＋カナダは輸出で13.3％、輸入で

12.6％を占め、シェアを下げている。

　(4) 未加工品・産業用の食料品の世界貿易額は、2012年には1,850億ドルと

1999年の3.2倍に増加したが、これは食料品全体の倍率2.9倍を上回っている。

　未加工品・産業用食料品の国際貿易は、飼料用を含む穀物、大豆等油糧種子

及びコーヒー豆が主体となっており、その世界的な需給に左右されている。未

加工品・産業用食料品の国際貿易構造は、21世紀に入り、配合飼料、食用油、

コーヒー、ココア等の需要の増大に対応した加工原料として需要の増大と国際

価格の上昇を反映して、大きな変化を遂げてきた。特に人口大国である中国を

先頭とするアジアの開発途上国の急速な経済成長を背景とする食生活の変化に

伴い、食料需要構造の変化による大豆を主体とする油糧種子の急激な輸入増加

に対応して、ブラジルを先頭とする開発途上国が輸出を大幅に拡大し、世界的

な貿易構造が大きく変貌したことが特徴と言える。

　(5) 生鮮魚介類、生乳、生鮮野菜、果実、茶葉、香辛料等を主とする未加

工品・消費用食料品(BEC112類)の食料品全体の貿易に占めるシェアは2012年に

は19.7％へと傾向的に減少している。未加工品・消費用食料品については、熱
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帯果実など地域性のある生産物を主に貿易するという構造には大きな変化はな

く、EU27、日本、アメリカ＋カナダなど先進地域が純輸入地域であり輸出入両

面で貿易シェアを下げている。他方、中国、ASEAN10、中南米3国、EU近隣4国、「他

の国」などはBEC112類の未加工品・消費用食料品の純輸出地域で輸出入両面で

貿易シェアを上げている。

　(6) BEC121類の加工品・産業用食料品にHS2桁分類で10の類にまたがる広範

な貿易品を含むが、主な品目として牛、豚の枝肉、粗糖、粉乳、小麦粉などが

あり、半加工食料品といえる。半加工食料品(BEC121類)の世界貿易額は1999年

から2012年の間に、食料品のBEC4分類の中で最大の3.6倍に増加し、食料品全

体の貿易に占めるシェアは1999年の10.7％から2012年には13.6％へと傾向的

に増加してきた。半加工食料品の国際貿易の大半はEU27、「他の国」、ASEAN+3

という三つのグループによって担われている。半加工食料品の国際貿易では、

1999年から2012年の間に、EU27が大幅に後退するとともに「他の国」も後退し、

他方ASEAN+3が躍進し、グループ内あるいは域内貿易の比重がEUでは下がり、

ASEAN+3では逆に上がるという特徴が見られる。こうした変化は、半加工食料

品の貿易の中で大きな比重を占める粗糖、糖蜜のタイ、フィリピンからの輸出

が世界中の輸入国に対して大幅に伸び、他方、伝統的にEUが域内貿易を中心に

大きな比重を占めている小麦粉、粉乳などの半加工食料品の貿易が停滞あるい

は縮小したことによるものと考えられる。

　(7) 加工品・消費用食料品(BEC122類)は、HS2桁分類で15の類にも及ぶ極め

て広範な食料品と飲料が含まれ、加工食品・飲料という用語を同じ意味で用い

る。

　加工食品・飲料の世界貿易額は2012年には5,620億ドルに達し、1999年から

2.8倍に増加し、食料品全体の世界貿易に占めるシェアは1999年から2012年ま

でほぼ変らず半分を占めている。加工食品・飲料の国際貿易は、EUが世界の貿

易の約半分で、うち域内貿易が7割以上を占めており、残り半分の貿易市場を、

ASEAN+3、「他の国」、アメリカ＋カナダが分け合うという構造となっている。

この基本構造は1999年から2012年の間に大きな変化は見られない。しかし、こ

の間に、EU27、アメリカ＋カナダ、日本など先進国が輸出入の貿易シェアを下

げ、他方中国、ASEAN諸国やブラジル、インドなど「他の国」及びEU近隣4国が



－ 394 －

貿易シェアを拡大している。加工食品・飲料の貿易構造は、第2、4、5章で見

てきた変化と関連して、原料としての未加工及び、半加工の食料品との関係で

変化が進んでいると考えられる。

　(8) 本稿におけるBEC分類による食料品の貿易の分析から、食料品としては

HS分類の1類から24類の合計よりもBEC分類の食料品が概念的に明確である。し

かし、BEC分類の各カテゴリーの食料品は定義は抽象的であり、具体的内容、

商品がわからないままでは、分析結果についても抽象的，曖昧になってしまう。

本稿では、BEC分類による食料品の4つのカテゴリーに含まれる具体的な食料品・

飲料を、HS分類の品目との対照表をベースにして確認しながら分析を行った。

今後における食料品の国際貿易の分析は、BEC分類と合わせてHS分類による商

品別の分析も不可欠である。

　BEC分類を集計した食料品の国際貿易マトリックスに基づいた分析の分野で

は、金田（2008）(2010)等があるが、木南ら(1996)、本間（2000）、下渡ら（2010）

も異なった方法で研究成果を発表している。これらの研究成果を踏まえ、分析

手法を含めさらに深めた研究をすることは、今後の課題としたい。

　本稿における国際貿易マトリックスの作成という膨大な作業の大部分は中山

里美氏を煩わせた。最後になるが、記して深く感謝の意を表したい。

注

１）TPPをめぐる状況については服部(2014)を参照されたい。

２）BEC1類の4分類の訳は、原文のprimaryを未加工品、processedを加工品、for industry

を産業用、for household consumptionを消費用と仮訳したものである。食料・飲料に

ついては、そのかなりの部分が生鮮食料として消費される野菜、果実、魚介類などが

primaryと分類されていることから、「原料」より「未加工品」とすることが適切と考

えられる。また、食料品・飲料では外食で消費されるもののウエイトがかなり高いこ

とから「家庭消費用」ではなく「消費用」と仮訳した。

３）この項は、大賀(2013)の第1章(3)対象国・集計グループを再掲したものである。

４）国際貿易マトリックスの具体的な作成方法については大賀（2013）第1章(4)国際貿易

マトリックスの作成方法と見方を参照されたい。

５）UNcomtradeのデータには、台湾を含め国連に非加盟の国の統計は計上されていないため、

本稿の国際貿易マトリックスの「中国」の数値には「台湾」の貿易を含んでいない。
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６）この節は、大賀(2012）、大賀(2013)における貿易総額の国際貿易マトリックスのデー

タをUNcomtrdeの2012年に変更し、分析をアップデートしたものである。

７）本稿の国際貿易マトリックスの分析で「シェア」という言葉を多用するが、これは特

に断らない限り「世界総額(合計)額に占める比率」である。また、「増加」、「減少」は、

特に断らない限り、1999年から、2012年の間の変化を示している。
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